
 
総務文教厚生常任委員会 会議記録 

 
 

平成２５年 ７月２９日 開催 

 

 所管事務調査 

 １．遊休施設の今後の活用について 



- 1 - 
 

平成２５年 浦幌町議会 総務文教厚生常任委員会 
 
平成２５年 ７月２９日（月曜日） 

開議 午前 ９時００分 
閉議 午前１０時５８分 

 
○出席委員（５名） 
  委 員 長   福  原  仁  子   副委員長   阿  部     優 
  委  員   差  間  正  樹          河  内  富  喜 
         野  村  俊  博 
 
○欠席委員（０名） 
 
○職務出席者（１名） 
  議 長   田  村  寛  邦 
 
○出席説明員 
  町 長   水  澤  一  廣 
  副 町 長   門  馬  孝  敬 
  まちづくり政策課長   菅  原     敏 
  まちづくり推進係長   辻     康  浩 
  総 務 課 長   鈴  木  宏  昌 
  管材防災係長   田  村  優  聴 
  産 業 課 長   大  山  則  幸 
  教 育 次 長   山  本  輝  男 
 
○出席議会事務局職員 
  局 長   前  田     勇 
  議 事 係 長   中  田     進 



- 2 - 
 

開議 午前 ９時００分 
      ◎遊休施設の今後の活用について 
 
○福原委員長 皆様おはようございます。 
 今日から、初めて総務文教厚生常任委員長を仰せつかりました福原と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 
 新しくなりました初めての常任委員会ですので、何かと不慣れなところもございますが、

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。また、町長初め各課長さん方には、お忙しい

中ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 
 お手元に資料がきていると思いますが、昨年の一般質問もありましたが、一昨年の常任

委員会で所管事務調査を開催いたしまして、いろいろなお話を伺っておりますが、またさ

らに一層深めた委員会を開いて、方向性を見出していければなということで、今回開催を

いたしましたので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 ただいまの出席委員は、５名でございます。定足数に達しておりますので、ただいまか

ら総務文教厚生常任委員会所管事務調査を始めさせていただきたいと思います。 
 まず町の理事者の方からごあいさつをお願いいたします。 
○水澤町長 皆さん、おはようございます。 
 雨が少ないということで雨がほしいと言っていましたが、降りつづけておりまして、止

む気配がないということであります。本州方面では、大きな被害が出ている所もあるよう

でありますし、ただ、ほどよい雨で終わってほしいなというふうに思っております。 
 小麦の収穫も始まったということでありますから、あまり影響のない雨であってほしい

なというふうに思っているところでございます。 
 今回の総務文教厚生常任委員会の所管事務調査におかれましては、23 年７月に町有財産

の現状と今後の活用についてということで、所管事務調査を行っていただきました。 
 その際に所見で今後の活用について積極的にということで、所見もいただいておりまし

た。その後庁内でもいろいろ会議を進めてまいりました。その中で、このたび新たにプロ

ポーザル方式で町内外に利活用を求めるということで、準備を進めてまいりました。 
 この点について、今日はご説明をさせていただきたいというふうに思いますし、所管事

務調査の中でいろいろなご意見を賜りながら、町有財産の積極的な活用について、これか

らも進めてまいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと

思います。 
○福原委員長 それでは、資料に従いまして説明を求めたいと思いますので、お願いいた

します。蒸し暑いので、上着を脱いでいただいて結構だと思います。 
○菅原まちづくり政策課長 それでは、私の方から若干お話をさせていただきたいと思い

ます。議会総務文教厚生常任委員会におきましては、先ほど町長からお話もありましたよ

うに、平成 23 年７月 21 日に所管事務調査といたしまして、町内の遊休施設であります高
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齢者活動センター、農村環境改善センター、旧常室小学校及び吉野幼稚園の現地視察をし

ていただき、また遊休施設、遊休地の現状と今後の活用についてのご説明をさせていただ

いたところでございます。その後、昨年６月の町議会定例会におきまして、中尾議員から

その後の動き等について一般質問をいただいたところでございます。 
 これらの内容につきましては、既に各委員ご承知のことと存じますので、改めての説明

を省略させていただきますが、前回の常任委員会以後の町の動き、並びに今後の利活用の

方向性等につきましては、今現在の状況をまちづくり推進係の辻係長をもってご説明いた

しますので、よろしくお願いいたします。 
○辻まちづくり推進係長 それでは、皆さん、資料の１ページ遊休施設の概要をお開きく

ださい。Ａ４横の資料となっております。この資料につきましては、２年前に開催された

所管事務調査で提出した資料を一覧にしたもので、詳細な説明は省略させていただきます

が、当時と違う点につきましては、表の右側から４番目の経過期間以降、残存年数、残存

率、補助金返還額について２年が経過しましたので、それぞれ修正をしております。 
 資料の２ページですね、遊休施設の利活用事業についてをごらんください。１のこれま

での検討経過につきましては、２年前の常任委員会の調査以後ですね、担当者レベルでの

協議を４回、課長会議を３回開催しまして、利活用に関する検討を進め、今年の３月に開

催しました課長会議において、方向性を決定いたしました。 
 ２の遊休施設の利活用の方向性ですが、農村環境改善センターについては、皆さんご承

知のとおり、役場組織内において町が直接利用することに関して、さまざまな可能性を模

索し、多角的に検討を進めましたが、施設の改修費用や維持管理費用を考慮すると、有効

な利活用策を提示できない状況にありました。 
 このため、本年３月に開催した課長会議において、民間事業者等で利活用していただく

ことを目指し、公募型のプロポーザル方式により利活用計画を募り、最も優れた提案者に

貸し付け、管理運営を行っていただくことに決定いたしました。 
 （３）の旧常室小学校、（４）旧吉野幼稚園も同様に公募型プロポーザルにより実施いた

します。 
 ２の高齢者生産活動センターのみ２年前の本委員会調査の時と同じく、道東自動車道の

釧路インターチェンジの開通による影響を見極めつつ、当面は現状の維持管理を継続しな

がら、長期的な判断を行うこととしております。 
 プロポーザル方式については、どのようなものかと言いますと、競争入札とは違い、価

格のみによる競争に適さない場合において、実績、専門性、技術力、企画力、創造性等を

勘案し、総合的な見地から判断して、最適な事業者を選定する方法です。 
 公募型につきましては、広くプロポーザルへの参加を募集し、申し込みのあった事業者

のうちから、当該プロポーザルへの参加資格要件を満たす事業者により実施するプロポー

ザル方式となっております。 
 ３、プロポーザルの実施要項の概要ですが、詳細は今後詰められていきますが、現時点
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で町が考えている条件を書き出してあります。初めに現状で土地や建物、工作物、立木、

埋設物など敷地内にあるすべてのものを貸し付けることとしております。次のページをお

開きください。 
 アは当然のことですが、事業実施に際して、適用される関係法令、条例を遵守すること。

イ 貸付期間は 10 年間とし、期間満了後の再契約も可能としております。なお、貸付期

間が終了した時は、施設を貸し付け前の現状に回復して、町に引き渡すこととしています。

ウ 施設の引き渡し後、２年以内に提案した事業計画に従い、事業の管理運営を開始する

こと。エ 事業内容は、公序良俗に反しない利用を行うこととし、地域の活性化等につな

がる要素を取り入れた中で利活用をすること。オ 風俗営業や暴力団の活動、オウム真理

教など、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律により観察処分を受けた団

体の使用を認めないこと。カ 現状有姿で引き渡すことから、利活用方法に応じて必要と

なる一切の経費は事業者の負担とすること。キ 貸付期間中の土地、建物、その他の設備

の維持管理や経年劣化、故障、破損等に伴う設備の更新に必要となる一切の経費は、事業

者の負担とすること。ク 施設の引き渡し後も、町の求めに応じて事業計画や事業実施に

係る報告を行うこと。ケ 事業における町民等への説明は、事業者の責任において実施す

ること。以上が、現在想定している事業実施の条件です。 
 次に、（２）最低貸付価格ですが、無償での貸し付けも可能とし、最低貸付価格は設定い

たしません。 
 次に、（３）の提案資格については、法人に限定します。個人での提案はできないことと

しております。ア 地方自治法施行令第 167 条の４の規定に該当しないこと。一般競争入

札の参加者の資格に関する規定です。イ 国税及び地方税を滞納していないこと。ウ 会

社更生法などによる、手続の申し立てをしていないこと。エ 暴力団に該当しないこと。

オ 親会社、子会社などの関係にある場合は、一者のみが提案可能なこと。以上が、提案

資格となります。 
 （４）応募者から提出される企画提案書の内容ですが、資料記載のアからケへの９項目

について、提案を行っていただきます。アの提案の趣旨は、基本的なコンセプトについて、

イの計画の概要は、利活用の概要について、ウの対象物件の改修内容は、施設の改修箇所、

内容について、エの企画提案事業スケジュールは、事業の管理運営開始までの主だった工

程について、オの資金調達計画は、総事業費の調達額や調達区分について、カの事業費の

管理運営開始から３カ年の事業収支計画は、各年度の収入・支出の区分と金額、年度収支

について、キの事業の実施体制・役割分担は、事業にかかわるものについて、それぞれの

体制、役割、関係等について、クの事業リスクは、提案事業内容におけるリスクとその対

応策について、ケの地域への貢献に関する提案は、地域の活性化や地域住民の利便性向上

など地域貢献に資する提案の内容についてとなっております。 
 （５）審査方法ですが、提案があった企画提案及びヒアリングなどは、浦幌町プロポー

ザル方式等に関する実施要領により、建設工事等請負業者指名委員会が審査をすることに
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なります。次のページをお開きください。 
 ４の応募開始後のスケジュールについて、募集を行い応募があったことを想定し、説明

をいたします。選定委員会、建設工事等の指名委員会で事業者の選定を行います。選定さ

れた事業者と契約条件等の協議をした後、協議が整えば、補助金の適化法による手続きを

行います。無償の場合は所管大臣への報告のみ、有償の場合は申請により承認を受け、補

助金の返還が必要となります。この手続きが終了後、町議会への手続きが必要となります。 
 農村環境改善センターは、設置条例が現存していますので、設置条例の廃止手続きが必

要となります。旧常室小学校と旧吉野幼稚園は、この手続きは終了しております。また、

適正な対価でない貸し付けは、議会の議決が必要となります。これらの手続きがすべて終

了後に、賃貸借契約の締結となります。 
 ５の参考資料は、通常の算定方法により仮にそれぞれの施設の使用料を算出した場合の

金額となります。それぞれの項目のウの部分ですが、農村環境改善センターは、土地建物

合わせて年額 740 万円ほどとなります。常室小学校は、土地建物合わせて年額約 540 万円

になります。吉野幼稚園は、土地建物合わせて年額約 135 万円になります。 
 この金額以下で貸し付ける場合において、適正な対価でない貸し付けとなりますので、

議会の議決が必要となります。以上で、配布しました資料の説明を終わります。 
○福原委員長 ありがとうございました。 
 ただいまの説明を受けまして、１件ずつ区切って深めて論議をしていきたいと思ってお

りますので、よろしくお願いいたします。何かご意見ありますか。 
 まず浦幌町農村環境改善センターについてご意見がありましたら、お聞きしたいと思い

ます。 
 河内委員。 
○河内委員 このことについては、２年前にも調査した経緯が当然あるわけですけれども、

中尾議員もその後質問しておりますし、行政としても大変頭の痛いところがあったのかな

と考えます。その中で、今回、プロポーザル方式ということが検討された中で、提案され

てきたわけですけれども、何点か確認をさせていただきたいと思います。 
 前回、施設の中を見せていただいた中で、大変雨漏りした中で床が盛り上がって、非常

に修繕に莫大な費用がかかるという感じを持っていたわけですが、このプロポーザル方式

を進めるにあたって、今の説明の中では、現状の施設の修繕が必要な中での貸し付けとい

うことで理解していいのですね。今あのように床が盛り上がって、雨漏りしている、その

状況のままで貸し付けしたいということですね。確認させてください。 
○福原委員長 答弁お願いします。 
○菅原まちづくり政策課長 今回の公募につきましては、ただいま河内委員がおっしゃっ

たとおり、やり方としましては、傷んでいる部分について改修して貸し出すという方法が

本来基本だと思いますけれども、今回の提案につきましては、あくまでも現状のまま貸し

付けをしまして、利用される方が必要な部分について直して使っていただくと、そういう
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考え方でございます。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 当然、利用者は費用的な面含めて、そういったものをいろいろなプランを進

めるにあたって、当初からそういった費用負担があるということは、非常にネックになる

なという感じが正直するのですね。 
 ですからその辺について、例えば、今の修繕を考えた場合、概算として行政側もどのぐ

らいかかるのかというのは、試案というか、概算としてのものは持っていると思うのです

けれども、どのぐらい今の修繕、一番傷んでいるところですね、あそこを普通程度のもの

に回復するといったら、どの程度かかる概算持っていますか。 
○福原委員長 答弁求めます。 
○辻まちづくり推進係長 今回のプロポーザル実施にあたりまして、改めて建物内の検査

というか、そういった部分を行いまして、建築部分に関して元の状態に戻すとしましたら

ですね、9,900 万円ほど、設備に関して 7,600 万円、電気設備につきまして約 1,000 万円

ですね、トータルで１億 8,500 万円ほどの金額がかかるのではないかという試算を行って

おります。以上です。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 今、そのことについて確認をさせていただいたのですけれども、利用者がそ

の金額 100％必要とするかしないかというのは業者の考え方ですから、これがすべてだと

は思いませんけれども、この金額を聞きますと、非常に多額な負担がまず前提となった中

で、特に農村改善センターを利用するにはそれが前提となると。それを前提としてプロポ

ーザル方式ということで、非常に前向きで民活ということでの前向きな考え方に聞こえる

のですけれども、ハードルは非常に高いものですね。 
 これをプロポーザルということで提案されても、なかなか現実面としてはどうなのかな

というところがあるのですけれども、その辺例えば、１億 8,500 万円すべて修繕しなくて

も、ある程度の利用者がこの程度は修繕お願いできないか、そういった行政側として、も

し利用者がプロポーザルを活用したいという前提条件に、その辺の条件を行政側にお願い

したらどうでしょうかね。その辺は一切あり得ないですかね。 
○福原委員長 答弁お願いします。 
 町長。 
○水澤町長 今、委員言われているのは、要するに町で修繕して貸し付けに出したらどう

だろうかという話ですよね。 
○河内委員 １億 8,500 万円すべてでなくても、ここはすべて直していただいたら何とか

なるんだけどとか、そういった前提的な話、もしプロポーザルを活用する方から提案があ

った場合、その辺の協議が全くできるのかできないのか、その辺どうですか。考え方とし

て。 
○水澤町長 まずプロポーザルでやる場合に、相手方のどういう形で使いたいのかという
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ことが全く見えない中で、どういう修繕をしたらいいのかわからないということがありま

す。そういう意味では、募集した場合にどういうアイデアが出てくるのかということを見

極めないと、一概に言い悪いという返事はできないのかなというふうに思います。 
 ただ、町としては、これだけの現状に復帰するということになると、１億 8,000 万とい

う大きな金額がかかりますので、何もない中でこれに手をつけるということは、なかなか

できないだろうなという思いであります。 
 できるだけ、町内外からそういうアイデアも含めて、利活用の方が出てきた時に、そう

いう話し合いができる余地があるようなアイデアがあるかどうかということも一つ見極め

ていかないとならないなということで思っています。 
 ただ、現状としては、今無償貸し付けも含むということですから、現状のままで使って

いただく人、その方が出ていただくことをまず期待をしたいなというふうに思っています。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 町長も絶対そういう話はあり得ないんだよということでなくて、その内容に

よっては、十分考えていきたいということでのお答えでなかったかなと思っております。 
 あとですね、例えば、耐震的な面での観点から見た場合に、今のあそこの施設というの

は、十分クリアしているのですかね。 
○福原委員長 答弁求めます。 
 山本次長。 
○山本教育次長 建設年度が昭和 63 年ということなものですから、建築基準法の中で耐

震の中でいきますと、年度的にはクリアされている建物ということで判断しております。

以上でございます。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 これは先ほども一番初め、スタートで説明したとおり、２年前に委員会で所

見も出している、その前にも町民からのアイデアも募集したりとかということで、検討結

果を最終的に見たら、結局は行政は何も考えないよと、皆さん何とかしてくれと、結局何

もやっていなかったことになるのでは、どんな会議だったのかちょっとよくわからないの

ですけどね、壊しちゃったらいいんじゃないですか、最終的にアイデアなかったら。 
 そんな金かけて人に貸したりとかって考えするならば、だけど私思うのは、やっぱりも

う少しどのような会議で検討されたのか、どのような形で地域も含めて住民との今後の活

用、地域と住民の今後の生活のために、有効利用できないかという会議がなされていない

ということ、今までやった記憶もないというふうに思っているのですけれども、例えば、

今言った農村環境改善センター、あの下には道の駅、すばらしい何万人とくるところがあ

って、もう少し広義に考えて、この施設、この施設、この施設という、なんかあまりにも

考え方が狭いのかなという気がしてしようがないのですけどね。 
 例えば、吉野地域の幼稚園だって、今どんどんと崩壊している地域コミュニティ、それ

を含めてやはりもっと活用する方法ないのか、もっと幅広い議論されて、立派な課長さん
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たちの会議で３回も４回もやられたと聞いているけれども、そういうアイデアも全然出て

こなかったのか、その辺の経緯、報告、最終的にプロポーザルにボーンとぶん投げて、ち

ょっと言葉悪くて申しわけありません。 
 だから、何となく２年も放っておいて、さあいよいよ利活用方法の提案もできないから、

皆さんにまたお願いしようかという、非常に短絡的な考え方の報告かなと、さっきからず

っと読んでいるのですけれどね、２年も経って、いま言ったように、新しくして利用者に

よっては費用の負担も考えなければならないだろうし、経費的に考えてもゼロでもしなけ

ればならないという覚悟があるならば、方法なかったらかえって壊しちゃったほうがいい

気がするのだけれども、会議でどの程度検討されて、本当に何か費用ばっかり考えて、や

はり行政の施設、ある程度の負担はやむを得ないところは地域住民にもいろいろなことを

考えていくと必要かなというふうに、それは十分町民だって理解する範疇かなと思うので

すよ。 
 これだったら、まるっきり行政一切金出さない、借りる人がいいアイデア出してくれた

らば、現状のまま使って、経過過ぎたら現状のままかえしなさいよと、行政にとってはす

ばらしいアイデアですけども、何となく寂しくないですか。その辺どうですか。 
 本当にとことん議論しくめて、もう方法ないと、金もかけられない、町民の理解も得ら

れないということまで至ったのかなと、なんとなく文章からするとそれが読み取れない気

がするのですけれども、例えばほかの町村、古いですけれども、やっぱり高校がなくなれ

ば、それを文化の中心に持ってきて、いろいろな形で合宿、特に文化系の合宿を呼んで、

その拠点にしたりとか、詳しい内容わかりませんけれども、表しかわかりませんけど、他

の地域では、やはりその核にして、スポーツ誘致して、町の活性化を図ったりとかって、

やっぱりそういう施設、有効的な活用含めて、町の活性化だとか、今進めているやっぱり

いろいろな形の移住定住も含めた形での入り込み人口を図るための、何かそういうところ

に重きを考えていくと、もうちょっと検討の余地、そこでかかわる経費、考え方は、議会

にお示しいかなければ、またいろいろな議論をして多額の費用負担があるならば、町民の

理解が得れるような形で結論ができるのではないかと思うのだけど、もう万策尽きたから

公募出しますという、何となく短絡的に私は聞こえてしようがないのですけれどもね。 
 課長会議での具体的な議論というのは、もし一端でもそのような範疇の議論はなかった

のですか。 
○福原委員長 答弁求めます。まちづくり政策課長。 
○菅原まちづくり政策課長 私の方から答弁させていただきます。 
 この公共施設の再利用につきましては、ご指摘のとおり、数年前から議論が始まりまし

て、現在に至っておりますが、やはり大きな建物でございますので、あれを再利用すると

いうふうに考えますと、やはり経費的にかかる。それから、あそこに何か宿泊的な施設を

考えましても、当然そこで働く職員、人件費とか維持費とか、そういうものを考えますと、

なかなかあそこの建物を再利用するという判断は、なかなか難しい問題がございました。 
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 課長会議あるいは、施設を管理する担当者等でいろいろ議論はいたしました。宿泊施設

につきましても考えましたし、備蓄倉庫的な意見もございました。ただ、今現在、あの建

物にお金を投資して、どれだけの効果があるのかというところが、やはりネックになって

います。それで、以前から一時ホームページに載せてですね、再利用、買っていただく感

覚で募集しましたけれども、何件か話はあったのですけれども、そういうものも途中で申

し出の方から断念をするというようなこともありまして、なかなか売れる、あるいは利用

するという形には至っていないのですけれども、しかしながら、職員といたしましても、

何とかしたいという気持ちは十分持っているのですけれども、なかなかこれが一番いいと

いうものはなかなか見い出せない。 
 その中で、以前から議会等でも広く公募したらいいんじゃないかという意見もございま

したので、この際は、とりあえず１回広く公募をして、その中で意見があれば、それを当

然参考にさせていただきますし、なければ、その時点で第二弾として再度考えたいという

ような考え方を持っておるところでございます。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 先ほどは、ちょっと強く言い過ぎて申しわけありません。 
 それは一生懸命考えられているということはよくわかりますし、結果的に出てこないか

らこんな結果にならざるを得ないというのはよくわかりますけれども、先ほども言ったと

おり、これをやったにしても、過去の経過から見たら、果たして今の経済状況などいろい

ろなことを考えると、手を挙げる人いるのかなという非常に大きな不安もあるわけですけ

れども、そうすると、ある程度の時間が経つ、そうすると、いろいろな形で補修額がふえ

てきて、建物が傷んでくるということになってくると、どんどん悪の回転の方に入ってし

まうのかなという気がしてしょうないのですよね。 
 施設だけという考え方をしないで、例えば、今言ったように、道の駅のゾーンを、私も

たまたま人から聞いていくと、上に上がる階段、来た人が上の建物何ですかという形で、

結構問い合わせがあるということで、もう少しその辺のことも大きくゾーン的に考えてい

くと、まだまだいろいろな方法もあるのかなという気がする。 
 当然、大きな費用的な問題もありますけれども、どうなのですか。最終的な考え方はわ

かりませんけれども、プロポーザル、当然期限もあるだろうし、いろいろな形で年間のコ

ストの計算も出ていますけど、最終的にもしプロポーザルもなく、課長会議でも駄目、い

ろいろなアイデアも出てこなかったら、最終的には施設として朽ち果てるまであのまま置

いておくのか、売却してしまうのか、最終手段、次の方法というのは、どこまで考えられ

ているのかなと、その辺までの議論はされて、考え方を持っておられるのか。有効利用に

最後の言葉で求めるのは申しわけないけども、どうなのでしょうかね。 
 本当にいつまでもこれだけの時間経つわけで、何となくまた２年後に委員会やって、同

じような議論がされるような気がしてしようがないのですけれども、やっぱり方法として、

最後の手段まで考えるということまでならざるを得なくなってくるのではないかと思うの
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だけれども、こんなこと話すことの方がおかしいですかね。 
○福原委員長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 農村改善センターの利活用について、ずっと前から議会の皆さんにご心配い

ただいていろいろなお話がありました。休館した時の経緯を考えていただければわかると

思いますけれども、この改善センターをつくって運営をしていた時に、人件費も含めて、

運営費が 1,000 万を超える運営費だということの中で、財政再建の中で休館せざるを得な

かったという状況がありました。 
 そういう中で、最終的に改善センターをどうするんだという話は、あとずっと引き続い

て皆さんの中でも論議をしていただいたし、町の中でもうまく利活用、有効利用はないの

かという話がありました。 
 本当にそういう意味では、庁内会議やっていろいろなアイデアが出てきたのですけれど

も、最終的に必要な経費、維持管理費の経費に見合うだけの効果的な利用ができないとい

うのが本当の大きなネックでありました。 
 ここは元々スポーツ合宿に使ってもいいんじゃないかという話もありましたけど、元々

合宿所のためにつくった設備ではないものですから、それをするためには、新たな費用、

投資をしなければならないということもあって、年間でそういうものを呼び込めるのかど

うかということになると、ほかの町の事例を見ても、難しいだろうという話もありました。 
 そういうことも含めて、いろいろなアイデア出たのですけれども、なかなかそれが実現

に向かうだけの費用対効果が表れてこないということがあって、最終的に２年前の所管事

務調査の中でも広く内外に情報提供をして、こういうアイデアを求めたらどうだという所

見をもらって、それに基づいてその中でも庁内の会議をいろいろやってきました。 
 最終的に庁内でのアイデアがなかなか今言ったような一つ一つやっていったのですけれ

ども、なかなかそれが実現には可能性が低いということで、それでは所管事務調査の所見

にあるように、町外に広くプロポーザル方式で募集してみようと、それでいろいろこうい

う条項をつくりながら、今皆さんにお示しをしているという状況です。 
 町内で本当にうまいアイデア、うまく使えるようなことになれば一番良かったんだろう

と思いますけれども、なかなかそのアイデアが出てこなかったというのも現実であります。

そういう面では、町内、役場内で出ないのであれば、町外の人からのアイデアをもらって、

そのアイデアに期待をしながらプロポーザルでやっていこうという経緯になったというこ

ともご理解いただきたいなというふうに思います。 
 本当に改善センターというのは、確かに道の駅から見たら、すぐ目立つところでありま

すから、何かいい方法ないのかなとかなり町民の方からもありますし、町外から来ていた

だいている方があれは何だろうという、いろいろ話題性もあって、目立つ存在であります

ので、何かうまい活用方法はないのかなというふうに思ってはいるのですけれども、なか

なかないと。 
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 また壊すという話もありますけれども、壊せばまた１億円返さなければならないと、補

助金の返還ということもありますから、そういうことはできないという状況でございます。 
 そういう面では、１億円 8,000 万の現状回復するだけの金額がうまく町としてやったら、

活用できるのかとなると、多額の費用を投下して効果が出てくるという事業が町内ではな

かなかみつからないというのが現状なので、全国に応募すればまた違うアイデアが出てく

るのかなという期待を持ちながら、今このプロポーザルを試行したいというふうに思って

いるところです。 
○福原委員長 ほかの委員の方で質問ありませんか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 今、各委員からいろいろなご質問あったのですけれども、自分も建設当時か

ら興味がありまして、見させていただいております。その中で、農村環境改善センターと

いう名前で農家のことに、第一次産業のことが主だったのかなと思うのでありますけれど

も、最終的には地域コミュニティ、浦幌町民のコミュニティのために使われているんだろ

うなと思っておりました。それから、先ほど言われたように、ここまでくるまでの間に、

なかなか利用者が減ってきて、対応するのが苦慮があって、第一次産業のこともありなが

らということもあったのですけれども、今、金銭的なことで１億なんぼ返さなければなら

ない、壊すのにあとなんぼかかるという状況で、また直すには１億 8,500 万かかるという

ことで、どの選択をするかということも迫られているのではないかなと自分は思うのです

ね。 
 その中でやはり、今も法人とか言わないで、個人でやはり町の中でいろいろなアイデア

を持った方々がいらっしゃると思うのですよね。その声にどの程度今まで耳を傾けてこら

れたのかなということも若干、職員の方じゃなくて、やっぱり町民の意見の中でもぼちぼ

ち私も集約したわけじゃないのですけれども、あったような気がするのですよね。ここへ

来るまでの間に。 
 それもちょっと参考にしていただければなと思ったこともありました。最終的にここま

できたら、本当に自分、中を見せていただいたのですけれども、施設についてはすべて総

改修しなければ、誰が使うにしても駄目だと思うのですね。やっぱりそれを今回プロポー

ザルで、例えば 770 万の金を投資してまで、それだけ収益を上げながら、それを使ってさ

らに修理をすると、物すごい困難なことだと思うけど、絶対に手を出す人といったら、よ

ほどな企業の人で金があって、暇があって、何か金を使うことないかなという人でないと

手を出さないと思うのですよね。 
 このことについては、すごく私出したこと自体に矛盾を感じるところがあるのですけれ

ども、最終的な本当に困った時の皆さんのアイデアがらみかなと思うのですけれども、や

はりすべてを考えて、本当にこれを１億何がしの金を補助金を返還して、壊すことが無理

なのかどうか、ちょっとお聞きしたいと思います。 
○福原委員長 答弁求めます。 
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 副町長。 
○門馬副町長 解体の関係のご意見も出ているのですけれども、先ほど町長が答弁された

とおりでありまして、まずはここまで直営で何とかならないかということでやってきまし

たけど、現実的には非常に厳しいという状況の中で、プロポーザルをして民間のいろいろ

な考え、意見を取り入れていきたいということをまずやっていきたいということですので、

その方向でやっていきたいと。 
 先ほども町長と答弁ダブっちゃいますけれども、やっぱりいろいろな民間の方で、もし

あの施設を活用してやるという場合に、今の現状でどういうふうに中を変えてやるのかと

いう部分については、その企画内容によっては変わってくる可能性も、例えば、体育館に

ついては今床張っていますけど、その床が必要でないという形も出るでしょうし、あとは

いろいろな設備等ありますけど、それについてもすべて暖房が必要なのかどうかとか、い

ろいろな状況によっては、使い方によっては、中身の改装という部分で変わってくる可能

性がありますので、それについては提案の内容について、聞いた上でどういうふうにする

かという部分については、判断をする必要があるのかなというふうに思っています。 
 あと、今、町の方としても、企業誘致の促進条例ですとか、あるいは産炭地の新産業創

造という補助金もありますので、内容によってはそういうものも活用していただいて、設

備投資等ですね、していただくとか、そういう部分も考えられるのかなということで、今

後、公募するにあたっては、そういう内容も含めてですね、全国に発信していきたいとい

うふうに考えています。 
 そういうことも含めて、当面、個人ではなくて法人という形で募集をかけたいというこ

とであります。以上です。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 今、副町長の方から、町長からも先ほどあったのですけれども、ダブってし

まって申しわけないなと思うのですけれども、やはりここまできゅうきゅうな選択を迫ら

れてきているのではないかなと、つてを踏みながら、順番を踏みながら、いい方法へ持っ

ていこうとしているのだろうと思いますけれども、やはりだんだんと時間を経るにしたが

ってですね、施設はやっぱりさらに金がかかる状況に入っていくのだろうと、私は思いま

す。 
 ですから、少しでもですね、外観だけではすばらしい建物に見えるんですよね。どう見

たって、中がそんなになっているのなんて誰も思っていないのですよね。だから、みんな

使うことないか、使うことないかと言うのですけど、現実中に入ると、本当にさんたんた

る状況になっていまして、自分たちも本当にぎりぎりまでいろいろな形の中で見させてい

ただいたのですけれども、本当に痛ましいのですよね。外見的には。でも、中を見るとや

はり諦めざるを得ないよなという感じがします。 
 先ほど言われた、ここから報告あったような形の中で、自分としても恐らく借料が問題

になってくるのではないかなと、私思います。この金額がゼロでも使ってくださいと、そ
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のかわり自分たちで直してください、修理してくださいというスタイルになるのかなと思

うのですけど、その辺どうなのでしょうか。 
 先ほど、同僚委員の方からもそれらしい質問があったのですけれども、それについては

どうなのでしょうか。 
○福原委員長 答弁求めます。町長。 
○水澤町長 賃貸料ね、積算したらこれだけになりますけども、無料貸し付けも当然視野

に入っていますということを書いてありますので、タダでもお貸しいたしますよという。

ただ、そのためには、この金額が適正価格に下回るので、当然議会の皆さんの承認が必要

ですということですから、740 万払いなさいとは決して言っていませんので、タダで無料

貸し付けでいいということです。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 先ほどから、総体的な修理ということにつきましても、やはり上限の見積も

りをしているのだろうなと私は考えるのでありますけれども、１億 8,000 万なりの修理が

かかることに対してですね、やっぱりそれを賃貸したいという方については、やっぱりち

ょっと二の足を踏んでくるのかなという感じがしないわけではないのですけれども、先ほ

ど言われたように、議会の承認が必要だと思うのですけれども、やはりその面も含めた中

で猶予のあるような形の中でね、修理もしていただくというスタイル、やっぱりちょっと

前に打ち出していった方が、修理によってはこちらからもというスタイルをしていった方

が私は使っていただける方、それから法人ももちろんなのですけれども、その法人が駄目

だったら個人を考えているのかなという感じがするのですけど、その辺いかがですか。 
○福原委員長 答弁求めます。町長。 
○水澤町長 法人と個人という問題ですけれども、法人であれば、ある程度資格審査とい

うのができると思います。ただ個人の場合は全国ですから、どんな人が応募してくるかわ

からないということがありまして、そういう面では個人はリスキーだなということで、法

人でお貸しするということにしています。 
 個人だから絶対駄目だということでありませんけれども、我々としての、役場で個人の

資格審査というか、個人のあれを見極めるということは難しいだろうというふうなことを

考えていますので、法人とさせていただいたということです。 
 それと今ね、貸しつける時に、修繕という話は当然出てくる話かなというふうに思いま

すけれども、ただ今現状はこういう状況ですよと、当然プロポーザルを出す時に、知らし

めないとダメだというふうに思っています。現状では、こういうことでこういうところが

欠陥がありますよということは、当然知らしめないと、それこそ虚偽になるということに

なると大変ですから、そういう面でしっかり欠点の部分についても知らしめながら募集を

したいというふうに思っているんです。 
 やっぱりどうしても、全国ですからね、私どもとしては、ある程度期待を持ってプロポ

ーザルに臨みたいと、全国ですから、どんなアイデアを持っている人がいるか、幅広いア
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イデアを持っている人がいるんじゃないかなというふうに期待をしています。 
 現状、先ほどから言っているように、町内の中で役場の中では、なかなかアイデアを募

っても限界があるということでありますから、そういう面では全国に初めてこれを募集す

るような形ですから、全国の皆さんにこの施設をうまく有効利用するアイデアなり、それ

を持っている人が来てくれないかなという期待を込めて、今プロポーザルをさせていただ

きたいということです。 
 そういうことで、議会の２年前の所見に則ったという形で、私どもとしてはやりたいと

いうことでありますので、ここは議会の皆様にはぜひ理解してもらわないとならないのか

なというふうには思っているのですけれども、いろいろアイデア募集してくる人について

も、いろいろな話が出てくる可能性がありますから、その話に則って適宜に対応しながら

やりたいなというふうには思っています。 
 ただ、これは売却とかそういうのは考えていません。というのは、売却した場合に、投

げられてしまったら、ますます手をつけられないということでありますので、そういうこ

とで貸し付けということにしています。 
 １回売却してしまうとね、撤退した時にそのまま放置されたら、それこそ手もつけられ

ないということになりますので、そういうことのないようにということで、いま貸し付け

という条件の中で考えているところでございます。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 大体の方針わかってきましたし、売却のこともそのとおりだなとよくわかり

ますので、すばらしいアイデアが出てくることを期待するのだけれども、ちょっと７ペー

ジのね、先ほどの補助金の残だとか、いろいろなことで話出ましたけど、無償で貸し付け

たり、無償で目的外使用でこの施設を有効利用した場合には、返還義務はないという考え

方の、とらえ方の条文なのですか。 
 有償とした場合、発生する補助率に乗じた金額を国庫返納するという、有償と無償とな

ると、今残っている補助金の関係の処理のここが違ってくるということなのかな。その辺

は、そうしたら利用者にとっては無償で借りた方が、行政としても返納しなくていいとい

う単純なとらえ方でいいのか、その辺だけちょっとお伺いしたいのですけれども。 
○福原委員長 答弁願います。まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 資料のですね、別表２の部分の貸付けの部分になるかと思いま

す。無償による場合については、野村委員言われるとおり、補助金の返還義務等は発生し

ません。有償の場合については、維持管理費用と貸付料の差額の２分の１、国庫補助が２

分の１ですので、その金額の返還義務が生じることになります。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 そうすると、費用の負担いろいろなことを全く考えないでも、あくまでも最

初から無償で貸しますよと、有効利用して地域の活性化のためにひとつ協力よろしくお願

いしますというアピールの仕方をした方が行政も残った国庫返納金も発生しないし、お互
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いにとっていいという短絡的な考えじゃまずいのかな。 
 その辺の扱いというか、どういう対応になるのか。有償にしたら、結局返納金が発生す

るわけでしょ。無償で貸し付ければ、今言ったように返納金、まだ残金残っているという

ことでね、数字が経ってきていますからだいぶ減ってきていますけれども、そういうとら

え方で、そうすると募集だとか、今言ったように全国的なアピールをした時に、食いつき

やすいのではないかなという気がするのだけれども、その辺の考え方というか、対応はど

うなのですか。 
○福原委員長 答弁求めます。まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 確かにですね、無償だという方が貸し付けの際にインパクトが

あるかと思うのですけれども、補助金の返還についてもやはり２分の１が返還になりまし

て、その他２分の１については、町の方に使用料として入ってくるものですから、やはり

町としては有効活用ということを考えた時には、いくらでも入った方がいいという部分も

若干残りますし、当然企画提案の中で競争していただきますので、何社か応募があった中

でですね、ゼロといった提案があったり、月額いくらという提案があった中でですね、審

査を行っていきたいという考えですので、初めからゼロだけというような考えには至らな

い方がいいかなという結果ですね、無償の提案も可能というような条件を付けた中でやり

たいというふうな考えでありました。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 わかります。町の考えはよくわかります。なんぼかでも収入を得たいという

ような、当然わかりますけれども、先ほど言ったように現状で貸し付けして、10 年先には

現状復帰して、返還しなさいという条件付けておきながら、そして先ほど言ったように、

費用的な問題はこれからの話し合いだとかって、最低限、どれをどういうふうに使うかは

プロポーザルだから、個々の内容だというけれども、出てきた条件によっては、ここまで

町が経費をかけて修繕して貸し付けますよとか、そんなことはまず今の段階でどうなるか

わかりませんけれども、文章的に足りなくて、現状で貸し付けますと、そしてそうなると

そのベースでいくと、この条項によると、結局収益さえ上げなければ、今までの過去の返

還が目的外使用になったとしても、10 年後過ぎたら活性化にとってただ申請だけで済むと

いうことになれば、はっきり言って無償で、一切経費かけないで現状で貸し付けますので、

その代り無償ですよと言ったら、行政としてはそれで地域の活性化なり、いろいろな有効

活用なり、その法人が地域のために活躍、有効利用していく、改修するなりいろいろ使っ

てくれて、なおかつ残った残金の国庫返納金も発生しなかったら、一番いいことじゃない。 
 多少の年間 100 万や 150 万の使用料、手数料もらって、返還金が発生するよりいいので

はないかと、短絡的に思うのだけど。そうズバッと決めてしまえば、非常に一般的にこの

利用したいな、提案したいなという人が広がるという考え方ができると思うのだけど、そ

の辺は基本的にどうなのですか。 
○福原委員長 答弁求めます。まちづくり政策課長。 
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○菅原まちづくり政策課長 ただいまの質問ですけれども、基本的には常識の範疇で考え

ますと、野村委員のおっしゃるとおりでそれが一番飛びつきやすいと思うのですけれども、

今回、町といたしましても、ある程度のどんな形で利用できるか、その結果どうなるかと

いうことは、町の方としても想定しています。 
 今回、募集するのはですね、それらの想定を超えるもの、多分採用されるものは、僕ら

が考えもつかないような、意表をつくようなものが出てきて、採用の対象となると思うの

ですよ。そういう意味から言いますと、私たちが想像する以上のものが出てきますと、場

合によっては、これはゼロでは貸せないなということも出てくる可能性はあるのですよね。 
 そういう意味で、やはりゼロとすれば一番いいとは思いますけれども、そういう意味で

はその対策という意味合いで、ある程度有償の部分も残さざるを得ないという、そういう

考え方です。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 わかります。ケースバイケースで考えとかないとならないだろうということ

もわかるし、根本的に先ほど町長言ったとおり、売却だとか、それからとにかく有効利用

ということで、解体はまだ先だという話よく分かりますし、売却してしまえば、その後の

ことが心配されるのはそのとおりだと思いますしね、だけど、ここまできてしまって、プ

ロポーザル出して、今言ったように最終的にどうなるか、今課長言われたとおり、すべて

の庁内のノウハウで庁舎内と言ったら失礼だけど、もうないわけだから、当然今言ったよ

うなことは当然あり得るでしょう。 
 あれ、こんな使い方もあったのと、その時に、儲かりそうだな、じゃあ手数料貰おうか、

そしたら使用料貰おうかと、業者は無償という項目見てプロポーザルしましたんだよとい

うことは、当然あり得ると思うんですよね。だから、私言っているのは、まず有効利用し

てもらって、地域の活性化のために、そしてあの施設を本当に何かの核にしながら、やっ

ぱり人口の交流を図るための一石二鳥、三鳥狙っているわけですよ。 
 そうしたら、いいアイデアだから、これ有償にします、それこそ儲かりそうもないとい

う判断を誰がするか知りませんけれども、これ無償にしますということはね、基本的には

考え方違うのかなと。やっぱり基本的な考え方のベースは、まず建物をどのように有効利

用して、そして地域との活性化なり、我が町の発展にどう寄与するかということで募集か

けるのだから、そうしたら金とりますか、とりませんか、アイデアによってって、そんな

みみっちいこと言わないで、もうとにかく町のために皆さん協力してくださいと、とりあ

えず有償で貸し出しますのでというぐらい、ぼーんと大きく出さないと、２年も３年も経

ってまだ活用方法が決まらないのに、なおかつ無償にして目的外使用だけど無償にした場

合には、残った残金の返納金が猶予されるという、これなんでしょ。それならば、300 万、

500 万金とって、国庫返納金の金が発生するならば、逆にまたプラスではないかと思うの

だけれども。 
 またプロポーザルでどれだけの内容で、きちっとした形で、そのぐらいの気持ちでやら
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ないとこれは解決しないと私は思うのだけれども、ちょっと私短絡的な考えしているかな。 
○福原委員長 答弁願います。町長。 
○水澤町長 現実的には、これ無償でもいいですよと言っているのですから、有償で借り

る人はいないと思います。当然無償になるだろうと思います。今、課長説明しましたけど

も、そういうことも想定されますけども、基本的には無償でも貸し付けますと言っている

のですから、その時点で無償でもいいというのに有償で借りるという人はいないと思いま

す。 
 基本的には、アイデアさえ出していただいて、有効に活用していただければ無償という

考え方で今います。実際には、現実的には、無償ということです。無償と書いてあるので

すから、その辺はあれだと思います。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 あと問題は、今出されたプロポーザルの中身でどれだけ町に寄与するのか、

我々の考えていることとどれだけリンクするのかによっては、修繕がある程度負担の割合

をどうするのか、その辺はあと相談になってくると思うんだけれどもね。 
 基本的に言ったとおり、現状で貸し付けということをやっぱりポリシー出していかない

と、あまり最初からこういう場合と考えたら、プロポーザルにならないのではないかと思

うんですよね。わかりました。すいません。 
○福原委員長 ほかに何かご意見。差間委員。 
○差間委員 今回のプロポーザルの提案というのは、もういきなり全国に発信するという

ふうにとらえてよろしいですか。 
○福原委員長 答弁求めます。まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 まだですね、詳細な方法というのは考えておりませんけども、

基本的には町のホームページ等を通じてですね、やっていきますので、当初から全国に発

信しながらですね、公募の方を求めていきたいと思っております。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 庁内の案というのは、出尽くした後のこういう提案だとは思うのですけれど

も、ちょっとくどいのですけれども、商工会とかそういった所の提案というのは、この環

境改善センターに関しては、一切ないというふうにとらえてよろしいのですか。 
○福原委員長 答弁求めます。まちづくり政策課長。 
○菅原まちづくり政策課長 地元の企業ですね、法人であれば応募できますので、それは

今回のプロポにあたっては、町内町外問わないわけですから、地元の商工会が希望すると

いうことも、もしあればそれはそれでプロポーザルに参加していただければ結構だと思い

ます。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 やっぱり僕らどうしても、道の駅を見てしまいますのでね、道の駅に来られ

た方が先ほども同僚委員から意見が出たように、あの建物は何だろう、実は道路の向かい
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側にいる僕らのところに来る方も同じようなことを言うんですよ。 
 あそこは、中身を見てみると大変なんですよねと、僕らも対応はしているんですけれど

も。せっかく道の駅にね、浦幌町が乗り出していって、ああいうふうに大変たくさんの集

客効果を得ているとは思うんですよ。 
 やっぱり国道釧路から帯広まで移動してみますとね、ああいうふうに風景も良くてね、

なかなかああいう条件で道の駅を有している自治体はそうないと思うんですよ。やっぱり

有名な道の駅も、道の駅というか、農協がいろいろ力を入れてね、道の駅のようなことを

やっている団体もおりますけれども、浦幌町は浦幌町がテコ入れしてこういうふうになっ

てきたので、それでですね、道の駅にある山の上の建物が全く手が出ないというのは、ち

ょっと残念だなという気がしたものですから、何か商工会も含めて何か案があればなと思

ったものですから、全国的にいきなり発信していくというのは、それもしようがないとは

思うのですけれどもね、よろしくお願いいたします。 
○福原委員長 答弁お願いします。 
 まちづくり政策課長。 
○菅原まちづくり政策課長 地元にもですね、商工会あるいは農協、漁組、経済団体ござ

いますので、それらの機関につきましては、年に三、四回各団体一同に集まっていただき

まして、まちづくり懇談会というのを設けておりますので、その中でもこういうふうに公

募しているというような話をしまして、もし参加できるのであれば参加していただきたい

というようなお話もしていきたいと考えております。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 せっかくそういうお話が課長から出たものですから、こちらの方としても発

言しますけれども、北海道のアイヌ協会でも伝統的生活空間の再生ということで、いろい

ろ模索して実際に動き出している地区もあるんですけれども、この十勝においてはですね、

十勝圏広く見渡して、そういう生活圏の再生を目指していこうという考えに立って動き出

しているんです。 
 幸い、この浦幌町は、湖沼、沼、いろいろあります。水産業もあります。おまけに町の

横にああいうふうにロケーションのすばらしい土地があるものですから、そういったこと

も含めて僕らもどう町に、それこそプロポーズですよね。どう提案していったらいいか考

えているのですけれども、もしできましたら、町の方からも我々の方にね、情報出してい

ただければ、またそういった会合の場にね、私たちも出していただければということで、

ひとつ提案いたします。 
○福原委員長 だいたい委員の方からお話が出たかと思います。以前にも調査した段階で、

国からの監査、調査というものが２年に一度ということで、前回調査しました時に、今年

の２月にくるんですけれども、今回は来ていませんというお話で報告がありましたが、そ

の後の動きは、国からの調査等ありますでしょうか。 
 産業課長。 
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○大山産業課長 前回の時には、２月に調査がありますよということだったのですが、そ

の後ですね、調査はきてございませんので、今の段階ではその後、その当時の２年後、そ

れから今回もそういう動きはまだきてございません。 
○福原委員長 ただいまの報告のとおり、調査がきていないということです。新しい試み

でプロポーザル方式で町から全国に発信ということで、また何らかの期待をかけながら、

農村環境改善センターのことについては、これ以上にしたいと思います。 
 あと、またもし何かありましたら、後から質問を全体で受け付けます。 

〔「休憩」の声あり〕 
○福原委員長 ここで休憩をとりたいと思います。 
 

午前１０時０７分 休憩 
午前１０時１６分 再開 

 
○福原委員長 それでは休憩を解きまして、再開したいと思います。 
 次にですね、先ほど高齢者生産活動センターの説明を受けました。これについて、何か

委員の方からご意見がありましたら、お願いいたします。 
 １点よろしいですか。お聞きしたいのですが、道東自動車道の開通が平成 27 年だと思

うのですが、それ以降に高齢者生産活動センターを利活用の方策を検討するということで

よろしいのでしょうか。答弁をお願いします。 
 産業課長。 
○大山産業課長 前回の所管事務調査と今までも何回か一般質問等の中でもあったかと思

いますけれども、その中でも道東道がまず開通したことにより、主要国道であります 38
号線がどのような交通量の影響があるかを見極めながらということで、考えてございます

ので、開通 27 年ちょっと確かかどうかあれですけど、開通したからすぐというふうな状

況ではなく、その辺の交通量の状況を見ながらということで考えてございますので、よろ

しくお願いします。 
○野村委員 いずれにしても、管理の検討課題としているのだからよろしいんでないです

か。 
○福原委員長 ということで、次に、常室小学校と吉野幼稚園の一括した調査をいたした

いと思いますので、先ほど説明を受けましたが、委員の方から何かご意見がありましたら、

お願いいたします。 
 阿部委員。 
○阿部委員 この調査の後だったか、確か老健かなんかの活動されてる方々が常室小学校

を使いたいか、借りたいか、そういう話があったのですけれども、そういう話はなかった

ですか。どうでしょうか。 
○福原委員長 答弁願います。管材防災係長。 



- 20 - 
 

○田村管材防災係長 前回の所管事務調査以降ですね、１件、老健ではないのですけれど

も、ユニット型の植物工場の関係で１件お話がありまして、そちらの方で常室小学校の方

を活用できないかということで、協議をいただきました。 
 このことに関しましては、まだスタートするばかりの企業だったものですから、やっぱ

り資金的な運用、そういった部分で一応協議不調という形で１件ありました。 
 それからもう１件、こちらも新規なのですけれども、今年の春先にですね、１件そうい

った食品加工の関係で使いたいということで話をいただきました。ただ、こちらの方につ

いては、できるだけ経費をかけないということで、建物の借りる資金ぐらいは何とかとい

うことでちょっとお話いただいたのですけれども、建築基準法の中にあります特殊建築物

という学校等の大きな建物、こういったものをですね、使う場合に、用途変更というもの

が必要なものですから、こちらの方で消防法の規制になります防火壁だとか、そういった

ものの加工が必要だという話になりまして、その部分でそういう大規模な改修は不可能と

いうことで、こちらも協議不調というような形で今までの間に２件活用の方法と言います

か、お話はありました。以上です。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 今、るる説明いただいたのですけれども、やはり今回のプロポーザル方式の

時に、同じようなことで今度は応募された場合には、やっぱりそういった理由でお断りに

なるのか、それともそういうことを検討して、先ほど言われたように相談に乗って次の段

階に一歩踏み出していただけるのかどうか、ちょっと聞きたいです。 
○福原委員長 答弁願います。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 先ほどの農村センターと同じ扱いになりますので、基本的には同じ考え

だということでご理解いただきたいと思います。 
 １点、やはり先ほどからのご審議の中にありますとおりですね、無償、有償の扱い、や

はりこの部分になってきますので、やはり有償ということの中で、場合によってはという

話の流れになってくるのかな、いわゆる活用のその効果と申しますか、その辺については

やはり提案の中で見極めていきたいなと思ってございます。 
 いずれにいたしましても、基本的にはやはり現状有姿のままお貸しをして、有償の中で

またその改善を有する場合については、お借りする方がその改善の手立てをしていただき

たいということを基本とした中で、内容については協議の中で確認をしていきたいなとい

うふうに思っております。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 先ほど、同僚委員の方からあったのでありますよ。その辺もやっぱりお互い

に気持ちが地域なりの発展のために、そういった形の中で使っていただけるという状況が

生まれやすいような形を我々はとっていただく、相談していただく、その間で経費がかか

るということになれば、またいろいろな形の中で予算やなんかの部分が出てくるのかなと
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思うのですけれども、そういうことで、どういう所からどういうふうにアタックがあった

かということも、やっぱり公開していただいて、若干の中でそういうことも必要なのかな

という感じがするのですけれども、物事が決まるまで公開しないのか、それとも多少私ど

もがやっぱりこういう所からこういうことがあったんだよということを公開していただけ

るのか、お聞きします。 
○福原委員長 答弁求めます。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 また同じ説明で繰り返しになって申しわけないのですけど、先ほどの農

村センターと同じようにですね、その公募型プロポーザルの提案を受けつける詳細につい

ては、今後の分を詰めながらですね、公募をしていきたいというような考えでございます。 
 やはり有償、無償の中においては、いろいろな論議があった中で、先ほどの論議のとお

りで無償の方がやはりサービスと言いますか、受けつけるにあたっては、いろいろな方が

申し込んでくれるだろうという期待感は当然あると思います。 
 ただ、その中にあって、一部お話の中にありました整備について多額の費用負担がやは

りそれも申込者がするということについては、ネックになるだろうというお話もございま

した。 
 そういう中にありまして、改修が町をもって行って、そしてまたなおかつ無償という話

になりますと、これまた厳しい話になるだろうというようなこともございます。ですから、

基本的な部分としては、先ほどお話したとおりの基本として、そのことについてはケース

によってご提案型ですから、プロポーザル受けつけた中で検討して参りたいという考えで

ございます。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 この吉野幼稚園、常室小学校については、先ほどの話だいぶ議論された農村

環境改善センターなり、高齢者活動センターとまた違った意味でね、今まで地域の核であ

った教育関係の施設がいろいろな諸般の事情で閉鎖せざるを得なかったということで、や

はり公募を出すことも大切だけど、やっぱり周知としてどのような利活用ができるのかと

いうことは、もっとやっぱりいろいろな会議を通じてね、突っ込んだ議論があってしかる

べきだったのかなという気がするんですよね。 
 私も地元、常室のことについては申しわけございません。あまりよく状況知らないけど、

地域があって、吉野は売却した元の生活館、あれは地域の人が産業の活動として立派に改

築してやっているわけだし、それは商工会、いろいろな絡みでいろいろなバックアップも

あったりしてやっていますけども、このような施設はやはり地域的にもっと活用ができな

いのか、先ほど言ったように、修繕の費用まで発生する可能性も地域のコミュニティとし

て使うとね、そうなると非常にまた負担の問題がどうするか、金の問題どうするかという

大きな問題ありますけど、やっぱり今各行政区がいろいろな法人格を持ちながら、そして

地域にいろいろな活動にしているというのも現状でありますしね、プロポーザルがプロポ



- 22 - 
 

ーザルで決定したのだから、これで進めてもいいけども、やはりもっと地域に飛び込んで

皆さんからのアイデアなり、例えば、我々も地域で話すのですけど、これは使用料、手数

料の問題が絡んでくるのだけれども、老人クラブあたりがね、公共施設使うと使用料、手

数料を払わなければならないと、補助金もらいながら公共施設を使って手数料払う、手数

料が非常に大きな負担になるという声も聞くわけですよ。 
 それならば、アイデアとして老人クラブで管理をして、あそこを無償で借りたらという

話も提案ではないのですけれども、だけど、年寄りがね、管理してまでいかないんですよ。

きれいに設備されたら、利用するという考えになるけれども、先ほど言ったように、コミ

ュニティがだんだん小さくなってきて、疎遠になってきたらね、やっぱり行政としてもこ

れからいろいろなコミバスとかいろいろなこと考えながら地域を網羅して、いろいろなこ

とも考えられるのだけれども、何かそういう施設があることによって集まる、集まること

によってコミュニティが継続されるということで、そういう視点から考えてやっぱり利活

用もプロポーザルはプロポーザルで決定したんだけれども、行政としてはもう少し考える

余地があるのかなという気がするんだけど、その辺の考え方はどうでしょうか。 
○福原委員長 答弁求めます。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 ご存じのとおり、幼稚園についてはですね、やはり園児が使う施設とい

うことで、通常の大人の目線で言うところの使用範囲というのは少ない範囲だということ

で、例えば一番わかりやすいのが、トイレに限ってもですね、園児が使う用と、それを一

般的に大人がすべて使うような施設にするということになりますと、それ相応の修繕等の

費用が発生するということになろうかと思います。 
 これがですね、本当に有効な活用がされて、日々その効果的にあるというのがあればで

すね、町側ともよろしいんでしょうけれども、仮にそれがなかなか使う頻度がという分に

なっていきますと、果たしてどうなのかなという思いもあります。 
 そんな中でですね、遊休施設の利用という大きな観点からやはり先ほどの基本的なお話

としているとおりですね、やはり申込者がその負担をしていただくという原点の中で進め

ていきたいなという考えを持って、プロポーザルということを検討させていただきました。 
 ただ、今おっしゃったですね、ただそう言ってもですね、地域の方々がやはり自主的な

分という部分が相当程度あるということであればですね、これもその事前にですね、関係

区長さんとも話をして、その辺は確認と申しますか、協議の時間をつくっていきたいなと

思っております。 
○福原委員長 よろしいですか。ほかに何かございませんでしょうか。 
 野村委員。 
○野村委員 副町長が前ここが閉鎖になる時に、駅前にあった幼稚園もあれはもう既に撤

収するという話で、地域からの声で遊具だけがまだあそこにあるから、あれは整備しなが

ら、地域が使えるように当面していくという話をした経緯があると思うんだけど、これは



- 23 - 
 

今回こうなってくると、あそこの遊具施設その他も当然プロポーザルで貸し出しするとい

うことになったら、ここだけは地域の子どもたちの遊具だよということにならないですよ

ね。その辺だけきちっとしておかないと、正直言って、非常に子ども少なくなって、私も

頻繁に通るわけじゃないけれども、利用している人少ないのですけれども、これから特に

お盆のシーズンになって、帰省してくるとやはりあの辺かいわいね、吉野の話ばかりで申

しわけないけど、そうすると遊具を使うけれども、草が生えていてどうなっているんだと

いう声も直接私の方にアピールあるもので、完全に地域の公園でなくて、遊具ある施設と

いうことは無しは無しで撤収するかなんかしていかないと、前にあそこは地域の公園化で

遊具だけは整備しますという、閉鎖の時の答弁の記憶があるのだけれども、どうするので

すか。 
○福原委員長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 公園化という話はしていないのですけれども、ただ子どもがね、地域に残

るので、子どものそういう遊ぶ場所の確保は何とかならないかという、そういうお話はあ

りました。それについては、今の場所がいいのか、もっと有効的に活用できるような場所

があるのか、その辺についてはね、いろいろ検討しながらというお話はさせていただきま

したけれど、現実的になかなか子どもさんもですね、減ってきて、実際のことどうしたら

いいのかというのは、地域の皆さんと話をしなきゃいけないと思うのですけど、ただ具体

的に本当にどうするのかということは、これからの課題だなと思っております。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 このように、吉野幼稚園の敷地も全部面積も書いてあるとおり、プロポーザ

ル出すならば、そこにある遊具、今後まだあるわけだから、あるとなると、今ちょうどお

盆のシーズンが来た時に、あれ使いたいけど草ボーボーで、するならいっそのこと撤収し

てあそこはなしですよということをきちっとしないと、どっちつかずになっちゃって、あ

るならば整備しなさい、こういう形で一括してどこかに無料賃貸するのだから、これは無

しになりますよとか、地域にきちっと少なくとも区長さんあたりには周知をしながらいか

ないと、あるものに対しての整備は行政の責任だと思うのですよね。その辺はきちっと判

断して進めた方がいいと思うのですけど。 
○福原委員長 答弁願います。 
 総務課長。 
○鈴木総務課長 ただいまのご質問にかかわりまして、おっしゃるとおりでですね、今回

において、プロポーザルでお貸しするという方針的な部分として、内部では意思決定をし

ましたので、これに基づいた中でですね、やはり位置づけというものをはっきりと説明さ

せていただきたいというふうに思います。 
 ただ、先ほどご質問ありました、地域との協議という部分を１点先にさせていただきま

すので、その中でご提案があるかどうか、仮にそれが適当なご提案がないとした場合は、
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プロポーザルで進めていきますので、このことについてもですね、ご理解を賜りたく説明

させていただきたいなと思います。 
 また１件ですね、先ほどの地域協議の中で、説明がちょっと漏れましたので、過去に平

成 22 年 12 月にですね、募集いわゆるアイデア的にですね、常室小学校と吉野幼稚園に限

っては町民の皆さん、また行政区の皆さんに回覧で用途についてのアイデアを募集した経

過もあるということでご説明させていただきます。 
○福原委員長 ほかに何かございませんでしょうか。 
 私の方からよろしいですか。平成 15 年に地域再生法ということで、国の方からこうい

ういろいろな遊休施設についての利用の方法とかたぶん緩和されたと思うのですが、その

地域再生法の内容ということもありますが、どのような変化があって現在に至っているか

ということですね。たぶん緩和されて、補助金は返還しなくてもいいよとかってそういう

具体的なことは何もなかったのでしょうか。 
 答弁願います。総務課長。 
○鈴木総務課長 ただいま地域再生法というお話が出ましたので、資料７ページをもう一

度ごらんおきを願います。それと８ページと、８ページについては、公立学校施設にかか

わる資料でございます。７ページの表題資料３となっておりますけれども、これについて

は、農林水産大臣の関連の内容であります。 
 今お話ありました地域再生法というのが、まさにですね、国庫補助金により整備をされ

た取得をした、いわゆる建物について、通常ですね、国庫補助金の適正化の法律によりま

して、耐用年数までにおいては、用途にしたがって使うという項目があります。ただ、地

域再生法によりまして、それが 10 年を経過したものについては、目的外使用を認めると

いうようなことが出てきました。 
 これがいわゆる先ほどからのここにあります国庫の納付、返納ということが生じないと、

目的外使用を行っても生じないということの大きなくくりになったということでなってお

りますので、この辺についてご理解願いたいと思います。 
○福原委員長 ほかの委員の皆さんで何かございませんでしょうか。 
 今るる説明をいただきました。全体的にプロポーザル方式の全国に向けてのホームペー

ジを通じてのＰＲの方向性を現在のところ見い出して、今のところは具体的なことはこれ

から、このプロポーザル方式のＰＲの方法は、いつからいつまで実施されるかお伺いして

おきたいと思います。 
 まちづくり政策課長。 
○菅原まちづくり政策課長 ホームページにおけるＰＲにつきましてはですね、もし応募

があった場合、あるいは応募があって無償という形で貸す場合についてはですね、当然議

会の議決を得なければなりません。そうなりますと、定例会が通常審議の場となると思い

ますので、ホームページに今掲載するにあたってはですね、本日示した資料よりももっと

詳しい要綱等を整理して提示するわけですけれども、先ほど言いましたように、議会の同
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意等もあった場合についてのタイミングもございますので、できるだけ早急には今やりた

いというふうに考えております。 
 ただ、具体的にいつからというのは、ちょっとまだ言える状況ではない。でも、半年と

か１年とか、そんな先ではございません。 
○福原委員長 先日からホームページがものすごくリニューアルされて見やすくなりまし

た。まだちょっと未完成な部分もあるかと思いますので、非常に私どもも関心を持って浦

幌町の顔であるホームページを見させていただいております。 
 なるべく速やかに今までの案件ですので、ＰＲをしていただきながら全国発信に期待を

込めて、この件について推進していっていただきたいというふうに思っております。 
 ほかの委員の皆さん、何か。 
 阿部委員。 
○阿部委員 今の件なのですけれども、早急におそらく発信されると。早い者勝ちなのか、

締め切りがあるのか、ちょっと聞いておきます。 
○福原委員長 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 プロポーザルの方式なのですけれども、まず公募型ですので、

参加する事業者の方が参加表明書というものをいただきます。その期間が、うちのプロポ

ーザルの要領ですと、１カ月の期間を設けなければならないという決まりがありますので、

それを設けた後ですね、資格審査を行いまして、参加資格を有している方が、それ以降ま

た１カ月から２カ月、３カ月といった期間を定めてですね、企画提案をしていただくこと

になります。 
 そういったことですので、先着順ですとかそういったことではありません。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 期限を切っていないと、要するに何社も、まったくこない可能性もなきにし

もあらず、ただ何社も例えば、ひと月なり考えながら、例えば町から８月１日から８月３

日にきましたよ。審査すぐ入りますよということになるのか、それとも９月 30 日までの

間で応募された方で審査をしますよというのか。 
○福原委員長 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 まず初めにですね、参加事業者、まずプロポーザルに参加しま

すかどうかというのを事業者さんから提出してもらいます。 
 それで、先ほど言いました、例えば暴力団に該当しないですとか、そういった要綱に合

致しているか、していないかという審査を行いまして、それから資格基準に該当するので

あれば、プロポーザルに参加していいですよといった通知が町からいきます。 
 その後ですね、資料の企画提案書という部分をつけているかと思うのですけれども、資

料の４ページですね、応募者から提出される企画提案書の内容というのですけれども、こ

の内容でですね、町の方に企画提案書を出していただきます。期限までにですね、期限区

切りますので。 
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 期限を区切った期限までに、この企画提案書を出していただいて、その後ですね、指名

委員会の方でこの事業者からのプレゼンテーションとヒアリングを行いまして、審査をす

るという形になります。ですので、基本的にたくさんの応募があれば、町の方はいいとは

思っております。期日は定めます。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 理解しました。やることについての理解はしました。 
 ただ、何社もあって、時期がずれてきた場合、初めと終わりがないと、ここまでですよ

と言っているのに、だらだらと募集するわけじゃないと思っているのです。 
○福原委員長 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 そうです。事例を申しますと、例えば、11 月の 30 日までとい

った形で期限を区切って、そこまで提出もらった方で審査を行うということです。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 第一次審査を行うのね。それから資格を認められたら、その次にいくんだも

のね。 
○福原委員長 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 その都度、順次いついつまでと区切りをつけてですね、出して

いただくことになります。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 だから早くきたからって、早く審査されるわけじゃないんでしょ。 
○福原委員長 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 ないです。 
○福原委員長 ほかにご質問、野村委員。 
○野村委員 １点だけ、先ほどこのプロポーザル、議会の承認だとか、確認したいのです

けれども、５ページの農村改善センターは条例の改正もありますけれど、今言ったように

幼稚園と小学校は、普通財産というか、普通財産に落ちちゃっているから、条例その他に

ついては必要ないわけですね。 
 この適正な対価でない貸し付けの場合にだけ、議会に承認を求めるということは、無償

貸与、無償貸付ですよね。それが有償、先ほど参考資料で金額的に書いてあるけれど、先

ほど言ったとおり、この二つの常室と吉野幼稚園について、ある程度の金額は、プロポー

ザルをやって、業者との金額が妥結した段階においては、議会の承認は必要、議会に報告

だとか、承認する必要ないということなのかな。 
 この適正でないという価格のとらえ方、議会の議決ということに対しての解釈をちょっ

と整理したいのだけれど。 
○福原委員長 答弁求めます。まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 基本的にですね、私どもとして適正な価格というのは、資料に

記載しております農村環境改善センターですと年額 740万円というのが適正価格だという
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ふうに判断していますので、これが仮にですね、500 万円で借りるといった場合について

も当然減額した中での貸し付けとなっておりますので、こちらについても同じく議会側の

同意が必要だというふうに考えております。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 今言ったように、吉野幼稚園も常室小学校も当然今言ったような価格は設定

はしているわけだ。だから、これに満たなかった場合については、議会の議決を求めると

いう考え方での適正でない対価の貸し付けというとらえ方でよろしいですね。 
○福原委員長 まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 そのとおりです。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 そうすると、先ほども言ったように、有効利用、無償貸付、いろいろなこと

を考えていくと、この３施設とももしプロポーザルで有効利用者があれば、議会にはかけ

なければならないということになるのかな。 
○福原委員長 総務課長。 
○鈴木総務課長 その関係につきましては、地方自治法上で言われている部分でありまし

て、その議決事件の中にですね、条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目

的とし、もしくは支払手段として使用し、または適正な対価なくしてこれを譲渡し、もし

くは貸し付けることという条文がございまして、条例にございませんので、このことに関

して適正な対価にならない場合については、貸し付けの場合も議決の案件となるというこ

とで、こちらとしてはとらえているところです。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 それを整理すると、５ページ、６ページの施設におけるところの仮評価、こ

れの出された数字が適正な価格という認識でよろしいのですね。 
○福原委員長 答弁求めます。まちづくり推進係長。 
○辻まちづくり推進係長 そのとおりです。 
○福原委員長 ほかにご意見ございませんか。ありませんか。 
 それでは、質問の方はこれで終わらせていただきたいと思います。 
 暫時休憩をいたします。 
 

午前１０時４６分 休憩 
午前１０時４７分 再開 

 
○福原委員長 休憩を解き、会議を開きます。 
 ただいま行政の方より説明を受けました。その中で、所見等の皆様のご意見を伺いなが

らまとめていきたいと思いますが、一番先の農村環境改善センターについて、いろいろと

ご意見がありましたし、行政の全国的にプロポーザルの方向でということで、それに期待
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を込めて、私たちもこれから何カ月間、１年とは言わないと思いますが、ホームページを

見ながら、全国にですね、資料を求めながら、この施設を貸しますよということで、これ

は応募あるかなと、今から言ったら申しわけないのですが、本当に私の率直な意見として

いちいち北海道のこの田舎まできて、この施設を借りたいという、いろいろな審査を受け

ながら、なかなか難しいことをまた町でやるのかなというふうに話を伺っておりましたが、

皆さんはどのようにお感じになりましたでしょうか。 
○福原委員長 河内委員。 
○河内委員 恐らくネットということでの利便性を考えた場合には、北海道も全国も発信

する時には、今こういう時代ですので、やぶさかではないのかなと、どんどんやった方が

いい、その点については積極的にやっていただきたいと思います。 
○福原委員長 最後の望みという感じで、町でやるのでしょうけど、今まで平成 17 年か

ら閉鎖して８年目を迎えているということ、なかなか大変な状態になってきたなと、年々

難しくなっていくのではないかなという感じを受けておりました。 
 １億円の返還金が生じるということと、それから使うということにしても、１億８千何

がしのお金、それと壊すにしても１億円と、とにかく施設をつくって人口減ということが

ありまして、なかなか利用価値が非常になくなってきたというか、閉鎖した段階でいろい

ろと討議もしたんでしょうか、議決を得た段階での閉鎖であったと思いますので、行政改

革、それから財政の健全化を目指してということで、閉鎖をしたわけでございますけれど

も、それからも浦幌町の重荷にならないような方策はとれないかと思って、皆様も日々頭

を痛めていると思うのですが、現状ですと、何かそっとしておいた方が、借りてくださる

方がいれば、それに超したことはないのですが、無償でも有償でも。 
 何か結論的には、プロポーザル方式のＰＲの方法に期待をして、この農村環境改善セン

ターの件は、そのようなことで町民にもまた報告をしていきたいということで、よろしい

でしょうか。 
 野村委員。 
○野村委員 今、委員長言われた、改善センターばかりじゃなくて、この遊休施設、前回

はご存じのとおり、23 年、２年前にやって２回目ということなので、我々の委員会として

ももう少し積極的にですね、注視していかなければならない、所見も出した経緯ながら、

結果的には何ら施設の方針が出されないで、結局プロポーザル、高齢者生産活動センター

は、現状のまま、まだこの利活用について方策を講じるという方針出ていますので、どう

いうことやるのかは行政の考えで進めると思うのだけれども、あと残った改善センター及

び吉野幼稚園、常室小学校については、前回も委員会で町民、民間のアイデアも募りなが

ら、早急な対応という所見を出した経緯の中で、プロポーザルという方式をもって対応す

るということ出ましたので、今河内委員言ったように、プロポーザル出す、ホームページ

だとかネットで出せば、町内も含めて全国に発信するわけだから、今委員長言われたよう

に、大きな期待を持ちながら、やはり委員会としては機会あるごとにこの辺を注視しなが
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ら、やっぱり積極的に行政にアピールしていくということも必要かと、こう思っておりま

す。 
○福原委員長 町行政側の方もいろいろな位置づけをはっきりしたいということもおっし

ゃっていただきましたので、そのようなことも踏まえて所見の方法を皆様にお聞きしたい

と思いますけれども、プロポーザル方式のことと、それからほかの遊休施設も含めてです

ね、別な意見がありましたら、またまとめて参りたいと思います。 
 なければ、委員長、副委員長に所見の方法を一括ご一任をいただければというふうに思

いますけど、いかがでしょうか。 
 差間委員。 
○差間委員 今日、理事者側の話を聞いて、大変残念でね、しかし、町内から提案がない、

あってもなかなか町としても直轄でこういった施設を運営するわけにはいかないと、町の

方もはっきりとおっしゃっていましたし、やはりプロポーザルでね、全国に発信して何か

その上で町の活性化について本当は役立てるような案が出てくることを期待するしかない

と、私は思っています。 
○福原委員長 ほかの委員の方、ご意見。野村委員。 
○野村委員 もう一つつけ加えると、先ほど町長が発言したとおり、今の施設を解体する

のではなくて、有効活用を図りたいという姿勢は認めますし、また売却ということも視野

に入っていないということに対しては、今後の売却後のいろいろな施設の放置だとか、い

ろいろなことを懸念されるので、その方針が認めると、やはりこのプロポーザルをもって、

やはり利活用を推進していく方向しかないのかなと思いますので、行政の推進の方法につ

いては賛同し、早急な結論を求めるということだと思います。以上です。 
○福原委員長 ほかの方、ご意見ありませんか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 自分も皆さんと同様の意見で、ただプロポーザル方式だからって、それに甘

んじることなく、やはり日々町内の声にも耳を傾けていただけるよう、私も所見としてで

すね、加えていただきたいなと思います。 
○福原委員長 ほかの方よろしいですか。 
 議長の方で何かございませんでしょうか。 
○田村議長 ありません。 
○福原委員長 よろしいでしょうか。 
 以上をもちまして、総務文教厚生常任委員会の所管事務調査を終わらせていただきます。

皆様方のご協力をいただきながら、無事初めての委員長の職務で遂行できたことを御礼申

し上げます。ありがとうございました。 
 すみません、３番目のその他ということで、総務の方何かございましたら。ありません

か。 
〔「ありません」の声あり〕 
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○福原委員長 何もないということで、以上をもちまして総務文教厚生常任委員会を閉じ

させていただきます。ありがとうございました。 
閉議 午前１０時５８分 


