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開議 午前 ９時００分 
      ◎各種公共施設使用料の収納状況と利用実績について 
 
○福原委員長 皆様おはようございます。いよいよ寒くなりまして、朝晩ストーブが恋し

い時期になりました。農作業に携わっている方には、喜び悲しみいろいろなものが豊作の

ところもありますし、腐ってきたなと思うところもあるかと思いますが、ビートもこれか

らの収穫でございます。いい出来秋になることを祈って、ただいまから総務文教厚生常任

委員会を開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 今回は、各種公共施設使用料の収納状況と利用実績についてということで調査をいたし

ます。平成 17 年度以降に財政健全化で見直された公共施設ということで調査を実施して

まいりたいと思いますので、委員の皆さんの活発なご意見をよろしくお願いいたします。 
 また町長以下担当の職員の皆様には、朝早くからご出席をいただきまして大変ありがと

うございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 本日は、大体２時間くらいの予定でこの委員会を開催していきたいと思いますが、簡単

ではございますがあいさつに代えさせていただきます。 
 早速所管事務調査に入りたいと思いますが、その前に町長からのごあいさつをよろしく

お願いいたします。 
○水澤町長 改めて皆さんおはようございます。 
 10 月史上最多の台風ということで、今、27 号、28 号が日本に向かいつつあるというこ

とであります。26 号の時は、紅葉が始まる前に雪が降るという異常な気象状況だなと思っ

ておりまして、畑になかなか入れないということで大変皆さん心配されているのかなとい

うふうに思います。ぜひ、27 号、28 号が反れていただければ大変ありがたいと思います

し、早く天候回復を願いたいものだなというふうに思っています。 
 また、昨日、楽天が日本シリーズに進出するということで、パリーグを制覇したニュー

スがありました。日こもごものニュースが飛び込んでまいりましたけれども、今日は、各

種公共施設使用料の収納状況と利用状況についてということでありまして、この所管事務

調査については、本当に皆さん、大変ご苦労様であります。 
 資料については、後で説明させていただきますけれども、特に私どもとしては、健康の

まちづくりというのを、これは、まちづくりの根幹でありまして、それぞれ第３期まちづ

くり計画の基本計画の中にも高齢者福祉の充実を施策大綱に示しております。 
 その具現化を図るために、生きがいづくり、社会参加の促進を図るべく、老人クラブ、

また関係機関との連携により高齢者の交流・学習、健康づくりの支援に努めて、今まで参

りました。 
 さらに高齢者率や高齢者人口の増加、特に著しいということもありまして、老人関係団

体との活性化、また、個々の健康づくりについて、早急に対策を進める必要があるだろう

というふうに、今、考えているところであります。 
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 そういうことから、パークゴルフ場や公民館の関係公共施設の利用促進を図るというこ

とが必要だろうと考えておりまして、特にまた障がいを持たれている方、高齢者の皆さん

には、来年度から使用料の免除を行って参りたいと今考えているところでありまして、そ

の条例改正とともに新年度予算案を計上させていただきたいと考えているところでありま

す。 
 また、そのために指定管理者の指定時期が若干ずれるようなこともあろうかと思います

けれども、その点についても皆さんにぜひご理解いただければ大変ありがたいというふう

に思っていますので、よろしくお願いいたします。 
○福原委員長 ありがとうございました。 
 座らせていただいて進行をしたいと思います。今日は、モニターの方２名がお見えにな

っています。最後までどうぞよろしくお願いいたします。 
 今日は、活発なご意見をいただくために事前に担当課の方から１週間ほど前に配付にな

っておりますので、資料の方をよろしくご覧おき願いたいと思います。 
 この第一次行政改革が平成８年から 12 年の５カ年、第二次が 14 年から 17 年までの４

カ年、第三次が 18 年から 21 年の５カ年ということで、行政改革集中プランを実施してき

ました。平成 22 年の 11 月に浦幌町第３期まちづくり計画ということで 23 年から 32 年度

までの 10 年間を町政運営の最も上位に位置づけられる行政計画ということで策定されて

おります。 
 そういうことを踏まえて、今日はこの総務文教厚生常任委員会を開催してまいりたいと

思いますので、事前に担当の説明をよろしくお願いいたします。 
 まちづくり政策課長。 
○菅原まちづくり政策課長 それでは、私の方から本日の所管事務調査の調査項目であり

ます各種公共施設使用料の収納状況と利用実績について、簡単にご説明させていただきま

す。 
 各種公共施設使用料につきましては、平成 18 年 11 月開催の総務常任委員会所管事務調

査におきまして、行財政改革の実績と効果及び影響の検証についてという調査項目におき

まして当時の平成 14 年度から平成 17年度の第二次浦幌町行政改革大綱推進計画の実績及

び第三次推進計画の行政改革集中改革プランの平成 18 年度の進捗状況を報告説明させて

いただいているところでございます。 
 平成 18 年４月１日施行の公民館、総合スポーツセンター、スイミングプール使用料の

改定が最後でございまして、その後は一部森林公園のバンガロー新設に伴う料金体系の追

加、オートキャンプ場の設備改修による料金変更及び総合スポーツセンターの回数券枚数

の変更に伴う改正があり、見直しが行われたところでございます。 
 個別に申し上げますと、お手元の資料１ページをごらんいただきたいと思います。各種

公共施設改定の状況、改定部分抜粋ということで、１番の森林公園につきましては、平成

18 年４月１日施行が最終改定でございます。この際につきましては、バンガローＢという
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ものが新たに追加された内容でございます。 
 ２番目の町民球場につきましては、平成 16 年４月１日施行が最終改定でございます。

照明につきましての改定がございました。 
 それから３番目のパークゴルフ場につきましては、平成 16 年４月１日からプレー代が

有料化されたという内容でございます。 
 ４番目の健康公園につきましては、平成 16 年４月から照明代が 1,000 円アップという

内容でございます。 
 ５番目の総合スポーツセンターにつきましては、平成 20 年４月１日回数券の枚数が 11
枚から 12 枚に変更になっているという内容でございます。 
 ６番目のスイミングプールにつきましては、平成 18 年４月より１日券の金額の改定が

ございました。 
 それから７番、公民館・生活改善センターにつきましては、平成 18 年４月から各部屋

の料金区分の変更が行われております。 
 ８番目のアイスアリーナにつきましては、使用料改定がございません。 
 次のページ、３ページをごらん願います。 
 各種公共施設利用状況の推移でございます。各施設ごとに利用人数、それから使用料の

収入金額が平成 15 年度から平成 24 年度までの実績が記載されている資料でございます。

単純に前回の常任委員会平成 18 年度から今現在の比較をいたしますと、利用人数におき

ましてふえている施設につきましては、１番目の森林公園、それから５番目の総合スポー

ツセンター、６番目のスイミングプール、７番目の公民館がふえている状況でございます。 
 また使用料の増加につきましては、６番目のスイミングプールのみがふえているという

状況でございます。 
 次のページ、５ページにつきましては、近隣町村の類似施設使用料の状況ということで、

近隣豊頃町、池田町、本別町の本町と似たような施設の使用料金の状況をまとめてござい

ます。この部分については、ごらんおきいただきたいと思います。 
 以上で説明を終わります。 
○福原委員長 説明が終わりましたので、これから質問がありましたら挙手してお願いい

たします。 
 河内委員。 
○河内委員 使用料の改定についての資料いただきましたし、ほかにも過去の行財政改革

に取り組んだ実績について資料をいただいております。 
 そんなようなことで、今、先ほども委員長が言ったように、第３期まちづくり計画の中

で 2011 行財政改革プランというのが立てられて、その第３期まちづくり計画を推進する

ための財政改革プランというものがあるわけで、今日こうしたプランの基づいた中で現在

の使用料というものが設定されていると判断しております。 
 その中で、昨今、浦幌の財政状況も大変改善されまして、基金の積み立て、そして公債
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比率も大変改善されたという認識も広報などでも示されておりますし、町民の声としてい

ろいろそれに対するご意見があるなと感じております。 
 過去厳しい財政状況の中で、どうしても将来債権団体とかそういった最悪の事態になら

ないために、浦幌町もこういったものを積極的に厳しく推進していくんだという前提があ

ったと思います。そのような中において、昨今の財政面での健全化がほぼ改善されてきた

なというところにおいて、住民が過去において使用料、負担金、それから各団体への補助

金だとか、そういったものがかなり削減されたり、上乗せされたりしてきたという状況が

あったわけですけれども、果たしてそれらの料金はこういった状況において、どういう判

断、どういうふうな考え方をして理解したらいいのかというような、正直言って今声が聞

こえるわけです。 
 もっと住民サービスにこういった基金の積み立て云々も大事だが、そういったサービス

面での向上というものをもっと図るべきではないかというような意見が最近聞かれてきま

す。 
 今回、私たちがこの使用料、利用料とかそういったものに対しての調査の一つの考え方

としては、そういったものはどうなのかといったものをですね、行政の方から町民に非常

にわかりやすく、説得力のある説明をお願いしたいということがあります。 
 そういうことで、この基礎となす行財政改革プランについて総合的にやはり検証し、そ

してこういった利用料金とか使用料については、今こういう形があるんだというようなや

はり説明づけをしていかなければならないのかなと考えております。 
 それで何点かそのことについて、ちょっと真正面からこのことについて聞く形ではない

ものもあると思いますけれども、総合的な観点から言えば、この行財政改革はすべてリン

クしていることでございますので、そういった面でご確認をさせていただきたいと思いま

す。 
 １点目としてですね、この行財政改革の中で協働事業の推進ということがうたわれてお

りまして、町民主体のまちづくりの推進、多様化・高度化する町民ニーズの対応、協働の

推進による町の役割・責任の明確化、行政機能のスリム化や効率的かつ効果的なサービス

の提供ということが取り組みにより期待できる効果としてうたわれております。 
 この中には、年度別計画として当然 23 年度には町民参加条例及び基本方針を策定した

中で、24 年度には事務事業の洗い出し、25 年度には町民参加条例及び基本方針に基づき

事業の分類化というような形で 27 年度までに協働事業の実施を充実させていくというこ

とが述べられております。 
 このことも利用料、使用料について、いろいろな形でリンクしていく可能性のあるもの

でありますので、現在の進捗状況と今後の考え方について、お聞きしたいと思います。 
 あと２点目、地域担当職員制の導入、検討、このことについてですね、地域住民と町の

職員が一緒になり、地域の課題解決や地域づくりについて考える地域担当職員制度の導入

に向けた検討を行う。このことによって、期待できる効果として、協働のまちづくりの推
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進、コミュニティ活動の強化、町民と行政の情報の共有化、このことが取り組みの効果と

して挙げられている。このことも十分今後の町民のニーズを把握した中で、使用料、利用

料というものを的確に判断していくという一つの私は影響のある事業ではないかなと思っ

ておりますので、現在の進捗状況と今後の考え方についてお聞きしたいと思います。 
 それと町民提案型の予算制度の検討、このことについても予算編成過程に対する町民の

意識も高まってきている。限られた財源で町民満足度の高い、町民ニーズを反映した公共

サービスを提供していくには、予算への町民参加が求められている。このこともですね、

この取り組みによって期待できる事業である。町民意識の醸成と町民主体のまちづくり、

町民満足度の高い公共サービスの提供ということで、効果が期待されて示されているわけ

ですが、このことについての現在の取り組みと今後の考え方について、お聞き申し上げた

いと思います。 
 ４点目、アダプトプログラムの検討、このことについては、地域住民・事業者が行政そ

れぞれの役割を分担しながら、公共用地や施設を適切に管理することが必要である。取り

組みによって期待できる効果として、町民等の美化意識の醸成・向上、まちづくり活動へ

の参加の促進とあります。 
 私もこのことについては、公共施設の使用料、利用料とも密接に関係してくることだと

思っておりますので、このことに対する現在の進捗状況と考え方についてお聞きを申し上

げたいと思います。 
 それと外部評価制度の導入、事務事業の必要性、有効性、効率性等を外部の視点を活用

して点検する手法を調査し、検討し、試行と効果の検証を行う。取り組みにより期待でき

る効果として、客観性及び透明性の高い事務事業評価の実施、町の説明責任向上と職員の

意識改革、選択と集中による予算の適正配分、このことについてもですね、私は総合的な

観点からやはり行政改革の中できちっと進めていかざるを得ない分野だと思いますので、

このことに対する進捗性と今後の考え方についてお聞きしたいと思います。 
 ６点目、公共施設の適正管理及び評価、これが今回このような形で示された資料でござ

います。今後こういった資料を町民と、この中に期待できる効果として職員コストの意識

の向上、そして町民との情報共有ということで、こういった状況を開示することによって、

コスト等の分析及び公表の実施をすることによって公共施設の適正化を図っていくという

ことの考え方が示されております。このことについてですね、補足的な考え方があれば、

また今後の取り組み方についてつけ加えたいところがあるならば、ご説明をお願いしたい

と思います。 
 ７点目、行政区の再編、このことについては、浦幌町の行政区の設置条例に規定されて

いる基準戸数を下回っている行政区が多数あります。そのような中で、以前からこのこと

についての改善については、取り組んできたところでございますが、まだまだそれらのこ

とについて進み方が足りないというようなこともございますので、この辺の考え方につい

てと、また行政区に対する補助金の考え方についてお聞きしたいと思います。 
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 ８点目、地方債残高の逓減ということで、この中で年度別の逓減高を見積もっておりま

す。これによって期待できる効果として、地方債の残高の縮減、将来負担の軽減というこ

とをうたっておりますが、現実問題としては議員もみんな承知していると思いますが、耐

震による、そのことに対する対応、また防災関係に対する対応ということ、また広域の消

防に対するデジタル無線への対応とか、この時には予測していなかった事業がかなり上積

みされてきている、このことについての将来的な地方債の課題とか、やはり考え方とか、

そういったことがあればお示しいただきたいと思います。 
 それと９点目、予算編成の見直しということでの現状と課題について、ここでは述べら

れております。現状の予算要求のあり方は、事前に編成方針を示しそれに基づき作成をし

た中で、査定時に各課単位で最終的な判断を行っているが、まちづくり計画との整合性や

要求時や査定時における予算全体の増減はその都度確認できる状況とはなっていない。現

課による予算作成から査定までのルール化、要求内容や査定内容など情報共有の方法、ま

ちづくり計画と予算要求の位置づけなど、現行の編成方針に追加できる項目について検討

する。これによって、取り組みできる効果として、町全体の行財政運営を意識した予算編

成が可能である。 
 このことについては、新たな予算編成方針に基づく予算の編成ということで、25 年度に

はこれらのことを実施していくという考え方になっております。 
 以上、10 点ほどになりますが、お聞きしたいと思います。 
○福原委員長 今、河内委員の方から９点ですか、10 点でしたか、最後なんでしたか。９

点ですね。今、９点ということで、河内委員の方から質問というか、どうなっているかと

いうことでありましたので、私たちは、今回は各種公共施設使用料の収納状況と利用実績、

17 年に財政健全化で見直された公共施設という限定的なもので町の理事者側に答弁を今

回は求めております。今のは、非常に内容的に濃い、行政改革プランということで、今ま

で実施してきたことや、これからしようということでいろいろなことで今話がありました。

これは、たぶん行政側では予測外のことの質問ではないかなと思っております。 
 できる範囲でよろしいですので、もしこの今質問のあった内容でお答えがいただけるの

だったら、答弁を願いたいというふうに思っております。 
 暫時休憩いたします。 
 

午前 ９時２８分 休憩 
午前 ９時３８分 再開 

 
○福原委員長 休憩を解き、会議を開きます。 
 ただいま河内委員の方から予算編成まで９項目にわたりまして、いろいろと質問があり

ました。この中で今日の各種公共施設使用料の収納状況と利用実績についてということに

該当する項目だけをピックアップしながら、本日の議題にしてまいりたいと思いますので、
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よろしくご協力のほどお願いいたします。 
 何番と言ったらよろしいでしょうか。議題に上げていくようにしたらよろしいと思いま

すか。６番目の公共施設の適正化管理及び評価ということで、公共施設の云々ということ

で行革の中でかなり 25 年度はコスト等の分析及び公表の実施ということでなっておりま

す。この辺のことも今後の公共施設の中では大変重要な意味合いを持っておりますので、

この６番はぜひ入れてやっていきたいというふうに思っていますけど、あとほかの項目で

必要なところがあったら取り入れていきたいと思いますが。河内委員は、どのようにお考

えでしょうか。 
○河内委員 この公共施設の適正管理ということで、このことはある意味ここに現状と課

題ということで書かれているわけですが、公共施設は町民の福祉を増進する目的で設置さ

れており、教育・文化・スポーツ・レクリエーションなどの各分野において、さまざまな

サービスを提供する場として重要な役割を担っていると。ただし、厳しい財政状況の下、

限られた財源を必要な分野に重点的に活用することが重要であり、施設を運営する上では、

今まで以上に利用者数の増減やコスト意識を高め、施設の効率的・効果的な運営が求めら

れるということで、現状と課題については、全くこのとおりだと思うわけですね。 
 ただし、私、第３期まちづくり計画の中で、町長は行政経営という表現をされている。

この行政経営という表現というのは、大きなテーマでもあるわけですが、この施設を利用

する方に公平性ということでの確保ということでは、ずっと後ろの方にもですね、これと

関連した評価、点検ということでの項目があるわけですけれども、その減免ですね、減免

について、やはり基本的には公平的には一律であるべきだと思うわけですけれども、町の

協働のまちづくりに影響力のあるような、例えばボランティア的な活動をしているような

団体だとか、そういったものについては、やはりそれだけの努力をされてるのだから、そ

ういう減免だとか、そういった面でのポイント制と言うのですかね、そういった見返りと

いうか、そういった努力されている所にはそういった減免の中で対応してあげるとか、や

はり努力する人は報われるような、努力している団体は報われるような、そういった考え

方ってできないものかなと。 
 例えば、昔は減免で言えば、細かく 15 年は 10 割免除なしだったけれども、16 年から

３割、５割、７割というふうに基準改定をされた。その後、18 年度からまた５割、10 割

という形で使用料の減免基準が変更されているわけですね。 
 このことについて、やはり従来的な発想ではなく、平等であるという発想も基本的にあ

りながら、協働のまちづくりに積極的に参加する、やはり団体とかそういう活動について

は、評価をしてあげると。その評価の中で、減免も対応してあげると、何かそういった私

は行政経営的なそういう発想も今後大事なのかなということを考えますが、いかがでしょ

うか。 
○福原委員長 河内委員の方から発言がありまして、総括的なご意見としてお伺いして、

私の進行が悪くて申しわけないです。理事者側は、１件１件の案件をまず調査していただ
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きました。そのことについて、まず１件ずつ検討しながら、最終的に河内委員の意見に沿

った答弁をいただいていった方がより効果的かなというふうに判断したんですが、いかが

でしょうか。河内委員。 
○河内委員 委員長の進め方ですから、お任せします。 
○福原委員長 ということで、よろしいですか。確認していきたいんですけど。それとも、

今の答弁をいただいてからにしますか。 
 町長。 
○水澤町長 河内委員、先ほど９項目ありまして、最初に浦幌町も健全経営と言いますか、

財政健全化が成し遂げたので、いろいろな面で考えるべきだというお話がありました。実

は、私は健全経営になったというふうにはまだ考えていません。今、うちの町の財政で言

えば、また自己財源というのも 17％しかない、主に地方交付税に頼っているという状況で

す。その中で、財政運営をしているという状況です。 
 ぜひ思い出してほしいのは、浦幌町大変財政的に厳しい時がありました。これはなぜか

と言うと、三位一体改革というのがありまして、その時に地方交付税が大幅に削減をされ

ました。その余波があって、大きい財政の傷と言いますか、その中で大変厳しい財政運営

をせざるを得なかったという状況です。 
 つまり、本来であれば地方交付税というのは、地方固有の財源ですから、国がどうこう

するというものではないというふうに考えておりますけれども、ただ、現実的には、財布

を握っているのは国ですから、今回の職員給与を含めても今地方交付税を削減するという

動きがまだあるということであります。 
 そういう状況の中で、本当に地方財政が健全化になったというのは、まだまだ言えるよ

うな実態ではないだろうなと、まず一つの認識はそこに私は持っているところであります。

それと先ほど、公平な料金設定というのは必要なのではないかというふうに言われました。

まさに私も公平な料金設定は当然然るべきであるし、なければならないというふうに思っ

ています。その中で、一番最初に言っていたのは、受益者負担、これはやっぱりいただき

ながら施設の運営をせざるを得ないだろうというのが町としての自治体としての運営方法

であります。 
 その中で、先ほど当初私が言いましたけれども、お年寄り、障がいを持つ方についての

新たな健康を加味した料金というのは、考えていく必要があるだろうということで、来年

度以降、高齢者の皆さんと障がいを持たれる方については、公共施設の利用料の免除化を

進めてまいりたいというふうに、最初に申し上げたところでございます。 
 そういう面では、利用料の考え方は、今申し上げましたとおり、本当に町財政をしっか

り見ながら、受益者負担を基本に置きながら、これからも進めていきたいというふうに考

えておりまして、高齢者、障がい者以外にこれをまた無料にするというものでは決してな

いというふうに私は考えているところであります。 
 あとそのほかに、公共施設の状況については、先ほど申し上げましたし、地方債残高の
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縮減というお話もされました。まさに地方債残高、浦幌町徐々に減っていきました。大き

く減った時期もこの四、五年ありました。ただ、これからはそれほど大きな縮減にはなら

ないだろうと、地方債、返す金額もそれほど大きくはなっていないということであります

から、大変厳しいと言いますか、これから急激に良くなるという状況にはありません。 
 ただ、中学校とか今防災施設とか、今大きな事業をやっております。そして、まだ消防

もあるということで、大変地方債の残高の借り入れが今この２年でふえるという状況にあ

ります。しかし、これは将来の財政を見ながら、しっかりここは財政比率を考えながら、

今行っているところでありまして、将来についてもこれについて、今窮地に陥るというよ

うな状況にはございません。そういうことはしっかり申し上げておきたいなというふうに

思っているところであります。 
 あと、先ほどの中でお話したのは、私はそういう所かなというふうに思っていますけれ

ども、また答弁が足りないところは言っていただければありがたいと思います。 
○福原委員長 ありがとうございました。 
 今、町長の方から障がい者、年寄り等に利用料の見直しを図りたいというお話がござい

まして、これから新年度に向けてのいろいろな計画があると思います。先ほど申しました

ように、今日はですね、公共施設使用料収納状況と利用実績ということで資料請求をして

おりますので、それに基づいて本題に入っていきたいと思いますのでよろしくお願い申し

上げます。 
 まず１点目の森林公園の使用料の改定が 18 年の４月１日に改定になりまして、バンガ

ローが新しくできましたので、そこの所の料金を改定したということでございます。これ

の利用実績が次のページの森林公園の中に含まれていると思います。それで平成 18 年度

から料金を値上げをして、バンガローの部分の細かな利用料金の方は掲載されておりませ

んが、48,000 人の使用人数、それと 198 万 9,000 円の使用料収入になっております。全体

的に見ますと、この部分については、利用人数はふえていますが、金額はあまりふえてき

ていないというところが、これはどういった現象かお伺いしてよろしいでしょうか。 
 産業課長。 
○大山産業課長 今のご質問でございますが、平成 24 年度で見ますと、利用人数はふえ

てきているが、使用料収入はそれほどふえていないということの中で、その理由がどうい

うことで何か要因があるのでしょうかというご質問でよろしかったでしょうか。 
○福原委員長 はい、よろしいです。 
○大山産業課長 利用者数については、その時々によっていろいろＰＲもしてございます

し、ふえるように努力しておりますが、使用料収入については日帰りなり、あとは使う施

設によってもそれぞれ料金が違ってございますので、必ずしも利用者数がふえる、イコー

ル収入がふえるということにはなってございません。 
 今年でございますが、今年については、昨年より利用者数が減ってございますが、逆に

オートキャンプ場が好評いただいておりますので、逆に利用料収入がふえているという現
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状もございます。 
 ですから、利用者数がふえたから、イコール利用収入が増えているというわけではあり

ません。というのは、日帰りがふえたりですね、宿泊がふえたり、あといろいろ施設によ

って単価が違いますので、その辺についてはご理解願いたいと思います。 
○福原委員長 ということは、これの中の人数の中には、みのり祭りの入場者数も含まれ

ているということでよろしいですか。森林公園の利用人数の中に。 
 産業課長。 
○大山産業課長 みのりまつりの利用者数についても含まれてございます。 
○福原委員長 森林公園について、皆さんの方から確認したいことありませんでしょうか。

なければ、次の町民球場の方に移っていきたいと思います。平成 16 年４月１日に料金改

定になっております。夜間照明のところが１時間あたり 3,000 円の利用料がふえておりま

す。これについて、何かご意見ございませんでしょうか。 
 差間委員。 
○差間委員 大変不勉強で申しわけないのですけれども、この町民球場に関しては、朝野

球はどのくらいの利用者がいるのでしょうか。 
○福原委員長 高橋教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 現在のところ、朝野球については大会はやっておりません。ただ、

一部野球連盟に所属している一般の団体の方々が練習という形で利用されております。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 自分も若いころ朝野球に入ってやっていたのですけれども、夜間ですね、国

道を通過する時に照明の様子を見ていて、これ朝野球に切り替わらないものかなと、いつ

も思っていたものですから、そこら辺の考え方というのは町民に対してはね、指導なり朝

野球はどうですかという案内なりはされているのでしょうか。 
○福原委員長 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 今のご質問でございますが、まず町民球場につきましては、当初現

況の施設が照明をつく前につきましては、実際に朝野球という形で大会をやっておりまし

た。今の球場になりましてから、徐々にやはり利用者のニーズ、仕事を終わってからの方々

のニーズが高まってきたのではないかなというふうには考えています。 
 現在のところは、ナイターについては、町内の団体、または釧路、豊頃、音別、白糠そ

ういった幅広いナイター照明をついてナイター大会をやることによって、幅広い地域から

野球をやりたいという方々が集まり、その大会を通して交流をしているという状況でござ

いますので、現状においては、朝野球も大事な大会かなと思いますが、現状については、

ナイターをやることによってさまざまな地域での野球を通した交流というのが望まれてお

りますので、そういう部分では効果的な利用をされているのではないかなというふうには

考えております。 
○福原委員長 差間委員。 
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○差間委員 先ほど来、同僚委員からも出ておりました町民ニーズですね、こういったこ

とを反映したいろいろな公共施設を利用するということについてどうかという質問もあっ

たのですけれども、私もね、やはりナイター設備を敷設することによって、町民どころか、

他町村のニーズまでね、巻き込んで、私たちの町の施設を利用してもらうということは、

大変喜ばしいことですし、いいことだと思います。 
 しかしですね、やっぱり電気量の節減とかほくでんもいろいろ言っておりますし、また

町内の皆さんとお話を伺ってもですね、いろいろな面で生活を簡素化していきたい、いろ

いろな料金をできれば少なく済ませたいという、そういう思いで私たちの町内でもそうい

う思いで見られている方がたくさんいると思います。 
 やはり国道を通るたびにですね、こうこうとライトを照らした中で、ああこういう施設

があっていいなという思いと、いやしかしもうちょっと朝野球とか仕事前にいわゆるサラ

リーマンと言うのですか、そういう方たちのニーズを掘り起こして利用してもらったらい

いんじゃないかなという思いで見られている方も私は少なくないと思います。 
 そういった面で、今後ですね、町民球場に関しましては、できましたらせっかくああい

うナイター設備を立派な設備をつけていることはわかるのですけれども、スポーツを楽し

む時間と言うんですか、そういったことを朝に、仕事前にシフトするような、そういった

宣伝、それから広報を通じてですね、そういったこともどんどんやっていくべきではない

かと思います。どうでしょうか。 
○福原委員長 教育次長。 
○山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 差間委員がおっしゃるとおり、夏場の節電、昨年から始まりましたけれども、町民の方々

からもそういったご意見等寄せられている部分がございます。ただ、先ほど補佐の方から

説明したとおり、現在の状況でいきますと朝は練習が中心、夜間につきましては、そうい

った照明設備が整っているということで、大会につきましても他町村からチームに来てい

ただいてですね、試合を行っているということで、夏場はほとんどが夜間の使用というこ

とになっていますけれども、昨年から節電ということで町民の方々からご意見をいただい

た中で、実際大会運営等行っております野球連盟とも相談しながらですね、極端な時間を

短くすることはなかなかできていないわけなのですけれども、使い方に関しても極力節電

に努めながらですね、効率的な大会運営とか、それから試合運営をするということで話し

合いを設けながらですね、行っているものですから、今後につきましても積極的なＰＲと

いうことは難しいかもしれませんけれども、野球連盟とも相談しながらですね、効率的な

運営にですね、努めてまいりたいと思いますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 ありがとうございます。野球連盟とも相談するということで、よろしくお願

いします。 
 ただ、私の認識が古いのかもしれませんけれども、私自身も朝野球連盟に所属してプレ
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ーしていた時期があったものですから、そういった方たちは方たちで社会的には存在する

と思っていますので、ぜひアピール、それから野球連盟へのいろいろよろしくお願いいた

します。 
○福原委員長 次に、３番目のパークゴルフ場に移りたいと思います。平成 16 年４月１

日からシーズン券が 5,000 円ということで、改定になっております。用具の使用料等は変

わっておりません。このパークゴルフ場につきましては、平成 17 年の９月に料金改定の

要望が町側からございました。採決とる段階で反対理由等の説明がありまして、質疑応答

いろいろなされました結果、この部分の料金改定はしないということで、そういう経緯が

ございまして、１日券２００円ということで現在に至っております。 
 パークゴルフ場の推移を見ますと、徐々にやはり減ってきています。この件について何

かご質問ありましたら、お願いいたします。 
 阿部委員。 
○阿部委員 これはあくまですべて指定管理者の方にやっていただいているのですけれど

も、これ利用者は結構明快にふえたり、減ったりはしているとは思うのですけれども、そ

の辺でこれを例えば下げたとした時ですね、なくしたらということをよく聞くのですけれ

ども、その間によって管理者の方にその部分の収入が減っていくんだろうと私は思うんで

すけど、その間に内々に思うことなのですけれども、そこで作業をされている方がいると

思うのですね。 
 やっぱりその中で、そういう絡みも含めた中で僕ら考えていかなければいけないのかな

と思うんですけど、その辺の考え方についてもし下げるとしたら、このままでいくとした

らという考えをちょっとお聞かせ願いたいなと思うのですけれども。あれば。 
○福原委員長 答弁願います。 
 教育次長。 
○山本教育次長 今、阿部委員からご質問なのですけれども、利用料金を下げるとした場

合の今、指定管理を行っている部分の対応ということですけれども、現時点では詳細的な

ことは持ち合わせていませんけれども、いずれにしても、今先ほど来町長からお話しまし

たように、来年度以降、高齢者とかそれから身体障がい者を対象にした利用料金に関して

の見直しが行われた場合ですね、指定管理料につきましては、その中で総体的な見直しと

か、中身についての積算についてですね、さらに詰めていく必要があるというふうに考え

ております。以上でございます。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 ということは、これが下がれば指定管理料金も追加と言いますか、そういう

中で町から持ち出しふえていくというふうに考えてよろしいのでしょうか。 
○福原委員長 教育次長。 
○山本教育次長 パークゴルフ場につきましては、平成 18 年度から指定管理を行ってお

ります。現在が２期目ということで平成 21 年度から平成 25 年度までの５年間ということ
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で、来年度からさらに新たな３期ということで予定していますけれども、その中で総体的

な見直しを図るということでご理解を願いたいというふうに思います。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 パークゴルフをされる方、一生懸命される方、たまにしかしない方からいろ

いろな人のいろいろな意見があるんですけど、やはりいつもされている方は、シーズン券

を買っていただいたら、それなりに利用が多いのかなと思いますけれども、やはりたまに

やりたいなという時に、えっという人もいるのですけど、やっぱり私はこれくらいの料金

払っていただいてもやる方が体のためにいいとか、健康のためにいいのだったらやってい

ただいて私は構わないと思うのですよ。 
 ただ、やっぱり関連している方がね、やっぱり高ければやらない、低ければやらない、

ただ、この頃パークゴルフがやはり流行的なのがありましてね、金額に関係なく伝ってく

る場合とか、その場所によっては新しい所どんどん行ってしまうという場合あって、やっ

ぱり場の管理ですね、問題も多少利用する方から不評もありますので、その辺がもうちょ

っと感覚的に見ていただけると、私もありがたいなと。 
 金額が下がったから、使用料が下がったから、管理が悪くなるとか、上がればいくなる

とかという、そういう極端なことはないと思うのですけれども、何かこの頃管理に関して

悪いという話を聞くものですから、決して私は皆さんが手を抜いているとは思いませんけ

れども、その中で料金云々ということはちょっと辛いなということがありますので、その

辺の管理も一度確認をしていただいて、もし料金云々という場合には、その辺のことも確

認をいただきながら、やっていただきたいというふうに考えるのでありますが、いかがで

しょうか。 
○福原委員長 教育次長。 
○山本教育次長 ただいまのご質問にお答えいたします。 
 あくまでも町の施設ですので、料金をとる、とらずにかかわらず、たくさんの方々が気

持ちよく利用していただけるような形をとってまいりたいと考えております。パークゴル

フがこれだけ利用者が落ちていますけれども、管内的にもたくさんのパークゴルフ場がふ

えた中でですね、そういった中で人の動き等もあるとは思いますけれども、ぜひ浦幌のパ

ークゴルフ場も町外から来られる方に関してはいろいろな評価もいただいている中で、好

評な部分ということでいただいている部分もございます。 
 また阿部委員がおっしゃるとおり、厳しいご意見をいただいている部分もございますけ

れども、総体的に今指定管理という中でですね、維持管理はよくできているというふうに

判断しておりますけれども、総体的にそんなことも踏まえながらですね、きちんとした維

持管理をしてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願い

いたします。 
○福原委員長 よろしいですか。 
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 先ほど、町長の答弁の中にもありましたけど、公正な受益者負担でお年寄りと障がい者

等を加味した利用料の見直し、当然パークゴルフ場も含まれると思うのですが、お年寄り

って何歳くらいかちょっと予定しているか、していないか、年齢の線引きと言うんでしょ

うか、そんなところもしはっきり考えがあるのであれば、お伺いしておきたいと思います。 
 副町長。 
○門馬副町長 高齢者の方の利用料金については、免除ということでありまして、それに

ついては 65 歳以上というふうに考えております。あと障がい者の方についても同じく適

用していくということで考えております。以上です。 
○福原委員長 パークゴルフ場について、何かございませんでしょうか。今、答弁のとお

り 65 歳以上は利用料金免除ということです。 
 これは年齢人数の把握はされているでしょうか。パークゴルフ場利用の。 
 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 年齢の確認については、個人情報の関係がございますので一切して

おりません。 
○福原委員長 もし、これ 65 歳以上と言ったら、広報か何かでＰＲしていくという方法

をとるのでしょうか。 
 副町長。 
○門馬副町長 来年度の予算にかかわる事柄ですので、この関係については、周知徹底に

ついてはいろいろな角度から広報周知等徹底をしていきたいというふうに思っています。

以上です。 
○福原委員長 ほかにご質問、パークゴルフ場について。 
 阿部委員。 
○阿部委員 追加で悪いんですけど、例えば、今副町長言われたように、65 歳の人の年齢

ということわけたのですけれども、利用者の数が例えば無料になったら関係ないのですど、

無料でないから恐らく 65 歳以上無料、障がい者無料と言われていると思うのですが、そ

の時に、その人たちの人数が例えば高齢率と同じ 30％以上の方が利用していたとなると、

収入が 30％減りますよね。その辺のやっぱり今言われたように、指定管理をやっている方

に対する保障、なければないで終わりだぞというふうになるのか、その辺ちょっとお聞き

したいなと思います。 
○福原委員長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 指定管理者の方が管理している施設が何施設かありますので、それらにつ

いては、当然それに伴う、免除に伴う料金の問題については、先ほど山本次長がおっしゃ

ったように総体的な中でいろいろ検討しながら、当然それに伴って利用料金が減るという

ことであれば、それについては当然管理料の中で補てんをしていくとか、そういう形で対

応せざるを得ないというふうに考えております。以上です。 
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○福原委員長 よろしいですか。 
 ほかにパークゴルフ場について、何かご意見ございませんか。 
 なければ、４番の健康公園について入っていきます。平成 16 年４月１日から健康公園

は照明の夜間の料金が 1,000 円値上げになりまして、3,000 円になっております。利用人

数はふえています。ですが、使用料は、横ばいなような感じでございます。これについて、

何かご意見ございましたら、お願いします。 
 阿部委員。 
○阿部委員 この照明というのは、時間じゃなくて１回点灯したら 3,000 円ということに

なるのか。それと、どういう時にどういうふうに 3,000 円で 1 万 8,000 円割ったら何回か

しか利用されていないと私思うのですが、この辺どうなのだろうという感じするんですけ

ど、どうなのでしょう。 
○福原委員長 答弁願います。 
 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 健康公園につきましては、１時間単価で算出をさせていただいてお

ります。利用団体につきましては、特に照明を使う団体につきましては、野球の練習です

とか、あとは行政区対抗のソフトボール大会、主に行政区のソフトボール大会での照明を

使っているケースが大半でございます。あと、それとですね、最近でいけば、サッカー少

年団での練習については、免除になっておりますが、サッカー少年団でも一部使っている

ケースもございます。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 ほかにご意見ありませんでしょうか。健康公園１時間あたりということです。 
 次に進んでまいります。５の総合スポーツセンター、料金改定が 12 枚綴の回数券とい

うことで、従前は 11 枚綴でしたが、料金は変わっておりません。１枚だけ回数券がふえ

て利用していただくということで 2,000 円になっております。20 年４月１日からですね。 
 これについて、何かご意見ありましたら、このスポーツセンターにつきましては、利用

人数は、個人も団体もふえていますね、20 年度以降はね。収入が減っているということで

すが、これの原因というか、何か主だったことがあったでしょうか。 
 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 総合スポーツセンターにつきましても、やはりその年によってさま

ざまな団体使っていた、また次年度使わない、そういったケースがさまざまな要因が考え

られますので、こちらの団体、町外からの団体が減っているとか、そういったケースでの

団体での利用での使用料の減ということが主に考えられます。 
○福原委員長 スポーツセンターについて、何かご意見ございませんか。 
 なければ、ここで暫時休憩をとりたいと思います。 
 

午前１０時１６分 休憩 
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午前１０時２５分 再開 
 
○福原委員長 休憩を解き、会議を開きます。 
 次に、６番のスイミングプールに入っていきたいと思います。改定は、平成 18 年４月

１日よりシーズン券、１カ月券、１日券すべての料金が改定になっております。これにつ

いて何かご質問ありませんでしょうか。 
 差間委員。 
○差間委員 スイミングプールについてですが、この場合ですね、高齢者とか障がいを持

っておられる方たちに対してスイミングプールの利用、高齢者と言ってもですね、65 歳と

いうのが高齢者の線引きかどうかちょっとわからないのですけれども、そういったアピー

ルと言うんですか、そういった宣伝、また利用者数はどのぐらいなのでしょうか。 
○福原委員長 答弁願います。 
 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 現在のご質問でございますが、身障者の方々につきましては、免除

という形で利用していただいております。また人数につきましては、申しわけございませ

ん。ちょっと把握しておりません。あと現在、スイミングプールにつきましては、指定管

理者制度を導入しておりますので、指定管理者の方でスイミングプール、新聞折り込み等

を活用しまして、積極的なＰＲ活動をしていただいているというようなところでございま

す。 
 また 24 年度につきましては、スイミングプール遊具を用いて開放というような気軽に

参加していただきたいというような意味も込めてですね、遊具での開放ということも指定

管理者の方で実施していただいております。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 私も一時利用していたのですけれども、なかなか泳げないということで、自

分の体のためにと思って頑張ってみたんですけれども、なかなか行く時間がなくて利用し

なくなったのですが、やはりですね、利用した感想としては、ボランティアのような方が

おられて、指導していただいて非常にうれしかったことは覚えているんですよ。 
 プールに関してですね、そういうボランティアの方たちの活動というのは、どのぐらい

あるのでしょうか。 
○福原委員長 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 現在、正式に登録をしているとか、そういった方々はいらっしゃい

ません。ただ恐らく今一般の団体が定期的に活動している会がございますので、そういっ

た方々がたまたま見かけた時にですね、奉仕で指導をされたというケースではないかなと

いうふうに思っていますが、現在のところ正式に何名という形では登録はされておりませ

ん。 
○福原委員長 差間委員。 
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○差間委員 やはりその団体の方たちは、プールに来た時には利用料を払っておられるの

でしょうか。 
○福原委員長 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 いただいております。 
○福原委員長 差間委員。 
○差間委員 それでですね、まさしくこういった施設があって、本当に立派な施設だと思

います。利用した後に、利用するシャワーと言うんですか、利用する時も来て良かったな

と思いながら利用していたのは覚えておりますが、自分は泳げないという面もあったので

すけれども、プールに入ってみて感じるのは、泳ぐだけじゃなしに歩くことももちろんそ

ういう浮き板と言うんですか、そういうやつを利用する方法もあるということを考えると、

かなり幅広い方に高齢者、障がいを持っておられる方たちにも十分これが利用できる施設

だなという思いは持ちました。 
 その点に関してですね、これ町自身が積極的にボランティアの方たちに声をかけてでき

れば、クラブ活動的な組織が町内から立ち上がるようなことがあれば、これは町の活性化

にとっても大変喜ばしいことになると思います。私がこう言いますのも、たまたま私が非

常に尊敬しております川渕という方が、スポーツはこうあるべきということをテレビで喋

っていたのですけれども、ドイツでは各町町にクラブ活動があって、そのクラブの最高点、

最高の頂点にあるスポーツがサッカーだというようなことをおっしゃっていたのを思い出

しております。 
 私たちの町にもですね、いろいろな組織があって、いろいろな活動をしているんですけ

れども、ぜひプールをですね、そういった方たちが集えるような、そういった方たちが高

齢者とか何回も同じようなこと言うんですけれども、そういう障がいを持っている方たち

が積極的に利用できるような組織を立ち上げられるようなね、下地を町がつくっていただ

ければなというふうに思います。その一つの場所としてね、スイミングプールは非常に大

きな役割を果たせるんじゃないかと思います。 
 その点に関して町はこういった施設をね、積極的に指定管理者と相談しながら利用でき

るような体制で臨んでいくことが私は大事だと思うんですけれども、町としてはどういう

ふうにお考えでしょうか。 
○福原委員長 答弁願います。 
 教育長。 
○久門教育長 まず教育委員会の立場でお答えしたいと思います。 
 今、委員おっしゃるとおりですね、それぞれの種目にわかれたスポーツが盛んに行われ

ておりますけれども、若い子どもからお年寄りまで総合的にですね、どなたでもスポーツ

に参加できる、いわゆるその地域総合型のスポーツ、これを立ち上げていきたいというの

が教育委員会の行政執行方針で今年度から打ち出してございます。 
 具体的に今動いていますのは、指導者養成講習会というのはもちろん継続してやってい
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るのですが、ノルディックウォーキングというストックを持って街中歩いているお年寄り

を結構見かけると思うのですが、そういう団体の方が自主的にですね、毎週土曜日森林公

園やスポーツセンターに集まって少しずつ巻き込んでいくと、そういう動きが起きており

ますし、また水泳につきましても、同じようにですね、高齢者の方が指導者になって、そ

して幼稚園とか小さな子どもたちを指導していくと、そういう動きも今出てきております。 
 こういったことをもう少し力を入れてですね、町全体としてこれを形にしていきたいな

と思いまして、今委員さんおっしゃるのと同じようなことを今教育委員会も進めておりま

して、これはお年寄りにとりましても、健康増進に大いに役立っていくことでもあります

し、まちづくりにもつながっていくと、そんなふうに考えておりますので、これを積極的

に進めていきたいと考えております。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 差間委員。 
○差間委員 実は私も自然体験指導者養成講習会というのを町の方からアドバイスを受け

て講習を受けたのですけれども、なかなかそれを子どもたちに教える機会というのがなく

て、たまたま隣の町でね、大学生の方たちがフィールドワークと称して道東の自然、鳥、

いろいろな様子を調べにくるんですけれども、その子どもたちにイグルーのつくり方とか

指導していたりもします。 
 やっぱりそういった講習をしますと、体が冷えてくるものですから、それなりの防具も

衣服も必要なのですけれども、例えば、スイミングプールで言ったらですね、ただ歩くだ

けでも僕はね、非常に大きな健康的な力になれると実感したものですから、ただ僕のよう

に高齢者とちょっと言いにくい男が延々と歩いていると、あまり見た目もよくないかなと

いう思いもあったのですけれども、やっぱりそういったことでですね、ぜひスイミングプ

ールがね、今教育長もおっしゃられたように、地域のこういう健康面での核となってです

ね、活動する拠点となっていただければと思っております。 
 ぜひ僕の質問の仕方もまずかったんですけれども、泳ぐだけじゃなしに、もう一回歩く

ということだけでもね、そういう高齢者の方たちを指導するような、そういったこともや

っていただければということで、再度言わせていただきました。ひとつよろしくお願いい

たします。 
○福原委員長 答弁願います。 
 教育長。 
○久門教育長 今委員さんの方からお話ありましたように、水の中を高齢者の方が特に歩

くということは、腰だとか足の負担がなくて、全身の運動になると、健康増進にはもって

こいの運動だというふうにおさえておりまして、まだ浦幌ではそう多くはございませんけ

れども、帯広辺りへまいりますと、本当にそういうコースを専属につくって、お年寄りの

方が歩いています。ずっと往復しておりますね。 
 そういう方向に場所のこともありますので、コースそう多くございませんので、専用で
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きるかどうかわかりませんけれども、指定管理者の皆さんと相談しながら高齢者の健康増

進にもつながっていく、そして地域のスポーツクラブにもつながっていくような、そんな

考えを進めていきたいと考えております。 
○福原委員長 あとほかにご意見ございませんでしょうか。 
 なければ、７番の各公民館・生活改善センターの所に入っていきたいと思います。これ

は平成 18 年４月１日、細かくわけられていたものを昼間と夜間にわけて、料金改定がな

されております。 
 表を見ていただくとおわかりのように、現在、昨年度 24 年度は 32,188 人、金額にして

102 万 5,000 円の収入があります。ここは指定管理者に入っていたでしょうか。答弁願い

ます。 
 教育次長。 
○山本教育次長 指定管理の施設ではございません。 
○福原委員長 非常に子どもからお年寄りまでの利用が多い施設、町内に４館ありまして、

いろいろと利用がされていると思います。それで人数的には減ってはおりませんが、この

中でですね、ここでこういう質問をしていいかわからないんですが、団体の育成も含めて、

団体の使用はどのようになっているかおわかりでしょうか。 
 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 現在のご質問ですが、中央公民館の例をとらせていただくと、教育

関係団体、特にですね多いのが社会教育団体が主な利用者でございます。延べにしますと

平成 24 年度の例でございますが、社会教育団体につきましては 605 団体の利用をいただ

いております。ちなみに年間を通して 1,053 団体のうち 605 団体が社会教育団体でござい

ます。 
○福原委員長 各公民館・生活改善センターについて、何かご質問あったらお願いいたし

ます。 
 差間委員。 
○差間委員 すいません。浜厚内生活館は、この場合の公民館・生活改善センターには入

るのでしょうか。 
○福原委員長 答弁願います。 
 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 この中には入っておりません。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 市街地の行政区の公民館というか、部落会館とは関係ないと思いますが、町

の中の福祉館と地域会館と言われているものに対するボランティア活動は、もう恐らく来

年度からはその部分については減免なりそういう措置をとられると思うのですけれども、

どの状態までをボランティアと言いますか、認定していただくことになるのか、ちょっと

お聞きしたいと思うのですが。 
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○福原委員長 ボランティア活動の許容範囲と言ったらいいのですか、そのような取り決

めというか、条例というか。 
 答弁願います。 
 この施設を利用するボランティアの人ということですか。 
○阿部委員 今言ったのは、いろいろな形の中で人が集まって物売りとか物販とか関係な

く、例えば、敬老会とかなんかやられているのは間違いなくそういう所になるのですけれ

ども、例えば人をちょっと寄り合いをして、お年寄りとちょっとお話をしようかとか、ち

ょっとかたまってお話をしようかという規定があるのですけれども、その時に例えば団体

の頭になる人がいろいろな形の人があるのですけど、手続きをする団体において、どの程

度認定していただけるのかなと。ちょっと急に例えばやりたいという場合がありますよね。

集まるようになっちゃったわという場合。 
○福原委員長 教育次長。 
○山本教育次長 先ほどのボランティア団体の関係だったのですけれども、基本的には社

会福祉関係団体等の団体ということでおさえている状況でございます。以上でございます。 
○阿部委員 あくまでやっぱり何らかの形で認識として皆さんが、これはというふうに感

じられないと、ボランティア団体、社会福祉の団体と認めていただけない。ただ、こうい

うことで寄りたいんだと、物事始めたいんだという人が出てきた時に対してのことを言い

たいのですが、どうなのでしょう。 
 今言われたのは、恐らく例えば浦幌町でこういう団体ありますよという、これはボラン

ティア団体ですよという場合がそうだと思うのですけれども、ただ、普通は堂々としてい

れば減免ですよとなるんですけれど、だと思うんだ。減免にならない部分も以前聞いてい

たものですから、例えば、そういうふうになったらどうなのかなと感じがあるものですか

ら、どうかなと思います。この程度からはボランティア団体ですよとかって、限度ありま

すよね。 
○福原委員長 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 今、社会福祉関係団体の関係ですけれども、やはりまず福祉関係団

体として、要するに申請を受理する場面で、例えば明らかに福祉団体ですよというものが

やはりわかるものがないと、なかなか取り扱うことはできないのかなと。 
 今、お話をいただくと、まず考えられますのは、やはり会則の中でちょっとそういうふ

うに目的がうたわれているかどうか、そういったものが恐らく出された時に必要になるん

じゃないかなというふうには考えております。 
○福原委員長 よろしいですか。 
○阿部委員 要するに会則ができないと駄目だということで、基本的にその会に対してね。 
○福原委員長 その以前の打ち合わせをしたいから、施設を貸してほしいというとらえ方、

私はしたのですけれども。それは駄目ですよということですね。何か物事を始める時も。

例えば、新エネルギーの打ち合わせをしたいので、そういうあれじゃないのですか。 
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○阿部委員 何となくわかりました。ある意味で、その団体をつくったら、今どこでもそ

うなのですけれども、物事の会則なり何なりいるぞということを言われるものですから、

そこまでないと、ただ漠然とこういう団体で集まる、こういうふうに集めて憩いの場にし

てみたいと、みたいという場合に対しての話で。 
 中央公民館じゃなくても、地域会館とか何とかでこの中に言われているところのね、す

る場合も規定があるのかないのかということをちょっと聞きたかった。 
 だから今言われたような会則があればオッケーだと私とったのですけれども、どんな形

でもつくれば形としてね。ただ漠然とじゃ駄目だよということ言われたような気が。 
○福原委員長 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 認める、要するに証明となると言うのでしょうか、言葉ちょっと選

べれないのですけれども、認めるものが何なのかというところを提示していただければ、

可能性としてはあり得るかなというふうに思います。今の現在では、ありません。 
○福原委員長 教育次長。 
○山本教育次長 先ほどからの阿部委員のご質問なんですけれども、基本的に公民館につ

きましては、教育とか学術及び文化などに関する各種の事業を行う施設ということになっ

ておりますので、その中で先ほどから説明しているような社会教育団体等の関係とか、社

会福祉団体とか、いろいろな団体が所属する形になっています。 
 現在、ご質問の中できちんと即答できない部分があるのですけれども、いろいろな方々

が利用しやすいような形、それからはっきりしたわかりやすい形をですね、今後、中でで

すね、きちんと詰めてまいりたいと思いますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 ほかに各公民館・改善センターのご意見ございませんでしょうか。なければ、８番目の

アイスアリーナに入ってよろしいですか。 
 アイスアリーナにつきましては、使用料の改定なしということでずっと来ております。 
 実績も年々減ってはきていたり、ふえたりということで、こういうことになっておりま

す。何かご質問ありますでしょうか。 
 アリーナについては、年間何カ月間開設しているんでしょうか。 
 教育次長補佐。 
○高橋教育次長補佐 ただいまのご質問でございますが、平成 24 年度でいきますと 10 月

15 日から３月の 28 日までの期間開館しております。 
○福原委員長 これほとんど団体利用という、5,916 人ということはとらえてよろしいで

すか。 
○高橋教育次長補佐 大半が団体の使用でございます。あとは施設の有効活用ということ

で、教育委員会の主催事業によります一般開放というような形で活用、利用していただい

ております。 
○福原委員長 アリーナについて、何かご質問ありませんでしょうか。 
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 非常にここもボランティアの制度が上手に生かされて、利用団体がうまく運営というか、

していただいているということで、今のところはうまく利用されているかなというふうに

感じております。 
 今、１から８までのこと、利用状況改定等の審議をいたしました。 
 次のページの５ページのところを見ていただきたいと思います。近隣町村の類似施設使

用料金の状況ということで、浦幌、豊頃、キャンプ場につきましては、対比するために調

査をしていただきました。大きさにもよりますけど、こういうような料金の状況になって

おります。 
 池田のまきばの家ということでですね、本別の義経の里ロッジ、これも本別も一度泊ま

ったことありますが、施設の内容がかなり留真温泉の一番高いところありますよね、本別

のロッジの１万 1,000 円、留真温泉のコテージと似たような施設で、ここはお布団から何

から全部あったと思いました。それでこの値段でなかったか。 
 次のページいきます。町民球場、豊頃球場無料ですね。次、パークゴルフ場、浦幌は一

部無料、豊頃は全部無料、池田町は千代田パークゴルフ場は 300 円、これは個人の経営じ

ゃなかったかなと思うのですが、調査していませんけど。あとは無料。本別も無料と太陽

の丘のところは料金が 200 円ずつかかっております。義経の里。 
 総合体育館の方は、浦幌町はこのようになっております。豊頃町の総合体育館も有料で

細かい料金設定がなされております。池田町の総合体育館は競技場個人利用料金が設定さ

れております。競技場はアリーナ、トレーニング室、剣道室、柔道室及び卓球場というと

ころです。 
 次、競技場団体利用料金は、これは池田のですね。ここも料金設定がされております。 
 次、本別町体育館、ここも料金が設定されております。本別の体力増進センターの所は、

それと大競技室の所は、高齢者・障がい者、小中高生、料金が別料金になっております。 
 次、プールです。豊頃町、池田町、本別町。みんな料金が設定されております。 
 次に、よろしいですか。公民館の利用料ですけど、豊頃町、本別町、料金がそれぞれ設

定されております。 
 アリーナは、浦幌町と清水町にあります。料金はごらんのとおりで、これは参考資料と

してごらんになっていただいて、浦幌町と近隣町村含めてどのような現状なのかというこ

とで、調査をしていただきました。ありがとうございました。 
 この件について、何かございませんでしょうか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 ほかの町村の管理するのは、例えば、浦幌のように指定管理者、それから随

契とか、個人でやられているとか、その辺の扱いわかりますか。他町村については、ただ

使用料だけしかわかりません。私どもの方で調べておくのが普通だったのかもしれません

けど。 
○福原委員長 教育次長。 
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○山本教育次長 今、参考資料でつけている中で言いますと、池田町の総合体育館とか周

辺施設が指定管理になっていますけれども、ほかの施設については、恐らく直営だという

ふうに思います。ちょっと委託とかまではわからないんですけれども、指定管理では池田

町の総合スポーツセンターだけです。 
○福原委員長 阿部委員。 
○阿部委員 そのことの多少いろいろなことで指定管理されている所とか、それから直営

されている形の中で、やっぱり料金的なものいろいろ変わってくるんだと私思うのですよ

ね。だから、参考にはなるんだろうなと思うけど、直接はならないのかなと感じするんで

すけど、ただ、このこと踏まえた中で、来年度からいろいろな料金見直しをするというこ

となので、その辺も含めた中で、やっぱりいろいろ考えていかなければいけないんだろう

なと私考えたものですから、ちょっとあまり指定管理ってほかの町村で極端に聞いたこと

ないものですから、これからそういうふうにほかの町村も走っていくのかわかりませんけ

れども、ちょっとお聞きしたいと思ったので。 
 だけど、これから自分変なこと聞くのですけれども、やはり指定管理が必ずしもってい

う感じがするのですけれども、どうでしょう。次の段階入っていこうとしているのですけ

ど、ちょっと。 
○福原委員長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 たぶん指定管理者制度を活用しているのは、うちが多いと思います。ほかの

町に比べて。これは指定管理者制度自体がね、民活、活力を施設に活用しながら利用の促

進、施設の活用の促進を図っていくというのが基本的な考え方でありますから、指定管理

者制度そのものが高いとか、安いとかというのではなくて、要するに直営で公的な部分で

直営でやるということではなくて、民間活力を導入するという意味での指定管理者制度を

導入させていただいていると。浦幌町がそういう面ではきっと施設的には多いのかなと、

近隣町村に比べて、そう思っていますけど、これからもそういう面で公、町直接でやると

いうことではなくて、民間活力導入した指定管理者制度、ただいい所はいい所であります

から、これを使ってまいりたいなというふうに思っています。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 今、町長から本当に一番初めに走ったようなお言葉をいただいたのですけれ

ども、場合によっては、そのことが足かせ、手かせになってくる場合もあるのではないの

かなと感じがするものですから、いろいろ見させていただいた中で、私の基本的な考え方、

若干ずれていた、初めからそのことを申し上げていたものですから、やっぱり基本的に本

当にそれが住民サービスにどのようにつながっていくかということをやっぱり私も考えた

中で、先ほど、私も心配した雇用の問題もありますけれども、やっぱりその辺のところを

もう少し精査をしていただく必要もこれからあるのではないかというふうに思いますので、
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その辺も踏まえた中で、今後の予算づけやなんかもされているというふうに、私も思って

おりますので、考えていただきたいなと思います。 
○福原委員長 町長。 
○水澤町長 今、委員心配されるのは、ちょっと具体的にはわかりませんけれども、いず

れにしても指定管理者になってサービスが低下するということであれば、指定管理者制度

を生かされていないということになりますから、そういうことであってはならないだろう

というふうに思いますし、これからもそういう面では指定管理者の皆さんには十分その辺

はこちらから指定管理をする時に、チェック機能もありますから十分それは活用していき

たいなというふうに思います。 
 サービスが低下するということで、まさに指定管理者の意味ありませんから、民間活力

を導入するということはですね。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 ほかに何かご意見ございませんでしょうか。 
 野村委員。 
○野村委員 全体を通じてですけど、先ほどの発言の中で、来年度の計画として、高齢者

及び身障者、障がい者に対する無料化を図っていきたいという考えがあるということで、

現在は、スイミングプールと総合体育館は、既に障がい者及び介護者は無料扱いになって

いるわけですけれども、これは公平性だとか、いろいろな利用者、町民に対する公平性を

考えると、すべての施設、すべての使用料に対して該当させていくという考え方、先ほど

ちょっとパークゴルフ場だけのような発言があったのですけど、その他の施設はどのよう

な考え方で進めていくのか、まず先にお伺いしたいのですけれども。 
○福原委員長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 ちょっと言葉足りなかったのかもしれませんけれども、パークゴルフ場とか

そういう意味じゃなくて、公共施設について高齢者の皆さんと障がいを持たれる方につい

ては、無料、免除化を図っていきたいというふうに思っております。 
 そういう面で今条例の改正とか、そういうものを予算に含めて行ってまいりたいという

ふうに思っております。 
 これが全部ではなくて、当然該当しない部分も中にはあります。施設としてはね。あり

ますけれども、大体しないのは、使われていない施設については、該当することはありま

せんから、そういうものじゃなくて、今、公共施設で高齢者とかそういう方が使わないと

ならない部分、例えばゲートボール場とか、そういうものは入っていませんけれども、そ

れ以外については、できるだけ対応していきたいなというふうに思っています。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 行政の政策ですから、よくわかりますし、この今日の資料見ていくと、はっ

きり言って、使用料手数料ざっと計算すると 763 万 6,000 円かな、その中で指定管理者に
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委託しているものだけで 576 万 4,000 円、ざっと拾っていくとね、今言ったように、スイ

ミングプールと体育館は、もう既に身障者は無料、介護者は無料になっているから、先ほ

どの発言で個人情報において高齢者等の把握はしてないとなると、そんなに大きな差はな

くなる、そうすると単純に言うと、あとはもう行政改革推進中でいろいろな形で非常に厳

しい状態という発言、そのとおりだと思うのです。 
 またある見方によると、先ほどの発言じゃないけど、基金だって相当積み増しになった

と、視点によっては大きく変わってくるんだけど、やっぱり公共料金というのは、ある程

度政策的なものが大きく加味すると思いますし、先ほどもこの近隣町村もいろいろな資料

見ますと、ものによってはなんでこんな料金で設定できるのかなというぐらいの、特にパ

ークゴルフ場あたりは無料で管理して、町民に利用させていただいているということを考

えると、もっともっと大胆に、単なる身障者、老人ということばかじゃなくて、5,000 人

を切らないまちづくりということでいろいろなことで政策をして頑張っていますし、交流

人口を図ろうという形でいろいろな施策をしたり、移住・定住を目的とした施設もつくっ

たり、いろいろなことを進めていながら、やっぱり交流人口を図るということは、せっか

くある施設をもっとやっぱり町民はもとより町外者も大いに利用してもらうことによって、

いろいろな意味で波及効果も出てくるのかなと、それには簡単に言えば、700 万ぐらいの

年間使用料、手数料収入をもっと政策的にがっと押し詰めることがあるとプラスになるの

かなと、行革の中で全部手数料とるなということになると、反対の考え方の進め方だけれ

ど、その辺はもっと大胆にやるべきではないかなと思うのですけど、その辺は先ほど言っ

た受益者負担というのも当然理解する範疇ですけれども、その辺のバランスは今後いろい

ろな政策、人口減、少子高齢化が絡んでいくと、まずこれもスタートかなと思うんだけど、

その辺についてはお考え方はどうでしょうか。 
○福原委員長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 先ほど私も申し上げましたけど、受益者負担、これは大原則なんだろうなと

思っています。施設を維持するということについて、ただ、いろいろな高齢者の皆さんと

か障がい者の皆さんについては、健康増進というのが第一ですから、先日発表になりまし

た。平均寿命が管内で一番低いという、ショックの数字も発表になりましたし、そういう

面ではお年寄りに健康増進を図ってもらうと、そのための施設については、開放していこ

うという感覚で政策を進めてみてまいりたいと。 
 ただ、それが全部が全部無料かということについては、これは浦幌町としてちょっと耐

え難いとは言いませんけれども、受益者負担という考え方から大きく外れるものになるん

じゃないかなというふうに思っています。 
 合併促進の時にね、飲んだり食ったり遊んだり、そういう施設については駄目だよとい

う話は、そういう有名な話はありました。まさにそういう面では、受益者負担をやっぱり

少しずつでも求めながら、やっぱり施設を有効に使ってもらいたいというのが私ども行政
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としての立場なのかなと思っているところです。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 野村委員。 
○野村委員 よくわかります。そのとおりなのです。だから、ただ先ほどの身障者、高齢

者に対する利用促進、健康増進という目的で、今後公共料金の使用料金の減免も含めて、

広めていくよということをもう一歩進めていただければ、ゼロにする、ロハにするという

ことは当然受益者負担の観点、またいろいろな維持管理の観点から言うと難しいけれども、

今日はたまたま他の町村との比較をすると、やはり施設によっては高い料金の設定は、他

の町村でできて、なんでうちでできないのかというのは、これはある意味では、政策的な

問題、いろいろな問題、こればかりでなくて河内委員が言ったようにね、行革推進の中の

大きな中でいくと、これだけを軽減するというのは非常に難しいかもしれないけれども、

やはり初期の目的、今目指しているまちづくりの中の一環であり、だからせめて今言った

ように、高齢者及び障がい者をもう少し範囲を広げて、利用しやすいような設定の政策の

一部として今後考えていくべきではないかなと考えているのですよ。 
○福原委員長 答弁願います。 
 町長。 
○水澤町長 決して反論するわけじゃありません。公共施設については、特に高齢者と障

がい者の皆さんについては、特に先ほど申し上げましたけれども、健康とか生活弱者とい

う言い方がまずいかもしれませんけれども、そういう皆さんについて施設を開放しながら

健康を図ってもらいたいという思いがあります。 
 まさに浦幌町はいろいろな町民の皆さんと本当に力を合わせて財政再建に取り組むと、

夕張にならないという、ずっとそのように進めてまいりました。 
 そういう面では、大変町民球場とかアイスアリーナ、本当にボランティアの皆さんに一

度は閉めるという所までいったわけですけれども、それを管理をしていただくというよう

な中で、今浦幌町何とか、夕張にならない、なる可能性が高かったという所からは脱却で

きたのかなというふうにも思いますけれども、しかし、その精神、健全化というかたわを

取り下げてやるということにはなかなかまいらないだろうなというふうに思っているもの

ですから、全体的な料金の見直しというのは、今後それが生じるかもしれませんけれども、

今回については、高齢者と障がい者の皆さんの料金免除というものについて、進めてまい

りたいというふうに思っています。 
○福原委員長 野村委員。 
○野村委員 先ほどの答弁だとかいろいろな中で、個人情報の絡みも発言されて、いろい

ろな資料的なものは公表できないし、把握していないということだけど、今町長の政策の

中で 65 歳以上を一つの高齢者という線引きにしたよと、障がい者は障がい手帳いろいろ

なことで今施設２つ無料やっていますけれども、その辺を今後やっぱり慎重にいかないと、

私は無料だ、高齢者、当然個人情報がすべて開示になってくるという、さっきの掌握発言、
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ちょっとミスマッチが起きるのではないかと思うので、その辺はやっぱり町民に対してよ

く説明をしながら、あくまでもこれから高齢社会ですから、高齢者がどんどんふえていき

ますけれども、やっぱり健康増進なり、町民との交流ということをもう少し全面に出して

いかないと、高齢者だからただだよ、そうしたら個人情報はすぐ明らかになる。別にそれ

は構わないと思うんですけど、個人が無料で使うわけだけどね。 
 だけど先ほど、個々の中での発言でいくと、パークは知ってるか知ってないか別にして、

個人情報出さないよということと、ちょっとミスマッチが起きるのではないかなという気

がしたもので。その辺の今後の推進だけは十分注意していただきたいなと思います。以上

です。 
○福原委員長 答弁お願いします。 
 副町長。 
○門馬副町長 65 歳以上の方については、ぜひ健康増進あるいは引きこもり等ということ

でぜひいろいろな活動に参加していただいて、交流を深める中で心と体の健康の増進に努

めていただければなということであります。 
 高齢者の方々の確認の方法とかですね、そういった部分については、今検討中でありま

して、それについては、最後決まるまでにいろいろと検討しながらやっていきたいという

ふうに思っております。以上です。 
○福原委員長 時間も押してまいりました。 
 一番最初に河内委員の方から公共施設の適正管理及び評価ということと、受益者負担の

適正化ということで、非常に今までの中で論議されてまいりました。平成 25 年度の適正

管理及び評価という中で、25 年度はコスト等の分析及び公表の実施、それと受益者負担の

適正化の中では、25 年度は庁舎内の検討組織を立ち上げて検討を行うというふうな計画に

なっております。この件について、２点だけもし答弁差支えなければ進捗状況等をお聞か

せ願いたいと思います。 
 まちづくり政策課長。 
○菅原まちづくり政策課長 ただいま質問いただきました件につきましては、行政改革プ

ランの中で出てくる取り組み事項でございます。今現在の行政改革プランにつきましては

ですね、平成 27 年度を目標年次に定めましてその前段５カ年間において目標に向かって

進めていくというような計画になっております。 
 ただいま質問のありました公共施設適正管理及び評価並びに受益者負担の適正化につき

ましてはですね、それぞれ 27 年度における達成すべき事柄については計画に定められて

いるんですが、今、中間年におきまして具体的にここまでというのはですね、それぞれい

ろいろ考えてはいるのですけれども、それを完全にとりまとめているという状況ではござ

いませんので、まだ具体的にこうだということはお話できないのですけれども、公共施設

の適正管理及び評価につきましては、コストの問題がいろいろありますのでましてや指定

管理で行われているという状況もございますので、指定管理で指定されている公共施設に
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つきましては、当然更新するたびにそれぞれのコストにつきまして分析等されております

ので、その辺のところをですね、今後どのように定めていくかというところが課題だと思

いますけれども、それは目標年次に向かって検討している最中だということ、それと受益

者負担の適正化につきましては、先ほど来から使用料手数料の問題もありますし、当然消

費税の絡みもあると思いますので、その辺についてもですね、今現在いろいろな分野にお

きまして、いろいろ検討をしているという段階でございますので、ちょっと今ここでは、

こういうことしているよというお話はできない状況でございます。 
○福原委員長 河内委員の方で何かございませんでしょうか。今の件について。 
 河内委員。 
○河内委員 冒頭、私が行財政改革プラン 2011 ということで９点確認をさせていただき

たいということでお話をしたのですが、今日の趣旨から多少資料云々、またとりまとめの

ことを考えた場合に、適切ではないということでその辺のお答えはいただかないことにし

ているわけですけれども、いずれにせよですね、使用料負担金、助成金いろいろ今回は公

共施設の利用状況についてでございますけれども、この行財政改革プランの総合的な推進

の中ですべてリンクしているわけですね。 
 ですから、ここだけがこうだという問題ではなくて、やはりこういった行財政改革プラ

ンのアクションプランを適切にすることによって、こういった公共施設の利用状況に対す

る利用料金が発生しているんだという説得力のあるやはり町民に対する説明が必要かなと

思うわけです。それであえて私はそういう総合的な考え方ということでの改革プランにつ

いてご質問をさせていただいたわけでございますので、今後、またこの行革プランについ

ては、適切に推進をしていただきたいということを要望いたしたいと思います。 
○福原委員長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 行財政改革プランにつきましては、それぞれの項目について検討を進めて

いるところでありまして、ただ現在の先ほど言われました公共施設の管理の適正化あるい

は受益者負担の適正化については、今その途中であるということであります。 
 今回の利用料金の改定にあたりましては、町長冒頭言われましたように、高齢者の方あ

るいは障がい者の方についての無料化という部分については、当面の措置ということで今

回提案させていただいたわけでありまして、今後についても行財政改革プランについては、

逐次それぞれ検討項目については検討を進めていくという考えでありますので、よろしく

お願いしたいと思います。以上です。 
○福原委員長 ほかにご意見、ご質問ありませんか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 この際お願いをしておきたい件が１点あります。ちょっと直接本日の公共料

金にかかるかどうか、ちょっとわからないのですけれども、以前議会の中でも私公共施設

の問題について、お願いをいたしたわけなのですけれども、高齢者、障がい者無料化、減
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免化ということでされているのですけれども、そこを使いにくければどんなことしたって

絶対に使わないのではないかと私考えるものですから、施設をもう一度点検をしていただ

きましてですね、やはり高齢者なり、と言われる方、それから障がい者と言われる方がね、

使いやすいような施設にもうちょっと、古ければ古くても構いません。そのようなことを

見直していただけると、ほんと私としてもありがたいなというふうに思います。 
 いずれ皆さん、我々も高齢者と言われる、もう身分になってしまったのですけれども、

なってくるものですから、そういう中でやはり若いころには３センチのものにもけつまず

かなかったんですけれども、今１センチのものにもけつまずく、畳の淵にもけつまずくと

いうような状況の我々の体力になってきております。 
 健康増進のためにはいい、それを解消するための健康増進のために今言われた施設を使

わせていただくわけなのですけれども、そこを一歩入る時に、やはりちょっと不具合が多

いことがあります。 
 やはりその辺をやっぱりもうちょっとそういう人たちを伴いながらですね、やっぱり点

検をしていただいて、そして使用率を上げていただきたいというふうに私考えますので、

その辺をお願いいたしまして、ちょっと関係ないかもしれません。 
 でも、そういうこともあって使用率が下がるかなということも思いますので、ちょっと

お願いをしたいと思います。 
○福原委員長 答弁願います。 
 副町長。 
○門馬副町長 公共施設全般にかかわる問題でありまして、バリアフリー化の問題等含め

てのお話だと思います。これまでの間ですね、公共施設については、それぞれお年寄りの

方、あるいは障がい者の方が使いやすい形での改善ということでは、それぞれ公民館にお

ける昇降機の設置ですとか、あるいは地域会館等におけるトイレの改修ですとか、それぞ

れ随時やってきております。 
 今後、すべてについて改修できるかと言うと、なかなかそういう状況にもないわけであ

りますけれども、どうしても改修が必要だという部分があれば、それぞれ施設の利用がし

やすいようにですね、改修計画については考えていきたいと、いかなければいけないだろ

うというふうに思っております。以上です。 
○福原委員長 よろしいですか。 
 じゃあほかにご意見、ご質問ありませんか。 
 今日出席いただいております議長何か今日の議題について、ご意見がありましたらお願

いいたします。 
○田村議長 別にありませんけれども、大変ご苦労様です。 
 それぞれ最後に野村委員の方から発言がございましたので、大体それをお願いしたいな

というふうに思っておりますけれども、やはり今全体的に財政的にもなんぼか安定してき

たという中では、協働のまちづくりの中ではやっぱり町民も我々も共に負担すべきものは
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負担しながら運営をしていくというのは、基本姿勢だと思ってございます。 
 そんな中では、お願いできればそれぞれ町長の方からお話がありましたように、指定管

理者制度の目的というのは、やっぱり町の活性化のために働く場所の確保ということが大

事なことになろうかと思いますけれども、この使用料金とそれから指定管理者に対するか

かる委託料の関係の整合性をもう少し検討する必要があるかなというふうに、そのことが

町民に還元される、条件がつくれるのかなということもございますので、一考願えたらあ

りがたいなと。以上です。 
○福原委員長 ありがとうございました。 
 議長の方からすばらしい要望が出ております。これで時間も押してまいりましたので閉

めたいと思います。 
 それでは、長時間にわたりまして総務文教厚生常任委員会、各種公共施設使用料の収納

状況と利用実績ということで調査をさせていただきました。 
 本当に委員の皆さんからたくさんのご意見をお伺いしまして、すばらしい委員会になっ

たのではないかと思っております。 
 また、行政担当課におかれましも、各委員のおっしゃられたことを今後の行政運営に参

考にしていただいて、今後ますます推進されますことをご祈念申し上げまして、今日の委

員会、それでは、調査事項は終わりましたので、各行政の方はよろしいと思いますので、

お願いいたします。モニターの方も長い間ありがとうございました。 
 暫時休憩に入ります。 
 

午前１１時２３分 休憩 
午前１１時２５分 再開 

 
○福原委員長 休憩を解き、会議を開きます。 
 今日の調査事項は終わりました。この委員長報告について、どのような方向で報告した

らいいかお伺いをしたいと思います。どのような方法で報告しますか。 
 阿部委員。 
○阿部委員 一番先に始まったように、やっぱり本筋に沿った委員長報告が必要なのだろ

うと思います。それでいろいろと意見いただいたわけなのですけれども、やっぱりその辺

をきちっと精査をしながら、まとめていく方向なのかなというふうに思います。あまり逸

脱してしまうと、所管事務調査から先ほど言われたように外れてしまうので、その中でま

とめて総括的なことについては、最初の形の中でよろしいと思います。まず基本的なのは

その辺でいかがでしょうか。 
○福原委員長 ほかにご意見ございませんでしょうか。 
 よろしいですか。 
 委員長報告については、一任していただいて、阿部委員の言われたような方法でとりま
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とめるということでよろしいですか。 
〔「はい」の声あり〕 

○福原委員長 そういうことにさせていただきます。 
 それでは、長時間にわたりいろいろ審議をいただきまして、大変ありがとうございまし

た。ご苦労様でした。議長も大変ありがとうございました。以上で終わります。 
閉議 午前１１時２６分 


