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第４回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年３月１６日（金） 

    開 会   午後 １時１０分 

    閉 会   午後 ２時４８分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●保健福祉課 

  ①清里町障がい者計画について 

  ②清里町障がい福祉計画について 

  ③清里町高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画について 

 ●産業課 

  ①緑清荘指定管理者からの協議について 

  ②平成２３年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ③温泉掘削申請の許可について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（６名） 

    委員長  村 島 健 二     

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員 

    副委員長  澤 田 伸 幸 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■副町長        宇野  充 

 ■保健福祉課長     薗部  充    ■福祉介護Ｇ総括主査  野呂田成人 

 ■産業課長       斉藤 敏美    ■商工観光・林政Ｇ主査 樫村 亨子 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長    柏 木 繁 延 

    主  任    鈴 木 由美子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第４回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 それでは、町からの協議・報告事項について、保健福祉課より①清里町障がい者計画について

から③清里町高齢者保健福祉計画・第５期介護保険事業計画についてまで、説明をお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 「清里町障がい者計画」並びに「清里町障がい福祉計画」、「清里町高齢者保健福祉計画・第

５期介護保険事業計画」につきましては、本年１月３１日に開催されました第１回の本委員会で、

保健福祉計画策定委員会よりいただきました答申の概要をご説明いたしました。 

 また、本年１月２５日から２月１５日までパブリックコメントを実施してまいりました。その

結果、質問・意見は無く、若干の字句の修正と、第５期介護保険事業計画の月額保険料の端数を

答申４,４５５円を４,４５０円に調整し、月額５３,４００円を基準額として計画を策定させてい

ただきました。さらには、「障がい者計画」については、障害者基本法に基づきまして、議会へ

の報告が規定されてございますので、３月１２日付で報告をさせていただいたところです。 

 なお、「障がい者計画」、「障がい福祉計画」につきましては、根拠となる法律の改正が続い

ております。とりわけ、障害者自立支援法は平成２５年８月までに廃止し、障害者総合福祉法、

法律名は仮称でございますが移行することとされています。従いまして、計画期間内での修正の

可能性があるということをご理解いただきたいと思います。 

 さて、本計画についてですけれども、別冊となってございます。前回概要をご説明させていた

だきましたので、内容については本日は省略させていただきたいと存じます。また、２２日の本

委員会に間に合うように計画書の印刷製本を発注しておったところですが、開催日が変更となっ

たものですから、原稿の写しを添付させていただきました。印刷が仕上がりましたら事務局を通

じお届けする予定になってございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上で説明とさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 今、説明がございましたけども、この件について何か質問はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 
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 なければ、終わります。ご苦労様でした。 

 

○事務局長 

 委員長、産業課が協議に入る前に、若干よろしいでしょうか。 

 

○村島委員長 

 はい。どうぞ。 

 

○事務局長 

 これから、指定管理者の関係の協議・報告に入るわけですが、事業者と町との協議経過の中で、

金額に関すること、協議内容に関することなどで、プライバシーに関わる部分等々が出た場合は、

議長、委員長において会議録から削除させていただくということをあらかじめご了承ください。 

 以上でございます。 

 

○村島委員長 

 それでは、産業課。①緑清荘指定管理者からの協議について、②平成２３年度一般会計補正予

算（産業課所管分）について、③温泉掘削申請の許可について、お願いします。 

 

○副町長 

 ①の緑清荘指定管理者からの協議についてということでございますが、お許しいただければ私

の方からご説明を申し上げたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 

○村島委員長 

 はい。お願いします。 

 

○副町長 

 緑清荘の指定管理者である有限会社ＧＰＫとの協議について、ご報告を申し上げたいと思いま

す。 

 ３月の定例会の最終日、３月９日には議長のお取り計らいにより議員協議会を開催していただ

きました。その際に議員の皆さんよりご理解をいただいた基本協定書第９条第１項「委託料の額

を変更すべき特別な事情が生じた場合は、その都度甲乙協議の上定めるとする」という条項に則

り、協議をすべきと確認されました。３月９日同日、正副議長より、議員さん方からの再確認の

意味だと思いますけれども、町長に対しまして、要訳しますと次の４点だったと思いますが整理

してくださいとの要請がございました。 

 １つ目は、町が委託料の額を議決決定してからでは再度補正するというのは不可能であるとい

うことから、金額についての協議を進めること。相手が納得する金額についての協議をすること。

２つ目が、東日本大震災の影響による損害額はいくらなのか算出すること。３つ目は、行政責任

及び議会責任はないのか。４つめが、東電に対し今回の被害額を請求すること。以上でございま

す。 

 まず１つ目の協議の結果を申し上げる前に、東日本大震災による影響額は一体いくらなのかと
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いうところからご説明を申し上げたいと思います。２ページをお開きいただきたいと思います。

これにつきましては、緑清荘からのデータを整理してまとめ上げたものでございますが、前回お

渡しいたしましたのが平成２１年～２３年の契約期間における収支額一覧表でございました。そ

れは３年間の収支における赤字額を２,１００万円としたものでございます。ご覧いただいている

表は平成２３年度のみの収支を記載しており、中央の太枠に影響額を入れております。それでは

表の上からご説明申し上げます。表の１番上の温泉使用料については、ほとんどが地元の方の温

泉料、あるいは６月、９月の観光客、登山者のものであろうということで、これは太枠の方には

ゼロということで影響額には反映してございません。それから宿泊使用料に関しましては、まと

め上げますと１,３００人のキャンセルがございました。それに素泊まりの料金５,７６０円をかけ

た７４８万８千円を影響額としてございます。積算根拠の欄に書いてありますとおり、年度当初

は計画予定以上の予約があり期待したが、想定外の大震災等と不景気、また交通運賃の高騰、高

速道路の無料化廃止、航空機の減便など自粛ムードも広がり、団体客等の予約取り消しが相次い

で発生したと説明してございますが、これの何割かという論もあろうかと思いますが、そもそも

この影響で予約をしなかったということもありますので、それを相殺してその分を影響額にいた

しました。それから食堂売上料です。これは根拠の欄を見ていただきたいのですが、宿泊者食事

代は１,３００人×単価で３０５万５千円。宿泊者飲物代はおよそ半分の方が１千円くらい使うの

ではないかということで、１,３００人×１千円の２分の１で６５万円。宿泊者会食追加料という

ことで２千円のこれも半分くらいでないかということで１３０万円。それから前年度対比料理飲

食減少額が９５０万円ほどございますので、これに対しましては影響額は半分であろうというこ

とで４７５万円になります。この分の影響額で関係ない部分の４７５万円というのは太枠の右側

の欄に書いてございます。上から今ご説明した分を合わせて９７５万５千円を影響額といたしま

した。それから物品等販売等ですが、根拠欄を見ていただきますとおり、１,３００人来た時には

大体３０％の方が１千円くらい売店で利用していただけるということで３９万円。自動販売機に

つきましても３０％という試算で１１万７千円。合計５０万７千円。収入合計が１,７７５万円あ

ろうということでございます。それから支出の分でございますが、人件費につきましては影響あ

る無しに関わらずかかったであろうということでゼロにしてございます。事業費についてでござ

いますが、これは上記予約等の利用が実行されていた場合の経費ということで、リネンが１人当

たり５００円で６５万円。それから先ほど説明いたしました食堂売上料の中で９７５万５千円と

４７５万円を書いておりますが、これに対する経費が４５％ほどかかるということで試算してご

ざいます。でありますから、大震災影響が９７５万５千円の４５％の４３８万９,７５０円。震災

以外が４７５万円の４５％で２１３万７,５００円ということで、太枠の方の影響額はリネン経費

と震災影響分で５０４万円と記載しております。支出につきましては５０４万円がかかったであ

ろうと。それを相殺いたしまして１,２７１万円が影響による額ではなかろうかということで計算

しております。一番下の摘要欄の赤書きで書いてありますのが、３月１１日に震災が起きて、３

月は残り２０日間くらいありますけれども、これは数字には加味してございません。そういった

表でございます。 

 それで、今回の本題であります１つ目の会社との協議の結果でございますが、法務支援室にも

協力いただきましてそれぞれ回答をいただきながら、こちらの考えも整理した上で相手側との協

議に臨みました。先に法務支援室に質問状を提出して回答をもらいました。法務支援室からの回

答で整理された事項は、リスクをどちらがどこまで負担するのかであります。「利用者返納リス
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ク及び収入リスクは原則として指定管理者が負うべきリスクと考えられるが、これらのリスクは

必ずしも指定管理者が管理できるものではなく、不可抗力等の場合によっては自治体がその一部

または全部を負担する必要があることも考えられる。結局は町と指定管理者の協議によって決定

する以外に方法はないものと考えられる。今後は協定書により明確にするように。」ということ

で助言も付け加えられておりました。もう１つが備品機器類の所有権の考え方についてでありま

す。町と指定管理者のどちらに帰属するかの問題であります。これらにつきましては、町として

は全て町に帰属するであろうと考えておりましたが、法務支援室の回答では「指定管理者が指定

管理期間中に設置した備品の所有権については、例え町からの委託料で購入した物であっても、

また収受した利用料金は指定管理者の収入であるので、利用料金で購入した物であっても指定管

理者が購入し設置した物であれば、指定管理者に帰属するものと考えられる。」となっておりま

す。先ほどと同様、今後についてのアドバイスも受けてございます。それらを整理しながら相手

側との協議を行ってまいりました。まず、９日に申し上げておりますとおり、相手側からの要請

は、本契約期間における想定外の災害による影響での損害額、金額は示しておりませんでしたが、

それと今まで購入した機械器具類の代金２千万円について措置をしていただきたいとありまし

た。議会に３月９日にお示ししたリスク条項を参考にしたもの、いわゆる２,１００万円の１０％

引き、尚かつその５０％、金額にして９４５万円について。また支援室から助言がありました備

品における考え方に従い、相手側の主張する備品分、当日は３千万とも言っておりましたけれど

も２千万円。全額ではなく、こちらで計算した平成１８年からの部分の残存価格１９９万１千円

をプラスした１,１４４万１千円を提示いたしましたが拒否をされております。その時に法的手段

に出ることも示唆されておりましたけれども、議会にもご理解いただき協議することということ

にしておりますので、争う気持ちはないということで協議を進めました。その後もいろいろ話を

しながら協議を進めて、こちらの事情、あちらの事情を踏まえながら、新たに試算した大震災に

おける影響額、これが影響額に限りなく近似値と考えられる、先ほどご説明申し上げました金額

１,２７１万円。それに備品の残存価格１９９万１千円を足した１,４７０万１千円を提示し、相手

に納得をしていただいたところでございます。しかし、この金額にしましても議会の議決をいた

だくものでございますので、決定したとはなりません。そういったことを申し伝えております。 

 それから３つ目でありますが、行政責任と議会責任についてでございますが、これにつきまし

ても法務支援室からの回答をいただいております。「今回の事案については、誰にも過失がない

ものと解し、行政処分の対象とするものではない。今般の事案は東日本大震災という不可抗力に

よって生じたもので、町は議会の了解を取り、基本協定書に基づき適切に甲乙協議で進めてきた

ものであります。甲乙協議の結果、委託料の変更が行われ支払われたとしても、その行為は基本

協定書に基づき適切に行われた結果と判断できる。」との回答でございますので、ましてや議会

責任にまで及ぶものとはなりません。 

 最後に４つ目の東電への災害額の請求についてでございます。当該本人であります社長の方か

ら問い合わせた結果でございますけれども、福島原子力補償相談室コールセンターに問い合わせ

た結果、賠償金請求をできるのは対象地区や対象となる観光客などがあり、北海道地区は対象地

区から除外されていること。さらに旅館やホテルの対象となる観光客は、放射能汚染ということ

でございますので、日本に来ない外国人観光客であり、前年比較して外国人観光客が減少するこ

とによる影響額が対象となるようでございます。そういったことから、緑清荘は賠償金請求には

該当しないとの回答があったそうでございます。 
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 以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、副町長の方から、９日の議員協議会を受けて、昨日正副議長によりましてこのことに

ついて提案があったことに対しての説明がございました。委員の方から何かございましたらお願

いします。 

 

○池下委員 

 今、副町長の方からお話を聞きましたけども、まだ３月半ばということで、今まだ指定管理で

営業中でもありますし、３月が終わらないと決算が出ないということですよね。それを考えた時

に見込みでこうやって数字が出てきていますけども、しっかりと３月が終わって、新しい年度に

入りますけども、４月に全て数字が出た中で、町には監査委員という人もいますので、事務監査

等、会計監査等きっちりやってもらった上で議員が協議する方が普通だと思うのですが。 

 

○副町長 

 池下委員さんのお話でございますけれども、前にお示ししたものは、その時には２月、３月を

予定で書いておりましたけれども、今回の大震災による影響額につきましては３月は入っており

ませんけれども、２月までのキャンセル料の関係でございますので、額は確定したと言えば確定

しているところでございます。それから備品につきましても、今入っている現存する備品の関係

でございますので、これも確定しているということでございますので、前にご説明した条件とは

ちょっと違うというふうに考えております。 

 

○池下委員 

 東電の方で拒否されたということなんですけども、要するに緑清荘の場合は震災の影響は関係

ないということで拒否されたんですよね。であるならば、震災による影響ということ自体がもう

すでにおかしいんじゃないですか。 

 

○副町長 

 ご存知と思いますけれども、東電については放射能の影響でございます。大震災の関係につき

ましては誰の責任もございませんので、その関係は放射能というふうに考えています。日本が放

射能で汚染されているので外国人に影響があるということで、対象地区外につきましては外国人

の観光客に限るというような見解のようでございます。 

 

○池下委員 

 この間いただいた資料ですけども、これを見ますと、震災が起きたすぐ後の４月、５月はマイ

ナスなんですよ。当然これは震災の影響かなというのは理解できるんですけども、その後ずっと

プラス収支なんですよね。それで９月になってから４,７００円の赤字なんですよ。それで１０月

からずっと１０、１１、１２と２４０万、３００万、４３０万、さらには１月、２月、３月のマ

イナス部分を入れると１,６９１万８千円と出てきてますけども、当然、震災と考えること自体が

おかしいですよ。じゃあこれが震災だと認めるんだったら、今年の４月から経営者が替わって黒
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字になった時に、３月までは震災の影響だったんですかって。これ見たら私たちに言われたって

私たちは絶対それは震災の影響だっていうふうには言いませんよ。だってこれ誰が見たっておか

しいでしょう。他のホテルなんかは、９月、１０月にはだいぶ復興してきているっていうふうな

打ち出しをしている中で、清里町だけが１０月から赤字になったからこれを震災だって、これを

認めた上でお金を出すこと自体が町民の人は絶対納得しませんよ。 

 

○副町長 

 実にタイミングが悪く、キャパを大きくした時が２２年でございまして、前年度と比較するも

のがございませんのでなかなか説明も難しいんですけれども、今回の大震災による影響額につき

ましては、それを度外視しましてキャンセル料、キャンセルされたお客さんの数で今、根拠とし

ておりますので、その辺については数字的には前の説明とはちょっと食い違うかもしれませんけ

ども、正副議長がおっしゃっていただいた大震災による影響額はいくらなんだということで、 

こちらの方でまとめ上げた影響額１,２７１万円ということで、ご理解いただければと考えます。 

 

○池下委員 

 じゃあ聞きますけども、この大震災の影響というのは、副町長は何月ぐらいまでが影響だと考

えていますか。 

 

○副町長 

 なかなか答えられませんけれども、とにかく予約がキャンセルされたもの、これをもって自粛

あるいは旅行を取りやめようというようなことが表れてきたのではないかというふうに解釈して

ございますので、その辺はなかなか数字的にはここまでだというのは示せないのが実態でござい

ます。 

 

○池下委員 

 これは私の考えですけども、先日９日の議会終わった後の議員協議会から始まりまして、こう

やって早急にやっていますけども、藤野さんにしても我々にしても別に逃げるわけじゃないです

し、何もこの３月の切羽詰まってからやらなくても時間はたっぷりあるわけですから、十分時間

かけてやってもいいんじゃないかなと私は思いますけども。他の議員さんはどういう考えかわか

りませんけども。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。 

 

○勝又委員 

 今、震災が影響を及ぼした部分で、池下さんからもありましたが、何月まで影響を及ぼしたの

かということもあるんですけども、このキャンセルが半端な数じゃないけども、どんなホテルで

もキャンセルしたらキャンセル料が発生したりするんだけども、緑清荘におけるそういう規定っ

ていうのは何も無いのですか。 
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○副町長 

 無いようでございます。 

 

○勝又委員 

 無いとなったら今度、入らないで予約だけされてキャンセルを次から次にされたら、とんでも

ない被害を被るわけで。大体そのこと自体ちょっと問題がある。ある程度どのくらいまでの時期

にはどのくらいのものをもらってみたいな、そういう規定っていうのはどこのホテルにもあるん

ですよね。そのこと自体が、キャンセルされたわ、もう仕方なかったんだわっていうようなこと

になってること自体ちょっと問題かなと思うんだけどね。 

 

○副町長 

 昔からのエージェントの繋がりとかいろいろあろうかと思いますけれども、とにかくキャンセ

ル料につきましてはいただいていないということでございます。 

 

○池下委員 

 もう１点聞きますけども、キャンセルが１,３００人ですよね。この１,３００人というのは何月

頃に集中しているんですか。 

 

○加藤委員 

 同じことなんですが、できれば相手方から何月に何人、どこどこの旅行会社、そういう明細を

受けているんでしょうね。できればそれを参考資料で提示していただきたいと思うんですが。 

 

○副町長 

 必要であればコピーしたいと思いますけども、４月が４６人、５月が８２人、６月が５３人、

７月が４９１人、８月が２４５人、９月が２５２人、１０月が７３人、１１月が１８人、１２月

が２５人、１月が２０人、２月まで入れますと２４人、計１,３２９人。２月までは入れておりま

せんので１,３００人ということでまとめてございますが、そういった状況でございます。 

 

○池下委員 

 今、月別のキャンセル数ということですけども、７月、８月、９月と人数多いんですよね。こ

の時プラス経営なんですよ。確かに４月、５月の４６人と８２人でマイナスとなった。これは分

かりますよ。それで増えている１０月、１１月、１２月で、これ、１０月は７３人、１１月は１

８人、１２月は２５人、足したって１１６人ですよ。これがだから実態として本当に東日本大震

災と言えるんですかということ。 

 

○副町長 

 これにつきましては、どんなことでということでございますが、この予約というのはすぐ予約

する訳ではございませんで、前々年度あるいは半年前とかっていうかなり前から申し込んでいる

方もいらっしゃるので、その辺はなかなか読むのは難しいかなというふうに考えます。 

 



 

- 9 - 

○池下委員 

 何か副町長の話を聞いていますと、この東日本大震災に何だかんだ結び付けようというふうに

私は捉えるんだけども、私だけでしょうかね。こういうふうな捉え方をしているのは。 

 

○副町長 

 そのことにつきましては、３月９日に戻って申し訳ございませんけども、特別な事情があると

いうことでご理解いただいて協議に臨めというふうに私は理解した訳でございますけども。 

 

○勝又委員 

 ちょっと１点だけ。前回出されました収支の状況の２３年度なんですけども、８月の部分で給

与の関係が倍近くに膨らんでいるんですよね。これは一体どういう理由だったのか。前月まで４

９０万だったのが７９３万になっている。これ一気に人を増やしたのか。ずっと４８０万とかで

推移しているのに、ここだけ何で７９０万もかかっているのか。 

 

○副町長 

 ちょっと読み取れませんけれども、パートの人もございますしなかなか。もしも必要であれば

調べてみますけれども。 

 

○勝又委員 

 これね、今キャンセルの報告があった訳だけどね。その前の月にね、７月の段階で４９１人も

のキャンセルがきているんですよ。それがもし、その前も少しずつ震災の影響だとすればですよ、

そういうようなものの影響を想定した時に、だったら８月はどのくらいの動向を示すんだという

時に、前の月に４９０人ものキャンセルがきてて、一気に人を増やしてやらなきゃならないこと

になっちゃうのかなと、僕は思っちゃうんだよね。ちょっとこれは僕は納得できない。なぜ、そ

んなに３００万も金額が給与として増えたのか。人を増やすから増えたんだろうとは思うけど。 

 

○加藤委員 

 今、人件費のことについて言われているんですが、もう一つ、宿泊食事代と料理食材の関係に

ついて再度確認をしておきたいのですが、宿泊者の１,３００人かける２,３５０円というのは、全

額ということですね。一人当たり２,３５０円売上げでこれだけかけますよということなんですよ

ね。ここのところをちょっと確認しておきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 副町長、先に勝又委員の方から答弁してください。 

 

○勝又委員 

 いいです。調べれるんだったら調べてください。 

 

○副町長 

 ちょうどその時調理人が亡くなって、それの退職金かなと。今、想像でございますけれども。
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これのプラスマイナスは反映してございませんので。 

 

○村島委員長 

 ここで決める話ではない。今、副町長が言われたのはそういうような言い方をされたけども、

ここではそういう話は分からないでしょ。それはどこから出てきたの。金額増えてる分について

の退職金だとかというのは。 

 

○副町長 

 と思いますということです。 

 

○村島委員長 

 思いますと言っても、確認もしないで思いますでは。この場で言われちゃうと。これちょっと

ね、言って良いことと悪いことがあるけども、それはちょっとこちらも受けずらいような回答に

なってしまいますのでね。それはちょっと確認してみてください。勝又委員からも数字的なこと

は後からでもよろしいということも出てましたので。ちょっと聞くだけ聞いてみてください。 

 

○副町長 

 今調べてきます。 

 

○村島委員長 

 では、次に加藤委員からの質問について。 

 

○副町長 

 宿泊者食事代でございますが、これは１泊２日の場合、朝食と夕食がありますので、その辺の

差額の２,３５０円というふうに考えてございます。 

 

○加藤委員 

 売上げなんでしょ。 

 

○副町長 

 収入の方ですよね。ですから１泊２日で朝食・夕食の２食分。上は素泊まりの分ということで

す。 

 

○加藤委員 

 それで丸々ここで売上げ減とみているんですが、基本的にこれは経費が掛かって、下の事業費

の欄で食材費の震災関係でまた４３８万９千円の減というのを経費でみてますけども、確かに買

っておいて駄目なやつもあるけど、使える物もある。食材の関係やなんかでも。少なくともこの

売上げの２,３５０円って言ったって経費を引いたら丸々掛かっていない。料理をして売上げるお

金であって、ここにはキャンセルと言えども経費も当然入っている訳ですよ。純然たる経費、例

えば３割なら３割引いたらこの数字は出てこないんです。こういう数字に。どうもこの今回の説
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明されている部分でつじつまが合わない部分と言うか、非常に理解に苦しむ部分が多いので。 

 それと、副町長が先ほど９日の回答の部分でちょっと触れていましたが、相手のことがあるの

で議会が認めても相手との話し合いがつかなかったら意味のないことでないですかっていうの

は、私言いました。だけども、相手が納得しないからここまで出しなさいという話はない訳です

から。議会がここまではやむを得ないなと仮に決めたとしても、相手の話があって不調に終われ

ば、それは相手が不服であれば訴訟になる可能性もあるだろうし、いろんなことはある訳ですか

ら。だから、基本的に震災の分という環境の中でその部分が整理できるんですかというお尋ねを

しただけであって、相手の要求を丸々聞いてきなさいというような話では全くないというふうに

私は思いますし。それと、備品の関係についての解釈というのは、聞いたのは当然の行為だと思

うんです。私は。それが全部町に帰属していたと思う判断自体が大きな誤りがあったというふう

に私は思う訳であります。その誤りを町として認めるのか、認めないのか。この辺の問題がまず

整理されないと前に進まないと思いますし。 

 

○村島委員長 

 ここで、暫時休憩いたします。 

                               休憩 午後 １時５１分～ 

                               再開 午後 １時５２分 

○村島委員長 

 休憩を解いて、再開します。 

 

○副町長 

 備品の関係はこちらの解釈等もあったんでございますが、と言うのはやはり協定書等々に明示

していなかった。と言うことは最後は双方協議のもとということになるんですけれども、今後は

明示していかなきゃいけないということでございますので。ただ、解釈としてはそれぞれ解釈し

ていたということでございますので、決めれば問題はなかったなというふうに考えておりますけ

れども。こちらにも責任はないというふうに考えておりますので。ただ、指定管理の契約期間中

に購入した物は全て指定管理者の方に帰属するんですよというような解釈をいただいたので、今

後また協定書の方には町の物にしますよというように、この辺はまだ決定しておりませんけれど

も、何らかの明示をしてはっきりしたいなというふうに考えてございます。 

 

○加藤委員 

 今ここで震災の部分の金額の提示が再度なされた訳ですが、７月くらいまで黒字で、それ以降

赤字になって２ヶ月も３ヶ月も続いた時点で、毎月一月遅れで報告をもらっている中で、その実

態と内容について何の協議もされていないという辺り。されていたんですか。 

 

○副町長 

 前にもお話したかも知れませんけれども、報告が来るのが決算が終わってからなものですから、

次の月の２０日くらいというのが通常でございまして、１２月の結果が出たのが１月の２０日過

ぎ。そこで１月できっと挽回しようというふうに考えていたんでしょうけれども、なかなか入り

が悪くて２月の１０日過ぎに相談に来たということでございますので、決して２ヶ月もぶん投げ



 

- 12 - 

たとかそういう話ではございませんので、読みが甘かったと言われれば、読みが甘かったのかな

と思いますけれども、どうぞご理解をいただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 確かに１２月の決算は１月の２０日過ぎで、それから検討したら２月になりますけども、例え

ば１０月の結果というのは１１月に来るんですよ。そういうことの中で来た時に協議されていな

くて、今の時点で来たという時に、これらの関係について町に一切落ち度がありません。そして

結果的に赤字で相手から提示された震災項目に対してこうしますというのは、どう考えてもちょ

っと。私はむしろ先ほど委員の中からも出てましたけども、キャンセルを出たところに町として、

個人なのかあるいは旅行会社なのか、実際にその内容がどういう内容でキャンセルをかけたのか、

この辺について全部確認取りましたか。 

 それと、今日の提示ではこういうことがありますという備品についての説明がありましたが、

備品についてはそうではないという話があった中で、尚かつ、今回こうやって出てきているとい

う辺り。町として考え方が前回と今回でころころと変わって来ている。 

 

○副町長 

 ころころと変わって来ているということではございませんで、議員協議会におかけして皆さん

のご意見を拝聴し、法務支援室とも相談しながらこういったことが適切でないかという金額を出

させていただいたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。それから、協

議の中身は、なかなか言える部分と言えない部分がございますけれども、双方が真摯に話し合い

ながら、決して向こうが言ったものを満額みたということではございませんので、その辺はご了

承いただきたいなというふうに思いますし、協議の結果、１千４百数万であればご納得いただけ

るということの協議でございましたので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 契約条項の中の第９条、「その都度、リスクが発生した時は双方で協議する」という条項を順

守すれば、やはりこのような委員会等を開催するのはしかりだと思います。但し、その都度、こ

のような案件になるまでの過程の中で協議がなされていなかったという事実も、今の話から察す

るとあるのではないかなと。要するに宿泊数の減少が著しいといった時に、なぜ協議の場が無か

ったのか。そういうところがやはり一番の問題点。そこには双方の、緑清荘側と町との中にも本

当に責任が無かったのかなど、今、委員さんの中からも指摘が出ているんですけども、どうも今

までの話をトータルすると、指定管理者の年度更新時の中で、受けない中で急にこの話が持ち上

がってきた。というのは時系列で考えると、どうも本当に慌てて出てきたという事案かなと。本

来であるならば、震災の影響等はもう顕著に現れて、それなりの協議があって然るべきかなと思

うんですけどもそれも無い。今までのデータもあまり細かいことは僕は言いませんけども、７、

８、９月の中でキャンセル料が確かにあったと言いますけども、その時の全部屋における宿泊の

充足率と言うんですか。結構満館のためにキャンセルは無かったのか。無いんであればいいです

けども、結局その部屋、宿泊の部屋がたまたま、ダブルブッキングは難しいだろうから、５０部

屋あってその中でそれ以上のキャパをのみ込むことが出来ないとなったら、そこは必然的にキャ

ンセルになりますよね。だから、一概にキャンセルだけじゃなくて、その全体の宿泊する部屋数
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と宿泊数をやはり、この時には本来であれば出してどれだけの部屋の稼働率かというのは、その

中身を出していただかないと、本当のキャンセル料、キャンセル率って分からないと思うんです

けども。細かいことはもうあまりあれですけども、ちょっとその辺、今回急に年明けての協議だ

ったのかどうかがまず１点。 

 それと、細かい話になるかも知れませんけども、繁忙時期である７、８、９月における客室に

おけるキャンセル率って言うんですか。どうも違うんじゃないかなと思うんですけども。満館だ

ったらキャンセル発生しますよね。どう考えたって。 

 

○副町長 

 まず、満館の関係でございますけれども、満館の場合は予約を受けないはずですので、それは

無いと思います。 

 それから、先ほど委員長からご指摘のあった発言の関係でございますけれども、やはり亡くな

った本田さんに退職金を払っているようです。 

 

○前中委員 

 宿泊数の推移って無いんですよね。僕単純に今計算しました。単純に７月、８月の宿泊使用料

ですか。７００万前後で二月みて、その後に５００万前後で単純に１泊５,７６０円を単純に計算

すると、１,５００人くらいの宿泊人数かなと。一月当たり。それを３１日で割ったとしたら１日

大体５０人。部屋数の中で稼働の中で見ると、４人部屋に１人でというのもあるから一概には言

えないんですけども、かなりの満館率、かなりの部屋の利用率かなと思ったんですよ。だから、

そんな中でキャンセルもあったんですけどもそれなりの宿泊数を見込んだのかなと思っていま

す。最初の確認ですけども、協議の過程が本当に年明けてからなのか。 

 

○副町長 

 月々必ず収支を持って来て、説明を受けたり協議をしながらやっているんですけども、やはり

本格的な相談があったのは１月の末ですから、２月に入る頃なんでしょうかね。に相談があった

ということでございます。まして指定管理者の方が替わるということもございまして、いろいろ

整理した中の協議だったのではなかろうかなと推測しますけれども、そういったことでございま

す。 

 

○前中委員 

 指定管理者が替わるっていうことは、もう１２月中にはもう辞めたいなという意向はもうあっ

たということなんですか。 

 

○副町長 

 １０月か１１月にはもう公募をしておりますので、その時には辞めるという意思はあったと思

います。 

 

○前中委員 

 ですから、もうこの時点で１０、１１、１２月で業績がかなり落ち込んでいるんですよね。な
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ぜその時にチェックが利かなかったのかなと。要するに、経営の士気が上がらないというか、も

う自分の中ではそういう意思を持っていたのか僕は分かりませんけども、逆に言ったら経営努力

はやはり段々希薄になったんじゃないのかなと。そういう部分では。ちょっと極端ですよね。 

 

○副町長 

 その時点で経営意識が衰退してきているとか、そういったことは社長に限っては無いと思いま

すけれども。と言うのは赤字を抱えて辞めるというのはやはり自分の身にも降りかかる訳ですか

ら、そういうことは無いというふうに信じておりますけれども。 

 

○加藤委員 

 このキャンセル料の問題と、要するに９月までは黒字だったという部分は、私は震災扱いには

どうも出来ないなと。単純にキャンセル料だけの話をしますが、前々年の２１年度にキャンセル

が月ごとにどれだけあったのか。前年度のキャンセルが月ごとにどれだけあったのか。この辺に

ついてのデータはあるんですか。 

 

○副町長 

 調べればあると思いますけれども、先ほど説明したかと思いますけれども、必ず毎年キャンセ

ルはございます。ただ、今回影響によりそもそも予約が来なかったという数字がきっと隠されて

あると思うんですよ。それを加味して満度に１,３００人。１月までですけれども１,３００人とい

うことで数字を計算したと。やはり数字なものですからどこで切るかですけれども、そんなこと

で数字の整理をさせていただいたということでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 正確に７、８、９月でしたか。キャンセル率が多いのは。この４９１人全員どうやって泊らす

んですか。２４５人をどうやって泊らせるんですか。 

 

○副町長 

 これは月ごとの集計でございまして、例えば４日には２３人とか６日には２２人とかそれの積

み上げでございますので、いっぺんに泊らすということではございません。 

 

○加藤委員 

 だから、例えば１０日にキャンセルが多かったよと。そしたらその日の１０日の日の宿泊数あ

るいは空いている部屋数等全部チェックかけましたか。それぞれの月の実際の宿泊数はいくらだ

ったのか。そしてそのそれぞれの月数における空き部屋はなんぼだったのか。 

 

○副町長 

 そういった細かい資料はございませんので必要であればやりますけれども、キャパが広がって

おりますので、その辺は心配ないかなというふうに考えておりますけども。 

 

○加藤委員 
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 あの、公費を使って補償しないとならない時にそんな細かい話と言う。これは基本的にはその

辺きちっと整理されてきて当然の行為でないかと思うんですが。 

 

○副町長 

 １日に多いところで二十数人でございますので、その時に満館で２５人をキャンセルさせたと

いう話ではございませんので、その辺はご理解いただきたいと思います。その日に３００人も４

００人もあるというのであれば全然話も違いますけれども、いわゆる予約を取る時にはこの日は

空いてますよ、空いてませんよ、こちらにずらしてくださいという調整をしながらやっておりま

して、それのキャンセルでございますので、その時に空室が無かったんではないかという論はそ

の以前の問題だというふうに考えます。 

 

○加藤委員 

 これ、水掛け論になってくるんですが、そういう形の中でキャンセルをその日のキャンセルを

いつの時点で受けたかというのも問題なんですよ。１年前に予約を受けて、３月前のキャンセル

だったらこれは何の意味もないことになるんです。キャンセルされた日にちがいつなのかという、

細かい話で大変なことが全部入ってくるんですよ。 

 それと、先ほど勝又委員も言われましたが、キャンセル料を取ってなくてキャンセルしますと

いうのが今まで永遠と続いていたら、基本的に泊まる意思があって予約したのかということさえ

疑問になってくる訳ですよ。ここで震災のためにキャンセルの客数で予約をしなかった人の分も

含めてこれをみましょうとかっていう話に私はなっていかないと思う。少なくてもキャンセル料

の例えば食材やそういうもの、そういう段取り、例えば一月前、１週間前であれば逆に予約をす

る人を入れてあげることも、宿泊の予約を新たに取ることが出来たかも知れない。でも前日にな

ってキャンセルかけられて、尚かつそれにキャンセル料も発生しないで、それらのことが１件も

無かったということなんですか。そういうものを全部取り除いても、尚かつ１,３００人の震災の

被害はあるという判断をします。そういう細かいデータが何も無しに町サイドとしては何の責任

もありません、落ち度もありませんで済まされるということなんですか。 

 

○副町長 

 この大震災による影響で「私は大震災があったから行きませんよ」というところもなかなか計

り知れないものですから、数字のあるデータをもってキャンセルが１,３００人ありましたと。最

初から予約しなかった人もいるでしょうということで相殺して、いわゆる計算上このようにした

ということでございます。それは一人ひとり当たって「あなたは大震災の影響でキャンセルされ

ましたか」と聞くのはいいんですけれども、そういったことは現実的に不可能でございますし、

この計算するにあたっての考え方というのはご理解いただけるのではないかというふうに考えて

おります。 

 

○加藤委員 

 それであれば、譲歩して逆に変な言い方ですけども、前々年、前年度のキャンセルという件数

は月ごとにどのくらいあるのか。 
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○副町長 

 数字は把握してございませんので何とも答えようがないんですけれども、とにかく何度も申し

ますようにキャンセルにつきましては１,３２９人、１月まではあったんですけれども、最初から

予約しなかった方もいらっしゃるということでそれは計り知れないものでございますから、１,３

００人というキリのいいところで数字を挙げて、これが大震災の影響であろうというふうに踏ん

でございます。これが半分が正しいよ、７割が正しいよとおっしゃるのであればそれが正解なの

かも知れませんけれども、なかなかそれも正解なのかということが分かりませんので、とにかく

この数字で積み上げておりますので、ご理解をいただくしかないかなというふうに考えます。 

 

○村島委員長 

 副町長から数字のことを言われているんですけども、各委員はですね、やっぱり疑問な点とい

うのは数字で、資料ももらっていますけれども、これはあくまでも数字なんですよね。この数字

は間違っているとかうんぬんっていうことは疑いたくはないんですけども、ただ、これが本当に

正確なものなのかどうなのかというのは、委員の方もやっぱり皆さんこの数字ではちょっと納得

いかない部分があるんですよ。さっき勝又委員からも出ていた３００万についても退職金に回し

ただとか。数字的にはそういうふうにお答えになっている訳なんですけども、やっぱり納得でき

るような説明をちゃんとしてもらわないと、委員の方々も何度も何度も繰り返しの質問、応答に

もなるでしょうし、やっぱりきちっとしたところを説明していただかないとなかなか前に進んで

行かないんですよね。聞いていると何かそういうキャンセルの話だとかそんなのはね、本当にと

んでもなく私から言わせればもってのほかなんですよ。ホテル業としてキャンセルが１,３００人

全部ゼロとしたなんてね、とんでもない話ですよ。私から言わせると。どこのホテルだって、私

もキャンセル料を取られたこともありますけどもね、何でもやっぱり予約をしておいて何かの都

合があって行かなくなった。これは大震災が都合で１,３００人になりましたという数字なんです

よ、あくまでも。ですから今、加藤委員から出ている１、２年前のキャンセルの数字もあれば、

そういう数字もちゃんと出してもらわないといけないし、各委員が納得できる数字であればいい

けども、ただこういうふうに書いたものを出されて、この数字が間違いないと思いますなんて言

われたって思えない部分なんですよ。何度も言うけども、疑う訳じゃないけども、これが正確な

ものかどうかというのは私らにしたって別に把握している訳じゃないから分からないんですよ。

副町長も今言ったけども、数字的なことは分からないと言っている訳ですよ。分からないのが当

然なんですよ。向こうから出てきたものですから。これは経営者の方から出てきた数字。ですか

ら、きちっとした答弁をしていただかないと行ったり来たりで。そんなところなんですよね。 

 

○加藤委員 

 １０分くらい休憩しませんか。 

 

○村島委員長 

 ここで、暫時休憩します。 

                               休憩 午後 ２時１８分～ 

                               再開 午後 ２時２８分 

○村島委員長 
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 休憩を解いて、再開いたします。 

 今、局長ともお話したんですが、先ほども言ったように結論ということにもいかないように私

は思うんですよね。ですから、とりあえず質疑はしてもらいますけども、３時を目途に今日の委

員会においての緑清荘の関係については一旦終わる。このように進めてまいりたいと思います。

各委員におかれましても、時間的なこともございますので、質問したいことは随時お願いします。 

 

○勝又委員 

 あまり細かなことは言いたくない部分なんですけども、ただ、議会が承認したってなるとこれ

はそのことがきちっと町民に理解が得られたような形でないと、うちらだって「はい、そうです

か」ということにはならないと思うんですよね。ただ、今までの過去の経過とかそういうものも

聞いたってどうしようもない訳で、この指定管理については十分今後ね、いろんな形でこういう

ことを経験にやっぱりいろいろ考えていかなくちゃいけない部分じゃないかなと思うんですけ

ど。ただ、引き受けているっていう部分であまりにも指定管理の本来の目的というのが、言わば

行政のコスト削減、そしてさらにサービスの向上という一つの謳い文句の中で始まったようなこ

となんだけど、実際に本当にそういうことに繋がっているのか。ましてや会社が引き受けていな

がらキャンセルに対してキャンセル料も発生しない。実に会社としてはリスク管理が全然されて

いないような部分がある訳ですよね。そのことを今になって言ってみたってしょうがない訳なん

ですけども、そういうこともきちっと踏まえた形の中で、町側としてもきちっとそういうことを

指導するような部分がないと。今回こういうことがあって、こんなこと言ってあれなんですけど

も、次はうちの町にあまり関係のない人間が指定管理を受ける訳ですよね。もそもそしたら言い

方悪いけどやる気でやるようなことにまでなってしまうような、そんなことにもならんとも限ら

ないと思うんですよね。じゃあそしたら、前の人間だってそういうふうにしたべやっていうよう

な感じでね。僕はそういう部分で、そういう前例はあまり好ましいことじゃないんだけど、ただ、

リスク条項の中にもありますからね。震災の部分についてきちんとした洗い出しが出来て、リス

ク条項にあるような部分で損害と言うか、そういうものは当然面倒見なくちゃいけない部分なの

かも知れないけども、やっぱりきちっとそのことが精査されて町民が納得出来るような形の補償

の仕方とかそういうことをしていかないと。うちらだってそのことを決めるとなると責任があり

ますからね。実に口はばったいことを言うようですけども、その部分については慎重に論議を重

ねた中での結果を出していただきたいなと、そのように思いますけどもね。どうでしょうか。 

 

○副町長 

 今後の指定管理につきまして、１８年からスタートしていろいろ粗暴なところもあります。そ

れから未完成な部分もあるようでございます。そんなこともあり、今後の指定管理につきまして

は重々今のことを教訓にいたしまして、問題の起きないようなことで進めさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○池下委員 

 １つ伺いたいんですが、新たな指定管理者との本契約というのはもう終わったんでしょうか。 

 

○副町長 
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 まだでございます。 

 

○池下委員 

 新たな指定管理者に対してですね、こういうふうに今現在、１０月からずっと赤字が続いてい

ると。それは震災の影響で続いているんだということを、一度でも向こうの新しい指定管理者に

言ったことはありますか。 

 

○副町長 

 指定管理者にこういった会計であるという話はしてございません。ただ、新しい指定管理者に

つきましてはもうすでに３月１１日に大震災は起きておりますから、その後の影響につきまして

は熟知しておりますし、ましてや第一ホテルさんの系列でありますのでその辺は承知の上で受け

られたというふうに、こちらの方では思っております。 

 

○池下委員 

 第一ホテル、ウトロの方ですけども、そちらの方はもうほぼね、東日本大震災の影響は無いと

いうことを私は聞いていますし、ただ、新しく指定管理が緑清荘をやるっていう段階になってか

ら、こういうふうに前の指定管理者がやっているこの半年あまり、３月以前の。これが東日本大

震災によって赤字になっているってことが分かった時に、おかしいんじゃないのっていう話にな

るんじゃないですかというふうに私は思うんですけども。 

 

○副町長 

 新しい指定管理者のしげたさんの方は、１０月あるいは１１月に公募した結果、決まったとこ

ろでございますので、すでに大震災も起きておりますし、その辺の動きについては熟知の上、応

募なさったというふうに確認しております。 

 

○池下委員 

 本契約はまだだという話なんですけども、リスク条項がいろいろと私達もこれもらってますけ

ども、このままでいくとですね、新しく指定管理者が替わっていきなり大震災の影響で赤字にな

っているから、これ３年経ってみないと分からないですけども、いきなり言うっていう可能性も

ありますよね。やっぱり大震災の影響で、大震災の影響でって言い兼ねないですよ、これ。この

辺どういうふうに考えていますか。 

 

○副町長 

 しげたさんにつきましては、４月からの契約になりますので、その辺の災害の影響は無しとい

うことでスタートしてもらわないとこちらも困るところなので、その辺は業者了解の下、契約し

たいというふうに考えております。それから、協定書につきましても今見直しをかけてですね、

やっておりますので、このような問題が生じないように、９条の特別な事情がっていうふうには

これは出てくると思いますけれども、その他のリスク条項等々はもうちょっと具体的なものにし

ていかなければならないというふうに考えてございます。 
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○池下委員 

 今の副町長の話によるとね、３月までは東日本大震災の影響だと考えるけども、４月以降は震

災の影響だとは考えないっていうふうに私は聞こえるんですけども。それって何かおかしくない

ですか。去年の３月にあった震災が、去年の１０月からこうやってマイナスになってきたことに

対しても震災。だけど、今年の３月までしかその震災はみていないんだと。ちょっと理屈に合わ

ないと思うんですけどね。 

 

○副町長 

 新しい契約につきましては、震災後の契約になりますので、それを加味した経営努力でやって

もらうってことでございますので、新たなスタートというふうに考えます。 

 

○池下委員 

 であるならば、事前に本契約を結ぶ前にこういうことがありましたよって、やっぱり知らせて

おくのが筋じゃないかなというふうに私は思うんですよ。 

 

○村島委員長 

 ちょっと分かりずらいので、もう一度。 

 

○池下委員 

 新しく４月から始まるから、震災後の契約になるからそれはいいんだというふうにおっしゃっ

てますけども、実態をこうやって見てると数字的に３月までは完璧赤字な数字ですよ。それをこ

の次の指定管理会社に何も言わなくてもいいんですかっていうことを今私は言っているんです。

新しく替わるから関係ないんですって言われればそれまでかも知れないけども。 

 

○副町長 

 新しい会社につきましては、きっとそれを認識していると思いますけれども、こういったこと

で厳しい経営になりますよといった話はしても差し支えないと思います。 

 

○池下委員 

 先ほど勝又議員も言ってましたけども、やっぱり指定管理の問題というのをもう一度考える必

要もあるし、そして今回の問題。先ほど加藤議員もおっしゃってましたけども、いろんな数字、

何年か前の数字もって話もしてましたけども、やっぱり細かいところまで、町のお金を使うんだ

からきっちりその辺もやりましょうということで加藤議員は言ったと思うんですけども、私はま

だ３月終わってませんけども、やっぱりここは代表監査もいる訳ですから、監査委員に入っても

らってきっちり会計監査してもらって、それからもう一度こういう委員会で話し合った方がいい

んじゃないかなというふうに思います。私は以上です。 

 

○村島委員長 

 他に委員の方、ありませんか。池下委員のお話までよろしければ、この件についてはとりあえ

ず終わりたいと思いますが。 
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○勝又委員 

 １点だけちょっと、副町長の見解を聞いておきたいなと思うんですけども、緑清荘の指定管理

含めて、指定管理はうちの町は４つあるんですが、これ先ほど僕も言いましたけども財政をコス

ト削減すると。指定管理にしてじゃあそしたら当初から、緑清荘は中途から指定管理になった訳

なんですけども、どのくらいコスト削減になってると思いますか。 

 

○副町長 

 数字で試算はまだしておりませんけれども、これを全部町職員でやるとなりますと、かなりの

人件費になると思います。給与で全部で４００万くらいですから、まだまだ人件費としては掛か

る。そうなりますと勤務時間の制約もありますし、なかなか地方公務員を全部使うということに

はなりません。それはパートでいいんじゃないかという部分もあるかも知れませんけれども、比

にならない金額ではないかなと考えますけれども。あと、サービス面につきましては、先ほど勝

又委員がおっしゃったように、やはり公務員がやるサービスと民間がやるサービスとでは全然違

いますので、その辺は住民に対するサービスにつきましてはプラスになっているんじゃないかな

と。経費的にもプラスになっているんじゃないかなと。ただ、この指定管理で良いのかという議

論はあるかも知れませんけれども、町直営となるとなかなか厳しいものがあるんではないかなと

いうふうに考えます。 

 

○勝又委員 

 確かに町職員を使ってやるとなると、相当量の人件費になってくるんじゃないかなと思うんで

すけども、ただ、ちょっとこれは本題から外れるんですけど、企業が入って、僕は前から指定管

理の部分では議会の中でもしゃべらせてもらったことがあるんだけども、都会でどんどん集客が

黙ってても入る部分があって、そういうような部分でのものだとすれば、これ一つの公共の建物

を利用してそういうひと儲けなんてこともあるけども、ここはやっぱり田舎とそうは同じになら

ないと思うんですよね。そういう部分もよく考えた形の中で、国の制度の中で決められた指定管

理っていう制度なんですけども、やっぱり当然そういう部分でのリスク管理っていうのはきちっ

としないと、僕は思うんですけど、人件費で当然町の職員を使えばなんていうような論議になっ

ちゃう部分なんですけども、実際には最後にこういうような形で赤字の補填をしなくちゃいけな

いようなことになった時に、本当に一体それがコスト削減になっているのっていうような論議に

なっちゃうと思うんですよね。だからやっぱりそのことをきちっと、本当にコストを削減してサ

ービス向上に繋がったんだということをね。もう３回目の更新になってるのかな。３回も更新し

てる形の中では、そういうものがきちっと町民に見えてくるようなものがないと、今後ともやっ

ぱりこういうような部分で指定管理というのが増えていくような要素に繋がっていくようなこと

になっていかないのかなと、そのように僕は感じるような部分があるんですよね。だから今回、

新築と同時に委託料も無くなった訳なんですけども、話によると本人が新築なんてことは望んで

もいなかったと。そこへもって来て委託料は無くなりましたと。そういう部分ではそこでさらに

リスクを抱えたような部分があるんですけどもね。そういうものも含めて、パイは増えたかも知

れないけど、じゃあそのパイに対してそれをきちっと満たされるだけの一つの環境が整っている

のかって言ったら、そうとは僕は思えないんですよね。だから、それをやっぱりきちっと指導し
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ていく立場の人達がやって行かないと、次々ともしかするとこういうようなケースが生まれてく

るような嫌な予感がするんですけどね。それは私だけなのかどうかは分かりませんけども。そこ

ら辺どうお考えでしょうかね。 

 

○副町長 

 勝又委員のご意見も参考にさせていただきます。田舎ならではの課題だと思います。都会であ

ればもっともっと民間活力の中で、こういった施設は民間がやっていくのが都会なんでしょうけ

ども、田舎につきましては行政が主体となってやっているものですから、市町村でこういった指

定管理の制度を利用してやっているというのが実態でございます。指定管理はこれからも制度の

見直し部分もございますので、その辺十分検討しながら進んでいきたいと思いますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 

○加藤委員 

 勝又委員から今そういうような意見があり、副町長が答弁されました。基本的にこの緑清荘を

建てる時点でのキャパの問題というのも十分にある。勝又委員の言ったとおり大切なことなんで

すが、だからこそ地域に見合ったその器というものが非常に大切になってくるよということなん

ですよ。これからの施設の中では勇気を持って開ける、休業しなければならない施設だって出て

くるかも知れない。それと今回のこの一連の緑清荘の問題に関して、何度も言いますが町サイド

の中で、町も議会も責任ありませんと言われていますが、町民感情やいろんな怠ってきた経過を

見て、その所在がないという形の中でこの問題の解決はあり得ないというふうに私は思います。

以上です。 

 

○村島委員長 

 だいぶ議論されたんですけども、先ほど申し上げましたとおり時間が迫ってきていますので、

この緑清荘の件につきましてはよろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、次の②の関係について。 

 

○副町長 

 ②の関係につきましては、この緑清荘のご協議いただきました部分でございますので、まだ解

決していないということであれば、これを削除していただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 それでは、次、③について。 

 

○産業課長 

 温泉掘削申請の許可について、ご説明を申し上げます。 

 パパスランドの改修工事に伴う新たな温泉掘削を行うために、本年１月２６日に北海道知事の

方に「温泉掘削許可申請」を提出しておりましたところ、今般３月１２日付で温泉掘削許可書が



 

- 22 - 

町の方に送付されておりますので、ご報告いたします。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、課長から説明がありましたが、これに対して何かございますか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無いということなので、これで産業課は終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは、２の次回委員会について。 

 

○事務局長 

 本件に関して、再度委員会が開催されるやも知れませんが、まだ未定ということでご承知いた

だきたいと思います。ただ、４月には、先ほど総務文教常任委員会でもお話申し上げたとおり、

道外所管事務調査に関してのご相談をしたいと思いますので、委員長と相談しながら日程調整し

たいと思います。 

 

○村島委員長 

 ３、その他。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 これで、第４回産業福祉常任委員会を終了いたします。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ２時４８分） 

 


