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第５回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年３月２２日（木） 

    開 会   午前 ９時４５分 

    閉 会   午前１１時１０分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●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 

２．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 

 ■産業課長       斉藤 敏美    ■商工観光・林政Ｇ総括主査 進藤 和久 

 

  

○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 
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  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第５回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 町からの協議・報告事項について、産業課。継続でございますので、①、②についてお願いし

ます。 

 

○副町長 

 先般行われました第４回産業福祉常任委員会におきまして、数字等々の整理をしておきなさい

ということでありましたので、２、３、整理いたしましたので、その辺の報告をさせていただき

たいと思います。担当課よりご説明いたします。 

 

○産業課長 

 緑清荘指定管理者からの協議についてということで、先般３月１６日開催の産業福祉常任委員

会で資料の提出を求められておりました件につきまして、２ページでご説明をさせていただきま

す。 

 １点目の、平成２３年８月分の給与が大幅に増えている理由についてでありますが、従業員で

ございました本田支配人の死亡により退職金として３００万円を支給したものであります。緑清

荘におきましては、指定管理者契約期間が３年間であること、更新の規定がなく契約満了の都度、

公募により選定されるため、長期にわたる雇用の計画に不都合があることから、中小企業退職者

共済組合には入っていないということから、緑清荘独自の規定により支給をしたという報告をい

ただきました。本田支配人におきましては、勤続年数については１７年ということでございます。 

 ２点目の、キャンセルについてでございますが、規定はあるのか、キャンセル料の請求はして

いるのかという部分につきましては、町の緑清荘条例には規定がなく、従いまして、緑清荘の方

の宿泊約款にもキャンセルの規定の定めはないものでございます。従いまして、キャンセル料の

請求につきましても同じく請求はしていないものでございます。平成２１年、２２年のキャンセ

ルの件数についてお示しいただきたいという内容でございますが、宿泊の予約につきましては宿

泊予約台帳に記帳しているものでございまして、キャンセルがありましたらその都度、消しゴム

で消したり、ニ本線を引くという形で処理をしておりますが、２２年までは帳簿が見易くなるよ

うにキャンセルがあったものについては、消しゴムで全部消してきていたというようなことから、

全体の件数についての把握は出来ない状況となっております。しかしながら、登山客の旅行業者

扱分につきましてはその都度、ファックスなどの紙面で報告がなされているということから、そ

れらをファイル化していたもので積み上げた結果がここに書いてある表のとおりでございます。

２０年、２１年、２２年、２３年につきまして、宿泊者予約数につきましては２０年、２１年は

１千人をちょっと超えたところ。２２年は休業していたこともありまして６７２人。２３年につ

いては９８３人となっております。その内宿泊された方につきましてはここに記載のとおりでご
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ざいますが、これらの宿泊の団体数としましては、４３、４６、２６、３１でございます。キャ

ンセル者数につきましては予約者数から宿泊者数を引いたものでございますが、２５６、２６４、

１７２、４９３ということで、キャンセルの率につきましては２０年、２１年、２２年につきま

しては約２４パーセント前後でございますが、２３年度については５０．２パーセントあったと

いうことでございます。２２年につきましては９月から１１月が改修期間だったということを摘

要欄に記載しているところでございます。 

 次に３点目の、キャンセル中に大震災以前のものは含まれていないかどうかという部分でござ

いますが、これは含まれていないという報告をいただいております。キャンセルの受付時期につ

きましては、業者関係につきましては募集打ち切り日の手仕舞い時点、これが大体１週間から１

５日くらいの間に募集を締め切って、その時点で人数が整わなかった場合には宿泊施設の方にキ

ャンセルの届け出が来るということで、大体７日から１５日の間にキャンセルの連絡が来るそう

でございます。一般客につきましてもほぼ同様でございまして、７日から１５日前くらいのキャ

ンセルの割合が非常に高いということで報告をいただいているところでございます。あと、別紙

で配っております平成２３年度全体のキャンセル者の名簿につきましては、月々によりまして、

一番最後のページのところに総計で１,３２９人という数字を示しているものでございますので、

ご覧いただきたいと思います。 

 以上、説明を終わらせていただきます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、前回の委員会で委員会側からの提出依頼事項ということで出されていた３点について、

説明を受けました。各委員からご質問がございましたら、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員 

 ちょっとお聞きしたいんですが、指定管理の協定に基づいて正式な形で文書をもって何年何月

何日に協議の申し入れがあったのか、その辺お聞きしたいんですが。 

 

○副町長 

 その件につきましては私の方からお答えいたします。協定書の中には文書をもってというふう

な明記はされておりませんので、申し入れがありましたのは２月１７日に代表であります藤野さ

んがお見えになって、協議の申し入れがありました。 

 

○池下委員 

 正式な文書では出ていないということですか。あくまでも口頭でということですよね。 

 

○副町長 

 協議にまいりまして、その旨の復命の顛末の関係で私共で文書にして顛末として記録して残し

てございます。 

 

○池下委員 

 町がね、いろいろとこういうふうに資料を私達いただいているんですけども、資料の元になる
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緑清荘の藤野さんからの基資料と言うんですか。この資料を作る基資料。これはあると思うんで

すが、これのコピーっていうのは提出出来ないんですか。基資料の。 

 

○副町長 

 そこまでは出来ないと考えております。 

 

○池下委員 

 そこまで出来ないっていうことは、じゃあこれ正確じゃないのかいっていうふうな解釈になる

んですけども。 

 

○副町長 

 議会の約款がちょっと分かりませんけれども、調査権というのは議会にはないのではないかな

と考えております。ただ、原課と藤野氏と協議をしながら、まあ、藤野さんから挙がって来てい

るのはその１,３００人の資料でございます。それは積み上げて作った資料でございますので、そ

れを議会が調査するという話でしょうか。 

 

○池下委員 

 基資料になるものっていうのは実際提出されたんですか。藤野氏側から。これ勝手に作ってい

る訳じゃないですよね。町は。 

 

○副町長 

 その藤野氏からの資料でございます。 

 

○池下委員 

 要するに藤野氏から挙がってきた資料を、じゃあ丸写しですか。これは。 

 

○副町長 

 丸写しと言いますか、それが何人キャンセルがあったかという話の資料でございます。 

 

○池下委員 

 じゃあ具体的にね、年間の赤字に伴う委託料の要請、書類の一連の提出っていうのはいつだっ

たんですか。さっき２月１７日っていう話言いましたけども、これはあくまでも口頭でというこ

となんですが、書類の提出というのは一切無いんですか。赤字の部分に関する委託料の要請。書

類で出ていないとおかしいと思うんですが。 

 

○副町長 

 赤字の資料というのは、前にお見せいたしました月別の清里町の方に出てきております数字の

整理をして、赤字ということで判断しております。 

 

○池下委員 
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 これも藤野氏から挙がってきたんでしょうけども、この挙がってきた日にちっていうのはいつ

なんですか。 

 

○副町長 

 前にもご説明したかと思いますが、月々の決算は一月遅れの２０日頃。例えば１２月であれば

１月２０日頃、１月であれば２月２０日頃というふうに月遅れで報告が出てきているところです。 

 

○池下委員 

 この間も話聞きましたけども、毎月、月遅れの２０日頃に提出があるっていうことなんですが、

じゃあ赤字に関して全体の資料っていうのは、毎月提出されてるからいいっていうだけで、藤野

さん側からの資料っていうのはそれ以外はそしたら挙がっていないってことですか。 

 

○産業課長 

 緑清荘からの報告でございますが、今、副町長が説明しておりますとおり、翌月の２０日過ぎ

に毎月定期的に収支状況が報告されて来るものです。その内容を一覧表にまとめたのが前回の委

員会の時に議員の皆様にお配りいたしました、２３年度緑清荘収支状況というものになっている

ということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員 

 課長からも今、話聞きましたけども、これは前から話は聞いていることで。今の話を聞いてい

ると、じゃあ藤野さんからの、赤字になったからこういうふうに東日本でっていうことでね、藤

野さん側から挙がってきたものであるならば、藤野氏側からいくら赤字になったっていう話を書

類で提出されるのが普通じゃないかなと思うんだけども、そういう書類っていうのは無いんです

ね。じゃあ。 

 

○副町長 

 それら、一番最初の議員協議会で説明しましたとおり、１２月、１月、計画よりも赤字が出て

きたということで、２月に藤野氏がまいったという経過でございます。ただ、藤野氏につきまし

ても年間の決算が３月過ぎないとどういった動きか分かりませんので、毎月が同じような定額で

あれば分かるんですけれども、動きがある。さらに影響があったということで読めなかったとい

うことでございますので、前の繰り返しになりますけれどもそういうことでご理解いただきたい

というふうに考えます。 

 

○池下委員 

 一番最初ですね、議員協議会の中で提出された書類っていうのは９４５万で出ましたよね。前

回は１,２７１万プラスアルファ１９９万なにがしっていうことなんですけども、これ藤野さん側

からこういう数字が赤字になったっていう話が無いってことですか。町が作ったっていうふうに

理解していいんですか。 

 

○副町長 
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 藤野氏が数字を持って来ているのは、いわゆる終わった月まで。後は通常のこのくらいだろう

ということで、うちの方で数字を書いて予測した２,１００万が赤字になるだろうと。それの１０

パーセント引いて５０パーセント、５０パーセントで折半したらどうだろうかという案を作った

ところでございます。 

 

○池下委員 

 ということは、藤野氏側からはあくまでも毎月の数字と、今回の要請に関しては口頭でしかな

いということですよね。それを町側がこういうふうな一覧表にして作ったということですよね。

そういうふうに理解をせざるを得ないんですけども。本来であれば指定管理を受けてる訳ですか

ら正式な形でね、文書で提出されるのが普通じゃないかなと思うんですが。 

 

○副町長 

 あくまでも協議でございますので、最初からこれだけ請求しますよという話じゃなく、まずは

協議に出したということでご理解いただきたいと思います。 

 

○池下委員 

 あくまでも協議に出したって言うんであれば、この委員会の中でこういうふうなやり取りって

一体何なんですか。我々議員がそこに関与すべきものなのかという話になるんですよ。 

 

○副町長 

 それで、協議会の時にお話をいただいた時に皆さんのご意見の中に、まずは町の方で支払う金

額がいくらになるのか、先に議決してしまうとまた補正ということにならないので、まずは相手

方と協議をしておいたらどうだろうかというご意見をいただきました。それを持ちまして、私、

相手側と協議をいたしまして、相手側の主張します備品、それから今回大震災における被害とい

うところを落とし所を見つけて協議した結果が、この間ご説明いたしましたこういう１月、２月、

３月の予想の赤字ではなく、キャンセルを中心とした数字でまとめてみようということで、まと

めた結果が前回お示しいたしました１,２７１万円と備品の１９９万１千円でございます。それで

相手側とおおよその金額、向こうの言っている金額とはかなりかけ離れていますけれども、歩み

寄った金額で了承いただいたというところで報告した訳でございます。 

 

○池下委員 

 町がお金を出すというふうなことに関して、指定管理業者から正式な文書も無く、ただ口頭だ

けでそういう話になるって私ちょっと理解出来ないんですよ。必ずしっかりとした文書をもって

提出されるのが、通常社会では普通じゃないかなと私は思うんですが。 

 

○副町長 

 あくまでも協議ということでございますので、契約とかそういうことではございません。よっ

て、まずは藤野氏が協議に来たということで顛末を取りながら、金額が決まりましたらそれこそ

文書によって双方印鑑を押してという、和解と言いますか、そういったことになるかと思います。 
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○池下委員 

 じゃあ今日のこれも協議なんですか。これ委員会ですよね。 

 

○副町長 

 今日の次第は、協議でございます。 

 

○加藤委員 

 １点だけ。今、副町長から答弁があって、確か私、協議会の中で発言した記憶があるんですが、

相手方のある話なんで相手側と十分協議しないと駄目ですよと。但し、それは相手の要望も聞か

ないとならないし、町として公金を使う、そういう場合について町のきちっとした表現って言い

ますか、出せる環境とこういう項目ですという話合いがきちっとなければならない訳で、単純に

ただ相手方と妥協すれば議会と町民に認めてもらえるということではないということだけ、お伝

えをしておきたいと思います。 

 

○副町長 

 全くそのとおりでございます。 

 

○池下委員 

 どうもいろいろと資料をいただいているんですけども、１千何百万っていうものをですね、例

えば補正を組んで議会の中で支出するってことになったら、町民にね、私説明出来ないんですよ。

と言うのは、説明出来ないって言うより理解出来ないんですよ、これ。なぜこういうふうになっ

てるのか。これは私だけじゃないと思うんですよ。決して。委員さん、今日１人は欠けておりま

すけども、全員納得してないと思うんですよね。そんな中であくまでもこの東日本大震災という

形で出すっていうことであれば、ちょっと私は理解出来ない。それと、ここは協議会ですって言

うのであれば、私は産業福祉常任委員会だと思っているんですけどもね。 

 

○副町長 

 協議会じゃなくて、協議です。 

 

○村島委員長 

 協議会じゃなくて、協議ということで、話合いということです。 

 

○前中委員 

 前回の委員会の中で、細部にわたった懇切丁寧な説明が欲しいって僕は述べたんですけども、

ちょっと今回出てきた資料を見た中では、ちょっと言葉は悪いんですけども納得いかないです。

と言うのは、やはり細部にわたったその検証、あるいはこの中でずっと文字の中で減価ってあり

ますけども、そういうものは原価で、減価償却の減ではないんですけども、そういう細かなこと

は僕は言いませんけど、問題はその出し方の案分の度合いはどうなんだというところはやっぱり

ディティールとして出していただかないと、やはりそこは皆さん一番望んでるところかなと。 

 もう１点、どうしても確認したいんですけども、個人名の藤野氏の名前が先ほどから何回も出
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ているんですけども、ＧＰＫの会社としての話ですよね。その点確認だけお願いします。 

 

○副町長 

 もちろん、ＧＰＫの関係でございます。 

 

○前中委員 

 となりますと、先ほど来このような中できっちりした会計処理をなさっていると思うんですよ

ね。だから、その辺もやはり町としてはきっちり双方の中で、収支がきっちり動いてるのはもう

出てはいるんですけども、その説明はやはり会社の方からこう、こう、こうだという形で提示し

ていただくものが今無いんですね。この中では。キャンセル料をこちらから指摘したから、今回

このような形で各月のキャンセルの報告が出てます。尚かつ、この中には個人のお客さんもおら

れてそういう部分もあるんですけども、逆に言うとかなりのエージェントの中のキャンセル率が、

全体の中における占める割合がどのくらいなのか。やはりそこまで議員の皆さんに説明していた

だかないと。ただ月例の時系列の数字の羅列だけでしかないですよね。これは。１千何百人のキ

ャンセルがあった中で、エージェントのキャンセル率が例えば５０パーセントあるんであれば、

やはりそういう部分で影響があるなというふうになりますけども、個人のお客のキャンセル率も

かなり高いということは、何らかの他の原因もあるのかなとは思う部分もあるんですけども、そ

の辺について、ホテル業としてのフロントのサービス業は果たして適正だったのかどうか。その

辺町はどう考えているのか、その点もお聞かせ願えればと思うんですけども。 

 

○副町長 

 数字の資料につきましては、１,３００人の内訳をとおっしゃっていたので、そのまま出してし

まいましたが、委員さんおっしゃるように、もう少し系統別にしておければ、より親切かなと思

います。それは反省いたします。あと、ホテルの接遇関係につきましては、以前よりご批判もあ

るところもあり、その都度原課といたしましては改善をというふうに言っておりまして、少しず

つではありますが改善されてきているのかなというところでございます。 

 

○前中委員 

 改善されたと言うのは、ホテルの部屋数も増えた中で、その対応もやはりしっかりなされてい

く形ではあったんだろうけれども、そこにはマネジメントがやはり付いていかない中で、個々の

お客さんの対応もやはり欠点だとか、まずさが出て、それがキャンセルに結びついたということ

もあったんではないかなと推測されるんですけども、その点はどうなんでしょうね。 

 

○副町長 

 推測の域を超えませんので、何とも答えようがございません。 

 

○加藤委員 

 今の宿泊数やその辺の関係なんですが、ここに毎月の数字は提示された訳ですが、これは売上

げなんですよ。当然この宿泊料の中には食事代ですとか、あるいはシーツの洗濯代ですとか、従

業員の経費ですとかそういうものがある訳ですよ。それは見てる訳ですよ。逆に。そうするとこ
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れだけの宿泊数がいて純利はどれだけ残るのか。それに対する損害がいくらかということが提示

されてこないと駄目なんですよ。前中委員も言われてましたが、原価計算の原価の字が違うとい

うことじゃなくて、あそこに出ている数字に関しても売上げの数字なんですよ。本当の原価、例

えば経費、その経費は購入は１回はするだろうけどもお客さんが来なければ補充しなくてもいい

物、例えば洗たくしなくてもいいだろう、クリーニング出さなくてもいいだろう、あるいは購入

しなくてもいいだろうと。こういういろんな形っていうのは出てくると思うんですよ。そういう

ものも全部含めた中で本当に震災だと言うんであれば、震災で実際に被った純然たる費用はどう

なのかということが出てこないと駄目だと思うんです。これは売掛けの数字なんですよ。基本的

にいろんな論議をこういうふうにしているっていうことは、非常に町民の皆さんの理解を得るに

あたって、この震災ということだけの話っていうのは非常に大変難しいんだろうと。私も前回の

委員会の中でお伺いをしておきました、今度新しくなるしげたさんとの契約内容について、スム

ーズな移行が出来るのか出来ないのか。これが一番大きな問題点になろうということで私はお尋

ねをした訳です。現状の中では今ある状態のまま推移をしていきますよと、こういうことで契約

をしようとしてますよと。お話合い進んでますよと。そういう状態の中でこのＧＰＫとの問題の

中での物品の問題点。こういう問題点も出てきた。私はＧＰＫに対するこの売上げの補償だとか

何とかっていうことよりも、そういう問題点の所在のあり方におけるその営業がスムーズにいく

のかいかないのか。このことの方が重大だと私は理解している訳です。その辺の感覚の中で今回

の一番の最初の提案の中身は駄目ですよと言ってて、前回の委員会の中では備品の分で１９９万

でしたか。を何とかしたいとかって話が、最初の提案ではこれは見ませんって副町長の話があり

ながら、２回目の提案ではこの数字が出てきた。でも、これは震災じゃないんですよ。こういう

一連の中で今日、委員会に協議と言いながら提案されている内容は全く前進が無い。以上です。 

 

○副町長 

 備品につきましては、今回ＧＰＫが指定管理を降りるというところで発生した諸問題だと解釈

します。プラス大震災による影響の関係をお願いしたいということでございますので、二段構え

ということでご理解いただきたいと存じます。 

 

○加藤委員 

 ということは、売上げに関する分は大震災で処理をし、もう一方の部分については今、新たに

発生した備品の問題と。この二つの問題がありますということの表現ですか。 

 

○副町長 

 一つは東日本大震災による影響額、一つは備品の整理ということでお願いしたいと思います。 

 

○加藤委員 

 備品の整理に関しても、前回の委員会、あるいは今までの協議の中で、町に落ち度はありませ

んというような表現があった訳ですが、こういう現実の中でも今の認識の中ではそういうスタン

スを持ちながら、この協議を進めていくということですか。 

 

○副町長 
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 備品に関しては、町の今までの認識と藤野氏の認識、さらには支援室の認識とがありまして、

今回整理されたところであります。それで行政責任につきましては、私の口では何とも言えませ

んけれども、町長の判断によるかと思います。 

 

○勝又委員 

 いろいろ話が出たんですけども、前回僕の方からキャンセルの関係だとか、そこら辺について

は今回変更があった訳なんですけども、キャンセルの部分を見ましても全体の予約数の４分の１

なんですよね。そして最終年の２３年度は半分と。これ他の宿泊のホテルはどんなふうにやって

るのかよく分からないんですけど、予定していた分の４分の１は来ないようなことになったら、

経営が立ち行かなくなるのは当たり前じゃないかなと思うような感じの部分もあるんですよね。

そこら辺も腑に落ちない部分だなと。規定がないから仕方ないような部分なのかも知れませんけ

ども、ただ、そういう部分が仕方ないって言われたら、その中で言いましたけども、議会が承認

したからって「はい、そうですか」って納得するんですかっていうようなことで僕も言いました

よね。問題はそこら辺だと思うんですよね。それとですね、７月、８月、９月、ここら辺がかな

りのキャンセルが来ているんですけど、７月４９０人、８月２４５人、９月２５２人と、こうい

う報告をしてもらっているんですけども、昨年の９月２０日の産業常任委員会の中で、次期に向

けた委託料の算定の関係が出ているんですよね。ここの部分では改装オープンしてからの部分で、

実績を加味した形の中で次の指定管理を考えていくっていうような部分なんですけども、ここに

算定の調書が出ているんですけど、帳尻最後がゼロで収入、支出がちょうどペイするような形で

出てます。僕は思うんですけど、７月、８月、９月にこれだけのキャンセルを出しながらね、こ

ういうことって考えられたんですか。じゃあそしたら震災の影響だって言うんだとすればですよ、

この震災の影響って一体いつまでで、いつ震災の影響が回復する見込みっていうのは町側として

どういう捉え方していたのかな。ましてや次の人間も決まっている訳なんですけどもね。本当に

この算定調書にある、こういうような形で運営していくことが可能なのかどうなのかってところ

を、町当局としてはそういう部分っていうのはどういうふうに考えていたのか、ちょっと聞かせ

ていただきたいと思いますね。 

 

○副町長 

 キャンセルの関係などはネットで調べますと、ホテルにつきましては前日までキャンセルする

と２０パーセントのキャンセル料、それ以前はゼロと。旅館につきましては３日前から２０パー

セントもらうというようなことで、当日は５０パーセントのキャンセル料でございまして、ほと

んどうちの場合のキャンセルはそれ以前にキャンセルがあり、あったとしても取れない状況かな

というふうに考えます。あと、９月の委員会のことは担当課の方から説明します。 

 

○産業課長 

 今、勝又委員さんが持っておられる資料が手元に無いので、正確なお話は出来ませんが、年間

トータルで収支がゼロになるという積み上げは、平成２１年とか平成２０年の古い建物の平常時

の売上げでいきますと、６月、７月、８月、９月で約１千万の黒字になるんです。昔の古い緑清

荘の時でですね。ところが今年２３年は本来大きくなっていますので、単純に言うと１千万が１,

３００万とか１,５００万の収益が得られるという見込みでおりましたが、今年は皆様に配ってい
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る資料でもありますとおり、６、７、８、９月はもうマイナスになっていまして、この期間に６

００万くらいしか収益を上げられていません。小さいキャパの時でさえ１千万を超える収益を上

げて、その収益を他の月で使って最終的にゼロもしくは数十万のプラスになるという収益ですけ

ど、平成２３年度については６、７、８、９で６００万くらいしか上げていないというのが実情

です。それで、２４年度はどうかという部分につきましては、今年のようなことが無ければ収支

ゼロになるという考え方で９月の時に説明させていただいたと、このように理解しております。 

 

○勝又委員 

 収支ゼロって、手元に無いみたいですけど、この中には以前見てないような修繕料だとか備品

の器具購入の１００万ずつで２００万。実質プラス２００万でないとこういう計画は成り立たな

いんだけど、ゼロじゃこの計画は全然違いますよ。 

 

○加藤委員 

 今、課長答弁されていましたけども、ここに一番上に「平成２２年１２月から平成２３年７月

の実績額に」って書いてあるんですよ。実績額に「２３年８月から１１月までの４ヶ月分の見込

額を合計して算定している」って書いてあるんですよ。だから前年度じゃないんですよ。７月ま

では実績数字を基にしているんですよ。見込みは２３年８月から４ヶ月間だけなんですよ。今、

全然言ってること違いますよ。勝又委員に対する答弁の中で。 

 

○村島委員長 

 ちょっと、課長。聞いているとですね、やっぱり総合的にちぐはぐですよ。ちぐはぐなような

答弁されてもですね、今、こちらの方から提示している訳ですけども、無いんですかそれは。勝

又君の持っている資料とか。 

（「休憩してください」の声あり） 

○産業課長 

 今、手元には持って来ておりませんが、机の上にはあります。 

 

○村島委員長 

 書類が無いと、話のつじつまが合わないですね。ちょっと今、休憩取ります。一回町側は席を

外してください。 

                               休憩 午前１０時２５分～ 

                               再開 午前１０時４０分 

○村島委員長 

 休憩を解いて、再開いたします。 

 今まで４名の議員から質問を述べられたと思いますけども、あと議長と副議長からはお話は出

ていません。しかしながら、今聞いた範囲内で申し上げますと、この緑清荘指定管理者制度につ

いてはですね、この案件そのものが重大で大変な事案であると私も認識しております。そこで各

委員からの質問でもございましたけども、何度もありますけども、やはり町民に対しての説明責

任がいただけるような、出来る内容の説明で無ければ、ただお願いします、頼みますではこの大

震災という名目でですね、補正予算を組んでいただきたいと言われましても議会側としてもやは
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りこれは後々問題も残りますし、備品につきましてはこれは問題は無いとは思いますけども、こ

の大震災での補正予算、２番目に載っておりますけども、この件については各委員の意見を把握

した中ではのめないという結果でございますので、今後どのような結果になるか、私、まとめ役

としてもなかなか難しいところにあると、このようにお答えすることしか出来ません。ですから、

行政側としてもこの数字にこだわって、出された数字でうんぬんということにもならないでしょ

うし、やはりもう少しきちっとした内容の説明がですね、必要ではないのかなと私はこの９日の

議員協議会から始まって、１６日の委員会、そして今日の委員会を通じまして、こんなふうに率

直に受け止めておりますので、今後どのような方向になって行くのか、現段階では私も委員長と

してどうします、こうしますということも申し上げることは出来ません。ですから今、各委員に

ただしてみたいと思いますけども、今後のことにつきましてはその上でお話を進めてまいりたい

なと、このように思います。 

 皆さん、各委員にお尋ねしますけども、今私が申し上げましたように、大体中身は委員側と行

政側の話ではそのような状況の中にある訳ですけども、今後どのように進めていったらよろしい

かお尋ねしたいなと、各委員に申し上げたいと思いますが、どのようにしたらよろしいでしょう

かね。ここでまとめようとしても、なかなかまとまるような事案じゃないんですよね。大震災だ

けではちょっと難しい。 

 

○加藤委員 

 委員会の中でどういう進め方かっていうのは、委員会としては今委員長が言われたように、な

かなかこのままの状態ではということでの、とりあえず終止符でいいのかなと。町から再度新た

な提案、あるいは方向での提出があるのを待って再度協議するということしか、委員会としては

無いのかなというふうに思います。 

 

○勝又委員 

 もう１点なんですけど、なかなか話がまとまっていかないような部分なんですけども、僕が問

題視するのは、今回のことはこういう形で震災もあったり、景気の関係も当然あったかと思いま

すけどね、問題は新しい人が決まってこれからのことだと思うんですよね。これからのことにつ

いて、じゃあ今までどおりのことをやってて本当に大丈夫なのかっていう部分というのは、これ

はおそらくここにいる大方の方がそうやって思っているんじゃないかなと思います。藤野さんは

３０年からやっていただきまして、今後とも清里に住んで。今度の方っていうのは住む家も決ま

ったみたいで住んではもらえるみたいなんですけど、今まで清里にゆかりのある人間ではない訳

で。そういうような部分も含めてね、これから指定管理でやってもらう訳なんだけども、そこら

辺について双方がきちっと、受けた側は当然会社として経営の中での一つのリスクの管理ってい

うものをきちっとしていかなくちゃいけないし、させるこちら側もそのことをきちっとやっぱり

決めて臨まないと、またおそらく、これは震災ですけども、そうじゃなくもし経営の中で穴を開

けた時の対処の形っていうかね、そういう部分で多々問題が起きてくる場面ってあるような気が

するんですよね。過去にも僕言ったことがありますけども、今これを審査するような部分ってい

うのは課長クラスで構成したような部分で審査してるのかな。目を通してるって言うかね。本当

にそこだけで審査をしていていいのかなっていう部分もちょっと考える訳なんですよね。それは

利用する側の人間も入るし、当然それに精通したような人間も入れた形の中で、一つのガイドラ
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インなりそういうものをきちっと決めて、やっぱり進めていくっていうことが必要じゃないのか

なと。なんぼかインターネットや何かで調べても、県とか市が指定管理を導入している部分でも

そういう運用委員会みたいなものを作ってやってますのでね。そういうようなことも一つ今後検

討しておいてもらわなきゃならないところかなと、そういうふうに思うんですけどね。 

 

○村島委員長 

 勝又君の意見に対して、答弁を。 

 

○副町長 

 前にもお答えしたかと思いますけれども、勝又さんのご意見、審査委員会のメンバーの構成に

ついても今後検討したいと思いますし、また景気についてはこれから良くなるというのはなかな

か難しいかと思いますので、今後の指定管理制度のあり方、捉え方も含めまして検討しながら進

めてまいりたいと思っております。これを教訓に、指定管理者はなかなか各町でもいろんな諸問

題があって難しゅうございますけれども、町の施設として町民のサービス向上のために指定管理

者制度があるということでございますので、重々検討しながら推進していきたいと考えてござい

ます。 

 

○池下委員 

 委員長、こういう機会ですので、先ほどから４人の方は発言しているんですが、全員にですね、

どういう考えか伺った方がいいと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○村島委員長 

 今、池下委員からもお話ございましたように、４名の方からの意見は挙がってございますけど

も、先ほど私も申し上げましたように副議長さんからと議長さんからは今日のところは話が出て

いない。ですから、聞いたらどうかという話でありますので、今日ここにおられる、総務委員長

もおられますから、どんなことでもよろしいですから聞いた上で今日のところはこれで終わりた

いと、このように思いますので、何かあったら一言ずつでもお願いしたいと思います。 

 

○田中委員 

 皆さんの意見を聞いて、私も思うんですけども、今回のこの件について大半が緑清荘側からの

最終的な要望で震災の被害と。これも多少は理解するところなんですが、やはりこれで大半が片

付く、それで片付けていくって言うのは何か非常に難しいような気がするんですよね。そこら辺

もっと何らかの理由がないと、ただ震災だけでこの問題を片付けていくと非常に、最終的な赤字

が震災という自然災害でやむを得ないことなので、一番平和なのかも知れないけども。そうすれ

ば。だけど、この震災でというのが、皆さんきっとそこら辺が町民にも理解してもらえないとい

うのが最大の理由出ないかなと。私もそのように思う訳です。 

 

○村島委員長 

 次に、総務委員長。 
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○畠山総務文教常任委員長 

 よろしいですか。ずっと聞かせていただいていた部分の中では、大変申し訳ないんだけども、

答弁の中身について聞かれたことにしかお答えして来ない。大変すごい答弁だなと。便宜上の言

葉しか返って来ないなという部分と、今回のこの資料を見せてもらった部分でも、自社規定が決

まっていたからってこんなものに使われたらね、これからの指定管理で自社規定で決められたら、

何でも使っていいのかっていう次の方の心配。この緑清荘のＧＰＫの関係との関わり合いはこれ

で終わるのかも知れないけれども、これからいろんな施設がある中で、例えばパパスもあれば、

まだまだこれから指定管理がどうなるか分からない未知の数字の部分の中で、こういう文章を使

われると、あたかもこれが活きてくるような言葉を使われるとね、今回の部分だけで答弁はいい

のかも知れないけれども、それが全体に響く言葉っていうのか、大変気を付けてもらわなかった

らいけない部分じゃないかというふうに思いますし、今回皆さんが言われているように、大震災

っていう言葉だけで物事済んでいけばこれまた危険な部分で、やっぱり皆さん、大震災だけど何

のことでの原因っていう部分、これがまだまだ詰められてないのかなと。とりあえず大きい問題

で何とか済んでしまうんなら、これもまた将来に向けて危険な部分で、あとは町の方で何らかの

形で今の体制でなくて、変えてもらわない限り、私もどう考えても納得いかないのかなっていう

ふうに思いますんで。 

 

○議長 

 まず、確認しておきたいんですが、今日の委員会を通じて町側の考えですね。どうあっても臨

時会を開催して上程して来るのかどうなのか。今日の皆さんの意見を聞いて修正する部分がある

のか無いのか。その辺ははっきりしてもらいたいなと、かように思います。 

 それと、各委員の話をずっと聞いておりました。休憩中も聞いておりました。一つは大震災に

よる影響ってことでやっちゃうと、今後のリスク管理が全く出来なくなると。例えば新しく受け

た指定管理者が３年間やってみたと。そして、当然今回の３．１１の災害っていうのは今、復旧

復興の最中でございますので、この３年間またずっと続くかも知れない。そうすると、やってみ

たら赤字だから大震災による影響でＧＰＫにも出したんだから、うちにも出してくれっていうこ

とが必ず出てくる。そういう禍根を残す。この大震災による補填にいくとですよ。必ず出てくる。 

 それと、もう１点はですね。やはり我々は町民の付託に応えなきゃならない訳で、納得出来る

金なのかどうなのかという形で出していかなきゃならない。これは池下委員からの出ている訳で

すが。大震災ではなかなか説明がつかないということで、やはり違う形の中で町民が納得出来る、

そして、これからの禍根を残さない金の出し方、そういうことをやはり模索をしてもらわなきゃ

ならない。そういう状況の中で副町長からの話、斉藤課長からの話を聞くと、行政側の責任は全

然無いように私は聞こえる訳ですが、例えばですよ、緑清荘の新築も含めてですけど、備品管理

をちゃんとやってるのかと。例えば今緑清荘に行って、しげたさんが４月からやる訳ですが、藤

野さんがあれも買った、これも買ったと言う訳だけども、あそこに備品台帳があるかどうか分か

らないけども、行政側の備品台帳さえあれば載っているやつは全部役場の物ですよ。だけど載っ

ていないやつは藤野さんが買ったやつなんですよ。そういう白黒付けれる状況になっているのか

なっていないのか。これは後で答弁してください。やっているのかやっていないのか。それから、

パパスの問題もそうですよ。これから造るんだけど、備品台帳ちゃんとやっているのかやってい

ないのか。これは副町長に聞きますけども、江南と新栄と閉校になりました。備品台帳がちゃん
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とあるのか。その辺ずさんでないのか。それは責任あるんでないのかって。行政が。それさえし

っかりしていれば、藤野さんが要求しているこの２月１７日の申し入れをよく読んでみると、震

災の影響もあるけれど、私は２千万の物を買っているんだと。それでお金をくれということを言

っている訳ですよ。それに対する答弁が明確に出来ない。今残っている残存が１９０万だなんて

こんな計算しか出てこない。それは備品台帳がちゃんとあれば出来る訳ですよ。こういう問題が

やはり残って来ている訳です。その辺の問題についてどうするのか。そして、もう一度町からの

調整をして委員会にかけるなり、協議をする場を設けるのかどうなのか。その辺ちょっと聞かせ

ていただきたいなと、こう思います。 

 

○村島委員長 

 今、副議長、総務委員長、議長からのお話を十分伺ったと思いますから、私も先ほど申し上げ

ましたように、やはり大震災で補正を組んでくれと言ってもなかなか難しいと。そういう状況に

あるのは言うまでもありません。ですから、今、議長が言われた備品。これは先ほど話を聞いた

中で出てきたんですけども、ニ本立てのような形になっていましたけども、この備品がこういう

ことで藤野さん側の方で買った物が２千何がしと言うんであれば、これまた話が別なんですよね。

ですから、よくそこら辺、今後のこともありますけども、やっぱり後を受けます方に対しても、

何回か勝又委員の方からも出てましたように、この指定管理者そのものがですよ、制度そのもの

がやはり見直さなければならないと、私も総括の中でも指定管理者制度のことを申し上げたんで

すけども、やはり落ち度があればですね、いつまでもああでもない、こうでもないって結局こう

いう問題になってくるんですね。ですから、条項の９条がどうのこうのって言われてますけども、

増やしてもいいですから、もう少しきちっとしたものを見直す。この指定管理者制度を見直して

もらうということ。これは私からも申し上げておきたいなと思います。 

 今日の委員会というのは引き継いでおりますけども、第４回、第５回と。私の委員会の方から

出してくれと言った資料に基づいて審議をした訳でありますけども、何ら変わったことはござい

ません。新たにいろんな質問は各委員から出ているお話を聞いておられると思いますから、これ

をやはり行政側としてきちっと受け止めてですね、もう少しこうする、ああする。そして、また

委員会なり議員協議会でもよろしいですけども、問わずですね、もう一回お帰りになってですね、

考えていただきたいなと。今日のところはここでまとまるような話ではありません。はっきり申

し上げまして。ですから、もう３月も終わろうとしておりますが、３月だから補正を何だかんだ

通して欲しいと言われても、先ほど申し上げましたとおり大震災とはやはりちょっとかけ離して

いただかないと、大震災の補正を組んでくれなんてことは、まかり通るような問題ではないとい

うことを認識していただきたいと、このように申し上げておきたいと思います。 

 どうでしょうか、皆さん。委員の方々、再度改めて町側から出されてくることに対して、また

受けることもある訳ですから、今日のところはどうでしょう。 

 

○池下委員 

 先ほど議長が質問しましたが、それの答弁を聞きたいんですが。 

 

○村島委員長 

 先ほど議長からの質問に対する答弁を。 
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○副町長 

 補正を出すのか出さないのかということが一つありましたけれども、今回の常任委員会の環境

を町長と協議しながら、判断したいというふうに考えますけれども、協定上は協議しなければな

らないという協定でございますので、内訳は別といたしまして、何らかの形で補正を出すという

のは、これは出さなきゃいけないことだと思っております。相手側が法的手段に出た場合に町側

が不利になりますので、この辺については何らかのものを出すというふうなスタンスで行かない 

といけないなというふうに考えております。 

 それから、大震災だけではということでございますし、町民の納得出来る予算体系にというご

意見もございますので、これにつきましても持ち帰りまして、再度検討させていただきたいと思

います。 

 それから、備品台帳の関係、備品管理の関係でございますが、台帳につきましては原課の方で

当然持っておりますので、その辺は照らし合わせれば、これは誰の物かというのは分かるかと思

います。ただ、消耗品についてはなかなか難しいものがあるかと思います。大きな物については

台帳で整理されております。 

 そんなことで、いろいろ皆さんにご迷惑等々掛けておりますけれども、ただ、これは相手側と

協議をさせていただいたこともありますし、これが物別れになりますと、なかなか難しい問題が

発生し、あるいは４月１日からのスタートもままならないというような大変な状況になりますの

で、町としても最善の努力をして、またこういった機会を設けていただくのか、どういうふうに

するのか、また判断させていただきたいと思いますけれども、とにかくスムーズに行きたいとい

うふうに考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○議長 

 課長、台帳は本当にあるのか。 

 

○産業課長 

 備品台帳はあります。ただ、２２年のリニューアルオープンをした時に、かなり多くの備品を

導入しておりますが、うちの方にある備品台帳にはあるんですが、現場の方のデーブルなどにシ

ールなどを貼っているというのが出来ていなかった部分についてはお詫び申し上げます。 

 それから、もう１点。台帳に載っている全て町の物というように今まで来ておりましたが、今

回、藤野さんが買った物もうちの方の台帳に載っております。藤野さんは、それは町の台帳に載

っているけれども自分の物だというふうに言って来たものですから、台帳の中での藤野さんの分、

町の分の区分けはできていないというのが現状です。ただ、私共は全て町の物という判断できて

おりましたので、台帳には全て載っております。 

 シールにつきましては、４月１日から新しい指定管理者に替わりますので、４月１日現時点で

の備品がどちらの物かということがはっきり分かるように、備品台帳の整備とシールの貼り付け

等はこの１週間で進めて行きたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 やっていないということでしょ。 
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○畠山総務文教常任委員長 

 やっているか、やっていないかって聞いてる。台帳があるからって、それは整備されてないっ

て答えなかったらまずいんじゃないの。 

 

○村島委員長 

 だから、今言われたように、備品に関しては町の物だとか向こうの物だとか、そこら辺ちゃん

としてないと、どっちの物か訳も分からないで次のしげたさんが受けるっていったって受けよう

がないんですよ。ですから、そこら辺の区切りをちゃんとして、町の物なのか向こうで買ったか

ら向こうの物なのか、そんなことも分からないような状況でね、次の人に引き継ぐことは出来な

い。可能じゃない、これは。だから、それは先ほど私が申し上げた指定管理者制度の見直しなん

ですよ。きちんとそういうところから始まってきます。 

 

○加藤委員 

 今日、委員会は閉会になると思うんですが、先ほど副町長も言われてましたとおり、私は委員

会の中で何回も言っているんですが、緑清荘のスムーズな引き渡しが出来ること、このことが一

番重要なことだと思うので、町からいろんな提案がなされるのであれば、いつでも委員会を開く

ような環境作りだけはしておいていただきたいと、逆に町と委員長に要望しておきたいと思いま

す。 

 

○村島委員長 

 分かりました。今、副町長、課長も聞いておられたように、いつでもですね、今日、明日とは

言わないでしょうけども、お帰りになってよく煮詰めて、もう一度開いてくれというのは私達議

員としては受けることはやぶさかでございませんから、今日のところは委員会を閉じたいと思い

ます。よろしいですね。 

（「はい」との声あり） 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 これで、第５回産業福祉常任委員会を閉じます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時１０分） 

 


