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第１０回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年１０月２８日（月） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１１時２１分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①清里町レストハウスについて 

  ②平成２６年度予算編成方針について 

 ●生涯教育課 

  ①町民プールの整備について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  田 中   誠    委  員  澤 田 伸 幸 

       委 員  加 藤 健 次    委  員  池 下   昇 

    委 員  前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       柏木 繁延    ■企画財政Ｇ総括主査  三浦  厚     

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■社会教育Ｇ主幹    本松 昭仁 

  

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  鈴 木 由美子 
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  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第１０回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

畠山委員長 

 最初に、１番、町からの協議・報告事項ということで、総務課２点あります。よろしくお願

いいたします。 

 

○総務課長 

 それでは、まず１点目の清里町レストハウスについて、ご説明申し上げたいと思います。レ

ストハウスについての１点目は、９月末を期限に行っておりました第１次公募の結果について

であります。２点目は、８月より開放しておりますロビー・トイレの利用状況についてのご報

告であります。３点目は、この施設のあり方について検討していくという、今後の検討の方向

性について、説明を申し上げたいと思っております。 

初めに、運営管理者の第１次公募の結果であります。これについては記載のとおり、電話照

会が１件、現地確認まで行ったケースが１件であります。しかしながら、いずれも具体的な申

込みはありませんでした。申込みには至らなかったということであります。これは当初の予定

どおり、第２次公募を今、行っているところであります。条件としては第１公募と同様の公募

条件、公募内容で、第２次の公募を行っているという状況であります。 

次に、所管委員会とも協議して行っておりますロビー・トイレの開放について。これについ

ては２ページの資料のとおり、８月１３日からのスタートであります。８月は１７日間で約４

３０名、１日平均２５名の利用があったと。９月については２５日間で約８９０名、１日平均

２１名の利用があったという報告を受けております。いずれも休館日は月曜日としております。 

最後に今後の対応でありますが、既に総務文教常任委員会においてお話をさせていただいて

いるとおり、今回の２次募集期間を含め、具体的に施設のあり方を検討・協議していかなけれ

ばならないと考えております。検討をする主な事項につきましては、１つは現状の施設の機能、

いわゆるドライブイン的な機能としてのレストラン・売店・トイレ、また、結婚式を中心とし

た多人数対象の宴会ホール機能、また、レストランに付随する小規模宴会について、機能の需

要を含めた検討を行ってまいりたいと思っております。 

２点目は焼酎工場、ふれあい広場、斜里岳、これらの田園風景のロケーションにマッチした

施設のあり方の検討であります。 

３点目、４点目は、１、２点目の検討を土台に新しい考え方で、この施設の方向性を具体的

に展開するために、その方向・方策を提案することができればと考えております。協議を行う

にあたっては、具体的なたたき台を庁舎内の企画委員会で早急に具体的な検討をスタートさせ

るべく、協議を行っているところであります。当所管委員会においては節目において意見聴取

・協議を行ってまいります。具体的構想の完成を３月議会、遅くても６月定例会までに提示・

提案、予算上程ができればと現在のところ考えております。以上で、清里町レストハウスにつ

いての説明を終らさせていただきます。 
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○畠山委員長 

 ただ今、①レストハウスについてということで説明をいただきました。この関係で何かござ

いませんでしょうか。 

 

○加藤委員 

 今、２次募集しているところで、１次募集はいなかったと。そういう中で、閉鎖になった時

点で議会からの要望でトイレをオープンしましょうと。ただ、その時の最大目的は、トイレと

同時に焼酎の直売をしたらどうだという形の中で、確かもう免許も取られたと思うのですが、

それなのになぜ、現在に至っても焼酎の直売をしていないのか。この辺は今後の施設のあり方

や、いろんな部分でも大きな問題の一つに入ってくる気がするわけですが、現時点でどのよう

な判断の中から直売をしていないのかについてだけ、ちょっと確認しておきたいと思います。 

 

○総務課長 

 あそこをオープンした時点で、焼酎の販売の臨時免許、酒類の販売の臨時免許を申請し、取

得したわけでありますが、当初ご案内のとおり、レストハウスでの需要を踏まえてあそこに人

を配置して販売をしていくと。なので、まずは需要の動向を見ていこうということで、需要の

動向ということで言えば、まだあそこに人を配置して、販売所を設けて販売するというまでの

需要には至っていないという私どもの判断で、あそこに人を配置するというようなことは行っ

ていないという状況であります。 

 

○加藤委員 

 そういうことであれば、今後の方策というのはこれからいろんな形で検討していくわけです

が、逆を言うと焼酎を目的とした、あるいは売店を目的とした施設は必要がないという捉え方

の判断に現時点では立っているというふうに解釈して良いんですか。 

 

○総務課長 

 単純にそこに方向性の結論を見出すのはなかなか難しいのですが、しかしながら、焼酎事業

所での焼酎の販売量は確かに増えているという現状もございますので、その辺は総合的勘案し

て、清里町レストハウスの今後の方向性を考えていく必要があるのかなと考えております。 

 

○加藤委員 

 一貫性がないような答弁なんです。現時点では人を雇うまでの販売量には至っていないと。

でも、焼酎工場での販売については増えていると。今後の施設についてはそれらも含めて考え

ていきたいと。それではなぜ現在、仮免許まで取ったのに、議会もぜひトイレと焼酎の直売と

いう形の中でオープンを続けていったら良いのではないのかと。基本的にトイレだけだったら

オープン利用性だけだったら開く、必要がないと言ったら語弊がありますけども、本当にどう

だったんだろうかなという疑問がそこにわいてくる。最初からの提案というのは、それを含め

た提案だったと思うんですが。 

 

 



 

- 4 - 

○総務課長 

現在焼酎工場に視察なり焼酎工場に訪れた方々が焼酎を購入しているというふうに私は分析

しておりますので、あそこにトイレやロビーを利用するために来た方が焼酎を買うと言う状況

には至っておりませんので、その辺はあの焼酎工場含めた総合的に全体的な事を勘案して今後

考えていく必要があるのかなという私どもの考えであります。 

 

○池下委員 

 課長の答弁と聞いていると、レストハウスで何の為に売る権利を取ったのかちょっと理解で

きないですけども。 

 

○総務課長 

 ですから当初の説明申し上げた通り、あの施設にロビーなりトイレを利用した方々が焼酎の

あの展示物を見て、これを購入したいと言うことの需要を踏まえて、あそこで人を配置し焼酎

を直接販売するということもありえるというようなことで臨時の免許もとって、いつでもそこ

に人を配置して焼酎を販売できるような形にしておこうということであの臨時免許を取得した

とご理解願いたいと思っております。 

 

○池下委員 

 だったら売れば良いのに。レストハウスに例えばトイレに来て、こうやって土日なんか見る

と５～６０名の方が来ていますよね。トイレを利用してあそこに並んでいる焼酎を見て、ああ

焼酎いいね、じゃ焼酎工場の方まで行って買おうか。中にはそういう人もいるでしょう。でも

やっぱりその時思ったらその場で買いたいと思うのが人間じゃないですか。そしてせっかく免

許は取ったんだったら、そこで販売できるようにするというのが普通の考えだと思うんですけ

ど。 

 

○総務課長 

 需要を踏まえた形で販売をする体制をとろうというふうに説明申し上げた通り、直にあそこ

にロビー・トイレを利用する方で焼酎を欲しい方々の需要があまりそう多くなったと、それよ

りも直にあそこに視察なり、焼酎工場に視察なり、焼酎工場に訪れた方が焼酎を買うというケ

ースが多かったと言う判断で、今の所あそこに人を配置していないということでございますの

で、ご理解願いたいと思います。 

 

○池下委員 

 先ほどから、需要って言っていますけども、例えば自分がお客さんだった場合、あそこへ行

って買いたいんだけどっていう人が中には何人も居たと思うんですよ。委託されている会社の

方が、あそこに常駐しているんだけども、話聞くと中には焼酎売ってないのと言う人もいるっ

て話も聞いてますんで、最初から売るというスタイルでないと、ちょっと理解出来ないなと思

うんですけど。 
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○総務課長 

 御案内のとおり焼酎の販売は臨時免許で町が直に販売しなければいけない、従いましてあそ

こに委託している委託の事業者の方に現金出納員の辞令を配布するわけにはいかないというこ

とでありまして、別に町が雇った職員に対して臨時職員なり、職員に対して現金出納員の販売

の辞令を渡して、金銭の授受をするという様な形でございますので、焼酎を販売するにはあそ

こに９時から５時まで人を１人配置しなきゃいけないと言うこともございますので、そういっ

たことも踏まえた全体的な考え方であそこに人を配置ということは行っていないと。 

 

○加藤委員 

 課長が言わんとしている意味合いもあるんですが、積極的に前を向いて進もうとしているの

かどうなのかです。現状の把握の中でそうやってしていたとすれば、これからいろんな検討し

ていくときに採算の合わない施設になりそうだったとしたら、これから例えばトイレや売店や

観光施設として作る意味合いは何もないということですよ。焼酎工場で売っていればＯＫなん

ですよ。そのことは今後レストハウス周辺のあの一帯の部分の中に新しい観光施設の導入の基

本的な中に焼酎の販売はコスト的には合いませんよ。採算の合う事業やあるいは求めるものな

んだって話になっていっちゃうと思うんですよ。継続性の中からあそこの一帯の施設そして、

今まであったものをゼロにしちゃったら、次の時から一帯としての施設あるいは環境をどう維

持していくのか、どういうふうに立て直していくのか。そうしたときに１度ゼロしちゃわない

で継続して行くべきだと、その時にはトイレだけじゃなくてやはり焼酎も販売していくべきで

ないかということでの提案だったと思うんですよ。その大きな柱である今後に向けて何とかし

ようと思う時に、いや状態を見て臨時職員を置かんとならん。当然のことですよ。議会だって

解っていますよ。そういうソフトをやる人を使ってにぎわいをすることに金かけて事業展開し

ていくことだって大切でしょと言って議会が提案したんですよ。課長さっき説明していました

新しい建物も何もいらないことになるでしょう。焼酎で採算合わないお土産品で合いますか。

食べ物では閉鎖せざるを得なかったんですよ。焼酎をそこで売るっていうことはあくまでも役

場の職員おかんとならんということになっちゃうんです。そうでないとしたら免許持っている

会社に委託しないとならなくなるんですよ。どっちが金かかっていくんだ、どっちが維持にな

っていくんだ。これからスタートの中で議会が言ってきたことの中で、その８月の中から半月

でやったときに、先月の委員会でも現状としてこういう形の推移なんですけど、売らないとい

うことでよろしいでしょうかってしないとだめなんですよ。逆を言うと９月の閉鎖まで募集が

無くて、２次募集します。だけど対策から考えたときに、なかった時点で既にどういう方向に

していかんとならんかっていう話し合いの中では、本当に仮にやるとしたら焼酎の販売は必要

ないのかという話になって行くと思うんですよ。あそこでは必要なくて、焼酎工場で売れば良

いですということになってしまうということですよ。 

 

○総務課長 

 御指摘の分はよくわかりますが、私はあくまでも現状の分析をご報告申し上げたところであ

ります。従いまして、今後焼酎工場を含めた形で全体的な方向性なり、施設なり全体的な方向

性については今後協議しまいります。十分協議してまいります。例えばその施設で、焼酎を売

らないという結論に私は申し上げたつもりは決してございませんので、焼酎工場含めた形でど
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ういう形が良いのか、今後内部協議あるいはまた委員会協議を行っていきたいということであ

りますので、ご理解願いたいと思います。決してあそこで焼酎を売らないとか売るとかってい

う判断をしているわけではございませんのでご理解願いたいという風に思います。 

 

○加藤委員 

 今売れる環境にあるわけでしょう。施設があってトイレがあってオープンしているわけでし

ょ。職員おけば出来ることでしょう。それをしないで今後、施設を作ったらそういう対応しま

すだとか。 

 

○総務課長 

今後そういったことも踏まえて、何度も申し上げるように、現状あそこで焼酎を売るとか売

らないとかっていう判断には経っておりませんので、よろしくご理解願いたいと思っておりま

す。あくまでも今後の検討の中から色んな事が出てくるのかなと思っておりますので、よろし

くお願いしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 議員各位の提案でレストハウスの年内におけるトイレとロビーの営業ということで動いたん

ですけど、その時にやはり焼酎の販売も可能であれば考えていただきたいという形で進んで、

各議員仰る通り、免許の中で課長の答弁を聞いていると、そこではさほど焼酎の購買意欲そう

いう様な利用客がなかったのかどうか。この中に１日延べ平均２５名とかなっているんですけ

ど、果たしてこれが本当にすべて成人男性女性なのか、あるいは子供も入った中でどうだった

のか見えないんですけども。 

後、バスが結構来ているんですけども、このバスも焼酎工場の工場自体を見学後に立ち寄っ

たものなのかどうなのか。そういう部分でデータ上の中はちょっと見えないんですけどね、や

はり売れるものは売って欲しいというのは議員各位の意見だと思って僕もそう思います。全体

的に今の流れで今後に向けての課題で売る・売らないは、今後どうするか提案していただけれ

ば良いと思うんですけど。現実として利用客はそれなりの成果はあったと。この来場者のその

構成っていうのは、みた中での判断だったのか。そこだけちょっと確認したいんですけど。 

 

○総務課長 

基本的に私共の判断はですね、あそこで焼酎購入を希望する方が、あくまでもこれは委託先

の従業員からの聞き取り調査でしかないんですが、私どももあそこの従業員から焼酎に対する

需要の多さについてお聞きしました。そういう方も居たというふうにお話しておりますが、毎

日毎日そういう方が居たのか、何人いたのか、細かな所までは聞いておりませんが、私共の判

断では直に工場へ行って購入される方、視察される方々の購入がほぼ多数を占めていたという

判断でございますので、あそこにはあくまでもロビーあるいはトイレを利用する方が多かった

という判断で、人を配置しなかったということであります。 
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しかしながらそういうことで配置してリサーチする必要があるのではないかということであ

れば短期的な形で人を配置して、現金出納員の辞令を出してリサーチすることも可能だという

ふうに考えております。あの辺の一帯の焼酎工場を抜いて考えることはできないというのが今

の私どもの判断と言えますので、よろしくご理解願いたいと思っております。 

 

○前中委員 

 これからに向けてリサーチする必要性はないというふうに僕自身は思っておりますし、やは

りどうしてその小売免許、現実にトイレ管理した人が小売免許さえあれば小売が出来たという

ふうに僕は考えているんですが、それはできなかったというふうに捉えれば良いのかな。管理

員も置くって話も出たんですけども。 

 

○総務課長 

 私どもの理解では酒類の販売はその場所で免許が出るというふうに理解しておりますので、

例えばもしどっかで小売の免許を持っている方がいらっしゃっても、あそこで売る場合には焼

酎工場は工場で持っていまして、工場の臨時免許をレストハウスで取っておりますので、そう

いう形になるのかな。ですから焼酎の小売免許を持っている方に委託をしたとしても、レスト

ハウス売る場合は、別な形での免許の申請がいるのではないかという判断でございます。 

 

○加藤委員 

 とりあえずオープンと同時に免許が出来たら、すぐそういう環境になるんだろうなという理

解をしていましたが、なんというか、議会側と町サイドの考え方にちょっとずれがあったと言

う形の中で今日を迎えてしまったわけですが、ここに来て、逆に言うと焼酎と一体の中で売る

ことに目的としての大きな意味があったような気がするんです。ロビーとトイレだけのオープ

ンで必要なのかな。もう、ここまで来ると、契約の相手方とのご相談で、逆に閉鎖して焼酎工

場のトイレをオープンしますよと。今日まで焼酎を一体として売らなかったんだから。私だけ

の意見かもしれませんけど。売れることの条件の中にコストがかかってでも、明年度に向かっ

てこれからの事を考えてすべきだと思っていましたが、トイレだけのオープンで行くとしたら

もう時期的な問題で焼酎工場のトイレをオープンにして行くという形の中での閉鎖ってことも

私はあっても良いのかなって。私単独の意見になりますけども。 

 

○池下委員 

 来月の１７日、焼酎のデザインの最終報告会があるんですよ。学習センターでこれも今まで

ずっと何回もやってきて町長も副町長も皆さん参加していますよ。今回またデザインいろんな

ロゴを一新して、焼酎を本格的に売り出そうという意気込みの中で、皆さん会議に参加してい

ますけども、そういう思いでやっている行政マンもいっぱいいますよ。そんな中でこういった

焼酎に対するレストハウスの問題１つにしても焼酎に対する思いがなんか薄いなと。私個人的

にそういうふうに感じるんですけども、そうやってデザインを改めて実施してやろうという時

に、需要がなさそうだから売りませんとか、焼酎はどうでもいいのかなという感覚にしか見え

ないんですよ。柏木課長色々な答弁してますけども、これはあくまでも柏木課長個人の問題で

はなくて町サイドの答弁だという風に私たちは受け止めますけども、やるんであればベストの
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状態で、とことんやろうというのが免許までとったんだったら、そうふうに考えるのは普通か

なと私は思うんですけども。 

そこへもってきて、１１月末まで第２次公募かけるという中で公募条件の変更がないと。９

月までで公募がなかったものが、公募条件が変更なかったら、来るって誰が思います。常識で

考えるとわかるでしょう。いかがですか。 

 

○総務課長 

 既に最後の公募の関係でございますが、これはもう既に当委員会に置いて一次二次の公募を

行うというご協議はさせていただいております。常識で考えてわかるでしょということでござ

いますが、どんな常識かよくわかりませんが、どんな常識でしょうか。 

 

○池下委員 

 確かに委員会に色んな話でましたよ。二次まで募集かけるという話はしましたよ。しかし一

般論で考えたら、最初の条件のままで時間だけ伸ばせば良いというふうに誰が思います。 

 

○総務課長 

 前言取り消します。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○加藤委員 

 過去の定例会で町長も公言しています。私はその部分は良いと思うんです。ただ募集する内

容や方法について、同じ条件で良かったのかどうなのかということも私はあったと思うんです

よ。だからあの施設の閉鎖に至った内容でもとりあえずこういう環境の中で利用してくれる人

がいないだろうかっていう募集をまずかけていなかった。だとしたらあそこの施設を本当に有

効活用してくれるため最低必要最低限の環境はどういうことなんだと。どういう環境まで条件

を変えるべきだったのかなと。今回そういう形では今池下委員の言われた様に、非常に難しい

問題になっていたんだろうと思う。そういう意味において、二次募集するんであれば、何かの

条件やあるいは方法という様な目的についての一項があってしかるべきでなかっただろうかと

いう、聞き方だと思うんです。この辺について私自身もやはり二次募集するに当たってはどう

いう全く同じ施設の能力を求めることじゃなくて、この部分についてはこういう方向の協議と

かという提案がなされてもよかったような気がするんですよ。課長いわく、二次募集も委員会

で言ってありますという表現ですけど、そうですけども、内容について二次募集に当たり、こ

ういう形だっていう方法の提案をしていきたいという意向もあって良かったような気がするん

ですが。町から提案されるのをじっと待つしかない状態になっているわけですが、せっかく前

に向かってしたいなという意見が議会や一般町民から出て来た時の意見、確かに 100 点満点で

はないかも知れないけれども、それを少しは参考にして次の事業展開に進めていくなり、ある

いは時期をちょっと考えていくなりっていう方策をしていくべきだというふうに思うんです。 

今回の確かに議会は開れと言った。私は開ける以上は少なくとも焼酎の直売をしながらトイ
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レの利用で、その人方のために繋いで行く努力を行政もしているということを見せるべきだ。

そして将来それがだめでも次のステップのためには閉鎖をしてしまえば終わっちゃうよという

ことでの提案型だったと思うんです。でも、本来の目的である、開けるということじゃなくて、

焼酎も同時に売るっていうことができなかった現状の中では、先ほども言いましたけど私は今

月末ぐらいで、むしろその閉鎖を逆にした方が良いような気がするんです。 

 

○澤田委員 

 まあさっきから意見を聞いていると焼酎を売りもしないで、やっても見ないで１本でも売れ

ることを努力することが見えないなと言う様な気がしましたね。やって駄目だったら８月の末

の人の人数の度合いから９月になって販売はしてみるとかっていう方策もあったし、やってみ

て駄目だったら人もとか。費用対効果ばっかり考えていたらやれない。 

それとレストハウスの存続について考えているんであれば、次の二次募集に募集の緩和とい

うか、そういうことも考えてレストハウスを今後維持して行こうという意思があるのか。そう

いうところが見えないような気がする。緩和してでもとりあえず存続したいと言う意欲が見受

けられないなという、閉鎖に向けて行きたい旨のように聞き取れるんですが。 

 

○総務課長 

 池下委員、澤田委員より、町のレストハウスなり、焼酎に対する意欲が見えないというご指

摘を受けているのかなと思っております。決して意欲がないというわけでございません。こう

した危機的な状況の中で何が施設なりに良いのかなという、暗中模索しているという状況であ

ると言うことをご理解願いたいと思います。画期的なヒット作があればいいのかなと思うんで

すが、中々現状で効果的な策が出なかったというのが実態でございますのでご指摘の通りかな

と。 

 

○田中委員 

 私も皆さん言われている通り、委員会の中でも閉鎖と言うことで、それでは次のレストハウ

スの存続それからそこをまた新たに改築なり、別な小規模な施設としてなんかやろうとしてい

く中で、あのメインの隣に焼酎工場があって、そこで焼酎を間の繋ぎでも、焼酎を販売してい

く。これは職員の経費もかかるだろうけども、今そんなこと言っている場合ではない。やっぱ

り他のデザイナーの方にも協力していただいたり、協力してもらってなんとか焼酎を、良い焼

酎であるから広めようという中で、やはり町ももう少しなんか努力してもらいたいなとそうい

う考えでちょっと残念に思っています。 

 

○畠山委員長 

 後他。 

 

○勝又委員 

現状見て来場者だとかを見たときに１２月まで３００万円かけて開けるようなことにしたけ

ど、実際にその３００万円かけた値があるだけの人数が来ているのかって言ったら来ていない

んだよね。そんな部分では加藤さんが言われていたような本当に閉めてしまった方が良いんで
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はないかと感じなことも無きにしも非ずなんですけど。ただ焼酎の販売についてはこれ議会で

開けるってことを決めた時に、このことが一つの大義名分みたいにして進めたような部分って

あったと思うんですよね。そうでなければ僕は、現状見てもわかるけど、開いているんだか開

いていないんだかわからないような旗２本位立てて大した電気も煌々とつけているわけでもな

ければ外からなんか本当にやっているんだかどうかよくわからない様な部分ですよね。恐らく

焼酎工場でトイレそこにありますよと聞いて入るのと、後はバスは間違って入る位のものが   

なのかなとそのへん感じる部分なんですよね。そうやって考えた時に町民も結構色んな事言っ

ています。そんな部分で、議会としてはやっぱり焼酎を販売して行くんだという事が大前提の

目的だった様な気がするんですね。そうでなければ間違ってくる部分についてはバリケードは

って閉めていれば諦めて行くわけですから。そうやって考えた時にその焼酎を販売していくっ

ていうものがない分では３００万円かけて意味合いというのが一体どうなのかなってなことに

感じるんですよね。 

それと運営の公募の関係なんですけどね、これもあの僕ら議会として視察に行きましたよね。

あの時に実に厨房の方もかなり汚い状態のまんまで、今まで仕事していたような状態なんです

けどあれは掃除されたんですか。現地確認ということで大新東ですか、見に来たのかどうなの

かわかりませんけど、僕は引き受けてやろうったって、まずは片付けからかなと思ったら、ち

ょっと二の足踏むような部分もあるんじゃないかなと思うし、まして二次部分の公募の関係で

は公募の条件も変えていかないという部分ですけど、本当に借りてもらえる考え方の中でやっ

ていくとすれば、そういう部分で借りてもらえるような一つの条件整備がきちっとされている

のかどうなのか。掃除の関係だって、されているのかどうなのかも。そこら辺もちょっとお聞

きしたいなと思います。 

 

○総務課長 

 現状の業務委託の条件の中の使用書の中に、日常的なトイレロビーの清掃以外に他の未使用

の分のスペースについても清掃という仕様が入っております。従いまして、清掃はやっておる

んですが、ご案内の通り見ていただいたとおり、キッチンの厨房の汚れに関しては中々日常的

な清掃では落ち切れない部分がありますので、今後については新たに業者の公募があった場合

に、協議すると。どっちがやるのか双方協議するというような考えでおります。したがいまし

て今回の第１次の時の現地確認についても、具体的にはここにあるように大新東なんですが、

見ていただいて、状況は確認していただいております。 

一定程度の清掃はしていますが、油とかダクトの関係の中とか、これは中々落ち切らないと

いうことで大規模な清掃なり、機器の変更が必要だというふうに考えております。 

 

○勝又委員 

今入っている業者に日常の清掃、でも大幅にやるとすれば業者使って、ちょっとおかしくな

い。これは町の建物で貸していたんだとすれば、綺麗にして返すのが当たり前の事でないの。

そういうような条件整備も恐らくこの公募の条件の中に当然入ることだと思うんだよね。使え

る状態にして返すことが当たり前のことでしょう。前にやっていた業者に片付けしなさいと言

わなくちゃいけない部分でないの。 

それととっぱじめのその焼酎の関係については課長のコメント聞いてませんよ。まだ。 
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○総務課長 

 議論の流れなんですが、あそこを開けた大義名分は焼酎を販売するという大義名分があった

からというご案内の通りお話でございますが、我々の準備の無さがあったわけでありますが、

基本的にはあそこに人を配置して、焼酎を販売すると言うような経費も考えた場合、需要の関

係の判断からして焼酎工場で焼酎を買っていただいてというのは実態でありますので、そうい

った判断で私共はあそこに人を配置しなかったということでありますのでご理解願いたいとい

うふうに思っております。 

 

○勝又委員 

加藤委員からのお話からもありましたけれども、僕はそういう風に解釈してあんまり開けた

くなかった部分もあったんだけども、そういう様な部分だったんだけど、検討していく形の中

で新たな施設の構想とかって、どんなこと描けるんですか。焼酎がメインじゃないんですか。

もともとのレストハウスを作った時に焼酎を販売すると言う目的で作った施設だったと僕は記

憶しているんですね。どんな形にしろ、その方々が辞めて臨時で開けたとなって、そのことが

常にやっぱり念頭にあるからと言う形はずっと付いて回る訳で、新たな施設の構想を考えも当

然付いて回ることでしょ。そこへ持って来てそのなぜ臨時で開けている時もその対応がきちっ

と先に立ってできないんだってちょっとおかしいなと思いますけどね。 

 

○総務課長 

 況を踏まえながらと言う風に考えておりました。ご案内の通りあそこのロビー・トイレを利

用する方で焼酎の購買を希望する方の状況を踏まえた中で、あそこに人を配置し焼酎を販売し

て行こうということでございますので、状況を踏まえた中での判断だということでご理解願い

たいと思っております。しかしながら加藤委員、勝又委員のおっしゃるとおり、あの施設の全

体のロケーションの中で、焼酎を抜きした構想なり考えは考えられないじゃないかということ

でございますがその通りだというふうに理解しております。 

 

○畠山委員長 

 ほかございませんか、それでは確認をしておきたいんですが、今後の対応という部分の中で

の話をさせていただいたんですが、施設の今後のあり方についての検討ということは３月、あ

るいは６月という構想具体的に出てくることなんです。けれども実際に委員会にかかるとした

らそこまで待つという話ではないんだろうと思いますので、そこら辺お聞きしたいと思います。 

 

○総務課長 

 事業化予算化するための定例議会３月・６月というふうに考えておりますが、その前段で内

部協議なり企画委員会協議の状況については、都度報告あるいは協議申し上げていくとござい

ますので、協議を行いながら報告をあるいは町内役場庁舎内協議を行いながら、委員会にも協

議してということでございますので、ご理解願いたいと思っております。 

 

○加藤委員 

 こういう認識でしたとか話ではないんですよ。委員会で開こうっていった時の意思を今頃や
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っと気づきましたという表現の答弁なんですよ。わかってはいたけど採算が合わんからやりま

せんでしたと、需要者が少ないからやりませんでしたという答弁なんです。御理解くださいな

んですよ。そしたら新しい施設は、利益の出るような施設につくるとしたらできるんですか。

そうはならないんですよ。このまま焼酎を売らないで、ここまで来て、これから売るなんて言

ったって逆言ったらナンセンスだろうと思うんで、少数意見かもしらんけれども、契約も相手

側とありますけども、今月末をもって利用を閉鎖するような意見です。少数意見なのかどうな

のか。ちょっとあれですけども、今さらもう１回焼酎売りますか。私はもう無意味だと思うん

で。 

 

○総務課長 

これは現在あそこの運営を委託している事業者との信頼関係契約もありますので、これを１

０月末、１１月末で契約解除しますよと言うことにはならないという風にご理解願いたいと思

います。 

 

○畠山委員長 

 レストハウスの関係でありますけれども何かないでしょうか。改めてまた出させていただき

たい。今まで聞いていますと、議員の思いとそれから執行者との重い若干の思いが違う部分で

意見が食い違っているわけでありますけども、これから次すぐ具体的にこうしろっていう事に

は時期的には大変難しい部分もあると言う風に思っています。後執行者側がこの３月６月に向

けて具体的に進めていく話が進んでいくのかなと。これも決まる分については早目に決めない

ことには、折角開けたレストハウスが完全に途中で切れてしまうと言う部分。加藤さんが言っ

たように切れることがわかっているなら無駄な経費を使いたくないなっていうご意見も当然出

てくるだろうと。そんな思いを執行者側が最終的にはどう考えてどう進めていくかということ

の提案をしていただけなければ、具体的に委員がああしたい、こうしたいと全員が意見をまと

めて１つのものにする、これ大変な事でありますけども、他ございませんか。 

 

○池下委員 

 ここにシダックス、大新東が現地確認に来たという、これ小清水の営業所長と書いてあるん

ですけども、現地確認には来たけども応募がなかったという解釈しているんですけども、これ

町サイドから、現地まで来てくれたのにどういう理由でって言ったらおかしいのかな、どうい

ったことで応募されなかったのかと言うことは聞いてないですね。 

 

○総務課長 

 その通り。 

 

○池下委員 

 それとあの１１月末までを第２次公募期間とするというのは１１月１日からするということ

ですか。 
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○総務課長 

 もう既に公募を始めております。 

 

○池下委員 

 一番下に公募条件変更なしということで書いてあるんですけども、町長自身が変更なしに関

してこの条件の中でもしかしたら手を挙げてくれるところがあるのかなというふうに考えてい

るでしょうかね。 

 

○総務課長 

 そこは考えて言うという前提で公募しているということでございます。この公募をしたとい

うことは、応募があるという判断のもとで公募したというふうに考えております。 

 

○池下委員 

 ３番の今後の対応についての所の①で、現状の施設機能についてということ謳っているんで

すけども、現状の施設をそのままの状況の中で果たして公募があるのかなというふうにちょっ

と私自身思うんですけども、維持管理費に余りにも経費がかかり過ぎるんじゃないのかなと言

う業者側が応募するんであればそういうところを一番危惧されているところかなと思うんです

けども、これ今後の検討ということなんですけども、そこら辺は今のところ、あの町としては

何か案はもっているんでしょうかね。 

 

○総務課長 

 確認なんですが、今の発言はあれでしょうか。第２次公募にあたってのということでしょう

か。それとも今後この施設の事、検討するにあたっての機能と言うことでありましょうか。 

 

○池下委員 

 第２期の公募条件は変更ないという事なんで、例えば公募がない状況だった場合、現状の施

設機能について謳っているんですよね、２番なんかも観光交流施設の関連についてと謳ってい

るんですけども、まだまだ先の話ですから、委員会等色々と出されるでしょうけども、この場

には出されていないけども、執行者側として最終的にどういったふうにしたいなという案をも

っているのかなという意味なんですけど、わからないですか。 

 

○総務課長 

 そういったことを踏まえて今後検討していきましょうということありますので、具体的にこ

の施設についてどんな機能をもたすために具体的に、ここで発表表現できるようなものについ

ては無いというふうに思っていただければ、今後検討していくということでありますのでご理

解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 他いいですか。それではこの後に協議事項の中にも書いてございます。議会所管事務委員会

１件、協議等をする、あるいは３月・６月定例議会に具体的な構想が出る際に委員会に説明を
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されると。そのときにしっかり協議をしていただく。そして最終的には定例議会で一人ひとり

が判断をしていただく。そのことを確認してこの関係については終わらせてもらってよろしい

でしょうか。はい次②お願いします。 

 

○総務課長 

 ２番の平成２６年度の予算編成方針についてであります。今回説明いたしますのは、この平

成２６年度の予算編成方針、これから予算編成がスタートする訳でありますけども、そのアウ

トラインと言うべきものであります。具体的な予算作成の指示というものではなくて、予算編

成の担当者が編成に当たって意識すべき事項を表現したそういうものが毎年予算編成方針確定

するのであります。具体的には基本方針にあります様に、前年度の予算を的確なその反省評価

をしてくださいということであります。予算編成に当たってはでありますけども、根拠をもっ

た積算をしてください。それから３点目ですが必要な財源これについては確保してください。

確保する努力をしてください、ということであります。４点目、団体補助また交付金等とあり

ますがこれの実績これを的確に評価してください。ということであります。５点目は次のペー

ジ、４ページでありますが前年度踏襲主義は排除しますよと、新たな考えで積算予算計上して

下さい。６点目は予算委員会、決算委員会から、監査の指摘事項等を重視した中で指摘等の指

摘事項等の精査を行って、そして予算計上してください。というような基本的な部分の予算編

成のスタートに当たっての基本的な部分の確認事項これを全課にわたって示したものでありま

すので参考ということで今日はご説明申し上げた所であります。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ平成２６年度予算編成方針ってことで説明をいただきました。何かございませんか。 

 

○村尾議長 

 総務課全体で平成２６年度予算編成の問題もそうなんですが、１点確認しておきたいんです

が。実はこの総務課が終わったら生涯教育課のプールの整備の検討に入るかと思うんですが、

５ページを開いて見てもらいたいと思うんですが、２番目の整備概要の所で、新しいプールは

現施設の跡地にあるという計画になっているんですね。総務課の位置づけについて私はちょっ

と確認をしておきたいんですが、総務課は企画財政部門所管しているわけでございますが、町

の検討について所管がやれば企画の方は一切関係ないのか、将来の町づくりグランドデザイン

だとか総合計画に基づいて、この事業をやるわけなんですがその関わりは全く関係ないのかと

総務課は。例えば生涯教育課でプールをつくるといった場合には企画の方を全く喚起していな

いのかと。あそこの場所を見た場合に保育所の問題、いろいろな問題があると思うんですけど、

プールを壊してあの場所に作ることが、果たしていいのかどうなのか。そういう全体的なこと

を考えないで建物たっちゃうと、これまた、何十年もそのままになって来ると言うことで、ど

うも先ほどからのレストハウスの問題もそうなんですが、１ページで、先ほど池下委員から話

がありましたが、協議機関というのが役場にはあるんですね。議会の所管委員会にかける前に

企画委員会で現状分析と方向性の検討するんだということから考えると、町の今までのすべて

の事業については所管で立案をして、検討して、そして最終的には町長の判断ということでい

つ議会に出てくるのかちょっとわからないんですが、委員会に出てくるのかわからないんです
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が、立案検討の最終が町長の判断ということで事業が流れでいくのでないのかと思うんですが、

この教育委員会のプールの問題についても立案は生涯教育委員会でやったと。検討委員会企画

委員会等であの場所がいいのか悪いのか、こういうことをよく検討して企画にかかわっている

のか。かかわってないのか。例えば総務文教が終わったら産業課が出てくるわけですけど産業

祭の結果報告みたいのが出て来ている。これも今年から場所を変えているわけです。それにつ

いての報告だと思うんですが、こういう企画の方を産業課に任して立案で検討は一つもしてな

いのか。例えば記念事業でハーフマラソン、今年やったと。これも生涯教育課で立案したと思

うんですが、これは企画の方で全く関係してないのかどうなのか。非常に冠事業の割合に優勝

してもメロン１個しか配ってないような、よくよく聞いたら金がないからだと言う話なんです

が、その辺そのシンクタンクである総務課がどう位置づけているのか。 

 

○総務課長 

 町民プールの話を中心に話をされていたのかなと思うんですが、この辺の予算調整なり、町

の全体的な政策調整なりという部分つきましては、企画委員会を含めた形で、総務課企画セク

ションが関わっていると。また財源も含めた形で関わっているというふうに理解していただけ

ればなと、ただ個別の事業については、政策的な部分についてはタッチしているけども個別具

体的な事業については現課が企画立案するというふうに理解していただければなと考えており

ます。 

 

○村尾議長 

 企画委員会っていうのはどういう組織なんですか。 

 

○総務課長 

 これも町全体が関わる重要政策重要な政策については、この企画委員会の中で協議するとい

うことでございますので、先ほど申し上げる通り重要な政策総合計画の分に関わる分等をはじ

めとした、重要な政策については企画委員会をくぐっていくということでございますので、ご

理解願いたいと思っております。 

 

○村尾議長 

 企画委員会と言うのはどういうメンバーなの。 

 

○総務課長 

 副町長をトップとした各役場の各セクションの課長が主要メンバーとなっております。 

 

○村尾議長 

 その企画委員会は、例えば重要な案件には企画委員会を開催しているという状況からいくと

例えば先ほどからレストハウスの焼酎販売については企画委員会にはかけているのか、かけて

いないのか。 
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○総務課長 

 ８月からオープンしたロビー・トイレの開放については企画委員会はくぐっておりません。 

 

○村尾議長 

 どこが重要でどこが重要でないか。先ほどから聞いていると議会側としては非常に焼酎の直

売については重要なことだという認識をされている議員が多いわけで、企画委員会があるんで

あればかけていただくべきでないのかな。そうすることによって、第２次募集がない場合に協

議をしていかなきゃならん中で議会の流れ、議会の意向をよく把握した中でいろんな方向性が

見えてくるかと思うんですが。非常にその辺が残念なのかなと。 

町民プールの問題辺りについては企画委員会は開催されたんでしょうか。 

 

○総務課長 

ご案内の通りこれで全て固まったということでございませんので、これも企画委員会の中で

検討協議していかなければいけないのかなと思っておりますが、現状では入っていないようで

すけども企画委員会の構成メンバーである課長会議等では、これらについて話題として提供し

ておりますので、今後具体的に検討しなければいけない事項かなと考えております。 

 

○村尾議長 

 立案があって、検討の企画委員会があって、最終的な町長判断。これ委員会に出てくるのは

いつ出てくるんですか。 

 

○総務課長 

 所管委員会で経過の説明なり、協議の話でございますが、そのタイミングは例えば私が今考

えておりますレストハウスの新たな方向性については企画委員会で協議した中の協議事項につ

いて常任委員会に報告その後常任委員会の御意見も踏まえた中で新たに方向性を示した中で最

終的には町長の決定になるのかなと考えております。 

 

○村尾議長 

 委員会にかかれば決まっちゃうんですよ。あなたたちの過去の答弁からいくと何月何日の委

員会で決めたでしょうという言い方だから。先ほど言ったように所管の立案があってそれから

企画委員会の検討があって町長の最終判断があってその辺ちゃんとした形の中で委員会に出し

てもらわなければ、途中で出されて委員会で決定したでしょうと。これ僕もね２０年以上議会

やっていますけど、ほとんど委員会で議論したでしょうと。これ大事な問題なんで、その辺も

う少し明確にしてもらわなきゃならないような気がするんだけどね、いかがですか。 

 

○総務課長 

 ご指摘の通り総務課企画については、町の重要案件についての所掌がございますので、   

おっしゃる形で、はかりを持って行かなければいけないというふうに考えております。町民プ

ールに関しては、これ前回の委員会でも報告なり協議があったというふうに思います。それ以

前に話題として提供した部分もあるのかなと思っていますので、今後もこの中身を所管委員会
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に報告協議あろうかなと思いますので、その辺の決めもこれから考えていけなければいけない

のかと思いますが、委員会に協議報告すべきものはいたしますし、委員会の方もその辺受け止

めていただければなと考えております。以上でございます。 

 

○村尾議長 

 私は、プールの話は聞いているんですよね。何回も。２番目の整備の概要で現施設の跡で出

てきているわけですよ。そうすると、あそこには保育所がもう古くなってきているんですよ。

幼保一元化しなければならんとかそういう議論が出て来ている。それからあの近辺に町の建物

の古いやつ出て来ている。それであの一帯をどうするかというのも将来考えなければならん時

代が来ているにも関わらず、１つずつ壊して新しくあそこの場所に作って、グランドデザイン

がしっかり出来ないんでないかと言うことを言っているわけで、その辺の事をちゃんとしてい

るんですかと。 

 

○総務課長 

今議長がおっしゃったあの辺の一帯も、将来の方向だったり、考え方について議論をしてい

るのかというお話でございますが、これにつきましては課長会議の中でもあの辺の幼保一元化

の関係も含めた形であの辺の一帯をどうしていくのかと言うようなということで話題として取

り上げた事もありますしあの辺については文教施設として文教地帯として整備していかなけれ

ばいけないような方向性もある一定程度出ているということでございますので、全く何の話題

にもなってないのかという事であれば、そうではなくて話題として取り上げていると言うよう

なこともございますので、ご理解願いたいと思っております。 

 

○村尾議長 

 それが出来ているんであればこういう、急ぐのはわかるけれどそういう議論が出来てない中

で出てくることが事態おかしいこと。その議論の整理整合をしてから出すべきでないかという

気がする。 

 

○総務課長 

 この跡地につきましても、あの辺一帯の町有地の中で文教施設の整備という様な形の中の一

つの位置付けということでご理解願いたいと。 

 

○村尾議長 

 ただ現施設って書いてある。今の現課の考えではあそこの現施設を解体して新たに建てると

いうふうなことで進んでいる。先ほどから言っているように現課の立案はわかった。総務課の

関わりはどういう関係ですかって聞いているの。関わりはないのか。 

 

○総務課長 

 関わりはないことはございません。あります。 
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○村尾議長 

 それならあなたの重要な案件でないのかと。 

 

○総務課長 

 重要案件です。したがいまして、あそこを保育所、職員住宅、それから、トレーニングセン

ター、ゲートボール場、町民グランド、資料館を文教施設の地帯として整備していくというこ

とで考えております。 

 

○村尾議長 

 そういう整理が出てから委員会にかけるべきでないのか。これでいくと現施設跡地になるわ

けだよね。例えば今年これから予算が出て来て、来年の入札となった時に、おかしいでないの

かとそういう整理がなっていないんではないかと。だって１０月の２８日の委員会で決まった

んでないかとやられているんだから。私はこれから残り少ないながらもそういうことがこれか

らの町づくりで大切なことだということで言っているわけで、それはもう少し所管ばかりでは

なく総務課の企画がしっかりとやってもらわなきゃ困るということを言っている。 

 

○畠山委員長 

ちょっと休憩。 

 

○畠山委員長 

 それでは引き続きまして生涯教育課１点について説明お願いします。 

 

○生涯教育課長 

清里町民プールの整備についてということで５ページからになります。この関係につきまし

て前回の９月の本委員会におきまして整備方針、大規模改修でいくか、建て替えを行うかで協

議をさせていただいております。 

その中で財政的な負担の面から国の木造建築に係る交付金の活用を前提としまして建て替え

で進めさせていただきたいということで了承いただいたということで認識してございます。そ

の後、交付金の関係つきまして国並びに北海道に対しまして、交付金の要請活動を行って参り

ました。本日それを踏まえまして、その要請の経過また今後この事業を進めるにあたりまして、

具体的な内容につきまして早いうちに協議をさせていただきたいということで提案させていた

だくものでございます。 

まず１点目の整備の目的についてでございます。こちらは本現在の施設が昭和６２年建設２

６年経過しておりまして、非常に老朽化が進んでいるということでありまして、現在のプール

につきましては町民プールということで清里小学校あるいは中学校の体育授業での使用また少

年団の使用などを始めとする、泳ぐという機能だけではなく健康増進体力向上に寄与する施設

ということで、今後につきましてはさらに整備充実をしていく必要があると認識しております。

このためこれら町民のニーズに対応するために現在のプールを取り壊しまして、新たな建物建

設をさせていただきたいということでございます。 

２点目の整備概要でございます。こちらにつきましては建築場所につきまして現在の施設に
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つきましてはライニングコストを念頭踏まえてですね、現施設に建て替えをさせていただきた

いて、構造として木造の平屋建て面積約１，１００平米程度。これも現施設とほぼ同規模の面

積でございます。８ページの方に最後になりますけども現在の案としての計画を載せてござい

ます。これについては、上側が南向きになります。南向きに面しているということでご理解い

ただきたいと。上がトレセン側になります。そして下が北側ということで右側が西向き道路を

挟んで保育所がある方向でございます。左側が、緑清荘がある方向という内容でございます。

この中で現在の２５メートルプールが６コースありますけれども、それを５コースにいたしま

して、東側に歩行用のプールを設置し、水中での歩く運動をする方々のための対応する水槽を

設けていきたい。また西側には今までもありますけども幼児用のプールを設置いたします。北

側の方に更衣室ですとか管理室トイレ等を配置していくという計画案となってございます。こ

の図面建物を現在建っている位置に建て替えをいたしまして南側部分について駐車場として整

備し周りの、トレーニングセンターですとか緑清荘あるいは保育所等を含めた一体的な駐車場

使用可能ということで考えているところでございます。 

また戻っていただきまして２点目の後段になりますけども今回の木造建築ということで地域

の木材を有効活用いたしまして整備をしていくということで先ほども申し上げましたけれども

温泉熱の活用によるランニングコストの低減維持管理費経費の低減を図るため現在の場所に建

て替えを行きたいということで現在考えているところでございます。 

３点目の、概算工事費でございますけれども、これも前回お示しした建て替えの場合という

ことでお示しした概算の工事費の同じ額でございますけれども、資材費が高騰している、また

人で不足ということもございまして更に消費税の改定を含めて、６億２千１２０万円と言うこ

とで見込んでおります。この内訳につきましては、次の６ぺージに記載しておりますけれども

建築本体部分で４億１千万円。機械整備８千万、電気設備４千万円、付帯工事といたしまして

太陽光の発電また外構整備現施設の解体合わせまして、５千６１０万円。実施設計費が２千４

２０万円。この中には解体また外構積算も含めてございます。それと工事が始まりましたら施

工管理費また地裁力の調査も含めまして合計６億２千１２０万円となっております。このうち

交付金対象ということで丸印がございますけども、この木造建築による交付金につきましては

建物木造による建物の本体部分が対象になってくるということで、これを４億１千万円のほぼ

２分の１と言うことで、交付金を２億円、地方債ということで過疎債を見込んでおりますけど

もこちらが２億円と言うことで予定をしております。機械設備、電気設備につきましては現段

階におきましては交付金の中身につきまして調整中でありまして、また地方債につきましても、

この交付金の決定等踏まえて事前に今後調整をしてまいりますが、今の時点におきましては機

械設備につきましては、過疎債も実際充当可能と思われますけれども、ここははずして計算を

しております。また実施設計につきましては、本体での工事と同一年度に実施する場合につい

ては交付金の対象となってまいりますけれども、後程も申し上げますが、今後の国の補正予算

の動向とまた従来の交付金の予算枠が狭いということで、そういった状況も踏まえてあらかじ

め実施設計を今年度中にはやって行きたいと考えておりますので、その場合は対象から外れる

ということで一般財源見込んでいるところでございます。 

また、戻っていただきまして４点目の、施設の利用計画につきまして、こちら整備に合わせ

まして現在の少年団等中心とします子供や大人の泳ぐことを主体とした教室また大会の開催こ

れに加えまして、高齢者・障害を持つ方対象といたしました水中運動等の健康増進体力づくり
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について実施をしてまいりたいと。またスポーツ合宿等によりまして町外から町へ訪れていた

だく方々直接的な水泳の合宿をということでございませんけれども、トレーニングの一環とし

ての施設の利用を見込んでいるところでございます。今後につきましては先ほど申しあげまし

たけれども、国のこの交付金また過疎債の充当というところを前提といたしまして、早ければ

２６年度の事業実施に向け、今後の国の補正予算１２月には出るとふうに言われておりますの

で、そういった動向も見ながら今年度中に実施設計をさせていただき早期の事業実施を目指し

ていきたいというふうに考えております。７ページの方にそのスケジュール案ということで記

載しております。これはあくまでも現在想定される中で、最も早く事業が進んだ場合の案とい

うことでございまして、交付金等の状況によりまして、必ずしも来年度すぐに実施しなければ

ならないということでなく、その交付金の状況に応じて実施をしていきたいと考えているとこ

ろでございます。 

現在この交付金事業計画につきましては、事前の調整を既に進めておりますけども１１月に

は計画書の提出をいたしまして先ほど申し上げました通り実施設計を今年度中ということで、

１２月の定例会で予算補正をさせていただきたいと考えております。その後既存建物につきま

しては、これも実際の事業年度が決まらなければあらかじめ先に壊してしまうということにな

りませんので、流動的な部分がございます。仮に２６年度でこの事業が実施できるとなった場

合は国の交付金のつき具合がいつの時点でわかるかということもありますけども、来年度当初

予算かあるいは５月の臨時議会には補正をさせていただきたいと。その後申請決定等を踏まえ

て現施設の解体工事手続き、入札、そして解体工事ということで、これも予算の計上時期に伴

いまして、変わってくるわけですけども、入札を４月から５月位、解体は５月から７月ぐらい

までの間。それと並行いたしまして本体工事の予算を早ければ６月定例会に計上させていただ

き、その後入札契約議決の議会提案そして本体工事をできれば８月位から年度内終了を目指し

て行っていきたいと。来年早ければ来年の９月には施設オープンをしていただきたいというふ

うに考えているところでございます。あくまでも交付金の状況に応じて、スケジュール的にも

変わってくる訳でございますけれども、その都度、また協議をさせていただくということにな

りますが、実施設計につきましていつでもその事業に入るようにということで、１２月の補正

を予定させていただきたいということで、これらの整備の内容、目的、概要等につきましても

今後また１２月定例会前の常任委員会までの間におきまして、内部または本委員会におきまし

ても、協議をさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくご審議をお願い

いたします。 

 

○畠山委員長 

 それでは町民プールの整備ということで説明をいただきました。何かございませんか。 

 

○池下委員 

 現在のプールのですね、使用期間というんですか、ちょっと教えていただきたいのですが。 

 

○生涯教育課長 

 現在は６月１日から９月３０日までの４ヶ月間使用してございます。 
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○池下委員 

 今４ヶ月と言う回答だったんですけど、例えば今後この新しいプールができた場合は通年で

やる予定なんでしょうか。 

 

○生涯教育課長 

 本来であれば通年営業いたしまして活用していただくというのが一番望ましいところでござ

いますけども、冬期間におきましては、やはり維持管理費の問題で非常にコストがかかってく

るということになりますので、現在の利用よりは前後にそれぞれ今のところの案としましては

１カ月ずつ伸ばしまして５月から１０月までの、半年間の営業ということを予定しているとこ

ろでございます。 

 

○池下委員 

 町民プールなんですけども６億２千１２０万円ということですね、前回委員会の時も資料い

ただいておりますけども、うちの持ち出しの金額が過疎債の交付金の問題ありますけども２億

８千万円位になりますよね。確かそういう説明を聞いていたんですが。ここには２億２千１２

０万円の一般財源になっておりますけども、地方債の過疎債を使う話で２億円のうち３割程度

が持ち出しになりますよね。６千万円ぐらいで。合計すると２億８千万円ぐらいという計算な

んですが、今うちの町の子供たちの状況見ますと清里小学校、中学校、光岳、緑、保育所、幼

稚園全て合わすと４００人くらいです。そういった中、どんどんどんどん子供たちが減少して

いっているのが実態と言う中で、こういった６億円ものハード事業を進めているっているのが

私は理解しづらいと。人口推移もそうなんですが、やはりこういった大型の公共事業をやるば

かりではなくハード事業は少し控えめにして先ほども総務の方で色々と話出ましたけどもソフ

ト事業の方に力を入れたらどうかなというふうに私は思っているんですが。大きな金額なんで

すよ。一般の持ち出しが２億８千万円と言うのは、それで地元少年団を中心と泳ぐとか障害を

持つ方またはスポーツ合宿というふうにここに書いてありますけども、やはりこういう大きな

金額を動かすにはもう少し十分論議を重ねた上での方が良いんじゃないかなというふうに私は

思います。他の議員さんはどういうふうに考えているかわかりませんけども、私はこう言った

ハード事業はもう清里には必要ないんじゃないかとこういう風に考えております。 

 

○生涯教育課長 

 町民プールの整備事業実態につきましては、事務レベル段階あるいは一部水泳の協会の方と

かとの話といたしましては、数年前から大分老朽化しているということがありまして整備が必

要ではないかという論議をして来ているところでございます。 

その中で町民プールの必要性というところにもなって来ると思うんですけども、先ほど申し

上げましたそういった健康増進ですとか子供たちの泳ぐという部分さらに実際に学校の授業と

しても、清里小学校の水泳授業また中学校も昨年から学習指導要領が変わりまして体育の中で

水泳の授業を取り入れていかなければならないということを踏まえて、本町にプールと言う施

設につきましては必要不可欠であろうというふうに認識をしております。その中で今後に将来

的な部分につきましては、今の町民プールの他に町内には光岳小・緑小と言うことで学校プー

ルもございますけども、プールの全体的な今後の方針と言う所も含めて、町内にプールが全く
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ないということには、中々難しいと考えておりまして、これをどうやって整備していくかとい

うことで昨年改修の方法もないかということで検討してきた所でありますけれども、この内容

につきましては前回にもお話をいたしましたが改修をするにしても、将来的に使用して行くた

めには３億を超える予算が必要になってくるということがございまして、交付金を活用するこ

とによって町としての持ち出しを出来るだけ少なくした中、また機能的な面でもこれからの住

民のニーズに対応しうる施設整備をしていく必要なことから、この建て替えをさせていただき

たい。事業費につきましては現在概算ということで見込んでおりまして、おっしゃるとおり６

億円を超える事業ということで大変な事業費になってくるわけでございますけども、これら整

備は必要というふうに認識しておりますので、これを整備し有効に活用して行く必要があると

いうふうに認識しているところでございます。 

 

○池下委員 

 確か去年の１２月でしたか、一部補修しましたよね。確か２８０万位かかったかなと記憶し

ているんですけども、こうやって我が町も、どんどん人口も減り、本当に少子高齢化が進んで

いる中で、こういった大型事業、私だけが反対してもしょうがないんですけども、もう少し町

の全体を見た中で、うちの町の身の丈に合った事業を進めて行った方が私は良いんじゃないか

なというふうにそう捉えていますけども、ここに大規模の改修金額も３億４千５００万円って

出ていますけども、現状のままのプールじゃ無理なのかなと。何か不具合があった時に補修を

していく方向じゃ駄目なのかなというふうに私は思いますんで、他の議員さんの意見も色々と

聞いてみたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 現在のプールの改修、今年の春先にさせていただいておりましたけども、本当に応急的な措

置ということで緊急的にさせていただきました。本来であれば一部天井の部分を剥がしまして

鉄骨の内部ついても調査し、また屋根天井の下地材ついても、全面的な調査をしたところでご

ざいますが現状といたしましてはその天井部分については、これは長期にわたって使用できる

ものではないということで、今年春にやった改修は錆が落ちてこないようにということで応急

措置をさせていただきましたが、今後２年３年経てばまた錆が腐食が進んできまして使えない

状況となって来ると思われますし、屋根本体が何年か経つと崩落の危険すらあるというふうに

その時点での内容が出て来ておりますので、これにつきまして、まだそれが２年３年直ぐとい

うことではございませんけども、何十年先使用していくとなると、本当に躯体的な部分の改修

をしなければならないということで、この３億４千５００万円という金額が調査で出て来たと

いうことになりますので、建て替えをしかなければならないというふうに認識をしているとこ

ろでございます。 

 

○加藤委員 

 プールについては、今池下委員の言われたように改修も色々とされてきた。ただ現状として

今後に向けてどうにもならない状態だっていうことの中で、今回の設備と言うのはある意味で

はやむを得ないのかなと。改修にあたって当然のようにこの健康増進やこういう関係の部分も

やっぱり充実活用されることを望みます。と同時に、今４カ月使用を６カ月間に延長するとこ
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ういうような表現があった訳ですが、利用期間の延長は非常に好ましいことなんですが、その

ことによって現状のランニングコストがさらに膨大になる、利用者との兼ね合い、こういうこ

とがあると思うんで、新しくしたから半年間活用してランニングコストがかかるような施設運

営というのはいかがなものか。そのことよりも利用されて延長が望むという環境が整った時点

で、再度延長をかけるとしていただきたいなと、このように思うわけです。 

最終的に当初からこのプール補修でいくのか、新築でいくのか形の中で補助金をついて整備

をしていく。結果的には持ち出しが少ないと言うことで、結果的には同等になるんだろうと思

うんですが、私はそのランニングコストの面から現施設の跡地に温水を使うということで一番

効果があるだろうということでこの場所にしたんだろうとふうに捉える訳ですが、それ以外の

設備導入においてこの約８千万円の経費が見ているわけですが、現状の全国にあります北海道

寒冷地におけるそのプールの中でランニングコストのかからないような設備導入。事業費を抑

えるだけでなくて今後のランニングコストを十分に踏まえた設計環境というものを短期間にも

実績計算して、来年度すぐ予算付けがやれると言っているんですが、ランニングコストを最大

限に押さええる事とやっぱり使いやすさ。時間がないということを前提に済まさないで、是非

取り組んでいっていただきたいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 ランニングコストの面につきましては、最もその温泉施設の利用しやすい場所をということ

で現施設の建て替えを考えており、また太陽光による熱源の導入も予定しているところでござ

います。現時点におきましては４カ月間の中で夏場の一番気温の高い時期と言うこともござい

ますけれども、そういう光熱水費部分ではおよそ４か月間で１００万円程度ということでござ

いまして、それが前後に伸びることで、やはりその気温がどうしても低くなる面から、単純な

４で割った月プラスとはならないと思いますけれども、その辺は緩和をしながら進めて行きた

いと。また逆に期間を延長する事によりまして、健康づくり等の面または現時点においても、

実際は少年団活動ですとかそういった部分ではもっと利用期間を伸ばしてほしいという要望も

ございますので、そういった要望を踏まえて、その利用の状況もを踏まえながら、この期間に

ついては、また慎重に検討して場合によってはオープン後も、見直しは行うということは当然

必要になってくるかと思います。そういった効率的なエネルギーの活用という部分につきまし

ても、以前池下委員の方からも地熱の利用はどうなんだろうかというお話もございまして、ち

ょっとそちらも建築方で調べていただいたところがございますけれども、やはり設備投資に、

１億円以上は超える金額が必要になってくるということで、そうなってくると中々整備すると

ころが非常に難しいという所もあります。今後もそう言った有効なエネルギー活用が出来ない

かどうかと言う所も１２月で予算補正させていただきましても１カ月ちょっとはございますの

で、そういった部分ついても十分検討させていただきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

 

○池下委員 

 この整備概要のところで、町有林を始めとする地域の木材を有効利用したいということなん

ですけども、確か前回の委員会の説明では、うちの町の木材使わないという話をされていたよ

うな気がしたんですが、その辺いかがでしたか。 
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○生涯教育課長 

 うちの町の町有林が実際に伐期を迎えていますけども、それが使えるかどうかがちょっと不

明確ですと言う話はしたと思うんですけども、その辺は現在産業課の林政の方とも、すでに調

整をしておりまして、全部、その木材使用する分を全部カラマツとかを使えるかというところ

は、これから実際に実施設計してみないとわからないところはわかりますけども、出来る限り、

町の木材は使っていきたいというふうに考えております。 

 

○池下委員 

 前回の資料に厚寒の町民プールの写真が載っているんですけど、こうやって中見ますと結構

木材使っていると上の梁なんかも木材こういった形式になっていくでしょうか、それとも鉄骨

でやるっていう方向でやっていくのか。 

 

○生涯教育課長 

 前回の写真もあまり大きくなくて申し訳ないんですけども、梁の部分が集成材でして、それ

をカラマツとかで集成材を作りまして処理していくと、また柱もそういった材料を使っていく

と。あと内装の壁なども出来る限り、地元の札鶴ベニヤさんとかで作成できる材を活用するこ

とが可能となっておりますので、その辺で設計の中で進めていきたいと考えております。 

 

○池下委員 

 そういった木材によるという自然に優しいエコ的なものでも有効利用した方が良いのかなと

いうふうに思うんですが、そういった中でも６億２千万円と言うのは、全体予算ですけどね６

億２千万円。確か私の記憶だと緑清荘がこのくらいの金額じゃなかったかなと。その時議員じ

ゃないんで細かな数字まではわからないんですけど、結構大きな金額なんだなというふうに捉

えた訳なんですが、こんなにかかるもんなんですか。 

 

○生涯教育課長 

 実際プールの整備、平成２１年あたりから内部では検討してまいりまして、その中で今回の

計画案としてお示しした平面図つきましても既におよそ内部で固まって来た部分でございま

す。その中の概算の事業費といたしましては、その時点におきましては約４億２千万円程度と

いうことで数字が出ておりまして、正直今年の春先までは、そういった事業費進めるだろうと

いうふうにこちらも考えておりましたが、先ほども若干申し上げましたが東日本大震災の関係

またはこれから東京オリンピック開催、消費税のアップと言うことで新聞等でもご覧いただい

ている部分あると思うんですけども、公共事業ついて単価がどんどんどんどん上昇しておりま

して入札が成り立たないという事態も発生しているところでございます。 

今後につきましても、この状況、さらに東北方面への、人の流れ、資材の流れが出てくると

予想されますので、それを踏まえた現段階における数字ということで、建築担当に算出してい

ただいた数字でございます。この中で今後実施設計を進めていく上で、当然地元の材を利活用

するうえ、また経費的にも出来るだけ低減した中で設計を進めて事業費は出来るだけ抑えてい

きたいというふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 
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○前中委員 

 町民プール建替に関しての議論の中で、やはり安全性の耐震の部分で建替、色んな意見があ

りまして、やはり学校教育の場でのプール授業っていうのは、これ中学校も義務教育の中に盛

り込まれたっていう経過もあります。それともう一つ健康増進と言う部分で、やはりいろんな

部分、国保会計の中でご高齢の方々の健康増進対策とリラクゼーション部分での活用で少しで

もそういう国保会計も軽減策に仕向けるようなプログラム等やはりこれからも町民プールの活

用では充実していければ、本当に町民に愛されるプールづくり。それと学校で言えば現状の中

では小学校、光岳、緑もあるんですけども確かにプールの維持管理現状の中でもやっているん

ですけども、それらも今後発生するであろう活用の仕方もトータルに判断しなければならない

のかな。 

もう１点維持管理ランニングコストの話出た中で、かなり温泉熱の利用そしてもう一つ太陽

光の利活用と言うことで提案になっている部分、これはやはり今の時代のニーズに合った部分

なんで、これは大変良いことだと僕は思いますし、もう一つコストアップになると言う部分、

木造だから、コストアップになっている。地場産の集成材を活用するとその鉄筋コンクリート

よりは高いのかなと言う部分ありますし、ただそれに伴う耐用年数とはそんなに遜色ないのか

と僕も思ってますんで、耐用年数ちょっと確認したいんですけども。まあほとんど同じという

ふうに捉えて良いのかどうなのか。ちょっと確認なんですけど、もしはわかればお聞きしたい

んですけど。 

 

○生涯教育課長 

 今回木造での建築を行うということで、確かにその部分鉄骨鉄筋よりもコストはあがってく

るということで、今の試算の中でもあげております。平米単価でおおよその金額ですけれども

平米単価にして３，４万程度は、上がってくるんじゃないかなというふうな試算も出ておりま

す。ただ先ほど申し上げました地域の木材活用と後はそういった交付金の活用と言う部分で、

木造でしていきたいと、耐用年数におきましてはこれも向こう３０年使うと言うことであれば、

きちっとした木造にしろ、鉄骨にしろ、やはりきちっとした維持管理と言うのが、必要になっ

てまいりますので、その辺を十分既に木造で建築しているところのそういった維持管理手法な

ども、勉強させていただいておりますので、そういったことを今後もしっかりとして出来るだ

け長寿も出来るようにしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 

○畠山委員長 

 他ございませんか。それでは生涯教育課これで終らさせていただきます。どうも、ご苦労様

でした。２番次回の委員会の開催ということで事務局 

 

○議会事務局長 

 次回の開催につきましては、１１月の１９日火曜日を予定しております。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ３番その他、委員の方で、その他ございませんか。なければ事務局ないですか。 
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  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第１０回総務文教常任委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時２６分） 

 


