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第６回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年７月１０日（水） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１１時２３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．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 

 

    ※産業福祉常任委員長 村 島 健 二 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■副町長        宇野  充 

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

 

 

○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６回総務文教委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 今日は町からの協議・報告事項ということで、総務課の案件でございます。説明をお願いした

いと思います。 

 

○総務課長 

 それでは総務課より、清里町レストハウスについて、その経過と今後の方向性について説明さ

せていただきたいと思います。 

 清里町レストハウスにつきましては、清里町レストハウス条例に基づく町管理の施設でありま

して、㈱レストハウスきよさとに賃貸で貸与しているという物件であります。 

 この㈱レストハウスきよさとが、６月３０日をもって営業を終了したということで、閉店まで

の直近の経過と今後の対応について、所管委員会にご報告申し上げまして、ご理解を願うところ

であります。 

 既にご案内のとおり、レストハウスきよさと施設につきましては、清里町レストハウス条例に

規定されている施設を、清里町と㈱レストハウスきよさととの物件の貸与契約により、運営して

いる施設であります。このレストハウス設置条例につきましては、昭和６２年１月に制定の条例

であります。 

 ㈱レストハウスきよさとにつきましては、平成２５年３月３１日で第２７期の決算年を終え、

今期第２８期を迎えたところであります。㈱レストハウスきよさとの営業終了に至る直近の経過

については、６月２０日に開催された議員協議会で町長から説明を申し上げたところであります。

私からの説明も重複するところでありますが、説明させていただきたいと思っております。 

 営業終了、契約解除の正式な申し入れがあったのは６月１８日、㈱レストハウスきよさと代表

取締役 池田氏他役員４名の方が来庁し、前日１７日の臨時株主総会で、㈱レストハウスきよさ

との解散について議決・承認されたという報告が町長にあったところであります。また、運営し

ているレストハウスきよさとにつきましては、６月３０日をもって閉店するという申し入れがあ

りました。これにつきましては、６月２０日の議員協議会で説明したところであります。また、

６月２５日には代表取締役 池田氏が、清里町と㈱レストハウスきよさととの物件の貸与契約は

７月３１日付で解除したいという契約解除の申し出を、６月２５日に受けたところであります。

その際、会社の経営についてもなかなか厳しく、６月２５日においても赤字の状況にあるので、

施設の使用料についても減額免除の申請をしたいというお話があったところであります。これら

を踏まえて、７月１日には議会の正副議長、両常任委員長の打合せを開いていただき、経過説明、

また今後の町の考え方について説明を申し上げたところであります。その際、現状の形態で新た

な運営の事業者の公募を行いたいという旨の説明を行ったところであります。これにつきまして

は、今日開催の所管の常任委員会で説明を行うということで、話が終わったところであります。 
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 従いまして、今日の常任委員会につきましては、今後の町の考え方について説明を申し上げる

ところであります。 

 考え方ということでありますが、これにつきましては、先ほど申したとおり現状のスタイルの

中で新たな運営業者を公募するという町の考え方に基づきまして、今、別紙でご提示申し上げて

おります募集要項（案）を、これから説明させていただくというところであります。 

 今後の対応についてでありますが、清里町レストハウスに関わる今後の対応について、先ほど

経過の中でもお話したとおり、施設の現状の形態で新たな運営業者を公募すべく、運営業者募集

要項を制定するという考えでおります。募集要項（案）について説明させていただきます。 

 １の内容については、レストラン機能、売店機能、宴会場機能を活用する事業者とするもので

あります。現在のレストハウスの施設の機能につきましては、まだまだ使えるという十分な機能

を持っておりますので、これらの機能を活用すべく、活用できる事業者を募集するところであり

ます。 

 ２は施設の概要でありますので、説明は省略いたします。 

 ３の施設の使用料でありますが、条例上の使用料は２３０万４千円でありますが、昭和６２年

当時の積算は、建設費２億４千万円の２分の１を耐用年数５０年として積算した金額であります。

使用料につきましては、築後２５年以上経過という状態を踏まえ、早急な条例改正が必要と考え

ておりますので、現在の考えとしてはそれらの経過を踏まえた中で、現行の料金の２分の１程度

の金額という考えで条例改正をすべく、料金を規定しているところであります。今後、早急な条

例改正を行うと考えておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 ４は応募資格であります。食品衛生責任者の資格、風営法非該当事業者、貸金業法に規定する

法人・個人。 

 ５、６、７、８は応募関係の書類であります。これにつきましては、現地説明会を実施してま

いるという表現であります。 

 最後は選考評価基準であります。 

 こういった募集要項（案）ということで、現在作業を進めておりますが、ご理解を賜れば７月

中旬～８月末を第一次公募期間として考え、公募を行ってまいるということであります。 

 これが、現在の施設に関する町の考え方ということで、ご理解願いたいと考えております。 

 以上、雑ぱくでありますが、経過と今後の考え方について、説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 レストハウスについて、説明していただきました。最初に経過について口頭で説明がありまし

たが、これについて何かありましたらお受けいたします。 

 

○加藤委員 

 ６月２０日の議員協議会で聞いた内容でしたが、基本的に６月１８日に報告を受けたというこ

とですが、レストハウスとの規約と言うか、今年度２８期の契約というのは、４月１日の６ヶ月

前に契約をなされていたと思うわけでありますが、その中で、事業内容における２８期の実態と

いうものを十分に町は理解をしていたのかどうか、確認をしていたのかという点について、お伺

いしたいと思います。少なくてもここ２、３年間は賃貸料の免除という経営内容だということは

報告があったわけですが、こういう形の中から、この２８期の契約を結ぶ時点で収支状態、そう
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いうものについてどうなのかという確認を、きちっとなされたのかどうなのか。 

 

○総務課長 

 契約上、半年前に次期の契約をするかどうかということの確認でありますので、その際には、

㈱レストハウスきよさとの経営状況、経営内容については把握と言いますか、調査はしておりま

せん。ただ、その段階で、次期も契約をするという意思の確認のみでありますので、その段階で

の会社の経営内容等について把握をしていたのかと言えば、把握していなかったということであ

ります。 

 

○加藤委員 

 減免措置があるわけですが、それが２年間続いてきた現状の中で、これを回復する見込みがあ

るのか、あるいはその努力をしていただくような注意事項と言いますか、その辺については、き

ちっと書面あるいは口頭でお伝えしたのでしょうか。 

 

○総務課長 

 平成２３年当時の町と代表取締役 池田氏との協議の中では、経営内容あるいはサービス内容

の改善を行って、収支を改善していくというような協議の記録は残っております。従いまして、

経営内容の改善について、改善に向かって努力をされているという捉え方を、当時はしておりま

す。 

 

○加藤委員 

 非常に問題が大きいんです。それは、今、課長が募集しますという形で募集要項の説明をされ

ました。ということは、今あるレストハウスの施設、レストラン部門、売店部門、宴会場部門を

活用できる業者と。この一体を活用して２８年間営業してきた所が今、閉鎖されるという状況な

んです。その実態の内容が、会社の内容どうのこうのではないんです。この運営状態の中で、マ

イナスが出た内容がどこにあるのか。これがはっきりしないと、募集しても赤字が出るというこ

とですよ。ましてや施設の使用料を１２０万に改定したいということですが、これすら不可能だ

という可能性が出てくるんですよ。基本的に６ヶ月前に次年度の契約をする時点での町の施設の

契約の仕方、ましてや事業を閉鎖するにあたって、１８日の日に言って、６月３０日で閉鎖と。

そして、それを１８日に聞いて、議員協議会で２日後に開いて、迅速に情報の提供は良いですよ。

でも、この間内容の整理やそういうものをしてきたのかどうなのか。今日が初めての公の会議な

んですよ。現状の説明をしただけで、さぁ、だめだったから次やりますって。何の責任も感じな

いのですか。 

 

○総務課長 

 １点確認でございますが、新年度の契約の更新を行ったのは新年度に入ってからです。３月３

１日です。半年前というのは、再契約の意志があるかどうかの確認でありまして、契約行為は行

っていないということを、ご理解願いたいと思います。 

 もう１点、町としてこういった契約の解除なり、レストハウスの閉店に対して責任を感じてい

ないのかというお話でありますが、当然、契約の途中解除でありますので、町としての責任は、
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責任を感じていないのかということであれば、責任は感じているというのが実態でございますの

で、ご理解願いたいと思います。 

 

○加藤委員 

 責任を感じていますという言葉だけで、じゃあどういう責任を取ろうとしているんですか。 

 

○総務課長 

 ご理解願いたいのは、あくまでも㈱レストハウスきよさとの経営状態の話でありますので、そ

のことと、賃貸関係を結んでいる町との間では、㈱レストハウスきよさとの経営内容や経営状況

に何ら指示・指導はできないということは、ご理解願いたいと思います。その点、よろしくお願

いしたいと思います。 

 

○加藤委員 

 そこはわかりますよ。そこはわかりますが、町の施設を契約した以上、１年間持続されるのは

原則でしょう。その判断ミスをしたという大きな問題があるんですよ。 

 

○総務課長 

 半年前に契約をするかどうかという部分での確認行為、あるいは３月３１日付で新たな契約を

したという契約行為、これについては、当時のレストハウスの経営状況、経営内容から見て、そ

れが正しかったのかどうかというご指摘かと思いますが、それについては、経営努力なり、経営

内容の改善ない、そういったものを踏まえていけば十分やっていけるのかなというところの判断

で契約したと考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○加藤委員 

 一番問題なのは、今の時点でもあの施設はそのままの状態でも黒字が出る施設だと理解をして

いるということですよね。町としては。 

 

○総務課長 

 経営の方法なり、経営の中身なり、またサービス内容等について、それなりの企業努力なり何

なりをすれば、経営はやっていけるのかなという判断の下、募集をかけるという状況であります

ので、ご理解願いたいと思います。 

 

○田中委員 

 今、町の考えを聞いたわけですが、そういうことで募集をしたいと。これは町民もみんな本当

に心配されている問題だと思うのですが、今から募集をかけて順調にいったとして、もし、やる

と言う人が出てきたとしても、９月とか１０月ぐらいの再開になると思うんですけども、そこら

辺、私も見ていていろんな問題があったとは思うけども、町の対応が遅すぎる気がするんですよ

ね。私も３月の予算審査の時に総括で、ちょうどその時の議会会期中に昼食を食べにレストハウ

スに行ったら、売店も無くなって、結構寂しい状況になっていたわけで、そのことも言ったわけ

ですけども、その時の町長の答弁としては、経営者とよく相談しながら悪いような方向にはいか
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ないように協議を進めていくと、そういう答弁であったかと思うんですよね。そこで町長にも昼

食でも食べに行ったらどうかと言ったら、私も行って見てそういう状況を知っているという答弁

だったので、そこら辺のおおよその中身について、あまり上向きの状況ではないなという判断は

されていたと思うけども、そういう時から見て、向こうから言ってくるまで放っておくとか、こ

の辺はやっぱり町の責任も大きいと思うんですよね。経営者に口出しできないと言うけど、それ

は任せた部分ではそれはそれで別として、町のするべき対応がもっとあったんじゃないかと。終

わったことを追及してもどうしようもないのかもしれないけども、これからのことを考えていく

のも重要だけども、どうも対応が遅すぎる。そんなふうに思うんですけども。 

 

○総務課長 

 この一連のレストハウスとの契約の中で町がとってきた対策というのは、減免規定に基づく使

用料の免除、これが町が行ってきた対応ということでありまして、それ以外の対応につきまして

は、ご案内のとおり、経営状況、経営内容の問題でありますので、経営方針の問題でありますの

で、なかなか行政が立ち入ることはできないということを、ご理解願いたいと思っております。 

 また、指定管理や業務委託であれば、経営内容や状況を調査し、指導・助言はできると考えて

おりますが、これにつきましてもあくまでも賃貸契約に基づく関係でありますので、なかなかそ

こまでできないというのは、ご理解願いたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 参考までにお聞きしたいのですが、基本的に減免措置をしたという部分については、ただ向こ

うから困ったよと言って減免措置をしたわけではないと理解するんです。経営の中身を見て何と

かという部分では当然、関知をせざるを得ないという現実があるんだろうと。だから、半額にし

たり、ただにしたりという流れがあるのではないかと。その辺の流れについて。 

 

○総務課長 

 それは、決算書の確認をさせていただきまして、全額免除を行ったという経過はございます。 

 

○畠山委員長 

 それで、介入はできないと判断したと。 

 

○総務課長 

 その決算書の中身をもって、経営の内容について、行政が民間企業に対して経営の内容に踏み

込むということはできないというのが実情であります。 

 

○畠山委員長 

 それでは、例えば、今度新しく次の人が出てきて、また困ったよと。そして、決算書を見て悪

かったらその可能性はあるという捉え方で良いのかどうか。 

 

○総務課長 

 設置条例に基づいて判断していくというのであれば、決算内容を見て減額・免除について対応
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していくということは、やぶさかではないと考えております。 

 

○勝又副委員長 

 いろいろと今、説明を聞いたわけだけど、今の話だと、経営の内容・方針には踏み込んでいけ

ないと。そして、決算の内容を見て、対応としては減額もあると。そうなると、今度また募集を

かけて、また同じことをやろうとしているんだよね。介入できないにしても、辞めてしまってか

らいろいろ探ってというのは良いのかわからないけども、きちっとそのことが検証されないと、

また同じようなことで歩んでいく格好になってしまうのではないかなと。それでいて、依然とし

て問題点は改善されないという部分がある。スムーズに次が決まれば良いけども、決まらなかっ

た時には、いつまでも募集をかけてずっといくのかなと。 

 もう１点は、町としてこの施設に対する捉え方と言うか、考え方なんだけども、最悪応募がな

かった場合には、どんな方法で維持していくのかということも考えているのか。いなかったら壊

してしまうのか。そういうようなところまで、話を詰めているのか。 

 今の経営陣の中には会社を経営している人もいるわけで、その人たちが何人か寄って、やって

きた経営がうまくいかなくなって、そして辞めたわけですから、じゃあ、それ以上のすばらしい

経営能力がある人がいるのかどうか、わからないですけど、また同じ道を歩むようなことが危惧

されるんですよね。そこら辺も含めてきちっと捉えて、今後のまちづくりに向けてのレストハウ

スに対する考え方も、きちっと打ち出した形の中で、次の募集とかそういうものをかけていかな

かったら、僕はなかなか難しいかなと思うのですが、どうでしょうか。 

 

○総務課長 

 ご案内のとおり、あのロケーションとして、焼酎工場があり、ふれあい広場があり、道道摩周

湖斜里線の沿線であり、といった部分での施設のあり方、機能については、まだまだ十分に活用

できる機能があるのではないかということの考えで、新たな事業者を募集していくという考えで

あります。 

 もしも、応募者がいなければどうなんだというお話もありますが、当面はあの機能を活かして

くれる事業者を公募していくという考え方で進んでいくのかなと思っております。町全体的なデ

ザインの中で持つ施設のあり方については、勝又委員ご指摘のとおり、当然、構想なり、考えを

持たなければいけないと考えておりますが、今の町の考え方としては、今ある機能について、あ

のロケーションで活かしていただける事業者を公募していくんだということで、今進めていると

ころでありますので、町全体でのデザインの中でのあの辺の位置付けなり何なりは、総合計画の

中でも謳っている事項でありますので、考えていかなければならないものだと思っております。 

 

○勝又副委員長 

 町の考え方として、焼酎工場を含めて、施設としての位置付けはわかります。わかりますが、

そこのところを重視しているとすれば、重視しているような考え方で、次の公募も考えていかな

ければならないと思うんですよね。同じような形で、こんなことでまたやっていけるのかという

ことではなく、きちっと次に向けて、ある程度やり方を少し変えていくような形を取らないと、

僕は同じような道を歩んでしまう気がするので。町が最悪、直営ででもやっていくという考え方

があるのなら、それならそれでも良い。でも、町はあくまでも事業者を入れてと。でも、経営内
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容や方針には立ち入ることはできないと。それでは僕は、先に進んでいかないような気がするん

だよね。指定管理という方法もあれば、いろんなことを模索して、あくまでもこの施設を重要視

していると、ここの部分を最大限に活かしてもらうような考え方を取っていくとすれば、僕は今

までと違う形での取り組み方が必要じゃないかなと思います。 

 前にやっていた人のことをどうこうと、あまり言いたくない部分なんだけど、そのことに立ち

入らないと、僕は次が見えてこないような気がするので。だから、嫌な話だけど、経営の内容な

どがきちっと検証されないと、僕は先が見えないと思いますが。 

 

○総務課長 

 ㈱レストハウスの経営の内容を分析して、次に活かすというようなお話でありますが、そこに

ついては行政が立ち入ることはできないと、ご理解願いたいと思っております。 

 

○加藤委員 

 今、勝又委員も言われましたが、これからのレストハウス、あの辺一体の運営をどうしていく

のか、非常に重要だと言われているわけです。だけど、今までも重要だったんですよ。今、課長

が言われたように、総合計画やグランドデザインで何回も形が作られてきているんですよ。そし

て、清里の商工会の主だった人方が運営してきてだめだったんです。だめだった原因はどこにあ

るのか。会社の内容ではないですよ。清里の明日の町をどう築いていくか。そのために参考資料

を提出してもらうことは、やぶさかではないでしょう。なぜ、その実態が、赤字の実態がどうい

うところにあったのか。それによって、経営の手腕によってはこのままの施設で運営ができてい

くのか、やっぱり施設の方向転換や面積やいろんなことを転換していかなければ無理なのか。こ

ういう方向を打ち出して、募集をかけていかなければならないんですよ。 

 それと、清里で一番大切だと言いながら、勝又さんがちらっと言いましたが、私は田中さんが

言われたように、実際に最短でいっても９月、１０月になると。町長が言う交流人口や庭園のま

ちで人が多いこの時期に、今までの清里のメインスポットを空けておくということにはならない

んですよ。私はむしろその間は、直営という話も出ましたが、臨時職員でも置いて、焼酎の売店

にするなり、トイレを開放するなり、閉鎖をすることなく、次の事業をしてくれる人を募集して

いく。こういう一つの大きな枠組みの中での活用をしていかなければならないんですよ。 

 会社の中身がわからないって、そんなことを一つも聞けないようなことで。最初に誰の要望で

あの施設を建てたんですか。町は会社と契約する時に、やってくれればいいですと言うだけで終

わってしまうんですか。そういう実態が今まであるとしたら、今やっている全ての施設で、これ

から同じ道を辿っていくということになるんですよ。ただ部分的に物事を追及していくのではな

くて、明日に向かっていくために協力してもらうところは協力してもらって、きちっとした形で、

言葉じゃなく、数字で検証しながら、そうしたら、どういう形でやっていくのか。 

 

○総務課長 

 幾度となくお話申し上げておりますが、企業の経営内容に対して、町が介入し、それの提出を

求めるということについてはできないことを、ご理解願いたいと思います。加藤委員、お話のと

おり、あそこを長期間、無人で手を加えないということはできないのでは、という話があります

ので、早急に公募を行っているということでありますので、ご理解願いたいと思っております。 
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○加藤委員 

 言葉は良いですが、時間的空白が起きるということの理解をしていないと。それだけ重要視し

ていないということなんです。 

 これについては、課長はこれ以上の答弁はできないと思うんです。町長というわけにはいかな

いと思うので、副町長に出席してもらって、同じことを聞いて、町のリーダーがどういう姿勢で

この問題に取り組んでいるのか、また、取り組もうとしているのかの話を私は聞くべきだと、提

案しますので、委員長に皆さんに諮っていただければと思います。 

 

○畠山委員長 

 まだ、２、３名の方からしか質問は受けていませんので、お受けするのか、今の加藤委員のお

話の中で、管理職ではこの答えはこれが限界だろうと。町長あるいは副町長を呼んで、お話を聞

くという１つの方法が提案されたわけでありますが、皆さんに相談ですが、まだこの話をもうち

ょっと詰めるか、それとも町長あるいは副町長を呼んでお話を聞くか、どちらにしたらよろしい

でしょうか。 

 

○池下委員 

 今、加藤委員が言ったように、課長は管理職だけども、これ以上の話は無理だと思うし、答弁

も同じなので、やっぱり町長、副町長の出席を求めて、その中で協議していくというのが大前提

だと私は思います。 

 

○畠山委員長 

 他の方はいかがですか。 

 

○前中委員 

 今、総務課長から説明があったんですけども、レストハウスに対する契約の状況は、あくまで

も賃貸借の契約条項ということで、おそらく決算書の提出ぐらいの中で判断したのかなと。ただ、

その判断の仕方がなかなか思うようにいかない中で、減免ということで経営者の方から挙がって

きた部分で、そこには町あるいはレストハウスの町のスポット、顔としての部分で、申請を受け

て減免措置で対応してきたと。はっきり言えば、補助金と言えば補助金かもしれない。 

 ただ、一つがっかりした点は、株主臨時総会で決議を受けた段階で、レストハウスの運営、本

当にこれから交流人口が、７、８、９月と大きな時期に、何らかの継続できる経営の術が無かっ

たのか。従来どおり、まだ解散していないのであれば、もう少し延長策でないが、そういうもの

を町は、最終的なレストハウスの閉店を今年度とか１２月末までとか、そういう方向性の中で町

として協議できなかったのか。その辺がやはり町としての取り組みがどうだったのかなというの

が、１点疑問が残ります。 

 もう１点は、ここで公募するとは言いますが、同じようにいろいろ書いてあって、同じ条件な

んですが、本当に町が口を出したいのであれば、ある程度の資本出資をしてこそ、行政が口を挟

めることであって、本来、出資も出していないのに、行政が民間企業にどうのこうのとは、何か

の時に絶対責任が付いて回るので本当に難しいかなと、僕自身は思うので、ちょっと皆さんとは
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違うかもしれませんが。もし、本来であれば第３セクターとは言いませんが、直轄でもないです

が、ほんの少しでも出資するのであれば、今後公募する中で、そういう新しい体制の中で町が１

０％、１５％の出資母体となって会社を作って、このレストハウスの施設を町側として運営する

のであれば、それはそういう方向性で考えなければならないと思います。そういうような検討を、

町がプロジェクトを立てて本当に議論しているのかなというのが、ちょっと疑問があるので、そ

の２点について。本当に町としてプロジェクトを立てて、町の顔であるあの施設をどうするんだ

というところが、やはり委員の皆さんがおっしゃるように見えないというのが、率直な意見なの

で、町長、副町長を呼んでいろいろ聞くのも良いんですけども、そういう話が現時点であったの

かどうかも、ちょっと確認したいと思いますので、説明願います。 

 

○総務課長 

 前中議員のおっしゃる、企業への資本出資なりで、行政の意見反映を行っていく方策もあると

いうお話がありましたが、そういった部分についての検討はしていないのが事実であります。説

明申し上げたとおり、現状の形での新たな事業者の公募というところでのみ、検討を行ってきた

というのが実態であります。 

 

○前中委員 

 今、説明があったのですが、マネジメント、経営に対しては口は出せないんですが、ハードの

部分は与えているんですよね。だから、言えるのかなと。 

 

○総務課長 

 あくまでも賃貸契約でございますので、施設を活用していただくという賃貸契約でありまして、

その活用の中での町の考え方なり、意見をどう言っていけるのかという部分については、今まで

話したとおり、契約行為の中でのお話でしかできないので、経営内容が良くない時には減免措置

を行うというところでの町の対応だけだったというのが実態でありますので、ハードは町の物だ

から、町も企業者に対してなにがしかの指示・指導ができるというお考えもあるようですが、そ

れについては、今後若干勉強させていただきたい。それが本当にできるのかどうか、ちょっと勉

強させていただきたいと思います。できないという判断で今までやってきましたので。 

 

○前中委員 

 １点、答弁漏れなんですが、６月末で営業を辞めますと。その後何とか年度内、１２月までと

いうアプローチは、町当局からは動いたのかどうか。そこを確認したいのですが。 

 

○総務課長 

 経過の中でお話申し上げたとおり、６月１８日に代表取締役 池田氏と他役員４名が、役場庁舎

に来庁し、前日の株主総会での議決事項について説明を行ったというのが全てですので、その段

階において、例えば、切れのいい１２月末だとか、３月３１日までというような営業の延長のお

願いなり、対応はしていなかったと。しなかったのが事実であります。それができるような状況

ではなかったということを、ご理解願いたいと思います。 
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○前中委員 

 状況ではなかったというのは、経営母体としての臨時株主総会の決議を順守するということで、

町はそういう対応だったんですよ。その前の段階で、本当にそれ以前の段階である程度の動きの

中で、水面下の動きはできなかったのかというところ。僕としてはもう少し何とかならなかった

のかなというのが見えないんですけども。 

 

○総務課長 

 答弁になるかどうかわかりませんが、何とかならなかったのかとか、何かできなかったのかと

か、行政として何とかならないのかというご意見は良くわかります。皆さんのおっしゃることは

良くわかります。こうなる前に何とかならなかったのかと。何ともならなかったんです。これが

事実です。以上です。 

 

○澤田委員 

 結論は、この場は委員会の承認と言うか、公募で進めたいということですが、執行者が決めた

ことなので、ここで課長の言うように、委員会ですんなりということにはいかないので。公募す

るにしても公募内容だとか、レストハウス自体の光熱費がえらい負担になったという話も聞くし、

同じ内容での公募はやっぱり無理ではないかと思うんですが。執行者に再度、詳しい話合いに応

じてもらうことで、公募できるか、できないかの判断で、課長の説明はこれで限度ではないかと

思います。 

 

○加藤委員 

 私は、副町長が同席した中で、いろんな論議を前に進めていく努力をした方が良いと思うんで

す。確かに課長の言うとおり、会社の経営については無理だと言うのはわかります。ただ、それ

は継続している時の話でしょ。努力をしたけどだめだったという実態。それは言葉ではなくて、

数字できちっと、こういう状態の実態の中で無理だったという内容を検証し、この施設のこれか

らの運営にあたって、どういう改善、どういう方法を基本的にしていかなければならないのか。

それじゃあ、何で２３０何万円を１２０万円にしたのか。その根拠は。全く出てこない。今まで

ゼロにしたので、規定は２３０万なので、半額ぐらいで進めたいくらいの話しかないわけでしょ。

これを１２０万と出したデータや数字がきちっとあるのですか。 

 

○総務課長 

 加藤議員がおっしゃる、１２０万の詳細なデータについて提出しろということであれば、今後

提示させていただきますが、ご案内のとおり、経過年数２５年を踏まえた形での２分の１という

のが、今ざっぱくに言える金額の積算だということであります。 

 ご案内のとおり、副町長が来て、ここで今後の方向性について説明しろということであれば、

それはそれでやぶさかではありませんが、この募集要項案についても、皆さんのご意見を十分に

取り入れた中で作っていきたいと思っていますので、これでコンプリートとは思っておりません

ので、協議の回数は今後も持っていきたいと思っておりますので、これがコンプリートではない

ということを、ご承知おき願いたいと思います。まして、これに関しては資料については条例改

正が必要な事項でありますので、町単独でできるものではありませんので、議会の同意を得た中
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での条例改正が必要だということを、ご理解願いたいと思っておりますので、今回が最初で最後

の協議の場だとは考えておりませんので、ご了解願いたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 最終結論を出すのはまだ早いので、ここで休憩を取りたいと思います。１０分休憩します。 

                               休憩  午前 ９時４８分 

                               再開  午前１０時００分 

○畠山委員長 

 休憩を解いて、再開させていただきます。 

 確認いたしますが、今後の進め方について、レストハウスの考え方について、町長あるいは副

町長の考え方をお聞きしたいという部分と、今までの提案の中では公募をするということですが、

ただ、そのやり方でいきますと、何ヶ月空くかわからないという中で、例えば焼酎工場の職員を

置いて、売店あるいはトイレを休まず営業するという、議員からの提案がございまして、その方

法について議員協議会を開催していただいて議員提案をするという、そんな話が出てきておりま

すので、その辺、町長、副町長と相談の上、どこまでできるのか。 

 

○加藤委員 

 委員会に副町長の出席を求めるのが失礼だと言うなら、議員協議会の開催を議長名でしていた

だいて、町長、副町長出席の下、議員提案のいろんなことの論議をしていけば良いと思うし、委

員会で本来的な物事を進めようとするのであれば、この場に出席を求めて、あるいはその内容に

従って進めていくという方法があるかと思います。ただ、時間的余裕を、少しでも空白を無くし

ていくというスタンスが必要だと思うので、方向性については今日中に結論を出すべきだと思い

ますが。 

 

○総務課長 

 今、委員長がお話されたのは、清里町レストハウスのあり方については、町の提案する公募要

項案については、長期の施設の閉鎖が予想されるので、これについては早急な再開といった部分

で、直営で清里町レストハウスを営業するという議員提案が今後なされると。ということは、清

里町レストハウス設置条例の条例改正を議員提案で行うということで、理解してよろしいのでし

ょうか。 

 

○前中委員 

 暫定的なというのは無理なのですか。今の条例を遵守すると、そういう形になるということで

すが。 

 

○田中委員 

 条例改正をしないでやれる方法はないのか。 

 

○前中委員 

 公募するまでのタイムラグを空けないための対応策としての議員提案というのが、ちょっと持
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ち上がったのですが。 

 

○田中委員 

 最低限、トイレと売店だけは開放すると。 

 

○加藤委員 

 その売店は、裏を返せば焼酎工場と一体であるわけだから、焼酎工場の直販店という形でＯＫ

でしょうと。そして、トイレも開放してということ。 

 

○畠山委員長 

 そこら辺、臨機応変にできるものがあれば、何とか提案して継続して休まないでやれないのか。 

 

○池下委員 

 公募して、事業者が決まるまでの間でということですよ。 

 

○田中委員 

 次が決まるまで、町も少しはリスクを負ってでも、閉鎖しないで続けていく。そういう議員の

提案だから。 

 

○池下委員 

 短期間で次の事業者が決まるという部分に関しては、それは良いことだけども、それはわから

ないから。 

 

○総務課長 

 ７月３１日までは、㈱レストハウスきよさととの契約が残っておりますので、これについて、

町がそこで営業するとか、直営でやるとか、云々かんぬんの話はできないと。 

 

○加藤委員 

 ちょっと待って。６月３０日現在で閉鎖しているんですよ。営業停止。それは形上はそうかも

しれないけども、逆に言ったら、その１ヶ月間やってくれという方法だって良いでしょ。 

 

○総務課長 

 その１ヶ月間は、閉鎖の準備期間です。閉鎖の準備期間のためにひと月間、契約を残している

ということを、ご理解願いたいと思います。 

 議員提案をされるということであれば、それはそれで構わないと思いますが、議員提案の仕方

として、あの施設を直営でやるべきだという提案については、予算の根拠なり、経営方法なり、

経営方針なり、これについてはきっちり議員の方で出していただくというのが本筋かなと思うの

ですが。 

 

○加藤委員 
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 そういう細部にわたった話の前に、あの施設を今シーズン空けておいて良いのかということで

すよ、課長。 

 

○総務課長 

 ですから、こうやって急いで、公募の案を提示させていただいているわけです。 

（「休憩」の声あり） 

○畠山委員長 

 休憩する前に、やはり課長の立場では言えない部分もあるので、町長あるいは副町長に出ても

らって、この委員会の雰囲気を聞いていただくことが必要かなと。 

 

○議長 

 議員協議会云々より、まず、委員長と副委員長で話をしてきてはどうか。 

 それと、課長との話が随分食い違っているような気がする。なので、休憩をかけた方が良いと

思う。 

 

○畠山委員長 

 では、休憩いたします。 

                               休憩  午前１０時０６分 

                               再開  午前１０時３８分 

○畠山委員長 

 休憩を解いて、再開します。 

 今、副町長とお話をさせていただきました。これから、町長と相談をしながら、レストハウス

の今後のあり方の部分と、これからの公募の仕方について、再度お話をしたいということでお願

いをしてきました。 

 それから、議員提案の部分も、まだ私もわからないのですが、するにしてもかなりの資料が無

かったら、本当にできるかどうか。要するにどのくらいかかるのか。ただ店を開けば良いという

だけのことではないので、かなり勉強会をしなかったら難しいのかなと。議員提案の部分につい

ては、議員協議会か何か別の会でする部分があるのかもしれないけども、それらについては時間

を置いて。副町長ともちらっと話をしましたが、きついぞという部分も出たので。 

 

○池下委員 

 まずは今、出席できるのですか。 

 

○畠山委員長 

 はい。来るまで、休憩いたします。 

                               休憩  午前１０時４０分 

                               再開  午前１０時５２分 

○畠山委員長 

 休憩を解いて、再開いたします。 

 それでは、各委員の皆さんからいろんな意見、提案が出ました。副町長に出席いただきました
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ので、レストハウスの運営の進め方、あるいは今後の方向性がわかればお話をしていただければ

と思います。 

 

○副町長 

 レストハウスの今回の事案につきまして、縷々総務課長からご説明申し上げたとおりというこ

とで、省略させていただきますが、今とにかく使える状況、いわゆるレストハウスの用途として

使える状況でございますので、まずはこの状況の中で公募をしてやれる業者さん等々がいるかい

ないかを探りたいというのが、町の気持ちでございます。いれば、その方に継続して運営をして

いただいて、今と変わらぬ位置付けの中でやっていきたいということでございます。いるかいな

いかはわかりませんが、いることを願っての公募をかけて、とにかく公募の良いか悪いかのご判

断をいただいて、前に進んでいきたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 これらに関して、何かあれば。 

 

○池下委員 

 先ほど委員長と副委員長に行っていただいて、その中で議員提案の話をされたと思うのですが、

その回答をいただいていないのですが。 

 

○副町長 

 議員提案の内容というのは、今現在クローズしている所、いわゆる７月末までは致し方ないの

ですが、その後の関係について、臨時的に開いたらどうだというお話だと思いますが、その件に

つきましては、町として直営でやるのは、なかなか難しいのではないかと。極めて難しい。それ

は、１つは売店と便所と言うお話をされていましたが、売店をするにしましても、品物を用意す

るノウハウもございませんし、いわゆる光熱水費の関係の予算措置もありますし、すぐに８月か

ら町が直営でやるという話にはならないのかなと。難しいということをお答えをさせていただい

たのですが。 

 

○池下委員 

 その辺の詳しいことを、委員長、副委員長が行って、３０分、４０分、いろんな話を十分話さ

れたと思うのですが、あまり難しく捉えないで、売店と言っても単に焼酎だけ置くのと、トイレ

だけ使用させてもらうというような観点からしたら、何が難しいのかなと。 

 

○副町長 

 焼酎を売るだけの売店という論議でありましたら、焼酎工場の中でも売っておりますので、そ

の辺はクリアできるのかなと思います。あと、お便所を利用させるということになれば、電気、

水道の光熱水費が月々かかるので、予算上の問題かなというところでございます。 

 

○池下委員 

 いろんな諸経費がかかるということなのですが、それは補正予算を組んでやるということで対
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処できると思います。あそこを閉めたままにしておくと、先ほどから委員会の中でも話が出たん

ですけども、町長が言っているように、要するにあそこをどういうふうに考えているのか。庭園

のまちづくりからすると、あの位置だって動線であるんですよ。私はそのように捉えているので

すが、町長自身がそのように捉えていないのかなと。やっぱり、あそこを閉めるということは尋

常じゃないと。そう私は捉えているんですけども。 

 

○副町長 

 もちろん、池下委員のおっしゃるとおり、あのレストハウスと焼酎工場のエリアについては、

町長も以前から申し上げておりますように、核として、町の観光施設の核として位置付けをして、

総合計画にも載ってございます。それが、こういうことになって、誠に残念な事態になっている

のですが、施設がクローズになって中断すると、これは大変なことなので、すぐに公募をしてで

も業者を見つけていきたいという気持ちが先に立って、今回公募させていただきたいという提案

になっております。 

 

○加藤委員 

 公募することに関しては問題ないと思います。ただ、公募していく、今、副町長が言われまし

たが、核ですよと言いながら、全く同じ施設の環境のまま維持できるのかということなんです。

その確認を、先ほど課長にも言ったのですが、２８期の契約をされて、解散を６月１８日に通告

されて、６月末で閉鎖されていってしまって、再募集をかけても、９月、１０月になっちゃうで

しょ。最終的に今シーズン終わってしまうんですよ。そしたら、早急にという言葉がありながら、

今シーズンは空白のまま行っちゃうんですよ。そうすると、今年やっているだろうと思って来た

観光客やそれらの人、次のリピーターは来年から求められなくなるんですよ。再募集することは

良い。だけども、再募集するにあたって、先ほどから皆さんから出ているのは、大切だというビ

ジョン、そのビジョンをきちっと提示して、募集をかけていかないとならないんですよ。この提

案で募集をかけて、いなかったら内容を変えて募集しますという話ではないんですよ。レストハ

ウスの今日までの役割、生い立ち、そして今、ここで不幸にしてこういう形になってしまって、

改めて焼酎工場とレストハウスを中心としたこの場所をどうしていくかということなんです。レ

ストハウスはレストハウス、焼酎工場は焼酎工場でいくんですかってことですよ。そうではない

でしょ。「焼酎は焼酎工場で売れます。こっちは今開けたら金がかかります」そんなこと言われ

なくてもみんな知っていますよ。だけど、明日に向かってこの町を築いていく時に、必要なら空

けない継続性でどうやっていくのか。それを乗り越えていく。それが選出された議員の皆さんが

その努力を払うべきだと言っているんですよ。その方向に向かって、「１日、２日、時間をくだ

さい。データを出します。そのデータを基に議員の皆さん、もう一度判断してください」と言う

なら良いですよ。でも、最初から「無理ですから、この提案をのんでください。」って。 

  

○田中委員 

 募集をして、早急に次の経営者を探すということについては、本当に早急にやってもらいたい

と思いますが、やはり、その間みんなが指摘しているように、少なくとも４ヶ月とか、６ヶ月と

か、そのくらいの休業になろうかと思いますが、あそこの施設を休ますということについて、町

はどう考えているのか。仕方ないと思っているのか。今までやっていた人に辞めたと言われて、
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これは仕方ないなと思っているのか。でも、レストハウスがそれだけの期間休んでいると、町民

も納得しないと思うんですよね。仕方ないで済むのか。だから、できればいろんな問題があろう

かと思いますが、少なくともトイレだとか。私はトイレだけ解放というよりも、焼酎の販売でも

できる範囲で良いからやってはどうかと。それがとりあえずの策かなと。 

 

○加藤委員 

 少なくとも、横に広場があるんですよ。そこで遊んでいてトイレに行きたくなったら、焼酎工

場の階段を上がって行けということですよ。今の副町長の話だと。 

 早急に募集したいということですが、今シーズン終わってしまうんですよ。閉鎖された施設あ

るいは倒産した施設が再開されても、意外とうまくはいかないんですよ。どんな形でも持続され

る努力は必要だと思うんです。大変だ、大変だと言うのであれば、資産のデータを早急に試算し

てみて、「議員の皆さん、本当にこれでもやるんですか」という提案をしてください。私はそう

いう逆提案をしたいと思います。 

 

○池下委員 

 先日、にぎわいまつりがあって、３千人くらいのお客さんがいたと思うのですが、９０何％の

人があそこのトイレを使っているんです。副町長も行っていたからわかると思いますが。やっぱ

り、あそこは無ければだめなんですよ。町の核として、顔として。その辺を町がどういうふうに

していくかということを、もっと本気で考えてもらわなきゃ困るんだけども、こういった委員会

の中で、進まないという方向でいくのであれば、私は町長が出席した議員協議会を早急に開催し

てもらうことを提案します。 

 

○副町長 

 今、加藤委員、池下委員の発言の中に、今回、せめて売店とトイレを利用できるように、開放

してやったらどうかというご意見です。それに対するデータ等を揃えて提案してくれという話で

すので、それは資料として、いろんなやり方があろうかと思いますが、思いつくまま話をして申

し訳ないのですが、例えば、町直営ではそういうノウハウが無いので、どなたかお店屋さんにや

ってもらうという方法もあろうかと思います。ただ、それには人件費等の費用や光熱水費の費用

等の整理をして、皆さんにお示しして、これでシーズンを乗り越える分、３ヶ月、４ヶ月、それ

でよろしいかという提案になろうかと思いますが、それでよろしければ、うちの方で揃えたいと

思います。 

 それと、町はあの施設をどう思っているのか、仕方ないと思っているのかというご意見もあり

ましたが、決してそのように思っているわけではなくて、町長が一番残念がっている事案です。

しかも、あそこのレストハウスのエリアを、今後どうしようかと思案している矢先の事案ですの

で、一番ショックを受けているかと思います。 

 そういうことで、もしお時間をいただけるのであれば、資料を揃えて、そちらの方にお任せい

たしますが、資料を提出する機会をいただければ、また協議をさせていただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 副町長にもう一度確認しておきます。非常に経費がかかって難しいですという言葉だと思うん
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です。それから、今言われたように、大変苦慮しているという言葉があるんです。だから、それ

を一体で前に進むための最善の方法を考えた時に、今回、やむを得ないのではないだろうかとい

うのが議員の意見なんです。そのことに、具体的に数字を出すので少し考える時間をくださいっ

て、最初に言うべきなんですよ。前向きに検討しますって。それは無理ですという表現なら、今

の行政はそういう体制で動いているからだめなんですよ。 

 

○副町長 

 一度も、無理ですという話はしていないはずです。難しいという話です。 

 

○加藤委員 

 同じだって。 

 

○副町長 

 違います。あの施設が今までどれだけ清里町に寄与されたかということは、皆さんもご承知の

とおりだと思いますので、決して町が仕方ないと考えているわけではありません。 

 それから、今後の話になりますが、資料を揃えて皆さんにご提案して、まずは公募をかけて良

いかどうかの許可をいただいて、公募をしながら、並行して今後どうするのかという検討もさせ

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○加藤委員 

 副町長、公募をしながらではなくて、臨時にやりながら同時に進めないとだめなんですよ。だ

から、７月３１日までは無理ですと言いますが、８月１日から空けない、再開できる方法を最大

限努力していくんですよ。そして、その間に本当に公募していくにあたって、これからどういう

目標、どういうスタンスで、あのエリアを、施設を考えていくのか。そこを同時に提案しながら

再募集をかけていかないと、本当にこの１２０万で全部を活用する募集をかけて、応募があれば

良いですよ。無かった時に、また募集内容を変えて提案していくのですか。そういうことではな

いでしょう。両方とも早急に最大限の方策で、前向きに前へ進む方法で検討していただきたいと

思います。 

 委員会は、その資料ができ次第、何日と言わず、逆に８月１日に間に合うようにする努力を、

最大限してもらう必要が私はあると思います。 

 

○前中委員 

 自分が思っているのは、今回の事案に関して、経営を辞めるということに関しては、それなり

の判断で進んだと思います。その中に行政はタッチしていないと言えども、施設料の減免は行っ

てきた。それはやはり、それなりの介入はしていたのではないか。その中で今、公募という形で

提案がありましたが、これはやはり、あの場所を開発する中では、手順としてはこういう形で進

めるべきだと僕は思います。そこはしっかり押さえます。ただ、一番大切なのは、何度も出てい

ますがタイムラグ。施設が空くんです。そこに対して何も手付かずで、町は関与しないとなると、

町民の皆さんはどう考えるか。そればかりではないですが、やはり焼酎工場とふれあい広場とレ

ストハウスの三位一体の中で、あそこを町長は常に庭園のまちづくりなどの顔として捉えるので
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あれば、逆に最低限の管理をするのに財政出動することは、僕はやぶさかでないのではないかと

思います。それに対して、いろんな障害があるけども、売店までとは言いません、トイレぐらい

でも良いでしょう。その辺が可能であれば、公募が決まるまで、あくまでも激変緩和の中で期間

限定ということになると思うのですが、前向きに議員各位の意見を汲み取った中で判断してほし

いというのが、僕としての意見なのですが。それに対して、最初から入口の所からだめというこ

とであれば、これはちょっと問題があるのですが、そこは少し門戸を開いて。町民にも町が全面

的に顔となるあの施設をそれなりのもので考えているということを、やはり前向きにアピールし

てほしいというのが、僕としてはありますので、その辺は勘案して取り組んでいただきたいと思

っています。 

 

○副町長 

 前中議員のおっしゃることについて、売店もやるのか、便所だけで良いのか、その辺も含めて

整理して、皆さんに提案し、議員皆さんのレストハウスエリアに対する思いもお聞きしましたの

で、今後すぐに整理をして提案させていただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 もう１点、検討する中で、すぐとは言いませんが、ある程度そういう期間があれば、町として

もあの一帯をどう考えるのか、最終的なゴールの提案もたぶんできるのではないか。このひと月

の中でゴールまで決めるのもどうなのかなというのもあるのですが、今公募する、そして最終的

にはどういう形にするというのは、大変難しいとは思うんですけれども、やはり、考える時間あ

るいは知恵というものも必要なので。そこの時間の間だけは、何とか町で対応して、維持管理に

多少なりとも財政出動してもやぶさかでないと、僕は思うのですが。それだけです。 

 

○加藤委員 

 今の話はそのとおりだと思うし、売店はどうなのかという話が出ましたが、私は焼酎の直売だ

けはすべきだと。焼酎工場と一体という形があるので、そこの部分はやはり、清里の水と自動販

売機くらい置くのは、何もやぶさかでないと思うので、そのくらいの最低限のことなら、仕入れ

の問題はそんなに大きな問題ではないと思うので、その範囲内でやる努力をしていくというのが、

私は再募集する業者あるいは個人に対しても、ベターな選択だと思うんです。ましてや、あそこ

に広場があり、トイレをどうするかという問題もあるし、あそこにあった花と緑のモニュメント

もどこかに持って行ったようだし。そうしたら、重視していると言いながら、やっている内容は

めちゃめちゃで、一体感が無い。やっぱり、役場全体で、行政全体でまちづくりを真剣に考えて

いくと、重要だという言葉ではなくて、実際に必要なものには金をかけないとならないし、我慢

する所は我慢しなければならない。その選択は町民の皆さんなんです。役場の職員だけじゃない

んです。そこを踏まえて、前に進んでいっていただきたい。 

 

○勝又副委員長 

 今、議員の皆さんからも出たように、僕も、町はそういう形で施設に対して、議会もそうです

が、重要性とかそういうものをきちっと見出せれば、僕は多少お金がかかってでも、それを維持

していくというのは、僕は町民の賛成を得られると思うんですよね。次の募集に絡めても、きち
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っと町側がそのように捉えている、議会がそうやって捉えているということが、施設に対する一

つの魅力。現段階では負の部分しかありませんが、そういうものが魅力としてプラスになって繋

がりますので、それも次の公募にプラスに働くような気がしますので、そういうことで、公募ま

での期間にできるような形を取っていただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 公募の期間までの継続の部分については、委員会でするのか、それとも議員協議会でするのか、

どんな話になるかわかりませんが、そういう機会を開いていただいて、進めていただく。そんな

ことで、よろしいでしょうか。 

 

○総務課長 

 確認でございますが、先ほど副町長が申したとおり、公募までの暫定的な期間については、ト

イレを使え、売店については別として、あそこを何らかの形で利用できるような形の対策を講ず

るべきだ、という委員会のご判断に沿って積算はしますが、１週間なり、１０日なり、半月なり、

やっぱり期間がどうしても必要なんです。本当に管理費の積算についても、電気から水道から、

いろいろしなければいけないので、若干の時間をいただきたいというのが、現場の考え方でござ

います。 

 あわせて、基本的には公募の暫定期間については、そういった管理を行うと。そして、公募に

ついては、若干の説明不足がありますので、今日の要項案を土台に、再度また説明をさせていた

だくということで、公募を前提に皆さんの了解が得られたということでよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○総務課長 

 わかりました。それでは、資料の準備ができ次第、提案申し上げたいと思います。これにつき

ましても、本当に通りすがりの、通過しただけのトイレで良いのか、町民のためには何ができる

のかといった部分も、かなりのアイディアも考えも必要なので、若干時間がかかるということを、

ご理解願いたいと思っております。 

 

○畠山委員長 

 委員のそれぞれの考え方を理解していただいて、最大限努力をしていただく。これが大切なこ

とでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 この関係については、これでよろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 総務課について、他に何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 総務課ということではないのですが、副町長が同席しているので、経過報告と言いますか、説
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明していただきたいと思いますが、湧水関係の問題なんですが、２週間くらいで止まったという

現状の中、もう小麦の収穫が始まるコンバインが動く時期も近づいてきた。そして、いつまた湧

水が発生するのかわからない。毎回何回も臨時対策を取るわけにはいかない。それらを踏まえた

中の今の状況、そして、今後の進め方についてだけ、ちょっと副町長に報告をお願いしたいと思

います。 

 

○副町長 

 細かい話は聞いていない部分もあろうかと思いますが、概略だけお話申し上げますと、皆さん

ご存知のとおり、春先の湧水がありました。それで、土嚢等を積み、逆勾配にして、道路の側溝

に流し、コンバインが通りますので、その道路の側溝の復旧の補正予算をさせていただいたとい

うのが、今までの状況です。そして、湧水は止まりました。ただ、開発なり農業事務所、オホー

ツク振興局の調査はコンサルタントに依頼をし、今後のやり方、あるいは大きなものになれば、

どういう事業で救えるのかも含めて、今、両方で検討していただいているところです。 

 それと、町の動きといたしましては、関連する地権者に集まっていただいて、経過説明をした

ということは聞いております。そして、今後また、関係者を集めまして、道路を管理している町

としてのスタンスもあり、地権者としてのやるべきこと等の整理をして、ご協力いただきながら、

今後、恒久的な事業は別として、例えば、私有地に沈砂池を設けている所もありますし、町有林

の中に沈砂池を設けて、そのままにしている所もありますし、この辺の位置付け、あるいは個人

ごとにまた沈砂池を設けていただくのか。そういうふうにしていかないと、あそこの湧水の解決

には、今のところはならないのかなと。恒久的な事業は別として。そういった話合いを今後、会

合を開いてやっていきたいと、町の方では考えております。その時には、いろいろと地権者の土

地の提供等々も話があろうかと思いますが、自分の畑で沈渣をして、うわ水を流し、その次の土

地でまた沈砂池を設けて、ということでやっていかないと、被害者でもあり加害者にもなってし

まいますので、その辺のご理解もいただきながら、今後進めていきたいというところでございま

す。 

 

○畠山委員長 

 他、ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 無ければ、これで終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○事務局長 

 次回の委員会につきましては、未定でございます。当初７月２２日の週に予定しておりました

が、先ほど話がありましたように、今回は資料の関係でいつ開催できるか未定でございます。 

 その他に、議長からお話があったかと思いますが、８月２日にごみ処理の長寿命化の契約の関

係で、臨時会を開きたいとの申し出がありましたので、８月２日（金）に臨時会を予定しており
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ます。 

 

○畠山委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第６回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時２３分） 

 


