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第４回総務文教常任委員会会議録 

平成２６年４月２５日（金） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１０時０３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 

 

 

○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       ■総務課企画財政 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  寺 岡 輝 美 
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  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 おはようございます。第４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 

 最初に町から協議報告事項と言う事で、今日一件総務課。レストハウスについてと言う事で出

てきてございます。一つ説明をお願いいたします。 

 

○総務課長 

 総務課からの協議報告事項、清里町レストハウスについてということで、１点目は、今年度の

管理運営に関しましての報告であります。もう一点は、施設の今後の方向性について。これの検

討状況の報告であります。 

昨年末の公募期間、この公募期間中に応募事業者がなかったこと、それ以降の本委員会にも報

告したとおり、施設の必要性を前提とした今後のあり方について、庁舎内企画委員会でまずは協

議を進めてきたところであります。この企画委員会の協議で一定の方向性が出されたということ

でありまして、後ほど担当主幹より報告申し上げますが、この考え方について、当委員会ないし

は、今後予定しております関係機関団体、あるいはまた町民の方々の御意見を踏まえた中で、６

月を目途に方向性を出していきたいというふうに考えておりますので、よろしくご協議願いたい

と思います。それでは主幹より説明申し上げます。 

 

○畠山委員長 

 はい主幹、お願いします。 

 

○企画財政Ｇ主幹 

 それではただ今課長の方から申し上げました。まず１点目、今年度の運営方法についてご説明

をさせていただきます。 

２６年度予算計上させていただいているとおりですね、運営方法について業務委託をさせてい

ただきたいというふうに思っております。委託者につきましては、ＮＰＯ法人きよさと観光協会

に委託をさせていただきたいと思います。既に４月１１日に契約をさせていただいております。

開設期間につきましては、５月の１日から１０月の２２日に設定をさせていただいております。

運営いただく中身につきましては、観光インフォメーション。案内関係、それから、焼酎、地場

産品商品の販売。それから施設全体の管理ということで委託をしていきたいというふうに考えて

ございます。 

２番目、企画委員会における施設機能案ということで、今課長の方から申し上げましたとおり

各課長による内部会議である企画委員会につきまして、主な意見をまとめさせていただきました

ので御報告をさせていただきたいというふうに思います。まず大ホールの部分が経営の負担にな

っているのではないか。町民対象の大型の施設はもう不要ではないか。２つ目、道の駅パパスラ
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ンドとの差別化をはかる必要があると。３つ目、コンセプトは観光インフォメーション、焼酎、

地場産品の販売、そして町民の憩いであるべき。続きまして焼酎工場との連携が必要。または斜

里岳、焼酎は清里のイメージ、斜里岳が見える施設。キーワードはコンパクトで焼酎そして斜里

岳。施設管理運営についても並行的な議論を行うべき。町民や子供たちも気軽に集える場所であ

るべき。イベントや行事などもできる施設。町民の意見を持つ場を設けるべき。というような部

分が主な意見として企画委員会で提案されてきました。 

続きまして、３番目、施設機能のイメージ図ということでちょっと見づらいのですけども、３

ページ、４ページをご覧になっていただきたいのですけど、まず３ページ全体のレストハウスの

図面でございます。ちょっと見づらくて申し訳ありません。右左両方の部分ちょっと黒っぽくな

っておりますけども、右側がいわゆるホール部分、それから、左側が事務室から後ろと言います

か、事務室から西側の部分をすっぽり取るようなイメージの改修案でございます。そうしますと

真ん中部分が残るという形になりまして、残った面積がだいたい６４５平米ぐらいということで

あります。４ページをお開きください。残った部分のイメージ図でありますけども、先ほど企画

委員会の案から提案された部分も含めまして、玄関から入りまして、アトリウムがあって、その

中でいろんなイベント事や小さな行事なんかもできるようなスペース、または売店があったり、

焼酎の試飲コーナーがあったりちょっとした飲食ができるカフェがあったり、そして観光客や来

町者が来たときのおトイレ等が有するような機能ということで、本当にざっくりと載せさせてい

ただいております。 

１ページにお戻りいただきたいと思います。4 番目の企画委員会等の意見からまとめました施

設の機能であります。本町の入口的位置にある条件を活かしまして、観光のまちのインフォメー

ションまたは焼酎のＰＲ販売や清里ブランド化を目指す商品のＰＲ販売。さらには住民や親子が

気軽に使えるような機能を持たせ、観光焼酎の発信基地。交流の拠点として景観にも配慮した施

設を目指してはどうかいう提案でございます。１つ目としましてまず、インフォメーションであ

りますけども、観光はもちろんでありますけども清里の情報発信ができる体制を整える。２つ目

としまして、焼酎のＰＲ販売。隣接する焼酎工場との役割の分担。さらには相乗効果を上げる３

つ目としまして、清里ブランド化ＰＲ販売ということで、既存でものづくりを一生懸命やられて

いる団体、農家の方がいらっしゃいますが、さらに新たな六次化のＰＲ販売であるとか名称が良

いかどうかわかりませんけども、清里フードの発信を持つ機能を持たしてはどうかということで

ございます。４つ目としまして町民観光客の憩いの場ということで、先ほど説明しましたオープ

ンカフェだとか、アトリウムに例えば小さな木のおもちゃを入れるとか気軽に町民の方が集える

ような場所を設定してはどうか。５つ目としまして、移住定住の情報発信ということで先ほども

申し上げましたとおり観光の拠点だけではなくて、清里町をしっかり発信できるような機能を持

たしてはどうかと。さらに６つ目としまして、場所的な部分も含めまして、例えば朝市だとかフ

リーマーケットだとかミニ収穫祭だとかそういったイベントの開催もやれるような状況にしては

どうかというような本当の概略の提案でございます。 

５番目。運営体制でございます。上記説明した部分を含めまして、今後施設の運営につきまし

ては、施設機能を遂行できる機関、団体が運営することが望ましいのではないか。さらには、営

利目的以外の機能については、今後委託料が想定されるというふうに考えてございます。 

６番目。今後の予定でありますけども、先ほど課長が申し上げましたとおり、関係機関や町民

の方々から意見の聞く場を設けていきたいというふうに考えてございますし、６月上旬頃に常任
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委員会にて概要の提示をさせていただきたいというふうに考えてございます。以上です。 

 

○畠山委員長 

 ただ今総務課からレストハウスについてということで説明がございました。この関係で何か質

問を受けさせていただきたいというふうに思いますが。 

 

○畠山委員長 

はい、前中君。 

 

○前中委員 

質問させていただきます。まず１点目は、レストハウスの観光のインフォメーションという部

分、焼酎地場産品販売等々そういうような目的で、６月を目途にざっくりなプランで提示があっ

たわけですけども、既存の中にあるコミットの役割と同じように観光のインフォメーションある

いは展示等々あるいは町民の憩いの場としての活用状態あるんですけども、それとの兼ね合いを

どのように整理するのか。単純にいうと似たような形のものが２つの施設という形で出来るんだ

ろうかなと思う点がまず１点。もう１点、今回出てきた部分は、部分改修っていうか部分解体っ

ていう案件が出ているんですけども、それに鑑みた中で、解体費用が補助事業、あるいは過疎債

で適用になるのかどうか。そこら辺対応年数との兼ね合いもあるんですけども、部分解体は認め

ているものなのかどうか。あくまでも単費で実施するものなのかその辺とりあえず。今思いつく

ところはその２点です。説明お願いします。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 コミットにあるインフォメーション機能の分担というようなお話でございますが、基本的には

現在コミットには観光協会が入って観光インフォメーションの機能を持っているというようなこ

とで、ずっとやってきたんです。なかなか実態として、観光案内なりインフォメーションをやっ

てきたかというと、そうはなっていない実態がございますんで、そこの機能をさらに強化すると

いった意味で新たな施設というふうな考え方でいます。 

また、施設の改修にかかわる過疎債の適用ないしは単費でというような関係の御質問ですがそ

このところはまだ過疎の適債事業なのかという部分の照会もかけておりませんが、現有施設を解

体して、同様な施設を建てるというときには過疎も適債になると思うんですが、部分解体という

のはどうなのかというものをこれから照会かけてみないとわからないというのが実態でございま

す。以上です。 

 

○畠山委員長 

 はい。前中君。 
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○前中委員 

 同じような機能を持つ施設が仮にレストハウスで、インフォメーション機能を持つとなると必

然的にコミットの与えられている役割が軽減化される。となると、今まで以上にコミット施設の

活用も今後十分検討しないと。それらの関係の対応っていうのも、もしこの形で進むんであれば

水面化とやらずにやはりそれなりの協議等を踏まえないと競合するのではないかという心配があ

るんですけども、その１点はどうでしょう。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 そういった意味も踏まえてですね、今後、関係機関団体の皆さんの御意見を聴取していくとい

うような考えでいます。ご案内とおりコミュニティセンターが建設された当初は、商工会の事務

局をあそこに置くというようなコンセプトで進めてきたというようなことでありまして、商工会

が当時、観光協会の事務局も兼ねていたというような状況もございます。今、分離して別に事務

所を持っておりますが、観光協会なり商工会との協議をこれから詰めていかなければいけないと

いうふうに考えております。 

 

○前中委員 

 もう一点いいですか。ちょっと運営方法もまだ決定というわけではない、検討中だと思うんで

すけども。業務委託という形で今後考えて、施設の部分的なものに関しては、それなりに行政が

対応するという話なんですけども、今回５月１日から１０月２２日にＮＰＯ法人きよさと観光協

会が運営していくだろうと思うんです。同じような形で、営利団体ではなくて、それなりの法人

格の持った組織あるいは団体が運営するのが望ましいと執行した側は考えているのか。あくまで

も民間ベースに、もう一度おろしながら指定管理という方法もあるんですけども、そういう方法

も考えるのか。そのへん具体的でなくてもいいですけど。 

 

○畠山委員長 

 はい。総務課長。 

 

○総務課長 

 この新たな施設の機能について説明申し上げたとおり、インフォメーションの機能もございま

す。それからきよさとブランドの発信の機能もあります。それから町の情報の発信の機能もある

というようなことで、それらプラス、物販なりカフェなりというところがございますんで、そう

いった情報発信の機能を果たせる組織なり、団体に運営をお願いする形になろうかなというに思

っております。それが観光協会なのか商工会なのか農協なのかという部分では、まだ内部的には

決まっていないという状況ではありますが、これら施設の持つ機能を十分発揮できるそういった

団体、機関となれば、おのずと方向性が見えてくるのかなというところであります。ただ今、ど

この団体にというのは、考えておりませんが、この５月から１１月の間にどういった形で運営な

りができるのかという、その辺のリサーチといったことも兼ねているというふうにご理解願えれ
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ばなというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。はい。前中君。 

 

○前中委員 

 今後の流れとして、６月の常任委員会には間に合いますかね。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 間に合わせたいというふうに思っております。 

 

○畠山委員長 

 他。勝又君。 

 

○勝又副委員長 

 今、これからどこに業務委託というようなことで話があったわけなんですけども、どこへって

言うような出来レースも、またまずいような部分なのかなとも思ったりもするんですが。ただ情

報を発信できる体制という部分での業務委託となると、大体限られてくるのかなと思うんですけ

ど。限られてくるとすれば、先ほど言った出来レースではないんですけど、きちっと受ける側の

意向が伝わるような形の施設改修でなければ、せっかくつくってもそのことが機能されるのかな

という部分があるんですね。そこも含めてね。これから関係機関そして町民の意見も踏まえてい

くということなんですけどね。今までの経過の中で、いろんな形の施設をまた取り組んできたわ

けですけどね。必ずしもそのことがきちっと活かされて、意見が反映されての施設だったかなと

いうことのね。きちっと反省に立った中での施設整備という形でないと、ちょっとまずいのかな

と思うんですね。出来てから、ここがちょっと不備だというそういうものが往々にしてある気が

するんですよね。それともう一点。この町民の意見をきちっと聞くという部分なんですけど、こ

れ、どのような形できちっと聞いていく形の体制が取れるのかなと。そこら辺ちょっとお願いし

ます。 

 

○畠山委員長 

 はい、課長。 

 

○総務課長 

 勝又委員のおっしゃるとおりです。運営していく段階で、その管理運営者の意見がデザインに

反映していかないというふうな不都合が、今まで何件かあって聞き入れておりますんで、その辺

がなかなかどの団体が運営していくのかっていうもありますけども、バランスをとりながら、委

員の御意見を参考にしてこれからの設計なりにあたっていきたいと考えております。 
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またもう１点ございました、町民意見の反映の方法でございますが、今後は関係団体、関係機

関なり、青年団体なりの方々の御意見を、このあらあらの部分でも概要の説明を申し上げていき

たいと思います。その中で御意見を踏まえていく部分と、またできればその後ですね、概要を広

報なりホームページに載せて、パブリックコメントではございませんが、町民の方々にも新たな

施設に対するご意見等を伺う場面を徹底したいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 2番の企画委員会における案ですけども、これは何回ぐらい開かれたのですか。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 レストハウスに関わる企画委員会の会議の開催は、３回でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 町長も６月には今後の方針を決めていきたいという話をされているのですが、この3回の会議、

町長は例えば、会議もしくは委員会に参加をしていたのですか。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 御案内より企画委員会は、企画委員会の設置要項に基づいて組織されている機関でこれにつき

ましては、副町長が会長と会議の会長ということで、企画委員会設置要項に基づいて実施されて

います。この会議については、町長は参加しないということが要項で定められておりますが、会

議の結果については、町長に逐次報告しながら会議を進めているというのが実態でございます。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

今、課長の説明。副町長がトップでその都度町長に知らせている。そういった報告をした中で、

町長自ら、これはこう思うんだけど、どうなんだというような意見は全くなかったんでしょうか。 
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○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 ですから会議の結果報告の中で、町長の考え方もある程度組み入れますが、この会議につきま

しては、ある程度独立した機関でございますので、町長の意見によって全体の会議の中身が変わ

っていく、方向性が変わっていくということはございません。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

今の説明を聞くと、この会議自体のトップは副町長であり、その委員会に課長たちが全て決め

るんだから、町長はそれに対し、まるでその発言力は全くないのか。これ町長は、レストハウス

を町のトップとしてどうするのか。その意見を私たちは求めていた。その辺に関して、町長がト

ップでない、副町長がトップであるのは、私は解せない。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長 

 

○総務課長 

今の企画委員会の組織に関しての御質問です。企画委員会につきましては、企画委員会の設置

要項に基づいて設置されている機関会議でございます。これにつきましては、設置要項の中で副

町長が座長といいますか、会長というふうに設置要項で定められておりますので、そこに町長が

出てきて云々かんぬんの話ではないと。ただ、ご案内のとおり委員会でも御説明申し上げました

が、企画委員会で方向性なり概要なりの協議をし、当委員会にもご報告を申し上げて意見を伺い、

町民の方々の意見を伺いながら、この施設の方向性を決めていく。最終的な判断はやっぱり執行

者である町長でございますので、町長の判断で責任を持って事業の実施を行うというのは、一般

的な政策の流れかなと思っておりますが。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

そういった中で２番目にもありますけども、道の駅パパスランドとの差別化というふうに書い

てありますけども、どういうふうな差別をするか。その辺をお伺いしたいのですが。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 
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○総務課長 

 これはあくまでも新たな施設の機能についての考え方。検討事項でございますので、これにつ

きましては今後、実施計画なり実績なりで表現されていくものかというふうに思っておりますの

で、ここで何が差別化かという具体的なことについて、まだ確たるものについて協議検討してな

いというのが実態です。今後されていくものだというふうに考えています。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○池下委員 

 こういうふうに書いていますけども、今後十分な議論をして進めていくんだというふうにわか

ります。さっき前中委員も質問しましたけど、これどういう状況の中で６月までに結論が出るも

のかと。もう本当にあと 1週間で５月ですよ。私が見る限り、全てに対して動きが遅いようなそ

ういう気がします。それとこういうふうに図面３ページ４ページに載っていますけれども、去年、

公募をかけて施設使用希望者がいなかった。トイレ開放も行った。３００数十万かかりましたけ

ども、今回も５００万円。そういった中で、今回もトイレ開放をする中で、商品とか焼酎とか売

るようなことで進めていますけども、本来、委員会の中で、この施設をどういうふうにしていく

のかという最初の主旨が、ちょっとこれ外れているような気がするんですけども。ただトイレだ

け開けてっていうふうに私たちにはそういう風にしか見えないんですよ。もう 1年も閉鎖して経

とうというのに、なぜかこう時間ばかりが過ぎているという気がするんですけど。課長に説明を

求めても、答えられない部分があるかもしれませんけれども。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長 

 

○総務課長 

 こういった種類のものについては一定の協議機関で協議を行ったり、こういった常任委員会に

も提案・協議を申し上げてあるということで、一定の手続を踏みながらやってきておりますので、

委員の歯がゆさは理解できますが、手続を踏まえて粛々とやっているというふうに私どもは理解

しております。 

現在の運営方法につきましても、昨年の反省点を踏まえながら今年についてはインフォメーシ

ョン機能イベント機能も付加した中で運営していくというような過去の反省を踏まえながら実施

しているといったこともございますので、ご理解願いたいというふうに考えています。 

 

○畠山委員長 

 無ければ終わりですけど、はい。議長。 

 

○村尾議長 

 先ほどからお話を聞いていますと、企画委員会における施設機能の提案を協議されているとい

うことなんですが、この企画委員会がどこまで関わっているのか。例えば、先ほどの説明の中で、
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３番目は施設機能のイメージ、４番目は施設の機能について。インフォメーションから始まって

焼酎のＰＲ販売、ブランド化。町民、観光客の憩いの場、移住定住の情報発信。イベントの開催

と記載されているんですが、これは企画委員会が提案したやつをもとにしてつくられているのか。

先ほどから話を聞いてますと、企画委員会が副町長中心にやられてって言うんですけど、この辺

の関係どこまでが企画委員会が感知しているのか。例えば、４月１１日に、観光協会と契約しま

したよと。このあたりには企画委員会は関わっているのかどうなのか。この辺どうなんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

業務委託に関しまして、企画委員会については、感知しております。また今までの企画委員会

の中での協議の中から、３番、４番の施設のイメージ図なり機能を表現したものというふうに理

解していただければなと思っております。したがいまして、企画委員会の中での協議を踏まえた

その施設の機能なり、イメージ図であるというふうにご理解願えればと思います。 

 

○村尾議長 

 もう一点いいですか。もう企画委員会は終わったんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 今後、本委員会なり関係機関なり町民の方々の御意見なりということが聴取の場がございます

んで、その結果についても委員会に報告するとのことで考えております。ですから、委員会の中

でのレストハウスに関しての協議は終わったということではまだございません。 

 

 

○村尾議長 

 もう一点いいですか。施設管理運営についても並行的な議論をするとなっているんだけど、こ

れは企画委員会と観光協会の打ち合わせはやったんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 企画委員会につきましては管理運営に関しては、その実務に関しては、タッチしておりません

ので企画委員会と観光協会の協議は行っておりません。 
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○村尾議長 

 ちょっといいですかね。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○村尾議長 

 この企画委員会って、言ったらただ提案をして、言いっぱなしだ。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 ご案内のとおり、本たたき台なり検討、協議をする機関というふうに捉えていただければとい

うふうに考えております。 

 

○村尾議長 

 ということは、最終的にこの提案は町長が決めたということ。さっき池下委員のお話と重複す

るんだけど、町長が、こういう３番４番を提案していっているという解釈でいいのかな。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

 

○総務課長 

 企画委員会の意見を参考に、これコンプリートといいますか確定したものではございませんが、

町長が企画委員会の意見を参考に方向性を示すというようなことでご理解願えればと思います。 

 

○畠山委員長 

 良いですか。 

良いとも言わない困ったものだな。無いなら無いって言ってくれれば、良いけど。 

 

○畠山委員長 

 このままでいくと無ければ、閉めさせていただきたいというふうに思うのですが。いいですか。 

それも返事無い。 

 

○畠山委員長 

 はい。田中委員。 
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○田中委員 

 私どもは、こういう方法もいいのかなというふうには考えるわけなんですけれども、やはり先

ほど勝又委員が言われたように、やはり今後、町としてこういう形で進んで行きたいですよとそ

ういったことで、金をどんと出せば誰でもやってくれるとは思うんですけども予算の関係もあっ

て、やはりこれ段取りしてしまって、さあ募集をかけますよと言っても、これは中々難しい問題

かなと私は思うんです。そういった中で、観光協会が今年は管理をするわけなんですけども、そ

こらへんとの今後兼ね合い。こうやって見ると観光のインフォメーションの拠点というだとかそ

ういったことを言われているので、観光協会が都合がいいのかなというふうには感じるんですけ

ども。そこらへん今回やっぱり、やってくれる人が非常に難しいと思うんです。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 田中副議長の御心配のとおりですね。我々も、その辺が一番危惧するところでございます。し

たがいまして、施設の機能なりなんなりはその並行した形で、管理運営をだれがどのようにやっ

ていくのかという部分と並行した形で基本設計、実施設計なりという、同時並行で考えていかな

ければならない最重要課題かなというふうに理解しておりますので、十分に注意を注いでいきた

いというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○勝又副委員長 

 ちょっと一点確認なんですけども。これは施設イメージ図の部分で両サイドを取り壊し、中央

部分を残すという事で、この図面のとおり黒く塗っている、もとの結婚式場と手前の和室。これ

らを全部取り壊すような今、現段階での計画だということで、これ間違いないですか。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 現在のところそういうイメージで考えております。 

 

○畠山委員長 

 他に無いなら。はい。 
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○池下委員 

 今回のこのレストハウスに関して、観光協会と契約したということなんですけども、レストハ

ウス、この間私行ってきたんですけど、仕切りを作っている状況。これは今年の４９６万５千円

の中、委託料が２５４万７千円。需用費が２１１万８千円。こういった中にあの部分が組み込ま

さっているのですか。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 細かな修繕でございますので、修繕料で対応しているということです。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下君。 

 

○池下委員 

 細かな修繕料ということで、今まで委員会はなかったけど、事前に何らかの形で委員に知らせ

る一つの方法がなかったですか。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長 

 

○総務課長 

 昨年もですね、あそこをパーテーションで仕切っていたのをご覧になったというふうに思いま

すが、それを若干ですね、来場者の危険性なり、侵入なりを防ぐというようなことでそういった

ために修繕料を使ってやったということでございますので、当委員会に報告するまでのものはな

いと考えています。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 報告するものはないというふうに、そうやって言われたらそれまででしょうけども、どうなん

でしょう道義的に。我々議員としてこうやって委員会やっている以上、そういったことも含めて

知らせてほしいっていうのがあるんですけども。あくまでも知らせなくてもいいという感覚で無

くて。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 
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○総務課長 

 道義的にと言われると困ってしまうんですが。一般的に、小破修繕なり修繕、基本的な支出の

関係について、所管委員会に報告すべきものなのかどうかというのは、そうではないという理解

で私はおりますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 あの私は、全ての物に対して修繕するから知らせろという話では、無いんです。レストハウス

に関して、町長が了承した中で修理をしている。こういった方向でやるんであれば一言、もうち

ょっと、知らせてもらえたらなというふうに私は思います。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 これはほかにも修理修繕を行っておりますが、そのことに関しても、報告しなければいけない

ということなんでしょうか。 

 

○池下委員 

 それは、前段で言ったでしょ。全ての事に対して知らせてくれという話ではないですよという

ふうに。 

 

○畠山委員長 

 それはいけないというような言い方ではないんだろうと思います。ただそのレストハウスの関

係については、要するにこれから、どういうふうに動くかわからないという部分の中で、そうい

う動きがあったときには、逐次委員会とお話をしていただければありがたいなという心遣いだろ

うと。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 どの範囲まででしょうか。 
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○畠山委員長 

 どの範囲。今、レストハウスの部分について結構動きがある。で、今回はこれまだ最終という

か決まってない。決まってないけどもこの業務委託をしている。これの整合性は全くまだ見られ

てないという皆さんの心配だろうというふうに思っています。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 業務委託については、予算議会の中で、業務委託を行いますということで、報告を申し上げて

います。今お話しているのは、レストハウスのこれからの管理運営に関して。小破修繕なり修繕、

パーテーションで仕切った部分を動かなくするための修繕を行った。ということを報告しなけれ

ばならないという義務は、私はないというふうに考えておるのですが、いかがでしょうか。 

 

○畠山委員長 

 義務とかって言い方でなくて、今一緒に議会とレストハウスについて、今後協議しようという

話の中で今まで進んできたと思っています。そうするとその今までの業務委託なのかそれから今

企画委員会で案が出てきて、動きが多少変わっている。これで変わらないのならいいんです。そ

こら辺の心遣いも必要でないでしょうかというような。で、具体的に次の委員会が５月にあると

思うんですが、この関係については、案件として出てくるのかどうかという部分。 

 

○総務課長 

 これから５月の中旬に、関係機関なり関係団体なり町民との協議がございますので、その結果

も踏まえた中で、ご協議申し上げたというふうに思っています。５月の何日ですか１３日ですか。

１３日に次回の委員会が開催されますが、間に合うということあればご報告申し上げたいという

ふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 他いいですか。 

 

○前中委員 

 一点だけちょっと。はい。 

 

○前中委員 

 今回この提示の中で、企画委員会における施設機能案という形で、このような部分改修という

案が出てきたんですけども、企画委員会の中で、改修でなくて全く新しい案があったのか。仮に

すべて解体した中で、新しいものを考え、あるいは本当にコンパクトにトイレ機能だけを持たせ
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る。企画委員会の中で多分種々出てきたと思います。結果、このような部分解体 3分の１は既存

の施設として残すというイメージで。 

昨年は、トイレの活用ということで、議員提案の形で委託管理という形で進んだ経過が、今年

度に向けては、ちょっとした地場産の産品も売れるようなものを考えるっていう形で、今議論の

中にある部分改修の話も出ましたけども、そういうことを考えるとどうしても議員各位に思って

いる部分は、もうこれありきじゃないのかなというのがちょっと見えるのかな。僕自身もそうい

う部分で、この形で今後行きますよという形なのか、いろいろ種々検討した中で、本当にこの部

分改修がベストな案だという比較で委員の各位がでてきたとは思うんですけども。その中で、や

はり今後におけるいろんなコストだとか、これから立ち上げていくと思うんですけど、原点に立

ち返った中で、やはりこういう形がいいっていう整合性っていうんですか。部分改修でいきます

よというその思いを、もう少し述べておかないと。これがまた町民向けにパブリックコメントを

求めた中で、いやそうじゃないなとかって揺れ動くと、なかなかなかなか決まらないんじゃない

のか。６月に大きなスチームの外枠はこういう部分改修という形で皆さんに提示して、そういう

形にすすんで細かい部分はこれから肉づけしていくだろうと思いますし。本年度中に完全に出来

上がるという形ではないと思いますけども、そういう部分ちょっと長くなったようですけども。

委員会の中でシロだという意見はあったのかどうか、ちょっと。言えない部分はわかりますけど 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 

 

○総務課長 

 企画委員。いわゆる課長連中。いろんな考えを持った人間がいます。今前中委員がおっしゃっ

たように、そこを新築等でいけばその自由度が増すんではないかと。建物の建て位置も自由度が

増すんではないかという意見もございました。また、中には何もない方がいいのではないかとい

う御意見もありました。しかしながらやはり全体としては、現有施設を生かした形での施設のあ

り方というところで話をまとめていったというのがあった。ただこれも最終的には、今後の話で

すけども町長の政策的な判断で決定していくという形になるのかな。委員といいますか課長連中

の中でいろんな意見があったことは、御理解願いたいというふうに思います。 

 

 

○勝又副委員長 

 もう一点なんですけども、企画委員会の中で取り壊した後の土地はどのような形にしていくと

いう話が出ましたか。 

 

○畠山委員長 

 はい。課長。 
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○総務課長 

 この左右の、例えば焼酎工場側のいわゆる大ホールのところについては屋外テラスにするです

とか、そんな考え方も出ておりました。参考にしていかなければならないと思います。手前の方

は、意見は出ておりませんのでどうなっていくか、これからの話です。 

 

○畠山委員長 

 はい。総務課レストハウスの他、何かあればお受けしたいというふうに思いますが。 

 

○畠山委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 一言だけ確認というか、レストハウスは、昨年議員提案で開れと言ったのは、次の事業をして

くれる人が出るまで閉鎖するというのはなかなか無理でしょうと。そういう意味合いを持って、

できれば開けていた方が良いのではと思いました。でも、2 度募集しても結果が出なかった時点

で、これは開けておくことが目的なのか、どうなのか。前中君の意見もありましたが、もう一度

原点に帰る必要性があると思います。とりあえず今年度は、予算も通ってますし、半年間やると

いう環境であります。部分的に壊す計画がありますが、どういう形が本当にベターなのか。いろ

んな問題の中では、早くても今年度中の半年の間に手をつけてということになっていかない。明

年度に向けて本当に部分解体でいくのか。あるいは、今回やろうとしているこの観光を目的とし

た焼酎との問題。これらの問題が現状としてやってこられた今までの委員会の中で、特に焼酎事

業の直売場に関しては、焼酎事業所内で十分機能してますという表現もされてきた。いろんなこ

とを踏まえてきた時、この施設が将来にわたってどうなんだろうか、ここに書かれている機能が

永遠とこういう形で行くんだろうか。今１つの自治体が大きな問題で抱えている高齢者の問題。

こういう形を考えたときに、都市の中心部にあるコミットの活用をさらに利用しやすく、そして

その機能を充実させていることの方が、むしろ大切でないだろうか。いろんな問題点がそこには

たくさんあるだろうと思います。このレストハウスの問題について、開けることだけのためにい

ろんな施設の内容を考えることだけじゃなく、将来、清里町における抱えられていることはすべ

て大切だけども、これらのことをレストハウスの場所に機能を持たせることが将来にとって良い

のかどうなのか。あたかもこういう方向で改修している、明年度から予算をついたときにスター

トをするということじゃなくて、とりあえず計画に基づいて今年度半年間は、将来に向かった検

討の最終期間という形で進んでいく方がベターなような気がします。このパパスとの差別化とい

うか、分離化が言われていますが、トータルとして清里町としてどうしていくのかということが

非常に大切になってくる。観光の問題をあげられておりますが、こうなると半年間でなく、年間

通しての開館をしていかなければならない。そうするとその運営費やいろんなことをやろうとす

るときに金のこと言うなと言うのがあるかもしれませんが、今現状としてその機能されている内

容が十分でなかったとしたら本当にレストハウスでやったときに十分な機能が持たせられるの

か。私は、ソフトの部分がもっともっと具体的に出てこないとならないというふうに思う。早急

に部分改築でスタートしますという結論を出さないで、この半年間の間、十分な検討と論議を重

ねていろんな町民の意見を聞きながら、そこに携わっている人やいろんな人たちの中での意見が
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出てくると思います。１ヶ月もしないうちに反対意見はありませんでしたので、明年度こうやり

ますという結論の無いように。あとから悔いの残らないような施設運営の取り組みをぜひ進めて

いただきたいと思います。 

 

○総務課長 

 委員長 

 

○畠山委員長 

 はい。課長 

 

○総務課長 

 今の加藤議員から御意見がございましたように、その施設の機能について、いろんな町の中に

ある他の施設あるいは、パパスランドの関係を踏まえた中で施設の機能の分離、差別化。こうい

ったことを踏まえた中で、議論していきたいなというふうに思っております。ただ、この施設の

方向性なりについては、早急に検討をしてまいりたいという実態でございまして、この後基本計

画なり、基本設計の中でさまざまな御意見を踏まえた中で施設のベストなあり方を検討していき

たいと考えておりますので、ご理解願いたいというふうに考えております。 

 

○畠山委員長 

 他なければこれで終わらせていただきます。今日はどうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは次に２番目、次回の委員会について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては５月の１３日火曜日を予定しております。 

 

○加藤委員 

 委員長 

 

○畠山委員長 

 はい 

 

○加藤委員 

 今の５月１３日、内容的なことはどんなことか。もし可能であれば、日程は、５月１日ぐらい

が良いのですが。 

 

○畠山委員長 

 臨時議会の関係であろうというふうに思うんで、その内容を事前にわかって、それが日程的に

前に進めるようであればちょっと努力してみてください。 
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○議会事務局長 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 ということでとりあえず、今のところは５月１３日ということで委員会になってございます。

３番その他は、議員の方、何かございませんか。事務局も。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第４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１０時０３分） 

 


