
                                         

    ◎議案第２４号 ふるさと体験館「森野」設置条例の制定につ  

            いて  

〇議長（堀部登志雄君） 日程第10、議案第24号 ふるさと体験館「森野」設置条例の制定に

ついてを議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。  

 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） それでは、議案第24号の説明をさせていただきます。説明に

入ります前に、議案24―６を本日差しかえさせていただきました。差しかえの理由につきまし

ては、附則の内容等の変更ということで差しかえをさせていただきます。よろしくお願いいた

します。  

 では、議案第24号 ふるさと体験館「森野」設置条例の制定について。  

 ふるさと体験館「森野」設置条例を次のとおり制定するものとする。  

 平成16年３月４日提出。白老町長。  

 ふるさと体験館「森野」設置条例。  

 （設置）  

第１条 伝統ある旧森野小・中学校並びにその周辺施設を活用し、森野地区の景観並びに学舎

としての歴史的価値を踏まえ、ふるさとを創出できる豊かな自然や歴史をもって住民の生涯学

習活動の推進に寄与するため、ふるさと体験館「森野」（以下「体験館」という。）を設置す

る。  

 （位置）  

第２条 体験館の位置は、次のとおりとする。  

 位置 白老郡白老町字森野62番地。  

 （事業）  

第３条 体験館は、次の事業を行う。  

 （１）生涯学習活動等のための施設の提供に関すること。  

 （２）生涯学習活動の指導及び普及に関すること。  

 （３）生涯学習活動に関する情報の収集及び提供に関すること。  

 （４）生涯学習活動に関する相談に関すること。  

 （５）その他前各号に準ずる事業  

 （指定管理による管理）  

第４条 教育委員会は、体験館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の２

第３項の規定により、法人その他の団体であって、教育委員会が指定するもの（以下「指定管

理者」という。）に体験館の管理を行わせる。  

 （指定管理者が行う業務）  

第５条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。  



 （１）体験館の利用の許可に関する業務  

 （２）体験館の施設及び設備の維持管理に関する業務  

 （３）前各号に掲げるもののほか、体験館の運営に関する事務のうち、教育委員会のみの権

限に属する事務を除く事務  

 （指定管理者の指定の申請）  

第６条 第４条の規定による指定を受けようとするものは、事業計画書その他規則で定める書

類を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。  

２ 教育委員会は、前項の規定により申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するも

ののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければな

らない。  

 （１）その事業計画による体験館の運営が、住民の平等利用を確保することができるもので

あること。  

 （２）その事業計画書の内容が体験館の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係

る経費の縮減が図られるものであること。  

 （３）その事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであ

ること。  

 （事業報告書の作成及び提出）  

第７条 指定管理者は、毎年度終了後、次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会

に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第９条第１項の規定により指定を取

り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの間の

事業報告書を提出しなければならない。  

 （１）体験館の管理業務の実施状況及び利用状況  

 （２）体験館の利用に係る料金（以下「利用料金」という。）の収入の実績  

 （３）体験館の管理に係る経費の収支状況  

 （４）前各号に掲げるもののほか、指定管理者による体験館の管理の実態を把握するために

必要なものとして規則で定める事項  

 （業務報告の聴取等）  

第８条 教育委員会は、体験館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業

務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要

な指示をすることができる。  

 （指定の取消し等）  

第９条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに

帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、そ

の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることがで

きる。  

２ 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停



止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、教育委員会はその賠償の責めを負わな

い。  

 （開館時間）  

第10条 体験館の開館時間は、別表第１のとおりとする。ただし、指定管理者は、特に必要が

あると認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。  

 （休館日）  

第11条 体験館の休館日は、次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は特に必要がある

と認めるときは、教育委員会の承認を得て、臨時にこれを変更することができる。  

 （１）毎週月曜日（その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日（以下「休日」とい

う。）に当たる場合は、その翌日）  

 （２）12月30日から翌年１月３日まで  

 （利用の許可）  

第12条 体験館を利用しようとする者（以下「利用者」という。）は、あらかじめ指定管理者

の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。  

２ 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の許可を与えない

ことができる。  

 （１）公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。  

 （２）体験館の設備及び備品等をき損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。  

 （３）営利、宣伝または営業上の目的をもって利用するおそれがあると認められるとき。た

だし、その利用が特別な利用である場合で、その目的が体験館の活動に有益であると認められ

るときは、この限りでない。  

 （４）集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められ

るとき。  

 （５）前各号に掲げるもののほか、体験館の管理上支障があると認められるとき。  

 （利用の制限等）  

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の規定による許可を

取り消し、又はその条例を変更し、若しくは利用の中止、体験館から退去を命ずることができ

る。  

 （１）この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。  

 （２）この条例に基づく許可の条件に違反したとき。  

 （３）偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。  

 （４）天災地変その他の避けることができない理由により、必要があると認められるとき。  

 （５）公益上又は運営上やむを得ない理由が生じたとき。  

 （６）前各号に掲げるもののほか、体験館の管理上特に必要があると認めるとき。  

２ 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命

じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとす



る。ただし、前項第６号に該当する場合は、この限りでない。  

 （利用権の譲渡等の禁止）  

第14条 利用者は体験館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。  

 （原状回復義務）  

第15条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用した施設又は設備を直ち

に原状に回復しなければならない。  

 （１）施設等の利用を終了したとき。  

 （２）許可を取り消されたとき。  

 （３）行為の中止を命ぜられたとき。  

 （４）退去を命ぜられたとき。  

 （利用料金の納入）  

第16条 利用者は、利用料金を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認めた

場合は、この限りでない。 

２ 利用料金は、別表第２に掲げる範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承

認を得て定めるものとする。  

３ 利用者が、規則で定める特別な理由により長期間利用するときの額は、別表第２に定める

額に長期間利用する日数を乗じた額の範囲内の額とする。  

 （利用料金の収入）  

第17条 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。  

 （利用料金の免除）  

第18条 指定管理者は、規則で定める特別な理由があると認められる場合は、教育委員会の承

認を得て利用料金の全部又は一部を免除することができる。  

 （利用料金の還付）  

第19条 既納の利用料金は還付しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定め

る場合は、その利用料金の全部又は一部を返還することができる。  

 （行為の禁止）  

第20条 体験館においては、次に掲げる行為をしてはならない。  

 （１）施設又は設備を損傷し、又は汚損すること。  

 （２）指定された以外の場所で火気を使用すること。  

 （３）広告等の掲示をし、又は配布すること。  

 （４）風紀を乱す行為又は他人に迷惑をかける行為をすること。  

 （５）居住のための施設、設備等を設け、そこに住みつくこと。  

 （６）前各号のほか、体験館の管理上支障があると認められる行為をすること。  

 （許可の条件）  

第21条 指定管理者は、この条例の規定による許可に体験館の管理のため必要な範囲において

条件を付けることができる。  



 （特別設備の許可）  

第22条 利用者は、体験館に特別の設備を設置しようとするときは、指定管理者の許可を受け

なければならない。  

 （物品販売等の許可）  

第23条 利用者は、体験館において次に掲げる行為をしようとするときは、指定管理者の許可

を受けなければならない。  

 （１）物品の販売その他これに類する行為  

 （２）寄附の勧誘  

 （３）広告物の掲示及び配布  

 （４）その他教育委員会で定める行為  

 （損害賠償義務）  

第24条 利用者は、故意又は過失により体験館の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は亡失し

たときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認

めるときは、この限りでない。  

 （秘密保持義務）  

第25条 指定管理者の役員及び職員は、白老町個人情報保護条例第13条の規定を遵守し、個人

情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、体験館の管理に関し知り得た秘密を他に漏ら

し、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは

指定を取り消され、又は職務を退いた後においても、同様とする。  

 （委任）  

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

 附則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

 別表第１（第10条関係）  

 区分、期間、開館時間。体験館本館、通年、午前９時から午後９時まで。屋外施設、通年、2

4時間。  

 別表第２（第16条関係）  

 利用料金表、１、全館利用の場合（個人単位）、区分、６月から10月末日まで、１日、半日、

11月から５月末日まで、１日、半日。白老町民、300円、150円、400円、200円。町外、600円、

300円、800円、400円。  

 ２、団体等で各部屋ごとに利用する場合、区分、６月から10月末日まで、１日、半日、11月

から５月末日まで、１日、半日。体育館、3,000円、1,500円、4,000円、2,000円。一般教室、1,

000円、500円、1,500円、750円。調理室、1,000円、500円、1,500円、750円。屋外グラウンド、

3,000円、1,500円、3,000円、1,500円。多目的ホール、3,000円、1,500円、4,000円、2,000円。  

 備考、１、この表において、１日は開館時間の午前９時から午後９時までを、半日は利用時

間が６時間以内をいう。  



 ２、上記の料金には暖房料を含む。  

 ３、町内に居住しない者が団体等で利用する場合の額は、２項に定める額の２倍に相当する

額とする。  

 ４、宣伝、展示、販売等商業活動のために利用する場合の額は、表に定める額の10倍に相当

する額とする。  

 議案説明、平成15年３月に廃校となった森野小・中学校及びその周辺施設を住民の生涯学習

等を推進する活動施設として活用するため、地方自治法第244条の２第１項の規定に基づき、公

の施設の設置及び管理に関する事項を定めた本条例を制定するものであります。 

 なお、本施設については、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応し、柔軟性のあ

る管理運営体制を図るため、昨年６月、地方自治法の一部改正により創設された「指定管理者

制度」を取り入れ、民間事業者による管理体制をとるものであります。  

 補足説明をさせていただきます。本施設を含む森野地区につきましては、雄大な山岳や滝を

初め、豊かな森林資源に恵まれ、また白老から大滝を経由して、後志管内までをもつながる道

道白老大滝線にも面しており、民間施設も整備されてきておりますことから、産業や観光、経

済面からも大いに期待が持てる地域であります。すばらしい町の財産を単に施設の活用のみに

とどまらず、森野地区のまちづくり等の視点から時間をかけてつくり上げていくことがベスト

であるとは考えておりますが、地域住民から閉校後の活用を早期に考えてほしいとの要望もあ

り、学校を初め、周辺施設の状況等も見まして昨年３月に閉校してから１年、年間を通して降

水量が多い地域でもあり、閉鎖に伴う施設の傷みや管理体制の未整備による盗難などのおそれ

もあることから、社会教育施設として早期に供用開始を図りたいと考えるものであります。今

後宿泊施設及び施設周辺の整備につきましては、広い範囲で意見を聞き、多様な活動に対する

コーディネート期間として管理運営委員会を設置し、利用者のニーズや関係機関と協議をしな

がら進めていきたいと考えております。  

 なお、管理運営につきましては、活動内容によっては施設の利用が夜間や早朝の場合があり、

また全く違う団体が複数同時に利用するケースなども想定され、より利用しやすい施設運営を

目指すためには、民間事業者のノウハウを活用した指定管理者による管理運営体制をと考えて

おります。さらに、利用料金につきましても、施設を管理運営する上で当然維持管理費が発生

することから、自治体及び学校行事以外では過度な減免措置はとらず、利用者にはかかる経費

の一部を負担していただくこととしております。  

 説明は以上であります。よろしくお願いいたします。  

〇議長（堀部登志雄君） 提案理由の説明が終わりました。  

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。  

 10番、宗像脩議員。  

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。何点かお伺いします。24―１ページにあります、ま

ず設置の第１条のことですけれども、学校並びにその周辺施設を活用しという、その周辺の施

設というのはあの学校の周辺にはもとのこだま園があり、あるいは福祉館があり、あるいはま



た教員住宅もあるわけですけれども、その周辺施設というのはどこまで言っているのかという

ことが、まず質問の一つ目です。  

 それから、二つ目は、第３条の事業ですけれども、１項から５項まであるわけですが、ちょ

っと細かい話で申しわけありません。１項は、生涯学習活動等のためという、等が入っていま

す。ところが、２項、３項、４項については等が入っていない。この違いは、どういうふうに

なっているのかということが二つ目です。  

 それから、三つ目ですが、利用料金、それから利用の時間とか、そういうものを見ますと、

これでは朝の９時から夜９時までと、中の本館の方です。ということは、宿泊はだめなのかと

いうことについて、以上３点についてお伺いしたいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） それでは、１点目の森野小中学校並びにその周辺施設につい

て説明をさせていただきます。周辺施設といいますのは、学校に併設されております白老町心

身障害児通園施設こだま園の後施設、それから森野の福祉館、それから教職員住宅を含めて、

またそのほかに学校に関連する物置や車庫等もありますが、そういうものの周辺すべてという

考え方でおります。  

 それから、第３条の生涯学習活動等のための施設の提供、その２項以降には等がないのだけ

れどもということですよね。これにつきましては、全体の生涯学習活動等の施設という、その

全体のものを１号でいいまして、そのほかのは細かい指導ですとか、それから情報提供、相談

等という細かいものになるものですから、そこのところで等というものを省かせていただいて

おります。  

 それと、三つ目の質問で、宿泊施設についてということ。あそこの施設につきましては、一

応町民の皆さんも含めた検討会の中でもやはり宿泊施設として活用は図っていきたいというこ

とは意見として出ておりました。それで、宿泊等は当然必要不可欠であるというふうには考え

ているのですが、建築基準法などの関係の法令をまだクリアしていないものですから、現状と

しては宿泊ができますというところまではいかない状態で開設をというふうに考えております。  

 ただ、今後につきましては、当然利用する側の立場からいいましても、そういう宿泊施設の

必要性というのは法令等も含めて整備をしていきたいというふうに考えております。  

〇議長（堀部登志雄君） 10番、宗像脩議員。  

〇10番（宗像 脩君） 10番、宗像です。それでは、周辺施設の中にはこだま園なり教員住宅

なり福祉会館も入るということを伺ったわけですが、そうしますと今度は利用料金の関係なの

です。そこには、体育館、それから一般教室、調理室、屋外グラウンド、多目的ホールという

ふうになっていますけれども、そうすると今お話のありましたもとのこだま園だとか住宅ある

いは福祉館、福祉館の方は町の条例か何かであるのかなと思っていますけれども、今言ったこ

とについてはどうなっていますかということが１点目。  

 ２点目ですが、宿泊の関係です。といいますのは、まだ学校が機能していたときの話、一昨

年のことなのですけれども、一昨年あるいはその前の年もあったかなと思うのですが、夏休み



等を利用して社会教育として白老町民はもちろんのこと、よその方からも、札幌だとか苫小牧

とかの方からも子供たちが来て、あそこに泊まって、そしてホロホロ行ったり川に行ったりと

いういろんなことをやっているわけです。というのは、今度これがこうなりますよということ

は、当然宿泊を伴ってということが予想されるわけで、ところが建築法等について云々という

のはありましたから、そうしますともしもあそこにどうしても泊まりたいという場合には、グ

ラウンドにテント、多分夏になると思いますが、そういうグラウンド等にテントを張ってやる

なんていうような場合もあり得るのかなと思いますが、その辺についてはどういうお考えです

か。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 学校及びグラウンド、体育館等以外の利用料金についてです

ね。申しわけありません。説明がちょっと不足しておりましたが、別表第２の利用料金表の中

の多目的ホールというのが一番最後に書いてあります。これにつきましては、心身障害児通園

施設こだま園をこの多目的ホールという名称で活用していきたいというふうに考えております。  

 それ以外の施設です。教職員住宅につきましては、老朽化がしている施設もあるものですか

ら、そこについては利用ができなければ解体をしていきたいというふうに考えています。ただ、

校長住宅、教頭住宅、また職員住宅、立派に活用できるものがあるものですから、ここに管理

人というものは常駐は今のところ考えてはおりません。ただ、当然利用者が施設を利用してい

るときに、どこかに人がいなければならないというふうにはなると思っています。そこのとこ

ろでいいますと、教職員住宅の一つは管理人が事務所として使うという考え方をしております。  

 また、ここの当然運営委員会のような組織をつくりましたときには、そういうような委員さ

んのミーティングができたり、少しみんなで協議ができたりというスタッフルームみたいな形

のものも考えていきたいというふうに思っています。  

 また、この施設にはおふろがないのです。ですから、当然体育等で活用される方は汗をかい

て、どこかでシャワーかおふろかというようなことも考えるというふうに思っておりますので、

その辺のところで今後浴室等の設置というようなことにも少し活用していきたいというふうに

考えております。  

 次、宿泊の関係なのですが、今宗像議員さんがおっしゃられたとおり、今まで学校が開設さ

れていたときには子供たちがいろんな形であそこを使っておりました。これからも、当然夏で

あればキャンプですとか、それからいろいろなスポーツ関係の団体等が合宿なんかで使いたい

とかということがあるかというふうに思っています。夏であれば、グラウンドがありますので、

そこにテントを張ってキャンプもというふうには考えております。ただ、では雨天のときにど

うするのかということありまして、ですので宿泊施設としてきちっとしてもちろん整備はして

おりませんので、まだ現状としてはしておりませんので、宿泊施設ですから、そこに泊まって

いいですよということはちょっと明言はできない。ただ、雨が降ったら屋根があるところでち

ょっと仮眠をするですとか、それから何か少雨のときにはそこの施設の中で少し利用するとい



うようなことはできるかというふうに考えております。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） 10番、宗像脩議員。  

〇10番（宗像 脩君） ３回目なのですが、それこそ皆さんご存じのように、森野のもとの学

校は、いわゆる白老大滝線に面しているわけですから、したがってもうこれが通行可能になっ

た４月、５月になりますとかなりの人が通るわけです。そうすると、事前にいわゆる教育委員

会に使用届なんていうものではなくて、例えば向こうの大滝の方から来た。何だろう、ここい

いななんていう、本当に一時的な、それが２時間になるか３時間になるかわかりませんけども、

一々届け出しないであそこのところに入る。入るというのは校舎の中に入るという意味でなく

て、あの辺を散策するとか、そういうことが考えられるなということ。  

 それから、もう一つは、実はつい２週間前だったですか、緑丘小学校のおやじの会で毎年や

っておりますけれども、冬子供たちを連れてきて、あそこで冬の１日を遊ぶという恒例の行事

になっているわけですけれども、先日もスノーモービルを持ってきてグラウンドを走ったとい

う、事前にそういう計画があるときには届け出はちゃんとすると思うのです。ところが、そう

いう団体でなくて個人でやはりスノーモービルを持ってきてという、そういう人結構この冬い

るわけです。それも一々あそこの教育委員会に事前に届け出るのでなくて、ある日突然といい

ますか、来るなど、あるいはポロトのミンタルの方で毎年のようにいわゆる観光客を、修学旅

行の学生だとか一般なんかも含めてスノーモービルを持ってきたり、あるいはチューブを持っ

てきたりして遊ぶという、事前にわかっているのは届けの方はいいのだけれども、ある日突然

というのも考えられるなと、そういう場合の措置はどうするのか。私としては、まず使うとい

うことが第１番だと思うのです。ですから、あそこのところにいわゆる管理者といいますか、

そういう方がいるのでしょうけれども、その辺の弾力性というか、届け出ていないけれどもと

いう、その辺の考え方についてはどういうふうにお考えですか。  

〇議長（堀部登志雄君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 当然大滝線につきましても、これからは通年開通というよう

な考え方で進むのではないかなというふうに思っておりますので、そうなりますと１年間を通

してあそこの交通量というのはすごく激しいものになると思っています。その中では、当然あ

そこに施設がありましたら、興味があって、ちょっとのぞいてみたいな、あの辺にも遊具があ

るからちょっと遊んでみたいな、そういう考え方をされる方はいらっしゃるというふうには想

定はしております。基本的に安全性というのもありますけれども、遊具ですとか、そこの周辺

を散策していただく分につきましては、当然どなたがおいでになって遊んでいただいても、そ

れはいいというふうには思っております。ただ、実際にグラウンドにつきましても有料でとい

う形で、こちらとしては利用料金の設定しておりますので、その辺につきましては今後指定管

理者による管理という形になっていきますが、その管理者の方と現実どうなのかと、実際に開

設をしてみて、その利用状況等も含めて状況に応じて協議をしていきたいというふうに考えて

おります。  



 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） それでは、暫時休憩をいたします。  

          休憩 午後 ０時００分  

                                         

          再開 午後 １時００分  

〇議長（堀部登志雄君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。  

 その前に、先ほど宗像議員の質問に対して補足の答弁があるそうですので、渡辺社会教育課

長、どうぞ。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） それでは、午前中の質問に対しまして２点ほど補足説明をさ

せていただきます。  

 １点につきましては、第３条の１号、生涯学習活動等がついていて、２号以下等がないとい

うことで質問を受けていたかと思います。それにつきましては、１号の生涯学習活動等という

のは生涯学習を活動する団体だけではなくて、施設を利用する側とすれば、もっと幅広い意味

で施設の提供ができるという考え方をしていたものですから、そこに等をつけてあります。２

号以下につきましては、具体的に生涯学習活動のという形で入っておりますので、そこには等

をつけておりません。  

 もう一点です。周辺施設をどこまでの範囲でとらえているのかというお話でありました。先

ほど森野福祉館も含めて各教職員住宅をという。構想としては、森野福祉館も含めて周辺整備

をしていきたいという考え方でおります。ただ、森野福祉館につきましては、こちらの方で構

想している段階で、具体的にではそこのところをどういうふうにという形のところまではまだ

いっておりませんので、一応構想ということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君） それでは、それで答弁ということにかえさせていただきます。  

 ３番、山本浩平議員。  

〇３番（山本浩平君） ３番、山本でございます。私も２点ほどふるさと体験館「森野」に関

しまして質問させていただきたいと思います。  

 午前中のお話ですと、周辺施設、こだま園ですとか、教員住宅やいろいろ体育館等もかなり

利用する可能性のあるお話でございましたけれども、現時点においてそれらの施設の改修計画

があるのかないのか。それと、いわゆるもともとある施設を利用してこういうことをやるとい

うことに関しては、大変すばらしいことであると私も思うのですけれども、一方ではやはり運

営していくのに、非常にいわゆる維持費、結構かかるのでないのかなという心配もあるわけで

す。そういう点で、財政面での町の足かせというか、かなりの負担になるのではないのかなと

いう心配も一方にはありますので、その辺についての現時点においての見解をお聞きしたいと

いうのが１点であります。 

 もう１点ですけれども、先ほど午前中の同僚議員の質問の中にございましたけれども、実は

せんだって産業経済常任委員会の所管事務調査で観光協会との懇談会を行いました。その中で

観光協会さん側から、最近体験学習的な意味合いでスノーモービルの利用等も結構あるのだと、



そういった意味で観光協会というか、商業ベースの話になってくるのかもしれませんけれども、

そういったことでの利用も考えられないのでしょうかというようなお話もございました。料金

の方に入るのですけれども、この料金の備考のところの４番目、宣伝、展示、販売等商業活動

のために利用する場合は、その表の額の約10倍に相当する額とするというふうにございます。

そういったことになりますと、体験学習としてスノーモービルをとらえた場合はどうなのか、

あるいは展示なんか、いわゆる美術のクラブやっている方や陶芸の方、その人たちがぜひ森野

という自然環境のあるああいうところで展示を開きたいと、そういった場合でも、こういった1

0倍もの料金になってしまうのか、その辺のすみ分けをどうするのかということもちょっと感じ

たものですから、お答えできる範囲で結構でございます。よろしくお願いいたします。  

〇議長（堀部登志雄君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） それでは、１点目の改修計画につきましてです。改修計画に

つきましては、今のところあそこのあの学び舎自体をやはり生かしていきたいというふうに考

えておりますので、大きな改修というのは計画しておりません。先ほど午前中の質問の中にも

ちょっと答弁をさせていただいていますが、壊れてしまっているものについては解体をします

と。それ以外につきましては、これから宿泊棟の計画等はございますので、それに関する部分

で設備の充実というのはあるというふうには考えていますが、それ以上のものまでは考えては

おりません。  

 ２点目の運営の関係で維持経費的なもの、16年度の一般計上の中で予算計上をさせていただ

いております。これにつきましては、あくまでも維持管理経費という形で作業人の賃金ですと

か、それから施設の維持にかかわる光熱水費ですとか、そういうものに関しては予算計上をさ

せていただいております。これにつきましても、当然財政が逼迫している中で予算計上をして

おりますので、その面も含めましてできるだけ管理運営委員会の中でも協議をして、民間の中

でできるだけ経費を削減する形で、もちろん利用料金が収入として入るという部分もあります

ので、それも含めてできるだけ財政的には経費を抑えていきたいというふうに考えております。  

 ３点目の体験型の施設の利用、それからそれ以外の展示ですと、芸術的なものはどうなのか

ということですが、これにつきましては同じあそこを使って、例えば絵画の展示をするという

場合に、当初から営利の目的であそこを活用すると、あそこで展示をすると、金額もきちっと

明示をする中で展示をするという場合には最初から営利目的であるという考え方で、それにつ

きましてはこの備考の中の４にあるように扱いたいというふうに思っております。ただ、当然

芸術家の方が皆さんにも見ていただきたい。まず、作品を展示をして、その中でどうしてもこ

れが気に入ってと言って買っていただくというか、そこの部分では当然そこの展示の中では売

買という販売はなしという考え方で、あくまでも作品の展示という場合には、その限りではな

いというふうに思っています。ですので、この観光協会の方からお話がある体験学習等につき

ましても、当然今営利を目的とする場合には、社会教育施設ですので、そういう事業というの

は展開できませんが、これからのニーズに合わせて検討はしていく余地はあるのかなというふ

うに思っております。  



 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） ３番、山本浩平議員。  

〇３番（山本浩平君） お話は、大体わかりました。  

 ただ、ちょっと気になるのがやはり建物自体が老朽化しているわけですよね。そういった意

味で、いわゆる維持管理体制を民間事業者に委託されるのか。どの程度どういう部分まで民間

に任せるのかと、その辺によって町が負担する部分ともう民間にすべて任せてやる場合と大分

違ってくると思うのです。その辺につきましては、現時点で結構です。いかがお考えかどうか、

お聞かせ願いたいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） あの施設全体につきましては、当然管理をするにも草刈り、

除雪等も含めますと、相当の広さになるというふうに考えています。ですので、そういう草刈

り、除雪等の作業等も含めまして、すべての面で維持管理に関しては民間にという考え方でお

ります。よろしいでしょうか。  

          〔「最後もう一度お願いします」と呼ぶ者あり〕  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） それと、建物、当然老朽化しているというところでいいます

と、もちろん建物の小破的なものの修繕、そういうものまでも民間でという考え方で考えてい

ます。ただ、あの施設自体が昭和42年に建っておりますので、それから見ますともう37年近く

たっております。それからいいますと、ではこれからどれぐらい、何年ぐらいその施設がもつ

のかというようなところも含めまして、それはこれから開設する中で、協議はしていかなけれ

ばならないというふうには思っています。  

〇議長（堀部登志雄君） ９番、吉田正利議員。  

〇９番（吉田正利君） ９番、吉田でございます。この条例案の第６条について質問させてい

ただきます。指定管理者の選定に当たって、事業計画と申請を含めて提出することによって審

査をするというように私受け取りますが、このような事業そのものを運営するに当たって、事

業主体である教育委員会が事業計画を樹立して、そして予算を与えて委託をする。恒常的な運

営については、これは当然のことなのでしょうけれども、私これ逆でないかと思うのでござい

ますが、これはどのような基本的な理念でこのようになっているのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 今の指定管理者の申請についてですね。これにつきましては、

当然教育委員会が事業を主体として進めていくというところではありますが、その中でできる

だけ利用していただく方にも利用しやすい施設の管理ですとか、それから事業内容ですとか、

そういうようなものも含めますと、指定管理者になる側が積極的に事業としてこういうような

ものを進めていきたい、こういう形で管理をしていきたい、そういうものをきちっと提示をし

ていただく中で、教育委員会としては指定をしていきたいという考えでいるものですから、こ

ういう条例にしております。  

 以上です。  



〇議長（堀部登志雄君） ９番、吉田正利議員。  

〇９番（吉田正利君） 今回のこのふるさと体験館につきましては、第１条にございますよう

に非常に重要な目的を持って設立されるわけでございます。ですから、なおさらのこと事業計

画そのものというのは、やはり事業主体がきちっと計画を組んで、そしてそれに基づいて委託

するというのが私趣旨だと思うのでございますが、もう一度ひとつ説明いただきたいと。  

〇議長（堀部登志雄君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 先ほども申しましたが、当然事業主体となっている教育委員

会がその事業の計画等も含めてきちっとした柱を立てて、その上で事業を委託するという、そ

の考え方は当然そうであるというふうに思っております。ですので、教育委員会といたしまし

ても当然指定管理者から事業計画が上がってきて、それをすべてというものではなくて、こち

らの方でもその中身につきましては、教育委員会が主として考えている事業との整合性をきち

っと把握した上で、もちろんそれにプラス教育委員会としてはこういうふうな考え方でいます

という要望も含めた形で委託はしていきたいというふうに思っています。  

〇議長（堀部登志雄君） ９番、吉田正利議員。  

〇９番（吉田正利君） 吉田です。そうしますと、当然基本的な事業計画の柱というものは、

当然事業主体である教育委員会から提示されて、それに基づいて日常の運営について事業計画

を立てて、それを審査するというようなことで、丸投げではないのでございますね。これを見

ますと、ちょっと丸投げ臭いところがあるもので、そうやって質問させていただきました。  

 そして、次これの関連なのですが、この一つの管理、運営に当たる実質的な管理者につきま

しては、何名を予定されているのでございましょう。１人なのか、２人なのか、あるいは固定

的な管理者なのか、流動的なシフトを考えて、それをシフトも見た管理体系をとっていくのか、

これについて。  

〇議長（堀部登志雄君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 管理者につきましては、当然管理者という名称にはしており

ますが、こちらが委託をするのはあくまでも団体という考え方をしております。当然このふる

さと体験館「森野」を管理していただくわけですから、それに見合うだけの人員ですとか、そ

れから業務量ですとか、そういうようなものも含めてきちっとした体制が整っている、そうい

う団体をというふうには考えております。  

〇議長（堀部登志雄君） 13番、斎藤征信議員。  

〇13番（斎藤征信君） 13番、斎藤でございます。大体かなりのものが出たようなのですが、

私も前の委員会、協議会で聞いて、大体の様相についてはわかったつもりでもいるのですが、

跡地を有効に利用するということは私も大賛成だし、大いにやる以上きちっとやっていただき

たいという願いを持ちながら、やっぱりわからない部分というのがかなりあるわけです。体験

館として再生するための経費、新しく412万円ですか、計上されていますね。先ほどから話出て

いるように、この建物はどんどん老朽化していくとすれば、その後の経費はどういうふうにし

て維持していくかということの話の中で、今民間に渡してというような話があったのだけれど



も、この手数料や利用料の中で賄えるだけのものではないだろうというふうに思うのです。と

すれば、本当にこの町としての見通しというのは、どんなふうに押さえられているのか。あれ

がどんどん老朽化していくのだから、金は相当のものをつぎ込まなければならないのではない

かという心配は一つあるのですが、そのあたりの見通し、まず教えてください。 

〇議長（堀部登志雄君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） あの施設、当然老朽化もしております。委託をしたとしても、

利用料金年間幾ら入るかはまだ実績上がっておりませんので、数字はないですけれども、利用

料金だけであそこのところが維持管理できていくというふうには思ってはおりません。ですが、

利用料金制度をもちろん活用しながら、それから年間教育委員会の方、町としても維持管理費

の分は毎年計上する形で考えてはおります。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） 13番、斎藤征信議員。  

〇13番（斎藤征信君） これも維持管理ができないとなれば、どうしていくのかということが

再度厳しく問われなければならぬのではないのかなというふうに思うのですが、その前にあそ

この建物は歴史的な価値がある建物として、そこのところを最大限重視してほしいという希望

がございましたよね。歴史的な価値を最大限生かしてと言いながら、建物はどんどん古くなっ

ていっていずれ形はなくなっていくのかもしれないけれども、それを民間に投げて維持させた

場合に、ここら辺の考え方というのは矛盾してこないかということです。歴史的な伝統ある森

野小中学校の施設としてあそこがあった。その建物を大事にしようと言いながら、民間にあと

は全部任せるから、あなた方維持せよと言った場合に、やはり民間は民間としての考え方でど

んどんやっていくということになれば、考え方として矛盾は出てこないかどうか、そのあたり

ひとつ伺っておきたいのです。  

〇議長（堀部登志雄君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 先ほど補足説明でも課長の方からお話ししましたように、この森野

小中学校を閉校するに当たって、地域の方から学校施設を閉校後すぐ取り壊すのではなくて、

何らかの形で、できれば自然体験的な施設としてぜひよみがえらせてくれという強い要望がご

ざいました。それを受けまして、昨年の９月に公募をしながら検討会を立ち上げて、４回ほど

いろんな方から意見を聞きました。そして、その意見を聞いた上で今回の設置条例を行政とし

て作成したわけでございます。その中に指定管理者制度というものを取り入れながら、今のこ

れから委託しようとする団体には、体育館の利活用、許可に関する事項ですとか、それから維

持管理につきましても先ほど課長からお話がありますように小破修繕については、その予算の

中でやってもらう。ですから、当然古くなってくると屋根が腐食をして、取りかえなければな

らないという状況になるかもわかりません。そのときには、指定管理者の負担ではなくて、や

はり町の方で負担をして、それを維持をしていくというぐあいに私どもは考えております。そ

して、あそこの校舎そのものは、ご承知のように木造ではございません。ブロックづくりでご

ざいますので、やはりそういう面で将来的に一番心配なのは屋根の部分だと思います。ですか



ら、指定管理者とも相談しながら、やはり日常からの屋根のペンキ塗りですとか、みずからで

きることについては、なるべくそうならないような維持をしていくということが非常に大切で

ないのかなと思います。そんな意味で、私は常々思っているのは、今あるものをいかに活用す

るかということで、確かにたくさんのお金かければ、それは立派な施設になるのかもわかりま

せんけれども、今１年間経過していろいろな課題も出てきています。ですから、やはり早くこ

れを活用して、そして活用する中でこれを充実するものにさせていきたいという考えでござい

ますので、そういう意味では丸投げをするのではなくて、修繕の部分によっては町でやる部分

もありましょうし、小破修繕はその指定管理者にお願いをするということになろうかと思いま

すので、ご理解願いたいなと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 13番、斎藤征信議員。  

〇13番（斎藤征信君） 斎藤です。今のお話伺いましても、あそこにあるものを使っていきた

い。使う以上は、私たちの金をかけるかどうかは別にしても、かなり効果的にするためには、

長い目で見た場合にどうなるかという計画という、その根本のところをいろいろと論議してお

かなければならないのではないのかなという気はするのです。実際に利用料金だけでも維持で

きないとなれば、町への負担というのも出てくるわけですから、ただ金がかかるからではなく

て、やはりあそこの建物として文化施設として、これから効果を発揮させていきたいと。しか

も、大滝―白老間のあの道路ができて、経済効果もかなり大きく考えることができるという立

地条件からいえば、あれをどうするのか、ただ建物があるから使えばいいというものではない

だろう。だとすれば、まず手始めに走りながら考えなければならない部分があるということは

確かにわかるのです。だけれども、今考えられるのは、では利用する人たちがどのぐらいの需

要度があって、そしてこれならば確かに全部賄えないにしても、ある程度のものは大体自分た

ちの力で賄っていけるという見通しがあるから、あそこをまずやらせておいて、その後もっと

有効に考えてみようかという見通しが立つのならいいのですけれども、今までの説明聞いてい

ますと、ただあそこにあるから、あれを維持したいから、地域から要望があるからやりたいの

だというふうにしか聞こえない。それでは、あの建物が老朽化してなくなったら終わりなのか

という心配をするのは、やっぱり飛生の学校の跡地利用の問題が本当にあれでよかったのかど

うなのかという問題も私すごく気になるものですから、森野が同じような状態にならないため

にも、もう少し調べておかなければならないものというのはたくさんあるのではないかと、こ

んなふうに……。この提案だけではまだまだ見えない部分があって、それがどういうような文

化的な効果と、それからあそこにある経済的な効果がどのくらいあるから、これからどういう

見通しでまちづくりの一つの手段としてあそこを大いに活用しましょうと、こういうのであれ

ば私は大いにもろ手を挙げて賛成をしたいなという気がするのですけれども、その辺が見えな

いということなのです。  

〇議長（堀部登志雄君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 今斎藤議員からお話ありました。そういう考え方ももっともだと、

このように思います。  



 ただ、私どもはあそこの学校を閉校したときに、あそこの利活用について、町民からそうい

う要望が非常に強かったということで、できればもっと早くあそこ活用したかったのですけれ

ども、１年間使わない状況であったということで、締め切っていたり何かして非常に湿度が高

かったり、いろんな形で投げたままの、結局おうちだけでなくて、人間もそうかもわかりませ

んけれども、やはり活用しなければ衰えてしまう、老化してしまうということと建物も同じだ

と思うのです。それで、それをいかに活用するかということで、先ほどもお話ししましたよう

に町内のいろいろな関係の方、商工会から、それからいろんな観光協会の方も入っていました。

それから、公募をして、公募の方も入っています。そういう方々から、いろんな意見を聞いた

中で今の社会教育施設として活用しましょうという結果になったわけでございます。それで、

先ほど活用していく中にあっても、先ほど渡辺課長の方からご説明あったと思いますけれども、

多分こういう説明があったと思います。今後宿泊施設及び施設周辺の整備につきましては、広

い範囲で意見を聞き、多様な活動に対するコーディネート機関として運営委員会を設置して、

利用者のニーズや関係機関と協議を進めながらこの利活用を図っていきたいということでござ

いますから、私はこの年からのこの施設の利用はそれの出発の年なのだというふうに位置づけ

ていただければありがたいなと思います。斎藤議員からそういう将来のことを思ってお話あり

ましたこと、それは十分承知してのお話でございますので、ご理解願えればなと、このように

思います。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） 14番、大渕紀夫議員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。今までの議論を聞いていまして、一つは町の考え方、

教育委員会ですか、そこの考え方がどこにあるのか、白老町としての旧森野小学校の位置づけ

がどこにあるのか。条件が違うとはいえ、飛生の教訓をどう生かしたのか、そういうことが見

えてこないのです。ですから、今の教育長のお話では、あれはブロックだから、将来ずっとあ

そこをそういう施設で使うのだよというふうに私はとったのです、今の状況でいけば。そうで

あれば、もちろん親御さんが言った運営委員会つくったということは大切です。 

 しかし、そのもとに町の考え方がきちっとあって、その上でそういう意見を聞くというのだ

ったら、私話わかるのだけれども、そうではなくて逆のような手法に聞こえるのです、今の答

弁では。ですから、町がこの森野小中学校の跡地をどうするのかという位置づけがきっちりし

ていたのかどうか、また飛生の教訓をどういう形で生かして、それを含めてちゃんと町民の集

まった方々に投げかけたのか、そこら辺がよく見えないのです。そこが見えないから、今いろ

んな意見が出るのだと思うのです。今やることが悪いとかと言っているのではないのです。将

来方向と町の位置づけが明確でないというふうに聞こえてしまうわけ。そうでないのかもしれ

ません。そこら辺、もうちょっとはっきり飛生の教訓をどう生かして、今この森野小中学校を

将来町としてはどういう位置づけにするのか。ただ、建物あるから指定管理者決めて貸します

よと、そういうことではないのではないのかなと思うのだけれども、そこら辺どうですか。  

〇議長（堀部登志雄君） 牧野教育長。  



〇教育長（牧野正典君） 今大渕議員から飛生との比較についてお話ございました。私飛生の

アートコミュニティですか、あのアートコミュニティがどういう経過で設置されたかというの

は、詳しくは承知してございません。ただ、私はこの町に来て教育長になって施設回ったとき

に、来た年です。決してそういうパンフレットに載っているような施設ではありませんでした。

どうしてこうなったのか、私はわかりません。はっきり言ってわかりません。  

 ただ、私が一つだけ言えることは、今の森野小中学校という施設を教育委員会としては社会

教育施設という形に位置づけて活用したいなという考え方から発想が始まったということは間

違いございません。  

 ただ、その社会教育施設にしたとしても、決して飛生と同じような、あのような形にはした

くないなという気持ちから、今回改めて、今先ほどからいろいろ論議ございます指定管理者制

度をきちっと活用して、そして管理をお願いしていくと。要するに行政が何でもかんでも決め

て、そして路線を決めてやるのではなくて、基本は決めますけれども、それを利活用していく

のはやはり住民の方、町民の方に利活用してもらうという観点に立って、どうあれば一番いい

かということについては、先ほどからお話ししている管理運営委員会なんかを設置して、その

中で進めていきたいと思っていますので、決して飛生と同じようにならないためにという理念

というか希望、そういうものはきちっと押さえているつもりでございますけれども、飛生も本

当に私行って、学校がこんなになってしまったら、そこに今いる地域の人は一体どう思うのか

なということを非常に感じました。ですから、そういう意味でも私は不退転の気持ちで森野を

決してあのようにはさせたくないという気持ちだけは人一倍強いと思っています。そんなこと

で、これからいろんなことがあろうと思いますけれども、決してあのような施設だけにはしな

いというその気持ちだけをきちっと持って、あそこの運営をよりよくしていきたいなと、この

ように思っていますので、ご理解願いたいと思います。  

〇議長（堀部登志雄君） 14番、大渕紀夫議員。  

〇14番（大渕紀夫君） 14番、大渕です。わかりました。私言っているのは、教育長、飛生は

町の政策でやったのですから、もちろん教育長はその経過を知らないというのは私理解しまし

た。  

 ただ、同じことなのです。町の政策としてやったわけです。教育委員会もかかわった政策と

して飛生の学校は利用したのです。あそこは、１年に１回旧飛生の人たちが集まって運動会や

るのです、懐かしいって。教育長が思ったより以上の考えが集まった人の中に私はあると思い

ます。一体これは何なのだ、町の政策は一体何だったのだと僕はなると思います。ですから、

私言っているのは教育長が責任があるとかないとか、そんなこと言っているのではないのです。

町の政策というのは、うんと将来を見越した形の中でやるべきだ、私はそう言っているのです。

だから、町の位置づけがはっきりしているのかというふうに言っているのです。 

 もう一つは、何でも町に決めれなんて僕は全く言っていません。基本的なところがきちっと

町が押さえているかということを言っているのです。そこがない中でやると間違うよというこ

となのです。もちろん十分承知されていると思います。  



 ただ、ですから飛生と比べているのだけれども、教訓をどう生かしましたかとさっき聞いて

いますから。あの教育長が思われた教訓を、それは森野の人たちが学校残していると同じ感覚

は飛生の人たちにもあるのです。あそこから出た人にもあるのです。同じなのです。本当にそ

ういう感覚で議論をしてもらい、今後運営委員会が例えば立ち上がるとしたならば、それが指

定管理者の関係がどうなるのか、そこに教育委員会がどうかんで、白老町の位置づけとしてど

うするのか、将来残していくのだったらです。そういうことをきっちりみんなが理解できるよ

うな形の中で私は運営してほしいと、こういうことを言っているのですから、そこの点誤解し

ないで、ひとつ答弁お願いします。  

〇議長（堀部登志雄君） 牧野教育長。  

〇教育長（牧野正典君） 今大渕議員言われたとおりだと私思います。そのように運営をして

まいりたいと、このように思っています。  

〇議長（堀部登志雄君） ７番、西田祐子議員。  

〇７番（西田祐子君） ７番、西田祐子です。私は、二つほどお伺いしたいと思います。  

 まず、一つ目が経済効果というふうに先ほどおっしゃっておりましたけれども、先ほどから

の説明の中で経済効果というところが一体どこに含まれているのかなといろいろ読んでみたの

ですけれども、よくわかりません。この中に宣伝、展示、販売等の商業活動のために利用する

のには、約10倍に相当する額とするというふうになっていますよね。一つの部屋を借りて、そ

こで例えば食堂やりたいと。１カ月利用したら、普通でしたら３万円ですけれども、商業目的

ですと一月大体30日と計算して30万円。例えばそういうような形で、経済効果というのは一体

何を意味して、どういうことを具体的におっしゃっているのかというのが一つです。そこの中

で、開館時間と休館日を定めていらっしゃいますね。そうしますと、朝９時から夜９時まで、

月曜日定休日、こういう中で指定管理者にいろいろと業務をどうのこうのとかと、事業計画を

どうのと書いているのですけれども、そうしたときに指定管理者の方がいろいろと考えている

ときに、この休館日だとか、時間をきちっとここで定めているのでは、かなり事業計画自体に

支障が出てくるのではないのかなと思いまして、そこです。  

 それと、もう一つ、先ほどから質問あるのですけれども、地域の人々の要望によってという

ふうに伺っておりますけれども、地域の人々というのは実際に何名くらいがそうおっしゃって

いるのか。そしてまた、先ほども答弁の中で運営委員会をつくってとおっしゃっていましたけ

れども、この運営委員会の中で地域の人々はどのようにかかわっていらっしゃるのか。飛生の

例もございますけれども、やはりああいうふうな体育館になったときに、地域の我々の意見が

通らなかった、聞いてもらえる場所がなかったなどと聞いておりますので、地域の方々の参加

はどのような形でなっているのか、この２点をお願いいたします。  

〇議長（堀部登志雄君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） １番目の経済効果のお話なのですが、こちらの方から経済効

果があるという説明はしていないと思うのですが、ただ補足説明の中でいろいろな条件等を考

えると、当然大滝線を通しての人との行き来があったり、それから民間の事業施設等が近くに



ありますので、そういう意味からいうと、あそこの周辺を含めて経済的な効果というのは考え

られるのではないかということでお話を補足説明したと思うのですが。よろしいですか。  

 それと、２問目の休館日、それから開館時間等の制約があれば、指定管理者が事業をするに

当たっては、ちょっと制約があり過ぎるのではないかということですよね。これにつきまして

は、この条例のところにも記載してありますが、休館日、第11条、教育委員会の承認を得て臨

時にこれを変更することができるというところをうたってありますので、その辺は事業をする

側が事業計画書を提出して、それをもとにしてこちらの方では検討いたしますので、その時点

でお互いに協議をして決めることはできると思います。ですので、事業主側がこういうふうに

積極的にやりたいというところで、それが有効である場合には、この開館日なり休館日の制約

には当たらないというふうには思っております。  

 それと、３問目の地域の要望というお話があって、何人ぐらいいるのかというお話と、それ

から運営委員会の方にどういうふうにかかわっているのかということなのですが、地域の人数

というのは正確には把握はしておりません。大体あそこの地区で昔から住まわれていらっしゃ

る方、ご夫婦でいらっしゃる方、それからお一人の方といらっしゃいますが、大体10名程度か

なというふうに押さえております。昨年この森野を活用するに当たって、検討会を町民の方の

公募と、それから教育委員会として選考して検討会を持ちましたときには、町内会長さん、そ

れから地域に住まわれている方にもその検討会には入っていただいて、一緒に協議をさせてい

ただきました。これから立ち上げます管理運営委員会につきましても、当然公募またはやはり

地域の方でどうしてもご意見をいただくには必要な方というのはこちらの方でも選出をさせて

いただく中で、管理運営委員会も設置していきたいというふうに思っておりますので、当然地

域の方も入っていただくというふうに考えております。  

〇議長（堀部登志雄君） ７番、西田祐子議員。  

〇７番（西田祐子君） 西田です。先ほどの体験館の休館日は、臨時にこれを変更するという

ことになっていますけれども、臨時ということはやはり短期間というふうに理解してよろしい

のでしょうか。例えば業務管理をする場合に私どもは朝10時から夜10時までやりたいのだと、

そういうことは認めるということなのでしょうか。そういうのはだめよということなのでしょ

うか。というのが一つです。  

 もう一つが地域の検討会とか、そういうところに10名ほど参加していらっしゃると聞いたの

ですけれども、これは私からの提案なのですけれども、もしこれをどうしてもされるというの

であれば、森野にかかわった多くの方々いらっしゃいますね、今いろいろな地域に住んでいら

っしゃる。やはりそういう人たちが主体となって、この森野の学校を運営していくのだという

ような気持ちで組織をつくってやっていかないと、やはり維持できないのではないだろうかな

という思いがあります。これについてお願いいたします。  

〇議長（堀部登志雄君） 渡辺社会教育課長。  

〇社会教育課長（渡辺裕美君） 利用時間等の超過につきましては、開館時間を一応９時から

９時という形にはしてあります。  



 ただ、事業を実際に進めていく場合には、当然利用者のニーズもありますので、深夜に星座

観察をしたいですとか、早朝に動物観察をしたいとかというような事業ももちろんニーズがあ

ったり、または事業計画としてする場合というのはあり得るというふうに思っております。そ

ういう意味でも自然を活用していただきたいというふうに考えておりますので、そこのところ

では当然事業の中身に合わせて、こちらの方では許可といいますか、認めていきたいというふ

うには思っています。  

 それと、２問目の管理運営委員会に先ほどの私の説明が悪かったのかというふうに思います

が、10名の方が全部検討会に入っていたということではありません。今住まわれている方がそ

れぐらいいらっしゃって、その中の何名かの方に検討会に入っていただいたということです。  

 今西田議員さんがおっしゃいましたけれども、やはり森野を愛してくださっている方々にで

きるだけあそこを支えていただきたいというふうには教育委員会としても思っております。で

すので、これからの管理運営委員会にもそういう方にもお入りいただきたいというふうに思っ

ておりますし、あそこを支えるまた別のボランティアみたいな形で森野を支える会のようなも

のができ上がるのであれば、またそれは地域のためにも教育委員会としてもぜひお願いしたい

なというふうに思っております。  

〇議長（堀部登志雄君） ほかございませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） それでは、質疑なしと認めます。  

 これをもって質疑を終結いたします。  

 これより討論に入ります。討論はありませんか。  

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

〇議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。  

 採決いたします。  

 議案第24号 ふるさと体験館「森野」設置条例の制定について、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。  

          〔挙手全員〕  

〇議長（堀部登志雄君） 全員賛成。  

 よって、議案第24号は、原案のとおり可決されました。  

                                         

 


