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   平成１７年白老町手数料及び使用料の改正に関する連合審査会会議録 

 

平成１７年４月２５日（月曜日） 

開  会    午前 １０時０１分 

閉  会    午後  ３時５６分 

                                          

○議事日程  

第１ 審査案件 

   議案第２４号  白老町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第２５号  白老町建築基準法の規程に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を改正

する条例の制定について 

   議案第２６号  白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の一部

を改正する条例の制定について 

   議案第２８号  白老町生活館条例の一部を条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第２９号  白老町福祉館条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３０号  北吉原ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３１号  しらおい経済センター設置条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３２号  白老町老人憩の家設置条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３３号  白老町児童館条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３４号  コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３５号  白老町公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３６号  白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３７号  白老町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

                                          

○会議に付した事件 

 審査案件 

議案第２４号  白老町手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第２５号  白老町建築基準法の規程に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を改正

する条例の制定について 

   議案第２６号  白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の一部

を改正する条例の制定について 

   議案第２８号  白老町生活館条例の一部を条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第２９号  白老町福祉館条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３０号  北吉原ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３１号  しらおい経済センター設置条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３２号  白老町老人憩の家設置条例の一部を改正する条例の制定について 
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   議案第３３号  白老町児童館条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３４号  コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３５号  白老町公民館条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３６号  白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について 

   議案第３７号  白老町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

                                          

○出席委員（１９名） 

委 員 長   吉 田 和 子 君      副委員長   吉 田 正 利 君 

委  員   熊 谷 雅 史 君             玉 井 昭 一 君 

西 田 祐 子 君             斎 藤 征 信 君 

及 川  保  君             鈴 木 宏 征 君 

土 屋 かづよ 君             近 藤  守  君 

氏 家 裕 治 君             谷 内  勉  君 

根 本 道 明 君             加 藤 正 恭 君 

山 本 浩 平 君             小 西 秀 延 君 

宗 像  脩  君             大 渕 紀 夫 君 

 議  長   堀 部 登志雄 君 

                                          

○欠席委員（１名） 

 委  員   中 出  正  君 

                                          

○説明のため出席した者の職氏名 

助      役          三國谷 公 一 君 

行政改革推進室長          吉 田  稔  君 

財 政 課 長           辻  昌 秀 君 

健 康 福 祉 課 長          三 戸 功 二 君 

寿 幸 園 長          千 石 講 平 君 

社 会 教 育 課 長          渡 辺 裕 美 君 

産 業 経 済 課 長          上坊寺 博 之 君 

土 木 課 長          山 本 憲 次 君 

都 市 整 備 課 長          松 井 俊 明 君 

生 活 環 境 課 長          二 瓶  充  君 

財 政 係 長          大 黒 克 己 君 

都市整備課主幹          高 畠  章  君 

都市整備課主幹          田 中 規 雄 君 

生活環境課主幹           星   貢  君 
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町 民 生 活 係 長          大 津 孝 典 君 

管 理 係 長          橋 本 伸 二 君 

社 会 教 育 係 長          中 島 圭 一 君 

財 政 係 主 任          久 保 雅 計 君 

                                          

○職務のため出席した者の職氏名 

  事 務 局 主 幹          中 村 英 二 君 

  書 記          浦 木  学  君 
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     ○開会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  ただ今から手数料及び使用料の改正に関する連合審査会を開会いたし

ます。 

                                          

○委員長（吉田和子君）  本委員会について傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  ご異議なしと認めます。よって委員会条例第１６条の規定により委員

長において傍聴を許可いたします。次に本日の委員会の日程について事務局から説明いたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  本日の委員会でございますけれども、初めに今日の委員会の説明と

いうことでご案内してございましたが、その後に質疑もということでご案内を再度させていただい

ております。したがいまして、今日の説明も 1 時間弱ぐらいかかる予定してございますけども、昼

からも引き続いてこの会議を開催する予定になっておりますのでよろしくお願いしたいと思ってお

ります。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  次に今回の連合審査会の開催経過についてご説明いたします。 

審査案件である議案第24 号から第26 号及び第 28 号から第37 号までの 13 件については、平成

17 年第 1 回定例会において総務文教常任委員会に審査付託されたものであります。議案の内容は手

数料及び使用料に関する条例の一部改正についてであります。行政の主たる担当窓口は財政課とな

り、所管する委員会は総務文教常任委員会でありますが、手数料及び使用料の改正内容が全般にわ

たることから民生常任委員会及び産業建設常任委員会にも関連することになります。白老町議会会

議規則第71 条の規定では他の関連した委員会と協議して連合審査会を開くことができるとされて

います。このことから先般、民生常任委員長の鈴木委員長及び産業建設常任委員会の加藤委員長と

協議をさせていただき、連合による審査について快諾をいただいたところであります。各委員にお

かれましてはよろしくご審議をお願いいたします。 

次に連合審査会の進め方の要点等について事務局から説明させます。 

○事務局長（山崎宏一君）  これは議員の皆さんしか配付してございませんけれども。２枚お配

りしてございますけども、連合審査の開始手続き等についてという部分でございます。今、委員長

の方からも説明ございましたとおり、協議を整えて連合審査ということになってございます。 

１ページの後段にございます６番について簡単にご説明を申し上げたいと思います。まず、2 番

目の会議の主催は主管委員長が行うということで、これは総務文教常任委員会に付託されて連合審

査という形になってございますので、これは総務文教常任委員会で進めるということになりますの

でその辺ご承知をしておいていただきたいと思います。次にページになりますけども３番目、連合

審査会の記録等は主管委員会が行うということで、これは総務文教常任委員会になります。定足数

の関係でございますけども４番目です。各委員会の定数のそれぞれ半数以上が出席することが望ま

しいということになっております。今日はほとんどの方がご出席をいただいているという状況にご

ざいます。それと連合審査会においては説明、質疑、意見の申し出のみを行うということでござい
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まして、次に説明します６番目でございますけども、案件に対する意思の決定は、付託されている

委員会にあるので、討論、表決、採決ですね、は、主たる委員会において行うということで質疑等

についてはこの連合審査会で行っていただきますが、討論だとか採決については総務文教常任委員

会が行うということになっております。それで次なのでけども、審査会の終了でございます。5 点

ほど書いてございますけども、普通この連合審査会、これからも何回か続きますけどもだいたい全

体の中で質疑等々が終わればそこで連合審査会を閉じるという流れになろうかと思います。したが

って、その期日も含めましてこれからの流れの中でどの段階で質疑が終わるかというところで連合

審査会は終了と。その後に先ほど説明いたしました討論、採決ということになりますが、それにつ

いては総務文教常任委員会が行うということでございますので予めご承知をしておいていただきた

いと思います。以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  審査に入ります前に助役からご挨拶をいただきます。三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  皆さん、おはようございます。今日は皆様大変お忙しい中、連合審査

会を開催していただきまして誠にありがとうございます。冒頭、一言ご挨拶を申し上げます。 

 この度は手数料及び使用料の改正についての関連議案を提案させていただきご審議をお願いして

いるところでございますが、合わせて財政改革プログラムの取り組み項目にもなっております減免

基準の見直し。現在、無料としている使用料等の有料化、ここにつきましても町全体としての統一

化を図り、また受益者負担という原則に立って見直しを図ってまいりたいと考えております。そう

いうことから現在その作業を進めているところでございます。そのことから本日は13 件の関連議案

の説明の後、その内容につきましてもご説明をさせていただきたいと思いますのでよろしくお願い

を申し上げます。なお、今回の見直しにあたっては関係する団体の皆さんの理解を深めるため、4

月18 日から20 日までの3日間にわたり見直し全体にかかる説明会を開催し意見交換を行いました。

スポーツ関係団体、社会教育関係団体、福祉関係団体等216 団体にご案内を申し上げたところ、ト

ータル 105 団体の参加がありいろいろと議論をさせていただきました。この中で様々な要望や意見

もいただいておりますが、これらのご意見等については本日の議論も含めまして協議会とも十分協

議をさせていただき最終的な結論を出して行きたいと考えておりますので審査方よろしくお願いい

たします。 

○事務局長（山崎宏一君）  私の方から念のためにちょっと申し上げてございますが、委員会で

ございますので起立しないでご質問、ご答弁の方も起立しないでそのままでご答弁をお願いしたい

と思っています。ただ、会議録は作成しておりますので、これは本会議に準じまして挙手をしてい

ただいて、委員長の方からお名前をいただいてからスイッチを入れていただいて発言・答弁という

ことになりますのでよろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩いたします。 

休  憩     午前 10 時 11 分 

   

再  開     午前 10 時 11 分 

○委員長（吉田和子君）  会議を再開いたします。これより審議に入ることになりますが先の本
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会議において配付された資料に基づき改正の概要とそれぞれの議案説明を終えておりますが、先般

さらに資料を送付しておりますので、まず、この資料を説明をいただき、その後質疑をいただきま

す。辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  それでは着席したままでご説明させていただきたいと思います。説明

の前に、本日質疑等も含めまして使います資料の確認をさせていただきたいと思います。冒頭の説

明は省略しますけれども 3 月の定例会でお配りしているものといたしましては、議案については総

務文教常任委員会で付託された13 件の議案でございます。あと、3 月議会では全体的な説明資料を

配付してございますけれども、これにつきましては本日それとほぼ同様の内容、さらに詳しい内容

の資料を別に配付しておりますのでそちらの方で説明させていただきたいと思います。あと先週、

追加資料として配付させて頂いた資料ですけれども、資料 1 ということで公共施設の維持管理経費

の状況、1 枚ものでございますけれどもございます。あと資料 2 で使用料・手数料等の見直し（案）

の概要。これらにつきましては後ほど、この資料 2 つですね、ご説明させていただきます。あと資

料 3 として白老町財政改革プログラムの概要も配付しておりますけども、これにつきましては説明

を省略させていただきます。あと資料番号はつけておりませんけども使用料・手数料等の見直し（案）、

これは平成17 年 2 月の日付の資料ですけども、これについても配付してございます。この資料の1

から 3 につきましては先ほど助役の方でご説明した先週開催した各種団体の説明会で配付したもの

と同様のものでございます。説明の内容につきましても住民向けあるいは各種団体向けにどういう

説明をしたかというのをわかっていただく意味で同じ資料を用いて、ほぼ同じ内容で後ほどご説明

を担当の方からさせていただきたいと思います。 

 それでは説明に入りますけれども、簡単に使用料・手数料の見直しの経過。これはちょっと資料

はお配りしておりませんけれども若干ご説明したいと思います。また、住民の対応経過ですね、そ

れも含めましてちょっと口頭でご説明いたします。この使用料・手数料の見直しにつきましては冒

頭助役の方でもご挨拶ありましたけれども、第 4 次行政改革大綱、これは平成14 年 6 月に策定され

たものですけども、その中の実施項目にも掲げられておりまして、その後財政健全化の取り組みと

いたしまして財政改革プログラムを策定しておりますけれども、昨年 3 月案の段階でこれを取り組

み項目ということでまとめて公表してございます。最終的には 16 年 12 月に財政改革プログラムが

最終決定となっております。その考え方につきましては単に財源の確保ということだけではなくて、

受益者負担の適正化、受益者負担のあり方そういうような内容になってございます。 

住民の対応につきましては昨年の 5 月に財政改革プログラム案を公表した後、広報 5 月号で財政

改革プログラムの対策の一つということで掲載し、さらに広報 8 月号では主な公共施設の運営経費

の状況を町民の方にお示しし、受益者負担の見直しについての検討の考え方ですね、まだ最終案と

いうことではなくてこういう観点で検討していきたいとそういう考え方を町民の方に昨年 8 月号で

お示ししているところでございます。町としても内部のプロジェクトチームを設置しまして10 数回

会議を開催し、概ね方針がまとまったことから既に有料化されている項目についての改定案を 3 月

の定例会に条例改正案として提案したところでございます。その後、4 月に入りまして現在無料化

になっている項目の有料化の案、あるいは減免制度の見直しの案につきまして基本的な考え方をま
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とめまして助役の方からご説明したように先週、各種団体に説明会を開催したところであります。3

回に分けて開催しておりますけれども、スポーツ団体・体育団体につきましては35 団体にご案内し

19 団体にご出席をいただいております。文化団体あるいは公民館関係を利用している団体につきま

しては 151 団体にご案内し67 団体の出席。福祉関係の団体につきましては30 団体にご案内して19

団体のご出席。合わせて 216 団体にご案内して 105 団体のご出席をいただいたところであります。

その中でのいろいろな質問・ご意見承っておりますけども、これらにつきましてはこれから広報の

5 月号で一般の町民の方に今回各種団体にお示しした内容、今日議会でご説明する内容についても

広報 5 月号に案ということで町民の方にお示しするという予定であります。また、説明会で出席し

ている団体も含めて再度一応会議に来られていない団体もございますので、この説明した内容を再

度お配りしてご意見をいただくということで概ね5月20 日をめどに町民の方からの意見の集約を行

っていこうとそういう考え方でございます。それらを受けまして最終的な町の案を固めて、これは

議会の審議経過の関連もありますけれども、概ね 6 月上旬に案をまとめて出来ましたら新たな有料

化の項目については条例案を 6 月議会に提案させていただきたいとそういうような考え方でもおり

ます。また、それらの実施時期につきましては出来ましたら 9 月から実施出来ればなとそういうよ

うな考え方で今後取り進めて行きたいというようなことでございます。これは議会とのやりとりの

中で当然修正があれば修正は構わないという考え方でございます。以上、これまでの取り組み経過、

今後の予定等を私の方からご説明させていただきましたけれども、基本的な内容につきましては担

当の大黒係長の方から各種団体にご説明した資料の資料1・2 を用いまして、まず総論的な部分は全

体的な説明、そして、既に提案している内容については補足の説明、そういう部分をさせていただ

きたいと思います。それでは、大黒係長の方からご説明します。 

○委員長（吉田和子君）  大黒係長。 

○財政係長（大黒克己君）  それでは私の方から資料に沿ってご説明させていただきたいと思い

ます。 

まずですね、使用料・手数料等の見直し（案）についてという17 年 2 月に作成した資料でござい

ますが、これは全部で 46 ページにわたっていろいろな考え方を記載しているものでございます。こ

れを説明会用にということで概要のみまとめたのが資料 2 でございます。説明会では資料 2 の前段

として、実際公共施設で維持管理費がどのようになっていて、収入がどのぐらい、それで不足額は

どのぐらいあるのかという状況をお示しするために資料 1 を配布してですね、この中身についても

簡単に説明させていただいております。 

それでは、まず資料 1 の方から簡単に説明させていだきます。1 枚ものになりますが、これは公

共施設の維持管理経費の主な施設の状況でございます。全部で 8 施設ここに表示しております。そ

れで、上に総支出額、下に収入と不足額を記載してございまして、この中で見ていただいて一番上

の社台生活館ですね、これが非常に収入額が多いのがご理解いただけるかと思います。この理由は

ですね、実は生活館につきましては生活館の設置目的としてウタリ対策というのがございまして、

これにつきましては道から補助金が入ってございます。収入 1,205,000 円の内、約 108 万円が補助

金になります。ですから、実際ご利用していただいている方からの収入というのは 125,000 円。約
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7.5％ということになります。あとですね、ここでいきいき 4・6（研修室）でございますが、これ

は全体ではなくて研修室にかかる部分の維持管理経費でございます。案分してございます。これに

ついては収入は 0。あるいは陸上競技場においても無料施設ということで収入は 0 ということにな

ってございます。ちなみに白老コミセンの状況を簡単に説明させていただきますと、総支出額で

28,174,000 円。これは13 年度から 15 年度までの3 ヵ年の平均値で表してございます。その内、収

入が 394,000 円。全体の1.4％でございます。残りは不足額ということで、不足額については町税、

その他の収入で賄っているというような状況です。総支出額の内訳なのですが、職員の人件費を含

めまして概ね 800 万円ほど。それから電気・水道、光熱費で 600 万円。それから施設の点検等ある

いは警備等の委託料ですね、これが約 1 千万。それから維持・補修費については 100 万円ほど実際

計上してございます。以上で資料 1 の説明は終わらせていただきます。 

続きまして資料 2。使用料・手数料等の見直し（案）の概要という方に移らせていただきます。

まず、Ⅰということで見直しの基本方針。ここにつきましては今回の見直しの全体的な考え方につ

きましてご説明いたします。まず、行政サービスにはすべて経費がかかってございまして、これま

では町民活動の活発化を図る目的で「負担はできるだけ軽く」という町民要望などを反映して使用

料・手数料は実際にかかる経費に対し低い金額で設定していたり、あるいは無料という場合もござ

いました。しかし、行政サービスにかかる町民間の負担の公平確保という考えあるいは町の厳しい

財政状況を背景に「第 4 次白老町行政改革大綱」及び「財政改革プログラム」では受益者負担の適

正化というものを改革項目として掲げてございます。そこでこれを受けまして今回この 3 つについ

て検討してございます。まず 1 番として受益者（利用者）の皆さんが負担する範囲の基準の明確化。

2 番目としてサービス内容や利用者区分による負担割合の設定。それと原価計算などによる適正な

料金設定と不均衡の是正ということでございます。 

で、中身に入る前に受益者負担という考え方でございます。これにつきましては定義としまして

は、行政サービスを利用する人としない人の公平性を確保するため、サービスを利用して利益を受

ける人から応分の金額を負担していただき、それによってサービスの提供に必要な費用の一部を賄

うのだという考えでございます。例えばですね、現在無料の施設では利用者からは料金をいただい

ておりませんので全て税金等で賄っているということになります。それは逆に言えば利用していな

い人にも施設の経費を支払っていただいているというようなことになり不公平が生じているのはな

いかと。ですから利用する人には応分の負担をしていただきたいのだとこういう考え方でございま

す。 

次にですね、それでは前はいつ見直しのだろうかということなのですけど。ここに記載してござ

います平成 9 年 4 月に消費税の改正ございまして、これに合わせて使用料・手数料の全体的な見直

しを行っております。この時は上限50％ということで金額設定してございました。それ以降、全体

的な見直しは行っておりませんで、8 年間現行料金ということで経過しているというような状況で

ございます。 

続きまして、使用料・手数料等の基本的な考え方でございますが、ここでは目的として 2 つ挙げ

てございます。まず、「受益者負担」という原則の確立と。それから町全体としての「ルールの統一
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化」ということでございます。 

2 ページをお開きください。続きまして、今後の見直しの周期でございますが、これは財政改革

プログラムにも記載しているとおり 3 年ごとにコスト計算を行って改定の必要なものについては見

直しを行っていきたいという考えでございます。 

それでは次に算定方法の明確化というところでございます。使用料・手数料等はどのように算定

しているのかというところでございます。ここに公式がございます。［使用料・手数料等］＝［原価］

×［性質別負担割合］×［減額率］この公式に沿って額を算定しているということです。 

ここで下に説明書きがございます。［原価］というのは施設等の維持管理費、人件費を基に算定。

後ほどちょっと詳しく説明させていただきます。次、［性質別負担割合］これは施設提供サービスま

たは役務提供サービスの性質分類に基づく受益者と行政の負担する割合でございます。これについ

ても後ほどご説明いたします。それから［減額率］ということで子ども、高齢者あるいは障害者な

どの利用者の属性に応じた減額率、これを掛け合わせるということでございます。 

続きまして、今回の検討対象サービスということで、今回の全体的な見直しについては現在使用

料・手数料、その他個人負担金を徴収している一般会計のサービスということで考えてございます。

また、無料サービスについても検討を行ってございます。その下に全体的な見直しとは別に検討す

るサービスということで水道料・下水道使用料・給食費、それから福祉サービスである介護保険等

の使用料等ですね、これにつきましては別に検討するとうことで考えてございます。 

それでは具体的な算定方法に入らせていただきます。まず、使用料でございます。算定方法とし

ましては、まず施設の維持管理費と人件費を「原価の基礎」とします。ここで施設の建設費あるい

は建設に関わる公債費、それとあとは原価償却費、これにつきましては今回の「原価の基礎」とは

してございません。これは公費負担という考え方でございます。それから、基本的に施設に関わる

使用料については「１㎡当たりの時間単価」と設定して、それに面積をかけるということで計算し

てございます。3 ページに入ります。それでは「１㎡当たりの時間単価」というのはどのように出

すのかと言いますと、今、ご説明しました［人件費と施設管理費］を［全体の貸出対象面積］と［年

間開館時間×年間目標稼働率］で割るということで出してございます。年間稼働率はすべての施設

で 50％ということで計算してございます。で、［原価］というのは［１㎡当たりの時間単価］にそ

れぞれの施設の部屋の［貸出面積］これをかけてございます。で、［1 時間当たりの使用料］はその

［原価］に［性質別負担割合］をかけると。これで使用料の額を算定してございます。 

それでは次に手数料でございます。手数料についても基本的に考え方は同じでございます。ただ、

ここに書いていますが国の基準に準じているものはそれを使ってございます。それ以外については

この公式を当てはめてございます。まず、［原価］＝［一件当たりの人件費］＋［一件当たりの物件

費］ということで、これにつきましては例えば住民票を発行するにあたって、一件当たり職員がど

のぐらいの時間を要するのかというのを出してですね、それを人件費と基礎をしています。それか

ら、それに要するですね、例えば紙代ですとか印刷費とかそういうものを含めて［原価］としてお

ります。［一件当たりの手数料の額］はその［原価］に［性質別負担割合］をかけてございます。 

続きまして、今回の見直しによる料金改定の基本的な考え方でございます。1 点目、まず今回の
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見直しにより算出した改定料金が、現行料金を上回る場合ですね。この場合につきましては大幅な

値上げとならないようにするため今度の見直し時期まで、ここで激減緩和措置と書いてありますが

ここは激変になります。申し訳ございません。激変緩和措置をとることとしております。基本的に

現行料金の概ね 20％アップを限度ということにしております。2 番目としまして逆にですね、今回

算出した料金が現行料金を下回る場合でございます。これも数施設ございます。これにつきまして

はほぼ同一の機能を持つ施設との比較検討を行い、類似施設との料金の均衡を図るという観点から

ですね、今回の見直しでは現行料金ということで料金据え置きにしてございます。それから 3 番目

としましては、使用料等の料金体系でございます。コスト計算を正確に算定すれば全て円単位にな

ってしまいますが、非常に複雑で好ましいものではないということで今回の見直しでは原則50 円単

位、金額が小さなものは10 円単位ということにしてございます。最低料金も施設等につきましては

50 円ということにしてございます。 

それから 3 番目としまして、施設等の時間による利用区分でございます。ここにつきましては例

えば生活館・福祉館等であれば貸出の体系につきましては午前いくら、午後いくら、あるいは全日

ですとか、3 時間ですとか 4 時間当たりの料金設定でございました。あるいは公民館等につきまし

ては逆に 4 時間以内でいくら、それから超過がある場合は超過料金でいくらと。こういうような料

金体系で施設ごとに料金体系が違ったわけでございます。これにつきましても利用者等に分かりづ

らいということで今回、原則ですね、1 時間当たりいくらという料金制に統一してございます。4

ページになります。ただしですね、それに時間単位以外の方が効果的ただというものについてはそ

のままで行ってございます。 

続きまして、性質的分類と負担割合というところをご説明いたします。まず、性質的分類に関す

る基本的な考え方でございますが。町は町民に対して提供しているサービスというのはサービスに

よって性質が異なってございます。それで、このサービスの違いをきちんと性質別に分類して原価

に対する［公費負担割合］と［受益者負担割合］を明確にした方がいいだろうという考えでござい

ます。現在、無料としているサービスにつきましてもこの性質別分類を行ってですね、有料サービ

スの比較・検討を行い受益者負担割合を明確にしてございます。 

それでは性質別分類と負担割合の考え方でございます。まず、2 つの基準に基づいてそれを縦軸

と横軸にしまして 4 つの領域に分けてございます。まず、1 つの基準としまして①のところでござ

います。サービス内容が公的（公共性）が強いのかあるいは私的（私益性）が強いのかという区分。

それから②としましてサービス内容が基礎的（必需性）が強いのか、それとも選択的なのかという

ものでございます。それを縦軸と横軸にしますと 5 ページになりますが、4 つの領域に分かれてき

ます。 

まず、第一領域としましては公共性が強くて必需性が強いというものでございます。これにつき

ましては受益者負担を最も低く設定したいと考えてございます。それから第 2 領域につきましては

公共性は高いのだけど、住民の方、サービスを受ける方々が選択できるものだと。これにつきまし

ては公費負担と受益者負担を概ね半々にしようと。第 3 領域につきましては私益性が強いのだけれ

ど、町民に不可欠なサービスであると。これにつきましても同じく半々で考えようと。で、第 4 領
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域、これにつきましては私益性が強くて、なおかつ選択的なものであると。これにつきましては受

益者負担を最も高く設定しますと。こういう考えでございます。6 ページをお開きください。6 ペー

ジにつきましては今の考え方のイメージ図でございます。 

実際、それぞれのサービスをこの領域に当てはめたのが7 ページでございます。6 ページ、7 ペー

ジ両方をご覧になりながら説明させていだきたいと思います。まず、6 ページ第 1 領域、左上にな

ります。町民全体に提供されるサービスで領民生活の安定のために欠くことのできないサービス。

公費負担は 100～90％。これにつきましては 7 ページの左上ですね。学校ですとか図書館あるいは

公園等の一般利用に関わる部分ということで考えてございます。6 ページの第 2 領域。これにつき

ましては不特定多数の個人、団体などサービスを受ける対象の範囲が広いサービスで、選択できる

サービスと。これは公費負担、概ね 50％。7 ページによりますと右上ですね。健康保健福祉センタ

ーの浴室ですとか健康増進室。あるいは手数料の戸籍とか住民票の提供と。このようなものが該当

するであろうということです。6 ページ第 3 領域になります。町民の一部に対象を限定して提供さ

れるサービスであるが、町民生活上必要なサービス。これについても公費負担、概ね50％。具体的

なものとしては 7 ページになりますが保育園、児童クラブあるいは公営住宅、このようなものが該

当します。最後に 6 ページの第 4 領域。私的で選択的なサービス。これは公費負担は 0～10％です

よと。これは 7 ページの具体的なものにつきましては、集会施設等の貸室の部分、それからスポー

ツ施設の使用料これが該当するであろうという考えでございます。 

続きまして 8 ページになります。3 番目、無料サービスの範囲の明確化というところでございま

す。先ほどご説明しました第 1 領域に属するサービスのうち特に全額公費負担とすることが必要な

サービスを無料とすることにしてございます。逆に第 2 から第 4 領域に分類されるサービスで、こ

れまで無料であったサービスについても原則有料とするという考えでございます。 

4 番目、サービスにおける目的外使用等の取り扱いということで。ここではまず 1 点目としまし

ては具体的に高齢者学習センターというのは第 3 領域にございます。これは高齢者を対象にという

施設でございますが、この施設を高齢者以外の団体が利用する場合は目的外使用ということにあた

り、第 3 領域から第 4 領域に切り替えて取り扱いを行いますということです。性質別負担割合につ

いても 50％～100％になるという考えでございます。それから、もう 1 点は施設の使用料を徴収す

るにあたってですね、例えば商業目的あるいは町外という場合は現行の使用料にプラスして料金を

いただくということで考えてございます。 

5 番目、適用除外サービスでございます。これは今回、先ほどご説明しました使用料・手数料の

公式ですね。実はこれによることが出来ない場合がございます。これについては今回の適用対象か

ら除外することとしています。まず、1 番目としては国・道の機関が策定している経費等を基に算

定している、あるいは国が使用料等の額を定めているものということでございます。ここに記載さ

れているものでございます。(2)につきましては行政財産の使用料徴収条例を根拠としているもの。

これは土地の評価額あるいは建物ですね、こういったものを基準としているもの。3 番目、それ以

外のものについてはこのようなものがございます。使用料・手数料等の基本的な考え方については

以上でございます。 
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引き続きまして10ページからになりますが2番目の既に有料化されている使用料等の見直しにつ

いて説明いたします。ここにつきましては 3 月の議会に提案させていただいた使用料等の改正に関

わる部分の説明になります。 

まず、見直しの対象でございますが、ここでは現行条例に規定のある使用料・手数料等の見直し

という考えでございます。 

主な改正内容でございますが、まず、使用料につきましては 1 番目 3 年平均の原価に基づくもの

で負担割合を反映させた料金ですよということ。2番目、ここは50 円単位ですよということですね。

3番目は会館等で午前・午後・4時間等の料金体系を1時間当たりいくらという見直しでございます。

４番目、改定率の上限は現行料金の概ね20％というものを基本にしてございます。ただし、50 円単

位である、あるいは 4 時間とか 3 時間のものを 1 時間当たりの料金にすることによって上限を超え

る場合がございますということです。また、そのために料金据え置きであっても改定率の増減は発

生いたします。5 番目としまして、スポーツ施設につきましては児童・生徒に配慮して据え置きや

減額をしてございます。例ということで今回 3 月に提案させていただいた施設等に関わる部分の代

表的な料金をここに記載してございます。中身につきましては説明を省略させていただきます。 

11 ページの下段になります。手数料でございます。ここではまず 1 番目としまして今回の手数料

の料金改定でございますが、白老町の図面の発行あるいは地籍関係の交付・閲覧、建築確認や開発

行為等に関する申請と危険物等の消防関係手数料が主なものでございました。で、戸籍や住民票の

証明については今回は据え置きということでございます。それから、使用料と同じく 3 年平均の原

価を使用しておりますということでございます。12 ページになります。これにつきましても料金体

系は 50 円単位を基本としているということ。それと 4 番目でございますが、上限は同じく 20％を

基本ですが、50 円単位ということで上限を超える場合があるということでございます。ここに今回

の見直しにかかる使用料等の主なものを説明してございます。 

続きまして13 ページ以降になりますが、13 ページから22 ページに 3 月に提案させていただきま

した条例の改正に関わる全ての料金をここに記載してございます。で、まず 1 点ちょっと訂正がご

ざいます。申し訳ございません。19 ページの下から 4 段目のその他・児童クラブとございます。こ

れは一応検討は行っておりますが、3 月に提案した案件ではございません。ちょっと消すのを間違

ってしまいました。ここは削除願いたいと思います。申し訳ございません。 

それでは、この表の見方をちょっと簡単にご説明させていただきます。13 ページの一番上です。

科目区分は使用料でございます。施設名は白老生活館。部屋の名称は集会室でございます。面積は

117.72 ㎡。料金単位は 1 時間とします。見直し前料金、これにつきましては 750 円とありますが、

これは午前という設定でございます。3 時間の料金でございます。で、この料金に関わる 1 時間当

たりの１㎡当たり単価は 2.1 円でございました。この 750 円を 1 時間当たりに直しますと 250 円に

なります。これがＡというところです。今回のコスト計算を基に算出した 1 ㎡当たりの 1 時間単価

は 2.08 円。若干下がってございます。受益者負担率でございますが、これは性質別の負担割合でご

ざいまして貸室ですので100％ということになります。ですから、同じく2.08 円変わらずでござい

ます。で、2.08 円に面積をかけますと 1 時間当たりの料金は245 円となります。それで料金体系は



 １３ 

50 円単位になりますので 250 円と。増減額は 0。改定率は 0％と。このような表の見方になってご

ざいます。以下、それぞれの説明は省略させていただきたいと思います。以上で基本的な考え方、

それと 3 月に提案した条例改正に関わる部分のご説明を終わらせていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  ここで質疑をいただきますけれども、まず、審査付託された 13 議案の

手数料・使用料について、議案個々の質疑ではなく全体に関わる基本的な考え方、あり方について

の質疑をいただきます。質疑のございます方どうぞ。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  このデータの基本的な部分になります標準人件費というのがありますね。

人件費は標準人件費を使用すると。標準人件費というのはいろいろ考え方があるのだろうけれども、

全職員の平均か、それとも子ども 2 人の 2 世帯のやつを標準にしているのか。どれを標準にしてい

るのか教えていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  大黒財政係長。 

○財政係長（大黒克己君）  これにつきましては基本的には職員の人件費を基にしてございます

が、課長職それから主幹職、係長職に分けまして、それぞれ平均の給料額を算出してございます。

今回ですね、人件費を算出するにあたりまして例えば施設に関わる人区数ですね。例えば 1 年間の

仕事を 1 とした場合に施設の維持管理だけを行っている場合もございますし、いろいろな仕事がご

ざいます。これにつきましてはそれぞれその業務を全部洗い出しまして、例えば施設管理につきま

しては 20％ですよと。そういうような算出をしまして、それに平均の給料を出したものが基本の原

価の基礎とする人件費ということで計算してございます。 

○委員長（吉田和子君）  18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  今の説明で課長・主幹・係長、その他職員も入るのですね。それの平均

値を出して、4 で割るとこういうことですか。 

○委員長（吉田和子君）  大黒財政係長。 

○財政係長（大黒克己君）  例えばですね、課長職であれば 800 万あるいは一般職であれば 500

万ですとか、それぞれの役職によって平均の一人当たりの額は違う出し方をしてございます。それ

で業務に関わるもので、例えば施設の管理で課長職が 5％あるいは一般職は 50％とか、そういった

それぞれの組み合わせによって人件費を出してございます。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  平米あたりの時間単価を出す算定の一つの手法の中で年間稼働率を一律

50％に設定しているようでございますが、この根拠について説明いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  大黒財政係長。 

○財政係長（大黒克己君）  稼働率につきましてはですね、実はそれぞれの施設につきまして全

部出してございます。それで稼働率につきまして50％というのは特に根拠があるものではございま

せんが、一応白老コミセンの稼働率が概ね50％ということなものですからこれを基準にさせていた

だいております。それ以外の施設については実際それ以下でございます。少ないものでは20％を切

るような施設もございますが、ただし、それぞれの施設でその稼働率を使いますと非常に使われて

いない施設につきましては料金が高いですとか、そういったことになってしまいますので一律の稼
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働率を使わせていただいたというのが基本的な考え方でございます。 

○委員長（吉田和子君）  9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  料金算定の基本でございますので、私は一律50％で納得せよというのは

非常に難しいのではないかと思います。現実は現実的に出して、そして現況を明示してそれに基づ

いて改正を図るというのが正しいのではないかと思うのですが。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  この稼働率の考え方で単価を出していくという考え方ですけども、前

回の 8 年前の見直しも同じような考え方なのですけども、前回は確か70％ということでかなり目標

稼働率を上げています。そうした時に目標稼働率を上げると非常に高くなると言いますか、施設に

よって非常にアンバランスが生じると。今回の部分で現実に20％しか使われていない施設、同じ公

民館・コミセンで20％使われる施設、50％使われる施設、同様の施設の中で現実の実態としていた

だくべき基本的な時間単価を計算するのに現実の実態を使うと先ほども係長がおっしゃったように

非常にアンバランスが生じてくると。同じ機能を持ちながら使われていない施設は例えば 1 時間

1,000 円、使われている施設は 1 時間 500 円。これは実態と言えば実態なのですけども、果たして

利用者の立場になると同じ機能、同じ公民館の貸し館でありながら、そのような施設間にアンバラ

ンスが生じる部分についてはどうだろうかとそういうような考え方からですね、これはあくまでも

目標と言いますか50％使われたという、そういう部分の一つの目標的な部分も含めて同じような施

設についてはほぼ同じような算定式で同じように使われた時の単価でいただくべきではないかと。

そういうような考え方での結果として目標稼働率を設けたと、統一したとそういうようなことでご

ざいます。実態として、じゃあいくらかかっているかというのは情報提供も出来る部分でございま

すので、この部分についてはちょっと情報提供の中のあり方として検討させていただきたいと思い

ます。 

○委員長（吉田和子君）  9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  それであれば基本的に現状の稼働率をある意味で無視されているという

判断で捉えて結構なのですね。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  基本的にはいただく部分のあるべき姿という部分で料金は設定させて

いただいています。実態のコスト、実際に使われている状況で料金ということではなくて、概ね目

標として 50％使われるというあるべき姿の中での時間単価と設定しているという考え方でござい

ます。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。はい、4 番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  各会館には建てた時にそれぞれの目的で補助をいただいて建てています

よね。生活館・福祉館・児童館ですか。それぞれに目的を持って建てているのですが、この今の中

身、資料を見ますと建てた時はそれなりの目的を持って建てたのだけども、長い経過の中で利用の

仕方が非常にどのこの会館も平準化と言うのか同じような使われ方になっていて、そういう特色と

言うのですか、その館によっての利用のされ方そういうものを無視と言ったらおかしいのですが、



 １５ 

それを無くして全館を同じような考え方の中で利用者の負担というのを求めていっているような形

で今回改正されているような気がするのですが。やっぱり生活館は生活館なりの目的があって、そ

の会館を使う時のその目的に沿った利用のされ方とかによっては減免とか免除とか、そういうあり

方と言いますか、館によって特色があってもいいのではないかと思うのですが。今、全体を見ます

とそういうことじゃなくて利用される方はどこの館を利用しても同じように減免されたり免除され

たりというそういう方向になっているようなのですが、こういう部分は補助を受けた制度上問題な

いのかどうかというのは、そこら辺はもう問題ないのでしょうね。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  まず、最初にご質問ありました補助金の入ってくるという部分につい

ては施設建設費の部分ですので、施設建設費についてはですね、補助金の残りは当然一般財源とか

町債とか、町が返すべきお金、それは公費負担という考え方ですから建設当時入ったお金が維持管

理費に影響してくる部分はちょっと無いのかなと思っております。それであと実際の維持管理して

いく部分で施設の特色というのを実際どういう形で反映させるかという部分では、例えば生活館に

ついてはウタリ対策ということで補助金が入っております。そういう部分について、まず料金につ

いては実際生活館を主に利用すべきということで補助金で位置づけられている団体以外に当然一般

の町民の方の利用がありますので、基本的には一般の利用に供すべき料金ということでまず設定し

てですね、減免の部分は後ほど説明すると予定しておりますので具体的には触れませんけれども、

実際に該当する団体については減額なり免除なりそういうような形できちんと対応したいとそうい

うような考え方でおります。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  一つはね、この使用料、現在の条例で決まっている使用料の総額いくら

ぐらいか出されているかどうか。で、今と同じような使用の頻度だとしたら、上げてどれぐらい収

入増になるのか。出ていれば、まずそれをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  予算書とか決算書に載っている部分の使用料というのは公営住宅とか

そういうものが全部含まれていますので、実際今回の見直しの対象部分の使用料の部分でというこ

とで財政改革プログラムを昨年立てた時点での一つの効果額の算定の基礎を申しますと、使用料で

は約 1 千万円ですね。当時、手数料としては 500 万円ということで捉えておりまして、これは引き

上げの原動率を 20％で見た場合、1 千万と 500 万円を合計しました1,500 万円の20％。これは実際

には 20％を上回るものも若干中にございまして、それを下回るものもありますけれども20％という

ことで試算した場合、1,500 万の 20％ということで約 300 万ぐらいと。そういうような部分です。

これは引き続き今と同じ減免が続けられたらということでね。減免の見直しとか新規項目の有料化

は入れないでまるきり今と同じ利用。ですから、実際は算定の部分というのは主に会館関係はお葬

式とかそういう部分で非常に使われておりますので、そういう部分の有料の利用が続けられたとそ

ういう試算であります。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 
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○委員（大渕紀夫君）  大体分かりましたけど。今、言ったこの表に出ている、これの全金額、

トータル金額と、それから見直した場合のトータル金額の、今言った 300 万というのはその差です

よね。その金額が大体分かりますかということなのですけど、それはわかりませんか。これだけの

収入だったものをこれだけにするから、これだけの利益、利益じゃないな、何て言うのだろう、あ

るのだよというそこのところです。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  使用料でいきますと、主に会館使用料中心ですね。現在、入っている

公民館とか体育施設とか生活館、福祉館が入っている部分の15 年度決算の合計額が約1 千万円ぐら

いと。これは今、有料化で払ってもらっている分ですね。ですから、これが平均して20％引き上げ

ということになれば使用料の部分では 200 万円ですか。元になる数字は使用料については 1 千万。

手数料については 500 万ということで。これは昨年の財政改革プログラムの時のラフな試算という

ことで、今回、最終的な条例を絞った中でこの数字と一致するかどうかという部分はちょっとまだ

精査終わっていませんけども、一応そういう部分として押さえております。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  細かいことを言うんじゃないのです、僕は。そうじゃなくてね、基本的

な数字をきちんと押さえて、そして、こういう根拠でこれだけの使用料を上げたらこうだというの

がちゃんと出ないと町民の方はなかなか納得できないと思うのです、僕は。だから、ラフな数字で

構わないのだけれどもね、やっぱりその年度の使用料と手数料はこれだけもらったけど、今上げた

らこういうふうになるんだよ、だから、今上げる必要もあるのだよというね、そういう説明の仕方

じゃないと僕はやっぱり、この間 3 日間やられた中でそういうことは出なかったかどうかわからな

いけど。そういう説明の仕方をしていかないとね。まず、大枠で言うとだよ。その中で例えば私が

考えているのは義務教育の子供たちの分については、じゃあ無料にすればどれだけかかるのかと。

今、有料だよね。無料にすればどれだけかかるのかと。300 万との関係でどうなるのかと。町民が

一番考えるのはそういうことなのですよね。もちろん、減免のことはこれから出るのだけれども。

私はやっぱりそういうような考え方と言うのかな、根拠を明確にし、そして、これだけ収入上がっ

たら例えば僕はやっぱり義務制の子供たちの使用料、体育館とプールと僕は無料にすべきだなと思

っています。そうすれば、そういう資料を出してもらって、じゃあ無料にしたらこれだけになると

いうふうにね。そういうような形での説明にしてほしいなと思っているのだけど。例えば、義務制

に子どもたちが全部タダになったらどれぐらいというのはわからないですか。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  まず、住民の部分で、金額の部分をどういう説明をしたかという部分

でございますけれども。財政改革プログラムの中で使用料・手数料の適正化の・・・。資料 3 の 5

ページですね。 

○委員（大渕紀夫君）  これ単位が百万だよね。 

○財政課長（辻昌秀君）  すみません。これは訂正させていただきます。住民説明会でも訂正さ

せていただきましたけど。単位百万円の誤りでございますので、申し訳ないですけど訂正お願いし
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ます。それで、単純に財源不足だからという理由だけではないのですけれども、今回いろいろな見

直しですね、全体的な見直しを行うとしたらの効果額として対策項目と対策額の部分で 8 番使用

料・手数料の適正化という部分で、これは17 年度ということで書いてあるのは年度通算であればと

いうことで実際4 月から実施されませんので額的には変わりますけれども、この 2 千万のうち1,500

万が使用料・手数料の適正化の部分です。ただ、それについてはですね、先ほどご質問あった既に

有料化されて払っていただいている部分の効果額としては一応 300 万という押さえ方をしています。

残り 1,200 万については現在無料の施設の有料化の部分、あるいは減免の見直しの部分ということ

でこの分はちょっと説明させていただいております。ただ、ご質問のあった具体的に今払っていた

だいていない部分もあるし、払っていただいている部分もあるのですけど、スポーツ施設の場合は

ね、子供たちの部分で。それが具体的にいくらなのかというご質問ですけども、それはちょっとま

だ現時点で整理されていませんけれども、数字を出してくれということであれば出来うる範囲でち

ょっと検討させていただきたいと。一応、住民の方にはこういう対策額が、トータルとして対策額

5 億とか 7 億とか、その内の一部ではありますけれども一応こういうようなことで位置づけられて

いますというご説明はさせていただいております。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩をいたしたいと思います。再開を11 時 20 分といたします。 

休   憩     午前 11 時 08 分 

 

再   開     午前 11 時 20 分 

○委員長（吉田和子君）  質疑のございます方どうぞ。4 番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  先ほど、生活館の収入のところの資料 1 でしたか、説明伺った時に、社

台生活館のところで収入の 1,205,000 円ですか。この内の 1,008,000 円だかが補助金とかというお

話がありましたけれども、これは生活館全体に言える話でしたでしょうか。この補助金というのは

ずっと続くものなのかどうかということをちょっとお聞きしたいのですけど。 

○委員長（吉田和子君）  大津係長。 

○町民生活係長（大津孝典君）  生活館の補助金につきましては現在道の方から 4 分の 3 の補助

金が入っておりまして、今のところまだこの補助金につきましては続く見込みでございます。 

○委員（鈴木宏征君）  生活館全部というふうに考えてよろしいのですか。 

○町民生活係長（大津孝典君）  はい。生活館全体につきまして補助金入ってございます。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  原則、時間当たりという考え方に変えると。午前・午後・夜間と、こう

いうものを 1 時間なんぼとこういうふうに決めると。一つの考え方なのだけれども、1 時間なんぼ

で区切るわけですね。2 時間なんぼになりますね。そうすると事務方の人達、事務方と言うと語弊

があるが例えば竹浦のコミセンを使うという場合に、土曜・日曜は別として日中は出張所の職員も

居るからある程度のあれはあるのだろうけど。夜・土曜・日曜、その辺りの管理と言うのかな。例

えば、3 時間使いますよという申し込みをしていたのだけれども 2 時間で終わった場合も考えられ

るわけですね。逆に 2 時間と言ったやつが 3 時間になる場合もある。その辺りはどのような事務的
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な処置としてね、煩雑になるのじゃないのかなという心配があるのだけれども、その辺りはどのよ

うに考えておられるのかな。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  基本的に申し込みいただいた時にいただくという考え方なのですけど

も。申し込みいただいた時に、例えば 3 時間申し込みあれば当然その時間は他の団体は予約入れら

れない時間なのですよね。そういうことから基本的に申し込みした当初の時間でいただくと。早く

終わったとしても精算という形にはちょっと考えないと。ただ、準備時間とか後片付けですとか10

分、15 分実際伸びますよと、その辺は弾力的に運用していくことの方がいいんじゃないかという考

え方ありますけれども、基本的には申し込まれた時間はきちんと実際にいただいた部分については

精算はしないとそういう考え方ではあります。 

○委員長（吉田和子君）  18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  わかりました。ただね、こういうことも考えられると思うのですが、例

えば 2 時間借りますよと言っても、10 分や 15 分はいいと言うんだけど程度の問題があると思うの

でね。たまたま 2 時間半かかったと。他に別に次のあれが入っていないという場合もあるのですが、

10 分ならいい、20 分なら駄目だというその辺りの区切りがおそらくトラブルの問題になるかと思う

のです。「10 分や 20 分いいだろう」とかさ、「30 分なら駄目だ、20 分ならいいのか」とかね、そう

いうトラブルが無いのかどうかちょっと心配なものですからね。その辺りはどういうふうに考えて

いるのかな。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  内部でもその辺が一番心配で議論しているところなのですけども。や

はり統一的な基準で、管理人さんに入れるお金の受け取りも含めてですね、後での精算、もし延長

になった場合の精算を含めてやらなきゃならないので基本的には統一した基準で運用せざるを得な

いのかなと。そういう部分では概ね、まだ最終的な決定ではなく 10 分か 15 分ぐらいをめどにやは

りそれを超えた場合ですね、他の団体に対する影響。空いていたとしてとかね、空いていない場合

はじゃあどうなのかというのはやっぱりそこで切ってもらわなきゃならないとかそういう部分もあ

るので、それはやはりまるっきり 1 分たりとも超えればという運用はしないつもりではおりますけ

れども、統一的な運用方針を定めて各管理人さんに周知して統一的なルールでやっていかざるを得

ないのかなとそういうふうに考えておりますけども。 

○委員長（吉田和子君）  18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  月曜日から金曜日まではまだいいのだけど、土曜・日曜・祭日ね。各地

区に管理人さんが居るのですが最初から最後までついているわけではないのですよ。そして、終わ

りましたと言って鍵を管理人さんのところに持っていくというのは、あくまでも良心の範ちゅうだ

ろうと私は思うのでね。その辺りのことまで・・・。管理人さんの方は例えば 2 時間と言われてい

るから 2 時間待っていたのだけれどもなかなか来ないと。3 時間になっていたと。そういう場合も

数の中にはあるんじゃないのかなと思うのでね。その辺りを管理人さんに責任を負わせるとか、ト

ラブルの無いように。当然、管理人さんは民間の方ですからね。公務員じゃないですから。それに
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よってあの管理人はああだこうだというようなね、同じ町内に住んでいるわけですからそういうこ

との無いようなことの徹底を私は図るべきだと思っているのですがね。そういうふうにならないこ

とを期待しておりますけれども。その辺りの考え方についてはどうですか。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  トラブルを解消する、当然、行政の立場でもこういう部分で管理人さ

んにご迷惑かけるわけにいかないということで、あそこの会館だったらこうだけどこっちの会館だ

ったらこうだという、そういうアンバランスの問題はやはり無くしたいなということで基本的な運

用の方針というのは定めて管理人さんに流すような形になるかと思いますけども。現実的にはやは

り住民の方との信頼関係の中でですね、あとは地域の管理人さんのそういう部分での多少の裁量の

部分と言うのですか、そういうことも出てこようかとも思いますので。もし、そういう部分での問

題なりやりづらい部分が生じれば役場に言っていただいて、じゃあその部分について、一つの館と

いうことではなくて全部の館でどうしたらいいだろうかという、運用の部分ですからそういう話し

合いをしながら検討していきたいなと思います。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質問のございます方。9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  料金改正の一つの基本的な考えで質問いたします。かねがね20％アップ

を限度とするという基本方針があるわけですが、現実的に表金額のところでは50％というのが前に

出ております。これは例えば基本の料金が安いから20％で抑えきれなかったのか。あるいはその他

の理由があるのかどうか。これについて一つお答え願いたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  今回、時間単価で改正するにあたって、結果的には50 円単位で金額を

行うと 50％のアップになるよという部分ございますけれども。これは例えば生活館でいきますと 3

時間使った場合もですね、従来 3 時間まで100 円だったものが 3 時間使うと 1 時間 50 円だから150

円になるとそういう部分でございます。2 時間であれば従来と同じ100 円が 100 円と。1 時間であれ

ば逆に安くなるよと。そういう部分でございまして、この辺の利用する時間を 1 時間単位にするこ

とによってより実態に合わせて使っていただけるのかなと。それとあと、結果的には50％になって

しまうという部分は50 円単位、実際この後減免という部分がありまして、その割引率によってさら

にこの 50 円単位が場合によっては 5 円単位とか 10 円単位になると、そういう部分もありましてあ

まり細かな単位にするとまた実際に細かな料金収集の部分でも影響出てくるのかなということで

50 円単位にさせていただいたと。その結果としての部分ということで一つちょっとご理解いただき

たいと。で、この50％アップ出てくるのは本当に狭い部屋と言いますか、1 時間の使用料が50 円の

部屋、こういう部分は出てくるかと思いますけれども 3 時間使っても 150 円という部分なのですよ

ね。そういう少額の部分ということでですね。確かにアップ率、3 時間使えば 50％という形になり

ますけども、トータルとしてのお支払していただく分 3 時間フルに使ったとしても 150 円というこ

とでご理解いただけないかなというふうに考えております。 

○委員長（吉田和子君）  9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  理由はよくわかります。わかって質問しているのですが。先ほどの 1 件
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も同じなのですけれども、基本的な考え方はこうだと設定しながら結果的に流動的にこうしますと

いう言い方はちょっと、算定の基準を設定しておきながら自らそれを崩すような発言ということは

ちょっといかがなものかと思うのですね。やはり、基本はこうだからという一つの定めの下でどう

こうと言うならいいのだけれども。そういうふうなことについて、ちょっと疑義があるのですね。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  ここの部分については確かにご指摘ございますようにですね、結果と

して本当に最低料金の 50 円の部屋については 3 時間フルに使えば 50％アップ。これは最初に言っ

ている原則にそぐわないという部分は私どももそういうふうに捉えております。基本的にちょっと

例外の部分。非常に最小の部屋で最小の料金に設定するという結果としてこうならざるを得ないと

いう例外の部分として何とかご理解いただけないかなと思います。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方どうぞ。4 番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  全使用件数の中の料金を支払っている部分が割合としてどのぐらいとい

うふうに押さえていますか。大体でいいです。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午前 11 時 33 分 

 

再   開      午前 11 時 34 分 

○委員長（吉田和子君）  渡辺社会教育課長。 

○社会教育課長（渡辺裕美君）  実績になるのですが、平成15 年度の白老コミセン、中央のコミ

ュニティセンターですね、ここの実績です。15 年度の総額が約 3 千万円かかっています。その分で

実績として実収入としては 15 年で 508,000 円ほど収入をいただいています。割合としては 1.69％

ということになるのですが。これがこの後使用料の改正と最終的に受益者負担のところまでも入る

のですが、そこのところまでという改正の金額でということでお話するとしたら、今のままで言え

ば 518,000 円、1.72％なのですが負担を半分いただくという形になれば今の実績で言うと 500 万強

ということになります。17.49％、17％ほど。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午前 11 時 36 分 

  

再   開      午前 11 時 38 分 

○委員長（吉田和子君）  渡辺社会教育課長。 

○社会教育課長（渡辺裕美君）  先ほどの15 年度の実績で 3 千万強かかっている中で100％いた

だいたらという考え方で言いますと約1,500 万が収入ということになります。 

○委員長（吉田和子君）  4 番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  そうしますと今、実質収入は50 万何千円と言いましたよね。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺社会教育課長。 

○社会教育課長（渡辺裕美君）  すみません、ちょっと計算を間違えていました。大体 1 千万程
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度というふうになります。 

○委員長（吉田和子君）  4 番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  今の説明ですと、使った方が料金に全部支払っていると 1 千万というふ

うに考えていいのですね。ですけれども、払っている方が今言ったら実績は50 万と言っていますの

で、本来であれば減免なく全部支払うと使用された会館の利用料はコミセンだけで考えると 1 千万

だというふうに考えてよろしいのですね。そうしますとやっぱり今回の改正についてはですね、料

金は先ほど財政課長がおっしゃったように大体20％。多いところでも20％ですか、平均しますとね。

そうしますと 50 万の 20％ということは 10 万ですよね。そうしますとそのまま行くと 60 万にしか

ならないのだけれども、今回のようにその他 950 万ですか、タダで利用されている方が居ますと、

それを減免にしながら何十％なりもらうというその金額の方が非常に大きいですよね。今回の効果

としましてはね。ですから、今回の改正についてはですね、その基本的な料金の改正というよりも

減免していたそういうところの整理をすることによって料金に与える影響と言うのですか、非常に

大きい部分もありますので。どうしても料金改正、改正、見直しを言うとどうしても高くなったと

か、利用している人に、お金を払っている人にしてみれば非常にその部分でどうなのかという議論

にどうしてもなりがちなのですけれども、そうじゃなくて今回は今、減免している部分を整理する

という方が大きいですよね。目的としましては。だから、やっぱりそういうところのお話もきちん

としていかないと、どうしてもこの部分だけ話をすると単なる料金の改正みたいな話になっちゃう

けれども、やっぱり与える影響が大きいのは今まで減免にしていたもの、タダにしていたものを何

十％かいただくというこの効果の方がかなりやっぱり、目的もそこら辺にあるんじゃないのかなと

思うので。そこら辺をきちんと説明された方が聞いてもわかりやすいんじゃないかなと思うのです

けどね。説明はこれから減免のところでするのですけれども。やっぱりそういう効果の方が大きい

んですよねということをまず、それでよろしいかどうか。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  減免の部分ですね。金額の部分とかちょっとご説明していませんけど

も。先ほど、既に有料化になっている部分での効果額はどのぐらいですかという部分では約 300 万

ぐらいを想定していますとそういうお話しましたけども、財政改革プログラムで使用料・手数料の

見直しトータルで 1,500 万ぐらい見込んでおります。ですから、残り 1,200 万ぐらいは新規に無料

のものが有料化になる部分、あるいは減免の見直しで、これは 100％もらうということでなくてで

すね、一定の率でもらうという考え方でありますけれども、そういう部分も見込んでいてその 2 つ

合わせると1,200 万ぐらいということで金額としては確かにご質問のとおりなのですけども。ただ、

冒頭から説明しておりますように決して今回の見直し案は減免ということではなくて、きちんと統

一ルールでコストにみあった見直しも合わせて行いますよと。そういう部分がまず先に議会の方に

提案させていただいたとそういうことでございます。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方どうぞ。1 番小西委員。 

○委員（小西秀延君）  7 ページのサービスの性質分類の一覧の中をちょっと教えていただきた

いのですが。第 1 領域にあります[公園施設・広場使用料]の中の森野スキー場なのですが、これが
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第 1 領域に入っている理由。施設整備の分類の関係でこっちに入るのか。どういう理由でこっちに

入っているのかを教えていただきたいのと、第 4 領域の総合福祉センターの会議室・研修室なので

すが、この表で言うところの②に当たらないのかどうなのか。そのところをちょっと詳しく教えて

いただきたいのですが。 

○委員長（吉田和子君）  大黒財形係長。 

○財政係長（大黒克己君）  まず、森野スキー場が第 1 領域だということでございますが、これ

につきましては他の公園施設と一緒に併記してございますが、森野スキー場も一つの広場という位

置づけの中で第 1 領域に入れてございます。それで、他の都市公園もそうなのですけど一般利用に

限るということで、これは通常が子どもたちが遊んだり、あとは休憩したりというような部分での

利用につきましては今までも無料ですし、今後もそういう公園としての機能ということを考えれば

第 1 領域であろうと。ただし、公園を基本的に専用施設化外、これにつきましては公園の専用の条

例がございましてそちらの方できちんと有料化ということになっていますので、あくまでも広場的

な意味での一般利用ということで捉えていただきたいと思います。 

 それから第 4 領域のいきいき 4・6 でございます。これは第2 と第 4 に分かれてございますが、第

4 に入っている部分につきましてはあくまでも貸室ということで捉えてございます。確かに総合保

健福祉センターという設置目的等を考えれば他とはどうなんだというお考えも承知できる部分でご

ざいますが、他との利用状況を鑑みますと公民館あるいは生活館等と同じ利用形態でございまして、

団体も公民館を使われている団体がいきいき4・6 を使っているような状況でもございます。そこで、

実際じゃあ福祉関係で使われている部分ということを考えれば確かにどうなのかという部分ござい

ますが、それにつきましては後ほどご説明いたします減額免除制度のところで若干考慮していると

いうようなことでございまして、ここにつきましては他の施設と同様の貸室ということでご理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  他に。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  ちょっとレベルの程度の差があるかと思うのですが。葬儀のことでちょ

っと聞きたいのでがね。各地区の生活館、それから公民館、結構利用されているのです。で、今ま

では葬儀の場合は 2 日間で全館使用という時になんぼって、金額は我々わかっているのですが、今

回のよう見直しすることによって時間の問題になりますね。通夜の場合、準備態勢ということにな

るとどこからどういうふうになっていたのかね。今度、例えば 6 時からみるのか、4 時からみるの

かね。3 時からみるのかによって料金が違ってきますね。その辺りがね。おそらく計算していない

と思うのですが、出来得れば午後からでもいいのですが虎杖浜の生活館ではなんぼくらいになると、

現状はこのくらいいただいているけど、この時間なんぼで行けばこういうふうになります。竹浦・

萩野公民館ですね。それから社台の生活館でやる場合はどうなるか。それをちょっとお聞きしたい

のさ。今すぐ出ていないと思うから後で計算してもらいたいの。なぜ、こういう質問をするかと言

うと私も町内会の一役員をやっているのですが、白老斎場を使う場合とそれから生活館使うとか公

民館使う場合はどうなのというふうに問題もね、今後値上がりした場合に町内会で検討されるだろ

うと思うのですね。それは遺族の問題になりますから出来るだけ安くあげると言ったら語弊があり
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ますが、無にしたいと思えばその辺りの比較検討もしたいと思うのですけれども。その辺りについ

てお聞きしたいと思うのだけれど。後でもいいですよ、資料は。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  具体的な質問なのでちょっとすぐその金額ということにはなりません

けれども、基本的には 13 ページ以降ですね、一応各部屋の料金がどうなりますかとそういう表が付

いております。例えば今、最初言われた虎杖浜公民館ですと 16 ページの下の方にですね。たぶん、

一番大きな部屋が集会室ですか。 

○委員（加藤正恭君）  いや課長、全館使用になるのですよ。どうしても全館使用になっちゃう。

集会所だけじゃないんですよね。 

○財政課長（辻昌秀君）  例えば和室であれば14.3 とかね、ちょっといろいろ、でこぼこがあり

ますよ。急いでということでしたら、午後からちょっとまとまるかどうかですけども、これは後ほ

どでもよろしいですか、本日じゃなくてもね。 

○委員長（吉田和子君）  資料は後ほど示していただきたいと思います。18 番加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  議員もみんな、おそらくなんぼになるだろうということは興味があると

思うのですよ。例えばそういう所でね。それぞれ町内会にみんな関与していますからね。先ほども

ちょっと聞きますと、竹浦全館で 2 日使うとしたら今まで 5 万ぐらいで収まっていたの。萩野公民

館はと言ったら 6 万なんぼなんだそうですね。新しいから料金が少し違っているのかもしれないけ

れど。今度どういうふうになるのか。例えば、白老斎場だったら 5 万で済むとかね。そのような問

題もあるものだから聞きたかったわけなんですけどね。 

○委員長（吉田和子君）  じゃ、後ほど示していただきたいと思います。他に質疑のございます

方どうぞ。8 番近藤委員。 

○委員（近藤守君）  今、萩野の公民館の話が出たのでちょっとお聞きしたいと思いますけども、

申し込みと料金の徴収についてちょっとお伺いしたのですよ。今ですね、金銭の授受は出張所しか

出来ないのですよ。公民館の管理人、運営委員会は金銭には一切タッチしないということで。先ほ

どのいろいろな話の中で管理人の云々が出ていますので、これからその制度がどのようになるのか

ということですね。 

それともう 1 点はですね、申し込みなのですけども現在減免が非常に多いので電話でもっていろ

いろ受けておるんですけども、これからは料金制度になりますのでかなりそういうことが複雑にな

ると思うので出来れば必ず公民館に来て申し込みしてもらうと。書面で書くというようなことが出

来ないのかどうか。この 2 点について伺います。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺社会教育課長。 

○社会教育課長（渡辺裕美君）  徴収の関係なのですが、それにつきましては今、管理人が全て

料金を徴収するという考え方になっております。で、それについてはこれからも考え方は同じで、

料金を支払うのをどういう形にするかというようなところは協議をしていきたいというふうに考え

ています。 

 それと申し込みにつきましては萩野の場合には電話で申し込みというような形が多いということ
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ですが、基本的には来て、申込書を書いていただいて、それを出していただいてそこで許可をする

という考え方になっておりますので、それは全施設統一的にこれからもしていきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  8 番近藤委員。 

○委員（近藤守君）  料金の徴収でちょっと課長の声が聞こえなかったのですけども、出張所で

全部扱うということですね。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺社会教育課長。 

○社会教育課長（渡辺裕美君）  はい、基本的にはそうです。 

○委員（近藤守君）  と言いますのはね、管理人は常駐じゃないんですよね。必要な時だけ来る

というものですからね。先ほどから管理人、管理人と言ったのはその辺も変わるのかなと思いまし

て質問しました。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  10 ページ。児童・生徒の配慮ということで大枠減額になっていることで

はいいことだと思うのですけれども。あくまでも子どもたちがこういう施設を使う時に、個人で使

う場合の計算だろうと僕は思うのですけどね。集団で行くとか、あるいはグループで練習するだと

か教育的な部分から活動の部分という形でやるんだろうと思うのですけども。そうなった場合に減

額率だとか、それから性質別の負担割合なんてのは変わることがすごく多いんじゃないかと。一律

なんぼで、子どもの場合なんぼってこう決めてしまうのかね。それとも割合がその度に変更される

のか。減額率はどうなっているのか。その辺り、もう少しわかるようにしてほしいなというふうに

思うのですが。 

○委員長（吉田和子君）  減免・減額の方に関わってきますので後ほど説明をしてから。 

○委員（斉藤征信君）  減免で言ったのではなくて、子供の料金の扱いということではどういう

原則になるのかということを先に。 

○委員長（吉田和子君）  減免の方ではなくて扱い方について。辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  減額・免除の部分については後で減額・免除制度見直しの内容のとこ

ろで具体的に触れますので、そこの部分でちょっとご説明させていただきたいと思いますけど。今、

ご質問あった中で一部性質別負担割合の考え方ですね。これは基本的にはここの部分については統

一した中で子供は一律こうですよということでの整理はないですけども、個々の料金の中で当然プ

ールとかの部分では子供の料金というのを決めていますので、そういう部分において本来もらうべ

き額と言うんですか、そういう中で一つ設定させていただいていると。その部分が結果的にどうい

うふうになっているかとそういう部分でいきますと、プールの場合では大人 1 回 400 円が、高校生

と中学生で違いますけども、高校生で260 円ということですから約55％ぐらいですか。中学生以下

ですと 30％。幼児ですと15％。一応こういう中でこの部分が先ほど性質別負担割合の結果としてこ

ういう料金設定にさせていただいているという部分ですね。 

○委員長（吉田和子君）  13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  今もらっている大人の料金から見て何％ということはこれを見ればわか

るのですけどね。そうすると、そういう子供の負担率というのは何％って決まっていて、この他の



 ２５ 

施設や何かを利用する時にも関わってくるだろうと思うんですけどね。子供全体に関わってその数

字が全部使われるのかどうなのか。その辺りどうですか。 

○委員長（吉田和子君）  大黒財政係長。 

○財政係長（大黒克己君）  基本的にここで設定しております子供、児童・生徒の料金というの

はあくまでもスポーツ施設に限って、現在有料化されているものについてのみでございまして、例

えば会館の使用料で子供が使うという場合は原則は現在見直そうとしている額、1 時間当たりの額

このままで考えています。ただし、実際どのぐらい子供だけ使うのに大人と同じ料金かという部分

につきましては、子供料金というのは実際設定しておりませんがこれは減額・免除制度の方の対応

ということで考えてございます。 

○委員長（吉田和子君）  他に質問のございます方。申し訳ありません、昼食の休憩に入りたい

と思います。再開を13 時といたします。 

休   憩      午前 11 時 58 分 

 

再   開      午後 1 時 00 分 

○委員長（吉田和子君）  再開いたします。質疑のございます方どうぞ。7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  7 ページのサービスの性質別分類一覧というところがあるんですけれど

も、ここのところで 4 段階に分けられてはいるんですけれども、ここのところを何回見てもこれを

分けた基準と言うんですかね、それがどうもいまいちはっきりしないんですよね。と言いますのは

第 4 領域に入っています生活館とか福祉館とかというのは第 4 領域ですよね。ところが保健福祉セ

ンターというのは第 2 領域ですよね。町民の立場からすると同じじゃないかという感覚がどうして

もあるものですから、その辺をもうちょっとわかりやすく説明していただけるとありがたいなと思

ったんですけれども。 

○委員長（吉田和子君）  大黒財政係長。 

○財政係長（大黒克己君）  ただ今のご質問で生活館・福祉館については第 4 領域だけど総合保

健福祉センターの部分については第 2 領域もございますということでございますね。まず、生活館・

福祉館の中で生活館につきましては先ほどウタリ対策というような設置目的もございますという説

明をさせていただきましたが、これは単にウタリ対策の利用だけではなくて、いわゆる町内会館的

な利用も実際はございます。で、これにつきましては一括貸し室ということで全部全て第 4 領域に

入れさせていただいたということなのですけど。ただし、ウタリ対策の部分については減額・免除

制度の方でその辺の措置を取らせていただきたいという考え方でございます。それから、総合保健

福祉センターについても実は第 2 領域と第 4 領域両方とも出てきてございます。第 4 領域にあるい

きいき 4・6 につきましては貸し室という部分で第 4 領域に入ってございまして、第 2 領域について

は浴室と健康増進室ということで、これはあくまでも高齢者対策あるいは健康増進という部分で

50％は公費負担という考えに基づきまして第 2 領域に入っているということでご理解いただきたい

と思います。 

○委員長（吉田和子君）  7 番西田委員。 
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○委員（西田祐子君）  それでしたらですね、白老の総合体育館にあります、やはりそういうよ

うな施設、福祉センターの健康増進室に近いようなところもありますよね。そっちは有料ですよね。

そちらも当然健康のためにあると思うのですよね。その辺がどうしてもね、何でなのと。どうして

もわからない。やはり、そういうところをもうちょっときちんと精査してほしいなと思うのですよ

ね。そして、ここの健康増進室が例えば浴室でしたら60 歳以上が対象ですよね。ところがこちらの

健康増進室になりましては年齢制限特にありませんよね。そうなってくると本当にわからないとい

うのがちょっと実情としてあるんじゃないかなと。私も全然納得出来ないし、今の説明でもあまり

よくわからなかったんですけれども。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午後 1 時 05 分 

 

再   開      午後 1 時 13 分 

○委員長（吉田和子君）  休憩と閉じて委員会を再開します。辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  私の方から答弁させていただきます。ちょっと時間かかりまして申し

訳ございません。この第 2 領域、第 4 領域の違いなのですけども、総論で申しますとどちらかと言

うと第 4 領域についてはスポーツ・文化含めて趣味・娯楽・趣向的な部分、自分と高めるような活

動と。そういう部分での位置づけをしております。第 2 領域については 5 ページの方にも載せてご

ざいますけれども、ある程度サービスを選択出来るという部分ではございますけれども、健康増進

に係る部分ということで特に目的を明確した中での位置づけ。ただ、結果的には非常に類似施設と

いうことで誤解を招きかねない部分ございますので、再度この位置づけを精査含めて検討させてい

ただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質疑のございます方どうぞ。ありませんか。無

いようですので基本的な部分の質疑が終わりましたので、次に 13 議案個々について質疑を受けて行

きたいと思います。全体で個々にということではなくて、第 24 号から第 37 号まで 1 枚ものが皆さ

んの手元に行っていると思いますが、この順番に沿って 1 つずつ受けて行きたいと思います。答弁

する側もその方が答弁しやすいと思いますので順を追ってやっていき、無ければそのまますぐ次に

進みたいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。議案第 24 号の白老町手数料徴収条例の

一部を改正する条例の制定についての部分での質疑がございます方どうぞ。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  審議の仕方がちょっときちんと理解されていなかったものですから、ご

めんなさい。この前にやるべきだったかもしれませんけれども、手数料の徴収と言うことでの考え

方をちょっと聞きたいのですよ。原則論をちょっとだけ聞いておきたいのです。それは全部に繋が

るものですからね。本当はトータル、後のやつもやってからの方がわかりやすいのかなと思ったの

ですけど、今の審議の仕方じゃここでやらないわけにいきませんから。一つはね、例えば今回見直

しをやると。これはいいとおもうのですよ。ただ、例えば公民館や生活館もですけど、公民館は今、

自主運営をするということが重要だということでやられています。先ほども同僚議員から質問があ

りました。そのことと、そういう自主運営をやっていくという姿勢を町が示して、そういう方向で
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動いていっている中で今回の料金改定が極めてある意味では機械的に、ここの部分ですよ、公民館

の部分、機械的に行われている。で、自主運営の幅が無くなってしまうのではないかと思うのです

よね。なぜかと言うと例えばさっき質問が出たようなことですよ。全てがここでは駄目よ、ここで

は駄目よと。そうしたら、自主運営をするって一体、掃除だけするのかと。僕は基本的には自主運

営というのは、例えばですよ、竹浦なら竹浦公民館の自主運営を、竹浦はまだしていないかもしれ

ないけど、している所はそういうことを徴収から経営がうまく行けばもうちょっと安く出来るとか

さ。そういうことが入らなかったらさ。どういうふうに入れるかは別だけど。考え方としてそうい

うものの余地が無かったらね、自主運営なんて誰もやらなくなりませんか。そういう矛盾をきちん

と理論的に整理されているかどうかということが一つあるんだよ。それは、はっきりすれという意

味じゃないのですよ。そういう考え方がないと駄目じゃないかと。じゃあ、このことをやったこと

によって自主運営が全部ストップしてしまったら何の意味も無い。その前に出した方針は一体何だ

ったのだと、町民参加って一体何だったってなるでしょ。そこのところをどういうふうに整理した

かということが一つ。 

 もう一つ。時間割と面積割は仕方が無いなというふうに思うのだけれども、例えばそういうふう

になったら古い・新しいというのがあるよね。家賃払う時に新しい所の方が古い所より高いんだわ。

だって、公営住宅だってそうだよ。だけど、公民館は古い所と新しい所あるんだわ。けちをつける

んじゃなくて、備品が多いとか少ないとか、使いやすいとか使いづらいとか。私は何を言いたいか

と言うと、そういうこともきちんと考慮に入れて町民の目線でやる。午前・午後・夜という使い方

は、算出根拠は極めて、課長のおっしゃるとおりだけど使う側としたら午前・午後・夜というのは

極めて楽だったという部分もあるのですよね。現実問題として。算出する時に問題はあるけど。だ

から、本当に町民の側に立ってこの手数料条例を作る時にそういうことがきちんと議論されたかと

いうことなのですよ、僕が言いたいのは。結果としてお役所がきちん、きちんとやって終わると。

ところが理論的に言ったらそうならない部分が今の議論の中でも矛盾で出てきているのですよ。そ

うなると私が今言った 2 つの原則論がきちんと職員の皆さん方の中で議論されて、この問題が提起

されているのかどうかということが私は今問われているのではないかなと思うものだから原則論で

2 点聞きたいというのは、この 2 つのところを聞きたいということなのですよ。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  全部の答えになるかどうかわかりませんけど、一応内部で議論されて

いますので、その考え方にご説明したいと思います。まず、福祉館・生活館、公民館も含めて一部

地元の中で管理していただいている部分、そういう方向との関連でいきますと、自主的に運営して

いる会館のメリットというものをやはり考えられるような形に基本的にしていかなければならない

だろうと。そういう部分での議論の中で一つとしては、そういう運営を受けていただいた団体が使

う部分については、やはり実際に管理されている団体ですからある程度自由に、また料金もかから

ない形で利用できないかという部分については減免の中でそういう団体の位置づけを基本的にして

いこうとそういう考え方があります。 

 あと経費的な部分につきましてはですね、やはり会館を運営するにあたって基本的にはコストが



 ２８ 

かかっていると。そういう部分でまず皆さんにも理解していただいた中で少しでも経費削減に協力

いただけるような形ということでですね、従来こういうような弊害があったということで、必ずし

も全部じゃないですけどもちょっとお話させていただきますと、従来やはり無料だったので使う時

間の前後も含めて長時間予約されることがあったと。そういう部分でいきますと、今回こういう使

った部分での料金に変えることによってですね、やはりトータルのコストを少しでも下げていくと

いうような部分。あるいはまたかかっているという部分で皆さんにもやはり経費の削減、光熱費を

含めて少しでもコストを削減するという部分でのご理解も今後得られやすくなるのかなとそういう

ふうに捉えております。 

 あと施設の古い・新しいという部分ですね。これも内部で議論ありました。民間の施設ですと当

然、新しい部分については料金が多少高いと。そういう実態が出てこようかと思いますけども、内

部で議論した中では古い・新しいを単純にコストに反映させていいかどうかと。これは主に施設の

建設費等に関わる部分で直接運営費で把握出来ない部分なのですね。だから、そういう部分をどう

いう形で反映させるかというか、まず反映出来るかという部分ではやはり同じ機能、貸し館という

部分に着目して考えると確かにそういう感覚的な部分での古い・新しい、そういう部分というのは

多少なりともあろうかと思いますけども、基本的には行政の役割というのはやはりどういう施設で

あれきちんと運営していくと。そういう部分でそれほどまた料金に違いがないような形でと。これ

もやはり行政の本来の仕事じゃないかという部分でですね、実際にコスト計算をして下がる部分も

ありますけれども、やはり類似施設については概ねある程度の幅に抑えるような形でと。そういう

ような形の中で古い・新しいの部分はそういう理解の中で考えていこうと。そういうような議論は

内部でしてございます。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  1 点目の基本的な考え方の原則論の話なんだけれども。自主管理という

のは管理されているところのことなのでしょうか。僕は地域全体というふうな押さえの方が強いの

ですよ。それはやっぱりそこの地域にあるものを地域の人が使うのだから、管理している人だけが

タダで使えるからいいよというふうになるものかどうかね。僕は何かそこは違うんじゃないのかな

と。それだったら何も管理人さんを置いてね、その人に使える分だけお金もらって管理費払ったっ

て同じことでしょ。そういうことを自主管理って言うんですか。だから、自主管理してもらってい

る団体がタダで使えて、それでいいよということが会館の自主管理の主たる中身だと僕は思えない

のだよね。それだったら、そういう組織を作ってやれば皆そうなっちゃうわけでしょ。そうじゃな

くて地域で本当にそこの会館をどうやって使って、例えばこっちで 3 年で壊れた物を 5 年使ったと

かさ、そういうふうになっていかなくてはいけない中身のものではないのかなと思うんだよな。管

理する側だったら管理人さん一人か、10 人で自主管理するかという違いにしか・・・。そういうこ

とではないのではないかと思うんだよね。だから、そこのところがどういう議論されたかというこ

とが聞きたかったというのはそういう意味なんです。 

 それと 2 点目の部分は確かにそうだと思います、決め方は。ただ、それを町民にきちんとわかっ

てもらう手立て、そこのところが今のようなやり方でいいのかどうかというのが、どうも僕はまだ
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そこまで理解、納得できないと言うかなという部分なのですよ。2 点目は答弁いいけども。2 点目は

そういうことでは本当にそれで町民に目線に立って、町民が利用しやすい会館になるのかなと。料

金上げるのはしょうがないんだけど。そこら辺がね、町民が納得しないと。上げるだけ上げたよ、 

というふうにしかならないような気がしたものですから聞いたのです。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  それでは私の方からちょっとお答えさせていただきます。自主管理運

営のことにつきましてはですね、この料金改定を議論する中で庁内的に随分町長も入れて議論しま

した。やはり一つはですね、使用料金のことありますけれども会館を有効的に、効率的にやはり地

域の会館として使っていただくということで自主的に管理運営していただくのが一番ベストだよと。

実際にモデル的な所ありますから。それは一つ、料金関係なく進めて行こうやと。こういうことで

いろいろ議論もしております。そういう中で料金の設定の時もいろいろ議論したのですけれども、

今回はとりあえずと言いますかですね、今回の考え方としましては先ほど財政課長が言いましたよ

うに実際に管理している団体には料金については優遇しましょうとこういうような考えに立ったの

ですが。この考え方の裏にはですね、やはり地区会館というのはその地域だけで限定して使えれば

いいのですけども、他からもいろいろ使いますですね。そうなってきますと、その辺の線引きです

とかですね、なかなかスキッと切れるところが無かったんですね。そういうことから行きますと、

今、大渕委員おっしゃるような、せっかくそういうことで自主管理運営してもらうのだから、やは

りそういうことも加味したような、そういった使用料もそういったことでの配慮というのはあって

しかるべきだというふうに私ども考えておりますが。そういうこともあってなかなか整理出来なか

った部分ございます。そんなことで、一つは料金とは別に自主管理運営をしていただくということ

についてはですね、また町の方でもいろいろな仕組みづくりをやっていきたいと思いますし、後段

の料金の反映という部分では少し検討課題として整理させていただきたいとこのように思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  わかりました。それでね、例えば問題点はたくさんあるのだろうけど萩

の里会館はね、あれはそうやっていますでしょ実際に。僕、何回も使ったんだけどね、やっぱりき

ちんとなっているんですよ。他の会館と全く遜色も何もないです。中身はわかりませんよ、問題点

がいろいろあるとかというのは聞いていますから、あるかもしれません。だけど、運営されている

本体としては極めていい手本が実際にあるのですよ。ああいう形が本当に取れればやっぱり・・・。

僕なんか竹浦からで使っていますからね。だから、そういうことで言えば、そういう手法を何とか

取り入れていくということが機械的にならない、お役所的でないというふうになっていくのだと思

うのですよね。そこはぜひ検討してほしいと思うんですけど。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  その辺ですね、十分本当に検討させていただきたいと思いますのでご

理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  他に。議案第24 号での質問ございませんか。9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  24 番に関連しまして、先ほどちょっと質問いたしたのですが、アップ率
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が 50％に至る項目ございます。24 の 3 にございますけれども。これは原価360 円に対して現行料金

100 円と。これを 150 円にすると 50％ということになっております。で、これは例えば現在の料金

の設定が安すぎるために50％なのか、あるいはその他の理由によるものか。例えば今回の場合、も

し、原価 360 円ですから 3.6 倍になっているわけ現在。そうであれば、明らかに主旨としては明確

になっているわけですから、やるのだったらもうちょっと上げてもいいんじゃないかと。というの

は、これは平成 9 年に料金改正をやって現在まで据え置いているわけですけれども、もし、次期の

料金改正の時に、この主旨の問題が出た時にまた50％以上の料金改定の主旨が発生するのじゃない

かなという気もいたします。これについてはどのようにお考えになっているのか。原価が高いとい

うことは原価計算はその時点、時点でいろいろと変わってくるから何でしょうけれども、現行料金

対比で 3.6 倍ですから、もし改正料金が50％でも低ければこれは一挙にもう少し改正してもいいん

じゃないかという気がいたします。これは特に町民独自の、町民個々の負担率からすると、これは

専門的な分野ですからあまり影響しないのでそのように考えるのですが。これについてはいかがで

ございましょうか。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  個々の手数料に関しての部分ですけども、共通する部分なので私の方

から答えさせていただきますけれども。原価と現行料金との、この差について比較した中で上限の

アップ率をいくらにするかというのは内部で当初議論しています。前回の改定時にはここの部分で

原価まで行っていない部分は最大50％上げるということを実はやってきております。ただ、今回や

はり上げる率についてですね、やはり上限率を基本的には設けなければならないという考え方に立

ったのですけれども、前回と同様50％ということで果たしてどうだろうかと。ここの部分では直接

町民への影響は少ない部分かと思いますけれども、会館の使用料含めてですね。やはり全体的に見

た場合、一つは20％というのも現在での上限の率にしようとそういう考え方であります。そうした

時に結果として、ここの場合で言えば今、現行料金が100 円で 50 円単位での見直しということだっ

たものですから、結果的には 150 円にならざるを得なかったと。吉田委員さんおっしゃるように、

原価と現行の差を見れば確かにまだ上げられる要素というのはあろうかと思いますけれども、やは

り統一的な中で 20％、場合によっては最小の金額については 50 円という部分の中で今回は 150 円

になったと。それ以上の例外でというのも若干中には無いわけではないのですけども、ここの部分

は一つ原則の若干の例外だけども50 円単位という部分で150 円に留めたと。この差については次回

以降の検討課題ということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  実直に言いまして現行の料金設定の 100 円というのは、これは安いんで

ございましょうか。 

○委員長（吉田和子君）  松井都市整備課長。 

○都市整備課長（松井俊明君）  よその市町村を見ますと、全部押さえていませんけど大体 200

円から 300 円ということで白老町は安い方に入ります。以上です。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質疑のございます方どうぞ。無いようでしたら
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次へ進みます。議案第25 号白老町建築基準法の規定に基づく確認申請手数料等徴収条例の一部を改

正する条例の制定について。質疑のございます方どうぞ。次へ進みます。 

議案第 26 号白老町宅地造成工事及び開発行為に関する許可申請手数料徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について。質疑のございます方どうぞ。ありませんか。次へ行きます。 

議案第 28 号白老町生活館条例の一部を改正する条例の制定について。質疑のございます方どうぞ。

ありませんか。 

議案第 29 号白老町福祉館条例の一部を改正する条例の制定について。質疑のございます方どうぞ。

次へ進みます。 

議案第 30 号北吉原ふれあいプラザ条例の一部を改正する条例の制定について。質疑のございます

方どうぞ。次へ行きます。 

議案第 31 号しらおい経済センター設置条例の一部を改正する条例の制定について。質疑のござい

ます方どうぞ。次へ行きます。 

議案第 32 号白老町老人憩の家設置条例の一部を改正する条例の制定について。質疑のございます

方どうぞ。ありませんか。次、行きます。 

議案第 33 号白老町児童館条例の一部を改正する条例の制定について。質疑のございます方どうぞ。

次へ進みます。 

議案第 34 号コミュニティセンター条例の一部を改正する条例の制定について。質疑のございます

方どうぞ。次へ進みます。 

議案第 35 号白老町公民館条例の一部を改正する条例の制定について。質疑のございます方どうぞ。

次へ行きます。 

議案第 36 号白老町スポーツ施設条例の一部を改正する条例の制定について。質疑のございます方

どうぞ。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  さっき、ちょっと聞いたんですけど。出ていなかったら18 歳以下でもい

いです。18 歳以下でもいいですけど、出来れば義務制だけで出ていれば義務制だけの方がいいんだ

けど。現在の収入額とこれが施行された後の収入額はどのぐらいになっておりますでしょうか。18

歳以下の方がわかりやすいのだったら、それでも構いません。義務の方だけわかれば義務の方だけ

わかるのが一番いい。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺社会教育課長。 

○社会教育課長（渡辺裕美君）  実績として 15 年度になりますが、中学生までを対象として年間

で 178 万円です。スポーツ施設全施設という考え方になっています。それが 17 年度になりますと、

ちょっと金額的に予定としてと言いますか、出入りがあるんですけれども大体170 万円。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩     午後 1 時 39 分 

 

再   開     午後 1 時 39 分 

○委員長（吉田和子君）  委員会を再開いたします。渡辺社会教育課長。 
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○社会教育課長（渡辺裕美君）  申し訳ありません。15 年が 178 万で、17 年度予定としては大体

170 万程度ということで考えております。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方どうぞ。ありませんか。 

 議案第 37 号白老町都市公園条例の一部を改正する条例の制定について。質疑のございます方どう

ぞ。質疑が無ければ、次に13 議案以外に検討されている新たな手数料・使用料の改正と合わせて減

免処置分の改正について説明をいただき、その後を質疑をしたいと思います。では、説明の方お願

いいたします。大黒財政係長。 

○財政係長（大黒克己君）  それでは続きまして、資料2 の 23 ページをお開きください。現在無

料としている使用料等の有料化というところでございます。ここで有料化の理由についてご説明し

ます。「町は、これまで、施策を推進したり、施設等の利用率向上という観点から多くのサービスに

ついて使用料等を無料にしてきました。しかし、無料とするサービスの範囲が必ずしも明確ではな

く、受益者間の公平を欠くこととなっている場合もありました。そこで、今回の見直しにより、サ

ービスの性質別分類を行い、その分類の結果に基づき、分類表の第 2 領域から第 4 領域に分類され

たサービスで、これまで無料としていたサービスについても原則有料とし、受益者負担をもとめる

こととしています。」先ほどの性質別分類表で第 1 は無料と特に無料とするものは無料。それ以外の

第 2 から第 4 については原則有料ということで、その中に現在無料としている施設もございます。

その無料施設について今回有料化ということで考えてございます。 

 主な改正内容でございます。これにつきましては先ほどの現行条例のある使用料・手数料等の見

直しと同じでございますが、ここで 3 番目で新たに有料化の施設の料金は、専用として利用する場

合の料金ということでございます。それと 4 番目でいきいき 4・6 の健康増進室と陶芸釜は、1 人 1

回という料金で考えてございます。下に例がございます。これにつきましては今回有料化する施設

の代表的なものを挙げてございます。これにつきましては若干触れさせていただきたいと思います。

ちょっと印刷が見づらくなっておりまして申し訳ありません。いきいき4・6 の研修室は現行無料が

改正後 1 時間 500 円。それから1 つ飛びまして健康増進室ですね。現行無料が改正後は 1 回 100 円

です。それから、無料施設で陸上競技場。これにつきましても今回、有料ということで考えており

まして大人と高校生以下という 2 つに分けてございます。施設につきましても全面、いわゆるトラ

ックと中のフィールドと、それから、それぞれ。フィールドのみですとか、こういう分け方になっ

てございます。それから、町民ふれあい広場、テニスコート、北吉原運動場以下ですね、実は現行

有料の例えばはまなすスポーツセンターなどはテニスで使われたり、ゲートボールで使われたり、

サッカーでも実際使われている場合がございますが、そちらの施設は有料で逆に他の町民ふれあい

広場使う場合は現在無料となっておりまして、ここに非常に不具合が生じてございましたので、基

本的には無料施設についても原則有料ということで今回見直しを行っておりまして、町民ふれあい

広場、それからテニスコート、これは桜ヶ丘運動公園のテニス場以外の 3 箇所のテニスコートにな

ります。それから北吉原の運動広場。それから、学校体育館とありますが、これは学校開放で利用

されている部分でございます。それから、学校の虎杖浜と萩野小学校の夜間照明のグランド、これ

につきましても今回見直しを行わせてもらっています。それから24 ページになりますが、高齢者学
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習センター、それと高齢者学習センターと竹浦コミセンにある陶芸釜につきましても現行無料から

改正後は一人100 円をいただくという考えでございます。 

 続きまして、手数料でございます。手数料につきましては考え方は基本的に同じでございまして、

ここにある例として死亡犬猫の引き取りでございます。現行は無料ですが、原価として 1 件 6,265

円かかっているということで、他市町村との均衡も図りながら改正後 3,000 円という設定をさせて

いただいております。 

 それから、(3)のその他の収入なのですが、ここにつきましては健康診断等の料金になります。こ

れにつきましては条例では設定されておりませんので議決事項ではございませんが、他の使用料・

手数料と同じ考え方で今回見直しを行わせていただいております。例としまして、総合検診が現行

1,700 円でございますが、原価1 回 36,526 円かかっているということで改正後は2,700 円。以下の

とおりでございます。 

 で、25 ページから 28 ページまでが今回、無料施設の有料化につきまして全ての項目について載

せてございます。で、申し訳ございません、ちょっと訂正がございます。25 ページの陸上競技場の

ところなのですが、陸上競技場の上から 2 つ目。トラック（1 周 400m）高校生以上となっておりま

すが、これは大人に訂正願います。その下も同じく大人です。で、その下、全面中学生以下となっ

ているのを高校生以下に修正願います。以下2 つも同様でございます。申し訳ございません。 

 それでは、引き続き29 ページ。4 番目になりますが、減額・免除制度の見直しというところをご

説明させていただきます。通称、我々も減免と言いますが正式には減額・免除制度。減額は一部免

除でございます。免除というのは全額、100％免除ということで今後もご説明させていただきたいと

思います。まず、基本的な考え方ですが、町の各種施設は、有料での利用が原則ですが、高齢者・

障害者等の配慮や、社会教育団体、福祉団体、地域住民団体等の活動を支援・推進する観点から、

使用料の減額または免除を幅広く認めています。そのため、コミセンや地区会館などの利用のほと

んどが実質的には無料となっていたり、利用者が固定化していたりしています。利用者からは、負

担はできるだけ軽いほうが良いという要望がある一方で、町民間の負担の公平性が保たれていない、

あるいは減額・免除のために実質の使用時間以上の予約をされているという意見もございます。ま

た、類似の民間施設を持つ民間等の会社では、運営が厳しいという指摘もございます。そこで今回、

受益者負担の適正化という観点から減額・免除制度について見直しを行ってございます。 

 まず、1 番目としまして受益者負担の原則の徹底ということでございますが。まず、減額・免除

制度というのは特例的な措置であります。これが大きなところでございます。その適用についても

真に止むを得ないものに限定していくというのが望ましいという考えでございます。 

 それと 2 番目としまして基準の統一というところでございます。現行の減額・免除制度というの

は実は規則により定めております。ですから、この制度自体は議決事項ではございませんが、条例

上は減額することができるという条文になっておりまして、その詳細については規則等で定めると

いうような条例の文言になってございます。で、現在それぞれの施設ごとに規則を持っていまして、

そこで減額・免除制度の内容について規定されております。ですから、基本的に統一が取れていな

いという状況でございます。それで、全施設での共通の対応となるよう、利用者の皆様にもわかり
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やすいということで今回見直しを進めております。減額・免除制度の構成なのですけど、まず 1 番

目として全施設共通の適用部分。それから、2 番目として施設の設置目的に応じた個別事由という

ことです。これは先ほどらい出ております、例えば生活館のウタリ対策の部分。これは生活館のみ

に限定される事由でございます。あと、3 番目として町長または教育委員会等が特に必要と認める

事由という、この 3 本立てということになってございます。 

 続きまして、共通の減額・免除基準でございますが、従来の減額・免除基準というのは活動を対

象にしておりました。今回は施設等を使用する団体または個人を対象に改めるということにしてお

ります。30 ページになります。もう一つ、1 番上ですが減額につきましては減額率を明確にしてご

ざいます。 

 それでは、まず免除規定の適応でございます。団体にかかる免除規定については、以下のとおり

変更しますということですが、上の囲っている四角につきましては現在の主な免除規定でございま

す。全てこのような形になっているわけではなくて、それぞれ施設ごとにありますけど、それをだ

いたい同類のものを集約してございます。例えば、町主催で行う会議・行事、2 番目の公益のため

に行う会議・行事。3 番目として、その他の公共団体が利用するとき。4 番目、公益上必要と認める

団体が利用。5、6、7 は社会福祉・住民自治活動・社会教育活動。それから、8 番教育委員会が社会

教育団体と認めるもの。それから、9 番福祉関係団体が行事に利用するとき。こういったものがご

ざいました。これにつきましては、この四角の右側にこれを今後どうしたかというものが書かれて

ございます。例えば 1 番目は統合⇒（ア）となっていますが、②もそうですけど、これは①と②を

統合して新たな免除規定の（ア）で位置づけましたということでございます。 

新たな免除規定の方をご説明させていただきます。まず（ア）です。町（町が設置する付属機関

等を含む）が主催又は共催するとき（後援、協力、協賛を除く）ということにしてございます。現

行では後援、協力、協賛も全て免除されてきたものでございますが、今回は主催、共催のみという

ことで位置づけております。 

（イ）です。町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を利用するとき。これにつきまして

はですね、実は委員さんのお手元にお配りしています使用料・手数料等の見直し（案）についてと

いうこちらの冊子の16 ページ以降。そこに簡単な理由が載せてございます。これを見ながら簡単に

ご説明させていただきます。（イ）の町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を利用するとき

というのはどういう場合かと言いますと、例えばある団体に町が進めている活動に対してこういう

ことを話し合っていただきたいとかということで依頼をして、その団体がその依頼に基づいて会議

を開く場合に施設を利用するとき。こういった場合は免除規定を適用するというようなことでござ

います。 

それから（ウ）。町内会で町内会本来の目的で利用するとき。これは現行どおりでございます。 

（エ）町が認める行政活動を補完する団体（自主的な団体を除く）が団体本来の目的で利用する

とき。これにつきましては、例えば国・道及び町が行政活動の目的で、国・道及び町から委嘱等を

受けて不特定多数の町民の利益を目的に活動する団体で、町が認めた団体という位置づけでござい

ます。では、どういうものがあるのかと言いますと、ここにも書いてございますが、例えば保護司
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会ですとか町の防犯協会、町消費者協会、交通安全協会、体育協会等でございまして、この位置づ

けにつきましては後ほどご説明しますが、町が認定した団体につきましては後ほど町民の皆さんに

公表するという考えでございます。 

続きまして（オ）。町が特に認める福祉関係団体および専ら社会奉仕を目的に活動している団体が

団体本来の目的で利用するとき。これにつきましては、福祉関係団体のうち、国や町が支援してい

る団体が団体本来の活動を行っていく場合。あるいはボランティア活動を行っている団体のうち、

専ら社会奉仕を目的に活動している団体で団体本来の目的で利用する場合。この場合は免除とする

という考えでございます。これにつきましても、町民に公表するという考えでございます。 

それから、次に（カ）でございます。当該施設の管理運営受託団体が当該施設を利用するとき。

これにつきましては現在も免除規定がありましたけど、実際きちんと明文化されたものがございま

せんので今回新規ということで新たに設けさせてもらっています。これは例えば経済センターにつ

きまして商工会に町が委託を行ってございます。この場合、商工会が商工会本来の目的で商工会を

利用する場合は免除ということでございます。 

続きまして（キ）。町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が教育目的で利用す

るとき。これにつきましても今までほとんどが免除でございましたが、これも明文化されたものが

ございませんでしたので新たに明文化する規定でございます。一応、保育園から専門学校まで教育

目的の場合は免除という考えでございます。 

続きまして31 ページになります。減額規定、これは一部免除でございますが、この関係でござい

ます。まず、減額率の設定でございます。施設の維持運営等に係る経費について公費で負担すると

いうことは、その施設を利用しない町民も含めて、広く町民全体が負担することになります。よっ

て、利用者が全部または一部を負担することが受益者負担の基本になります。しかし、政策的な配

慮等から、一定の要件に該当する場合には使用料の減額することも必要だとかんがえております。

よって、利用者の属性により異なる減額率を設定した場合の収納事務の煩雑さや利用する人としな

い人との公平性を考慮し、減額率は一律 5 割としてございます。ただし、コミセンの講堂あるいは

温水プールの団体利用などで大規模で負担が大きい施設につきましては上限額を設けるという考え

でございます。 

続きまして、団体にかかる減額規定でございます。現行の減額規定につきましては、公益上必要

と認める団体等が利用するときという非常にわかりにくいような規定になっておりまして、また、

減額率及び対象についても内規で定められているものもございまして、利用者にとってもこの辺は

よく理解されていないというような状況でございました。で、今後はこの辺もきちんと明文化させ

ようということで新たな減額規定を 2 つ設けてございます。 

まず、先ほど出ました町が主催、共催以外の部分ですね。後援、協力、協賛、これにつきまして

は今回減額ということで考えてございます。 

それから（イ）でございますが、公共的団体（福祉関係団体、社会教育関係団体、まちづくり活

動団体、その他町が認める公共的団体）が団体本来の活動目的で利用するときということでござい

ます。ここにつきましては公共的団体とまとめてございますが、実は公共的団体という基準が明確
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になっているわけではございません。それで、今回の見直しに当たりましては町が行政的な見地か

ら関与していたり、その運営を支援・助成する団体のほか、福祉関係団体、社会教育関係団体、ま

ちづくり活動団体について公共的団体と位置づけることとしております。この位置づけにつきまし

ては、基本的に申請に基づいて行うという考えでございまして、この認められた団体についても町

民に公表するということで考えてございます。 

3 番目です。公共的団体等の認定についてということでございます。公共的団体、特に町が認め

る福祉関係団体及び専ら社会奉仕の目的で活動する団体を認定する手法について、今後認定基準を

作成し、公表し、各団体の申請に基づき認定することとしております。32 ページになります。各団

体からの申請は認定基準に基づき審査するという考えでございますが、その審査業務につきまして

は町民まちづくり活動センターと町との共同で業務を行い、町が責任を持って認定するということ

で考えてございまして、何度も申しましているとおり認定された団体については広く町民に公表す

ることとしてございます。 

4 番目でございます。施設の設置目的に応じた個別事由ということで、先ほどもご説明しました、

その施設ならではと言いますか、そこしか無いような減免事由というのも実際ございます。ただし、

これは共通の減免規定を同じ考えでやはり真に止むを得ないものということで限定するという考え

でございまして、これにつきましても今後検討を行っていきたいというふうに考えてございます。

以上でございます。 

○委員長（吉田和子君）  ありがとうございます。ここで質疑をいたしますが、最初は分けてい

たんですけれども、新たな改革の部分と同時に減免措置分の改正についても同時に質問を受けて行

きたいというふうに思いますのでよろしくお願いいたします。質疑のございます方どうぞ。4 番鈴

木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  23 ページなのですが、今、現在無料としている使用料等の有料化につい

ての例でいきいき4・6 の健康増進室（大人）改正100 円とあるのですが、この100 円の支払の方法

と言いますか、払わなければならない人なのですが、増進室に入ったらまず 100 円をもらうのか。

私もあそこに何年か居たのでわかるのですが、お風呂に入りに来た高齢者の方が、お風呂に入った

りカラオケルームに行ったり、そこで休んでいる間に健康増進室にも行って卓球や何かをして遊ん

で 1 日を過ごすという、そういう中の一つの健康増進室の使い方をされている方が大半なんですよ、

日中は。それで、そういう人もそこを使ったら 100 円取るのかどうか。この 100 円というのはどう

いう考え方なのかということをちょっと教えていただきたいなと思います。それと、エアロバイク

とかウォーキングマシンが置いていますが、そういうものを利用する時だけ 100 円取るのかという

ふうなことを併せて質問します。 

○委員長（吉田和子君）  三戸健康福祉課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  まず、健康増進室利用の際の料金徴収の件ですが。基本的に今

回は、これはたまたまここには例で健康増進室が出ていますが、もちろん入浴施設については従来

から 100 円取っていますし、共用娯楽室あるいは各会議室・研修室ですね、それと交流センター、

全ての利用に際して今回受益の負担をいただくという考え方をしてございますので、それぞれの施
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設を利用するにあたってそれぞれかかるということでご理解いただきたいと思います。それと、健

康増進室をお使いになる方の徴収の方法なのですが、基本的には玄関入っていただいてですね、そ

の目的の部屋に行く場合には窓口において当然鍵を、増進室は別ですけども、研修室等については

鍵をお渡しすることになりますからその時点で徴収させていただきますし。館内に居て複数の部屋

をお使いになるような場合においては、今も健康増進室については使用の名簿が書くようになって

ございましてね、それをその場でどういう形で徴収するかについては今後ちょっと検討したいなと

思っているのですが。ただ、その辺を遠隔でも確認出来るような方法としてですね、実は今回カメ

ラを設置してございます。そういう関係なんかで極力、徴収もれの無いような形は取って行きたい

なとそんなふうに思っております。100 円の徴収の根拠はちょっとお待ちいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  4 番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  ぜひ、これはちょっと検討してもらいたいのですが、やっぱりエアロバ

イクだとか健康マシンを使う方と、あそこへ行って卓球や何かをしたりですね、ちょっとした遊び

をする人達の料金の取り方というのをやっぱりちょっと検討してほしいなと思うのですよ。やっぱ

り、高齢者の人達があそこへ行って 1 日過ごすということがどれだけいろいろな部分でプラスにな

っているかと言ったらおかしいのですが、本人の健康もありますでしょうし、そこへ行って健康に

なって医療費がかからないとか、いろいろやっぱりあそこで 1 日過ごすということはただ単にそこ

へ行って卓球するだけの話ではなくて、1 日あそこに行くというすごい有意義なものがあるわけで

すよ、町としても。だから、そういうところでですね、あそこへ行って卓球するのも 100 円取ると

いうのは、あそこへ行って遊ぶのも 100 円を高齢者から取るというのは非常にそういう考え方から

いったらどうなのかなと。健康マシンだとか使う方は使うことに対して 100 円払うというのは、私

も保養ホームですか、あそこへ行って健康増進室に入ると 400 円なんです、あそこへ行ったら。で

すから、その分の 100 円というのはわかるのですが、あそこへ行って施設でちょっと遊んだりする

部分の高齢者の方々からも 100 円を取るというのはいかがなものかなと僕は思うので、その部分に

ついては料金の取り方というのをもう少し検討してもらえないものかなと思うのですがどうでしょ

うか。 

○委員長（吉田和子君）  三戸健康福祉課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  今回の考え方についてはですね、るる財政課長の方からも、あ

るいは担当係長の方からもご説明しているとおりでございまして、そういう高齢者だからというよ

うなところの問題についてはですね、先ほどちょっとご説明申し上げたような団体利用の場合であ

れば減免あるいは減額規定というものが発生するかなというふうに思いますが、個人利用の関係に

ついては基本的にはやはり受益を被るという受益者負担の原則に基づいての負担を頂戴したいとい

うのがまず基本的な考え方でございます。それと、あそこの健康増進室につきましては高齢者の方

だけのみの利用だけでなく、一般利用という形になってございましてね。今、高齢者の方のお話が

出ておりましたけれども、実は子供らなんかも来て卓球をやったりとかといういろいろな部分が実

はあるんですね。その辺の線引きをどういうふうにするかという問題なんかも出てくるかなという

ふうに思いますけれども。基本的な考え方の下で今回こういうご提案をさせていただいております
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けれども、今いただいたご意見については再度検討できるものについては検討してみたいなとそん

なふうに思います。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質疑のございます方どうぞ。13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  ただ今の問題にもちょっと関係してくるのですが、一つ伺っておきたい

んですけどね。ルールを作るということは素晴らしいことだ、大事なことだとは思うんですがね。

それが機械的になってはいけないよというのがさっきからの意見の中で出てきているんですがね。

で、考えてみますと、議会の中でも何回も話が出ているのだけども、ただ基準があればいいという

ことでなくてね、町として政策的にまちづくりの、これが重点的に進めて行かなきゃならないよと

いうものも含まれてくるだろうという気がするんですよね。そんな時に、例えば今のような健康づ

くりに関する大いにいろいろなものを利用して健康になってくださいということが随分あるんじゃ

ないかと思うし、それからもう一つは健康診断なんかを町民全体で受けてくださいと、どんどん受

けてくださいという時に逆にルールに従って値上がりしていますということは逆行するのではない

かと。基準で言うとここなんだけども、町の政策上ここの部分についてはもっと下げるということ

が出来ますと、減免措置が可能ですということや高齢者だとか子供に関してはここの部分は 100 円

必要かもしれないけども、ここの部分は削ってでも高齢者や子供のためにここは重点的にやってい

きますというようなね、そういう政策的なものがぜひ必要だと思うのですよ。そこの部分がこのル

ールの中には全く無い。こういうことが話し合われてきてね、そういう部分が加味されないのかど

うなのか。これは理事者の方のご意見ではなきゃ駄目だと思いますけども。その辺りはどういうふ

うなお考えをしているのかね。ただ一律ずっと全部機械的にやってしまうのかどうなのか、その辺

り聞かせてください。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  今回の使用料の関係の改正にあたりましては決して機械的ではなくて

ですね、先ほども冒頭で申し上げましたけれども、庁内プロジェクト作りましてあらゆる角度から

検討して参りました。確かに言われるように、個々のことを言われるとなかなか住み分けと言いま

すか、先ほどから出ています受益者負担という観点から行きますといろいろな問題が出てくるんで

すよね、個々に。今の、具体の話も出てきて。入り口のところで健康増進室の話が出ていますが。

そこには今言ったように決してお年寄りばかりでなくて一般の人も入っておりますし、例えば体育

館のさっきのトレーニングルームですとか、あるいは保養ホーム、こういった所はまだまだ高い料

金設定されているわけですね。そんなこともあってですね、まず基本的には受益者負担という観点

から一部の負担はしていただきましょうと。で、そこの中で、今、斎藤委員言ったように高齢者の

問題ですとか、子供の問題ですとか、これについては十分議論も今、しておりまして、まだちょっ

と質問が出ていませんけども、今の考え方としては、今、説明した他に高齢者を高齢者でまた減免

する、しないの中でいろいろな問題が出てくるんです。と言いますのは、一律に料金を取るという

ことになりませんし、じゃあ、高齢者の生きがい対策だとか社会参加ってどうやって考えるのよと

こういう問題も出てきますね。子供は子供で、子育ての部分だとか、それからそういった部活だと

かスポーツ少年団とか社会的な活動、こういうものをどうするのよと。そういうものを促進するた
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めにどうするのよという問題が出てきておりまして。一つは、いただくところはいただく中でそう

いった高齢者の問題、それから子供の問題、子供の問題と言いますか、高校生以下ですね。この問

題について、どうやってその辺をクリアするかということは私ども今、十分検討しております。具

体的にはその辺のところは一定のものはやっぱり免除という形を取らなきゃならないんだろうかと、

こういうような考え方にも今、立っておりますのでね。なかなか個々の部分にいきますと難しい部

分あるのですが、基本的な考え方としてはそういうふうに大きく住み分けして、整合性を取りなが

ら、今、いろいろ検討を進めているというところでは一つ理解いただきたいなとこのように思うん

です。 

 それとさっき健康診断の話が出ましたけれども、これについてもですね、料金が高いから安いか

ら受診されないという問題ではなくてね、それもあるかもしれませんけれども、これもやっぱり今、

いろいろと受けてもらうための別の努力はしていますけど、ここの料金については先ほど言いまし

たように全ての受益者負担という考え方の中からやはり20％程度の、原価は相当かけられています

のでそこのところを20％程度の負担をしていただくことが、いわゆる負担の原則と言いますか、そ

ういった基本的な考え方になるのではないのかとこういうふうな考え方でおります。ですから、決

して機械的には考えておりませんし、いろいろ詰めていくといろいろな悩みがあって、いろいろ整

理しながら進めているということを一つご理解いただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  13 番斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  だいたいわかるのですけども、そういう一つのルールをいろいろ条件に

よって適用すると必ず利害関係が出てきて、不満が出てきて、「じゃあ、俺のとこどうするんだよ」

というような、そういうものが出てくることはよくわかるんですよね。ただ、ルールづくりという

のは一定のルール、原則を作っておいて、そして、その中でやっていく中でここの部分は、この枠

にはまる部分だけはさらにもう一度考えてみなきゃならないというものが出てくるはずだと思うん

ですよね。特に先ほど言った町の重点政策の中の部分に関わる部分のここの部分については、また

特別規定を設けてね、そこの枠にはまる部分については見直しを考えますというようなことがあっ

てもいいのではないかと。その辺を曖昧にしちゃうと何だかんだ、すったもんだが起きるんじゃな

いかというような気がするのでね。これは走りながらでも考えなきゃならない、これからもう一回

見て行かなきゃならない部分だよなというふうに思っていますのでね、その辺はきちんと検討して

いただきたいということと。 

 もう一つは検診の問題で金の問題でないという話もしたけれども、これは金額を抑えてでも全員

検診してほしいという姿勢を示す。これは町の姿勢の問題だと思うのですよ。町民がね、町がこれ

だけ頑張って皆の政策を出してくれているのだから、我々も大いに協力しようやというような形に

なって行ってね。金が 100 円高いか安いかの問題でないかもしれないけれども、町がそれだけ健康

福祉を重点的に考えて政策を打ち出している時に、やっぱり我々もそういう面では協力して行かな

ければならないと。そういうような町の姿勢を町民に訴える、その大事な部分じゃないのかなと私

は思っているんですよね。ただ、その辺の操作が難しいから一律この基準で行きますではなくて、

さらにそこら辺を検討していただきたいなと。そうでなければ、重点政策、特に三連携の問題から
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健康問題、予防医学の問題なんかが随分話に出されているわけですから、その辺りに関してはもう

一回きちんと検討してほしいなというふうに思っています。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  一律とか機械的とかというのはよく出てくるんですけども、今回の考

え方というのは冒頭ご説明しましたけれども、やはり料金設定にあたってはきちんと原価計算をし

て適正な価格を出してですね、そして、改定を行うと。そういう中で一定の 20％という考え方なん

ですよ。これはご理解いただけるというふうに思うのですが。そういうところで今、健康診断の関

係も出ましたけれどもね。確かに上げないよりは抑えておいた方がいいとは思うのですけれどもね。

だから、そこが受益者負担ということから言うと、確かにその方々というのはわかるのですが他か

ら見たらどうなのかなというのがあるんですよ。そういう考え方が今、全体にかかっている話にな

っているんですよね。入り口の部分だというふうに思うのですけれども。ですから、私ども、この

料金改定については先ほどから何回も言っていますけれども、一つのルールに基づいてやっており

ましてね。その中で今までもらっていない施設が不公平が生じていたわけですし、そういうことも

きちんともらうものはもらいましょうやと。で、それを公平な形にして、その中で政策的に先ほど

から子供の部分だとかお年寄りの部分だとか、そういうものは政策的に考えることは考えましょう

と。こういう基本的な考えにございますので、そういう意味では関係団体との説明会も十分にして

いろいろな意見もいただきましたし、また今日こういうことでご説明して議会の方からも出ている

ことについてですね、冒頭、私が申し上げましたけれども、そこのところをきちんと受け止めて、

それを一回また検討して成案にしていきたいというふうに考えていますのでご理解いただきたいと

思います。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。暫時、休憩をいたします。再開を 14 時 35 分といた

します。 

休   憩      午後 2 時 21 分 

 

再   開      午後 2 時 36 分 

○委員長（吉田和子君）  委員会を再開いたします。質疑のございます方どうぞ。9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  減額・免除制度についてお尋ねいたします。今回の減額免除の対象の団

体をだいたい何団体ぐらいと読んでおられるか。前回、町内会説明で 217 団体に招集をかけたとい

うことでございますが、これはその意味を含めて網羅されているのでしょうか。以上。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  今回ですね、ご案内したところというのはスポーツ団体については体

育協会に加盟している単位団体、それと文化団体ということで 2 日目に開催している部分には単に

文化以外も含めて公民館・コミセンを主に利用する団体、そして、福祉団体は主だった福祉団体と

いうことで。これは全て、従来減免で 100％無料だったところを全て網羅したというわけではない

ですけども、かなり主に利用しているところ、そういうものを利用者名簿から拾い出しをしてご案

内させていただいたと、そういう部分です。それで、実際じゃあ減額とか免除の対象団体はという
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ことになりますと、先ほどの説明の中の実際に申請していただいて団体でどういうような活動内容

を行っているかですね。そういうのを、例えば総会資料を添付してもらって、基本的には団体活動

ということになろうかと思いますのでそういう部分で 100％減額になるか、50％減額になるか、そ

ういう整理をしていくという形になろうかと思います。基本的には今回ご案内した団体のかなりの

部分はその適用を受けているのではないかなとそういう推測はしてございますけれども、実際には

内容をちょっと見させていただかないと最終的な決にならないかなと思います。 

○委員長（吉田和子君）  9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  申請により審査をするということになっておりますけれども、申請によ

って活動センターと町で合同審査ということになるんでしょうけれども、この方向についてはその

都度なんでしょうか。それとも今回、この制度を発足するにあたって一括して審査をするという考

えでございましょうか。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  実施時期ですね。早ければ 9 月くらいからということで考えておりま

すけれども。団体の利用の部分の、9 月以降きちんと減額なり免除できる団体についてはすぐ適用

を受けられるようにということで、これが例えば 6 月議会で決まればというふうなことで 7 月か 8

月の広報に載せてですね、事前に一括して、まず、そういう団体の認定をするという考え方であり

ます。ただ、申請漏れがあったとしても随時受付をして順次対応して行きたいというふうに考えて

おります。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質疑のございます方どうぞ。7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  先ほどのところの吉田委員の聞いたところの減免措置の考え方なのです

けども、これは各町が主催または共催する団体というふうに、先ほどそういう基準を設けてという

ことになりますよね。そうしましたら、後援とかそういうものに対しては半額という考え方なので

すけども。その審査をするのはどういうような形で審査というふうに考えているのでしょうか。例

えば、それぞれの課で審査するのか。それはどういうふうな基準で分けるのかというのが一つです。 

 それと無料だったところが、例えばテニスコートとかグランドとか今度有料ということになりま

したけれども、そこの施設の原価計算の中にトイレとかそういう部分も計算されて計上されている

のでしょうか。この2 つをお伺いします。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  まず、町が主催・共催あるいは後援・協力・協賛という部分につきま

してはですね、これは基本的に町が主催か共催かというのは免除の、この場合は団体というよりも

そういう会議なり、そういう行事において当然申請という手続きになろうかと思います。その申請

の中で町が主催か共催かを確認して、それ以外の後援・協力・協賛についても、その申請の中で町

が町としてどういう扱いをしているかわかりますので。これは行事についてはその都度というよう

な形になろうかと思います。 

 あと後段のトイレの無料のという話しが、ちょっとご質問の内容がわからないのでもう一度お願

いしたいのですが。 
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○委員（西田祐子君）  スポーツ施設の中でグランドだとかテニスコートとかいろいろあります

よね。そういう施設の中にトイレとか当然あるところもありますよね。例えば緑ヶ丘のところのグ

ランドとか、野球場とか、ああいう所のトイレ施設の分も含めての原価計算なのでしょうかという

ことなのです。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺社会教育課長。 

○社会教育課長（渡辺裕美君）  トイレにつきましては維持管理費、清掃ですとかそういうもの

の維持管理費は入っています。 

○委員長（吉田和子君）  7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  それでですね、前々から町外の方から指摘されていることなのですけど

も、テニスコートとか野球場、町外のところはほとんど有料でかなり金額的に高いと、白老町は無

料であると。だから、白老町に行って、やるんだという話を聞いておりました。今回、設定された

金額というのはですね、そういう基準と合わせまして高いのかな、安いのかな、その辺をちょっと

教えていただければと思います。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午後 2 時 43 分 

 

再   開      午後 2 時 44 分 

○委員長（吉田和子君）  再開いたします。渡辺社会教育課長。 

○社会教育課長（渡辺裕美君）  すみません。今、書類を捜しますので後ほど。お願いいたしま

す。 

○委員長（吉田和子君）  じゃ、後ほどに回しまして、他に質問のございます方どうぞ。5 番玉

井委員。 

○委員（玉井昭一君）  細かなことなのですけども、高齢者学習センターの陶芸教室。これが今

までは陶芸の釜ですね、焼くのがタダだったと。今度は 100 円。1 品につき 100 円か。これはやは

り芸術なのでね、基本的に。それでお金かかることに高齢者は問題はないかなという気はするんだ

けども、やはり一人で何品も作りたいんだと作ってみて、いいものを作りたいんだというそういう

感覚があると思うのです。だから、それを 1 品に対して 100 円だということになると、やはり、「待

てよ、ちょっともったいないような気がするから焼かないかな」とかね。果たしてそれが一番いい

ものだったりしてね。自分の判断とは別にだよ。そういうことが有り得ると思うのさ。だから、こ

の辺はこの前変えたばかりだし予算もわかっているのだけど、かなりの費用がかかるということも

わかるんだけど、この辺の感覚的なことはどんなふうに捉えているのかね。その辺をお伺いしたい

と思うんです。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺社会教育課長。 

○社会教育課長（渡辺裕美君）  陶芸釜につきましては、この計算をした時には年間に電気料が

相当、年間約40 万ほど電気料がこの陶芸釜を使うだけにかかっているのです。で、利用する方には

今回 100 円というのは 1 品につき 100 円というのではなくて、その釜の中にいろいろな方が何種類
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も何個も 1 回に焼きますよね。その時にお一人 100 円をいただく。1 品につきではなくて 1 回 100

円というようなことで考えております。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方どうぞ。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  一つはですね、財政健全化計画プログラムの中では17 年度 2 千万という

ふうに見ているんですけれども、今回のこの改正をした場合、一つは 3 本立てでやっているわけで

すけど、それぞれ正確に金額を出されているのかどうかと。先ほどから伺っていますとなかなか全

体像で金額が出ていないのであれば、ちょっと僕はまずいのではないのかなと思っているのですよ。

ですから、今までかかっている金額はこれだけだと、1 番目、2 番目、3 番目、減免含めてこういう

状況で今回改めたらこれだけの収入で 2 千万なら 2 千万だよというふうになっていないと、これは

やっぱり説得力ないと思うのです。そういうシミュレーション、あらゆる収入・支出に対するいろ

いろなパターンのシミュレーションをどれぐらい出してこの計画を作られたかということが1 点。 

それから、先ほどからのお話を聞いていますと 9 月からというふうにおっしゃっています。当初、

6 月に説明して7 月からというような説明だったように思うのですよ。なぜ、それがずれ込むのか。

そのために我々も 3 月の本会議でもきちんと受けて、委員会付託にしたという経過が事実ございま

す。そういう流れが一体どうして 9 月になったのか。それで 9 月で 2 千万という金額はね、実際に

可能なのかどうかと。で、全体的なそういう見えるような資料というのは無いのでしょうかね。そ

こら辺をまずお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  まず、財政改革プログラムでの17 年度の対策額が 2 千万という試算で

ございますけれども、この内、今回、実施しているかどうかは別にして 500 万ぐらいは保育料の見

直しと、そういうような位置づけで一つございました。残りの 1,500 万について、この使用料・手

数料見直しの中で年間を通じて 1,500 万ということにしてございまして、細かな個々のというご質

問でございますけれども、ちょっと大掴みな部分でございますけれども先ほどもご説明しておりま

すように、既存の有料化の項目で引き上げを行う部分については 300 万円ですね。あと、新規項目

の有料化という部分で約 200 万円。それと減免の見直しという部分で 1 千万円。合わせて 1,500 万

円ぐらいという試算をしてございます。1,500 万の減額の率を申し上げないと、これは実際どうい

う試算かということがわからないと思いますので、一応50％の減額率ということでの試算でござい

ます。実際、今、先ほどコミセンの約 1 千万というお話がございましたけど、コミセン以外に公民

館等の部分を入れますと約 1,600 万ぐらいですね。現実に公民館関係でございます。あと、他は福

祉館とか児童館とかそういうものも入れて、非常にラフな部分でございますけども、実際は本来

100％いただくとすれば約 2 千万円程度の 50％の分では 1 千万円ぐらいと。そういう試算の中で一

応、この財政改革プログラムの対策効果額というのを実際出したと、そういうような状況です。こ

れについてきちんとしたものはないかという部分では、一応、今言った内容を多少ちょっと有料化

の率をなんぼで見たとか、そういう部分ではございますけれども一応資料的には特に改まって公表

する部分ではまだ作っていないと。そういうような現状になってございます。 

 それとあと、実施時期の部分で当初は 6 月からの部分が何故 9 月になったかという部分なのです
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けども。一応、3 月に提案して、これが委員会の方に付託になりまして順調に行っても 6 月議会で

の議決いただけるのかなと。併せて、その部分についての周知を実際図らなければならないという

部分がございまして、周知期間として 7 月・8 月を見込んで、一応 9 月からの実施とそういうよう

なことで現在考えているという状況でございます。これに伴っての効果額の部分についてはトータ

ル 1,500 万ですから、月に直すと約 100 万ちょっとになりますけども、その部分についてはやはり

対策効果額としては順調に行って 9 月以降の部分でしか見られないのかなと、そういうふうにはな

ります。ですから、1 千万弱くらいの数字になろうかと思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  決して揚げ足を取る気は僕、全然無いんですよ。行政側の考え方として、

さっきも基本的な考え方を 2 点聞きましたけどね。考え方として例えばですよ、3 月議会に出てい

たのは一番最初の部分だけなのですよね。議案に出ていたのは。そうですよね。それが議会とのや

りとりの中で、付託された中で今のような形の中で出てきたと。出てきたものを見てみれば、減免

が一番多いということですよ。あれを 3 月にそのまま通したら減免無いんですよ。そうしたら、全

く財政健全化計画は、じゃあ、どういう理論的な根拠で作ったのかということになりませんか。私

はね、揚げ足取るとか何もそんなけちなことで言っているんではないのですよ。そういう見通しで

行政をやっていたのかと。ここのところなんですよ。だから、数字もきちんと。それは大変だと思

いますよ、職員の皆さん方は。だけど、やっぱり全体の額がこれぐらいで、今の額がこれぐらいで、

改正したらこれぐらいで、その 3 つの枠組みの中で差がこれだけだから財政健全化はこういうふう

になるんだというようなね。そういう説得力でなかったらさ、僕はやっぱり 3 月のやつを今まで引

っ張ってやるという意味は無くなってしまうのではないかなとはっきり言って思いますよ。努力さ

れたのは十分認めるけれども、なぜ、そういうような提起の仕方にしかならないのかと。そこら辺

が僕は問題だと思うのだけどどうですか。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  大渕委員のおっしゃることはよくわかるのですが、実はこの度ですね、

先ほど鈴木委員の方からも質問あったのですが、今回は料金改定というのが 20％程度ということで

これは 3 年後との見直し。こういう定期的な見直しだというふうに。定期的と言ったら言葉悪いで

すけれども、そういう定期的な中で見直していくという改定ということで。これは 3 月議会に出さ

せていただきましたが、そのことも含めて今の 3 つ項目について、ずっとプロジェクトで進めてき

たのです。で、使用料の改定については 3 月議会に出させていただきましたが、実は本当は残る 2

本、減免の見直しとそれから今まで無料とした施設の新しく徴収させていただくと、この部分は非

常に大きい問題でございまして、実はこれは同時的に進めてきたのですが残りの 2 つについては相

当やっぱり住民説明と言いますか、関係団体の皆さんに説明していろいろな意見を聞いた中で決め

なければなかなか納得していだけないだろうと。実は今やっている作業なのですけども。そういう

ことでですね、実はちょっと早く進んでこられれば一緒にということが出来たのですが、残念なが

らそこの住民説明という部分が出来なくてですね。実は本当に変則だったのですが、1 つは 3 月定

例議会と、それと申し上げなかったのですが残りの 2 つについては住民説明会を開いて、出来るだ
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け早い時期にやろうとこういうことで実は進めてきたと言うか、最終的にそういう運びになったと。

これについては本当に事務の方が遅れて大変申し訳なかったなというふうに思っております。そう

いうことがありまして、今回はたまたま 6 月までということに改定の方がなったものですから、そ

れではということでその 3 つをまとめて関係団体に説明させていただいて、これを一緒に進めて、

議会からもそういうご意見もございましたし、そういうことで進めさせていただきたいとこういう

運びになっているということでございます。そんなことで、財政課長言いましたけれども 6 月議会

の関連議案の議決、それプラス条例提案がまだ出て来ますのでそのことも含めて 6 月に整理出来れ

ばですね、どうしても住民説明をした中でということであれば早くても 8 月、9 月ということにな

ってしまうのかなと。そういうことで財政プログラム上では半年遅れるということで保育料 500 万

抜かしますと、残り 1,500 万の 700 万か 800 万、そういうものが効果額として見込めなくなるとい

うことで、それについては私ども反省しておりますけれども、そんなことであったということをご

理解いただきたいというふうに思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  私はやっぱり思っているのは財政改革プログラムの位置づけですよ。僕

はやっぱりここが一番大切な部分だと思っていましたから。で、それは付随して全体の財政改革プ

ロラムされる中での使用料・手数料の位置づけですからね。仕事としては膨大な量がかかるという

のはよく理解できます。皆さん方が努力していないと言うのではないのだけど。やっぱり、そこの

位置づけをどうきちんとやれるかということによって白老が自立できるかどうかというのはそこに

かかっているわけですよ。それは、金額的には小さくてもそういうことをきちんとやっていかない

限り自立は出来ないわけですよ。だから、皆さん方には言われてもあまり良くない役定の話から、

助役の話から出るというのはそういう中で出ているわけですから。そこのところをもっと積極的に

やっていただかないとですね、僕たちはやっぱり理解出来なくなっちゃうんですよ。なぜかと言う

とね、例えば新規の部分で先ほども出ました健康診断の関係ございます。私はね、例えばこの健康

診断は上げるというのはあれですけども、総合健診や成人病検診をきちんと受けたら、どれぐらい

の人が受けて早くそれを見つけた方がこれだけ安くなるということがわかれば、これは上げない方

がいいんですよ。うんと受けてもらっても。これは実際、瀬棚で高齢者の肺炎のやつをやったんで

す、3 千いくらだと。それを逆に下げて、1 回肺炎で高齢者が入院すれば10 倍とか20 倍かかるんで

すね、費用は。それぐらいの計算を、例えば健康福祉課でやられたかどうか。本当に財政改革プロ

グラムをやるなら、僕はそういうことを考えた上でやらないと。僕はこのことは一般質問でも取り

上げていますから知っていらっしゃると思うのだけど。そういうレベルの話だと思うのですよ、こ

れは。それが何かね、一律的に、画一的に上げて財政確保しましょうやというふうに映るんです。

そうでないかもしれないけど。さっきから私、何度も基本的な点でも言いましたけど。そういう点

がやっぱり財政改革プログラムの視点で言ったら、もうちょっと行革含めてきちんとやるべきでは

ないかというような気がするのだけれどもさ。それはもう行政改革でこのことをやるという方向を

出していたわけだから。それが改革プログラムと合致してやっているわけですからね。そうしたら、

この進捗率を見て、やっぱりこれはまずいな、もっとここを強化しなきゃ駄目だなってそういうふ
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うに役場の中全体がなって行かないとね。今の財政危機なんか乗り切れるのかなという気がするの

です。そういう危機感や緊張感がまだ僕は不足しているのではないのかなというふうに思うのだよ。

そこら辺どうですか。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  結果的にはこうなりましたことは確かにプログラムの重要性を考える

と、私ども、本当に反省点大きいのですが。ただ、その過程の中では十分議論もしてきましたし、

各課プロジェクトの職員も忙しい中集まって、夜、時間外もつけないで一所懸命議論したというこ

とは一つご理解いただきたいというふうに思うのです。これは本当に。結果的にそういう結果にな

って申し訳ないと、これは私ども理事者の責任でもあるし、そのことについてはお詫びを申し上げ

たいというふうに思います。ただ、健康診断の関係はですね、さっきの議論に戻ってしまうのです

けれども、相当ここのところは悩んだ部分でもあるのです、実は。画一的にそうやっていいのかと、

そういう中で今でも受診率が低いのにますます低くなってしまうのではないかと、こういうような

議論も十分したのですが。やはり、我々職員の中の議論では、そのことはそのことで別に努力しま

しょうと。いろいろな手法を取って受診率を高めることについては努力して行きましょうと。ただ、

この負担の問題についてはやはりここにありますように、原価から計算しますと相当な町費の負担

にもなっておりますので、ここのところは何とか20％の枠内ということで今回こういう措置を取っ

たわけなのですけども。悩みとしては私ども十分ありまして、十分議論した結果であります。ただ、

大渕委員おっしゃるように、このことでやっぱり受診率が下がるようなことはあってはなりません

し、ここのところは別の問題として高める努力をして行きたいとこのように考えていますので一つ

ご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  健康福祉課長にちょっとね。今の答弁あったのだけど、原価からいった

らそれは当然です。何でもそうなのだけど。ただ、効果との関係ね。そういう意味で十分そこら辺

を熟慮して、これを上げ下げのところまで考えたり議論がされましたですか。私が言っているのは

ね、例えば癌になる前に見つけて入院して保険使うよりも、早く見つかって、早く治した方が安い

のではないかという議論ですから。僕の言っている議論は。そういうことがきちんと議論される暇

がありましたですか。そういう議論をされましたですか、いくらか。原価はわかっています、初め

から。そうじゃなくてね、そこのところです。そういう視点でやったかどうかということです。 

○委員長（吉田和子君）  三戸健康福祉課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  今回の検診関係についての見直しについてはもちろん私ども課

内で、一方ではある程度原価の問題だとか、あるいは近隣の町村の、特に胆振東部管内、そういう

ものも参酌しながら検討させてもらいました。その中でですね、やはり上げることによって検診に

来られる方が少なくなる恐れはないかということについては、内部の方でもいろいろ検討はしたの

です。したのですけれどもね、やはり一つには今のこの財政改革の問題。それと近隣との比較の問

題も含めてこの程度のことについてはまずご理解いただきたいということの結論に達して今回 6 月

に提案させていただくことになりますけれども。そういう経過を踏まえて来たということは事実で
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ございます。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  効果を含めて考えたかと言うことなんです、僕が聞きたいのは。原価だ

とか周りの状況ということではなくてね。効果を本当に考えて、財政改革を今やるということは効

果を考えて、そういうふうな処置を取るという、それが僕は正しいやり方だと思っているのですよ。

そこら辺まで考えられましたかと。考える余裕がございましたかということなのですよ。議論され

たかということなのです。 

○委員長（吉田和子君）  三戸健康福祉課長。 

○健康福祉課長（三戸功二君）  そういう面での効果につきましては詳しく課内での検討材料と

いうことにはなっていませんけれども、当然、私どもの方とすれば検診の受診率の向上がされると

いうことは一般的な話としてそれが早期発見・早期治療に繋がることが、無駄なと言ったら言葉悪

いですけれども、そういう医療費の向上にはならないだろうとそういう一般的な考え方は持ってご

ざいます。ただ、そのことを課内で、今回、上げることについて課内でそういうことを慎重に議論

したかというと必ずしもそうではないという部分は申し上げざるを得ないのかなとそんなふうに思

います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  今の関係はたまたま出たから言っているのですけども。例えば保健師さ

んがやっぱりそういうことをきちんと確信を持って仕事が出来るような職場状況になって行かない

と。それと保健師さんと対町民との関係がそうなって行かないと効果出ないのですよ。このことを

やって、多くなった分だけもっとより多く医療費減ればいいわけですからね。そういうふうな視点

に立って議論はされて積み上がった段階でそうなっているならいいんだけど、そうでないとしたら

僕は違うのではないかと言っているのですよ。だから、何を言いたいかと言うと、さっき義務制の

話も聞きました、私はね、町民の皆さん方がどう思うかと。2 千万の収入を得るためにもっときち

んとしたもので上げられるところがあったら、上げてもいい部分だってあるかもしれませんよ。そ

して、義務制だとか今の部分は上げないということが、本当にこれからの少子化に対する対応を含

めてですよ、170 万か、その分だけみんなカットする、その代わり大人の方々の趣味の部分につい

てはこれだけ負ってくださいという方が僕は説得力あるんじゃないかと思うのです、上げるのに。

何でも原価で画一的に出すんでなくてさ。そういうことが医療や教育や、そういう所で出たら町民

の皆さんは「なるほど、うちの孫のスポーツ料タダになったんだから」って思うと思うんですよ、

趣味でやられている方なんかは。そういうところまでの議論がきちんとされて、ぜひ、やっていた

だきたかったというようなことが根本にあるものだから。さっきから何度も何度も、課長をいじめ

ているのではなくて、僕はそういうふうに思うわけよ。そういう視点でやっぱりやられたかという

ところがね、町民の目線で仕事をしたかということになるのではないかと。それが財政との関わり

合いできちんと健康も守れる、財政も確立されていくというね、そういうことじゃないのかなと。

だから、僕はこの 2 つはぜひ、これから間に合うなら考えてほしいなと思っていますよ。どうです

か。 
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○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  大渕委員おっしゃるとおりで、どうも聞いているとうちの方がもう画

一的に全部進めてしまったように聞こえるのですが。本当に個々、個別のところに行きましたらか

なり悩みました、本当のところ。子供の部分もですね、なかなか仕切りが非常に難しくて、いろい

ろ議論したのですが最終的には本当は基本的には全部いただくという原則は原則で作ったのですけ

どね、いろいろなことを積み上げて行く中で「この問題はどうするんだ」「こういう場合はどうなる」

「じゃあ、こういうふうに使ったら子供はどうするのよ」ってこうなってきますと非常に難しかっ

たのです。で、最終的に言いますと、今現在、子供のことで考えていますのは高校生以下の部分に

ついては基本的に団体で使う場合、スポーツ少年団でも部活でも何でもそうですけれども、それは

基本的に免除してしまおうと。ただ、個々に使う部分については申し訳ないけど払っていただきま

しょうと。そうしますと何が残って行くかと。さっき、ふれあい広場ですとか、新たに運動広場だ

とか取るようになりますけれども、個人で遊ぶ部分については全然それは取りませんのでね。です

から、何が残るかと言うとプールで例えば個人で行った場合、それから、体育館に個人で行った場

合。これも今までも取っていますけど、ちょっと住み分け難しくてそれは基本的に払ってもらいま

すけども。残りの団体で使う部分については逆に言うと免除しましょうと、子育て・教育的な配慮

からですね。そういうようなことも考えておりますし、高齢者の部分もまた高齢者の部分でいろい

ろ意見交換する中でちょっと考えているところございますので。本当に決して画一的にうちの方で

進めているということじゃなくて、一つひとつ悩みながら検討を進めているということで一つご理

解いただきたいなというふうに思うのです。 

 それで、健康診断の方はどうもそこのところへ行きますとですね、基本的にはやはり大渕委員お

っしゃるように安くすることで受診率が高まれば、それは当然後のことを考えますと町としてはそ

の方が財政的にも効果があると思うんですけどね。なかなか、いろいろ議論する中では、高めると

ころは高める努力をしようやと。負担してもらう部分は申し訳ないけどもこれだけ原価かかってい

るのだから、ここのところは基本線で何とか負担してもらう方向で考えようということでなった結

論でございますので、そこのところは一つご理解をいただきたいなとこのように思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  わかりました。わかったけど、さっき言った、大枠のもうちょっと詳し

い資料。それから、今の義務制と検診の関係、もうちょっと議論をしていただきたいし。もうこれ

以上止めますから。まだまだ言いたいこと、この検診についてあるんです、僕はね。そういうこと

を含めてもう一度ちょっと議論してね、そして、どうなったかということを聞きたいと思いますの

で、その点だけ。それから、3 つの部分の大枠、せめて大枠の全体像が見える金額的な、財政改革

プログラムとプラスの金額的なところをちょっと教えていただきたいと。後で資料で結構ですから。

そういうことでお願いします。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方どうぞ。4 番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  やっぱり町民としては今まで払っていない団体とかの方々はですね、も

し、半分に減免されても、今度払っていくというところで非常に心配している方がたくさんおりま
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して。先ほども出されてみないとわからないと、減免できる団体かどうかというのはわからないと

いう話なのですが。例えばですね、文化団体に加盟されている民謡協会ですか、白老民謡連盟とか

ってありますよね。そこに加盟されている民謡の会がありますよね。そういうところが公民館とか

生活館で週 1 回、自分たちのサークルの練習と言うのですか、そういうものをしております。で、

そういう方が今までは文化団体に加盟されているということで無料だったのですよ。ところがこれ

で行くとそういう方がどういうふうになるのかというのは、なかなかこの文面だけでは判断がしづ

らいのですが。例えばそういう団体であれば、どの分類に入るのかということが、もし、お話が今

出来るのであれば答えていただきたいのと、もし、出来ないのであれば出来ないでいいのですが。

もし、わかるのであれば答えていただきたいなと思います。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  ちょっと個別の質問ですけれども。先日ですね、特に文化団体中心に

お集まりいただいた時に、実際、参加された各団体の方の一番の疑問は自分の団体はどうなるのか

なと、そういう部分できっとお集まりになったということでですね、全体的な考え方の説明をさせ

ていただいて個々の団体がどうなるであろうと、確定は一つの手続きが必要なので決定ではないん

ですけど、その部分は会議終了後ということで別に残っていただいて個別にお話を伺って、今回の

減額・免除団体、こちらで行くと多分こちらの方になるんじゃないかなと、そういうようなお話を

させていただいたところであります。今回、出された団体については基本的には文化団体の個々の

一つのサークル的な団体という位置づけ、趣味の団体ということになりますので50％減額という扱

いになろうかと思いますけども。たぶん、各議員の皆さんも具体的なケースとして、もし、ご質問

ありましたらですね、この委員会によらず他の各担当課あるいは財政課の方にご照会いただければ

ですね、先日、文化団体にご相談、あるいは福祉団体にも個別にご相談を受けてですね、「たぶん、

こうなるよ」「たぶん、こういうことじゃないかな」とそういうようなお話していますので、そうい

うことで対応させていただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  よろしいですか。他に質疑のございます方どうぞ。14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  決める時にですね、町民活動センターと町とで免除団体を決めると言う

か、やるというふうになっていたんですけどね。それはなぜ町だけでやらないのでしょうか。私は

そういう団体が入ることの方がうんと違和感があって変だなと思うのだけど。入る根拠は何ですか。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  まず、今回出しております、町民まちづくり活動センターですね。こ

れはどういうような性格の団体かということでちょっとご説明したいと思います。予算にも委託料

を計上してございますけども平成15年4 月に町の一つの業務委託ということで始まった事業でして、

まちづくり活動、これは単に町内会とかということだけではなくて、文化団体、スポーツ団体、福

祉のボランティア団体諸々含めて、そういうまちづくり活動という位置づけの中でいろいろな団体

に情報提供をして行きましょうと、また、町民の方にも情報提供して行きましょうと。町内にこう

いう諸々の団体としてどういうものがあってというような形でのデータベースの作成、情報提供あ

るいは各団体については民間である助成金の制度なんかの情報提供、あるいは相談業務ということ
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で各団体からの運営相談、助成金の事業、あるいは団体の紹介。こういうものを今後のまちづくり

を進める上でやはり町としてもこういうものを進めて行こうという考え方の中で位置づけし、その

委託先としては町内会連合会に委託して町連合の事務所の中に設置しているとそういう部分の団体

になってございます。実際、町の方の委託業務ということで 100％経費で運営してございますけれ

ども、今回、こういう減額にしても、免除にしても、やはし町の一つの財政支援という部分での各

種団体の位置づけの把握ということになりますので、これについては過去に情報提供する中で各団

体のデータベースも作って、各団体の内容の把握を行うとそういうようなこともやっておりますの

で、やはり団体の内容を把握しないと最終的な町でも責任を持った決定が出来ないということから、

これらの業務の一つとして今回、町民まちづくり活動センターと共にやって行こうとそういう考え

方でございます。これを検討していく中には町の関係する課の職員も入り、また、町民の方の目線

でのやはりそういう団体に対して見ていただこうと。申請している団体の内容も把握していただい

て、100％免除する団体か、50％減額する団体か、そういう部分についてやはり町民の方の目線も入

れてやって行こうと。ただ、これは最終決定にあたっては先ほどもお話しましたけども、町が行う

財政支援の一つという形になろうかと思います。本来は 100％有料化の部分を減額なり免除すると

いう財政支援に当たりますので、最終的な決定についてはそういうような審査を経て、町の方での

最終的な責任を持った決定ということでの位置づけをしていきたいという考え方でございます。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  減免等をその団体、例えば町内会連合会が主たる構成団体であるところ

だとしたら、そういうところで入ってこの団体がいいとか、悪いとかって議論されるというのは本

当にそれでいいのでしょうかね。僕はやっぱりちょっと違うような気がするのですよ。例えば、恣

意的なものが入るという可能性は町よりもうんと高くなると思います。で、町の担当者が集まって

見るというのが私はこの場合はやっぱり、町民の意見を聞く、この団体は減免になるかどうか町民

の意見を聞いてやりましょうやという、そういう性格なものなのかなという気がするのですよ。な

ぜ、そうなったかちょっとわからないんだけど、今の説明だけではちょっと納得出来ないんですよ

ね、そこは。だから、町がやっちゃ不具合があるというふうになるのかどうかね。それで、例えば

町の人件費がすごく減るとか、何かそういうことがあるのかね。それとも、公平に見るために町民

を入れるということなのか。そこら辺はどこが主たる目的なのかね。私はやっぱり、お金に絡んで

団体だとか、町民を見る場合は今の段階では僕はやっぱり町が決定する方がうんと公平だし、きち

んと見ていただけるんではないかというふうに思うのですよ。お金のことが関係なかったら別です

けども、金が絡んでこの団体がいいとか、悪いとか、100 だ、50 だってなるというのは、そこに他

にところが入るというのはいかがなものですかね。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  考え方なんですけれども、さっき財政課長言いましたように最終的な

決定というのは当然町長がやりますけれどもね。そこの審査の過程でやはり町民の目線と言います

か、活動団体のことをよく知っている部分ということになると活動センターがどうかなという思い

があったのです、実は。それで、運営委員会とかありましてですね、実はその中に、今あるのは体
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育協会と文化団体連絡協会と町連合とボランティアセンター、社会福祉協議会、これが入っている

んですよね、運営委員会の中に。だから、イメージ的にはそういうところと関係課が一緒に入って、

そこのところの審査をやってはどうかなというふうに思っていたのですが。今回、説明会を開く中

で、3 日目に福祉関係団体と議論した時も逆に「町できめるのはどうなのよ」と、ちゃんと福祉の

関係でしたら福祉協議会をちゃんと入れて議論してもらいたいというような、実は意見もあったの

ですよね。そうしますと、やはりそういう団体を入れて議論するのが一番公平な判断と言うか、適

正な判断出来るのかなという思いもあったものですから。活動センターと共同でと言うのは、今、

言った団体等も入れてですよ。そういうことできちんと審査する方が公平な判断が出来るのかなと

いうふうに今のところ思っているのですが。これはやっぱり町だけでやった方がいいと言うのであ

れば、町でやれないことはないのですが。我々が今、考えているのはそういうことで、最終判断は

町がしますけども、そういうところをきちんと見ていただいているところの意見も聞きながら判断

したいという考えに立っているということで一つご理解をいただきたいと思います。 

○委員長（吉田和子君）  14 番大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  理論的にはなるほどなと思う部分もあるんですよ。ただね、その団体が

まとめているところが全部意思を吸い上げているかどうかということを含めてね、そういう不協和

音は随分いろいろなところで聞きます、僕もね。ですから、恣意的に例えば「この団体、外すよ」

というようなふうにならないとは思いますよ、町が入っているのだから、だけど、そこで強い意見

が出たらどうなるかということになっちゃうのかなと。それだったら、町が公平に見る方がうんと

ね。だって、異議があれば町に異議を申し立てればいい訳だから。その方が僕はうんとすっきりし

て町民も納得しやすいだろうと。そこが入ることによって、確かに全部入っているというふうにな

るかもしれないけど、そこはやっぱりなかなか動かすのにいずくなっていくなというふうに思うの

ですよ。この場合はやっぱり、私は個人的にはどう考えても町がやるべき仕事じゃないのかなとい

うふうに思うのですよ。だから、町民の意見を聞くからということでそういう団体が入ったら、聞

いているということに本当になるのかどうかね。中身の問題によると思うんです。今回の場合はや

っぱり減免するかしないかという話ですから。これはやっぱり僕は町がやるべきじゃないのかなと

いうふうに思うのですよ。検討するなら検討でもいいですけど、何もここで結論出せとは言いませ

んけど。 

○委員長（吉田和子君）  三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  わかりました。検討させていただきます。ただ、特に我々が悩んでい

たのは福祉団体の関係。例を挙げますとね、福祉団体についてはなかなかその辺の住み分けが難し

くて、今のところ専ら社会奉仕を行う団体、ボランティアの部分ですね。それから、特に必要と認

めるというのは福祉団体もいろいろありまして、本当に弱小でやっている弱い立場にある団体もご

ざいましてね。そういうところも、じゃあ、町だけの目線でどうなのよと。例えば、そういうこと

でいきますと社協さんなんかはそのような普段の活動等をよく見ていらっしゃいますから、そうい

うところの意見を聞いて判断するのがよりよい判断になるのかなという思いがあったと、そういう

ことなのですよ。ですから、責任問題になりますと当然、町の判断というのは入りますから、そこ
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のところがもし入って、逆に曖昧な判断をしたのではないかと思われちゃうとまた余計困っちゃい

ますので、その辺についてはですね、私どもの今の考えはそういう考え方ですが、それはご意見と

して伺って再度検討はさせていただきます。 

○委員（大渕紀夫君）  平場でそういう話をしていいのかどうかと。それだったら、町の担当者

がその団体に行って聞いて、それを反映すると、この方がよっぽどクッションとしては私はいいと

思いますよ。平場で、そういうことでこの団体は駄目だって言えるかどうかということを含めて。

出てきますよ、必ずそういうことが。だから、それだったら担当者の方が行って聞いて、それを町

の中で反映をきちんというふうにすれば、今、助役言ったことは十分解消されますからね。平場で

どんどん、どんどんやるということはしない方が僕はいいんじゃないかということです。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方どうぞ。暫時、休憩いたします。 

休   憩      午後 3 時 26 分 

 

再   開      午後 3 時 26 分 

○委員長（吉田和子君）  委員会を再開いたします。7 番西田委員の先ほどの質問に対しての答

弁をお願いいたします。渡辺社会教育課長。 

○社会教育課長（渡辺裕美君）  管内のスポーツ施設の使用料ということで何市町か確認をして

おります。ただ、各市、町によりまして当然、施設の規模ですとか、新しい、古いのも含めており

ますので一律ではありませんが。近隣の市、室蘭・登別・苫小牧。それから、町といたしましては

虻田・追分・鵡川・厚真町、ここのところを聞いておりますので。例えば、体育館で言いますと、

白老町は今回の料金の改正によって 1 回 70 円ということになっておりますが、室蘭市で一般の方の

利用で 1 回 130 円、登別市で 1 回 100 円、苫小牧市は 1 時間 650 円です。それと、虻田・追分につ

いては町民の方は無料です。鵡川町が 1 回 30 円、厚真町は 1 回 300 円。プールで言いますと、白老

町の料金改正で 1 回 480 円、一般の方ですね。室蘭市で 550 円、登別市で 500 円、苫小牧市で 400

円。それから、テニスコートで言いますと、白老町の場合は 1 面 600 円。これが室蘭市ですと 1 人

2 時間で 300 円。登別市で 1 人 1 時間 100 円。苫小牧市で 1 時間 1 人 200 円。虻田・追分について

は無料になっております。厚真町は 1 面 1 時間 100 円という形になっております。雑駁ですが以上

です。 

○委員長（吉田和子君）  今、答弁ありましたけど質問はいいですか。7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  そうしましたら、今回、改正される今まで無料だった所に対しての今回

値上げした金額というのは近隣の市町村と比べて妥当な数字だというふうに判断して出された数字

というふうに理解してよろしいのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  一応、原価計算を基にということで、他との比較というのは後の部分

でございますけども、一応、原価計算を基にですね、そして、差があるものについては20％以内と

いうことで今回の改定を行うということでございます。結果的にはプールなんかの料金で見ますと、

ほぼ大体同じぐらいの水準かなとそういうふうに捉えております。 
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○委員長（吉田和子君）  7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  それとですね、先ほども大渕委員がちょっと話していたのですけども。

減免措置のところなのですけれども、先にこういうようなものをこうやって上げますよというふう

な話しが出ていますよね。ところが、一度それを例えば議会で賛成しますよと言ってしまった後に、

料金ですね、手数料・使用料の値上げを賛成しますよと決まった後に減免措置をこの団体、この団

体とばっと大量に出されて値上げした分がほとんどチャラになっちゃうふうに、料金も大した上が

らないというふうになっちゃうのか、どの辺はどういうふうに押さえていられるのでしょうか。そ

の辺を聞いてみたいのですけれども。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  今回の改定の主旨はですね、原点はやはり経費がかかっている部分で

基本的にかかっている部分の一部を負担していただきたいと、そういう考え方の中でスタートしま

す。ただ、方法としては今日の説明の最後の方にございました 100％免除する団体、50％減額する

団体、この辺の基準次第では確かにそういうような心配あろうかと思いますけれども、基本的には

単純に使用料を増やしたいから厳しくするとかじゃなくてですね、今日、ご説明した主旨の中で、

基本的に団体活動を行って規約をもってきちんと事業計画、あるいは決算報告している団体につい

ては認めて行こうと。そういうような考え方です。ですから、そういう部分については50％という

部分ですけれどもね。中にはかなり公益性を持って、社協とか、あるいは体協とか、町が補完する

団体というのは 100％免除ということになろうかと思いますけれども、大方の現在無料になってい

るところについては50％を何とか負担していただきたいと。あの部分の解釈が先ほど説明した部分

の規定の解釈になろうかと思いますので、そういうふうに運用して行きたいなというふうに今のと

ころ考えております。 

○委員長（吉田和子君）  7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  減免する団体とか、そういう団体の名前とかはいつごろまでに、公表し

ますと書いていますけども、いつごろまでに取りまとめる予定なのでしょうか。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  基本的には実施する前にはですね、申請して認定する手続きを終わら

せると。それで決まれば、その時点で認定された団体については公表すると。先ほどからちょっと

お話しています、もし、9 月 1 日ということに実施ということになりましたら、その前に決定、公

表するという形になろうかと思います。 

○委員長（吉田和子君）  7 番西田委員。 

○委員（西田祐子君）  それでは、例えば今回、委員会やっていますけども、この委員の結論が

出てから名前が出ちゃうというふうに判断してよろしいのですね。その前には出ないということで

すね。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  基本的には減免の部分は町長のほうで決められる規則の運用という部

分ですけども、最終的には使用料・手数料全体のルール改正という捉え方の中で、議会の方で実施
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時期等を決めていただいてから、申請を受けて認定していくから、この委員会・議会の決定後とい

うことになろうかと思います。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方どうぞ。4 番鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君）  確認したいのですが。今ちょっとテニスコートの部分でですね、桜ヶ丘

テニスコートと、今度新しく料金を設定する白老・萩野・竹浦テニスコートの料金の設定の仕方な

のですが、桜ヶ丘のテニスコートですと今、1 面 1 時間当たり 600 円というふうに考えていたので

すが、これは 1 面（大人）ということは大人 1 人ということじゃないですよね。1 面 1 時間借りる

と 600 円というふうに考えてよろしいんですよね。ちょっと、この書き方が 1 面（大人）と言った

ら大人一人が 1 時間 600 円払うのかなと思ったのですが、今の説明ですと 1 面借りるのに何人でや

っても 1 時間 600 円というふうに。そうしますと白老テニスコート・萩野テニスコートは 1 面、大

人の人が何人使っても 100 円というふうに考えてよろしいのですね。それでよろしいかどうか、ち

ょっと確認したいのですが。 

○委員長（吉田和子君）  渡辺社会教育課長。 

○社会教育課長（渡辺裕美君）  そのとおりです。桜ヶ丘のテニスコートにつきましては1 面 600

円ですので、ダブルスでしたら 4 人入るとか、それは自由で 600 円です。地区のテニスコートにつ

いても 1 面 1 時間 100 円ということです。 

○委員長（吉田和子君）  他に質疑のございます方どうぞ。先ほど、大渕委員の質問の中にちょ

っとあったと思うのですが、6 月定例会にこの案件 13 件についてかけて、9 月 1 日施行ということ

でお話されていましたけど、これは町側の考えなんですね。委員会付託された部分では、委員会と

しては少しでも早い方がいいという考えで委員会を早急にやろうということで連合の各委員長さん

と相談をして、出来れば 6 月の議会で通したら 7 月からでも 8 月からでも出来るだろうと。そうい

う考えで委員会をこういう形で始めたわけなのですが、その辺に対して町はどうでしょうか。委員

会付託されていますので、町側で 9 月 1 日と言われているのですけど、その部分でちょっと私たち

も「えっ」という部分があったのですが。その辺が明確に先ほどなっていなかったような気がする

のですがどうでしょうか。三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  実施時期につきましては、町側も出来るだけ早くという考えは基本的

に持っております。ただ、先ほどからいろいろな質問が出ておりますけれども、例えば西田委員か

らありました減免免除団体、こういうものも実際の作業としては議会の議決を得ない中で進めてい

けないのではないかなと。下準備はして行きますけれども、現実的にそういう動きも出来ないので

はないかとか。例えば、いろいろなルール作って、一つの運用面を考えて、それから町民の皆さん

に周知していきますと少し時間がいるのかなという判断をしておりまして。財政課長は安全圏と言

いますか、ちょっと余裕を持ってという考えで 9 月というお話をしましたけれども。基本的には出

来るだけ早くというふうに考えておりますので、出来れば本当に 8 月 1 日からでも実施はして参り

たいというふうに考えております。出来るだけ早くということで、それは考えておりますので。た

だ、やることをきちんとやって、周知をきちんと徹底して混乱の無い中でやっていきたいという思

いがあって、そういうお話をさせていただきましたが、そういうものが全部条件整えば、その時点
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で実施をさせていただきたいとこのように考えております。 

○委員長（吉田和子君）  9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  今の件で前回の町民説明会ではどのような説明をしたのでしょうか。日

程について。 

○委員長（吉田和子君）  辻財政課長。 

○財政課長（辻昌秀君）  今回、お配りしている資料には実施時期というのは明示しておりませ

ん。ただ、質疑の中で実際いつから、早ければいつからでしょうかと、そういう部分では先ほど三

國谷助役がご説明した部分でも周知期間という部分がどうしてもやはり必要だと。その部分でいく

と 7 月、8 月、この 2 ヶ月間の中で認定あるいは申請してもらって認定すると、そういう部分で期

間的には必要かなということで 9 月 1 日実施したいと、そういうような意向はご説明してございま

す。 

○委員長（吉田和子君）  9 番吉田委員。 

○委員（吉田正利君）  今の助役さんの回答で、調整するのですか。 

○委員長（吉田和子君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午後 3 時 40 分 

 

再   開      午後 3 時 51 分 

○委員長（吉田和子君）  委員会を再開いたします。三國谷助役。 

○助役（三國谷公一君）  実施時期につきまして、先ほど私が諸々の諸準備、条件が整いました

ら、出来る限り早くということで 9 月を 8 月というお話をさせていただきましたけれども、実は 3

日間の説明会の中で団体からの質問で答える形でこういう言い方をしているんです、実は。「有料化

につきましては 6 月議会で可決になりましたら広報で周知し、9 月からの実施を考えております」

と。こういうふうに考えておりますが、そういううちの方の回答をしているものですから、各団体

の方はいろいろ予算の関係もありまして、たぶん今までお金を取っていないところは会員の皆さん

からこういった 9 月からの使用料がかかるということで料金徴収等もされると思いますので、ちょ

っと私は 8 月に出来ればというふうに申し上げましたけれども、物理的にも議会の議決をいただき

ましてから先ほど言いました諸準備、これを万全にして基本的には 9 月 1 日から実施させていただ

きたいということにさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（吉田和子君）  ちょっと休憩をいたします。 

休   憩      午後 3 時 52 分 

 

再   開      午後 3 時 54 分 

○委員長（吉田和子君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。先ほどの施行日程については

委員会でもう一度きちんと議論をして修正をするなりして、日程をきちんと決めていきたいという

ふうに思っておりますのでよろしくお願いしたいと思います。他に質疑のございます方、いらっし

ゃいますか。 
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第 1 回目の連合審査はこの程度にしておきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  第 2 回目については本日の委員会での意見、あるいは住民説明会等の

意見を反映させた結果の最後の連合審査会となると考えております。ただ、日程的に 5 月下旬から

6 月上旬頃になる予定になっておりますけれども、ここまで行くまでの間に今日の質疑を経て、ど

うでしょうか、もう 1 回この間に委員会が必要かどうかということを皆さんにお諮りしたいと思う

のですが。あとは広報等に載せて町民の意見等を集約した後でいいでしょうか。どうでしょうか。

中間にしなくてよろしいですか。じゃあ、皆さんの意見として、それでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（吉田和子君）  じゃあ、第 2 回目は 5 月下旬から 6 月上旬の町の進捗状況を見ながら

日程を決めていきたい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。 

 

    ○閉会の宣告 

○委員長（吉田和子君）  以上で、本日の連合審査会を終わります。散会いたします。ご苦労様

でした。 

 

（閉会 午後 3 時 56 分） 


