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◎開会の宣告 

○副委員長（山本浩平君） ただ今より総務文教常任委員会を開会いたします。お諮りいたし

ます。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

[｢なし｣と呼ぶ者あり] 

○副委員長（山本浩平君） 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きまして、事務局長から説

明いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） きょうの総務文教常任委員会の所管事務調査でございますが、

先に通知しておりますとおり、社会教育施設の現状と課題についてということで、日程表も配布

させていただいておりますが、午前中事務調査を行いまして、午後から現地調査ということで、

２箇所調査に行きたいと思っております。１箇所はふるさと体験館「森野」、それからもう１箇

所は白老町高齢者学習センターでございます。きょう財団法人白老町体育協会のほうから参考人

として、佐藤事務局長、三戸事務局次長に来ていただいておりますので、よろしくお願いいたし

たいと思います。以上であります。 

○副委員長（山本浩平君） それでは開会にあたりまして一言、及川委員長に成り代わりまし

て、副委員長の私山本がご挨拶を申し上げたいと思います。本日は大変お忙しい中を坂本社会教

育課長、石井主幹、及びきょうは参考人という形でございますけれども、財団法人白老町体育協

会様より佐藤事務局長様、三戸事務局次長様においでいただきまして、私どもの事務調査に参加

をしていただきましたことを、心から御礼申し上げます。 

白老町は元来野球を初めとして、大変スポーツの盛んな町として内外にも名前をはせていると

ころでございますが、町民のスポーツを通じましての健康増進の上からも、体育協会の役割とい

うのは大変大きく、特に近年におかれましては、11 施設もの指定管理者として受託をしていた

だきまして、専門性をより高めた上での町民へのサービスの向上、また、財政が非常に厳しい中、

行政のコスト削減にも寄与していただいておりまして、白老町としても極めて重要な位置づけに

なっているものと、私は確信しているしだいでございます。きょうは私達総務文教常任委員会と

しても勉強させていただきながら、町民の福祉向上、サービスの向上をいかに低下しないような

形の中で図っていかなければならないかということも一緒になって勉強してまいりたいと思い

ますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは資料に基づいて説明をいただき、その後委員からの質疑等を承りたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○社会教育課長（坂本譲君） それでは社会教育施設の現状概要でございますけれども、お手

元に資料を配布させていただいておりますけれども、スポーツ施設についてということと、桜ヶ

丘公園の概要、それとふるさと体験館「森野」、社会体育施設利用状況ということで、４点ほど

資料を配布してございますけれども、すべて関連がございますので、一括して最初に説明させて

いただきまして、後ほどご意見、ご質問等をお受けしたいというふうに思いますので、よろしく
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お願いしたいと思います。 

 それではまず白老町のスポーツ施設ということで、資料１でございますけれども、白老町総

合体育館、これは昭和45 年に竣工されておりまして、現在37 年が経過しているということで、

かなり老朽化が目立っておりますけれども、利用にあたっては今のところ支障なく利用している

という状況でございます。競技種目につきましては記載のとおりでございますけれども、バスケ

ットボールが 1 面、テニスコートが1 面、それと室内サッカーということで記載してございます

が、現在はサッカーの使用に関しては禁止ということを取ってございます。壁 にボールが当たる

と釘が飛び出してくるという状況になってございまして、危険が伴うものですから、現在のとこ

ろは室内サッカーについては使用不可ということで対応してございます。あと、バレーボールが

2 面、室内ゲートボールが２面、バトミントン、ミニバレー、スポンジテニスがそれぞれ６面と

いうことで、多くの町民の方に利用されているという状況でございます。開館時間につきまして

は、９時から 21 時ということでございまして、年末年始以外は休館なしということで利用をし

てございます。利用にあたりましては、いろいろな団体が中心的にこの体育館を活動拠点として

いるということで、利用調整会議を行いまして、午前の部、午後、夜間ということで、お互いに

調整して利用しているという状況になっております。その他としてトレーニング室がアリーナの

横にございます。それと会議室が２階にあるということでございます。総合体育館につきまして

は以上のような概要ということになってございます。 

 続いて次のページ２ページでございますが、白老町柔剣道場という事で、体育館の横に併設さ

れてございます。主に競技種目としましては、柔道、剣道、相撲、空手、少林寺拳法、太極拳と

いうことで、武道関係に利用されていると。開館時間等につきましては総合体育館と同じという

ことでございます。 

 続いて３ページでございますが、北吉原はまなすスポーツセンター。これにつきましては平成

６年９月30 日に竣工ということで、13 年程経過してございます。競技場の面積は1,040 平米と

いうことで、種目としては主にゲートボール、それとバトミントン、ミニバレー、スポンジテニ

ス、室内サッカーが利用されているということで、それ以外に野球等の練習でも利用されている

という状況になってございます。特色としましては、競技場の床面につきましては、砂入りの人

工芝仕上げという状況になってございますけれども、13 年経過しているということで、若干人

工芝の消耗が激しくなってきているという状況になってございます。開館時間につきましては９

時から 21 時までということでございます。日曜、祝祭日は17 時まで。午後５時で終わりという

ことになっております。休館日でございますが、月曜日を休館日としてございますけれども、夏

季期間５月１日から 10 月 31 日までが月曜日休館ということです。冬期間につきまして、11 月

以降４月一杯までは休館日なしということで、月曜日も開館しております。特に冬期間につきま

しては屋外施設が使えなくなるものですから、このはまなすスポーツセンターの利用頻度がかな

り多いというような状況になってございます。 

 続きまして次のページの４ページでございますけれども、白老町民温水プール、平成２年９月

20 日の竣工でございます。建設後 17 年が経過ということになってございます。施設規模につき
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ましては、一般用として25 メートルの７コースございます。児童用が10 メートル掛ける６メー

トルの児童用プール、それともう一つ幼児用ということで、5.1 メートルの直径のプールがござ

います。それぞれ水深温度につきましては記載のとおりということでございます。開館時間です

が、平日につきましては、10 時から 20 時 30 分、日曜、祝祭日については、10 時から 17 時と、

午後５時までということでございます。それと冬期間につきましては 11 月から３月 31 日の冬場

ですけれど、これにつきましては平日の運営は13 時 30 分から 20 時 30 分までということにして

ございます。日曜、祝祭日につきましては午前の10 時 30 分から 17 時までという時間で開放し

てございます。休館日につきましては月曜日ということでございますが、冬期間につきましては

月曜日のみ休館、夏期間につきましては休館日なしということで運営しているという状況でござ

います。特にプールにつきましては利用頻度が高い状況にございまして、いろいろな団体、サー

クル関係の人達の利用調整会議を行ってお互い効率よく利用していただくということで運営し

ている状況でございます。その他としてリラックスルーム、サウナ室、シャワー室、更衣ロッカ

ー、会議室等がございます。以上が温水プールの概要ということでございます。 

 続いて次のページ５ページですが、桜ヶ丘公園町営野球場。これにつきましては昭和59 年 10

月 10 日竣工ということで、こちらのほうももう 23 年が経過しているという状況でございます。

施設規模につきましては、両翼が 91 メートル、センターが121 メートルということで、普通の

軟式野球、それと公式に対しては十分対応できる広さかなということでございます。利用期間が

５月１日から 10 月 31 日までとなってございます。利用時間につきましては、９時から日没まで

ということでございますけれども、利用団体、大会等の状況に応じて一応これ以外の形でも運営

しているという状況になってございます。その他として、本部席、ダッグアウト、観覧席が 700

人収容ということでございます。主に管理につきましては運動公園全般、外回りを管理していた

だいている３名の体育協会の職員の方にこの町営野球場の管理等を行っていただいているとい

う状況でございます。 

 続いて次のページ６ページでございますけれども、桜ヶ丘公園陸上競技場でございます。こち

らは平成６年 10 月 10 日竣工と、13 年経過してございますけれども、施設の規模でございます

が、第３種公認施設ということで陸上競技場の竣工といいますか、当時４種で公認を取得しまし

た。その後平成16 年に４種から３種の格上げの形で公認を取得してございます。規模としては

１週トラック 400 メートルの８コースです。それとフィールド内につきましては、芝生というこ

とで、サッカーグラウンドとしても利用しているという状況でございます。その他に跳躍施設と

して、走り幅跳、３段跳、棒高跳、走り高跳ということで、あと投てき関係でも円盤投、ハンマ

ー投、砲丸投、やり投ということで、３種の陸上競技場ということでございますので、一通りの

大会が開催できる機能を果たしてございます。利用期間につきましては５月 1 日から 10 月 31

日まで。時間については９時から日没までということでございます。その他に管理等と観覧席が

あります。こちらの管理につきましても、野球場同様運動公園のほうの管理をしていただいてい

る３名の体育協会の嘱託職員の方にお願いしているという状況でございます。 

 続いて次のページ７ページでございますが、桜ヶ丘公園テニスコート。平成３年１月18 日竣
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工です。16 年経過しているということでございます。施設規模につきましては、全天候性透水

性ラバーチップ舗装ということで、ゴム状の柔らかい舗装と言いますか、床面でございます。硬

式と軟式の併用ということですが、主に硬式に利用されているということで、このラバーチップ

が 16 年経っているということでいよいよ限界に近い状態ということで、できれば早急に張替え

が必要かという状況になってございます。利用期間につきましては、４月１日から11 月 30 日ま

で。若干冬場も雪がなければ、ラバーチップですので利用できるという状況で、一応 11 月 30

日までということにしてございます。閉鎖日につきましては、月曜日と。閉鎖期間は 12 月１日

から３月 31 日ということでございます。利用時間が９時から 21 時までと。照明施設がございま

すので、一応21 時まで開放してございます。その他に、管理棟の中にシャワー室、ロッカー室

等がございます。以上がテニスコートということでございます。 

 続いて８ページでございますけれども、それぞれテニスコート、クレーコートですが、土のコ

ートですが、白老と萩野と竹浦ということで、３箇所ございます。白老につきましては３面、昭

和 52 年７月ということで竣工してございます。萩野につきましては 53 年７月、２面ですね,萩

野中学校のグランド内に設置しております。竹浦のテニスコートにつきましては、２面でござい

ますが、昭和57 年 12 月ということで設置してございます。竹浦につきましても、竹浦中学校の

グランドの横、山側のほうに設置しているという状況でございます。一応それぞれ個々に利用期

間、閉鎖日等記載してございますが、これらのコートにつきましては、ある程度利用者の実態に

合わせて臨機応変に運用しているという状況になってございます。 

 続いて次のページ９ページですが、町民ふれあい広場につきましては、多目的広場ということ

で、旧白老中学校跡地を利用して設置されております。可能な競技種目としては、野球、ソフト

ボール、サッカー、ゲートボールということで、一応利用期間については通年開放ということで

ございます。その他にトイレを２ヶ所設置ということになってございます。北吉原運動広場につ

きましては、多目的広場ということで設置してございますが、可能競技種目としては、野球、ソ

フトボール、ゲートボール、パークゴルフ等でございます。こちらのほうは当初は少年野球を中

心に利用していただくということで設置してございますが、近年子供達の減少によりましてなか

なかチームが存続できないというような状況になってございまして、主に町内会の皆さんの要望、

ご意見をいただいた中で多くの町内会の皆さんが利用できるようにということで、外野をパーク

ゴルフ場にしたいということで町内会のほうから申し入れがありまして、今現在町内会のほうで

自主的にそこのパークゴルフ場の造成、管理を行っていただいているという状況でございます。 

 森野のスキー場でございますけれども、こちらにつきましては全長 250 メートルということで

ございます。ロープリフトと休憩所、休憩所と言ってもバスを３台程度廃車になったバスを設置

してそこを休憩所代わりにしていると。仮設のトイレを１ヶ所付けてございます。リフトの運転

につきましては、体育協会のほうで臨時に職員を雇いまして、土曜、日曜、祝日運行していると。

受付等に関してはスキー協会の方でやっていただいているといったような状況になってござい

ます。 

 今ご説明したのが、項目でいくと13 施設ということになってございますけれども、一応すべ
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て体育協会の方に管理を指定しているという状況になってございます。 

 続いて資料２の方も説明させていただきたいと思います。 

 次のページ、資料２の１ページでございますが、桜ヶ丘公園の概要書ということで、桜ヶ丘公

園の概要でございますけれど、一応ここに書かれているとおり全体面積が31.5 ヘクタールとい

うことで、４番目の事業施工期間ということで、昭和53 年６月12 日から平成８年３月31 日と

いうことになってございます。５番目の総事業費としまして、約 16 億 2,000 万円事業費を投資

してございます。６番目の工事経緯と計画概要ということでございますけれど、53 年に事業認

可を受けまして、その後用地取得を完了して、55 年から着手ということになってございます。

60 年度までは敷地造成等の基盤整備と野球場、61 年度には主園路を完成しまして、62 年度から

土砂の流用の必要性から陸上競技場の敷地造成、平成元年から平成２年度の２ヶ年において文部

省の補助を受けまして、屋内温水プールを建設してございます。また雇用促進事業団の勤労者体

育施設としまして、全天候型ゴムチップウレタン舗装のテニスコートですね、これがナイター施

設の完備ですが、これを６面誘致してございます。平成４年においては中央広場の建設、平成６

年度の供用開始を目的に陸上競技場第３種の建設等を行ってございます。平成７年度にはすべて

の施設が完成して、全面供用開始しているという状況になってございます。 

 次のページですが、２ページ桜ヶ丘公園の施設の主な項目でございますけれど、一つ目の白老

勤労者テニスコートでございますが、こちらの方は桜ヶ丘公園テニスコートに変更になってござ

いますので、当初勤労者テニスコートで建設いたしましたが、現在勤労者コートではなくて桜ヶ

丘公園テニスコートということで、名称が変更になってございます。中身につきましては先ほど

説明したとおりでございますが、運動公園の中にはこのテニスコートと町民温水プール、桜ヶ丘

町営野球場、陸上競技場、それと中央広場ということになってございます。 

 次のページ４ページについては、位置図ということで、それぞれの施設の設置場所をここに記

載してございます。 

 続いて次のページ資料３の説明をさせていただきたいと思いますが、ふるさと体験館｢森野｣

でございます。利用開始日が、平成16 年４月１日ということになってございます。施設の規模

としましては、旧森野小中学校とこだま園全体です。中身につきましては、小規模体育館、会議

室、それとグラウンド、さらに施設周辺フィールドがあるという規模になってございます。利用

期間につきましては通年と。休館日につきましては月曜日ということで一応定めてございますが、

利用の状況にあわせて臨機応変に対応しているという状況になってございます。利用時間につき

ましては、９時から 21 時ということで一応規定してございますが、宿泊等も実際できるような

施設になりましたので、宿泊を伴うところにつきましてはそれ以降も開放しているという状況に

なってございます。その他として、宿泊可能が60 人ということで抑えております。調理可能と

いうことで調理実習室がございますので、そちらの方で利用者が実際に調理をしたいということ

であれば開放しているという状況になってございます。こちらの方の管理につきましては、体育

協会のほうの嘱託職員１名と臨時２名、計３名で全体の管理運営を行っているという状況になっ

てございます。 
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 次のページにふるさと体験館のパンフレットを添付してございます。カラーのパンフレットを

白黒でコピーしたものですから、少し見づらいと思いますけれども、一応開館時間、休日、利用

料金一覧表ということで記載してございます。それと体験館「森野」の位置です。略図を載せて

ございます。次のページ、裏面につきましては、施設の概要ということで、それぞれの部屋を写

真で紹介してございます。これにつきましてはいろいろな団体、または要望があったときにお配

りしているという状況になってございます。４ページ以降７ページまでですが、体験館「森野」

を活用して、またはその周辺のフィールドを利用してどのようなことができるのかということで、

去年体験館の職員の方につくっていただきまして、問い合わせ等があったとき森野の施設ではこ

のようなことができますよと、またはこういうことをしますよということで、できるだけわかり

やすくつくっていただきたいということでつくっていただいたものです。これをさらに今後主催

事業として組み立てる部分もありますし、利用者の方達がこれを見て実際にどのようなことがで

きる、したいということで、対応できるものにしていきたいというふうに考えてございます。 

 続いて資料４のほうでございます。今ご説明させていただいたそれぞれの施設の利用状況とい

うことで、17 年度と18 年度、2 ヶ年分を記載させていただいております。細かく説明すると時

間がございませんので、合計の部分だけ説明させていただきますと、白老町総合体育館につきま

しては、18 年度で３万 7,778 名ということで、前年度17 年度に比較しますと1,971 名増という

結果になってございます。次の温水プールにつきましては、18 年度が４万 5,547 名、17 年度に

比較しますとマイナス3,577 名という数字になってございます。桜ヶ丘公園テニスコートにつき

ましては、18 年度の1 年間で 7,689 名。17 年度と比較しますと、マイナス 835 名ということで

ございます。それと町営野球場でございますけれども、18 年度が7,502 名、17 年度に比較して

マイナス1,971 名ということでございます。それと陸上競技場でございますが、平成 18 年度が

１万 4,529 名、前年度に比較してマイナス133 名ということです。公園遊戯者となってございま

すけれども、こちらの方につきましては正確な数字というのは押さえきれないものですから、プ

ールの方の職員が窓から外を見まして、そして目視でチェックできる範囲ということで載ってご

ざいます。一応 18 年度については9,320 名というふうに押さえている状況でございます。 

 次のページですが、北吉原はまなすスポーツセンター、こちらにつきましても一応管理人なり

常駐しているものがございませんので、町内会の方から使った実績を出していただいているとい

う状況になってございまして、例えば数人で子供達が遊んだとかキャッチボールをしたとかとい

ったようなものはなかなかつかみきれていない部分がございまして、あくまでも町内会として何

らかの形で利用したということで報告を受けた分しか載ってございません。平成 18 年度につい

ては１万 1,442 名という報告を受けてございます。町民ふれあい広場、こちらの方も日常空いて

いれば随時利用しているような状況がございまして、本当に事前に申し込んで貸し切って、何か

行事を行うという部分しか押さえきれないという状況なものですから、18 年度については 270

名という状況になってございます。白老テニスコート、体育館の前にあるテニスコートでござい

ますが、こちらについては 18 年度が2,031 名、前年度に比較してマイナス 369 名という状況に

なってございます。萩野テニスコートにつきましては、18 年度が 2,869 名、前年度に比較して
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プラス 1,306 名という状況でございます。竹浦テニスコートにつきましては、利用の実績がござ

いません。北吉原運動広場、これは先ほどのはまなすスポーツセンターと少し間違っていました

ね。はまなすスポーツセンターは町内会ではなくて、一番上ですがスポーツセンターでございま

すので、少し勘違いをしておりました。一番下の北吉原運動広場、こちらの方が町内会の方でや

っていただいている施設ということで、実績等つかみきれていないという状況でございます。 

 隣のページ３ページですが、萩野小学校の夜間照明施設。こちらについては 18 年度が 1,180

名、前年に比較してマイナス241 名となっております。それと次の虎杖小学校の夜間照明施設。

こちらが18 年度 934 名、前年に比較してマイナス138 名ということでございます。森野のスキ

ー場については972 名ということで、前任に比較してマイナス 1,375 名というふうになってござ

います。ポロトのスケートリンクにつきましては、体育協会の自主事業ということになってござ

いますけれど、18 年度につきましては天候不順でオープンはしておりますけれど、数字的に出

てきておりませんが、何日間かは開放しているという状況でございます。かなり前年よりは減っ

ているという状況でございます。ストリートバスケットと載ってございますが、体育館の舗装駐

車場にバスケットゴールを設置して、子供達なり気軽に利用できるようにということで設置して

おりましたが、現在はゴールが腐って危険な状況なものですから、撤去して設置していないとい

うことでございますので、ゼロになっております。ふるさと体験館「森野」。こちらにつきまし

ては、18 年度が 2,041 名ということで、前年度に比較すると３名の増という状況になってござ

います。 

 最後のページに午後から高齢者学習センターの方に視察に行かれるということでございます

ので、センターの面積表を記載してございます。陶芸製作室から玄関・廊下等まで一応こういっ

た部屋名があるということで、記載させていただいております。見づらいのですが、一応裏に高

齢者大学の平面図を記載してございますので、午後の視察の参考にしていただければというふう

に思っております。 

 以上社会教育施設の概要ということでございますので、よろしくお願いします。 

○副委員長（山本浩平君） ただ今坂本社会教育課長より社会教育施設の概要についてご説明

がございました。皆様からの質疑に入る前に、今日は体育協会の事務局長の佐藤徳二様にお越し

いただいておりますので、指定管理者として１年経過いたしましたので、現況及び課題について

何かございましたら、若干お話をいただければと存じます。どうぞ。 

○白老町体育協会事務局長（佐藤徳二君） それでは体育協会といたしまして、指定管理を受

けたこの１年について若干お話をさせていただきたいと思います。 

まず体育協会といたしまして一番大きく変わったところは会計処理でございます。今までは予

算会計、年度当初の予算に基づいてその事業を年度を消化してきたわけですが、指定管理になっ

たことによりまして、指定部分については税務署等も相談いたしまして、実費弁償が発生しない

ということから課税対象事業であるというふうなことになったものですから、その関係で補助事

業部分の一般会計と指定管理、自主事業、このものを含めた特別会計と２つの会計処理を18 年

度から進めております。会計処理としては非常に複雑な会計処理になりましたが、今までですと
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予算会計１本でしたのですべて自主事業のものもすべてを含めて期末に処理していたという、収

支ゼロではございませんがほぼそれに近い会計処理でしたが、18 年度からは特別会計について

は収益事業であると。当然マイナス発生することも予想されるわけでして、特にことしみたいに

ポロトが天候不順によって氷が張らないというふうなことになったことによって、大きく収益が

ダウンしたということで、非常に苦労した年でもありました。これに絡んで一般会計に不足が発

生した場合に、特別会計から繰り入れをして処理をするというような状況も発生しております。

そのような関係もありまして、自主事業が減少しますと、この繰り入れもなかなか厳しいという

ふうな状況にもなってきます。特にこの繰り入れが発生するものについては補助対象外経費、一

般管理経費の中に補助対象外経費というのが当然ございまして、その部分を私どもの収益事業の

中から埋めていかなければいけないというふうな問題が、指定管理を受けた後から、この会計処

理という問題が大きな問題となっております。会計処理の方はそのような関係が１点ございます。 

他に施設の管理という部分につきましては、当然自治体側の設置条例ですとか施設条例の規定

ですとか、こういったものがあるわけでして、指定管理を受けたからすべてこちらに一任という

ことではございませんで、この規定の部分はどうしてもとることはできませんで、施設の利用料

金ですとか、利用の条例ですとか、そういったことはあくまでも規定に基づいて私どもが指定を

受けているということでございます。町民の皆さんからは指定になったのだから当然利用の効率

ですとかいろいろなプラス要素を多く求められているのかもわかりませんけれども、今話した規

定の部分では何ら私どもの方に変更する余地はないわけでして、そういった部分では町民から求

められるサービスの向上という部分について十分答えていかなければいけない部分はございま

すが、この１年を経過したときにいろいろな皆さんから要望、ご指摘等も受けてございます。「指

定になったのだからもっとサービスを向上させろよ」というふうな意見もございましたが、ただ

私ども体育協会として法人格ではございますが、自主財源を年度当初に使える大きな財源を持っ

ている団体ではございません。そういったことから考えますと、指定を受けて、この団体が町民

に自分達の人、物、金、こういった財源を十分にサービスに転化していけるだけのまだ体力を持

っていないというところがございますので、この３年間の指定管理のうちに私達が少しでも大き

く体力をつけまして、町民により多くのサービスが提供できるように努力していきたいなと考え

ているところです。 

特に私ども体育協会がこのスポーツ施設を指定管理者として委託を受けたという背景には、た

だ単に施設を管理するというだけではなくて、その施設を活用したスポーツ事業というものも一

緒にリンクした中で展開をしていくということを私どもは強く意識し、実行してきております。

ですから一般の建物管理だけのやり方ですと他の方もできるのかもしれませんけれども、私ども

としては施設を有効に活用し、先ほど課長の方からも話がありましたけれど、老朽化している施

設であっても私どもが今まで管理してきたノウハウ、古いものを自分達の職員の中でできるだけ

手を掛けて、金を掛けないで消化修繕をしながら、極力皆さんに利用してもらうというようなこ

とに心がけて、施設を管理してきたつもりでございます。 

この１年をずっとやらせていただいて、大きく変わった問題点というのはないのですけれど、
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今まで委員会の方から受託してやってきた手法と大きな差はございません。ただ私どもが今後こ

の指定管理をずっと続けていけるのかどうかは非常にわからないところでございまして、基本と

なる３年、当初３年の協定でございますので、その後はどのようになっていくのかわかりません。

ただ私どもとしては、体育施設として考えれば、指定管理者としてはやっていきたいというふう

に思っておりますが、いかんせん、体育協会を通して財源を十分に確保している団体ではござい

ませんので、この辺り、もし民間団体が私どもの予定している額よりとてつもない少ない額でも

し競争ということになれば、当然私どもはその競争に負けるというふうな状況になりますが、た

だ何十年間という体育協会がこの受託管理をしてきた実績等がございますので、それにかかる最

低限の費用というのは十分捻出可能です。その時に先ほども指定管理の制度そのものが町民サー

ビスの向上ですとか、経費の削減、こういったものが一つの意義としてあるとすれば、指定管理

の入札制度になったときに、安かろうでもし入札が落札された後に、当然民間業者というのは営

利目的法人ですから、収益が出ない、できないという、中間でなったときのことを考えれば、単

に安ければ良かろうという考えでは私どもの考えとしてはまずいのかなと。そこに適正な数値は

ある程度あるのではないかというふうに自分達は考えております。私どもが今後この指定を受け

ていく上では、当然経済上ですとかいろいろな自治体の経費の問題ですとか、そういったことも

おありかと思いますので、極力安い経費でもって良好なサービス、維持、管理に務めていきたい

というふうに考えております。この１年この指定というふうなものをやらせていただいて、感じ

たところでございます。以上でございます。 

○副委員長（山本浩平君） 佐藤事務局長様どうもありがとうございました。それでは委員の

皆様から質疑を承りたいと思いますけれども。きょう午後のスケジュールですけれども、ふるさ

と体験館｢森野｣、高齢者学習センターの方にも出向くということになっておりますが、それぞれ

午後の部は30 分しか時間がございませんので、この中においても午後の部の質問も承りたいと

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは委員の皆様どうぞ。 

谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 谷内です。少し聞きたいのですが、北吉原の運動公園について。ここで

細かいやり取りをしてもあれなのですが、少し確認したいことは、今言った野球等現在パークゴ

ルフというようなことをやっているのですけれど、一番大変なのが管理状態をどうするかという

ことなのですよ。多分ご存知だと思うのですけれど、この管理、今何かといいますと、草刈が主

になるのですね。そうすると今言った町民というか地域の人がやっているのですけれど、非常に

協力してくれる人が地域に少ないのですよ。だから人集めというのが非常に大変であるというこ

と。この辺のこと、今町の方からはようするに一切そういう付託係をやってもらいました。一つ

はネットを直してもらって、流し台をつけてもらった。この二つだけはやっていただいたのです

けれども、非常に今話したように管理が大変であると。そして草刈した場合に、草刈の燃料代も

確かいただいていないと思うのですけれど。そういう現状もあって、非常に管理が大変だという

ことを申し上げておきたいと思います。後また個々に課長の方に私相談に行きますので、その辺
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のところをまた相談になっていただきたいと思います。  

 それともう１点なのですけれども、この使用の問題で、実際問題としてこれはゼロだと思いま

す。ゼロはどういうあれかと言いますと、要するに申告をしますよね。きょうどこどこでグラウ

ンドを使いたい。このスタンス、使うという申告をどこにしていいのか、この町民の人達わから

ないと思うのですよ。どこにしていいのか、実際問題として我々金額はいくらだというのはわか

るのですけれども、町民の皆さんが全然そういうことを理解していないということなのですね。

その辺のこともきちっと提示しなければ駄目だなという感じを、私は持っていることは事実なの

ですよ。ですから今後の課題としては、そういうことだろうと。だから今言った管理の問題と、

料金徴収の問題、そして積極的にグラウンドで遊んでもらうためには管理をしなければならない

と。そういういう現状なのですけれども。これに対する返答をどうのこうのではないですけれど、

こういう現状であるということを申し述べておきたいと思います。以上です。 

○副委員長（山本浩平君） ありがとうございます。今の２点につきまして、今この場で回答

なり何かあればお願いしたいと思いますが。 

 坂本課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 北吉原運動広場のパークゴルフにつきましては、当初から町内

会とはあくまでも自主管理運営をするので、そういう目的で利用したいという申し入れがござい

まして、できるだけこちらの方で予算的な部分での援助というのは現状では厳しいということで、

当初は体育協会の方からいくらか芝生の種とかそういったものを提供してもらって、そういった

ものをまず提供してもらって、後はできるだけ自主運営管理していただく中で、いろいろ協議し

ながら何とかやっていただきたいということで、草刈の謝礼というか賃金を２万円ぐらいお渡し

しているのです。それは１年間ということで、本当に少ないのですけれど、ガソリン、燃料代の

一部というようなことで、後はほとんどボランティア的にやっていただいているというようなこ

とで、この辺についてはパークゴルフ場をやる前からいろいろな特定の人しかなかなか草刈手伝

ってもらえなくて、１人の方にかなり負担がかかっていると。もっといい方法というようなこと

もお話をうかがっておりますので、その辺についてはまた体育協会とも話をしながら、町内会と

も協議させていただきたいというふうに思っております。 

 町民の方のこの施設に関しての理解ということですけれども、一応各施設についてはある程度

は理解をされていると思うのですけれども、ふれあい広場だとか北吉原運動広場とか、不特定多

数の方が随時いろいろな形でちょっと利用できるというか、例えば本当に気軽に遊べるというよ

うな施設につきましては、基本的には自由に使ってくださいという形にしています。ただ何等か

の形で占有しなければならない状況になったときだけ、きちっと体育教会のほうに申し込んでく

ださいということをやっているのですが。それについてはまだまだ周知が徹底されていないと思

いますので、また今後何かの機会を通じて、そういうような形でＰＲしていきたいと思っており

ます。以上です。 

○副委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 谷内委員。 
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○委員（谷内勉君） 今、話しあったのですけれど、２万円と言いましたけれど、確か１万２

千円いただいていると思います。後もう一つ大きな問題は、野球をするかパークゴルフをするか

ということなのですが、両方とも常に野球もできるしパークゴルフもできると、ちょっと難しい

かなという感じは私自身考えています。というのは、パークゴルフにつきましては外野の部分を

今パークゴルフに掛けて若干細工をしてやっているというのが現状なのですよ。ですから、それ

をすぐ野球やりなさいといっても、多分難しいかなという。その辺のきちんとした決まりという

かルールといいますか、ある程度決めておかなければ問題があるかなと。そういうようなことも

あります。 

 もう１点言っておきますと、非常に使用する人が少ないのですよ。全然いないのです。北吉原

の中で、萩野中学校の中に入って野球をやっているのが１人しかいないのですよ。そういうよう

なことを考えると、非常に今、グラウンドを野球で使うという人が少ないというのが事実と。そ

れが現状でございます。以上です。 

○副委員長（山本浩平君） この点につきましては、町内会と再度協議をしていただくという

ことでよろしいでしょうか。 

 それでは一度会を閉じまして、休憩をいたしたいと思います。再開を11時10分といたします。 

休  憩  午前 １０時５７分 

                                             

再  開  午前 １１時０８分 

○副委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 他に質疑。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、資料に基づいて何点かお聞きしたいのですけれども。 

 まず資料1 で先程課長から説明があったのですが、６ページの陸上競技場の問題で、出発する

ときは 4 種の公認であったと。途中16 年度で３種になったと。４種と３種の違いがどういうと

ころにあるのかですね。４種の上に２種があるのか１種があるのか、その辺りの経過を聞きたい

ということと。せっかくあのような立派な陸上競技場をつくっているのだけれど、公認をとらな

ければおそらく駄目でしょうね。そうすると全道大会とか胆振日胆大会とかそういうものをどん

どん誘致するという意味からおいても、経済メリット、すべてここへ大会を持ってくるというこ

とになると、こういう施設の問題に関連してくるからね。そのためには３種で満足しないで２種

や１種があるのであればそういうものを整備して、全道大会とか日胆大会とか、そういうものを

持ってくるようにした方がいいのではないかという気がするのだけれど、その点について少しお

聞きしたい。 

○副委員長（山本浩平君） 坂本課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） まず３種と４種の違いですけれども、特に大きな違いは陸上競

技場についてはございません。一応白老の陸上競技場につきましては３種を想定して建設された

陸上競技場ということになってございまして、すべてのフィールドトラック競技と観覧席が必要

になってきます。そういった条件すべて３種に対応できる施設として当初建設されておりまして、
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それがたまたまスタート時点で用具の関係があるのですが、例えば砲丸の玉とかやり投げのやり

とかハードルとか、すべての用具を設置していなければ当然３種として公認されないわけでござ

いますけれども、当初はいっぺんに揃えられないと。随時揃えていこうという状況であったもの

ですから、とりあえず４種として公認を受けたということでございます。ただ陸上競技をやって

いるものにつきましては、やはり同じ競技をするのでも４種のグラウンドと３種のグラウンドで

はイメージ的にも違うものですから、やはり３種の競技場で記録を出したといったような部分が

精神的にあるものですから、16 年度に一応３種を取得したいということで、すべての用具は揃

えられなかったのですが、近隣から借りてきてその大会のときに対応できれば良いでしょうとい

う北海道陸上競技協会のほうから了承いただいて３種を取得したと。２種、１種につきましては

当然ございまして、３種より２種となったときには、これは不可能と。２種になるとそれこそタ

ータントラック、ゴム線をトラックにしなければならないとか、障害物の水郷を設置しなければ

ならないとか、スタンドについても5,000 人とか、１万人とか、３種から２種に行くにはかなり

のハードルがあります。ですから現段階の白老の施設規模からいくと、３種が限界ということで

ございます。ちなみに１種になると、国立競技場とかあのクラスになります。２種につきまして

も札幌の円山競技場とか、ああいう形でなければ無理かなということでございます。 

 二点目の公認の大会関係でございますけれども、現在は公認の大会として北海道マスターズと

いうのが白老で開催されております。これは道内で４箇所か５箇所あるのですが、全道大会とい

う位置づけで胆振大会ということですが、参加者は全道から集まってきます。これのマスターズ

の陸上競技大会が一つと。あとはジュニア陸上ということで、小学生を対象にした陸上競技大会。

この二つの大会が管内、全道規模の大会という位置づけでやってございます。今後もっともっと

陸上の大会をということでございますけれども、一応それをやるにはある程度地元で対応できる

部分、例えば陸上競技協会ですね、これと苫小牧とか日胆の陸上競技協会、これらの役員体制が

必要なるものですから、なかなか現段階としてはそういった全道規模の大会を今言った二つ以外

のものをやるとなると、団体の力といいますか規模を強化していかなければ、なかなか開催は難

しいという状況です。以上がこの２点の状況でございます。 

○副委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今聞いていたら役員改選とかそういうことまでは、我々

ああだこうだできない問題なのだけれども、３種が限界であると。２種は難しいということにな

ると、今のままで・・・苫小牧の方は私よく見ていないのだけれども、現在緑ヶ丘、あちらのほ

うにありますね。あれは３種なのですか。 

○社会教育課長（坂本譲君） はい。 

○委員（加藤正恭君） なるほど。向こうにも３種があり、白老にも３種があるとすれば、苫

小牧ばっかりでやらないで白老でやってもらいたいというのは、人間関係というか役員改選とか

いろいろと複雑に絡んでいて、誘致するにしてもなかなか難しいと。今ジュニア陸上とマスター

ズとそれくらいのものだというのだけれど、もう少し３種であれば中学校の大会もあれば高校の
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大会もありますよね。高校なども日胆でいけば苫小牧だけではなくて白老にも３種の苫小牧と同

じレベルの陸上競技場があるとすれば、そういうものも誘致できると思うのだけれども、そうい

う運動というか、人間関係があるからなかなか難しいのかもしれないけれども、将来的な見通し

は今後どうですか。 

○副委員長（山本浩平君） 石井主幹。 

○社会教育文化財Ｇ主幹（石井和彦君） 今のご質問なのですけれども、陸上競技協会の場合、

高校の場合はすでに全天候性の競技場で試合をするということが前提条件にあるものですから、

ここであればインターハイの地区予選が室蘭で行われまして、それ以外にすべての全道大会は札

幌、函館、帯広、釧路、厚別。こういう順番で回っていて、全天候型以外ではしないという状況。

ほとんどの全道クラス規模の大会では、全天候性型を使って競技場で行うということが原則とな

っているものですから、ほとんどのところで土とかそういうようなところでやることが非常に少

ないというのが現状です。今、岩見沢がいつかははっきりわからないのですが、何年か後に新し

く全天候型性に変わるということです。苫小牧も変えたいという話はしているのですが、なかな

か地元の財政上が厳しいものですから、非常に難しい。約10 億円以上の金がかかりますので、

非常に難しいというのが現状です。北海道の場合は1 種が一つだけあります。厚別の競技場が１

種になっている。円山は１種ではなく２種なのですね。１種と２種の違いは先ほどから説明して

いますけれど、１種の場合はマラソンコースが必要なのですね。公認のマラソンコースが必要と

なるので、公認コースを取らないと１種にならないと。非常に今の公認も少し変わってきていま

して、３種の公認もこのままいきますと、白老の場合非常に厳しい状況かなというふうに。今ま

た公認の規定が変わったのですね。３種が今の点から難しいのかなと。４種が公認で最大取れる

のかなというような状況です。以上でございます。 

○副委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 金のかかる話だからあまり出したくないのでこの程度で止めますけれ

ど、資料２で桜ヶ丘公園の概要が出たのですが、総事業費が 16 億 2,000 万円、現在までは 14

億 5,600 万円投資しているよと、こういう説明なのですが、この 16 億円という金額は６番目に

工事経緯と計画概要が入っているのですが、この16 億円の中には屋内プールだとかすべての建

築まで入った総額を示しているのかどうか。それと目標は16 億円なのでしょうが実際までは14

億 5,000 万円だと。約２億円弱あるようには伺えるのだけれど、まだこれからそれだけの整備を

するのか、一応現在で完了しているというふうに見ているのか、そのあたりはどうですか。 

○副委員長（山本浩平君） 坂本課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 手元に建設の資料を持ってきていないのですが、すべての施設

の建設費も含まれております。 

○委員（加藤正恭君） すべてね。 

○社会教育課長（坂本譲君） 当初この 16 億 2,000 万円につきましては、もう一つサブグラウ

ンド、今の資料館の向えの方にサブグラウンドの建設の予定とかですね、そこにアーチェリー場

なんかも考えてございまして、当初16 億 2,000 万円ぐらいということで、そちらの方は建設途
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中でしないという方向性が出たものですから、その部分が抜けております。現段階で終了という

形でございます。 

○委員（加藤正恭君） わかりました。それから最後の方になるかと思うのですが、資料４で

この利用状況が17 年度と18 年度の比較が載っているのだけれど、横ばいか少し増えているのか

なというふうに見ていたら、全部マイナスなのですね。総合体育館だけは増えているけれども、

あとは全部マイナスだと。スポーツ宣言をしている都市としては寂しい状況にあるのだけれども、

これは料金と密接な関係があるのではないかという気がするのですが、ここにできうれば、体育

協会の決算書が来ているから載っているのかどうか資料を持ってきていないのでわからないの

ですが、本当は料金がどのくらいあったかということも参考にしたいのですが、ないからあれな

のですが、人数だけでも減っているわけですよ。その辺りのことはどのように社会教育課として

は考えているのか。利用者が減るということは、料金を上げたからか、有料になったからか、体

育協会に委託したからか、その辺り色々な理由が考えられるのでしょうけれども、そのあたりは

どのように押さえておられますか。 

○副委員長（山本浩平君） 坂本課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 社会教育課の方でもこの人数については、一応１年間でた中で

分析をしてみました。利用料金改正の時期とぶつかったものですから、その辺の影響がないのか

どうかということでございますけれども、直接的には利用料金の影響ではないというふうに見て

おります。ただ利用料金でいきますと、プールについてはかなりこの利用料金の改正によって影

響があったかなと。子供の料金が無料ということに改正でなりましたので、やはり子供が多く使

う施設、こちらについては人数はさほど影響ないですが、料金、収入がかなりダウンしていると

いう状況でございます。人数が減ったというのは、例えばプールで言えば、去年水の入れ替え等

で１週間程度休館にしているというような影響もありますし、屋外施設であれば天候の関係とか

あるとは思うのですが、全体的に若干スポーツ人口といいますか、競技者が減る傾向にはあるの

かなというふうに見ております。以上です。 

○副委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今月の 30 日ですか、チャレンジデーというふうに銘打っ

て、いろいろスポーツに親しもうということで、いろいろな面で挑戦して、積極的なそういう姿

勢というのはうかがわれるのだけれど、チャレンジデーの30 日にやっただけの記録では、普段

から体を動かすとか、スポーツに親しむとか、健康増進のためにも体力の増強を図るというのが

本来の趣旨であるので、そういう面では大いにこういう施設を利用してもらいたいと我々は思っ

ているのだけれども、このペースで来年度も減っていくというふうには見ていないのですが、寂

しいのですね。横ばいか少し増えるかな、プラスマイナスわずか１桁ぐらいだったらいいのだけ

れど、２桁、３桁ということになると、年間ですから１人減っただけでも随分減っていくのでし

ょうけれども、その辺り何かもう少し利用するような状況にないのかなというふうに期待をして

いるのですが、課としてはどのように今後の方針として考えておられるのか。その辺りもう少し

伺いたいと思うのですが。 
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○副委員長（山本浩平君） 坂本課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 最近の傾向としましてですね、なかなかスポーツサークル、団

体に所属して運動するという傾向が薄いといいますか、いろいろなスポーツ教室、事業等をやっ

てその参加者の方に今後も継続してチームに入るなりサークルに入ってやってはどうですかと

いうお話はするのですが、なかなか最近の傾向としては、そういった組織に所属してやるのを懸

念する方が意見としては多いかなと。かといってしていないのかなということになるとそうでは

なくて、例えばジョギングにしてもウォーキングにしてもいろいろな催しがあるときに気軽に参

加してくるという方が増えていまして、なかなか組織に入って活動というのが意識として変わっ

てきているかなとまず一つ抑えておりまして、高齢者の方についてもかなり高齢者クラブの方で

軽スポーツ、ニュースポーツを最近されております。体育協会の方にも依頼があって、そういっ

た軽スポーツの指導に来てくださいとか、用具を貸してくださいとか、いろいろな町内会の高齢

者クラブの方が、かなりスポーツに親しむ機会というのは以前よりも増えているのかなというふ

うには押さえております。従来の競技団体の中に所属してこういった施設を使ってやるというの

は、そういう意味では減ってきてはいますけれども、全体的にはそういったスポーツ、運動にか

かわる人というのは増えているというふうには押さえております。 

あと子供達のスポーツですけれども、これもやはり子供というのはそういったサークルなり組

織に参加してというのが一般的でございますので、そういった意味では今既存の限られたスポー

ツ団体以外にももっと幅広くということで、総合型地域スポーツクラブを立ち上げましたので、

今後はそちらのほうをもっと活用して、既存のスポーツ団体以外の種目に対しても参加できるよ

うな、そしてスポーツ好きの子供を育てるための取り組みをしていきたいなというふうに考えて

いるところでございます。以上です。 

○副委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、例えば一つの例をとって、町営野球場なども 1,971 人位

減っていると。こういうのもやっぱり大昭和の野球部がなくなった、今 ＷＥＥＤしらおいがやっ

ているけれど、そういう面の影響もあるのかなと。経済情勢というか、スポーツよりもお金を稼

がなければならないというような不況も、そういうところに影響があるのがどうなのか私わから

ないのだけれど、その辺りはどのように考えていますか。 

○副委員長（山本浩平君） 佐藤事務局長。 

○白老町体育協会事務局長（佐藤徳二君） 佐藤ですけれども、ＷＥＥＤしらおいにつきまし

ては、８シーズン目を迎えて現在も細々とながらもがんばっているというふうな状況ではありま

す。現在、今、若干動きがございまして、これを単なる側面支援ではなくて、何とか運営母体を

きちっとしてやっていこうという気運も若干は上がっています。それとイコール野球場の活用と

いうこととはまた少し別な部分もあるのですが、一つにはＷＥＥＤしらおいということで考える

と、社会人でございますよね。そう考えると、平日はほとんどグラウンドの利用というのはない

わけでして、そうなると仕事を終えてから使うということになってくると、ナイター設備が必要

なのかなとか、そういったことも一つとしてはあるのですけれども、６時ぐらいに集まって来て
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も現実には１時間ぐらいで日没が来て使えない。夏過ぎて秋になったら、それでつるべ落とし一

気に使えない状況。社会人になったら主に土日だけになりますよね。そうなるとなかなか利用と

いうことに関しては伸びきれない。 

 スポーツ少年団関係につきましても、それぞれに小学校のグラウンドですとかふれあい広場で

すとか、そういった所を活用しながら日常活動をしていますので、なかなか町営球場だけで考え

ますと、伸びていくのが難しいのかなと。それと、その年度の気候条件もあるわけですね。どう

しても春が遅かったりだとか、前の年度で何かの大会が入っていたものがなくなっただとかです

ね。これが果して対象になるかどうかわかりませんが、過去にはここでＷＥＥＤしらおいの室蘭

支部大会をやっておりました。そうなりますと当然数百人なりの利用客がここに入るわけですけ

れども、今はやっていない。今年については蘭越で誘致されて、蘭越の方で室蘭支部を開催した

というような経緯もございまして、そういったちょっとした大会が開催されないことによって、

人数的には大きく変動、数字的には確かに約2,000 という数字で見えますけれども、１ヶ月単位、

１日単位で見ますと、それほど大きな数字ではないのですね。これにつきましても積極的に軟式

野球連盟とかＷＥＥＤしらおいの方に頑張ってというふうにこちらで声は掛けるのですけれど

も、利用というまでにはなかなか至らないというのが現状ですね。 

○委員（加藤正恭君） わかりました。 

○副委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、たまたま今ナイター設備の話が出たのですが、この萩野

小学校と虎杖浜小学校のグラウンドにナイター設備があるわけですね。これは使っても使わなく

ても電気はつけているのですよね。どうなっているのですか。 

○社会教育課長（坂本譲君） 使う時だけ。 

○委員（加藤正恭君） 使う時だけはやるの。電気料も結構馬鹿にならないと思うのですよ。

この利用者費用対効果という言葉がよくあるのだけれど、この辺りはどうなのですか。照明施設

をせっかく設けてあるから撤去するというわけにはいかないにしても、年々相当数の数が減って

いるので、その辺りはどのように考えておられるのか。利用者がいるからずっとやるのだという

ふうにしているのか、その辺りはどうですか。 

○副委員長（山本浩平君） 坂本課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 萩野小学校と虎杖小学校の夜間照明につきましては、やはり実

績から見ても、利用状況から見ても、必要な施設というふうにもうなっています。特に社会人の

軟式野球の方達が、この夜間照明を利用して結構リーグ戦をやったり、ソフトボールをやったり

ということで、結構利用頻度が高いと。この利用料金改正に伴って、一応夜間照明代として料金

をいただいております。17 時以降一般１時間 200 円。高校生以下は 100 円ということでござい

ますけれども、一応料金をいただいて、電気代の足しにするというような状況で、今、使われて

いるというのが実態でございます。 

○副委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 最後にしますが、先ほど体育協会の佐藤事務局長の方からいろいろと
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お話が。白老町役場の指定管理者としての体育協会の問題ですね。これはいろいろと初めての決

算を迎えたわけですね。いろいろと悩み事が多いようなのですけれども、これについて何点か伺

いたいのですが。ここでやるのは13 の施設ですか、それについての指定管理者として１年間や

ってこられたと。新たな民間の指定管理者が出るとは私は予想もしていないし、体育協会以外は

ないと僕らは思っているのですが、しかしながら料金等は条例で決められていると。それに従っ

て指定管理者は徴収してやっていると。町民からは民間になったのだから、よりサービスを良く

してという要求はあるけれども、それと料金とのバランスとの問題はいろいろあるでしょう。そ

ういう問題でなかなかソフトなサービスというのは努力によってできるのですが、いろいろな施

設の面でのことになると、そう簡単に改造、改築するわけにはいかないと。現在の白老町の情勢

では大きな改造はなかなか難しいとすれば、委託を受けた指定管理者である体育協会はいろいろ

な面で悩みがあるのだろうということが予想されているのですけれど。一般会計で赤字が出たら、

特別会計からの繰り入れで賄うのだと。こういうようなお話なのだけれども。しかも利益が出た

ら税金も払わなくてはならないという、こういうような問題で、別に体育協会に儲けてください

というわけではないにしても、ちょんちょんであれば、人件費払っていろんな経費を払ってちょ

んちょんであれば一番理想なのだけれども、だからといっていつまでもゼロというわけにはいか

ないで、内部留保というものも今後必要だとすれば、多少の問題もあると思うので、体育協会が

指定管理者として条例で決められているからその料金でやらざるを得ないにしても、時には社会

教育課の方にこの料金ではとてもじゃないけれどやっていくことができないとか何かというこ

とも、今後発生するのではないかということは予想されるのですけれども、そういう場合はどう

いうふうな方法を考えておられるのか。その辺り現在そういう状況が出ているとは限らないにし

ても、将来的に今後はあるのではないかというふうに想像するのですけれども、その辺りは局長

としてどのように考えておられますか。 

○副委員長（山本浩平君） 佐藤事務局長。 

○白老町体育協会事務局長（佐藤徳二君） 今、指定管理者としての施設利用の料金の関係で

お話がございました。この料金につきましては、算出といいますか、私どもの委託料金の算出根

拠というものがございまして、実は全指定管理施設にかかる総経費から施設利用料金、想定され

る施設の利用料金を引いて、委託料として協定を結んでいると。現状がこういうふうな状況です

ね。この年間の料金の設定ですよね。これを高くすることによって委託料は減少しますし、小さ

くすれば委託料が大きくなるという、難しい面がここに内在しているというふうに思います。た

だ今までやってきた状況の中で、料金を大幅に上げなければやれないという状況ではないという

ふうに思っております。というのは、それをやりますと、当然委託費として減少はしていって、

町財政のほうにも若干の効果は出るのかもわかりませんけれども、逆に言えば、利用者の方にま

た負担が大きくかかっていくというふうな側面もありますので、ここの部分は大きく動かさない

で、自分達のやれる中で小さな金額でもって内部修理をやったりだとかしながら、現状の今の施

設、大きく改築するということではなくて、現状の中でできるだけ利用者に利用しやすい状況。  

例えば三つの施設、はまなすスポーツセンター、総合体育館、町民温水プール。これについては
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年１回もしくは２回の利用調整会議を開きながら、各団体に利用しやすい状況で使ってもらって

いますので、その方向で今後も行きたいというふうに思っていますし、ここに料金をアップして

しまいますと、加藤委員が心配されるもっと利用者が減少していくのではないかということも心

配されますし、課長が先ほどお話されましたように、今集団から個というように、興味から生涯

スポーツという方にどんどん個人の意識が変わっていってしまいまして、なかなか集団行動する

というのが少なくなってきているのですね。そうしますと当然ここに利用人数で考えていきます

と、今までこういう大きな固まりで動いていたものが、１人１人の動きになってしまいますと、

利用者が減少する傾向にあるというのがどうしても否めない部分なのかなと考えております。 

これで返しますけれども、料金についてはあくまでも自治体側の方が決定される料金の中でや

っていって、私どもは良いのかなと。例えばこれを自由に決定ということになりますと、私ども

が指定管理でこの料金にしましたと。次に指定管理を受けたところはやっていけないから、例え

ば私達が100円でやっているものを200円でなければやっていけないから200円にしますとかと

いうことになってきますと、３年毎に施設利用料金がとてつもなく大きな差でもって動いてしま

うという危険もあるのではないかというふうに思います。どこかに一つの規制というものがどう

しても必要。社会教育施設である以上、町民に広く平等に公平に極力使ってもらいたいという意

味合いからすれば、ある程度の規制というものがどうしてもそこには必要ではないかというふう

には認識しております。 

○副委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） もう１点。私の質問が悪かったのかもしれないけれど、上がることば

かりではなくて、逆に下げることも含めて考えなくてはならないと。町民の利用をできるだけ増

やすためには、料金の設定が高い位置にあるのかもしれないし、逆に下げることも考える必要も

あるでしょうし、逆に物によっては上げなくてはならない部分もあるのではないかなと。そうい

うことを含めて下げることも考えての質問だったのだけれど。上げるばっかりではなかったので

すけれど。 

○副委員長（山本浩平君） 佐藤事務局長。 

○白老町体育協会事務局長（佐藤徳二君） 質問の意を汲めなくて申し訳ございません。もち

ろん今おっしゃるとおりのことだというふうに思います。利用者に対して大きく便宜を図ってあ

げるというか、利用しやすい状況をつくる意味では、無料ということが望ましいことも一つの方

法としてはあろうかというふうに思いますけれども、現状２年前ですか、平成 17 年９月に利用

料金改定がなされまして、その時に基本とするところは受益者負担であると。使うものが等しく

平等に金を払いながら使っていく。その時に若干の、おおよそ20 パーセントぐらいの料金アッ

プということになったのですが、それでも今、現状体育館でいけば、大人が 70 円、高校生 40

円、子供20 円という、そういうふうな料金設定でございまして、これは他所の自治体の施設等

に比べても高い料金であるとは私どもも思ってはおりません。ただもう一つには、子供さんは活

動を通して無料であるということにおかれておりますので、今の状況で考えていけば十分ではな

いかというふうに思います。利用人数をアップするためにだけ料金を下げるというのは、必ずし
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も得策な方法ではないというふうにも思っております。以上でございます。 

○副委員長（山本浩平君） 他に。 

 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 利用者が全くテニスコートあたりで、竹浦とかないですよね。こうい

うところの今後の考え方というのは、これを見ると２年間はゼロなのでしょうけれども。ただ管

理費だとかかかるので、そうであれば別なものに利用するとかですね、テニスコートでない別な

ものにするとか、それでなければ一般財産として町に返すとか、いろいろな方法というのを考え

ていかないと駄目だなと。持っていればいいという話ではないということと。 

先ほど利用料金の話が出たのですが、そのときに質問というのか、したこともあったのですが、

こういう施設というのは使ってもらっていくらの施設ですよね。町民の健康とか、そういうこと

を考えて、大いに使ってくださいと。料金を上げることによって利用者が減るということになる

と、非常に考え方が違うのではないですかということでお話をしたのですが，ただ１年間だけで

すから、これから増えていくかもしれませんけれども、１年の結果を見ると、大半のところが減

っているという結果を見てですね、危惧していた部分が少し出たのかなという気がするのですよ。

ただ一方その話をしたときに、料金は上がるのだけれども、いかに利用していただくかという努

力はしますよというお話をされていました。やはりこれからはここだと思うのです。先ほども佐

藤事務局長さんからもあったのですが、町民は民間に移ったことによって、今よりもというか、

公設として開催していたときよりももっと利用しやすくなるのではないかという期待感がかな

りあったと思うのですよね。町民の気持ちと少しまだぴったりいかないところがあって、そうい

うところをいかに今後規定とか規則だとかを変えていって、いかに利用しやすい、利用してもら

える、施設にしていく努力が必要かなと思うのですよ。そういう部分でもっと、今、管理をして

いただいている管理者の方と、利用者がどういうところが利用しづらい部分があるのかとか、全

体の利用の状況を見て、こういうところにもっとこういうことをしたら、もっと利用してもらえ

るのではないかと、いろいろなそういうことが見えてきているのではないかと思うのですね。そ

ういう話し合いというのは、きちっとしていただいて、利用者側の意見や考え方も踏まえて変え

ていく必要もあると思うのですが。そこら辺を、柔軟に考えているのかどうかということを、お

聞きしたいと思っております。 

○副委員長（山本浩平君） 坂本課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） まずテニスコートの関係でございますけれども、萩野と竹浦に

関しましては学校がありますので、こちらのほうも管理も含めて積極的に利用してくださいとい

うお話は今までずっとしております。ただ学校のクラブということになると、先生によって変わ

られて、例えばテニス部がなくなるとかいう状況も過去にございまして、萩野につきましてはサ

ークルの方、ご 婦人のサークルとか一般の方もいらっしゃるので、比較的今まで継続して利用さ

れているという状況にありますけれども、竹浦のテニスコートにつきましては、建設当時は竹浦

中学校のテニス部がかなり活発に活動されていて利用も多かったのですが、現在テニス部がない

という状況なものですから、先生がいればおそらくテニスも普及されるのかなというようなこと
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で、その辺難しい部分があるのですけれども、ただ他の町内のテニス愛好者の方にも白老のテニ

スコートなり萩野を使われるにあたって申し込まれたときに、竹浦にもありますので、ぜひそち

らのほうも利用できますよというお話はしておりますけれども、なかなか距離的にも都合が良け

れば使わせてもらいますというようなお返事はいただいておりますけれども、ただ使わなければ

そのままですので、一応テニスに限らず何かにスポーツに利用できれば、活用していきたいなと

いうふうには考えておりますので、最近ニュースポーツ、軽スポーツかなりいろいろな部分で普

及されてきておりますので、今後そういったコートを利用してできるようなものがあれば、もう

少し積極的にそこを利用していきたいとは考えております。 

 指定管理者の体育協会の方とその辺も今後十分に打ち合わせなり協議させていただいて、利用

者の皆さんの意見というかアンケートなんかも取りながら、去年も体育協会の方で施設の利用の

アンケート的なものは取っているということで報告を受けておりますけれども、どちらかという

と料金関係が多かったものですから、今後は料金は別にして、利用に関係するような部分のアン

ケートなりご意見をいただけるような、アンケートも必要かなと考えております。今後その辺は

体育協会と十分協議しながら進めさせていただきたいなというふうに思っています。 

○副委員長（山本浩平君） 他に。委員の方ございませんでしょうか。 

 鈴木委員。 

○委員（鈴木宏征君） 高齢者学習センターなのですが、かなり老朽化していますよね。今後

のことも、もうそろそろ考えていかないと駄目な時期なのかなと思っているのですが。たまたま

今回は寿幸園が改築になりまして、古い寿幸園は壊してしまいましたので、跡利用というのが考

える暇もなかったのですが、やっぱりこれからはそういう施設が何かに変わるときに、古い施設

を利用するとか、そういうことも考えていかないといけない時期なのかなと思うのですが、そこ

ら辺は何かあれば教えていただきたい。 

○副委員長（山本浩平君） 坂本課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 高齢者学習センターにつきましては午後から見ていただくと思

うのですけれども、こちらから見るとかなり限界に来ているかなというふうには思うのですが、

利用している高齢者大学の学生さんの意見を聞くと、まだまだ使えるというご意見がありまして、

見ていただくとわかると思いますけれど、中は本当に非常に古いですけれどもきれいに使ってい

ただいて、外側はかなり限界に来ています。屋根も去年、一昨年と職員でペンキを塗ろうと思っ

て上ったのですが、半分塗ったところで、あと半分が崩れそうなものですから断念して、半分だ

け塗ったような状況になっていますし、外の集合煙突もさびて危険なものですから、撤去して窓

からナマで煙突をポンと出すとか、工夫をしながら今使っている状況ですけれども、現段階とし

ては、使うにはさほど支障はないかなというふうには思いますけれども、いつ雨漏りがしたり、

壁が崩れたりということがあるかもということは危惧していますけれども、皆さんきれいに大事

に使っていただいているので、今のところはいいかなと。いつまでもそうはいかないと思います

ので、できれば早い段階で、どこか代替のということも必要なのですけれども、代わりにすぐあ

るかということになるとなかなか難しいですが、現段階としては、学校の統合後そういった施設
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を利用するのが一番近道というか、早いのかなというようなことは、内部では話をしております。

以上です。 

○副委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 近藤委員。 

○委員（近藤守君） 近藤です。ふるさと体験館のことをお聞きします。 

 17 年度、18 年度と利用者が2,040 人前後で移行しているのですけれども、これは宿泊者はど

れくらいいたのかということですね。 

○社会教育課長（坂本譲君） 宿泊だけは資料を持ってきていないのでわからないのですが、

利用団体から見ますと、だいたい半分以上は宿泊だと思います。 

○副委員長（山本浩平君） 近藤委員。 

○委員（近藤守君） これはいずれも管理を３名の方で対応しているのですか。 

○社会教育課長（坂本譲君） はい。 

○委員（近藤守君） 充分間に合うと。 

○社会教育課長（坂本譲君） 間に合わないと思います。 

○委員（近藤守君） 宿泊する人方の要望として、たとえば風呂を付けてくれとか、シャワー

を付けてくれとかいう要望はないのですか。 

○社会教育課長（坂本譲君） 要望はあります。 

○委員（近藤守君） 将来的にどうなのですか。 

○副委員長（山本浩平君） 手を挙げてください。坂本課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 開設当初からいろいろな団体の方なりいろいろと視察に来られ

て、非常にフィールド的にも良いですし、ぜひ活用したいというご意見はいただいておりますが、

その際にほとんどの方がお風呂、シャワーはありますかということがまず必ず聞かれます。一応

風呂についてもいろいろな補助金なりを探して検討しました。ただどうしても持ち出しの部分で

必要になってくるということで、過去２回ほど教育委員会でも検討しましたが、予算化して風呂

の設置までは現段階としては少し厳しいということで、過去に合宿等で来られた方に関しては、

ポロト温泉まで例えば体育協会のバスを運行して来ていただくとか、大学とかの一般の合宿の方

ですと、結構乗用車で来られるものですから、その辺はポロトの温泉を利用してくださいという

ことで、ポロトの方の理解を得て割引にしていただくとかいうような対応をしてきております。

今後はできれば何とかシャワー程度ですね、最小限の経費でできるような形で検討していきたい

なというふうに考えています。 

○副委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

 12 時位になりましたけれども延長したいと思いますので、何かこの際でございますので、ご

ざいましたらどうぞ。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） ふるさと体験館のことでお聞きしたいのですけれど。利用される月

別に見ると、７月、８月夏休みシーズンなのかな。一番利用が多いのですけれども、これは町外

と町内の宿泊をする比率ですね、どの程度がなっているのかということと。宿泊人数が60 名と
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なっていまして、そのパンフレットの中には貸し布団もありますということなのですけれども、

実際に 60 名泊まった時に供給するだけの寝具が揃っているのかということをお聞きしたい。 

○副委員長（山本浩平君） 坂本課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 町内と町外の関係につきましては、数字的には押さえていると

思うのですが、今データがないのですが、主な団体としましては、町外からは例えば駒澤大学の

ゼミとか、苫小牧の少年団、大成町の少年団、親子交流会とかですね、そういった町外からの団

体が来ております。それ以外はまもなく行われる黒獅子旗の記念の軟式野球、中学生の大会です

ね、こちらの方でも必ず森野に３チームくらい泊まられております。そのような状況です。 

 宿泊の60 名につきましては、一応押さえ方として、寝具を用意できる数というふうに60 とし

てございます。ベッドも 40 床ぐらい入れてございますので、あとは布団もいろいろな方から寄

贈いただいて置いております。それで60 人くらいは対応できると。これ以上であれば、例えば

町内の布団屋さんから借りてという事で対応できると。今現在では60 人来られてもすぐに泊ま

れる状況になっているということでございます。 

○副委員長（山本浩平君） 土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。ほとんど体験館で行われているいろいろな催しに関して

なのですけれども、私達が知る、町民に周知させるという面では、広報とか民報でしか案内がな

いわけですけれども、町の内外も含めて全体に周知させる方法というのは、今の方法だけでよろ

しいのでしょうか。今後のいろいろな取り組みについて知らない方が結構いらっしゃるのですね。 

○副委員長（山本浩平君） 坂本課長。 

○社会教育課長（坂本譲君） 町内の方に関しては、いろいろな団体を通じてもＰＲはしてい

ますので、できるだけ森野を活用してくださいということで、いろいろな年間行事の一つ、二つ

には取り組んでいただいておりますけれども。町外の方に対してのＰＲということで、今の状況

ではほとんどＰＲはしていないという実体です。昨年度まで一応宿泊ができますよというＰＲが

できないということで、消防法の関係で宿泊施設ですよということはうたえなかったものですか

ら、大々的にはＰＲはしていない状況です。今回消防法もクリアしましたので、今年度からは町

外にもいろいろな形でＰＲしていきたいというふうに考えています。 

○副委員長（山本浩平君） ありがとうございます。他。土屋委員よろしいですか。 

○委員（土屋かづよ君） はい。 

○副委員長（山本浩平君） 他ございませんでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○副委員長（山本浩平君） なければ午前中の日程を終了したいと思います。本日は参考人と

して体育協会の方から佐藤事務局長、三戸事務局次長においでいただきました。また教育委員会

の方からも坂本課長以下２名の方に参加していただきまして、誠にどうもありがとうございまし

た。午前中の日程を終了させていただきます。 

休  憩  午後 ０時０５分 
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再  開  午後 ３時００分 

○委員長（及川保君） １日大変ご苦労様でした。きょう１日のまとめについて、皆さんにお

謀りしたいと思います。何かご意見がありましたら、伺いたいと思います。 

 鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 午前中私からも聞いたのですが、指定管理者制度で１年やってみてで

すね、それと料金改定もたまたま一緒に行われたのですが、結果として各施設として利用者が減

っているのですよね。資料の１のほうに載っているのですが、総合体育館だけが増えているので

すが、他の施設は全部利用者が減っているのです。減った理由としていろいろとあるのでしょう

けれど、そこら辺は早く検討して、対策というものを考えていかないと駄目でないかと思うので

す。午前中体育協会の事務局長さんが来られて言っていたのですが、使っている人は民間に管理

が委託されたので、もっともっと使いやすい施設になるという意識を持っていたらしいのですが、

やはり規則とか規定とかいろいろ自分達で決められないというか、要するに今までやってきた公

立のときと同じような規定とか規則はそのまま引き継いでやっているものですから、自分達の裁

量の中でやれる部分が少ないと。そういうことが一つ問題になっている部分もあるというみたい

なことも佐藤さんもおっしゃっていまして、そこら辺もう少し柔軟に、利用時間の問題とか休み

の問題だとか閉館の問題だとかいろいろな問題で、もう少し指定管理者の裁量の中でそういう部

分が自由に規定ができるように、料金は別として、そういう仕組みが必要ではないかと思うので

すよ。そういうところを町側と指定管理者側と話し合っていただいて、どうゆうことで利用者を

増やすというか、たくさん使っていただけるという努力をしないと駄目だと思うのですが。そう

いうところは少し問題があるのかなと思います。 

○委員長（及川保君） わかりました。 

○委員（鈴木宏征君） もう一つは、今見て来た高齢者学習センターの老朽化に伴い対策とい

うのですか、もうそろそろ検討していかなければいけない時期ではないかということもどうでし

ょうか。 

○委員長（及川保君） 他ございませんか。 

 今控え室で話していたのですけれど、今後この町が管理している施設というのは、余剰という

か出てくる可能性が高いのですよね。その辺りでの対策を含めて新たな施設を建てるということ

ではなくて、有効活用できることを前提に考えていった方がいいのではないかというふうには思

うのですけれど。 

 他に質疑ございませんか。加藤委員はどうですか。 

○委員（加藤正恭君） いろいろ聞いたけれど、何かテーマになるようなもの。さっきも鈴木

委員から言われているように、この問題もあったし、スポーツ宣言都市にしては施設の利用者が

どんどん減っているのですよ。それを何とか止めたいものだなということで、直接指定管理者に

なったから減ったわけではないと思うのだけど、料金を多少上げたのも影響あるのかなと思った

りして。その辺りをどう考えているのかと聞いたのだけれども、具体的にこれといった返事はな

かったのですけれど。その辺りをもう少し、せっかくある施設ですから、利用者が横ばいか、多
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少なり増えるくらいならいいけれど、１年間とはいえ1,000 人だとか 1,500 人減っているのは、

具体的な理由はわからない。プール一つ見たって、17 年度と18 年度では3,500 人も減っている

わけ。 

○委員長（及川保君） 大きいですね。 

 土屋委員どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。例えばプールを利用している方からお話を聞くと、利用

料が高いというのですよ。年金生活者にとって、いくらかでも安いという部分で今まで利用して

いたのだけれども、とても利用できないという声が多々出てきていますね。そればかりではなく

て他の施設そのものもそうなのですよね。高齢化率が高まってきているという部分ですか。だか

ら生涯学習の方には行くのだけれども、健康施設を利用する頻度が下がってきているというのが、

私の地域においても多いですね。だから一概に料金を上げたからというのではなくて、高齢化率

もあるのではないかと思うのですけれど。 

○委員長（及川保君） そうですね。 

 山本副委員長。 

○副委員長（山本浩平君） 私も今日の午前中のお話を伺っていまして、この利用状況が全体

的に減っていることを懸念していた１人なのですけれども、今、例えばゴルフ場もスキー場もど

こも経営が非常に困難で、経営者がどんどん変わっているような状況ですね。全体的にスポーツ

する人口が年々減っていっているのですよ。趣味が多様化しているというのもありますし、若い

人は疲れるようなことはしたがらないような傾向に今、なってきていることもあります。それと

景気も少しは関係してくると思いますし、今、土屋委員さんがおっしゃった高齢化率の上昇等も

考えられるのです。今日坂本課長が若干お話しておりましたけれど、地域総合型スポーツクラブ

ですか、白老で言うとゲンキングですけれども、あれを上手にうまく活用しながら、スポーツを

するきっかけづくりをうまくできるような形になればいいと思うのですけれども。あれもまだ模

索中でございまして、私も個人的に去年会員になっていましたけれども、映画の鑑賞券が安く手

に入るとか、一緒に日ハムを応援しにいくとか、目立ったような内容はその程度なのですね。で

すから、総合型地域スポーツクラブ等をうまく活用しながら、いかにスポーツをする人口がデー

タを見ますと減っていっていますので、回復する手立てをいろいろと検討していくべきではない

のかなというふうに感じました。 

○委員長（及川保君） 近藤委員どうぞ。 

○委員（近藤守君） 近藤です。ふるさと体験館なのですけれども、一昨年からふるさと体験

館として発足して、年間2,000 人ぐらいの人が来ているということですよね。ですけれどほとん

ど外部の町外の人が多いと。町内の人は建物の中を見たら、来て泊まりたいという気は起きない

と思うのですよ。それで、外から来る人を呼ぶのであれば、もっときちんと整備をして、あそこ

は学校ではないのだから、大変出身の方には申し訳ないのだけれども、いつまでも廊下に学校の

あれを置いてもしょうがないと思うのですよ。それはそれで他のところに片付けて、体験館とし

ての使命を果す造りに変えるべきだと思いますよ。それまでやらなかったら来ないと思うのです
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よ。やって、町内からも町外からも来るような施設にすると。これが一番必要かなという気がし

ます。それで今、足りないポロトまで行けば風呂には入れるのではなくて、やはり最低でもシャ

ワーぐらいは付けてやって、汗をそこですぐ流せるような状況にしてやるのが一番いいのかなと、

このようなふうに思います。 

○委員長（及川保君） 他どうですか。谷内委員はどうですか。 

 谷内委員。 

○委員（谷内勉君） 今ほとんど私の考えているようなことは出たのですけれども。問題なの

はやはり利用者というか、使用者の数が減っているということですね。これが大きな問題かなと

いうふうに感じました。今ここで見たときには、今行ったそこの体育館と北吉原のはまなすがだ

いたい横ばい、プラスになっているわけですね。そういうところはやはりある程度行くと。今言

ったほかに減少しているところは、入ってみたら少子高齢化が非常にこういう現象が現れて、そ

れがこういうことにつながっているのかなという、そういう感じを私自身としては若干受け取り

ました。こういう現状を踏まえて、もっと考え方というか、ＰＲをするということで、もっとも

っとみんなに呼びかけていくような方法も必要かなと、そういうふうに感じます。以上です。 

○委員長（及川保君） わかりました。 

 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですけれども、こういう町が持っている施設という、野球場、プ

ール、テニス、体育館。決まりきったことですから、新たな競技としてパークゴルフというのが、

町の施設ではないから、全部民間ですから、そういうところへ行く方が結構野外スポーツとして

いるのですね。どこでもほとんどびっしり入っているといってもいいくらい。雨の日は別ですけ

れども、そういうところから行けばやむを得ないのかなと。ですから、ここで言えば陸上と野球

とテニス、あとは屋内体育館でやれるものと限られたスポーツということになると、ある程度楽

なスポーツといったら、歩くかパークゴルフあたりはちょうどお年寄りには向いているスポーツ

ですよね。ゴルフ的な要素も含まれているので、非常に楽しいということで、どんどんこれから

増えていくような気がします。町の施設ではないから、民間ですからどうということはないので

すけれど、ただ一番維持管理費、建物を建てたのは別にしても、維持管理というのは町民温水プ

ールが一番金のかかる場所ですよね。これが3,600 人ほどね、１割とは言わないけれども８パー

セントぐらい減っている。この委託した料金というのは、設備に対しての投資額、それからいろ

いろなもののパーセントを掛け合わせて料金というのは設定されているわけですね。このように

使用者がどんどん減っていくということになると、最終的に赤字になったりすると料金を上げな

くてはならないというような問題にくるので、その辺りが非常に頭の痛い問題だろうと。下げる

わけにはいかない。上げるといってもそれほど上げると、ますますいたちごっこで利用しなくな

る。その辺りが難しい問題で、これといったいいアイディアはないけれど、そういうやむを得な

い状況なのかなと。社会全体がそういう高齢化してきているから、増えるというのはなかなか難

しいかなという感覚は実は持っているのですけれど、このままずっと下降線ばかりたどるかも。

これは二つのしか載っていないから。来年、再来年あたりまで数値のほうはもう少し様子のほう
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を見る必要があるだろうという気はしますから。いま見ているのは17 年度と18 年度だけですか

ら。たまたま 18 年度は減ったのであって、19 年度に増えるのか横ばいになるのか、そのあたり

はよくわからないけれど、もう少し時間を置いて監視しておく部分かなという気がしております。 

○委員長（及川保君） いいですか。 

 谷内委員どうぞ。 

○委員（谷内勉君） 今パークゴルフの件で話が出たのですけれど。確かに全体的な流れを見

ても、私の町内会見ても、非常にパークゴルフに行くお年寄りが多いです。ですから、これには

町の施設でパークゴルフの施設はありませんから、これとは全く関係なしで、周りのパークゴル

フ場に３人なり５人なり揃って行く姿というのは、非常に見られるわけですよ。そういう現象が

今言ったこういうことに繋がっているかもしれません。先ほど加藤委員が言われましたように、

全くそのような単発年で、17、18 年度の差だけですから、やはりまだ３年、４年、あと２、３

年様子を見ると、そういうことが必要ではないかと、そういうふうに感じます。 

○委員長（及川保君） 一応全般を見てどうですか。よろしいですか。 

○委員（加藤正恭君） まとめについては委員長、副委員長でまとめてください。 

○委員長（及川保君） わかりました。 

 それでは正副委員長に一任させていただいてよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（及川保君） わかりました。特に皆様からありませんか。 

それでは以上で総務文教常任委員会を閉会いたします。１日ご苦労様でございました。 

（午後３時１９分） 


