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平成２０年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２０年５月１９日（月曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午前１１時５１分 

                                         

○議事日程 

所管事務調査 

使用料・手数料の見直しについて 

                                         

○会議に付した事件 

所管事務調査 

使用料・手数料の見直しについて 

                                         

○出席委員（８名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

委  員 鈴 木 宏 征 君      委  員 斎 藤 征 信 君 

委  員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     経 営 企 画 課 長    高 畠   章 君 

     社 会 教 育 課 長    飯 島 博 光 君 

     経 営 企 画 課 主 査    高 尾 利 弘 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君）  先般の移動常任委員会においては、ありがとうございました。それ

を受けまして、改めて本日もう１日追加しまして、委員会を開催することになりました。本日

は経営企画課、そして教育委員会のそれぞれ課長お招きして、委員会を開催したいと思います。

よろしくお願いしたいと思います。 

（午前１０時００分） 

                                         

○委員長（及川 保君）  それでは、使用料・手数料について。経営企画課となっております

が、すべて説明は終えておりますので、これからは委員皆さんから、２日間にわたって委員会

の中で出されました案件それぞれあろうかと思いますので、議論を行ってまいりたいと思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。  

 議論の残されている課題と申しますのは、教育委員会にかかわる案件が非常に多かったなと

いうことがありましたので、本日飯島社会教育課長がおいでになっていますので、忌憚のない

議論を交わしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。  

それでは皆さんからございましたらどうぞ。前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） 前回の移動委員会の中で明確な答弁をいただけなかったので。まず使

用料・手数料見直しの１ページの下段の、前回改正の検証について、いろいろ議論が出ました。

その中で私が質問をさせていただいたのは、一番最後の検証の中で、施設等使用団体の 85％が

減額免除になっているということで、基本的にこの部分が多かったので、当初の使用料が計画

どおりの額に達していなかったと思うのですけれど、この逆算をすると、85％という数字が出

ているので、これをどういうパーセンテージで抑えるかということで設定をして、減額免除の

部分を議論していかないと、また結果的に同じことになると思うのですよね。ですから、今度

見直しをした場合に、減免のほうで今まで減免していたものを 50 とるとか、そういう部分して

いるのですけれど、それも後で聞きますけれど、この辺の基本的な考え方は町側ではどのよう

に考えているのか。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 現段階では資料にもございますように、実際かかる費用、資

料編の２ページをご覧いただきますと、各体育館だとか公民館だとか、実際維持管理運営費に

かかる収入、それらに充当されている使用料・手数料の割合がこういうものですよと記載され

ております。かなり低い状況なものですから、皆さんに大きな負担という負担感が生じないよ

うな形で、今まで 100％減免だったところを 50％にするだとか、50％だったところを 25％にす

るというような形で持ち上げていくということで、この数字が極めて低いものですから、今、

前田委員がおっしゃったような、目標を持つという、まだそこまで現実的にいかなくても構わ

ないのかなと。とにかくこの率を上げるというところで、いくというふうに考えております。

とにかく段階的に上げていきたいということで、使用料がこのように低い状況で推移している
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という中で、その辺のところはご理解いただけるかなと思ってございます。以上です。 

○委員長（及川 保君）  前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） その部分についてはこれから検討されると思いますけれど、ただ財政

改革プログラムでも効果額と出しているのですよね。前回だって 2,000 万円のやつが 630 万円

ぐらいで終わってしまっているから、今、言った話はわかるのですが、もう２回も見直し部分

が入ってきているので、そういう部分の精度を高めた、やる以上は数字を達成できるのだとい

う部分を理論的に組み立てていかないと、どうも町民の方々はそういう部分で減免する部分を

理解されるかわからないですが、議会は町側も一つのそういう設定をやっているのですから、

どう効果を出せるかという理論的な組み立てと、それに基づく数字の積み上げが理解できない

のですよ。  

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 効果額としては、使用料・手数料の改正分で約 1,400 万円。

それと減免の見直しで 1,100 万円と。一応そういう効果額を見てございます。それとここの部

分は財政改革プログラムとは少し変わってくるのですが、最初からご説明しているとおり、３

年ずつで今回見直すということで、極めて低い使用料の維持管理費に充当する率が低いという

こと。これにかんがみまして、可能な限り上げていきたいと。町民の方々にお許しいただける

範囲内で上げていきたいということで、数値は財政改革プログラムよりも多めな数値で試算し

てございます。ただこれは、上げたことによって利用率が何％減る、そこまではまだ考慮して

ございません。その辺も精査した中で考えていきたいと思っています。財政改革プログラムも、

あそこで出ている数字というのはあくまでも机上計算ですから、少なくなったり多くなったり、

取り組みの項目によってはでこぼこ出てくると思います。ですから、我々実際の財政改革プロ

グラムにある取り組みの内容につきましては、町民にお許しいただける範囲内で、できるだけ

上げていくという方向で考えないと、最終的に財政改革プログラムに示されている数値をクリ

アできないかなというふうに考えております。そういうことでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  それではほかございませんか。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今後の議論のためにお聞きします。資料編の 10 ページ。この前の移動

委員会のときに時間がないということで答弁いただけなかったのですけれど、この中で減免内

訳と減免見直しの効果額、20 年度分の見直しと聞いています。中段にプールとありますよね。

この中にずっといくと、指定管理者が 257 万 5,100 円効果額見ているのですけれど、これはど

ういう部分の数字がここに上がってきているのか、具体的に説明をお願いしたいのです。  

○委員長（及川 保君）  高尾主査。  

○経営企画課主査（高尾利弘君）  プールの 257 万 5,000 円の部分ですね。ここにつきまして

は取り方なのですけれど、体育協会のほうで一番利用人数の多い子供の水泳教室というか、そ

ういう部分で、この前も議会で３万円近いということで話をしたかと思うのですけれど、ここ

の部分の数字が体育協会主催という考え方で、指定管理の部分に数字が入ってとらえています

ので、逆に小中学生のところは学校だけの数字にしているということで、ここの指定管理の部



 4 

分の数字が膨らんでおります。無料なのですけれど実際にお金を取ったらこれだけ、250 万円

ぐらいかかるという数字ですけれど、一応その子供の部分が入っているということです。  

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 隣の小中高生は、プール授業で使用料を取ったらこれだけの額という

意味ですか。それと、指定管理者はここでいう、白老体育協会が町内の体育施設は自主運営し

ているから、これを使うのは無料だということは、スポーツ少年団とかそういう人達の意味と

いうことですか。それとも体育協会が、指定管理者が独自にそれを許可してやっているという

ことですか。条例でうたっている使用料の部分は、町との兼ね合いはどうなってくるのですか。

それが少しわからないのですよね。 

○委員長（及川 保君）  高尾主査。  

○経営企画課主査（高尾利弘君）  今おっしゃるように、小中学生については学校の授業の分

だけということになりまして、おっしゃるとおり体育協会が主催で、スポーツ少年団というこ

とではなくて、本来スポーツ少年団ということであれば、小中高生の区分に入れてもいいので

すけれど、これはあくまでも体育協会主催でプール教室をやっているという体育協会側の考え

方で、そういう区分けで数字が入ってきておりまして、その部分を料金換算したということで

ございます。  

○委員長（及川 保君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 補足させていただきます。昨年の体育協会の中に入っている

加盟団体、その水泳協会とかほかのスイミングクラブ、この少年団を中心にした子供達、その

部分が現在無料でございます。その部分を有料にした場合 257 万 5,000 円と。また、各小中学

校で授業として入っております。その部分が現在も無料ですけれど、その部分を有料にした場

合は、36 万 6,700 円。そういうような形の計算式でございます。以上です。  

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） これは手続き上の問題からいって、減免ということは、条例の適応が

ないので、町長の裁量行為でなってくるということになると、逆に年間 850 万円の運営費が不

足するから休館しますよということであれば、逆に指定管理者が独自に町と話し合って減免し

ているのですよね。赤字だから休館するよという理論上になってこない。これは町と指定管理

者だけの間の問題ではないですか。そうすれば、指定管理者の責任。自分達の指定管理者の制

度からいけば、仮に利益が上がった場合は自分達が使えるわけだから。そういう趣旨からいけ

ば、どうなのですか。無料にしているからいいので、取れば何も問題ない話ですよね。町もそ

れを認めているということですよね。減免措置は、この前言った町長の裁量行為なのだから、

我々及ばないわけですよ。町長が指定管理者ときちっとやれば、これだけ入ってくるわけです

よね。指定管理者にしているわけだから。指定管理者の制度自身もおかしくなってくるのでは

ないですか。  

○委員長（及川 保君）  前田委員どうぞ続けてください。  

○委員（前田博之君） そういう、今、言った見解を求めているのです。これからの議論にな
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ってくるから。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） これは体育協会の主催行事、指定管理者がみずから行う行事

という部分で、規則でこういうふうに規定されているわけでございます。減免の対象となる行

為ですよといった部分でございます。ただそこの部分については、今、前田委員がおっしゃる

ように、みずから指定管理者が、例えば自分達の会議のために使用するだとか、そういったケ

ースとこれは違うのですね。だから、そこの部分については、規則でそうなっていたとしても、

運営してそこの子供達から、そこに参加する子供達から料金を取る、取らない。そこの部分に

ついては、この間の議会でも言いましたように、お金を取る、取らないという行為、どこまで

取るかというのは、町の条例で決められた限度額を上限にして取りますと。それから、規則に

ついても、町の決められている規則の枠の範囲内で、管理協定を結んで、その裁量権を最大限

活用してやるというふうになっていますので、今、前田委員がおっしゃったような内容につい

ては、本当に検討をされてしかるべき事項だと思います。その辺実際、これから規則の改正の

部分になると思いますけれど、その部分を含んだ中で検討していきたいと思いますので、そう

いうことでご了承願いたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  前田委員いいですか。  

○委員（前田博之君） はい。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） やはり温水プールの関係なのですが、ここの使用料、主な改正内容と

して、この間も少し委員会では議論があったのですが、大人と高齢者の部分の縦分けなのです

けれど、60 歳から 65 歳まで年齢を上げるというのがありましたよね。この前のほうに、前も

使用料・手数料のルール的なものとして、激変緩和策ということもあって、20％前後にとどめ

るという話がありますよね。そうすると、大人の 480 円、高齢者はもし値上げをしても 200 円

なのです。ところが 65 歳ですから、今まで 60 歳まで・・・。59 歳の人がことし 60 歳で、い

よいよ 200 円で入れるかなと思ったら、今度は 480 円払わなければならなくなるということに

なると、現行の値段でいくと３倍以上になりますよね。200 円だから 400 円。それでも２倍以

上の値段になりますよね。これはこの間議論がありましたからあまり言わないですけれど、65

歳で引き上げるというのは、65 歳は高齢者かといったら、そうでないという議論もあるのです

けれど、よくよく考えると、今はまだ日本の国というか、制度的には 60 歳定年というのがあっ

て、年金も 65 歳にならないともらえなくなってくる。ちょうど今頃 60 歳になる人は私と同じ

年代だから、年 金が 65 歳にならないともらえないのですよ。そうかといって、仕事があるかと

いったらそうではないし、仕事をある程度 60 歳になって定年になって、今度は健康管理しよう

という年齢で、そういったときに、単価が３倍以上になるということは、これは別単価を設け

るか、何か考慮してあげないと、一度に３倍以上の値段に上がったら、使わないでくださいと

言っているようなものだと思うのですよ。収入がなくなるのに３倍以上の値段を払って、いく

ら健康管理とか自分の趣味の域であるわけだら、病院なら行くと思うのですよ。だけど趣味の
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域、健康管理ということになってくると、ある程度余裕がないとできないことだと思うので、

この料金改定の差額というのは、少し考慮しなければいけないのではないかという気がするの

ですけれど、その辺どうでしょう。 

○委員長（及川 保君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 今、お話がありました件につきましては、３年前に実施した

料金改正の際の懸案事項でございました。３年前にお話しされたのは、いろいろと議論されて、

その部分を今回の改正に上がったわけなのですけれど、当初 60 歳となると、循環バスの元気号

も 60 歳からスタートした、高 齢者という位置づけの中では、高齢者大学等に入っている人達も

60 歳からということで入っていたわけなのですけれども、やはり元気号についても年齢を引き

上げて乗っていただく。また通年一般的な高齢者という扱いは、やはり 65 歳から年金も引き上

げられたというのは、その間元気な方に働いてもらおうという、地域で活躍してもらおうとい

うことでの取り扱いかなと思っております。そのような中では、60 から 64 歳の方には、今、

おっしゃられたとおり、町内でプールを利用している方 40 名おります。その方が１週間に１回

利用して、360 円上がるものですから、１ヵ月あたり 1,440 円上がるわけなのですけれど、回

数券買わないでそのまま入った場合は、そのような形になります。40 名の方には一般の方と同

じ料金になるという、大変厳しい金額にはなろうかと思うのですけれど、その辺のところはご

理解していただきたいなという思いでおります。以上でございます。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） ご理解はすると思います。もしかしたら、「ああ、そう」というふうに

なると思います。ただ使わなくなると思います。それだけの負担と言いますけれど、値上がり

するのはこれだけではないのですよ。ほかのあらゆるものが上がっている中で、「64 歳まで元

気に働けるでしょう」と言っても、１回退職して働くと、役所もそうですけれど、再任用とか

になると、ぐっとお給料減りますよね。そういった中で 40 名なのですけれど、40 名の方々が

使わなくなるということに対しての、町としての考え方というのを、もう少し焦点きちっと絞

って私はやるべきではないかと思うのですよ。もちろん、年齢で切らなくてはならないという

ものはあります。それはすごくわかるのです。だけれど、ルール的なもので激変緩和策をやっ

て、こういうふうにしていくのだというルールを決めているのであれば、私は値上げするなと

は言いませんけれど、３倍以上の値段になるということは、やはり、「あなた達理解してくださ

い」と言ったら、「わかりました。それではもうプールには行けないですね」という返事になる

のではないかという、私はそういう気がするのです。そういったことを配慮してやっていくと

いうのは、なぜかと言うと、使いたいと思って行っているわけですよ。480 円払って今まで本

当に行っていたのです。これだけ払って行くのであれば、私なら行かないと思います。本当に

自分の健康管理とかいろいろなことでも、もちろん自分のことなのですから、受益者負担の原

則からいくと、自分のことだから自分で持つべきだということはわかるのですけれど、私はも

う少し配慮するべきかなと。段階をもう少し設けてもいいのではないですか。これはこういう

ふうに上げたいけれど、やはり急に３倍以上になると、「きついですよね」ということで、「こ
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ういう配慮をしました」と言うと、受ける側も考えてくれたなというのはあると思うのですよ。

そういった厳しい中で値上げはするのですけれど、町のそういった、ちょっとした配慮がある

ということで、町民側が、私は理解度をもっともっと増すのではないかという。こういうこと

をやっている人というのは、ほかのいろいろなこともやっていると思うのですよ。そういった

ことで減免、減額も全部変わってくるわけですから、そういったことに対応していかなければ

ならないというものもあると思うのですね。そういったことをもう少し、65 歳まで元気だから

わかるのです。本当だったら 70 歳でもいいのかなと、年齢的にいくと思うぐらいなのですよ。

だけれどそういうことでの配慮というのは、必要ではないかなと思うのですよ。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 本当にその 40 名の方とはいえ、町に対する考え方、そこの部

分では吉田委員がおっしゃるように、町のやり方が冷たいだとか、そういった目で見られる、

そういう町の考え方が見透かされる、そういう部分については、本当にそういう気持ちがない

中でそういうふうに思われるというのは非常に残念なところなのですけれど、その辺の配慮は、

確かにおっしゃるとおりしなければならないのかなと思います。ただ一方では、これから 65

歳、私は昭和 28 年生まれなのですけれど、私の年から基礎年金も一切出なくなるのですね。全

部上も下も出なくなるのですよね。そういった本格的に、65 歳定年時代を、これから迎えよう

としています。ですから早く言えば、現役世代が 65 までが社会的に、そういう社会にしなかっ

たら持たないわけです。そういったことを踏まえますと、やはり今、過渡期だから、吉田委員

がおっしゃるように、定年退職した直後大変な人達がたくさん出ていると、社会現象として出

ていると。それは事実だと思います。そういったことに配慮するということも大事ですけれど、

一方では今言ったように、これから国民皆 65 歳の現役世代に向かおうとしている時代でもあり

ますから、その辺のことを考慮しますと、やはり考え方としては、64 歳までは普通の料金をい

ただくという考え方というのは、私は間違っていないなと思います。ただ、そういったことを

踏まえた料金体系にしまして、あくまで利用者の利用率の問題、そこも考慮しなくてはいけな

いわけですから、指定管理者で運営するのが前提ですから、だから町の条例で決めた料金とい

うのは上限ですから、その中で、運用の中でそれを決めるということを検討させていただくと

いうことで、一応ご了承いただきたいなというふうに考えてございます。  

○委員長（及川保君） 吉田委員、いいですね。  

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今、飯島課長が「ご理解願います」という、この案を前提として「ご

理解願います」と言っていますけれど、一つとして飯島課長は２回の移動委員会に出なかった

ですけれど、前回のこの見直しのときにも、町の説明は、もう提案されたものがありきだとい

うことで、ガス抜きみたいな形で、あしたから始まりますけれど、意見を聞かれているのだと

いうような意見が出ているのですよ。やはりもう少し、これから財政改革プログラムも町民に

すごい負担をかけるのですから、こういうささやかな、町民が健康を維持していくどうだとい

うことに対して、行政がどうするかという耳を傾ける姿勢を持って３日間行かないと、私はな
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お不信感を持つと思います。それで今、吉田委員もおっしゃったし、斎藤委員も前回おっしゃ

ったのですけれど、このプールの件は、毎週行っていますので、私、実際経験しているのです

よ。この 40 名というのは、定期、延べ。 

○委員長（及川 保君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 延べではございません。この 40 名というのは私のほうで調べ

ております、既にプールを利用している通常の会員の方々380 名おられますけれど、その中で

水泳協会の会員が 260 名、あとはスイミングクラブが 12 名、合計 380 名。その中で小中学校が

260 名ございまして、そのほか一般という扱いなのですけれど、60 から 64 歳までが 40 名いる

ということでございます。延べにしたら、相当数が年間利用されていると思います。以上です。  

○委員長（及川 保君）  前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） 私の経験上からいけば、非常に利用していますから、60 歳から 65 歳

は 40 人ではきかないと思います。前も私、移動委員会で言ったのですが、基本的に温水プール

でも、学校施設でも、ほかの施設でも、どういうふうにして利用者をまず上げるかということ

をやってみて、そういう貸し館するほうが利用を促進するプログラム、当然社会教育というの

はそこなのですよ。町民にいかいに活用してもらって、施設の利用度を上げるかということを

まずやってみて、それから使用料が上がらなかったからどうするとか考えればいいけれど、こ

れはもう使用料上げるありきなのですよ。そうすると 60 歳から 65 歳の方、実際にここで言え

ば激変緩和は最高で 20％しか上げませんと言っているのに、60 歳から 65 歳の人は今度は 480

円と言ったら、先ほど言った３倍以上ということは、ここで言っていることがまず合わないと

いうことですよ。そういう料金設定をしなければ・・・。 

 それと、480 円でもみんな高いと言っているのですから、働いているお母さん方が子供を連

れて来たときに、入れないと言っているのですよ。そういう声を聞いていたら、もっと利用を

上げて、料金を上げるようなことの設定を基本的に考えて行かないと、私はだめだと思います

よ。私も行政側にいたけれど、もっとそういう部分を基本的に考えてやらないと、ただ前回の

ように数字を載せて燃料上げ下げして出せばいいという話ではないのですよ。もっと町民にさ

さやかな幸せとか、健康増進を。私はそうしたら行けなくなりますよ。65 歳から泳いでも、こ

の３年間何もしなかったら、健康下がるのですよ。そうでしょう。持続しているから健康保持

できるのですよ。そういう観点を十分に町側は考えるべきだと思います。どうですか。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） まず誤解を解きたいのですが、今回スタートラインで皆さん

の意見を聞いて、そして最終決定しますよと言った分、それは変わらないという考え、もちろ

んそうです。そういった中で、今回こういった料金体系を、こういうふうにやりますよと提示

させていただきました。それについての根拠でご理解いただきたいと言っているだけで、こう

いうふうに絶対するということでご了承くださいと言っているのではないのです。そこはあく

まで町の根拠として、こういうことでやっていますよということで、ご理解いただきたいとい

うことです。ですから、今回そういった中でやり取りして、皆さん方も町民の方々の代表です
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から、当然そういった町民の方々の意見を、皆さん方の言葉から吸い上げた中で検討させてい

ただくということで、前田委員がおっしゃるような観点、その観点というのは、町側も全く同

じ観点ですから、その辺を配慮した中で、どこまで上げられるのかというふうに最終的に決断

していきたいと、このように考えておりますので、その辺ご了解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員どうぞ。  

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。そこのところが一番大事で、町としては財政を確立させな

ければならないという使命があるから、きちっとした案を出すのだけれど、その中で大事なこ

と、私も何回も言うのだけれど、町の態度というのが、ただルールがあって機械的にそれが、

全部ではなくて、どういう政策をやるかという姿が見えてないのですよ。プールに関して、ど

ういう町側が姿勢を持ってそれに望むか、皆一律に同じにしていっていいのかという話。そこ

のところが大事だと思うのだけれど、先ほど課長が元気になって 65 も現役世代と考えていいと

いう話もあったけれど、社会的条件というのは、まだ本当に整っていないということだけは、

これは事実ですよね。そのような中で、それではわずかなところでも効果を上げなくてはなら

ないと言って、全部きめ細かにやってしまっていいのか。例えば会館、減免が多いから、そこ

の部分の手直しをするという案が出たけれど、生活館、福祉館は２ページを見ると半分ぐらい

は収入がある。あとのところは収入がグーンと減っているということは、使う目的、いきいき

４・６にしても体育館にしてもプールにしても、意外に使う目的がはっきりしていて、そこに

町民がサークルをつくって、そこを利用するという、そこが主になっているものだから、だか

らそこの団体が減免になると、収入がグーンと落ちるのは、これは当然ですよね。ところが、

そこのところを値上げするということになると、利用増にどういうふうにつながっていくのか、

甚だ疑問なのですよ。今、使っている団体の人をもう少し大事にしてあげて、利用をふやして

いくというふうなことを考えないと、一般客も減っていないのに、団体客まで減らしていくよ

うな、そういうシステムになってしまわないか、そういう団体のところをもっと温かく見てや

るというような方法はないのかという気がするのだけれど、実際にこの間話し合いしたあと、

２回町民と懇談をしたわけだけれど、町民との懇談の中で、プールの人達たくさん来ていたけ

れど、プールサークル員はみんな高齢化してきていると。高齢化してきている中で、その中か

ら指導者の謝礼を出すということになると、若い人達もみんな負担していかないといけないか

ら、ますます若い人達がいなくなる。本当にこれらいってみれば、そういうプールを使う団体

を崩壊させてしまうのではないかというところまでいっているのですよ。だから、そういうこ

とから考えたり、何かカラオケのことも言っていましたよね。カラオケは減免なのだけれど、

指導者には謝礼を出しているだとかという話もしていました。実際には値上げをする前に、そ

ういう今、使っている団体が、もっと人を呼び集める努力というのを、先にするべきではない

かと。そういうことをさせるべきではないかということも、言っている。そういうことからい

うと、本当にどこで、一律考えるとこうなるけれど、ここの部分はそういう団体を育成するた

めに、町民の健康を守るために、ここは配慮しますとか、そういうことがもっと見えなかった

らだめではないかと。それが見えて初めて納得できるのではないかと思っているのです。ほん
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のわずかな部分を値上げして、本当に何十万か何百万かのわずかな値上げの効果率が、効果額

が出てくるかもしれないけれど、そこら辺をもっと配慮してあげてほしいなと、こういう気で

今、しゃべっているのですけれど。 

○委員長（及川 保君）  全体のですね。プール含めて、会館も含めてですね。 

 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） おっしゃるとおりで、利用率を上げるということ、これは本

当に大事なことで、今まで利用率というのは、各施設平均すると、どんどん下がってきている

のですね。これはプールも例外なく下がってきています。それは利用率を上げるための努力が

怠っているという部分、それから全体的に人口が減ってきていますから、当然全体的に利用者

も下がっていくという部分、それとやはり、これだけ景気が低迷してきますと、そういう余暇

だとか健康づくりのためにそういった行為を行うという時間がなくなってくるという、そうい

ったことで利用率も減っていくと。いろいろなケースで減っていくという部分があると思いま

す。そういったことを考慮しながら、利用率を限りなく上げるという努力は、常日頃していか

なくてはいけないと思います。斎藤委員がおっしゃる部分では、利用率を上げるという努力で

すね。ここの部分をもう少しすべきではないかということは、そのとおりで、特にプールだと

か、ほかの体育館の体育施設、テニスコート、そういった部分につきましては、特に指定管理

者使っていますから、これは指定管理者と町が車の両輪となって、利用率を上げるという方策

を考えるということは、これは絶対していかなくてはいけないと。そこの部分は利用率を上げ

ることと、料金をどこの料金に設定するかということは、非常にデリケートな部分なのですね。

そこの辺は私が再三言っているように、指定管理者制度を取っていますから、そこは町が決め

た料金というのは限度額であって、そこの範囲内で協議をして、最終的に料金を決めるという

形にしていかなくてはいけないのかなと考えています。今までは最大の料金をイコールで使っ

ていましたけれど、その辺を両者協議してですね、管理協定の中で反映していかなければいけ

ないかなというふうに考えております。  

○委員長（及川 保君）  斎藤委員、いいですか。  

 鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 何人かの委員さんからも出ていたのですが、公共施設というのは使っ

てもらって、うちらの施設だと思うのですよ。前回 17 年度に見直ししまして、この１ページ見

ますと、使用料金の見直しにかかわる効果に対して、今回実績でどのくらいあったかという中

身で見るのですが、この効果がそのままあったのであれば、今回の見直しというのは本当はい

らなかったのではないかという話にも逆になりますよね。ということは、実質が、上のほうの

使用料の額だけ見ると 1,729 万円ですか、効果額を見たのですよね。実質は 417 万 4,000 円し

かなかったというふうに見ていいのですね。そうすると、この差が 1,300 万円あるのですよ。

今回の効果率が、今回やる使用料に対しては 1,100 万ですよね。これをずっと見ますと、減免

とかそういうものを考えてやると 1,100 万の効果があるというふうに 10 ページのところに、使

用料の効果額と書いてありまして、最終的には 1,124 万７千何ぼですか、これだけの効果があ
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るということになっていますよね。今回 17 年度に改正した分の効果額があると、1,300 万円の

差があるわけですから、この 1,300 万円の差がもしなければ、そのまま効果率として 1,700 万

円あったとしたら、今回の見直しというのはいらなかったのではないかと。逆に考えればです

よ。そういうふうに取られることもあるのですよ。それはなぜかと言ったら、今までずっとい

ろいろな委員も言っていたのですが、これだけやった以上は、いかに使ってもらうかという努

力ですよね。そういうものが欠けていたのかという、逆に思うのですよ。やはり上げたのだけ

れど、より多く使ってもらうための努力というのが、もっともっとあってこの効果を上げたの

であれば、今回の改正というのはいらなかったのではないかと、逆に思われがちになりますよ。

だから説明のときに、「努力はこれだけしました。」「やったのだけれど結果としてはこうでした」

ということを、やはりきちっと説明していかないと、前回あなた方 1,700 万円の効果があると

言ったではないかと。なぜこれが四百何十万なのよと。この 1,300 万円というのがどうして入

ってこなかったのかということを追求されると思いますよ。ここら辺はその努力をしたという

部分を前面に出して説明していかないと、なかなか今回の改正は理解をしていただけないのか

なと非常に思います。それであれば一つの総括として、あまり減免した団体とか、そういう団

体の精査が一つ必要だということで、今まで 100％減免していたやつを 50％だとか 25％にしま

すよね。一つの総括の中でそれがあったのであれば、まずそれをやって、料金の改正というの

はまた次のステップとして考えておくと。とりあえず総括はそういうことだったのだから、そ

ちらのほうからやってみて、1,700 万円に少しでも近づくための努力をしてみますよというこ

とであればまだしもですよ、またそれに料金の改正というものをプラスしてやってしまうのが

どうなのかというふうに思うのですが、そこら辺はどうでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 実は今、鈴木委員がおっしゃったとおりのことをうちは提示

しているのです。料金を上げるというのは、前段でも申し上げましたように、今回は、うちは

料金改正しないのです。ほとんどしないのです。ただプール。全体のお話ですから、今回は特

定の課題の部分だけやらせてくださいというお話をしております。考え方は鈴木委員と全く同

じなのです。ただ特定の課題のところで、今、議論になっていて、考え方のやり取りをやって

いるだけですから、考え方は全く同じなのです。今回は基本的にやりません。それをベースに

して、前回の 1,729 万円、これというのは減免、減額、免除、こういった制度をそれほど想定

していなかったのですよ。当初料金改定をすると、これくらいになりますよとボーンと出した

数値なのですね。その後こういう活動、こういう団体には免除したほうがいいのではないかな

とかいう話になってきて、それではそういう制度を設けましょうということで、結果的に設け

た結果が 1,300 万円の差になってしまったという現実なのです。ですからそこの部分、今回は

規則の改正で減額団体、免除団体、そこのところを少し整理させていただいた中で、収入を上

げて、そして基本的には料金はいじらないという考え方です。今、話題になっているプールだ

とか、そういった特定の課題の部分、そこの部分をどうするのだという部分で皆さんの意見を

伺って、これから、その後、意見をこちらのほうで精査させていただいた中で、最終的に決断
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したいなと考えてございます。 

○委員長（及川 保君）  鈴木委員。  

○委員（鈴木宏征君） そういうことであれば、今、特定の部分だと言ったのですが、プール

だとか学校施設、体育館ですか、あと仙台資料館の入場料についても、とりあえずは、今、言

った減免の部分だけまずやって、この分については、今後の課題として考えておくべきかなと。

それを１回にやってしまおうと思うから、なかなか議論としてかみ合わないところが出てくる

のかなというふうに思います。それと料金体系も 100 円単位を基本とすると言いながら、まだ

プールは 480 円ですよね。そこらはいいのですが、そこら辺もそういう体系にしていこうとい

うのであれば、これは次回とか何か考えて、それは全館通じて料金体系は 100 円単位を基本と

するということであれば、次回のときに、全館の使用料に対してこういう基本的な考え方の中

で改正していきますよというものをとらえていかないと、今回のこの部分だけでいくと・・・、

手数料がそうですか。使用料は違うのですか、ごめんなさい。何か、今回これも入れて議論す

るというのは、非常に難しいかなと、私は思います。やはりこれをやるためには、今、言った

ように、もっともっと利用してもらうための努力というものが前面に出てきて、これだけやっ

たけれどどうしてもだめでしたというようなことを、やはり理解してもらって料金を上げてい

かないと、なかなか理解していただけないのかなと。 

そういう、私も最初から言ったように、こういう生活館だとか会館、プール、そういうもの

については、一番最初はなぜ建てたかといったら、多くの方に利用してもらって、健康なり、

スポーツなり、スポーツ都市宣言だとかいろいろやっていますから、まちとしてそういう気運

を盛り上げようとして建てたことであって、何か今、プールを冬期間閉館するとか、各会館の

月曜日をまた閉館にするとか、そういう考え方からいくと、相反するようなね。せっかくつく

っておいて、何なのだろうと思うところがあちこちに見受けられて、基本的にこの会館という

ものをどうして建てたのかという基本的な部分に返れば、いかに使ってもらうかという努力を

まずしていただいて、その会館をつくった意義というのをみんなに。「ああ、あの会館はこうい

うつもりで町は建てたのだな」と。みんなこうやって使われているなというふうに思われて、

それからの話ではないかなと思いますので、とりあえず今回については減免だけで、この部分

についてはあまり触らないで、「次回にしたらどうですか」というふうに私は提案いたします。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 本当にプールにしても体育館にしても生活館、公民館、これ

は基本的に、そこを利用してもらっていくら収入を上げるかではないのですね。費用対効果は

あくまで利用率なのですね。そこで例えば、プールをつくるのに３億円かけました。３億円か

けたことに対して年間２億円収入がありました。そういうことではないと思います。確かに何

人利用したか、ここが一番大事なところだと思います。そこの部分については、町のほうも十

分再認識した形で料金を決める、あるいは今回は料金はいじらないとか、減免措置の分だけを

見直しするだとか、利用率を上げるために努力するといったようなこと。それは鈴木委員がお

っしゃったことをベースにして、今回の料金の見直しをしていかなくてはいけないものと考え
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ております。ただ、実際そこにかかるお金というのは、利用料金で、使用料で当てる部分と、

足りない部分は皆さん方の税金を当てなくてはいけない。だから、結局は利用料金の部分と税

金ですから、過不足というのは、何らかの形で町民の皆さんからいただくわけです。ですから、

極論を言えば、選択はどちらかというだけの話です。そこのところを十分理解していただいた

中で、私達も今回の料金を決めたいなと思っております。 

○委員長（及川 保君）  斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 今の話に少し絡めば、課長の答弁を私は十分理解するし、それなりに

頑張って、今年も改定まで踏み込まないで１年でも延ばしていくような努力をしているのだと。

ここまでは十分理解します。  

だけれど、一点だけ伺いますと、ことしは頑張ったけれど、今度の見直しの中で、この３年

間の中では目標どおりに効果を上げていきますと。次の見直しでもまたきっと上がっていくだ

ろうと思いますと。次の見直しでまた上がっていきますと。普通のコストと違って町民サービ

スにかかわる部分については、足りなくなったから上げるのだ、利用者が減ったから上げるの

が当然だという物の考え方にならないのかと。際限なく町民サービスの部分で値上がりしてい

きますよというような、これは政治の世界ではないのではないかという気がするのです。どこ

かでこの代わりになるものを考えなくてはならないし、町民サービス、個別的な負担はできる

だけ抑えるのだという物の考え方に立っていなかったら、本当はよくないのだろうと思うので

す。建てた以上は町民全体の力でそれは出すけれども、個人の利用料とどちらが負担するかと

いう問題ではなくて、できるだけ建てた以上は全体の税金で賄っていかなくてはいけないのが、

これが当然のことだし、できるだけ個人の負担というのは抑えてこそ、初めて町民のサービス

ではないかと。こういう観点に立っているのかどうなのか、そのあたりの物の考え方があれば。  

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） これは物によって変わってくると思うのですよね。本当に町

民が生活していく上では大切なもの、大事なもの、福祉関係は、これは当然皆さん方わかるの

ですが。決められた予算の中で何を優先していくかというのは、それは町民の皆さん方の需要

ですよね。そこによって変わってくると思うのですよね。だから、物によってすべて税金で賄

うという考え方、この考え方というのは、町民の需要に対応した町のサービスの提供のあり方、

そこをどこまで町民の方が考えて、これは利用者の負担ですよと、これは全部税金で賄います

よといった部分、それは、私は物によって変わってくると思うのですよ。そこは本当にこれか

ら高度に議論して、煮詰めていかなくてはいけない部分だと思います。それは斎藤委員がおっ

しゃるように、これから財政が当然、国の交付税なども締めつけが来ると。全体的に財政が苦

しくなってきます。そういった中で料金を上げていく、３年ごと、５年ごとに上げていく可能

性は十分あります。その段階で最終的にぶつかる大きな課題だと思います。どこまで町が全体

の税金を投入する、この施設はそういうものなのかどうなのかというものは、個々によって、

これから住民の皆さんと行政と十分議論した中で決めていかなくてはならないものだと思って

おります。そういうことで、とりあえず今のところはこれだけで勘弁してください。  
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○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） いろいろ議論をされて絞られてきましたけれど、前回私も質問をして

答弁をもらっていないのですけれど、先ほど課長も言っていたし、鈴木委員の答弁でも話して

いましたけれど、見直しで 2,400 万円見ていますけれど、ここで整理させてほしいのですけれ

ど、手数料関係、使用料関係、それぞれ項目ごとに改定料金ありますよね。それと減免規定の

改正内容、全額免除を全額免除。これはいいです。全額免除を 50％減額する。50％減額を 25％

減額にする。この項目ごとに、それぞれの料金の総額の見込み額を設定しているのかどうか、

それを教えてほしい。それを足して 2,400 万円、どのような収入増を見ているのか。ただ漠と

して 2,400 万円ではなくて、こうして分類してくると、当然積み上げているはずですから、ま

ずその分一つ、一点。 

 もう一つは、移動委員会でも利用者から声がありました。私自身は、基本的にはある程度の

使用料は負担するべきとは思っていますから。それから話すのですけれど、先ほどの話に戻り

ます。指定管理者が、先ほど二百何十万位の子供達の水泳指導について無料にしているのです

けれど、お母さん方は、ここで減免、減免と言っているけれど、プールを休館するのであれば、

使用料を取ってもいいと言っているのですよ。使用料取られてもいいというのです。その代わ

り年間でやって、そういう目的、趣旨に沿った開館をして、子供達の水泳普及をしてほしいと。

こういうことを言っていますから、そういう部分についてどうとらえるかということです。 

 私は逆に、話が少し飛躍するかもわかりませんけれど、減免とか、半分減額ではなくて、逆

に一律、事務的な煩雑は別ですよ、一律料金取って、関係するのはあとからカットすればいい

のですよ。本当は一番そのほうが自分達が使っていてどうだというものに徹底されるのです。

そういう物の考え方がまずないのかと。それ３つ目ね。  

 先ほど言った子供達使っていて、使用料払ってもいいから休館しないでくれという。それと

あわせて、その子供達の中にかなり町外利用者がいるのですよ。一般の人にもいます。苫小牧

の日新プールが休みのとき来るし、日新プールよりきれいだからと言って、白老に結構来てい

るのですよ。テニスコートも合わせてそうですけれど、他の施設もそうだけれど、町外者に対

する利用料金をどう差別化するのかという部分と、先ほど言った、基本的にはもっと社会教育

のプログラムとして各施設の利用をどうふやしていくかということが、担当課長考えているか

どうかということです。  

○委員長（及川 保君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 今のご質問ありました、プールを冬期間休館するのであれば、

利用者の母親の方から料金を取ってでも通年してほしいという意見があるという委員さんのお

話は、私どもにも電話等で寄せられております。この間の特別委員会でもお話させていただい

たのですけれど、今月、来月にかけまして、地域の皆さんのご意見もいろいろ懇談の中で伺っ

ていって、その上で冬期間をどのようにするか判断をしたいと思っております。その判断の中

には、今、委員さんが言われましたように、料金の改正の部分を視野に入れて、町外の利用者

も中には１割ないし２割の方が来られているという実態もございます。そういう人達との料金
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の差別化というのですか、それも含めて今後早急に検討していって、７月、８月頃にはきちっ

とした冬期間についての結論を出したいなと、そのように思っております。以上でございます。  

○委員長（及川 保君）  高尾主査。  

○経営企画課主査（高尾利弘君）  前段一つ目の質問で、増額の内訳ですね。効果額の内訳の

部分で説明させていただきます。  

 まず資料編の７ページをお開きください。資料の説明が不十分で申しわけなかったのですが、

こちらが使用料・手数料の改正料金集計表となっていますけれど、一番右側の増加額という欄

がありますよね。こちらの欄が効果額というふうになります。利用件数に対して増額割合、増

額の金額を掛けたという計算で出していますけれど、その次の８ページの一番下の右側、この

1,486 万 9,000 円。これが積み上げで、手数料の効果額でございます。このうちごみ関係が既

に条例通っていますけれど、800 万円とかありますので、900 万円近くあります。続きまして

10 ページをお開きください。これが減免の見直しによる効果額というところで、効果額自体は

一番下の少しはみ出ている枠の部分。こちらがそれぞれ、例えば一番上の左の町内会が、全額

免除から半額になった場合が、効果額として 56 万 4,000 円ありますよという部分で、それぞれ

積み重ねて、一番右側の 1,124 万 7,808 円。これが効果額というふうにそれぞれ積み上げてお

ります。それが先ほどから申し上げていました 1,400 万円と 1,100 万円という部分であります。  

○委員長（及川 保君）  これ、皆さん理解されましたか。されましたね。大丈夫ですね。 

 前田委員、これわかりますね。  

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私これいつもずっと見ていて思うのですけれど。減免・減額何回か思

っていたのですけれど、こういう計算の方法しかやはりないのかなというふうに思うのですけ

れど、減免・減額を 50％増額したりかかるようになったりとか、50％が 25％になったりとかと

いう減免のあれがあるのですけれど、そういう計算の単純な、ただ、今まで町内会が112 万 8,000

円あったら、その半分だから 56 万 4,000 円と。これは減るということは全然考えないですか。

１割くらいは利用率が減るだろうとか、そういうことにならないのか。だから先ほど何回も委

員から出ていますように、料金を安く設定して、たくさん使うようにしたほうが効果があるの

ではないかという意見も出ていますけれど、そういった考えもやはり持たれて検討したのだと

思うのですけれど、その辺はなぜこのようなふうに行ったのかなと。単純にというか、すいま

せん。計算上は単純に出す以外にはないのかなと思いながらずっと見ていたのですけれど。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） それはあくまで数字としての根拠を出す場合は、やはりこう

なると思います。ですから見方としては、吉田委員が見る見方と私が見る見方は、それは同じ

です。当然１割減るのか２割減るのか、そこは個人の感覚でしかないわけですから、それを資

料として出すわけにはいかないのですよね。だから、減るということは、前提としてあります。  

○委員長（及川 保君）  吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 結局、効果額を予想してこうやって載せますよね。今回みたいに検証
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したときに、なんて少ないのだとなりますよね。そうすると、責められるわけですよ。だから

やはりその辺は、前回はほとんど減免になって、反対に利用回数はふえたのではないかと思う

のですよ。減免でない人が減免になったとしたら、今回申請してきていますよね。かなり金額

的にかからなくなったのではないですか。それが私は反対にふえているのではないかと思うの

ですが、そういった部分でお金のかからないところがふえているというのは、何の効果もない

わけですよね。でも使ってもらったという意味合いはあるのですよね。そういったことを全部

ベースにして考えて、数字というのは出せないのかなと思いながら、何回か見ながら質問はし

ないでいたのですけれど、たまたま今、出ましたので、少し思ったのですが。  

○委員長（及川 保君）  今の同じ趣旨ですから、よろしいですね。前田委員。 

 暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時０４分  

                                         

再開 午前１１時１６分  

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

○委員（前田博之君） 答弁漏れがあるのですね。  

○委員長（及川 保君）  答弁漏れがありました。そうですか。課長、理解していますか。 

 高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 料金の手数料の部分ではなくて、使用料の部分なのですけれ

ど、基本的には平成 17 年にルールを決めて、３年ごとに見直ししますと。そして、その中に減

免措置を設けて、現在に至っているわけですけれども、今回は激変緩和ということで、全額免

除のところは 50％、それから 50％免除のところは 25％いう形で、規則を改正した中で、見直

しを図りたいというふうに考えておりますけれど、最終的にはやはりお年寄りだとか、福祉利

用、それから子供の利用だとかそういった特定の減免措置だけは残しまして、最終的には基本

的に町がやる行為であっても、料金を取った中で、きちっとそこで利用者がこれだけ利用した

らいくら上がって、それに対してどのくらい運営経費がかかるかということをですね、町民の

皆様方にピシッと示す必要があるのですね。そういった中で、先ほど斎藤委員がおっしゃった

ような、町民の考え方というのをピシッと出していただいて、町と協議をして、正しいという

か、皆さんが理解していただける使用料の制度というものを、将来的に構築していきたいなと、

このように考えております。  

○委員長（及川 保君）  前田委員、よろしいですね。  

 ほかございませんか。本間委員どうぞ。 

○委員（本間広朗君） 先ほどからちょこちょこプールの閉館について、少し聞きたいと思い

ますけれど。今、少し話を聞きましたら、この新財政プログラムの中に、やはりサービスに伴

わぬ事務事業とあるのですけれど、この中に冬期閉館というのがあるのですよ。今、聞いたら、

いろいろこの中の条例を大体９月ごろに決めるということになっていますけれど、萩野公民館

でも、閉館のことについて町民は心配しているのですよ。話に聞くと、署名運動も始まってい
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るという話も聞くのですよ。この検討事項というのは、いつごろ発表されるのか。私、個人的

には、できるだけ早い時期に、先ほどプールの利用者に対していろいろそういうお話を聞くと

いうことを言っていましたけれど、できるだけ早い時期に、例えば閉館しないというのであれ

ば、そういう発表というか、できるだけ早い時期に発表してほしいなと。今、皆さんのいろい

ろ聞きながら、やはり不安というか、使用する人達はそういう冬期閉館になるのではないかと

いう不安というか、私もあちこちから声を聞くので、その不安を取り除くために、できるだけ

早い対応をしていただきたいなと私は思ったのですけれど、その辺どうでしょうか。  

○委員長（及川 保君）  飯島社会教育課長。 

○社会教育課長（飯島博光君） 行政の改革プログラムの 17 ページに出ていまして、この中で

は冬期間の閉館を検討すると。12 月から３月までの閉館を検討するということで出ております。

これにつきましては、多くの町民の皆さんの意見を聞いてですね、その上で理事者と協議検討

していき、７月ないし８月には新年度どのようにしていくのかという部分も含めてですね、結

論的なものを出していきたいなと思っております。以上でございます。  

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。本間委員どうぞ。  

○委員（本間広朗君） まだはっきりとは。そういうことも含めてこれから検討するというこ

とで。 

○委員長（及川保君） 飯島社会教育課長。  

○社会教育課長（飯島博光君） この問題につきましては、私４月１日に社会教育課長に来ま

して、その後他市町村も含めて現在検討に入っております。きょうも実を言うと、午後から水

泳関係者の皆さんの意見を懇談という中でお聞きしたいということで入っております。そのほ

かに、先ほどお話しさせていただいたのですけれど、多くの町民から意見等が寄せられており

ます。そういう部分も含めてですね、まとめていきたいと思っております。以上でございます。  

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。  

 ほかございませんか。近藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（近藤守君）  いずれにしましても、値上げはやむを得ない状況にあると思います

けれど、ぜひ町民の意見を聞いてですね、納得のいくことでこれを決定してもらいたいなと思

います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 近藤副委員長がおっしゃるとおりですね、多くの機会を設け

まして、町民の意見を最大限お聞きした中で決めていきたいと思います。あすからですね、あ

す、あさって、今週３日間ですね、３ブロックに分けて町民の皆さん方に説明した中で最終的

に判断していきたいと思っておりますので、そういうことでご了承いただきたいと思います。  

○委員長（及川 保君）  ほかございませんね。十分議論をしてまいりました。町の両課長以

下、説明の皆さんご苦労さまでした。ありがとうございました。 

 暫時休憩いたします。  

休憩 午前１１時２３分  



 18 

                                         

再開 午前１１時２４分  

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

議論も、移動委員会含めてかなり白熱した委員会を開催することができたかなというふうに

思っております。続いてまとめを含めて皆さんと議論を、今後どのように対応するか決めてま

いりたいというふうに思っております。と申しますのは、ただいま最後の本間委員のお話にも

ありましたように、今回のこの使用料・手数料の改正については、町の新財政改革プログラム

の中にも実は盛り込まれている部分でありまして、特別委員会を設置して、今、議論がされて

いるところであります。この中身の一つとして使用料、手数料があるわけでありますが、この

議会の中で、報告をどのような形でするか、皆さんと議論をしながら決定していきたいなと思

いますので、ご協力をお願いしたいと思います。  

局長から説明よろしいでしょうか。局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  まず委員会のまとめの方法ですが、前回の特別委員会の小委員

会の進め方の案では、一応付託というのを前提に考えております。ただし、今回付託されると

すれば、先ほど言ったプールの使用料の部分から手数料の部分までなのです。減免規定はかか

りません。委員会の方法としては、２種類考えられるのかなと思います。  

まず一つは、６月議会で所定の所管事務調査を報告する方法と、いずれにしても総務に付託

されるということであれば、継続されていって、最終的な結論を出すというような方向になる

のだろうと思いますね。そうなったときに、引き続いて付託も含めて結論出すまで延ばしてい

くか。ただ、片一方は付託ですので、審査付託で一定の結論を出す部分と、調査としての報告

がありますから、多分付託されたまま延長していくとなると、審査と所管事務を混同されるお

それがあるということがまず一つですね。 

それと、今回減免規定の説明も受けていますので、一定のところで報告しないと、それが盛

り込まれないという部分がありますね。ですから、一定の議会等の意思を組み込んでいただく

のであれば、６月までに一定の方向性を出して、報告という形式をとるのですが、その前に、

委員会としての意思を町側に伝えてやらなければだめだと。ですから、少し難しい部分がある

のかなと。まだ町のほうの対応わかりませんけれど、プール含めて使用料が条例案に出てこな

いということになると、付託するまで意味があるかどうかという議論も当然必要なのかなとい

う気がしますけれど。その辺の含みあるような話もしていますので、議案がなくなってくると

いう。手数料だけ載ってくるかもしれませんけれど、その部分だけまとめしておいて、付託し

ないで６月で可決するか。難しい判断が出てくるかなと思います。いずれにしても、どちらか

を選択しなければならないかなと思っております。以上です。  

○委員長（及川 保君）  局長の今の説明、大体おわかりかと思いますけれど、まず今、業務

の中でもありましたように、主は、減免のことが、今回のこの議論してきた中味については、

大きな課題事項は、減免の部分だったのですね。ただ、その中に一つ、再三申し上げているよ

うに、プールの部分での改正というか、冬期間閉館したいという検討と、料金改正ですね。こ
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の部分が大きな課題事項としてあったわけですけれど、ただ、町側としての、十分議論した中

で両課長の説明の中にもありましたように、「これは決定ではないのだ」と。町民の皆さんとの

十分合意を得た中で、進める案件だと認識していると。委員会の中でいろいろ議論された部分

については、十分考慮したいという、こういう説明もされているものですから、このあたりを

いかに。ただ私、委員長として、今回町民との懇談を、もう実は２日間にわたって行っており

ます関係で、やはり筋としては、６月定例の冒頭、これを反映させるとなると、当然冒頭にな

ってくると思うのですけれど、定例会の冒頭に報告するということが、委員会として筋かなと

いうふうにはとらえて、実はきょうの委員会に望んでいるのですけれど。であるならば、当然、

まとめの部分も皆さんときちんと議論を交わした中でまとめたいなという思いで、実はいたの

ですが。皆さんのご意見いろいろとあろうかと思いますので、伺っておきたいと思います。 

 付託ということに、もし・・・。もう一つの方法というのは、今、新財政改革プログラムの

方で議論されている中身の一つでありますから、付託という形をとって、この部分についての

中身を議論するということなのですが。  

 鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 自分の整理をするために。今、おっしゃっているのは、料金改定だと

か、要するに議会にかける必要がある案件について、６月の議会でもし提案をされる場合は、

その案件は総務文教のほうに付託されるだろうと。  

○委員長（及川 保君）  そうです。条例提案が出されますから、その部分は付託されます。  

○委員（鈴木宏征君） きっと出されるときは、９月からとか、来年の４月からとかからです

よね。９月からやりたいということですから、９月の議会までに私達が審査して、それの審査

報告をして、最終的にそれを受けて、町側が９月の議会に正式に議案として議決するという流

れになっています。今、案なのですが、この案の中で、うちが総務文教常任委員会として議論

しましたよね。まず６月として議案に上がる前に、今回審査したことを一応行政のほうに報告

しておかないと、今、議論された部分の反映というのがされませんよね。だから、やはりどこ

かで、５月 26 日に議会ですから、そこで中間報告みたいな話になるのか、１回やらなければで

すよ。どこかの時点で、早く今回の調査事項の報告を、やはりやらないと、６月に出てくる議

案に反映できないのではないかと思いますので、やはり委員会報告というのは早い時期に、相

手が６月の議会に議案として検討する前に、私たちの意見というものを知っていただいて、そ

れも加味して、正式に条例として出していただきたいという思いはありますので、そういうふ

うになるような手続きというか、私たちもしていかないとだめではないかなと思うのですよ。

ただ、定例会の冒頭と言いましたけれども、定例会の冒頭だと、定例会には議案として載って

しまうわけですよね。そうすると、検討の時間というか、行政側の検討の時間というのは、全

くないですよね。だから、時期としては５月 26 日でしたか。あと１週間後なのですけれど、議

会がありますので、そこで何か中間報告だとか、何か報告をしておかないと、そういうふうに

はならないのではないですか。と思うのですが、どうなのですか。  

○委員長（及川 保君）  暫時休憩いたします。 
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休憩 午前１１時３５分  

                                         

再開 午前１１時４６分  

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

 いかがでしょうか。６月定例会の中できちっと報告するという形にしたいと思うのですが、

皆さんの意見はそこではないかなというふうに感じ取りましたので、報告するということで決

定したいと思います。  

 できる限りあすから３日間、実は町側の住民説明会が開かれることになっております。これ

は任意ではありますけれど、この総務文教常任委員会の中でも、先ほど前田委員から話があり

ましたけれど、急々な、あすからの話なのですけれど、それぞれ日程等々入っている方もおら

れると思いますけれど、できる限り町民側から傍聴するというか参加するというか、そういう

形を取っていただければ、また全体の雰囲気も見えるかなと。今回町側というのは、新財政改

革プログラムの説明会ですから、この使用料・手数料についてはわずかな部分ではないのでし

ょうけれども・・・。  

○事務局長（上坊寺博之君）  使用料・手数料だけ。 

○委員長（及川 保君）  使用料・手数料だけでしたか。 

○委員（吉田和子君） 新財政は来月４、５、６日。 

○委員長（及川保君） 財政は来月か。失礼しました。私、勘違いしまして。  

あすは萩野、21 日が虎杖浜、23 日がいきいき４・６という形でありますので、そこの状況も

しっかりと把握しておきたいなという思いは、実は委員長としてもありますので、ただ、ここ

での議論だけで新たな議論が出てくる可能性もありますので。  

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 委員会の報告をするというときは、雰囲気を見て、状況的に私達が議

論したことが、そういうことだろうという統一したもので報告するのはいいけれど、出たもの

はいいけれど、町民側から出たものは、私たちが主催ではないから、それは出せないというこ

とでいいのですよね。  

○委員長（及川保君）  それはそのとおりです。ただ、前回の移動常任委員会の中の意見はき

ちんと報告の中には盛り込みますけれど、扱わないやつは、それはこの委員会関係ないですか

ら、その意見を報告に出すのではなくて、状況を把握しておこうということです。という形で

よろしいですか。改めて委員会を開催しましょう。ここで結論を、本当はきょうここで今回の

まとめをしなければいけないなということで思って来ましたので、まとめも含めてきょうやろ

うと思っていたのですけれど。 

局長どうぞ。  

○事務局長（上坊寺博之君）  委員会報告して、当然次に上がってくる条例に反映させるとい

う部分であれば、当然第２回の定例会の冒頭で議案が上がってきますから、委員会報告するの

ですけれど、もうそのときには条例案が出てきているのですね。ですから、一度早い時期に委
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員会まとめをして、文書でなくても口頭で「こうあるべき」ということを町側に伝えてやらな

いと、盛り込めないのですよ。ですから、なるべく早目の形でもう１回組んでいただければ、

町側と調整とって。 

○委員長（及川保君） わかりました。先ほど私が両課長に申し上げたのは、その部分があっ

たのですよね。ただやたらに議会だけがバッと行くのではなくて、「こういうまとめだよ」と、

「これはきちっと反映していただきたい」と、こういう部分がありましたので、「別途改めてお

話したいことが出てくる」と、こういうお話をしたのです。  

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） これは多分委員長もそうだと思います。整理するときは、使用料・手

数料の料金改定と、減額・免除を別々にやっていかないと、裁量行為と議決行為と別ですから、

その辺会派の人達ももしあれば、その辺どういうことかということを少し議論してきていただ

いたほうがいいのではないですか。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。 

                                           

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君）  それではよろしいですか。本日の会議はこのあたりで終了したいと

思います。ご苦労さまでございました。  

（午前１１時５１分） 


