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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君）  お疲れのところ、総務文教常任委員会を開会いたします。 

（午後 ４時３０分） 

                                         

○委員長（及川 保君）  本日は、今回の所管事務調査であります使用料・手数料の見直しに

ついてまとめを行いたいと。「正副委員長にお任せします」と、こういう慣例でなっていますけ

れど、非常に今回は、財政改革プログラムの中にも盛り込まれている中で、この分についてだ

けは、実は、特別委員会の中で議論をしておりませんので、ぜひ総務文教常任委員会の責任の

中で報告をまとめたいなと思いますので、ご理解を願いたいと思います。  

 それでは、皆さんからぜひこういう部分について入れてほしい、入れるべきだと、いろいろ

とご意見があろうかと思いますので、伺いたいと思います。  

 その前に局長からこの所管事務調査についての日程等、定例議会が控えていますから、この

あたりの方向、どういうふうに持って行ったらいいのか含めて報告をお願いしたいと思います。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一つは、町は６月会議に条例改正案を出すというお話がされて

おります。これは、財政の特別委員会でも同じことをおっしゃられておりますが、条例提案を

出すということは、そこまで付託されますから、それ以後修正は可能なのですが、付託されま

してから、当然付託審議に入ってきますよね。そうなった場合、所管事務調査の結果というも

のが薄れるのです。当然審査報告になりますので、そこで今、議論した部分を修正かけて直す

ということは、当然可能ですけれど、当然所管事務調査を生かすということであれば、町側に

条例つくるまで伝えなければ、生かされないということになります。それで、前回は報告する

ということになりましたので、6 月会議は 17 日から３日間予定していまして、最終日予備日で

すが、条例案が出されれば、19 日の議案の前に委員会報告する形式ですけれど、まとめた部分

については、きょう担当課待機していますので、それは概略お伝えして、条例案に反映できる

かできないか、これはまた別な話ですけれど、お伝えする必要があるかなと、思っております。  

 もう一つは、今回まとめを報告して、町側にまとめの結果を事前に連絡して、修正した結果

上がってきた場合、これは特別委員会の絡みもありますけれど、６月議案を付託する必要があ

るかどうかという部分もまた出てくるのかなという気がいたしております。私からは以上です。 

○委員長（及川 保君）  そのように、前回の委員会までの経過と、今後のこの調査の取り扱

いの進め方について、今、局長から説明がありました。ぜひこの厳しい財政運営の中での、こ

の手数料・使用料の見直しについてであります。皆さんの忌憚のないご意見をお伺いしたいと

いうふうに思います。どちらさまからでもよろしいです。 

○事務局長（上坊寺博之君）  よろしいですか。  

○委員長（及川 保君）  はい、どうぞ。 

○事務局長（上坊寺博之君）  私から一つ。まず移動常任委員会のときも同様ですけれど、２

回に分けられたと思います。今回、６月の条例に上がってくるのは、使用料・手数料の料金改
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正についてのみが議案として上がってきております。それで、生活環境関連については、手数

料の関係ですね。既に３月議会で可決されています。一般廃棄物の関係ですとか、し尿の関係

は、既に可決済みのものでありますから、それ以外のものについて、まず修正案があるかない

かというもののご議論、こういうふうな形。例えば、吉田委員が言われていたように、50 円単

位もありましょうし、そういうものを議論していただきたいと。 

それともう一つの、２日目にやられました、減額免除制度については、これは規則規定であ

りますから、議会には提案、可決するものがございません。ですから、委員会の考えとして申

し上げておかなければ、これが反映される可能性は薄いだろうと。報告されても反映されるか

どうかということはわかりませんけれど、委員会、議会の意思として伝える必要があるのでは

ないかと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  よろしいですね。３部資料として示されていたのですが、この中の

使用料・手数料の料金改正について、今定例会に条例提案されるということになっているわけ

であります。  

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  先般、町民から出た意見のまとめ、概要でファクスさせていた

だきましたけれど、お読みいただいていますか。配ったほうがいいでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  どうでしょうか。今の料金改正について。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 料金改正についてですよね。具体的に温水プールならプール、開放施

設使用料いっていますけれど、こうしてほしいとか言っていっていいのですか。 

○委員長（及川 保君）  いいですよ。  

○委員（前田博之君） 移動委員会でも、傍聴者の皆さんの意見を聞いたら、まず個人利用か

ら、個人定期があるけれど、原則として、まず値上げありきではなくて、施設利用の拡充を上

げて、利用度を上げて、料金収入につなげていただきたいと。  

○委員長（及川 保君）  努力すべきだと。最大の努力をすべきだと。  

○委員（前田博之君） 上げる前に、見直す前に。どうしてもそれで見直すのであれば、私の

考え、傍聴者の考えでいけば、高齢者の 65 歳を、年齢はもとに戻すと。料金上がるのはやむを

得ないと思いますということです。ということは、委員の皆さんもほとんど言っていましたけ

れど、この人方利用者は今まで以上に、逆に、利用度が下がると思います。だから、予定して

いる温水プールの総収入が、この料金設定では逆に、私は間違いなく下がると思います。です

から、料金も手ごろな値段にして、まず１回大いに使うようにしてもらって、収入増を図って

みてはどうかなと思います。それでどうしてもだめであれば、やはり・・・。  

○委員長（及川 保君）  どうやって。これを下げて。  

○委員（前田博之君） 480 円を多少手ごろな値段にまず下げて・・・。 

○委員長（及川 保君）  利用度を上げろと。上げたほうがいいということですね。  

○委員（前田博之君） 高齢者の単価アップはやむを得ないです。ただ 65 歳を 60 歳に戻すと。 

○委員長（及川 保君）  要するに、今、これはいくらでしたか。  
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 60 歳だけれど、今、これを 65 歳にしようとしているのですよね。  

○委員（前田博之君） それをまず戻して、65 歳を 60 歳に戻す。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） 今、前田委員から出ましたよね。それに対してそれぞれ考えがあると

思うのですよ。やってからまとめていかないと、そのほうがいいような。  

○委員長（及川 保君） とりあえず今、挙げていって、これに対しての意見がありますかね。  

 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君）  自由討論が原則であれば、違いを出さないとだめなのですよ。

最終的にきれいなところだけ出してしまうと、自由討議にはならないのですよ。 

○委員長（及川 保君）  その中で反映するようにすれば。自由に言ってもらって、これが成

案ではないですから、とにかく言ってもらって。  

○事務局長（上坊寺博之君）  言った意見に対して反対であれば、反論しなければならないの

ですよ。そうやってまとめていかないと、だめなのですよ。  

○委員長（及川 保君）  私もそれなりに書き込みますから。これが成案ではない。言っても

らって、その議論を・・・。  

○事務局長（上坊寺博之君）  収れんするか、対立するかは、それは結果の話であって、自由

に出さなかったら。 

○委員長（及川 保君）  とりあえず出してもらうしかないですよ。皆さんこの委員会で議論

した中身でない部分をやるわけではないですから、とにかく、とりあえず出してもらうしかな

いのです。そうでなければ、まとめ上げようがないのです。そこでまたこの意見に対しては「こ

うだこうだ」というように、きちっと積み上げていきましょう。前田委員は今、とにかく施設

の利用度を最大限上げることに努力すべきだという、意見もありました。  

もう一つは、高齢者の 60 歳を 65 歳にするというものを、60 歳に戻してはどうだという。そ

して 480 円というのは高いという意見ですか。 

○委員（前田博之君） 高いというか、手ごろな値段にしたほうがいいのではないかと。高い、

安いはいろいろありますから、手ごろな値段で、もし料金を改定するのであれば、そういう手

ごろな値段にして、利用度を図る。 

○委員長（及川 保君）  まだありますか。  

○委員（前田博之君） 町外の人との差別化を図る。 

○委員長（及川 保君）  先ほど言われましたね。町外の人の利用者の差別化ね。  

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 町民の方々との懇談の中で、「料金を下げて広く多くの人に使ってもら

って、収益を上げるという方法が」という話も出ましたよね。料金を手ごろな料金にして、大

勢の人に使ってもらって、そして、使用料収益上げるという方法も一つの考えとしてあるので

はないかという話が出ましたよね。私は、それもすごく大事なことだと思っています。利用度

を広げるという、体育協会の努力、それからいろいろなクラブとかやっている方々の努力とい
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うのは、私は知っていただきたいと思いますし。  

それともう１点、65 歳の件なのですが、これはプールの価値というか、存在意義というのは、

一つはもちろんスポーツという一つの親睦とかそういうものもあると思いますけれど、一つは

今まで出たように、健康管理だと思うのです。健康維持だと思うのです。特定健診も、年齢を

下げるべきではないかという話まで出ていますよね。40 代ではなくて、30 代まで下げるべきで

はないかという話も出ていますよね。それぐらいいろいろな努力をして、健康、医療費を下げ

るべきではないかというときに、65 歳に年齢を引き上げて、料金がその分 60 歳から 65 歳まで

料金設定の 480 円が延びるということが、目的に反しているのではないかと私は思うのです。

理由づけが必要だと思うのです。60 歳が高齢者で、65 歳で切るのは、高齢化とか何とかそうい

うふうに議論をしてしまうと、どこで切ってしまっても、いつまでも限度がなくなってしまう

ような気がするので、私はそういう健康維持管理ということでは、今、年齢を下げてでも特定

健診をやろうとしているときに、年齢を上げて料金が高くなるということに対しての町民の反

応というのは、私は逆効果になるだろうというのはあります。そのことをきちっと言っていく

べきではないかというふうに思います。 

 それともう１点、前田委員が町外の人の料金を考えるべきだということだったのですが、そ

れ以前に４万 5,000 人ぐらいの人が使っている中で、３万人ぐらいが無料であると。そのこと

を、もう少し委員会で絞るべきかなと思うのですよ。それは小学生がほとんどだということで

すので、授業で使う分と、個々に使う分と、どうなのかともう少し議論して、委員会として一

つの意見にまとめて申し出ていかなければいけないのかなと、少し思っています。これは年間

を通じてプールを開けてもらう、そしてコストのことも考えると、財政のことも考えた上で、

料金設定をいろいろな考え方がないかということが、これは皆さんへの提案なのですけれど。

そういうように思っています。 

料金改定については、先ほど局長から出ましたけれど、この３年ごとに料金を見直していく

というルール化をしている中で、基本的には 20％が限度というふうになっていましたよね。財

政改革プログラムの中にも、ほとんど 20％と出てきています。ところがこの手数料の関係では、

33％なのですね。その理由としては、50 円単位にはしたくないという。しかし、他市町村と比

べると、白老町は高いのですよ。比較表を見たら、高いですよね。苫小牧市とかでもみんな 200

円とかのところもあるのですよ。500 円というところもありますけれど。戸籍とかそちらのほ

うにいくと、白老はかなり高い割合になるのですよ。高いところで 300 円なのですよ。鵡川町

とか近隣でも 300 円なのですね。200 円というところもあるのですね。そういったことから考

えると、400 円ということが、今、いろいろなものが値上がりするときに、50 円がおかしいか

ら 100 円単位にしますということの理由は、私は通らないというふうに思います。その辺をも

う１回、確認してもらいたいというふうに思います。私は 50 円単位でもいいと思うのです。そ

の辺の理由が成り立たないのではないかと思います。またあとで言います。 

○委員長（及川 保君）  50 円単位にすべきではないのかと。  

 ほかございませんか。斎藤委員どうぞ。 
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○委員（斎藤征信君） 今、出てきている意見は、大方賛成なのですが。だから重なるだろう

と思いますけれど、あのときに論議した中のやつをメモしていたので、前のほうから見ると、

受益者負担というものが前面に出てきて、それを一律切り札にして、無制限の値上げになって

いってしまいそうな、そういうことは利用者を減らして逆効果だという点で、逆効果の基本に

あるのが、受益者負担というのが、これを徹底して守らせるという、そういうやり方かなとい

う。そのあたり、少し問題にしたいなというふうに思います。  

 それから、17 年にルール化したあと３年たっているわけですけれど、その３年間の総括・反

省というのがない。ただ金額的にどうかという、そういう観点で出てきているのではないかと。

そういうのが見えるということ。  

それから、これも重なるのだけれど、特にプールなどでいうと、スポーツ都市宣言をしてい

るまちとして、どこに政策的なポイントを置くかという、そういう配慮というのがないのでは

ないかと。一律全部受益者負担で、使うものはすべて値上げしていくという形になっいている

のではないかというような、そのようなところが少し問題かなというふうに思います。 

具体的な問題でいうと、65 歳というのは先ほどから出ている話で、私はいいのではないかと。

逆に 60 歳にしておいて、利用者をふやす努力をするということのほうが大事。65 歳からとい

うのを元に戻して、実際に冬期間運動不足になる部分からそういうものを奪ってしまうという

ことは、町が言ってしまうとあきらめが先行して、そういうことになるので。町外者の料金も

ありました。実際に先ほどの無料の層がかなりあるということを細かに分析すると、子供の団

体利用という中でもいろいろな種類があって、そこの部分をきめ細かに見ていくと、金をとっ

てもいいという部分がかなりあるのだというのですよ。やはり、教育とか何とかになれば話は

別ですけれど、技術向上でやっている団体だとか、そういうところは取らなければだめだし、

そう言うと、体育協会の体質というのはどうなのかなというところまで問題がありそうな気が

するのですよ。体育協会がおんぶに抱っこ、町の言うとおりに運営すればいいのではなくて、

体育協会が利益を少しでも生み出しながら、どうしていくと安定した運営ができるのだという

ことで、町に進言していかなければいけないはずだし、直すべきところは直していかなくては

ならない。そういうものがあってこそ、どこから自主財源をつくり出すかということが、それ

を考えるのが体育協会の仕事ではないかと思う。それを詰めていくと、冬期間閉鎖しなくても

いいのだというふうになれるのだというところを、もっとこれを厳密に考えてみるべきだとい

うふうには思っています。 

 それから、懇談の中でいいことをいっぱい言っていたのですけれど、団体が破壊されてしま

うという話が出ていましたよね。団体の減免がなくなってしまうと、若い人が入れなくなって

しまうという。そうすると、全部高齢化していって、団体そのものが小さくなってしまう。や

はりそこら辺の配慮というものも・・・。 

○委員長（及川 保君）  今の減免ですね。 

○委員（斎藤征信君） ということで、そのあたりが少し気になっていたところです。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。本間委員どうぞ。  
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○委員（本間広朗君） 私もいろいろ考えたのですけれど、施設料金このままでもいいのかも

しれませんけれど、いかに施設を使ってもらえるかというのを考えていかないと、例えばプー

ルに関しても閉館ということも考えられるという。そういうことも考えられるので、まず、施

設の利用度を高めるためにはどうしたらいいかという、これを十分に考えていただかないと。

料金に関しても 65 歳がいいか、私は十分よくわからないのですけれど、いろいろ無料というの

もありますけれど、私の聞いた話では、お金を取ってもいいから、プールに関しても「使わせ

てくれ」とか、そう言われる方もいますので。ここには普通利用券とか回数券とかと、そうい

うものもありますけれど、この辺を本当はいろいろと見直して、大人の料金も高いのかどうか

プールをあまり使わないのでわからないですけれど、480 円だとすれば、普通の民間のプール

の値段と同じくらいの値段になってしまうので、町のサービスというところから考えると、も

っと安くしてもいいのかなと。普通の料金でいけば、これですけれど、例えば、回数券を安く

すれば、また利用度が高くなる。たまたま１回行って 450 円ならそれほど高くないかもしれな

いですけれども、何度も行く人はもっと安くしていただいて、利用度を上げるということもい

ろいろ考えられると思うので、この辺をいろいろ考えていただければなと思っています。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。鈴木委員どうぞ。 

○委員（鈴木宏征君） 手数料については、今回も費用対効果で改正しているのですから、そ

ういう費用対効果でいけば、あとは利用件数や何か見ても、年に自分でも何人取っているかな

と思うぐらい、回数ですよね。ですから、ここで改正されて 100 円と言っても、年に１回ぐら

い取る住民票ですか、それが 100 円高くなったという分で、高いなという、あまりそういう雰

囲気でとらないのではないかと思うので、この手数料については、こういう改正でいいかなと、

私は思います。 

ただ使用料については、もう少し先ほど同僚委員も言っていますけれど、施設というのは使

ってもらっていくらの世界だと思うので、使ってもらう努力というものをもっともっとしても

らって、たくさんの町民に使ってもらうということが第一前提だと思います。それの仕組みと

いうか、先ほども言っていましたけれど、逆に高くするのではなくて、もっと使いやすい料金

にして、もっとたくさんの人に使ってもらうという、そういう感覚で料金を決めていただいた

ほうが、私はいいのではないかなと思います。 

だから、あまり使用料の改正の中で、これから減免いくのでしょうけれども、施設の使用料

については、私は今回触らないほうがいいのではないかなと。減免と一緒にやってしまうから、

非常に紛らわしいというか、説明もしづらい。今回、この間も言ったのですが、なぜ今回これ

を改正したかと言ったら、あまり減免の団体が多すぎて、本来は 1,700 万円の効果を考えてい

たのだけれど、結局は 400 万円ぐらいの効果しか出なかった。その大きな原因は、減免団体を

たくさんつくりすぎたという、そういう反省もしているわけですから、とりあえずここを改正

というか、見直して、今、言ったようにもしどうしても見直すというのであれば、使いやすい

ようなことを考えた改正にしなければ、施設を持っている意味がないのではないかなと思いま

すので、そういうメリハリをつけた改正にしたほうがいい。  



 8 

○委員長（及川 保君）  近藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（近藤 守君） 私は、利用料・手数料をこの案どおりの改正料金でいいなという

ふうに思っております。例えばプールなんか、萩野、北吉原の人などはほとんど大人で行く人

いないのですよ。どちらかといえば、虎杖浜のスパランドとかあちらに行っているのですよ。

値段は当然そちらのほうに行くと高いのですけれど、こちらまで来るというのがなかなかない

ので、はっきり言ってあまり関心はないのですよ。取るなら取ったほうがいいのではないかと

いうのが強いのですよ。健康増進だ、どうのこうのと皆さん言うけれども、別にプールだけが、

水泳だけが健康増進ではないという意見もたくさんあるわけですよ。ですから、私はその辺も

考えてつくったのではないかなという気はしているのですけれど。だから、私は改正料金で。  

普通の利用料・手数料についても、先ほど鈴木委員が言ったように、100 円とか 200 円のオ

ーバーですから、あれは年に何回もするものではないから、改正案でいいと思いますし、やは

りプールの問題が一番出てくるというのは、やはり体育協会の体質があるのかなという気がし

ないではないのですよ。もう一度その辺、すっきりするような形で、もう少し見てもらいたい

なと。というのは、例えば無料で子供達が町外の人が来て、それでも町内から個人で行くより

も町外の団体に入って来たほうが安いとか、何とかいう話も聞くものですから、その辺もきち

っと精査してもらいたいなと。きょう、このあと来ると思うので、その辺も分かるかなという

気もするのですけれど。そのようなことですね。  

○委員長（及川 保君）  あとで皆さんに相談しますけれど、どういう形で盛り込むか、盛り

込まなくてもいいか、議論したいと思います。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） まず手数料については、皆さんの意見のとおりだと私も思います。た

だ、今、近藤副委員長がお話された部分で、若干私もプールに行っていますけれど、サークル

等とかいろいろ見ると、中年の方とか婦人のサークルの人、結構竹浦、萩野の方来ているので

すよ。虎杖浜へ行く人、行っている人を否定しませんけれど、帰り温泉に入ってくる人が多い

のですよ。そういう使い分けしているのですよ。その辺を整理しないと。私も先般調べたら、

会場でもありましたけれど、健康増進するならスポーツなんでもいいと言うのだけれど、その

スポーツによっていろいろ使う筋力とか、健康を高めたい部所によっては接点が違ってくるの

ですよ。それは、医学的にも評価されているのですよ。 

 それと、冬はやはり高齢者の人すべてジョギングできない、歩けないのですよ。そういう人

はプールに来て泳ぐとか、そして具体的に言ったら悪いけれど、体重の重い人がプールへ行く

と、浮力があって非常に効果があるとかそういうことがありますので、近藤副委員長がお話し

た部分はそうと思いますけれど、別な角度からいけば、そういうこともあるということだけ。

会場でも同じことを言った人がいるのですよ。増進するのであれば、走ればいいという話をし

た。そういう部分ですので、私は大いに施設利用してもらうためにも、手ごろな値段に設定す

べきだし、今、出ていました体育協会も指定管理者を受けた以上は、趣旨に沿った営業活動を

すべきだと思います。  
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○委員長（及川 保君）  わかりました。斎藤委員どうぞ。  

○委員（斎藤征信君） 今の話ではっきりしたのは、前の料金を決めたときに、値上げになっ

たときに、水泳の部分が、極端に利用者が落ちたのですよ。それが、数字の上で出ているので

すよ。だから、本当に気をつけなければ、値上げイコール利用者が減るという、そういうとこ

ろにつながってしまうという、その反省をきちっとしたのかどうなのかということを先ほどは

言いたかったのだけれど。やはりそこの部分を、気をつけなければならないこと。  

それから、免除団体の話も出ていたけれど、免除団体、今度はそれをいろいろと分けるのだ

ろうと思うのだけれど、細かに見ていけば、料金を取ってもある程度の料金。一度に 100 円、

200 円上げるのも効果は相当あるけれども、50 円上げても効果は出てくるわけですよね。無料

から 50 円になったから、「これはとんでもない」という話にはならないはずですよね。だから、

本当にきめ細かにやっていかないと、作業が面倒くさいとか何とかという話にはならないだろ

うという気がするのですよ。だから、そこら辺の見直しをきちっとしてほしいなと。  

○委員長（及川 保君）  吉田委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） この料金改定をして、先ほど言ったように利用者が減った、収入が減

った、プールを閉めますって。何か、何を見直すべきなのかということの基本的なことを避け

て、何かお金を上げたら、それでいて料金を改定しても閉めるという感覚でやっているわけで

すよね。私達からすれば、閉めないで、そして先ほどから言っているように、１人でも多くの

人に使っていただいて収益を上げて、そして健康管理につながると。そういう基本的な線をき

ちっと持ってもらいたいなというふうに思うのですよ。その辺をきちっと理由づけとしてやっ

ていくということが、本当に前回料金上げたのですよ。かなり上がったはずです。私、前の料

金書いていないのでわからないですけれど。それで収入の面を見て、だから冬期間閉めますと

いうのは、短絡的に物事考え過ぎているような気がして、もっともっと検討する課題があると

言っていましたから、本当にしっかりこの料金を含めてやって、その上で閉館にならないよう

な方向性をしっかり探っていくということが必要だというふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  議長どうぞ。  

○議長（堀部登志雄君） 私の意見として、一つだけなのですけれど。先ほど皆さん高齢者 65

歳以上となっているやつを 60 歳まで元に戻せということなのだけれども、プール、プールでな

く、関係なく、今、高齢者と言われているのは、60 歳ではなくすべて 65 歳以上なのですね。

そういう中で、その辺の、高齢者は白老は 60 歳だよと。一般的には社会通念上、高齢者と言っ

たら 65 歳で、定年も今 65 歳に向かって定年延長なんかに向かっているのだけれど、その辺で

60 歳から少し上がるから 60 歳まで下げるべきだ、下げるべきだと。それだけでいいのかなと

思って。高齢者は 65 歳以上だよと、社会通念上どうなのかなと、その思いだけ少しあったので。

それによって 60 歳、480 円から 200 円に今度安くなるのだよね。大人から高齢者になると、480

円から 200 円に変わりますよね。すごく下がるのですよね。それを 60 歳まで下げると高齢者に

なるから、高齢者の料金で入れるということですよね。65 歳にすると、64 歳までは一般の大人

だから高くなるから、だから、それを下げてやりましょうという思いですよね。 
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○委員長（及川 保君）  今、言っているのは、下げて利用度を上げたらどうだということな

のですよ。  

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 今、議長がお話されたとおりですけれど、そうすれば対案として、逆

に皆さん言っているように、健康増進のためには、定年退職して一つの区切りのときから健康

管理しないと、皆さん大先輩だから、結構 65 歳までに死んでしまうとかいろいろありますので、

そこの範囲では健康管理して、65 歳につなげるということだと思うのですよ。そうすると、高

齢者という言葉を逆に変えるとか、65 歳の定年にこだわるのであれば、逆に別ななじみやすい

言葉を。後期高齢者から長寿になったように言葉をこの先変えたら抵抗ないのかなと思います。 

○委員長（及川 保君）  一応そういう考えで。議長の考えもわかりました。今、議論したい

と思います。  

斎藤委員どうぞ。  

○委員（斎藤征信君） 問題は 60 歳から 65 歳の間の人が、60 歳になったら少しは割り引いて

もらえると楽しみにしていたのに、後へ逃げられてしまったと。そういうところが、利用を下

げてしまうところにつながってしまうのではないかという話はあったのですよね。  

○委員長（及川 保君） 局長。  

○事務局長（上坊寺博之君） 私の方から、17 年の改正の議論のときにも出ていたものをお話

しますけれど、60 歳から 65 歳にしたらいいのではないかというのは、議会のほうから申し上

げたのですよね。次回の改正からということで、お話があったかと思うのですよ。まずそれを

頭に入れて、議論していただきたい。  

それともう一つ。子供の料金無料を有料化と言っていますけれど、これも逆で、有料提示だ

ったのが、議会のそういう要請で取っていますので、この辺をきちっと整合性取らないと、前

回の議会の議論と今回報告したものがちぐはぐになってしまって、その辺はきちっと整理され

たほうがよろしいかなと。 

○委員長（及川 保君） 議論しましょう。暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ５時１４分  

                                         

再開 午後 ５時１８分 

○委員長（及川 保君）  休憩を閉じて委員会を再開します。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） なじむかどうかわかりませんけれど、今、使用料の料金の改定をやっ

ていますけれど、施設を休館するという話もありますので、それと逆に絡めて、その時点で使

用料を考えたらどうかと。先に使用料先行するのではなくて、そういうことも行政当局で考え

たらどうかということです。先行するのではなくて、閉館と合わせて。  

○委員長（及川 保君）  吉田委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） 財政改革プログラムの中で、４カ月閉めて再開するときの料金が、そ

ういう改修とかかかるのではないかと言ったら、それは今まで見ていなかったと。だからどれ
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くらいかかるのかも検討して。800 万円浮かすために閉めたことで、再開するときにどのくら

いかかるのか検討していなかったと。それから、そういう町民の思いもまだ聞いていないとい

うことで、すべて含めて検討したいと言っていましたよね。ですからそのときに、委員会の意

見として、広く多くの人に使っていただくという方法の、料金設定のあり方というのを、きち

っと考えるべきではないかということとしては、65 歳になるかどうかわからないけれど、それ

に対して、こうするべきではないかというのを何点か、子供のクラブ活動の町外の人も使って

いるということも含めて、私達は子供から料金を取るべきではないと、前にも議会で結論出し

ているけれども、今後閉めるくらいであれば、そういうクラブとか、あり方をもう一度見直し

をして、料金を取るべきものをきちっと見分けて設定するべきではないかということも含めて、

言ったらいいというふうに思います。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。どうですか。今、出尽くしましたか。この料金改正

の部分について、よろしいですね。そうであれば、今、吉田委員から、実はそういうお話もご

ざいました。改正案どおりでいいというご意見もある中で、皆さん大多数の方々のご意見はそ

うではなくて、やはり施設の利用度を上げて、上げるにはどうするのかとか。それから、料金

をきちっと取ってでも財源確保の努力をすべきだとか、いろいろあるのですよね。４万人利用

している中で、３万人が無料ではないかと。これはどう考えてもおかしいなという。３年間経

過した中での、今、結果を見た中でのご意見だと思うのですけれど。そのあたりのことをきち

っと参考にしながら、この料金改定にあたっては、施設の管理運営のあり方も含めて、大体同

じような意見ではないかなと。原案通りでいいという方もおられますけれど、多分施設の利用

度を上げろとか、この部分については近藤副委員長、いかがでしょうか。大体同じ意見ではな

いかなと思うのですが。利用度を上げなさいとか、この部分についていかがですか。  

 近藤副委員長どうぞ。 

○副委員長（近藤 守君） ぜひ利用度が上がるために、４カ月の休館をなくして、通年開館

ということで。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。大体全員の委員の皆さんが。議長のご意見も当然あ

りますので、このあたりは町の担当とお話を伺って、きちっと意見を伝えたいなというふうに

思います。  

 それでは、局長の話もありましたけれど、どうしますか。大体方向性皆同じではないですか。

減免入る前に、今まで出ました意見を、今、伝えるのですよ。これをどういうふうに伝えるか。  

 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） 一つ質問。一応今までの話をまとめて、文言をつくって、これでいか

がでしょうかと出すのが本当ですよね。まとまらないうちに呼んで話をするということではな

いですよね。  

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ５時２４分  
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再開 午後 ５時２５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。  

 斎藤委員、理解されましたね。よろしいですか。  

 いろいろ出された、重複している部分かなりあるのですけれど、皆さん大体同じようなご意

見なのですよ。これを委員長としてどうまとめるかということを、町の皆さんにこの部分につ

いてきちっと盛り込むような状況ができるかどうか。今、ここで即答はできないと思います。

ただ、伝えることはできます。こういう状況で、ご理解いただきたいと思います。よろしいで

すね。先ほどの局長の、前議会の中でのお話もあったのですが、この部分含めて、この使用料

についてはよろしいですね。  

〔［はい］と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、減免についての議論をこれからしていきたいと思います。  

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 減免については、前回の改正の検証の中で、施設等利用の安定の 85％

が減額・免除対象となっていると言っています。これは、この減額・免除は、町長の裁量行為

でありますので、反省の 85％で見直しということになっているので、少しでもこの減額・免除

を上げるというか、85％ではなくて、もっと指数を上げて。ということは、有料化する部分が

ふえてくると思いますけども。 

○委員長（及川 保君）  85％を、例えば 70％とか 60％とか。そういう意味ですね。 

○委員（前田博之君） そういうふうな意図は上げて、使用料の収入増を見込むと。これは町

長の裁量行為ですから、町長が英断すべきだと思います。ということは、減額・免除の対象が

多すぎるということですよね。 

○委員長（及川 保君）  対象者を少なくするということですね。これは皆さんどうでしょう

か。そうですよね。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 減免・減額の再検討の必要性ということを言っていますよね。この中

で、やり過ぎたということは言っています。今の言っていた、申請の数を減らすということで

はないと思います。申請した時点で、その団体のあり方というのは、きちっと明確に分担する

ようになりましたよね。私は、これはこのままでいいと思うのです。そうでないと、全部また

見直ししなければならなくなると思います。  

○委員長（及川 保君）  全額減免から 50％ですよ、25％ですよ。 

○委員（吉田和子君） それを今度、パーセントを上げたわけだから、私はそれでいいと思い

ます。今後の申請に対しても、その割合がその中に含まれるのであれば、50％負担ということ

になるわけですから、だから、数を減らすのではなくて、こういう見直しをしたということは、

私は適正だったというふうに判断するべきかなというふうに思うのですけれど。 

○委員長（及川 保君）  この案に対してはね。 

○委員（吉田和子君） はい、そうです。案は適正であったのではないかと。中には大変にな
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るとかいう団体も、もちろんあります。ですけれど、ここにそれを受けていったら、きちっと

した割り振り、申請を受けたときに、どういう団体に属するかということは、きちっとルール

を決めてやりましたので、そのルール的なものは今、変えるということにはならないというふ

うに思うのですよ。 

○委員長（及川 保君）  多分前田委員もそうだと思うのですけれど。減らすと極端に言って

しまっているけれど、この部分をきちっと整理すると言っているわけですから。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） ここで、減額・免除制度の見直しと言っている、全施設の基準統一、

明確化と言っていますし、私も同じことなのです。85％にという言い方をしているから、先ほ

ど吉田委員が言ったように、ゼロを 50％にしたり、仮に 50％、25％あるけれど、これによって

私は質問したのだけれど、85％が 75％とか 60％になる可能性はありますよね。そういう意味な

のですよ。そういうことに上げていきなさいということです。  

○委員長（及川 保君）  理解しました。斎藤委員、減免・減額についてどうですか。 

○委員（斎藤征信君） ２ページの文章の表現が非常に悪いというか、できないところが多い

という話が、大分出たのではなかったですか。 

○委員長（及川 保君）  要するに、理解できなかった分があるのですよ。職員がつくって、

担当職員が説明つかなかったことがあったものだから。どこでしたか。  

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。諸手数料の見直しのところの、「サービスを利用する人とし

ない人の負担の公平性を考えると、応分の負担をすることによって初めて利用しない人との負

担の公平性が確保される」というところは、町民説明会のときには直っているはずなのです。  

○委員長（及川 保君）  多分直していないはずですよ。 

○委員（吉田和子君） 町民説明会のときには、この部分はなかったと思います。これは訂正

されていると思いますので、元に戻ってしまったのですけれど、これはなくなったからいいと

思います。  

○委員長（及川 保君）  吉田委員、多分直されているでしょうという話でありましたが、そ

の確認はいたしましょう。よろしいですか。随分回りくどく書いているところが、そういえば

ありましたね。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） それで、最初から話していました減免のプールの関係で、スポーツ団

体、サークル団体、あるいは水泳競技団体というか、小中学生無料になっていますけれど、そ

れらを有料化にするべきではないかという声が多かったので、そういうことも復帰してもらっ

たらどうかと。習いに来ている子供いますよね。スポーツ少年団とか、いろいろサークルやっ

ている人方。あの人達、今、ただなのですよ。これをお母さん方は、閉館するのであれば、取

ってくださいと。  

○委員長（及川 保君）  閉館するのであれば、有料にしてもいいだろうと。有料にしなさい
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という話がありましたね。わかりました。取ってもいいのではないかと。  

○委員（前田博之君） 私は取ってもいいのではないかと思うのです。  

○委員長（及川 保君）  反論ありますか。ありませんね。本間委員反論ありますか。ないで

すね。 

○委員（本間広朗君） 本間です。取っていいというのは、個人個人で取るということですか、

それとも一団体でいくらということなのかどうなのか、その辺少しわからないのですけれど。

やり方いろいろありますよね。団体から取るのか、今、１人１人習いに来た人が、例えば 100

円とか 50 円とか。やはり月謝というのも、習いに来ている子供というのは、払っていると思い

ますから。払っている上に、さらに使用料金を払うのか。そうだったら、何か。月 1,500 円と

か 2,000 円が高いかどうかわからないですけれど、またその上に払うのかと。また親の負担も

大きくなるのではないかということにもなりかねないので、その辺の料金の設定というのも考

えていかないとだめだと思います。その辺のところもきちっとしたほうがいいと思います。 

○委員長（及川 保君）  そうですね。こないだ町民の方からあった意見は、確か、団体に入

っている方だったのかな。個人なのか、その辺が少しつかめませんけれど。皆さんどうですか。

この部分について、きちっと明確に団体から取るべきなのか、個々に取るべきなのかについて

はどうですか。 

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） それはやっぱり、担当のほうで個々になると。私が見ているのは、そ

のサークルによっては、回数券を持ってきて、受付で見せて入っていく人もいるのですよ。ほ

かの団体の人、今、言ったような形で、今度取るとなれば、逆に、サークルの指導者が、今日

何名ですよと言って、何人分払うとか、あるいはパスになってしまうか。その辺は運営上だか

ら、具体的になってしまうので、また別な形になってしまう。  

○委員長（及川 保君）  わかりました。吉田委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） ７ページにある減免・減額の今後の、共催と委託と補助とありますよ

ね。私は今後減免、減額がかなり 50％負担とか、75％負担になってくると、共催にしてくださ

いとか、委託にしてくださいということが、事業によってはすごく多くなってくるような気が

するのです。ですから、これも見直しするというふうに言っていますので、具体的にきちっと、

どなたが聞いても、「あちらが共催でああいう条件でやっている。どうしてうちがならないの

だ。」とかならないような、きちっとしたルール化をして、どなたが聞いても理解できるような

ルール性をきちっと設けるべきではないかと思います。今後私は、この共催・委託がすごく出

てくると思います。だから、50％負担団体であっても、やる行事によっては委託になったり、

共催になったりすることがあると思うのですよ。だから、その辺を見直しすると書いてありま

すので、支援等必要性を判断し、支援等行っていくというふうに言っていますので、それがど

の団体が申し出たときに、「こういうことです」と、きちっと納得のできる、説明できるルール

化を、きちっとすべきではないかというふうに思います。 

○委員長（及川 保君）  要するに、この部分で町民が使い分けをしていくのだろうと。だか
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ら、町としてきちっとルール化したほうがいいのではないかと。 

○委員（吉田和子君） ルール化というか、誰が聞いても、それなら共催ですねとか、委託で

すねと納得できるようなものを、きちっとつくっておくべきだというふうに思います。支援を

行ってほしいのだけれど、ただそれが納得できないと。 

○委員長（及川 保君）  わかりました。これは町長の裁量ですから、表になって出てくるか

どうかわかりませんけれど、いずれにしても町側にきちっと伝えておく必要があると思います。 

 ほかございませんか。本間委員どうぞ。 

○委員（本間広朗君） 先般の地域説明会で、また少し意見があったのですけれど。町内会か

らの意見で、町補完する団体であるから、できるだけいろいろな施設利用したりするのは、減

免だとかしてほしいという。それから、減免だとか 50％にするのはあれなので、金額的には少

ないですけれど、いろいろ町とも携わってきた、いろいろ協力してやっている団体なので、で

きるだけそういうことは避けてほしいというような意見はありました。  

○委員長（及川 保君）  なるほど。それもまた理解できるのですけれど。町ができない部分

をやってくれているわけですからね。わかりました。 

 近藤副委員長どうぞ。  

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。私も長い間町内会に携わっているのですけれど、やは

り今、ここではこれだけ財政が厳しくなったら、どうしても利用料は払わざるを得ないなとい

うのは、大方の意見なのですよ。それで、例えば公民館などは部屋を借りても、１時間、半分

だと 100 円ぐらいなのですよ。暖房料を入れても 150 円とかそのぐらいで、会議をやったらせ

いぜい２時間で終わりますし、毎月はないのですよ。せいぜい２カ月に１回とかというオーダ

ーなので、私達の関係では、このことに関しては、範囲まで意見出たのですけれど、あまりこ

れに状況を見れば、やむを得ないという気がしております。ただ私、後半のほうの例の団体で、

いろいろなサークル団体が今まで 50％が今度 25％免除だから、75％払うのですけれど、こうい

う人達は本当に趣味でやっている団体なのですよ。これこそ全額取ってもいいなというふうに

私は思っているのですよ。今は趣味だけれど、昔は道楽と言ったのですよ。本当ですよ。道楽

は全部自分のお金を払ってやったのだから、そのぐらいのことでいいのかなと思っていますけ

れど、75％払うからいいのかなという気はしていますけれど。以上です。  

○委員長（及川 保君）  はい。どうですか、出尽くしましたか。よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  そうであれば、担当者を呼んでいただけますか。 

○事務局長（上坊寺博之君）  一ついいですか。  

○委員長（及川 保君） 局長。  

○事務局長（上坊寺博之君）  プールだけが団体有料化するということになれば、ほかの体育

施設だとか、そういう部分との整合性が取れなくなりますよね。その辺の議論はいるのではな

いかなという気がしていますけれど。  

○委員長（及川 保君） 本当だ。そのとおりだ。プールだけではないですから。  
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 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 私も前提としては、基本的にはそうだと思いますよ。そういう部分を、

そういう施設についてもそれを前提として、特にプールはとか、もしやるのであれば入れたほ

うがいいのではないですか。前提はみんなそうですよ。体育館だってきちっとお金払えばいい

のだから。30 円や 40 円なのだから。  

○委員長（及川 保君） 現にもうみんな払っているのですよね。  

○事務局長（上坊寺博之君）  無料なのです。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長どうぞ。  

○副委員長（近藤 守君） 自分のところ言ってあれなのですけれど、公民館は、人数ではな

いのですよ。一部屋なのですよ。時間であれしているのですよ。だから特別に何百人も入るわ

けではないので、いいのかなという気はしていますけれど。  

○委員長（及川 保君） 特別にプールという話になりますか。違いますよね。 

 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 私、プールに関してはそういうふうに言ったのですけれど、私達現場

を知らなかったということで、グループがどういった目的で、どういうふうにやっているのか

ということを、だから、これはすべてに通用することだと思います。子供だから全部無料とか、

子供の団体だから無料ということではなくて、どういったことで、これは有料にしても問題な

いのではないかとか、そういった縦分けがきちっとできるような、みんなが聞いても納得でき

る理由づけがない限りは、料金を取るということも必要ではないかなというふうに思うのです

よ。だから、そういう基本的なものを持って、グループというか、子供達の利用のあり方を見

直すということになると、これはすべての施設になると思います。 

○委員長（及川 保君） そうだよね。すべての施設で通じますよね。例えば子供の今、無料

にしているところを、きちっと 50 円でも 10 円でも取りなさいということでよろしいですよね。  

 前田委員。  

○委員（前田博之君） 私はそれでいいと思います。ただ、例を挙げると、これはいろいろあ

るのですよ。ふれあい広場で、スポーツ少年団がサッカーなどやっているのですよ。そうした

ら、雨など降ってきたらどこへ行くといったら、その中央生活館を貸してくださいと言ってく

るのですって。何も予約しないで。そういう、変な話、無料だとか空いていればいくらでも使

えると思うから、無計画でもその場その場でやってしまうのですよ。そうすると、お金を 100

円でも払っているとなれば、やはり意識直りますし、先ほど近藤副委員長がおっしゃったよう

に、文化の面もそうだけれど、スポーツの面も自分達でやるものは、教育とか特殊な障がいと

かそういう部分以外は、私はやはり 100 円でも 10 円でも払うべきだと思います。そうすれば、

施設も大事にするのです。 

○委員長（及川 保君） そうですね。理解しました。それでは、あとほかに議論しておくべ

きこととかありますか。全施設。よろしいですね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（及川 保君）  これで終わりました。  

○事務局長（上坊寺博之君）  施設の利用度を上げる努力をすると。要するに、利用してもら

うのも施設だから、利用量を上げる努力をしなさいと。町内と町外の利用者の差別化を図る。

それと年齢の問題。子供の料金。今も出ていますよね。体育協会の運営。このぐらいかなと思

うのですが。あとは回数券などいろいろ出ていますけれど、これかなと思います。要するに、

今の大体の方針でおおむねいいだろうということですよね。  

○委員長（及川 保君）  そうです。暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ５時４５分  

                                         

再開 午後 ５時４７分  

○委員長（及川 保君）  それでは、時間もかなり過ぎておりますので、休憩を閉じて委員会

を再開いたします。 

 両課長おいで願いました。大変遅い時間でございますけれど、今回の所管事務調査でござい

ます、使用料・手数料の見直しについて、最終の委員会を実は今、開いておりました。ここで

この前２回の委員会の中で、トータル３回実施した中で、議論をしてまいりました。町民の意

見も伺った状況の中で、今、実はまとめ上げようとしているのでございます。そこで、この中

で議論された中身をぜひ、経営企画課長、そして社会教育課長に、この出された部分について、

ぜひお聞きいただいて、その中でできるもの、できないものあろうかと思います。しかし、今、

定例会６月会議に当然条例案が出されるということでありますので、その部分を含めて、この、

またさらにこの所管事務調査の報告も実はするということになっておりますので、この部分に

ついて両課長にまずご報告を申し上げたほうがいいなということでございますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

 まずですね、使用料・手数料の見直しについての部分で、結構皆さんのほうから、また町民

の方の中からいろいろな意見が出た部分を、今まとめたのですが、大きく５点ほどあります。  

 まずですね、施設の利用度を上げることに最大限努力すべきだと。これはもともと私、改選

前の２年間の総務でまとめたものも実はあるのですが、そこにおいても実は、利用度を上げる

ことに努力してくださいという部分があるのですが、今回例えばプールのいろいろ出された中

でも、非常に利用度が上がらないと。この部分については、いろいろな条件はあるにしても、

その部分について最大限の努力はすべきだろうというのが、実は本委員会の結果でございます。

このことにぜひ努力をいただきたいということでございます。  

それと２つ目に、町内と町外の差別化というか、差別化という言葉自体はどうかなと思いま

すけれど、やはり町民と以外の方との差はきちっとつけるべきだろうと。これはそうしない限

り、どうも不公平感と言いますか、どうしても出てきてしまうなと。こういう意見が強く出さ

れてございます。ぜひそういう部分で考慮していただけますように、お願いしたいなというふ

うに思います。 

それから、これは今、案の中では 60 歳を 65 歳に年齢を引き上げるという案に、実はなって
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いるのでありますが、経営企画課長は先ほどの特別委員会の中でもおられましたから、ご理解

できるかなと思いますけれど。今、質疑の中でも、健康増進の部分であったと思いますけれど、

やはり年齢層を、高齢者だけに年齢を限定するようなことではなくて、きのうの委員会の中で

も出たのは、やはりもう少し若い世代の中から、そういう努力をしても町民の意識を高めてい

くためには、その部分については町も努力するべきではないかと。こういう観点からすると、

65 歳を逆に、現状は 60 歳ですよね。この部分については、逆におかしくないかと。やはり 60

歳で高齢者とかというのは別にしても、町民の 60 歳という年齢を 65 歳に引き上げるというこ

とは、どういうことなのだという、こういう意見が強く出されておりました。ただ、議長から

は、60 歳というのは高齢者になるのかと。こういうご意見もありましてね。この辺については、

大多数の委員の皆さんは、現状どおりの年齢で進められないのかという意見でございます。高

齢者という、この案の中にはそういう部分では載ってはいるのですけれど。そういう部分で、

いろいろ検討の余地がないのかどうか、よろしくお願いしたいと思います。 

それからもう一つはですね、これは町民の中から出されていた件なのですけれども、子供の

無料という、これは前議会の中でも出されている部分なのですけれども。しかしながら、こう

いう町の財政も厳しいという部分も考慮する中、町民に少しでも利用していただくために、さ

らには施設の利用という観点も含めて、無料というのはいかがかと。少しでも料金を。高額な

料金設定は、これは難しいと思いますけれど、多少なりとも料金を払って、その施設に対する

当然愛着も出てくるだろうし、親子ですよね、小さい子供だけ行くということはないかもしれ

ませんけれども、教育で使う部分と個人が使う部分を区分けした中で、全児童の無料化という

のはいかがかと。こういう意見が出されておりまして、きちっと区別できるルールをつくって

あげれば、可能ではないのかなという意見が強く出されております。これはまたあとでどうな

のかということもお聞かせいただきたいと思いますけれども。  

それからですね、きょうも出されていたのですけれど、指定管理者の部分なのです。体育協

会は今、町の指定管理者として、各教育施設の維持・管理含めて進めていただいているのです

けれども、どうもその、単に管理を受けているというだけにとどまっていないかと。当然自主

財源を確保していくということからすると、自分達の厳しい姿勢も当然必要だろうし、その施

設を預かる以上は、休館でその場をしのぐ、厳しい状況をしのぐのではなくて、例えば利用度

をいかに上げるかと、指定管理者となった以上は、委託を受けた以上は、やはりその施設の利

用度を上げて、料金を少しでもいただいて、自主財源を確保するぐらいの、こうすればたくさ

ん来てもらって、料金としてもきちっと確保できるというものが何かあってしかるべきではな

いかという意見が、実はまた、それも強く出されているのです。だから、指定管理者制度のあ

り方といいますか、この部分ももう少しきちっと整理して、施設の運営、施設がある以上は、

休館とかそのようなことで乗り切るのではなくて、逆の何か努力をもっとできないのかという

ことでございます。これもあとで意見があればありがたいなと思います。  

大体皆さん同じような意見なのですが、皆さんから何か。これもあったぞと。これも言って

おいたほうがいいのではないかということがありましたら、出していただきたいと思います。
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この料金改正についてです。  

前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） 高齢者の部分の年齢言いましたけれど、利用度を高めるために、個人

利用、普通利用券の 480 円もある程度手ごろな値段に考慮すべきではないかという意見。  

○委員長（及川 保君）  この金額の 480 円という設定がありますけれど、この部分を逆に少

しでも下げてあげて、利用度を上げる努力を。そのほうが町民にとってはいいはずなのですよ。

それができないから、こういう上がってきているのかもしれませんけれど。このことについて

も、強く意見が出されております。 

 もう一つは、前回の委員会の中でも課長に申し上げていますけれど、４万人の利用者の中で

３万人くらいが無料というのは、子供達が大半かもしれないですけれど、この部分があって今、

先ほどの子供も若干なりとも料金をきちっと徴収すべきではないかと。こういう意見が出され

ているわけですね。この程度ですね。  

 プールの休館についても、検討ではなくて、調査すると。こういう前回の課長の答弁があり

まして、その調査結果がまだ、多分この間のあれですから出ていないと思いますけれど、もし

その経過がわかれば、今、ここで報告ができるかどうか。できなければ、まだよろしいですけ

れども、いずれにしてもそういう意見が強く、休館でしのいでいくというのはいかがかという

意見が、実は出されております。これは毎回委員会の中で出ていますけれど。  

 それから減免制度ですね。この件について、これは議会がああしろ、こうしろということで

はないのですが、これは町長の裁量でできる部分ですから。ただ、大きく３つほどあります。  

 これ、ここで課長に申し上げていいのかどうか。減額・免除団体のルール化というの・・・。

きちっと、今ここで、例えば 50％になったり、25％になったり。ルール化、今、きちっとしま

したよね。そういう部分で、きちっとすべきだろうと。ただし、今、この免除の案からすると、

適正だな。なんだろうなという。これでは意見にならないですね。すいません。おおむねいい

だろうということだったのですよね。  

 この減免制度について、スポーツ団体、スポーツ少年団含めて、全額有料化とすべきだと。

ただ、個々にするのか、各団体にするのか、考慮する部分はあると思うのですけれど、これも

実は、スポーツ団体やサークル団体等の有料化。これはきちっとしたらどうかということです。  

それから最後の部分で出てくるのですが、団体に対する共催・委託補助という部分がありま

す。これ多分、町民は当然使い分けと言いますか、いろいろと工夫されると思うのですよ。そ

のときに、あそこに行けば無料だからとか、多分そういう使い分けが、今後出てくる可能性が

高いなということで、きちっとこの部分をルール化したほうがいいのではないかと。何らかの

説明ができる、例えば、何があっても、それが問題として出てこないような、きちっと、やは

りこうなのだよというルール化できるような。吉田委員、少しこれ説明していただけますか。  

○委員（吉田和子君） 減免・減額制度が、今まで無料が 50％負担、50％負担が 75％負担とい

うことになってくると、団体もそれぞれ、今後考えると思うのです。そうすると、共催・委託

という申請が、どんどん上がってくるようになると思うのです。そういったときに、ほかの団
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体が聞いても、あの団体は、「この行事は共催でいいね」、「仕方ないね」と思えるような、きち

っと説明ができる、ルール化的なようなものが必要。 

私がなぜそういうことを言うかというと、この減免・減額制度で、申請制度にして、きちっ

と縦分けしましたよね。私は、これはすごくよかったと思うのです。みんなどの団体について

も、中にはおかしいというのがあるかもしれないけれど、きちっとしたルール化を設けて、規

定を設けてやったということで、85％で、やり過ぎたのではないかというのが数的にはありま

すけれど、だけれど、今度は半額負担になりますから。でも、この規定を設けて、きちっと縦

分けができるようになったということは、すごくよかったと評価します。これを基本に、今後

も申請をきちっと受けたら、やってほしいということです。ただ、減免・減額に関しては、パ

ーセントが上がるのはしようがないだろうという、私達のある程度の結論なのです。ただ、こ

れから、なったことで、共催と委託が多くなるだろうと。それを割と今まで、私が聞いている

ときには、あれがなぜ後援制度でお金を取って、なぜ無料だという、いろいろ出てきますよね。

ですから規定を設けて、内容と、それからこういうことでということで、きちっと説明できる

ようなことがきちっとないと、これからお金かかるようなことになるので、かなりみんなが納

得できるような方法を取っていただきたいということです。 

○委員長（及川 保君）  理解できますか。できますね。 

 前田委員。先ほどのスポーツ少年団の意見についてお願いします。 

○委員（前田博之君） 減額・免除の中で、スポーツ施設、体育施設を利用するのに、スポー

ツ少年団とか、それぞれの免除団体で受けて、無料で、仮にプールの例で言えば、コースを使

ったり、施設使っていますよね。そういう部分でいけば、移動委員会でもみんな話していまし

たけれど、ルールとして料金取ってもいいよということなのです。それによって、閉館をしな

いで、負担しますよということなので、その辺を有料化すると。それはプールばかりではない

ですから。あくまでも文化施設、体育施設みんなをもとにして、そういうことですので。少し

でも料金を設定して、取るということです。取り方とかなんかは、また別として。そういうこ

とでいいのですよね。  

○委員長（及川 保君）  いいです。  

○委員（前田博之君） だから、プールの中で、スポーツ少年団で、なんだかスイミングクラ

ブというのが、週２回来るのだけれども、コースを取っているのだけれども、みんな無料なの

ですよ。スポーツ少年団ということで。そうではなくて、皆さんスポーツ少年団に入っていよ

うが何しようが、有料化しなさいということです。  

○委員長（及川 保君） 大体、以上の意見が出されておりまして、総務常任委員会としては、

今、報告した部分について、まとめようとしております。それぞれの今、すぐ返答できる部分

があるのかわかりませんけれども、いずれにしても、今、出された部分について、答弁を求め

たいと思います。何かあればね。  

高畠経営企画課長。 

○経営企画課長（高畠 章君） 大体、町民の方々が代表された考え方ということで、承りま
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した。最初に出ました、施設利用率を向上させる努力が必要。これは大前提だと思うのですよ。

この辺につきましては、本当に指定管理者でやっているスポーツ施設、これが主な対象となる

と思います。単なる貸し館業務については、なかなか難しい部分はあるかなと。施設を良好に

維持管理して、気持ちよく使ってもらう。そういう環境をつくることによって、利用率上がる

かもしれませんけれども、通常、「さあ、使ってください」とか言って、利用率向上とは、少し

難しいかなという部分ありますので、まずスポーツ施設、そういったものに大きなウエイトが

占める行為だと思います。 

 それから町内、町外利用者の部分ですけれども、ここについては今、私が述べたあとに、ま

た社会教育課長からもご意見伺いたいと思うのですけれども、町内、町外利用者、これらにつ

いては、これも現在設定しているものもあって、ないものも実はありますよね。それらの相対

的なルール化、それもしなくてはいけない部分もあるかなと考えております。  

 それから、高齢者の年齢の部分ですけれども、ここはやはり社会通念上、60 歳を高齢と書い

た場合、もしこれ全く枠を外してしまって、大人というくくりという部分での検討はあるかな

と思いますけれど、あくまで高齢者という言葉を使う限り、やはり年齢は社会通念上に上げた

ほうがよろしいかなと思います。  

 あと、子供料金の無料とか、そういうことにつきましては、子供料金のそもそも、前回の見

直しのときですね、このときは、やはり全部有料ということで最初言って、でも、子供はそれ

はおかしいだろうということの中で、子供料金を設定したという経過を、私は聞いてございま

す。その辺を踏まえた中で、行政側としては、検討させていただきたいなと思います。 

 あと、指定管理者の部分ですけれども、この部分についても当然指定管理者を導入するとい

うことの一つの意義が、ここの収益の向上と、利用率の向上。要するに、利用人数掛ける利用

料金イコール収益ですね。ここを持ち上げるということが、やはり大きなメリットとされてお

りますので、この辺のところも行政とともに指定管理者と協議して、利用率向上に向けるとい

うことは、これは当然のことかなと思っております。 

 それからですね、そういったことも踏まえて、冬期のプールなどの閉鎖、これはプールに限

らず、結局は、維持・管理する財源がなくなれば、閉めてしまうしかなくなってしまうわけで

すから、これはすべてについて利用率を上げる、それ相当の収益を上げる、これは減免の部分

も響いてくることですけれども、そういうことは、最低限の維持管理費を確保する努力、これ

は絶対、永遠にその施設を開館して使う限り必要なことですので、そういう努力は常にしてい

かなくてはいけないと考えております。  

 それと、減免制度ですけれども、最初委員長がおっしゃった、おおむねうちのほうが出した

たたき台、それについては了承していただけるということで考えてよろしいのでしょうか。 

○委員長（及川 保君）  はい。  

○経営企画課長（高畠 章君） わかりました。そして、この制度の中おいても、従前全額免

除、それを引き続き全額免除するという中で、一番最後のほうで、「町が認める町内の小中学生

及び高校生で組織する団体が、団体本来の目的で利用するとき」と、入っていますよと。この
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部分を、いくらかでもお金取るように考えたらいかがですかということですね。これを全額免

除から 50％減額にすると。そういうような。 

○委員長（及川 保君）  率はどのくらいとか、出していません。  

○経営企画課長（高畠 章君） そうではなくて、いくらかでも取る。例えば個人料金の設定

の中、減免措置ではなくて、個人料金の設定の中でも考えてください、あるいは団体料金設定

の中でも考えてくださいと。どちらかで考えてくださいということですね。 

○委員長（及川 保君）  これはプールの休館のことも絡んで実はありまして、なぜ休館にし

てまでやって、料金を取らない状況なのですかという、町民方の意見がありましてね。やはり、

頂くものはきちっと頂いて、利用してもらうということが、基本ではないですかと。やはり、

ある施設は、年間通して利用してもらうのが、本来の姿だろうという考え方でございます。 

○経営企画課長（高畠 章君） わかりました。  

○委員長（及川 保君）  前田委員。  

○委員（前田博之君） 今、減免の部分で、原則的に議会のほうでいいのですねと言ったので

すが、内容的なことは原則でいいのですけれど、あくまでも町長の裁量行為だから、前回 85％

が大分低下しているのだから、裁量行為なのだから、少しでも減免しない、今まで 50％だった

よ。仮に 50％が 25％になったのだけれど、なるべく少しでも料金収入に跳ね返るような裁量を

しなさいよという言い方ですよ。ですよね。  

○委員長（及川 保君）  そうですね。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） ⑤の「町が認める町内の小中学校及び高校生で組織する団体が、団体

本来の目的で使用するとき」とありますよね。これは、本当にシビアな面がたくさんあると思

うのです。本当に目的、どういう団体なのかということをきちっと私達も、プールの関係者の

話を聞いてから初めてわかったのですけれど、やはり現場をきちっと見ていなかったなという

ふうに思ったのですが、先ほど言ったように、町外の方が含まれていたりだとか、いろいろな

ことがあると思うのです。それをきちっと見て、本当にこの団体が純粋な教育面のほうが多い

とか、それから本当に健康管理だとか、それを縦分けして料金を取ることも考えたほうがいい

のではないか。先ほど課長がおっしゃったように、財政が厳しくなったらその施設は閉めなく

てはならなくなるかもしれない。プールのところで出たのですけれども、料金を 17 年度に上げ

たと。利用量が減ったと。そうしたら、また利用料上げると。そしてプールは閉めなければな

らなくなったと。何かすごく逆行しているような気がするのです。料金を下げたら、もっと利

用率がふえるのではないかと。そうしたら、利用率がふえたら、閉館しなくてもいいのではな

いかと。そういうふうに、私達はどちらかというと考えたのです。そのためには、もしかした

ら、スポーツ団体でもお金を取ってやっている団体もあると聞いたものですから、そうであれ

ば、利用料も少し頂いて、４万何千人のうち３万人が無料ということも、もう少し考えていっ

たら、冬休まないで、コストも少し負担してもらって持続をできる、年間通じてやれるような

方法に持って行ってほしいという思いがあるのです。これはプールだけではなくて、ほかの施

設もそうだと思うのですけれど、その辺の団体の対応の仕方がすごく難しいでしょうけれども、
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もう少しじっくりその団体を見て、判断をしてもらいたいなというふうに思うのですけれども。 

○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） 続き、最後一言。  

 団体に対する補助だとか委託だとか、共催。そこのルール化をきちっとしてくださいと。こ

れは本当にそのとおりだと思います。ここは今、例えば、教育委員会の共催をお願いしますと

いったときは決裁行為で、一定のルールの中でやって、町長部局のほうで共催してくださいと。

それは決裁行為で、総務課のほうでやるのですよね。そこのところのルール化、そこをピシッ

と明文化して、誰が見ても「そうだな」というようなルール化、これはしなくてはいけないの

かなと。今、単なる決裁行為で行っていますので、そこはしたいなと考えております。 

そういうことで、一応、皆さん方、とにかく維持管理のためのお金の捻出、そこの部分につ

いては、町民の負担が多少伴っても、そこはしっかり良好に管理して、期間閉鎖だとかないよ

うにしていただきたいと。そういうご意見だということで承りました。  

社会教育課長のほうから、次。 

○委員長（及川 保君）  前田委員どうぞ。  

○委員（前田博之君） 今、高齢者の年齢区分というのは、定義上仕方がないと言ったのです

けれど、そういう意見も出ています。だけれど、この委員会としては、逆に前にも聞いている

と思うのですが、60 歳から 62 歳にかかる人方の健康管理も大事だろうと。60 歳から 65 歳まで

の間。40 人ではなくて、その年齢の人が、それを今度上げてしまえば遠ざかるし、逆に、課長

が言うように定義にこだわるのであれば、言葉を変えて、単価が 200 円に上がるのはいいのだ

けれど、年齢を元の 60 歳に戻して、そこを高齢者ではなくて、何かの言葉にすれば、弾力的に

妥協する点がありますよね、ということです。ここをやったら 40 人の方、行かなくなりますよ。

私、絶対体験しているから。下がりますよ。下がるから、それを十分に議論してください。 

○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） 飯島でございます。実を言いますと、この間特別委員会の中

でもお話させていただきましたように、閉館の問題を含めて検討するという中で、今、地域住

民の方から、いろいろと意見をいただいております。今、半分の中間なのですけれど。私が今、

意見をいただいているというのは、プールの関係者からは、代表者を含めて皆さんから意見を

いただいております。それは三百数十名の代表の方ですので、その方は、とにかく反対という

ことが、まず一つあります。なおかつ、料金を取ってでも開けていただきたいという、切実な

思いがございます。それと並行するように、プールを利用していない町民の方の３分の２の方

が、同じように反対という意見がございます。３分の１の方は、町がこんなに財政が苦しいの

だったら、やむを得ないでしょうと。ただ、閉館をする思いがあれば、閉館を最後にしていた

だきたいと。というのは、もう少し努力をする必要があるのではないかと。先ほどの入館の部

分、利用促進を高める、料金無料の人達がそんなにいるのなら、上げてもいいのではないかと。

そういう意見がいろいろとございました。これはまだ、今後６月中を含めまして、いろいろと

我々スタッフが各住民の、利用していない人達の意見も聞いた上で、最終的に閉館の検討をど
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うするかということで、考えていきたいと思っています。 

そんな中で、子供の無料、いかがなものかということで、少しでも料金を払って施設を利用

するべきと、先ほどお話ありましたけれど、ごもっともな意見が大変多いわけです。この辺の

ところは考慮の中に、もし閉館しないで継続するというのであれば、ここを変えて、いくらか

でも行財政改革プログラムに載った金額を、これだけ効果としてあるよという金額を、いくら

かでもこれで縮小できるといいのですが。そういう部分で考えて、どこで折り合いをつけるか

は、今、他市町村の２万人規模、または、胆振管内の料金、そして、全道の主な市町村のプー

ルの料金も検討しております。その中で若干ではありますが、白老町、少なく設定されており

ます。先ほど少しお話出ておりました 60 歳から 65 歳に上げると。現在、65 歳でやっていると

ころが大半でございます。ただ、60 歳も中にはあります。そしてなおかつ、大人の部分では、

若干ではありますが、白老の部分は、59 歳までの人の入っている料金は、高いのかなと思って

いますけれど。これにつきましては、指定管理者制度を設けていますので、その中での運用と

いうのですか、それで整理できるのかなという思いもしておりました。ですからそれは、お互

いの議論の中でやっていけばいいかなと。ただ、小学生、幼児も含めて現在２万 5,000 人入っ

ています。そのほかに学校で使っているのが何千人。小中学校の授業で使っているのが何千人

とか入っています。合計で３万人いるわけなのですけれども、いかにどう設定するかという部

分も含めて、これは今後の議論なのですけれども、そのときには他市町村の動向、料金の部分

を含めながら検討していきたいなと、思っておりました。 

 町内外の格差をつけるべきだということで、千歳市が既につけております。うちで、他の施

設 1.5 割り増しという料金設定ありますけれど、千歳のプールも 1.5 割り増しで料金設定して

おります。ただ、1.5 割増しにすると、１回当たり入るのに 480 円するのが七百数十円になる

わけです。大人のよそから来た人が、それだけの金額でという部分が少しあります。その部分

は、少し検討しないとならないかなと思っております。  

 また、60 歳から 64 歳まで。先ほど皆さんの意見の中で、ぜひ年齢については現状のままで

の検討を進めて、考えてほしいというお話がございました。これについては、激変緩和の部分

もありまして、20％で何かここまで延びるとなると、350％ぐらいいくものですから、その辺の、

もしするということであれば、途中の段階的な引き上げということも、検討していかなければ

ならないのかなと思っております。ただそれにつきましても、今、定例会６月会議で、どのよ

うにプールの部分も含めて議案としてということで、課長さんともいろいろと打ち合わせしな

がら進んでおります。そのような中では、皆さんのこの意見をいただいて、６月会議には間に

合わないと言ったら怒られますね。閉館の検討の問題と含めて、両方やっていかなければなら

ないという一つの思いがあるものですから、そういう部分では、すぐ結論が出せないのかなと

も、少し思っております。その辺のところはご理解いただきたいかなと思っております。やは

り４万 5,000 人使っているとなると、他の町どうなのだと言ったら、一つ、二つ聞いている部

分では、白老、利用率は高いほうかなと思っております。４万 5,000 人、１人当たりの単価で

割ると、今までの収入部分ありますから、それを引いてやると、644 円１人当たりかかってい
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るという状況になります。よそでは 2,000 円近くかかっているところもございます。そういう

部分では、小さい２万 900 人の町が倍以上の利用をしているという部分では、逆に「白老さん

そんなに利用があるのですか」という言い方もされております。 

 最後になりますけれど、スポーツ少年団体の有料化について、体育施設すべて含めての、無

料で使っている部分についての検討と。これは本当にプールだけではなくて、他の施設も含め

て、料金の検討はしないとならないと思っていますけれど、今、差し当たっては、広報に載せ

させていただきましたプールの問題が、やはり町民からも数多くの電話等も受けております。

その中で、どのように閉館の検討と含めまして進んでいくかということを、今、いろいろとや

っておりますので、その辺のところはもう少し時間をかけさせていただ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）  ありがとうございます。前議会の中での整合性を計らなければいけ

ない部分が起こりまして、非常に対応にご苦労されると思いますけれど、こういう町の状況も

踏まえた中で、私達議会の中で議論されたものを両課長にお話をいたしまして、すべてがこう

だというふうには今、ご返事がありましたけれど、なりませんけれど、ぜひ町民が求める、大

半が求める形を、ぜひ取っていただきまして、何とかこの難局を乗り切っていきたいなという

ふうに思っておりますので、ぜひよろしくお願いをしたいと思います。本日は忙しいところあ

りがとうございました。  

 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 確認だけさせていただきます。今、飯島課長の話を聞いたら、プール

の閉館とプールの利用料と、抱き合わせでやっていくという考えを持っているから、もしかし

たら、それだけは抜かれて、使用料・手数料の関係の、条例の改正が出る可能性があるという

ことですか。その辺。  

○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） 今ですね、プールの冬期閉館、子供料金の有料化だとか、そ

ういったこと。町外団体の利用者の料金設定だとかいろいろありましたよね。それというのは、

やはり、ほかの施設にも影響してくることもございまして、その辺の整理やなんかも伴います

と、かなり今回の６月会議の中に、全庁統一的な見解を示してあげるのは、今、伺ったところ

では、難しいのかなという感じはしておりますが、検討していく中で、もう日にちもないので

すが、早急にその辺、結論を出して、可能性としてはあります。 

それで、私のほうからご確認させていただきたいのですけれど、学校施設開放と、それから

仙台藩の資料館入館料、この辺については、たたき台として私達のほうで出させていただいた

ものにつきましては、おおむねご了承いただけるということでよろしいでしょうか。  

それと、手数料のお話が何もなかったのですが、それもおおむねということで。 

わかりました。ありがとうございます。  

○委員長（及川 保君）  大変スポーツ関係に集中してしまったのですけれど、そういうこと

でございますので、理解願いたいと思います。 
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 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） やはり、大きな基本的なことですから、ここで一部だけ挙げるより、

今のスポーツの関係、対極的な形でやって、ある程度設定したほうが、町民の合意を得られる

と思うのですよね。そういうことを十分考慮していただきたいと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君）  吉田委員どうぞ。  

○委員（吉田和子君） 先ほど委員長からも言ったと思うのですけれど、前回は子供を無料に

すべきだということで無料にしたのに、今回また、有料にすべきだということなのですが、や

はりプール、先ほど課長がおっしゃったように、閉館ということはやはり避けていきたいとい

う思いの中から、私達現場をきちっと見ていなかったという反省も含めています。そういうこ

とでは、よく聞くと、ほとんどが無料で、３万人というのは少しショックな数でしたので、今

後そういうことも含めて、閉館をなくするための一つの手段として、またいろいろな施設のコ

ストを少しでも見出していくという意味で、そのように方向転換みたいになってしまいました

けれど、そういったことで、こちらのほうからもまた、了解していただければというふうに思

っております。 

○委員長（及川 保君）  皆さん、意見は出し尽くされましたね。  

 両課長、本当にお忙しいところ、また、遅くまで大変申しわけございません。ありがとうご

ざいました。  

 暫時休憩いたします。  

休憩 午後 ６時３１分  

                                         

再開 午後 ６時３２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。  

 皆さんの出された、議論されたことが、今、町のほうに伝えましたので、何とか私達もこの

部分について議会の中で報告していくということでよろしいですよね。  

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君）  今の話し合われた部分について報告するということで、確認をした

いと思います。そのまとめは、そういうことで私どもにお任せいただければと思います。  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君）  それでは長々と長時間にわたってご協力を頂きました。本当に皆さ

んに感謝を申し上げて、閉会といたします。ありがとうございました。  

（午後６時３３分） 


