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◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君）  開催にあたりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと思います。 

 本日は総務文教常任委員会の所管事務調査を町内の地域に移動して開催するものでございま

す。町民の方も今、みえられておりますけども、傍聴参加いただきましたことを、議会を代表

しまして感謝を申し上げたいと思います。 

 白老町議会は議会改革の一環として、移動常任委員会を実施してまいりました。この制度は、

町民の皆様に少しでも議会への親しみと関心を持っていただこうと、こういう意味合いも含め

て地域に出て委員会を開催するものでございます。普段は役場の庁舎の中で議論をしておるわ

けでありますけども、いろいろな数多くの案件がある中で、町民の皆様に直接大きく関係のあ

ります案件もあるわけでございまして、そういう特に町民の皆さんにきちんとお話を聞こうと、

こういう問題が出た場合にですね、きょうのような形で地域に出て常任委員会を開催すると、

こういう制度を設置したわけであります。制度化したのが平成 11 年でございますから、もう足

かけ９年という状況の中で実施してまいりました。最近、忙殺しておりまして、３年ほど開催

されておられなかったのですけれども、今まちの財政が非常に厳しい中での状況もありますし、

今回、議論しようとしております使用料・手数料の改正の問題、これは非常に直接町民の皆さ

んにかかわる大きな案件であると、こういう判断をしまして、この度、きのう、きょう、この

２日間にわたって地域に出まして移動常任委員会を開催することになったわけでございます。 

 本日の会議は使用料・手数料の中の減額・減免の見直し。きのうは使用料・手数料の料金改

正、こういう議題で議論したわけでありますけれども、きょうは減額・減免制度の見直しにつ

いての審議でございます。本日の会議の進め方でございますけれども、冒頭、委員会開会後 30

分程度町側の説明をお願いしたいと思います。そして、その後、１時間くらいにわたって実質

の審議に入りたいと思います。これを１時間程度議論しまして、本日、傍聴においでいただい

ています町民の皆様からのご意見をぜひお伺いしたいと、こういう時間を実は 30 分ほど設けて

おります。昨日は、実はかなりオーバーいたしまして、本当に中身の濃い、非常に有意義な１

日であったなと考えております。本日はどうぞ最後までですね、傍聴を望みますことをお願い

申し上げまして、また、町側の説明員の担当職員の皆様には夜間本当に、普段であれば、日中

やれば特に問題はないのですけれども、夜間ということでご足労かけましたことに、また、ご

協力いただきましたことに感謝を申し上げまして一言、委員長のごあいさつとさせていただき

ます。ありがとうございました。 

それでは、ただいまから総務文教常任委員会を開催いたします。 

（午後 ６時０２分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 先ほどお話しましたように、町側から 30 分程度、き ょうの議題であ

ります減額・免除制度の見直しについて説明を求めたいと思います。よろしくお願いします。 

 前田委員どうぞ。 



 3 

○委員（前田博之君） きのうは萩野で移動常任委員会でやりましたけど、きょう、冒頭で斎

藤委員からお話がありましたけれども、きょう、使用料・手数料の中で減額・免除の関係をや

ります。それで、資料を見ますと、町民活動団体はほとんど社会教育関係・文化団体・体育協

会等々の部分が占めております。その中において、他の所管に関する所管の課であれば別です

けども、総務文教常任委員会の所管には教育委員会は入っているはずなのですよ。それの担当

課長以下来ていないということは、この内容は結局ですね、やっぱり資料の数字等を求めて議

論しなければいけないと思うのですけども、この辺きょう出席されていないということは、き

のうに引き続きですね、この辺どうなっているのか。非常に議会軽視ではないかと思いますよ。 

○委員長（及川 保君） 私のほうからお答えいたします。一昨日の会議の中でも議論しまし

たけどもね、そういう形で関係ある課の職員をきちんと呼ぼうと、こういう話し合いにはなっ

たのですけども、一昨日の話で、あす、あさってのことになってしまったわけですね。あのと

きにおことわりもしたのですけども、出て来られるか、来られないかわからないけれども要請

はしようと。こういう中できのう、きょうと開催することになったのですけれども。教育委員

会はこの２日間、ちょっと日程が取れないということできのうも実はおことわりを私がしたは

ずなのですよね。そういうことできのうも確認したように、また今後、５月 19 日か 21 日とい

うことになっていますけれどもね、ここできちんと話を聞こうと、こういう形にしたいと思い

ます。こういうことで前田委員、ご了承願いたいと思います。 

斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） ただいまの件ね、一昨日申し入れて、都合が悪いと言われて、そのま

まになったのか。きのう、あれだけの話が一応あったし、かかわりも一応あったわけで、今朝

の段階で申し入れはあったのか、なかったのか。 

○委員長（及川 保君） 局長。 

○事務局長（上坊寺博之君） それは、私のほうから状況は伝えております。ただし、先に組

んでしまった日程がございますのでね、別な日をこちらでも組む予定をしているということで、

そのときには出ていただけるというお話はさせてもらっています。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員どうぞ。 

○委員（斎藤征信君） もし、そういう話が伝わっていて、やりくりができないほどの何かが

あったのかどうなのかね。もしそうでなければ、本当に軽視しているのかと、そういうふうに

思わざるを得ないのですよね。やはり、出てきて一緒に話をしてほしかったなというふうには

思うのですが、それが、どうしても都合悪いというのだったら、それはやむを得ませんけど。 

○委員長（及川 保君） 今、２人の委員からお話がございました。正副委員長に、この件に

ついてね、きちんとお任せいただきたいなというふうに思います。この後の委員会の中できち

んと対応するような形で進めてまいりたいと思いますのでご理解をお願いしたいと思います。 

前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 理解しますけども、逆に教育長から主査まですべて同じ仕事に行って

いるわけではないと思うのですよ。どなたか出られると思います。それと、広報で移動常任委
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員会ということで・・・。 

○委員長（及川 保君） 前田委員ね、言葉を遮るわけではないのですけれども、主査とかそ

ういうことになってしまうと、説明員というのは非常に責任が、どうしても持てないという、

こういう形で課長をきちんと押さえる状況ならわかるのですけども。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 身内の議論はあまり・・・。今の及川委員長の話も、そうしたらきの

う、行革の関係はまるっきり来ていないし、きょうだって、財政担当の課長はみえていないで

すよ。主査ですよ。出られないから主査が来ているとかね、そういう対応をしているはずなの

ですよ。原則は課長とか理事者が出る筋だと思いますよ。最近どうもね、そういう部分が乱れ

ているのかと思うのですよ。もっとやっぱり議会という部分に対して、その辺は委員長等から

も、きのうのきょうですから、はっきり言ってもらわないとね。今、これだけ財政厳しいと言

いながらですね、皆さん来て激論しているのにですよ、どうも熱意が伝わってこないですよね。 

○委員長（及川 保君） はい、わかりました。皆さんの気持ちを十分拝聴した中で、対応を

きちんとしてまいりたいと思いますのでご理解をお願いしたいと思います。よろしいですね。 

 それでは、15 分が経過してしまったのですけども、町側の説明を求めたいと思います。経営

企画課高尾主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） きょう、都合で急遽課長から説明を任されましたので、ち

ょっと役不足なのですが私が説明させていただきます。それとあと、行革のほうで、使用料・

手数料ということで全体的な説明という部分、財政プログラムの一環ということでもあります

ので、行革の室長に来ていただいています。 

 それでは、説明をさせていただきたいと思います。まず、きのうときょう、重複する部分、

１ページ目は重複しますけれども、順次レジメに従いまして説明していきたいと思います。ま

ず、「平成 20 年度使用料・手数料等の見直しについて（案）」ということで、使用料・手数料の

見直しにつきましては、平成 17 年９月に料金改定及び減免規定の改正を行い、改 正のルールと

して、これらを３年ごとに見直しするということにしております。加えて、財政の厳しさもこ

れまでにない逼迫した状況にあるということで、ここで「財政再建の取組み骨子」となってお

りますけれども、議会の皆さんにお示ししているプログラム案の中でも対策項目の一つとしま

して、使用料・手数料の見直しというものを掲げております。今回の見直しにつきましては、

平成 17 年度における見直しの考え方を基本にしまして、前回見直し後の課題等の改善というこ

とと、受益者負担の原則を徹底するという観点から検討を行っております。 

 まず、第１章としまして、「前回（平成 17 年度）の見直しの概要」について説明します。平

成 17 年度の使用料・手数料等の見直しについては、受益者負担という原則の確立と町全体とし

てのルールの統一化ということを基本にしまして、算定方法の明確化、これを図りまして、原

価計算方式により料金改定を行うということで、それとともに、減額・免除制度について見直

しを図っております。これによりまして、基準の統一を図っているということになります。 

 「前回改定のポイント」という部分で、まず、使用料・手数料等の見直しにつきましては、

「受益者負担の原則の徹底」という部分と「原価の基礎の明確化」、あと「性質別負担割合の設
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定」ですね。これは公費の負担の部分と、受益者負担してもらう部分の割合を設定しておりま

す。10％、50％、100％としております。④としまして、「施設利用時間区分の変更」というこ

とで、大きく午前・午後となっていたものを 1 時間当たり幾らというような形での料金設定に

変更しております。また、⑤番目としまして、「激変緩和措置」ということでおおむね 20％増

以内ということで、コスト計算に基づいて計算した場合、金額が例えば２倍とか３倍になる場

合であっても、原則料金の 20％以内に抑えるということです。 

 ２としまして、「減額・免除制度の見直し」。本日の話題になるのですけれども、減額・免除

の見直しにつきましては、１つ目としまして、「全施設の基準統一・明確化」。これまで基準が

各施設によってバラバラだったものを統一したと。それで明確化したということ。２つ目とし

まして、「減額・免除団体の認定・登録制度」を設けまして、こちらにつきましては、減額・免

除団体を登録することによって各施設の管理においても、この団体は免除団体なのだよという

ところを明らかにすると。それは皆さんにも公表して、町民の皆さんにも公表しているという

形になっております。 

 次、「前回改正の検証」というところですけども、前回の見直しによりまして、平成 18 年度

決算においては、改正前の平成 16 年度決算と比較しまして、これは 17 年度途中で料金改定を

したということで 18 年と 16 年の比較ですけども、約 630 万円の増収となりました。630 万円

の増収となっていますけれども、公共施設の維持管理経費に対する収入の割合は依然として低

い状況にあります。要因としましては、先ほど説明しました、激変緩和措置という部分と、あ

と、個人利用の多いスポーツ施設を除いた部分での算定では、施設等利用団体の約 85％が減

額・免除の対象となっているということが挙げられます。 

 それでは、続きまして２ページなのですけども、本日の主題であります「減額・免除制度に

ついて」ということで説明していきます。１つ目ですが、「減額・免除制度見直し（平成 17 年

度）の概要」について説明します。平成 17 年度の減額・免除制度の見直しでは、地区会館など

の利用のほとんどがそれまで実質的に無料になっていたりですね、さらに各施設間において、

減額・免除の規定が統一されていないということで制度自体がわかりにくく、より一層公平性、

公正性を確保するという観点から「受益者負担の原則の徹底」と「基準の統一」という２つの

基本的な考え方に基づき、減額・免除制度について見直ししています。その内容につきまして

は、従来、社会福祉や住民自治活動など活動を対象にしていたもの、活動を対象に減額・免除

制度をしてきたのですけども、これを、団体または個人を対象にするということに改めており

ます。かつ、その団体の本来の活動を行う場合に限って減額・免除対象団体というふうな認定

の仕方をしております。また、有料・減額・免除の判断を各施設で統一的に行えるよう、町民

活動団体等の認定にあたっては、認定基準を作成しまして、申請に基づき認定します。それら

を一覧として公表していくという形になっております。 

 次、２番目「減額・免除制度再検討の必要性」。これは検証の部分に入ります。平成 17 年度

の見直しによって、受益者負担の考え方を明確にしたという部分と、基準を統一しまして団体

名を公表するということで、誰もがわかりやすく透明性のある制度となるなどの成果があった
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と。一方で、見直し後においても、地区会館などの施設を利用する団体の約８割がですね、減

額または免除の適用を受けている状況で、逆に有料として利用しているのは２割程度というこ

とで、そのことにつきましては、負担の公平性、公正性の観点、さらに自主財源を適正に確保

していく必要性から次のような問題点がありますということで３点ほどまとめております。 

 １つ目が、申請することによって、町民活動団体のほとんどが減額または免除の対象となり、

施設の維持管理に必要な収入が適正に確保されていない状況にあると。２つ目が、現行の施設

使用料は、原価計算による料金設定を原則としていますけども、土地だとか建物の減価償却費

などの経費に含めていないということと、さらに激変緩和措置を行っているということで、民

間施設と比較しますと一般的に料金が低額に設定されていることから、さらに減額・免除をす

ることによって受益者負担の原則が損なわれているおそれがあるということです。３つ目とし

ましては、減免を受けている団体の中には補助金を受けている団体もあるということで、２重

に補助を受けていることに等しいということで、ほかの全く受けていない団体だとか、個人に

とっては公平感が損なわれているということであります。以上のほか、各種団体の自主性や自

立性をより一層促進する観点からも、減額・免除制度の見直しについて再検討する必要がある

ということになっています。 

 ３ページに移っておりますけども、３番目「減額・免除制度の基本的な考え方」ということ

で、使用料を免除するということは、施設を維持管理していくための経費について、免除部分

については税金で賄っているということになります。また、減額・免除制度は、公費の支出は

伴っていませんけども、実質的にはそれらの対象団体への財政支援ということがいえます。こ

のため、受益者負担の原則をさらに徹底するという考え方や、公費支出の透明性を確保すると

いう２つの観点から、減免・減額制度の基本的な考え方について、次のとおり整理します。こ

れらの基本的な考え方ということで２つ整理しております。「減額・免除制度」については、あ

くまでも特例的な措置、例外的な特例的な措置ということであり、受益者負担の原則をさらに

徹底するために、真にやむを得ないものとして合理性のあるものに限って減免しますというこ

と。２つ目が公費支出の透明性を確保するため、これまで減額・免除の対象団体については、

共催、委託、補助などの方法により必要性を判断し、支援等を行うものとすると。２つ目につ

いては、透明性の確保ということで、公費支出の透明性の確保という部分になります。 

 ４つ目、「減額・免除制度の見直し方法」ですけども、減額・免除制度につきましては、受益

者に応分の負担をしてもらうという受益者負担の観点から、有料団体が２割以下という現状は、

本来の負担の公平性を損なわれているということで大幅な制度の見直しを図っていく必要があ

ります。しかし、平成 17 年度の見直し自体が、それまで各種施設を無料で利用していた団体の

多くが有料、あるいは半額ということになって大幅な見直しであったことと、さらに基本的な

考え方に沿って制度の見直しを行った場合には、町や学校が公用で利用するなどの場合以外は、

すべての施設利用が全額有料という考え方になりますので、これまで減額・免除制度を適用さ

れてきた多くの町民団体の皆さんにとって、実質的に急激な大幅値上げとなるということで、

今回は、段階的な見直しを実施することとしますということで考えております。 
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 それで、実際の見直しの内容ですけども、５番目、「減額・免除制度の見直し内容」ですけれ

ども、この段階的な見直しとしまして、原則として、全額免除だったものを５割免除、半額免

除、そして半額免除だったものを４分の１免除とするもので、詳細は以下のとおりです。これ

につきましては、５割の免除の人が半額免除、要は４分の１免除ということで 75％は料金を支

払っていただくということであります。 

 次に、具体的にですね、「現行の減免規定と見直し内容」ということで、順番に説明していき

ます。実際に規定、黒い太文字の①から⑪まで、この規定の文章自体につきましては前回と同

様であります。その中身について、全額免除から半額免除等ということで記載しております。 

 １つ目。まず、「町が主催または共催するとき」につきましては、全額免除のままということ

になります。これは、これまでの基準と同様の考え方でありまして、主に合理的な理由という

部分につきましては、町や町の設置する附属機関を有料とした場合につきましては、料金を支

払う者と徴収する者がいずれも町となり、収支はゼロとなるというもので、予算規模が膨らむ

というだけのことになってしまうという考えで免除するということになります。なお、共催の

部分についてですが、これは、住民生活・福祉の向上の観点から、本来行政が主催すべきもの、

またはそれと同等の事業と認められたものに限定するという考えであります。また、原則とし

て町が利用申請の手続きをするということで考えております。 

 ２つ目、「町内の各種団体が行政活動の協力目的等で施設を使用するとき」。この規定につき

ましては、団体を特にどの団体ということではなく規定しております。これにつきましても全

額免除のままということになります。それで、町などの行政機関による協力要請に基づく会議

などで施設を使用する場合、これは、行政活動に準ずるということで引き続き免除とします。

例えば、学校のＰＴＡや父母の会、普通学校で利用する場合はもともと免除という考えですけ

れども、公民館などで会議室を利用して会議などを行う場合は、行政への協力活動の一環とし

て考え免除とするというような内容になっています。この行政活動の協力目的かどうかを判断

するにあたりましては、町などの行政機関が発行した文書の提示を求めると。それでその文書

を持ってですね、管理者に申請をしに渡してですね、文書の提示をするということになります。 

 続きまして③番目、「当該施設の指定管理者が主催する事業に当該施設を使用するとき」。町

の委託による施設の管理運営団体が公共目的で主催する事業に使用するときは免除とします。

これは、指定管理者のことをいっているのです。町では、行政改革の一環として、地区会館な

ど施設の日常的な維持管理について、町内会等への委託化を推進してきています。これを引き

続き推進したいという政策的な意図がありまして、指定管理者については、引き続き全額免除

としたいという考えであります。 

 ④番目、「町内の保育園、幼稚園、小・中学校、高等学校、専門学校が正規の教育課程、また

はこれに準じた教育活動で使用するとき」ということで、これは、町立だけではなくて私立の

保育園、幼稚園、小・中学校、専門学校も含めまして、正規の教育課程やこれに準じた教育課

程に利用する場合は引き続き免除とします。ここで、正規の教育課程、またはこれに準じた教

育の目的という部分では、保育や教育機関から利用申請されるもので、幼児・児童・生徒のた
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めに保育・教育活動を行うための施設利用ということになります。町立の保育園、小・中学校

については料金を支払う者と徴収する者がいずれも実質的に町となるということで、先ほどの

①の部分と同じです。また、道立、私立であっても町と一体となって保育・教育活動を推進し

ているということで、町立と同様に減額免除とする考えであります。 

 次に⑤番目、「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使

用するとき」。こちらにつきましても全額免除のままということになります。こちらは青少年の

健全育成を図るためということで、④と先ほど説明した学校の部分との整合性を図るという必

要性から、スポーツ少年団や子どもの文化団体、要は同好会を含めてですね、そちらにつきま

しては引き続き免除とします。ただし、スポーツ団体で大人と一緒に活動している団体につい

ては、子どもの個人料金が免除になりまして、団体での活動以外で、個人で施設を使用する場

合は免除にはならないということで、今現在もそういう形で取り扱っています。こちらは、団

体からの申請で登録してもらって、団体名を公表するという形にしております。 

 次、「現行全額免除から 50％免除とするもの」ということで⑥ですけども、「町が認める行政

活動を補完する団体（自主的な団体は除く）が団体本来の目的で使用するとき」。全額免除から

50％免除ということです。国・道及び町から委嘱、依頼等を受けて不特定多数の町民の利益を

目的に活動する団体、これを行政を補完する団体ということで位置づけていますけれども、町

の機関等に準ずるものとして町が認めた団体が本来の活動として施設を利用する場合は半額免

除ということにします。該当する団体としては、資料に一覧ございますけれども、例としまし

て保護司会、町防犯協会、町消費者協会、交通安全協会などがありまして、今後、新たに行政

を補完する団体として位置づける場合は、個別に団体ごとに活動内容を検討して適否を判断し

ていくものとします。なお、町が認める行政補完団体については、こちらも公表しております。 

 次⑦番目、「町内会で町内会本来の目的で使用するとき」。こちらについても全額免除から半

額免除ということで考えております。町では、協働のまちづくりを推進するため、町内会連合

会を含む町内会の協力を得て様々な行政活動を行っております。町内会活動が行政活動を補完

する活動と位置づけて、⑤と同様に 50％の免除としますと。 

 次６ページになります。⑧「町が特に認める福祉関係団体及び専ら社会奉仕を目的に活動し

ている団体が団体本来の目的で使用するとき」。こちらも全額免除から 50％免除としておりま

す。福祉関係団体のうち、国や町が支援している団体が団体本来の活動を行う場合、こちらは

町が特に認める福祉関係団体という位置づけでございますけれども、こちらも 50％免除としま

す。ボランティア活動を行っている団体のうち、専ら社会奉仕を目的に活動している団体、こ

ちらにつきましても同様の役割ということで行政補完的な役割を担うということと考えまして

50％の免除とします。なお、これらの団体についても町民に公表します。 

 次、「50％免除から 25％免除とするもの」。これにつきましては、「町が後援、協力、協賛す

るとき」。こちらにつきましては、50％免除から 25％免除です。前回の見直しにおいて、主催

団体の自主性、自立性を一層促進する観点からおおむね全額免除としていたものを半額として

取り扱っています。それで、今回につきましては 25％免除ということで考えております。 
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 ⑩番目、「町が認める公共的団体及び町民活動団体（福祉関係団体、社会教育関係団体、まち

づくり活動団体）が団体本来の活動目的で利用するとき」。こちらにつきましても、これまで

50％免除としていたものを 25％免除ということで考えております。町以外の公共的なサービス

を担う団体で、町が行政的な見地から関与している団体、商工会、観光協会、こちらを公共的

団体としています。その他、福祉関係団体、社会教育関係団体、まちづくり活動団体、これら

は申請に基づき町が認める団体以外については、町民活動団体として位置づけています。これ

らの団体については、前回の見直しまではおおむね免除としてきたのですけれども、これも半

額ということで切り替えたもので、今回は 25％免除とするということで考えております。 

 次、「現行どおり全額免除または 50％免除とするもの」ということで、「町長または教育委員

会が特に必要と認める事由があるとき」ということで、これはちょっと不測の事態に備えてで

すね、規定として残しているものであります。ただし、想定外の事態に対応するためといいま

すけれども、これは災害だとかですね、本当にやむを得ない場合ということに限定したいとい

うことで考えています。 

 次６番目、「各種団体の支援等について」。次のページ、７ページなのですけれども。減額・

免除制度は、これまでも各種団体等への支援的な役割を果たしてきました。今後も施設の使用

料等は、使用する団体や町民が負担することを基本としますが、今回、免除団体を減額団体と

するという見直しを行うことに伴いまして、現在、共催・委託・補助などの方法がありますけ

れども、そちらのあり方について改めて検討し、各種団体等に対しましては必要性を判断し、

支援等を行っていくということとして考えております。 

 １つ目として、共催。共催事業については、住民生活・福祉の向上の観点から、本来行政が

主催すべきもの、またはそれらの同等の事業に限定するものとします。あまり広くとらえてし

まうと、免除規定を変えた意味がなくなってしまっても困るということで、限定してやりたい

ということであります。 

 ２つ目、委託。各種団体等が行う行政を補完する事業、これまで補助金等として支援してき

た事業につきましては、本来、町が行うべきものかどうかという部分がありまして、町が行う

べきものであるとすれば委託に該当するということで、そちらの部分も含めまして、もう一度、

再度、事業について検討していくということで考えております。 

 ③番目、補助ということで、補助金を出している団体、公共団体ですけども。必要性を判断

して支出をしている補助金、これまでの補助金を増額することは前提とはしていません。使用

料がふえるからといって、その分ふやすよということを前提としての考え方ではありませんが、

委員会の審査を経て補助金の交付を決定している「みんなの基金事業」というものがあります

けれども、こちらは補助対象経費に施設等の使用料を含めており、同事業に該当する場合は、

予算の範囲内で補助金として使用料分も含めて助成することとします。要するにですね、事業

費補助の部分については、その施設を使った事業を行うことによって、それは一介の事業とし

て行うとでますので、そういう場合は補助金の中の会計にも含めていいのではないかというこ

とで考えています。ただし、運営費補助についてはちょっと補助金でそういうものを含めると
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いうことはちょっと違うのかなというふうに今のところ考えております。 

 ７番目、「高齢者、障がい者、子どもへの配慮について」ということで、高齢者、障がい者、

子ども、子どもにつきましては学校関係での利用、新たな免除規定の③については除いていま

すが、個人で利用する場合については、これまでと同様に別途料金を設定するものとしますと。

これは、体育施設で特にありますので、こちらはそのままであります。 

 ８番「施設の設置目的に応じた個別事由について」ということで、基本的には、すべての施

設において同じ基準とすることが望ましいところですけども、それぞれの施設において設置目

的が異なることから、基準の統一化を図ることは難しいところです。よって、設置目的に照ら

して、真に合理性を持つ場合に限定し、それぞれ検討するということで考えております。これ

は、具体的に例を挙げますと、例えば生活館ですけれども、生活館自体はもともとウタリ関係

の施設という部分で補助金とかを受けた中で活動しています。ちょっと公民館だとかコミセン

とは違いまして、ウタリ協会が使う場合はやっぱり全額免除しなければならないのかなという

ことでよろしくお願いします。その部分とですね、あともう一つ、指定管理者のうちですね、

商工会の部分ですね。体育協会も含まれる、今後ちょっとまた検討していかなければならない

のですけれども。しらおい経済センターについては、産業経済施設としての位置づけというこ

とで、ちょっと広く、ほかの施設とは違うという部分で、あと、指定管理者でやっているとい

うことからも別の基準を設けるということで検討しています。 

 ９番目「町民活動団体等の認定について」ということで、先ほどもお話しましたように、町

民活動団体、小・中・高校生で組織団体や町が特に認める団体、町民活動団体もそうですけれ

ども、要は、申請に基づいて認定する部分としておりますけれども、すでに承認を受けている

団体については、原則として新たに申請等は行わず、継続して減額・免除団体とします。特別、

状況変わったという施設管理者のほうでそういう話があれば、もう一度ちょっと確認したいと

いうのはありますけども、基本的には変えられないと。そのまま継続していく考えであります。

あと、新たな団体の申請方法につきましては、おおむねすべての申請団体が現状、認定されて

いるという部分もありますので、できるだけ簡素なものとしまして、町民団体の負担の軽減を

図るものとして考えております。審査、認定につきましては、必要に応じて各主要団体から意

見を聞きまして、意見はあくまでも聞いて、町が認定するということで考えております。これ

までと同じように、認定された場合には、公表していくという考えであります。また、行政の

補完団体とか公共的団体、この認定につきましては、前回と同様、町が認定をしていくという

ことであります。 

 続きまして若干、資料編のほうで、きのうの資料で３ページ、４ページ。３ページですけれ

ども、これは公共施設の利用状況ということで、利用件数につきまして、免除団体・減額団体・

有料団体の件数と割合をお示ししております。こちらは先ほど言った、スポーツ団体を除く合

計、中段の部分ですけれども、こちらが大体ですね、利用割合の欄の有料団体、こちらが大体

15％程度になっているという状況です。 

 ４ページ目は、徴収額の金額。３ページは件数ですけれども、こちらは料金、金額の面から
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パーセントを出していまして、有料団体については 12.7％という割合になっています。 

 ９ページが減免見直し規定の新旧対照表になっています。規定だけを対照しております。 

 10 ページにつきましては、減免内容と減免見直しの効果額ということで、それぞれ今の減免

規定、若干違うところもあるのですが、内訳としまして、今ご説明した区分のままで見直しを

行いますと、一番右の欄 1,124 万 7,000 円、こちらが効果額として出ますよということです。 

 11 ページ以降は、各種区分ごとの団体名を記入しております。以上で説明を終わります。 

○委員長（及川 保君） 町側から使用料・手数料の見直しの中の減額・免除制度の見直しに

ついて、そしてきのうも若干説明があったのですが、資料編後段の部分の説明が行われました。 

 それでは、委員の皆さんの質疑をこれから実施していきたいと思います。このそれぞれの説

明のとおり、いつもの委員会どおりに挙手をして、名前を言って、質疑を行いたいと思います。 

斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。きのう、かなり論議をしまして、基本的な考え方について

もいろいろご答弁いただいているわけですけれども、原則的にルール化して統一しようという

考え方、その上に立って決められていくということは、よしとするものですけれども。考え方

としてわからない部分がやっぱり幾つかありますので、ちょっと教えていただきたいのですが。 

 ２ページのところに、各施設間において、減額・免除の規定が統一されていないため分かり

にくくなっているという言葉がありますよね。これは確かに、差があるのではないかという話

は聞いているのだけれども、具体的にそういうことがどんなふうに町のほうでは押さえられて

いるのかね。そういう面での混乱というものがあったのかどうなのかということが一つ。 

 それからもう一つは、補助金を受けながら減免の対象になっているという、それがいけない

よという話があったわけですけれども、実際に補助金というのはこの団体にいって、その団体

が施設を使うとか何とかで団体が支払いをするのだったら、重なっているかなという感じはす

るのですよね。だけども、その団体に補助金を出しながら、個人が使用するのに使うという場

合、そういうものというのはないのかどうなのかね。そういうときに免除になっているのか、

ならないのか。そういう細かな分析というのはされているのかどうなのか。そのあたり教えて

いただきたいなと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 高尾経営企画課主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君）  １つ目のですね、混乱があったのかどうかという部分です

けども、これは 17 年の改正以前の話でありますので、改正後につきましては混乱がなくなって、

皆さんがわかりやすい仕組みになったということで。それまでバラバラだったので、同じ活動

をして私が生活館を使うときは減免ではないのに、公民館使うときは減免だよだとか、経済セ

ンターのときは違うよとかという、町民からというか、利用者から見れば、同じような活動場

所として考えているのだけども、それぞれ施設が減免の規定が違うということがあったという

ことで 17 年度の見直しで整理したということです。 

 あと、２つ目なのですけれども、この答えがいいかどうかわからないですけれども、補助金

を受けている団体については二重の補助、二重の支援になるという、財政的な支援。減免自体
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も本当は、要は財政的な支援。お金の動きはないのですけれども、実際にはお金を払っている

ことと同じだという部分で、補助金という部分の実際のお金と減免という部分で二重で財政支

援になっているという考え方です。ただ、あくまでも団体の話なので、個人の利用という部分

では話が別で、個人利用について二重補助になっているということではありません。 

○委員長（及川 保君） 今の質問はそうではなくて、実態があるか、ないかの話ですから。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 実態としてはないと。 

○委員長（及川 保君） 斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） そうすると、17 年でルールを改定したということから、そういう混乱、

差があるという混乱はないと押さえているのだということでいいですね。わかりました。 

 それでもう一つ考え方として、きのうも話が出たのだけど納得、この表現というのは、揚げ

足を取るわけではないですけれども、表現としてどうなのだろうというふうな考え方なのです

が。２ページ、「民間施設と比較すると一般的には低額に設定されていること」というところが

あるのですよね。民間施設と同じであるわけがないのですよね。それが政治というものですか

らね。いくらかでも安くしようということで始まっていることですから、この「民間と比較す

ると」という言い方というのはものすごくおかしい話だなということ。 

 それから、「低額に設定されていることから」という言葉があるのだけども、これも低額が当

然当たり前な話で、「受益者負担の原則が損なわれる」ということなのだけども、この安くして

いるということが受益者負担の原則が損なわれるという物の見方というのはおかしいのではな

いかと。安くしているということが悪いことだみたいな、そんなふうに見えたらおかしい話で

ね。町民サービスとして、そうやって少しでも安く抑えることができたということは、町とし

ては、町政を預かる者としては胸を張って言っていいことではないのかと。俺たちは安くこう

やってみんなにサービスを提供しているのだと、こういうふうに胸を張るべきことなのがね、

こうやって読んでみると、何だかそうやったことが悪いことをしたみたいなね。使っていない

人に申しわけないという、きのうのそんなような口ぶりもありましたけどね。そんなものでは

ないのだろうという気がするのですね。ですから、少しでも安く仕上げていこうという考え方

が、この改定の中にどんなふうに、その辺の考え方はどうしているのだということをもう一回

そこの中で聞きたいと思うのですがね。 

○委員長（及川 保君） 高尾経営企画課主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 言葉の部分につきましては、料金を一応コスト計算で算定

しまして、その中でもコスト計算も建設費だとかは入っていないということで安く設定してい

て、金額自体が安いのに、さらに減額するということで、さらに加えて安くなっているという

ことで、さらに減額するということによってということの言い方で、受益者負担ということの

コスト計算によって、コストによって利用料金を設定しているのに、さらに免除すれば、もっ

ときつくなるというような言い回しで・・・。 

○委員長（及川 保君） 高尾主査。斎藤委員が言っているのはそうではなくて。今の説明は

前段でやっていますから、その考え方は十分わかるのです。つくった方の考え方は十分わかる。
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だけど、そういう質問ではないのです。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） それであくまでも、減免もそうですけれども、料金の見直

しというのが受益者負担、利用する人と利用しない人で、利用する部分について公平に使って

いただきましょうということで、コストもルールの中で算定してやっているという部分で、受

益者負担の原則がさらに損なわれるおそれがあるという言い方にしています。ですから、特に

安くしているから胸を張っていいとかそういう部分ではなくて、あくまでも、また話は元に戻

りますけれども、受益者負担の原則を基本にしているということにしかならないのです。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 補足させていただきますけれども、悪気があって書いたわ

けではないのですよ。そこは理解していただきたいと思うのですが。使っている人と、いわゆ

る利用している人と利用していない人。利用していない人からすれば、全額取ったっていいの

ではないかと、利用しているのだから。それで、脅威を受けているのだよという考え方が出て

きますよね。使っている人からすれば、私だって町に税金なり何なりを納めて、やっぱり使わ

せていただきたいよと、こういう感覚というは当然あると思うのですよ。その中で、それでは、

そのところの使っていない人と使っている人の、いわゆる考え方というかな、思いというもの

をやっぱりどこで算定して、どういうふうに組み立てるかと、こういうことの中でこういう表

現が出てきているということでご理解いただきたいなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私が言いたかったのは、利用するか、しないかと。これはつくったか

ら全員が利用するなんていうことはあり得ないわけだし、だけども、大方の人が必要があって

施設だとか、何かをつくるわけですよね。その中で１人でも多く使ってもらおうということで

やっているわけでね。だから、使わない人がいるから、使う人との差があるのだというのはね、

この考え方というのはやっぱりおかしいということ。 

 それでね、３ページの表現なんかを読んでいますとね、画一的な考え方というのがものすご

く色濃く出ているのですよね。だから、そこのところを原則的にきちんと線を引くのだという

こと、そのことでいうとね、今、財政難だからお金が欲しいのだということではわかるのだけ

どもね。やっぱり、そのもとになるね、それでは、使用する人、利用する人を１人でもふやし

ていこうということが、この統一性を強調すればするほどね、使う人をふやしていこうという

考え方というのが見えなくなっていくのではないかと。私はそこのところをもう一回言いたい

のでね。この表現をずっと何回も読んでみるのだけどね、やっぱり原則にすべてを当てはめて

いこうとしているのではないかと。そんなふうな気がして仕方がない。違いますか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） きのう、お話されていると思いますが、サービスの性質別

分類一覧というのがありますよね。ここである程度公共性の高いものだとか、私的の利用が高

いものということで４つの指標に分けて分類しているのですね。それに基づいて、それでは、

使わない人と使う人、ここまでの負担をお願いしますというのは基本的に４つの分類でやって
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いるわけですよ。その中で、こういう表現の中でバランスをとってですね、その部分で受益者

負担をお願いしますという言い方でございますので、そこのところと合わせて読んでいただけ

れば理解していただけるのかなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） きのう説明を受けました。私は、受益者負担の原理というのは、使わ

せていただくのだからお金を払って当然だろうなというふうには思います。ただ、原則的なこ

とを考えると、それでは公共施設というのは何なのかと。白老町に必要だからつくったのだと

思います。それを使う人、使わない人がいる。さっき斎藤委員が言ったことと同じだと思いま

す。それで、私は 17 年度に見直ししたときに、きょうは減額・免除制度のことなので、そのこ

とでちょっと伺いたいと思うのですが。透明性をきちんとするために各種団体に申請をしてい

ただいて、そしてそれを振り分けたと。そして減免・減額の割合を全部決めていったと。これ

をずっと読んでいて一番思うことは、８割方が減免だったと。減免でほとんど収入につながら

ないと。でも、いろいろな各種団体の活動を見ていったときに、判断したのは町側ですよね。

これは減免にすべきだと。活動を見たら、十分減免に値するというふうに判断したと思います。 

 それともう一つ。補助団体が、またね、減免されたことで二重にもらうというふうになって

いますけれども、補助金が減っている中で各種団体は努力していろいろなことをやっています

よね。これは、こっち側が出しなさいよと、減免にしますよと、だけど、そのやっている団体

によっては、町ができないこと、補完していることがたくさんありますよね。そういったこと

を考えたときに、収入が見えなかったからふやしますよということではなくて、その減免をす

るときに、なぜ、もうちょっと深く考えられなかったのかなと思うのです。３年たって８割が

ほとんど収入が見込めないと、だから、今度は 50％出してもらうようにしますよと。一方的な

言い方ですよ、減免しますよと。そして、今度はもう財政的に厳しいからやりますよというこ

との位置づけが矛盾があるような気が。だって、スッと入ってこないのです。各種団体の方、

私も何カ所かの団体に聞きました。今度お金かかるようなのだけど、仕方ないかなといいなが

らも、各行事を組むときに、やっぱりお金がかかるということで考えて工夫していますよ。こ

れはやったら、どれぐらいのお金がかかって、補助金も減らされているし、やれるだろうか、

どうやってやったらいいだろうかと悩んでいるのですよ。もちろん、悩んでもらっていいと思

うのです。自分たちの活動をどうするかと。だけど、この理由づけになると、あなた方いいで

すよと言って、今度は財政的に厳しくなったから 50％負担してもらいますよと言ったときに、

各種団体がそれに連なって来られるのかなと。最初に言っている激変緩和策をもって 20％とい

うものから上げない。それは諸手数料だけに当てはまるものなのか。各種団体のものには当て

はまらないものなのか。50％上がるということは 50％ですよね。20％の範囲内ではない。それ

に該当しないものなのか。別に考えるべきものなのか。その辺がどんなふうに整理されていく

のかなというふうに思うのですよ。 

 そして、やっぱり 500 万ぐらいずつ上乗せをしたいと言ったときに、それではなぜ、３年前

に見直ししたときに 630 万の上乗せがありましよね。その時点で、このときの３年後の見直し
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のときに、減免した団体をどのように判断して、基準にやっていくのかということまで考えら

れてしていたのかどうなのか。今、財政的に再生団体になりそうになったから急遽ね、これだ

けの収入を得なければならないから、その減免を見直すというふうになったのか。その辺の道

筋をきちんと団体に説明できるような状況ができてこないと、私は各種団体が、それでは、私

たちはもうこれは減らしていくとなると、行政側ができない町民へのサービス、いろいろな情

報の提供がストップしていったときに、誰が一番困るかといったら町民なのですよ。それは、

行政ができない部分も協働のまちづくりでやっている団体なのですよ、ほとんど。減免の団体

は。それをどう補完しているのかなというふうにちょっと思っているのですが。その辺どんな

ふうに基本的に考えられて、この見直しをされて、３年たって減免・減額の団体がこれだけ多

くなって。でも、それを認めたのも行政側であって。その辺の道筋をどういうふうにつけてい

くのかなとちょっと思ったのですけども。 

○委員長（及川 保君） 高尾経営企画課主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） こちらのほうでお話しますけども、通常の料金設定があり

まして、減免というのはあくまでも特例的な措置ですよと。この中にも書いていましたけれど

も、この 17 年度の見直し前にはほとんどが免除だったというところで、急激に変えればですね、

いや、本来は有料だろうということで全部減免という規定は使いたくないというところもある

のです。ただ、急激に料金が高くなる、今までほとんど免除で使っていたものが、お金をとる

ということはなかなか理解されにくいということがありまして、そういった形で申請を受けて、

委員おっしゃるようにですね、皆さん、それぞれの活動、町民のためにやっている活動がほと

んどなのですよね。それこそ健康だとか、生きがいづくりも含めますと、そういうことによっ

て特に高齢者なんかは外に出る機会もふえるという部分で考えると、全部が該当するのですよ、

確かに。それで、そういう部分で、あくまでも減免というのは、本来、施設の利用ということ

に関しては、町も行事やるときにはちゃんとお金を払ってやるべきという部分、実際にそうい

う町もあるのですけどね。例えば、慰霊祭だとかで講堂を使うというときにも、それはちゃん

と予算で措置して、その施設に対してはお金を払いますよというのが、本来はそういうのが原

則で。やっぱり施設の利用という部分と、それ以外の補助だとか委託だとか共催だとか、そう

いう部分については別個で考えるべきだというのが本音というか、その奥にあるのですよね。

それが実態です。 

○委員長（及川 保君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 各種団体が行事をやりますよね。それで、受益者負担の原則からいく

と、団体が利益を得るのではないのですよ。町民の生活を守るためにやっていることが多いの

ですよ。そうなると、何か行事を考えたときに、受益者負担ということは、それでは、そこに

来る人からお金を取らなければならないのだろうかと。各団体が行事をやるときにそうしたら、

誰も来なくなるだろうねと。そういう悩みになってくるのですよ、今度。だけど、受益者負担

の原則ということを徹底して言っていくと、それでは、そこに参加する人はそこで情報を得る

わけだから、利益を得るのだから、そういう人たちから今度もらって、その団体が行事をやる
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ときに、やりなさいよということになりかねないという気がするのです。たまたま、町の補完

するべきものを協働のまちづくりでやっていくことが、今度はそこに参加する町民に受益者負

担の原則ということを徹底してやっていくと、その人たちからお金を取るということになりま

せんか。そういう方法に変えざるを得ないような方向になるのではないかという気がするので

すけど、その辺まで考えられますか。 

○委員長（及川 保君） 高尾経営企画課主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 例として適切かどうかわかりませんけど、例えば体育協会

が減免ですよというときに、それでは、体育協会で主催事業をやりますと。そういう部分につ

いては、負担金を実際に取っている部分もありますね。だから、実際にはそのものというか、

内容にもよりますし、どこまでの範囲かによってもちょっと違うとは思うのですけれども。や

はり、受益者負担の原則という部分で考えると、それなりに取るものは取るということも出て

くるのかなというふうに認識しています。 

○委員長（及川 保君） 室長何か、この際。責任ある立場で。山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 団体がですね、事務をどうやって組み立てて、その事業を

どういうふうに自分たちで評価し、そして、参加者にその部分の負担を求めるかどうかという

話と、ここのところでの受益者負担を求めるというのは、ちょっと話が違うのかなというふう

に思います。それで、当然、事業の種類によっては、高尾主査が言いましたけれども、当然、

その団体の活動目的によっては、この部分の事業については当然、参加者を募りたいので、や

っぱり団体の活動としては無料にしたい、あるいは自分の団体の活動を知ってほしいのでこの

活動を理解していただくために無料にしますとか、いろいろな形があると思うのです。それは

団体の考え方、事業を組んだときの。そういう手法は、それぞれの団体でお考えになるべきこ

とかなというふうに思います。ただ、委員が言われているように、確かに各団体それぞれ頑張

ってですね、例えば健康なら健康をつくったことによって医療費がかからなくなるよとか、そ

れは非常に町のためには貢献していただいているものだと思いますし、また、こういうことを

やることによって、例えば閉じこもりなお年寄りが出て来てくれているというのは十分承知を

しております。ただ、そこはそれとしてですね、やはり団体、団体が考えながら進めていただ

きたいなというふうに思います。ですので、あくまでも利用する側の受益者負担というものは、

その中では高尾主査が言ったとおりだと。ただ、言われているのは、町が共催する部分につい

ては当然のことながら免除しますよという話はしておりますので、町と共催できる部分がある

とすればですね、その事業を組んだときにご相談していただきたいなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 皆さん、ほかないですか。前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 何点かお聞きします。一点としてですね、きのうもこの手数料の料金

の見直し、この資料について質問しましたけれども、明確な答弁いただけなかったので、それ

は後日の委員会で聞きますけど。これはですね、町長の決裁をもらって公に出ているはずなの

ですよ。そうすると、文言の言葉尻をつかむとかではなくて、今、議論されていますけど、こ

ういうの原則は何かといったら、はっきりちゃんと答えられるものがないと困るのですよ、見
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解が。課長の見解ではなくて、町の見解として。きのう聞いたけど、ちょっと足りなかったけ

ど。そういう部分をちゃんと整理をしていただきたいなと思います。表現を個々の職員が解釈

して答えて、それで議論する問題ではないと思いますよ。まずそれが一点。 

 それと、聞きますけれども、利用しない人、利用している人という議論になってくると、議

論は飛躍するけれども、それでは、これから問題になります病院だって使用している人として

いない人が出てくるのですよ。そういう観点から議論すると、非常にここに書いている文言が、

これから議場で議論するときに必要になってきますので、十分認識をしておいてほしいと思い

ますけど、その点はいかがかと。 

 それと、私は 17 年度はいませんでしたので基本的なことをお聞きしますけれども、きのう、

やった手数料料金の改定については、これは議会で議決を得る事項だと思います。きょう、や

っている減額・免除制度の見直しについての決定は町長の裁量行為だと思いますけれども、ま

ず、れについての答弁。 

 それとですね、まず１ページ目ありますけれども、きのう言ったことは省略します。前回で

すね、多分、僕の記憶では３年間で 2,000 万、見直ししたことによってアップすると聞いてい

るのですけど。正確にですね、前回いくらの見込みをしていて、今回、見直ししますけれども、

見込みの額と決算の差異はどれぐらいあったのかということをお聞きします。 

 それと、次５ページ。今回ですね、財政改革プログラムで 20 年度は途中からだから別にして、

21 年度は丸々で 2,500 万見ていますよね。この中で、今回見直しして現行の免除額から 50％を

免除するもの、そして、次の６ページの現行 50％免除から 25％免除にするもの。こういう中で

ですね、この項目でどれだけの収入をみているのか。それをお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 高尾経営企画課主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） １つ目と２つ目の質問につきましては、受益者負担の考え

方だとか、表現についてはもうちょっと相談してですね、きちんと整理したいというふうには

考えています。 

 ３つ目の減免の部分。きょう、やっている部分については、おっしゃるとおり条例改定から

入る規則改正ということになりますので、議決事項ではありません。町長の議決事項です。 

 ４つ目は、前回の見込み額の質問ですね。こちらは、資料編のですね、前回改正のときの話

でよろしいですか。 

○委員（前田博之君） 前回幾らで、見込み額でいくらというのだから、プラス幾ら、マイナ

ス幾らということでいいですよ。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 資料の１ページ目ですけれども、参考というところで右側

に数字が書かれているものがあると思います。それで、当初と言いましても実際には 17 年９月

に改正していますけれども、16 年のときから検証だとか数字を出していまして、そのときには

大体 1,900 万ぐらいあるのではないかという部分でしたけれども、実際、話を進めていく中で

減免規定が当初予定していなかったものがふえたりということで、結果的に 630 万ということ。 

○委員（前田博之君） 1,400 万予定したものが 600 万という意味ですか。 
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○経営企画課主査（高尾利弘君） そうです。合計では、下は町会計分ですけれども、上は指

定管理者。町会計分と、町会計以外分というのがありまして、町会計以外というのは指定管理

している部分ですとか、会計に直接出てこない部分を合わせまして、合計では一番右側の下か

ら２番目、枠外ですね、1,899 万 9,000 円となっていまして、合計では 630 万円しか実際には

ふえていないという形であります。 

○委員（前田博之君） そうしたら、630 万には指定管理者分も入っているのですか。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 入っています。 

○委員長（及川 保君） 前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 1,899 万 9,000 円、17 年度に見直して予定した見込み額が、きょうの

１ページの資料でいくと 630 万だから３分の１の収入しかなかったということでいいのですか。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 16 年と 18 年の差と、当初予定した、要は１年間分のデー

タですね。 

○委員長（及川 保君） 今のいいですか。ちょっときちんと整理して。前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 17 年度の決算合計 1,700 万のうち町分が 900 万。そうしたら、17 年度

に 1,700 万入ったという意味ですか、決算額が。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 17 年度につきましては９月からの見直しということで、18

年度決算 1,390 万に対して 1,714 万 3,900 円と。これは改正に係っている、ここに項目を挙げ

た部分で、そういった金額です。18 年度につきましては 2,026 万 4,000 円というのが決算額で

ありまして、この 16 年度から 18 年を差し引いた部分が 634 万という数字です。 

○委員長（及川 保君） 前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 私が聞いているのはですね、16 年度の決算ではなくて、17 年度に見直

ししているから、今 19 年が終わりますけど、17 年度、18 年度で見直しのときに多分３年間で、

各年度ごとではなく、使用料・手数料見直ししたときに、総額でこれだけ見込みますよと。そ

れに対してどれだけ入ったのかということです、決算です。仮に 18 年度にしますか。18 年度

に 2,000 万、合計で入っていますけれども、この 18 年度のときに、使用料・手数料見直しした

ときにいくら予定していたのですかということです。意味わかりますか。 

○委員長（及川 保君） 高尾主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 改正前と改正後とを比較しての１年間の増額分ということ

ですので、増額分が枠外、参考の欄に書いてある 1,899 万 9,000 円、これが１年間通した部分

での増額部分として予定していた部分です。 

○委員長（及川 保君） 前田博之委員。 

○委員（前田博之君） そうしたら 1,899 万 9,000 円が予定額で入ったのが・・・。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 16 年はまだ上がっていなくて、実際に取られている額なの

です。上がっていなくても使用料取っていますから。そして、18 年は上がったもので今度、使

用料を取っていますので、実質的に 18 年度と 16 年度を比べて、今回の改定によって上がった
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部分、ふえた部分をここの合計で出しているわけです。ですから当然、欄外のところは 1,899

万見込んでいたのだけども、比較して実質的にふえている部分は 634 万 9,000 円ですよと。で

すから、当初見込み額に対して３分の１しか収益がなかったですと、こういうことです。 

○委員（前田博之君） わかりました。 

○委員長（及川 保君） 高尾主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） もう一つ、最後に。前段の説明の中でありましたけれども、

こちらにつきましては 10 ページを見ていただきます。小さくて申しわけないですけれども、下

のほうにですね、合計につきましては 1,124 万 7,808 円というふうに書いていますけれども、

それの左側のほうからですね、上に行き、見合わせてほしいのですけれども、町内会と行政補

完団体と福祉団体と高齢者クラブですね、こちらが今まで全額免除だったものを半額免除にす

るといった場合の効果額です。大体 900 万ぐらいです。続きまして、一番上の項目の減額団体

のところの下にあります、町の後援だとか、公的団体、町民活動団体とありますけれども、こ

の部分の合計の減額計の一番下にあります 158 万 6,723 円、これにつきましては半額から 25％

免除にした場合の効果額です。合計で 1,124 万 7,808 円となります。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今回の見直し、50 から 25、それがこれですか。失礼しました。 

○委員長（及川 保君） いいですね。 

○委員（前田博之君） はい、わかりました。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。斉藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も聞こうと思っていたのですが、全額から５割免除、それから半額

免除が４分の１免除と、こういうふうに変更になった、その財政的な効果額というのは、今、

説明がちょっとわからなかったのですけれども。全額免除が５割負担になったときの効果とい

うのはどこにあるのですか。 

○委員長（及川 保君） 高尾主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 一番の上の行、免除団体と減額団体となっていますよね。

その免除団体の下にそれぞれ、また、町内会だとか、行政補完だとかいろいろあります。これ

は全額免除から５割負担になる部分での効果で、要は、合計額の２分の１が効果として出ます

よということです。 

○委員（斎藤征信君） この４つが５割負担でしょう。そして、それの効果額でしょう。そう

したら、全部足せばいいのだね。そして、減額団体のところに書いてあるのが４分の１負担ね。

それが 150 万だと。そして、それを合わせたのが 1,100 万だと、こういうふうに見ればいいわ

けですね。見直しで合計 1,100 万の効果額と。わかりました。 

 それで、ちょっと今の表から離れましてね。きのう、話し合いをやった後に町民の方と懇談

をやったのですよね。その中でかなり貴重なご意見が出ているのですよ、たくさんね。その中

からちょっとお聞きしておきたいことなのですがね。減免をしていると言ったけれども、減免

の内容をもっと分析すると、例えば町内の人たち、町外の人たちもその団体に入っていて、そ
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ういうものが全部一緒くたになっていたりね。だから、白老が安く抑えられているものだから、

わざわざ町外から白老の施設を利用に来るだとか、そういうようなことをもっと中身を全部分

析すると、もっときちんとしたものができるのではないかと。その辺まで理由を突っ込んでい

ないのではないかというね、そのことが一つ。 

 それからね、あと下段はね、団体にそれぞれ免除しているのだけども、問題は利用者が減っ

てきている部分というのはかなり多い。だから、利用者をふやすことが一番の最大の狙いなの

だけれども、それをただ使ってくださいと言っただけではだめだと。団体それぞれに利用者を

ふやして使うというようなことを、そういう呼びかけやその努力を求める、そういう部分はな

いのではないか。そこまでもっとやっていいのではないかということ。 

 それから、プールなんかで出たのですけれども、減免を部分をこうやって上げたら、減額さ

れている部分も上げたとすれば、一般利用者はすごく高い料金で、若い人が使えないと。それ

で、その部分を 50 円単位、100 円単位なんて言わないで、20 円でも 30 円でも下げることによ

ってね、使おうかなというね、そういう喜びが出てくるはずだと。それが使いづらい金額にな

っていく上に、今度は下からまた上がってくるものだから、これでは利用できないところへど

んどん追い込まれていきそうだと。その辺の配慮もね、これを決めるときにはやるべきだと。

そこまでいっていないのではないかと。こういう指摘というのはそれぞれあったのですよ。な

るほどなと思うのですが、そのあたりの見解というのはどうなっているのか。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員、この部分については、次の委員会でこのあたりをきちん

と整理してやりますので。行財政対策室長が今この場で答弁できる立場上できないのです。こ

うしますとか言えないはずなのです。越権行為ですから。越権行為上範疇にないですから。 

○委員（斎藤征信君） 越権になるのかい。だってね、一覧表を決めるときにそういうことを

考えてつくったのかどうなのかというね。そういうことを聞かせてもらえればいいわけでね。 

○委員長（及川 保君） それは改めて、それもやりますけどね。高尾主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） 昨日ちょっと私もお伺いしていましたけれども、大体出た

のは、町民温水プールのお話かと認識しています。実際にですね、私どもに直接、利用者の方

からは意見をいただいております。その中に同様の意見もありまして、実際、町外の部分につ

きましては、減免団体認定申請のときには、基本的にその団体として町民活動団体かどうか判

断していますので、中に町外の方がいたとしても、それは団体として認定するという方法でい

ましたので、そういう形でやっています。ただ、実際にはですね、２つ、利用者の拡大という

部分でもうちょっと利用促進したらいいだとか、一般の料金を下げた方がいいという意見もご

ざいまして、それらについてはですね、ちょっとプールの部分につきましては、今、指定管理

者制度ということで体協側が管理していまして、当然、町も責任ありますし、体協と町と関係

団体が入りましてですね、もうちょっと全体的に整理する必要があるかなということでは認識

していると。それで、先ほどの説明にもありましたけれども、指定管理者の部分については、

指定管理者の本来の考え方という部分がありますので、やっぱりほかの基準とは別に考えなけ

ればならないのかなということも、今のところちょっと新たに課題として出てきていることも
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ありますので、やっぱりもう一度整理してみるということが必要になります。 

○委員（斎藤征信君） 最後のところで一つだけ聞いておきたいのですが。指定管理者と町と

の関係でいえば、指定管理者が独自に物を考えてね、こういうふうな工夫をしたいとか、こう

いうふうにしたいというものがそのままストレートに行動に移されるわけではないわけですね。

それがあくまでも町の係のほうに意見が反映されてね、その意識が、指定管理者が独自で動い

ているのではなくて、指定管理者の考え方がいつでも町に伝わって、その関係でね、よし、こ

ういう考え方でいこうと、こういうふうな連携というのは、絶えずとられているのだというふ

うに押さえていいのかどうなのか。 

○委員長（及川 保君） 山口行財政対策室長。 

○行財政対策室長（山口和雄君） 今の総体意見にちょっとお答えさせていただきたいのです

が。当然、施設というのは使われて初めて役割を担うものであります。ですから、多くの人が

使ってくれるのであればですね、それで収益が上がるわけですよ。それはそのときに当然、ラ

ンニングコストというのは決まっていますから、利用する人が多くなれば当然収益は上がりま

すので、そこはそれで逆に言うと、コスト以上に効果的に料金を下げると、こういうメカニム

ズになります。ですから、そこでね、それではどうなるのだといったら、施設運営の話になる

わけですよね。運営の仕方で、例えば指定管理者なり町も同じですけれども、どうしても利用

料が上がるかというところにいったと思うのです。そこが十分、論議されているかとなると、

不十分なところもあるというふうに思います。ですから、この改革プログラムで、例えば事務

事業の見直しの中で挙げていますけれども、今、うちの方で行財政効果のことを話しているこ

とは、もう少し利用を上げるための手法、工夫はないのかと、それを少し検討してくださいよ

という話もしているのですよ。それでその結果、なおかつだめであればですね、それはそれで

考えなければならないですけれども、そこのまず前段のところの工夫なり努力をしてもらわな

ければ、せっかく税金を使って建物を建てているわけですね、そのところについてはですね、

協議をさせていただいておりますので、そういうことで。これから、そういう話の中の見えて

くる部分があるのかなというふうに思っていますので、そういうことでご理解を一つお願いし

たいなというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） （聴取不能） 

○委員長（及川 保君）  大黒行政財政対策室主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 財政改革プログラムの関係がございましたので、私のほ

うで答えさせていただきます。まず今回、今、吉田委員がおっしゃられた 500 万というのは、

あくまでも目標数値を言っているということで、このものを上げて幾らですという積み上げで

はございません。たまたま今回の見直しでおおむね年間で 2,500 万というのは、2,500 万あり

きで見直しを組み立てたわけではなくて、これまでのいろいろな考え方の中で、やはり、いろ

いろと積み上げた結果としてですね、今回の年間 2,500 万というふうになったということです。

本来、このような形で見直して、なおかつ３年後に対策額をプラスするための見直しを行うか
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というと、それはまだ今の段階では必ずやりますということにはならないと思います。全体の

あくまでも計画なものですから、その年度、年度で、ある程度の効果額を検証し、もしかした

らその見直しが効果として出ないとか、あるいは減免の見直しは行わないということもあり得

るのかなというふうに思います。 

 それともう一つ、20％激変緩和措置の話ですね。あくまで単価の部分での、いわゆる上限額

ということで、今回の減免の見直しの対象にはしていないということで考えています。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） （聴取不能） 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） 今回の見直しというのは、もちろん大きな枠の中で額を

組み立てしていますので、まだこれからもあると思いますので、いろいろな議論、これからも

皆さんの意見を聞きたい。もしかしたら対策額は、すべて確保できないということも実際あり

得るのかなというふうな解釈。それでは、それがもし、計画されたときにね、プログラムはト

ータルとして計画していますので、足りない分はまたどこかで補うというようなことはまた

我々としては検討したいというふうに考えています。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） （聴取不能） 

○委員長（及川 保君） 高尾主査。 

○経営企画課主査（高尾利弘君） プールのところの免除団体ですけれども、指定管理者の金

額につきましては、決算は当然、免除ですからゼロですが、利用人数に対して１人 100 円とし

て計算しています。それが 257 万 5,000 円という数字でみています。ですからこの部分、指定

管理者は料金としては当然徴収していませんけれども、指定管理者の事業が全部有料にした場

合という部分では、この金額は効果額となります。 

○委員長（及川 保君） 前田博之委員。 

○委員（前田博之君） （聴取不能） 

○委員長（及川 保君） 大黒主幹。 

○行財政対策室主幹（大黒克己君） このことはですね、指定管理者が指定管理者として収益

を上げることは可能ですけど、例えば萩野公民館、それを有料にした場合にこのぐらいが見込

めますということで、その効果額は、ここでは 250 万 7,000 円になっていますけど、増収分を

みておりませんので、通常の業務の範囲ということで期待されているということでございます。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

（以下聴取不能） 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君）  （聴取不能） 

（午後 ７時５１分） 


