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平成２３年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２３年 ７月１４日（木曜日） 

開  会  午前１０時０１分 

閉  会  午後 ４時０９分 

                                         

○会議に付した事件 

付託審査 

１．陳情第１号 白老町体育施設指定管理の分割を求める陳情書 

                                         

○出席委員（７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 斎 藤 征 信 君      委  員 土 屋 かづよ 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 

     参 考 人    松 原   厚 君 

     教 育 部 長    渡 辺 裕 美 君 

     教 育 課 長    田 中 春 光 君 

     教 育 課 主 査    本 間 弘 樹 君 

     教 育 課 主 査    太 田   誠 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 



 2 

                                         

◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） ただいまから総務文教常任委員会を開会いたします。 

（午前１０時０１分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 次に、本日の委員会の日程について事務局から説明いたします。千

石局長。 

○事務局長（千石講平君） 本日は６月会議において本委員会に審査付託されました陳情第１

号 白老町体育施設指定管理の分割を求める陳情書の審査を行うこととなっております。陳情

書の提出者を参考人としてお呼びしておりますので、まず提出された願意をお聞きして、その

後、午後１時からになりますけれども、担当であります教育委員会より質疑等をお受けする日

程としてございます。よろしくご審議をお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） それでは、陳情第１号 白老町体育施設指定管理の分割を求める陳

情書を議題に供します。 

これより審査に入ります。陳情書を事務局長から朗読させます。千石局長。 

○事務局長（千石講平君） それでは、陳情書をご覧いただきたいと思います。２枚目になり

ます。まず件名です。白老町体育施設指定管理の分割を求める陳情書。 

要旨でございます。指定管理施設の分割を求める陳情書について。 

理由でございます。平成８年４月、スポーツ都市宣言 20 周年を迎える節目に合わせ、北海

道町村初の財団法人体育協会として北海道教育委員会の認可を受け法人化白老体育協会が発足

しました。平成 15 年地方自治法の一部改正施行により指定管理者制度が導入されました。制度

目的は、多様化する町民ニーズに効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能

力を活用し町民サービスの向上と経費の削減等を図ることでした。町は指定管理者制度を導入

し、委託期間を経て平成 21 年４月より 24 年３月まで財団法人白老町体育協会を管理者に選定

し管理運営の任に当たらせています。しかしながら、現状は制度導入趣旨に沿った管理運営と

はかけ離れ、自主事業及び自主財源確保の努力が見られず、諸施設管理のみに専念し、利用者

サービスの低下を招き施設利用者数は激減の一途をたどっています。とりわけ通年開館となっ

た町民プールは、指定管理者としての利用促進が図られておりません。 

以上のことから、白老町民温水プール施設を含め、現在の体育施設指定者一括管理を改め、

広く指定管理者に民間、団体、町内会等が応募できるようにすること、管理面、ソフト面を分

割し柔軟な管理運営ができるようにすることを求めここに陳情いたします。 

平成 23 年５月 27 日、白老町字北吉原 661 番地 102、松原厚。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） それでは次に、陳情審査ため参考人として白老町字北吉原 661 番地

102、松原厚殿を招へいしております。参考人の入室をお願いいたします。 

暫時休憩をいたします。 
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休憩 午前１０時０６分 

                                         

再開 午前１０時０７分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

本日の参考人松原様が、本委員会の陳情審査に当たって参考人として出席を求めたところ、

快くお受けいただき誠にありがとうございます。 

それでは、早速陳情提出者である松原厚殿より、陳情書を提出された願意についてお話をお

聞きしてまいりたいと思います。それでは、松原厚様どうぞ。 

○参考人（松原 厚君） 皆さんおはようございます。貴重な時間を割いていただきまして大

変ありがとうございます。それでは、私の陳情の願意について述べさせていただきたいと思い

ますが、陳情書の中にあるとおりです。具体的に言えば、制度を導入した趣旨が現在本当に生

かされているのかどうなのかということを見たときに、私としては十分に生かされていないの

ではないか。であれば、経費節減であるとか、町民サービスの向上、こういったようなことが

図られないのであれば、もっと管理だけではなくて施設を有効活用し、利用率を高める、また

は利用収入を上げられるような、そういう管理能力、ソフト面の能力のある民間またはＮＰＯ

または各種団体、任意団体、町内会等々に門戸が広げられた公募をし、選定すべきではないの

かということが私の願意であります。 

残念ながら、現在の指定管理者は管理委託の時代を含めて６年経過します。そういう中で利

用者、これはいろいろな原因があると思いますけど減っています。唯一伸びているのは、プー

ルについて言えば減免を見直し、使用料金を改正し、施設の有効利用に取り組むということを

前提に通年開館としました。ここの使用料収入は伸びております。ただ、その実態は大部分７

割から８割は大人の団体、または子供の団体の日常活動によるものです。一般の利用というの

は極めて少ないと思います。私は指定管理者の基本協定の中に年度の事業計画を立てて、終わ

れば事業報告をして、そこの利用開館日数、利用者数、利用者収入、そういったものをすべて

提出するという、そういう基本協定の内容がありますが、残念ながらそういうものを見たいな

と思うのですけど、そこの施設独自のものはあるのかないのか私はわかりませんが、どうも財

団法人白老体育協会の一般事業計画報告、それで済まされている状況にあると思います。だか

ら詳しいことを知りたくてもなかなかわからないという、そういうものがあるのですけど、願

意はそういうことであります。 

最後ですが、スポーツ振興法が 50 年ぶりに全面改定になりました。そして、どういうこと

が言われているかというと、やはり総合型地域スポーツクラブ、こういうものの育成に力を入

れたらいいのではないかという、以前から言われていたことですけど、そういったようなもの

が正式に提供されています。体育協会さんももちろん何もやっていないということではなくて、

これは体育協会主催事業ということで、例えば健康マラソンファミリーウォーキングであると

か、全道中学校軟式野球黒獅子旗獲得記念大会であるとか、あるいはチャレンジデーであると

か、いろいろな形でやられていることについては私は認めたいと思います。ただ、指定管理者
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の協定の中に自主事業を行いなさいというのがあります。自主事業というのは、これは事業計

画書等に規定した本業務以外の業務で、管理者が自己の責任と費用において実施する事業のこ

ととあるのです。ここがないのです。ここをやらないと施設の有効利用は生かされないのです。

僕はそれを言うのです。よく私、プールは午前、午後行って家に帰るのが９時過ぎという、そ

ういう生活をほぼ毎日やっています。やはりプールの利用状況というか、空き状況というのは

よくわかるのです。どの時間帯が混んで、どの時間滞が空いているのかというのがよくわかる

のですけど、そこを何とか利用して。使用指導者がいないとか、いろいろなことはあるのかも

しれないけれど、その辺をやはりきちんと整備していかないと、せっかくの元気まち白老、ス

ポーツ宣言の白老町としていかがなものなのかという感じがするものですから、今回今までの

一括管理という、12 施設を一括管理するという、そういうことではなくて、やはり箱物であれ

ば箱物のソフト面、あるいは箱物の管理。もう１つは屋外の管理。例えば陸上競技場であると

か、テニスコートであるとか、野球場であるとか、そういったようなところと分けて、そして

やはり連携できるところは連携しながら施設の有効利用を図っていってはどうなのだろうかと

いうことが趣旨です。 

最後です、町民サービスの件について言わせてください。これで終わります。施設管理いろ

いろとあると思うのですけど、教育委員会直轄であった時代もあったし、例えばプールの場合

です。それから振興公社になった時代もあるし、現在体育協会というふうにきています。僕が

残念だなと今でも思っているのは、この町民サービスという面で、例えば無料開放がなくなっ

たのです。なくなった理由はいろいろあると思います。だけど、子供の日は無料開放にして子

供たちに大いに使ってもらいましょうとか、敬老の日にはお年寄りの健康増進のために使って

もらいましょうとか、あるいは体育の日はマラソン大会に出る人は出る、走れない人はどうぞ

プールの中を歩いてくださいという体育の日の無料開放というのが従来あったのです。それが

なくなったのです。これがまず１つあります。本当にこれでいいのかなというものがあります。 

それからもう１つは、やはり規則が強すぎるのです。結局行きたくないなと、何かあそこに

行ってもうるさいことを言われるし、あれはだめ、これはだめというふうに言われると。こん

な規則必要ないのではないかというようなことがあったりして段々足が遠のくと。一例を言え

ば、団体活動が終わりましたよと。１時間なら１時間の団体活動が終わりましたよと。あとは

皆さん自由に泳いでいいですよと。これは一般利用ですよとなりますよね。そのときにまとま

って泳いではいけない。指導者がアドバイスとかコーチをしてはいけないというふうになると、

集まっただけでどうだとかこうだとかというような嫌な雰囲気になるから、結局利用しないで

終ったらそのまま帰るという、そういうことも中にはあります。ですから、無用な管理のため

の管理。利用者が使いやすいような最低限の管理ということではなくて、何となくあれもだめ、

これもだめ、あそこも認めたらあそこも認めなければいけないからだめ、だからだめ、いっそ

全部だめにしようかという、そういうのでは職員との信頼関係とかそういったものもわかない

のではないかというふうな感じがしています。そんな形でやはり利用者が減ったというが、ど

こが一番減ったかといったら、大人の団体が一番少ないですから。以前は大人の団体やってい
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ました。でも大人の団体はみんなやめました。その理由は、占用使用料 1 時間 600 円払って使

うのだったら団体解散して一般利用すればいいでしょうとなっています。でも一般利用しても

そういうことがあればプールから足が遠のくのです。そういうのが今の状況です。ですから、

利用者は子供の数が減ったからどうのこうの、人口が減っているからという、そういうことも

あるのかもしれないけれど、やはりもっとそういうところをふやすという方向に力を入れてい

ただきたいなということで、陳情を求めました。以上です。 

○委員長（及川 保君） おおよその願意といいますか、状況はつかめたかなというふうにこ

の説明でおわかりかと思います。ただ、各委員の皆さんから陳情者に対する質疑を十分行って

まいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、自由に挙手をして

質疑をお願いしたいと思います。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。きょうは御苦労さまでございます。おおよその願意承った

のですけど、ちょっと頭の中でまぜこぜになっている部分があるものですから、ちょっと整理

をしたいなと思うのですが、この願意の中で管理するという部分と、それから運用上に問題が

あるという、そのことと一緒になっているような気がするのです。指定管理者が変われば中身

が変わっていくのだというふうにとらえていいのか、それともまったく別に運営と管理という

ものを別に考えなければならないのか、一緒のものなのか、このあたりがまざり込んでしまっ

ているのです。その辺がちょっとのみ込めないという。 

それからもう１つは、体育協会の一括管理を改めなさいと、広く門戸を開放しなさいとある

わけですよね。指定管理者の対象を広げなさいと言っているのか。 

それとももう１つは、管理面、ソフト面を分割して柔軟な運営をしなさいとこう言っている

わけですよね。そうすると、管理面とソフト面、プールならプールの中の管理と運営というも

のを分けなさいと、こういうことを言っているのか。それがみんなまざり合っているわけです

けれども、その辺ちょっと整理していただけないかなと思いますが。 

○委員長（及川 保君） 松原様。 

○参考人（松原 厚君） やはり、管理者が変わればそれぞれの管理者の管理の方法、あるい

は利用促進、どういう事業計画を展開するのかというのがそれぞれ違うと思うので、それは指

定管理者が変われば一定のまた別の効果というのが出てくるのではないかなということがまず

１つ。 

それから、できればやはり管理もできるしソフトもやるという、そういう姿勢が大事だと思

うのです。面倒くさいですから、管理はあなたのところでやって、俺はソフトをやってやると

いう、そういう考え方もこの書き方だったらそういうふうに取られるのですけど、私の言いた

いことは、管理もできるし、管理だけではなくてソフトもやるという、そういうところがきち

んとできればいいので、ここの願意非常に紛らわしい誤解を与えたかと思うのですけど、私の

言うことは、ソフトも管理もきちんとできる団体、そこにやらせたらどうでしょうかというこ

とです。 

それから、一括管理を改めるというのは、やはり指定管理を取ってそういうものをやりたい
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というふうになれば、自分たちでいろいろな施策を持ってやるわけですよね。そうすると、当

然コストを下げてこういう管理をしたいというのも出てくるし、コストは下げないけれどどう

のこうのというのも、何というか従来のやつだったらやはり手を挙げるところはないのです。

私は手を挙げました。一括管理やりますよと手を挙げましたけど。最終的には体育協会さんと

いうふうになった。だから、業者とか団体が少ないというのは、これだったらできないと、で

きるわけないと。だからもっと細かく。例えばはまなすならはまなす、体育館なら体育館、プ

ールならプール、森野なら森野というふうに分けてくれれば、ちょっとやってみたいから手を

挙げられるのだけどなというのが気持ちではないかなという感じがします。以前は森野のほう

は札幌のそういう団体とか、私の知っているところでは２つくらいあったのですけど、やはり

だめだと言ってやめてしまったというのがあります。ちょっと答えになっているかわからない

ですけど、ただ私はできるだけソフトと管理がきちんとできるということです。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） わかったのですけれども、今おっしゃられたことを１つかかわってく

ると思うのですけれども、指定管理者は誰でもいいというわけではなくて、公募をした中で資

産だとか何とかと検討したうえで経験のある者というような形で決めていくわけですよね。最

終的には公募をした中で決めていったということの経過があるわけですけれども、その中でお

前は管理ができるか、運営が上手にできるかという、そういう選定というのはそういう場合で

はできませんよね。ということは、決めたらその人たちに上手にやってほしいと。皆さんの使

いやすいように工夫をしなさいという使命があるのではないかという気がするのですけど。人

が変わったらそれができるのかどうなのか。先ほどおっしゃられたように白老の中でそれを受

けてくれる、それをうまく運営してくれる団体というのはそんなに数多くはないだろうと私た

ちも思うのですけれども。そういうところが改めた場合に、そこがきちんと乗り越えられると

いうふうにお考えなのかどうなのか、そのあたりどうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 松原様。 

○参考人（松原 厚君） 実績とかいう形でいけば、初めて出すところは、実績はないのです。

だから実績だとか管理能力があるとかないとかという形だけでいってしまえば、結局今までや

っていた人でいいのではないかというふうになってしまうのです。この指定管理というのは、

例えば白老の場合は３年に１回公募しますよね。公募して出るときもあるし出ないときもある

と思うのです。よそのところも公募すればたくさん出てきたと。そして選定委員会やったと。

そして決めたということです。だから、やはり僕は先ほども言うように、出てきた内容を審査

して、経費面、ソフト面、事業面で比較をしてどこがいいかという形で決めるわけだから、私

も前に言ったことがあるのは、管理の実績だと言ったら僕たちはそんなのは外れるに決まって

いるだろうと。そうではなくて、例えばソフト面の経営面という、そういったようなこと。そ

れはもうかる、もうからないではなくて、施設を利用してより事業収入が入るとか、これは経

営手段だと思うのです。そこの施設を管理しているものがこういう空いている状況だと。貸し

借りの管理しかやれていないと。ここを改めてもっと違う管理をして利用者をふやそうとやっ
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たとき、そういう施策ができるかできないか。そういう事業計画を立てることができるかでき

ないかというとこだと思うのです。だから、公募して出ないかもしれないし、出てくるかもし

れないし、それは僕は何とも言えないけど、やはりそういう指定管理者を導入した趣旨から見

れば、そういうことなわけでしょう。町民サービス、利用者のサービスを高めるということと

自治財源の軽減だと、そういうことを言っているわけだから、そこは最終的には行政を担当し

所轄する人たちがやはりそういう資料を検討して最終的にかけて議会で決まってくるというこ

とだと思うので、僕は公募すれば出てくるのではないかと思いますし、僕もまた出したいと思

っています。私のできない部分はお前のところ管理できないだろうと、実績ないだろうといっ

たら、それは計画書の中にそういう管理の部分については、こういうふうにしますというもの

を出したいと思います。そういうのがあるので。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。また後で聞こうと思っていたのですけど、やってみなけれ

ば運営や何かというのはわかりませんよね。指定がされた。そしてその運用がいいか悪いかと

いう。町民にとって、業者にとっていいか悪いかということは、これは今度指定管理者になっ

た人とどこかで審査をしなければならないということがありますよね。指定しているのは町で

すから、町との関係でも審査というのはしていかなければならないだろうという気はするので

すけど、そういうところというのは、そういう機関があるのかどうなのか。そこの中で意見を

述べて運営上いい悪いというようなことが話し合いをできる場というのがあるのかどうなのか、

そのあたりはどうなっているのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 松原様。 

○参考人（松原 厚君） 私は、それはわかりません。ただ、先回書類を出したときには、教

育委員会に出しました。教育委員会の方は、書類は受け取りましたということでした。その中

でこのような公募をした人たちの意見を聞くとかいうことはありませんでした。あくまでも事

業計画書、私の事業計画書と体育協会の事業計画書を教育委員会の人たちが見て、そしてそれ

を選考委員に出して、そこで決めたというふうに思っております。ですから、こういう話はこ

のような場を持ってもらっての、例えばおたくの場合は収支予算報告こうなっているのだけど、

本当にこういうことは可能なのかという、こういう事業やるようにしているけど、どういうふ

うにしてやるのだとかという、そういうふうなものは一切ないです。最終的にはその資料に基

づいて、こちらのほうがいいというふうになったのか、やはりいいのではないかというふうに

なったのかという、そのことはわかりません。ここの行政にも開示してくれるというふうに聞

いたことがあるのです。評価表というのがあるのです。項目によって全部チェックしていって、

その結果こちらのほうが点数高いから、こちらになったという選び方だそうです。私も全部調

べてあるのですけど、ただ私の内容がどうだったか、何点だったかというのは一切わかりませ

ん。聞く気もしません。ただ私はそのとき言ったのは、管理能力だけのことで指定管理者を選

ばれたらどこも出ないと。指定管理者の趣旨は管理プラス、管理は当然しなければいけないで

す。そうではないのだと、指定管理者の導入というのは、民間をなぜ持ってくるかという趣旨
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は、経費の削減とより町民サービスを高めるということがあるわけだから、そういうことを総

合的に考えたら、僕はやはり管理能力だけではなくて、経営というのが大事ではないかと。経

営というのは何かといったら、お金をたくさんもうけることだけではなくて、サービスと経営

というのを結びつけたときには、教育長も言っているのです、施設は利用されてこそ価値があ

ると言っているのです。そして、体育協会評価を聞かれたときに、これは何と答えているかと

いったら、体育協会は委託期間を含めて管理の面はきちんとやっていますよと。残念ながらソ

フト面の利用が非常に少ないのが課題だと言っているのです。これ全部 2008 年７月 31 日の議

会だより、総務文教委員会レポート、これから書いてきましたけれども、そうやって言ってい

るのです。そして、総務文教レポートは何と言っているかというと、町と指定管理者は単に施

設の管理運営だけではなく、施設の利用率を上げることに共同して努力すべきであるというこ

とを言っている。非常に的を射たことを言っているのです、はっきり言って。ただそれがきち

んとやっていますか、やっていませんかという、そういうものがないのです。だから僕らはプ

ールでもこんな空いているのだったら、もっと子供たちにコース２つしかだめだとか、そんな

こと言わないで使ってもらえばいいのではないかというふうに言うのだけど、やはり規則で１

つ認めたらどうのこうのとなってあれなのですけど、そういうことを言っているのです。だか

ら僕はこの願意はそういう６年間の状況を見ていて、やはりこういうふうにしてほしいなとい

うことなのです。それだけなのです。だから体育協会さんが引き続き出てきて、６年やった、

あるいは３年やってみて確かにこういうソフト面できてなかったと、だけどそれをでは今回公

募するときには、その辺をきちんと計画書を網羅した中で出て、それが選定委員で論議して、

ここでいいですよというのであったら僕は納得するのだけど、何となくその辺わからないなと。 

それだったら、名前出して悪いけど苫小牧日新温水プール、ここは元々は苫小牧の振興公社

が管理をしていました。当初はプールできたときは９万人以上の利用者があったそうです。ど

んどん減ってきました。今苫小牧も財政が大変だという形で指定管理施設をたくさん出してい

ます。その施設を民間が取りました。利用者がものすごくふえたそうです。そういったような

ことがあります。あるいは日新だけではなくて、沼の端のプール。あそこも指定管理者になり

ました。あそこは共同でとっています。要するに取ったのは苫小牧の方。ソフト面の運営は滝

川の方です。滝川の業者と苫小牧の業者が組んで管理しているのです。それは、苫小牧はそう

いうことがいいという形なのかどうなのか、それでやっています。だから、僕らも組み合わせ

はいろいろあるだろうなと思っているのですけれども、なかなか一遍にはできないので、僕ら

にできないのだったら、どこか白老の民間さんと組んでやってもいいなということから、管理

面とソフト面という書き方をしたのです。その辺ちょっといろいろと大変かと思いますけど。

以上です。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 運営上どうなのかという審査というのは、指定された者と管理する町

と、それに利用している人を含めて運営上の問題を審査するという、そういうところというの

は絶対必要ですよね。そういう反省があって初めて使いやすいプールになって、プールだけで
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はないかもしれません。そういう使いやすいものになっていくと、そういうふうな建前がなか

ったら、どこかでやみに葬られてしまったら業者の声が届かないということになってしまうも

のですから、そのことは私たちも気になるところなのです。そういうところがきちんとなけれ

ばならないのではないかと。そしてそこへ意見が反映できるという場所があるべきだという。

１つ考えるのは、今利用者が減ったという。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。これで十分願意を把握しましたか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） きょうはどうもお疲れさまです。吉田と申します。よろしくお願いい

たします。 

３点ぐらいお伺いしたいと思います。１点は、指定管理制度に対してはいいという判断をさ

れているということでよろしいでしょうか。それが１点。 

もう１点は、今ここに出されているものは、財団法人体育協会が一括してすべての体育施設

と言っていいものが指定管理されていると。今回の願意は、それを全部施設ごとに分けるべき

ではないかと。そのほうがサービスの徹底と管理の徹底ができるのではないかと、そういう趣

旨にとらえてよろしいのかという、それをもう１回確認。 

それは今後教育委員会と私たちも話し合わなければならないのですけれども、あくまでも先

ほど言っていたことで、事業報告書の提出とかそういったもの、収支報告書は必ず報告をしな

ければならないことになっていますので、そういったものは私も今手元に持っていますけれど

もあります。それは全部あるのですが、それと３年ごとに見直しをするのも、先ほどおっしゃ

っていましたように、指定管理者の指定は期間を定めて行うこととされていると、３年という

ことなのですが、指定に期間を設けたのは最小のコストで最大の効果を上げているかなど、指

定管理者による管理が適切に行われているかどうかを地方公共団体は見直す機会を設けるのだ

ということで、そういうことなのです。その指定管理をする自治体、白老町では体育協会は教

育委員会なのですが、その教育委員会がそのことに関して管理をきちんとしているかどうかと

いうことに対しての見方がちょっと違うのではないかというふうに考えられているというふう

にとらえていいのかどうか、ちょっとその辺、３年間のコスト面とかいろんな面、サービス面

でやはり一括でやっているから問題があるのではないかと。これを分割したらもっとスムーズ

にいくというふうに私は考えるということの願意でよろしいのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 松原様。 

○参考人（松原 厚君） 指定管理者制度の趣旨は私も反対ではないし、賛成だから私たちも

やってみようかというふうにして、では私たちもやってみようかと公募するし、ほかのところ

も出てくるかもしれない。だから、これは賛成です。後段の部分ですけど、おそらく委員の言

われている報告書というのは、このことではないかと思うのですけど。体育協会の平成 22 年度

の一般業務事業報告書のことを言っていると思うのです。私はここは委員とかとちょっと考え

方の違うところがあるので、先ほど冒頭申し上げました。私は、これはあくまでも財団法人白

老町体育協会の主に補助金プラススポーツ補助金に対する、それに対してどうだったかという

報告が主で、従として指定管理もやっているから指定管理料も払って、その中にもここに入れ
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て報告してもいいのだよというふうになっているのではないかと。だから僕が最初に言ったよ

うに、基本協定というのがありますよねと言いましたよね。基本協定というのは、その施設、

いわゆる体育施設を管理していくための年度協定であり、お金足りなかったらこれだけもう１

回出すよというものであって、これではわからないのです。 

もう１つは、利用者が何人あって、月々の利用者収入が何ぼあったというのはわからないで

す。だから、私は教育委員会に指定管理者の基本協定というのがあるのだから、基本協定に基

づく報告書が絶対あるはずだから、それを見せてくれますか、ありますか、開示してくれます

かというふうに言ったらないと言うのです。これで終わっているというふうな話で今まで来て

いるので、そういう意味では教育委員会に対しては、ちょっとこれでいいのかという気がして

います。ただ何かプールはプールで４月に何日間開けて何人あって、何ぼのお金が入ったとい

うのはあるようには聞きますけど、ただ一般的に考えれば指定管理者のところで基本協定に基

づいた事業報告書というのがぼんと冊子になってあって、それをちょっと見せてくださいとい

うときに、見たらすぐわかるというのが僕は本来ではないかと思うのですけど、それが何か全

部一括で済まされているから変だなと。例えば指定管理者の利用料にかかわる部分については

出ていますよ、ここに。プールに何ぼお金入りましたとか、これは出ていますけれども、具体

的なものがないというのでは、ちょっとこれでいいのかなという、そういう疑念は持っていま

す。だけども、それはそうなのかなというふうには考えています。以上です。 

○委員長（及川 保君） 私のほうから１、２点。先ほど総務文教常任委員会の所管調査の結

果を朗読していただきましたけれども、これは総務文教常任委員会の総意として調査の結果、

私が本会議の中で報告した部分であります。全くそのとおりのことでありまして、ただし町が

指定管理を指定して管理を任せるということは、やはりそこの根っこには議会も含めて町民に

対する安全に管理、運営をしていただく、このことが実は根っこにあるわけです。そこのこと

を抜きにして私たちも議論しているわけではありませんので、そのあたりの部分は年間をとお

して安全に管理、運営できるという。そしてさらには混乱を絶対させないのだと、町民に迷惑

をかけないのだということが可能でしっかりとできるのであれば、これはもうそういう方向で

松原さんがおっしゃるような形でぜひやっていただければ、報告にまとめたようなことが可能

となってくるのですよね。そのあたりが根っこにあるものですから、松原さんからいろいろご

意見伺ったのですけれども、非常に管理、運営に対する不満といいますか、その部分は各委員

も常々考えて思っていることなのですね。ですから、このあたりの安全、安心な部分がどうい

うふうにとらえられているのか、この１点だけ私のほうからお伺いして。松原様。 

○参考人（松原 厚君） 公募するときに、指定管理の書類を出すときに、こういう要綱で、

こういう方向で出しなさいという冊子がきまして、教育委員会でつくるのですね。例えばこれ

は体育館含めてのやつです。こちらは、はまなすスポーツセンターと北吉原運動広場です。そ

れからこちらは、ふるさと体験館「森野」と森野スキー場の指定管理の要綱です。そしてこの

要綱があってどういう書類を出しなさい、どういう報告書をしなさいというのは全部ここに網

羅されているのです。我々はどうやって出すかといったら、これに沿った形で全部出していく
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のです、はっきり言って。安全面はどうするのか、それから個人の秘密をどうするのか、緊急

時にどういう対応をするのか、どんな事業をやるのかと出すのです。ですから、私は安全、安

心、これは絶対です、大事なことです。だから、何も公募する団体が面白おかしく公募すると

いうことではなくて、やはりそういう安全、それからサービス、経営といったら変だけど町民

サービス、住民サービス。それとコストということで私たちはこういうふうにして出しますよ

ということですから、僕はやはりそういうものに基づいて出してくるわけで、それを検討して

決めるということでないと、何か過去の経験とか実績とかと言ったら体育協会だとなれば、そ

うではないとは思うけど、要は選定委員会の中でどれだけの時間をかけて、何を検討し最終的

に決まったのかというプロセスがわからないのです、はっきり言って。だから不満に思うとこ

ろもあるだろうし、そうではないところもあるとは思うのだけれども、そこがやってはいると

は思いますよ、前回も。だからその辺はきちんとやってほしいというのと、僕は公募するから

にはやはりそういう安全面等も含めた形できちんと出してきていると思います。私も出したつ

もりです。それが、安全面が足りなくて、実績もないからという、それも確かに決定の要件に

はなるとは思うので、僕はそのことについて不満だとか言うことは何も言っていません。ただ、

見ていてこういう状況なのでそれを改めていったら効果が出るのではないでしょうかという、

それが願意ですので。別に団体を誹謗しているとか批判しているとかというそういうことでは

ありません。 

○委員長（及川 保君） それでは、ほかどうですか。土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。先ほど情報公開の件で、基本協定がないという中で、例

えば利用されている方々のほかの団体、子供さんの団体とかありますよね。そういう方々から

の声というのはどのような形で上がってきているのか。そしてそれがどのように吸収されてい

っているのか、その辺のことがおわかりになればお聞きしたいと思ったのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 委員、今回のこの１件の。 

○委員（土屋かづよ君） 先ほど時間帯の利用とかありましたよね。空いているレーンがある

とかいう。それに対しての。 

○委員長（及川 保君） 中身を細かくやるということはこの委員会の中ではちょっと趣旨が

違うなというふうに思います。 

○委員（土屋かづよ君） わかりました。 

○委員長（及川 保君） 本間委員。 

○委員（本間 広朗君） 大体の願意はお聞きしましたので、理解というかわかりましたので、

私はいいです。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守） １点だけ。要するに指定管理は賛成であるということで、今回の願

意は分割してある程度それをやりたいということなのですが、どのくらい分けたいという希望

はあるのですか。 

○委員長（及川 保君） 松原様。 
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○参考人（松原 厚君） これは私の考えで、できれば屋内、屋外というふうに分けたらどう

なのかと。要するに箱物の管理、ソフト面をやるとこと、そうではなくて施設の外回り関係。

例えば、運動公園、野球場、陸上競技場、そういったところの管理というのと分けてはどうな

のだろうかなと。だけども、ちょっとという、これの決め方というのは教育委員会さんとかい

ろいろ決められると思うので。私としては、できれば冒頭言いました地域スポーツクラブゲン

キング、これの活動場所がない。要するにここをスポーツ競技法何かにも提起しているのであ

れば、やはりゲンキングさんがいろいろな活動できる場がないのですね、聞いたら。体育館で

はやるのだけど、体育館使わせてくれと言ったら、サッカーボールけったらくぎ出るからだめ

だとか言って使わせてくれないと。しかも子供がけるボールというのはソフトなのです。非常

に柔らかいボールをけりながらやるのだけどだめだという形で、結局は陸上競技場でやってい

るとかいう、そんなようなものがあったりするので、僕はできれば２つ。プールと体育館。こ

こは分けてもらってもいいのではないのかというふうには思っています。 

○委員長（及川 保君） 堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） １つだけ近藤委員からお話ありましたけど、その中で、外と室内と

いう形。水泳協会と体育館というお話がありましたけれども、管理面とソフト面。確かこれも

分割で、管理面は管理面でやる、ソフト面とは別なところと管理されてというような、それも

入りますか。 

○委員長（及川 保君） 松原様。 

○参考人（松原 厚君） ちょっと答えになるかどうかわからないのですけど、例えば２つに

分けて内と外ではソフトと管理。要するに外側の管理だけという形と、内側のソフト面とその

施設の管理というふうに、２つに考えることができるのかなという気もします。 

○委員長（及川 保君） もうちょっと具体的に。 

○参考人（松原 厚君） こういうことなのです。一番いいのは、管理もできる。ソフト面も

展開できる。これが一番いいと思うのです。そういう団体があればそこの施設をやればいいと

思うのです。ただ、できないところというのがあるのではないのかなと思うのです。それは例

えば３年間のプールの活動状況を見たら、何となくそんな感じがするものだから。例えばプー

ルを管理するのは体育協会だと。ソフト面でやるところはどこかだと。例えば水泳協会でもい

いだろうし、どこかの団体でもいいだろうし、そういうことができるのかどうなのかわからな

いのですけど、よりいい方向で考えるのだったら、そういう管理とソフトと分けて。結局施設

の中には２つが同居する形になるのだけど、そういうのはどうなのだろうかなという、そうい

う考えがあったものだから、こういう書き方をしたのです。ただ、基本的にはやはりそういう

煩わしさを避けて、それがきちんとできるのがいいのだろうなというふうには考えています。

ちょっと答えになるかわからないのですけど。以上です。 

○委員長（及川 保君） 十分参考人の考えを把握したということでよろしいですか。 

それでは、長時間にわたって参考人を招へいしましての会議でございました。十分参考人の

考え方を把握した中で、この陳情書を審査してまいりたいと思いますので、松原様には忙しい
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ところご出席いただきまして誠にありがとうございました。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１０時５９分 

                                         

再開 午後 ０時５８分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

今回の陳情審査でございます。午前中、参考人として陳情者のお話を伺いました。次に、教

育委員会のお話を伺いたいというふうに思いますので、きょう渡辺部長以下教育委員会職員の

方々お見えでございますので、お話を伺っていきたいと思います。 

それでは、本陳情書についての意見を求めたいと思います。田中課長。 

○教育課長（田中春光君） それでは、先に資料のほうをお配りしておりますので、私どもの

ほうから白老町で行っている指定管理者制度の概略についてということでお話のほうを進めさ

せていただきたいと思います。お手元に資料、まず１ページを開いていただきたいのですが、

基本的な話から始まっていきますけれども、まず１番初めにありますのが、指定管理者制度の

趣旨、さらには目的と、こういったことでございますが、これは法に定めているとおりになっ

てくるのですが、公の施設について民間事業者などが有するノウハウ、こういったものを活用

することで、施設の設置の目的を効果的に活用していこうと、こういうような趣旨をもとに設

けられた制度であると、こういうことでございます。 

そこで２番目としまして、本町においてはどのような導入の手続きを取っているかと、こう

いうことになるわけなのですが、本町におきましてはそれぞれ制度についての必要事項につい

て条例、規則等々設けながら細かな運用が行われていると、こういったことでありまして、そ

の定めているものにつきましては、ここの１からおおむね６までにあるようなものとして条例、

規則等々の中で定めていると、こういうことでご理解はいただければと思います。 

しかるに３番目として、本町における導入の状況ということになるわけですが、ご承知のと

おり本町におきましては、多くの公共施設の中において導入を図っておりますが、特に教育委

員会の所管の施設においての導入が顕著でございまして、ここに記載のとおり①から⑮までの

施設についておのおの指定管理者制度を導入していると、こういったことになります。 

次、２ページになりますが、それでは町として具体的に指定管理を進めるにあたって、どん

なような事務の流れになっているかというのを示したのが、この２ページの表になるわけでご

ざいますが、まず１番目としては選定委員会というものを設置いたしまして、これは８月の上

旬にその都度設置するわけなのですが、この委員会のほうの意見を聞きながら指定管理者を募

集するための要綱を定めていくというスタイルになっています。この選定委員会の中には、い

わゆる外部者、一般住民の方、こういった方が２名以上入れてその適否を確認していただくと、

このような仕組みになっております。こういったものを経た後、２番目として申請行為を受け

付けるわけなのですが、例年９月の頭から広報、ホームページ、窓口等々の中で要綱を備えた

ものを公表しながら、公募を取っていきます。原則的には 30 日間の公募申請の期間を取りなが
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ら、募集要項の中にいろいろな必要事項を定めておりますので、それに基づいた中での申請を

受け付けると、こういうような行為の形になっています。そういったものを経た後、３番目と

して選定の作業に入っていくわけですが、これがおおむね 10 月の中ほどの作業行程になってい

きます。そこでまた選定委員会が開かれた中で、それ相応の選定基準を定めておりますので、

それに照らし合わせながら最も適当な団体をこの中から指定管理者として設定していくという、

こういうような仕組みになっております。10 月下旬にはその選定結果について該当になった事

業者に対して通知を行う形になります。その後は５番目ですけれども、12 月の議会になろうか

と思いますけれども、この中で議会のほうにも指定の議案として提出し議決をいただくような

格好になっております。これは３年前に同様な形で行われておりましたので、その辺はご記憶

に皆さんあるのかなとこんなふうに思っております。そういった形で議会の議決を経た後は、

６番目、実際の指定、告示、協定の締結、こういった作業に入っていきます。こういった作業

が１月からおおむね３月までの間に要して、作業が終わった後新年度４月からの業務の開始と、

こういうような形になっております。年度終わりまして、次の年の６月までには業務の結果に

ついて事業報告として行政側に報告書を出していただいて、行政側としてはそれをチェックす

るというこういったサイクルの繰り返しということでご承知おきいただきたいとこう思います。 

次、３ページ目になりますけれども、それでは実際に教育施設として行っている管理の概要

であるとか、要件についてでございますが、これは先ほども述べたとおりなのですが、15 の教

育関連の施設として持っておりますので、これらについておのおの非公募にするのか公募にす

るのかといった形の中での仕組みづくりを行っています。今現在、非公募制をとっているのは

萩野公民館の指定管理の関係でございますが、この理由についてはここの①、②の非公募とし

ては理由が書かれているとおりですが、当該団体については指定管理より以前から委託の形の

中で公民館管理を行っていただいていた、そういった経緯もあり、また公民館そのものが地域

の方々がもっぱら活用するものであったり、施設管理を主としたものであったりすることから、

非公募としていると、こういうことでございます。それに対して片括弧つきの２番目の公募施

設になりますが、今言った萩野公民館以外の 14 の施設についてはすべて公募の形をとっており

ます。それでどのような形になるかということになりますが、３年前に指定管理を更新した際

には、ここに書いてあるとおりなのですが、地区ごと、白老地区、森野地区、北吉原地区とい

う、３地区のブロックごとに分けて、それぞれ公募の形をとってございます。見てのとおり白

老地区はちょっと７カ所のものを合体して出しているわけなのですが、なぜにこういうような

形にしたのかということになると、いわゆる同種別の施設管理を地区ごとの管理することによ

って、環境整備、いわゆる草刈り等々、そういった施設を整備していくのに対して運営経費が

非常に効率化が図れると、そういった部分を考えたものでございまして、例えばの例でいけば、

今現在桜ケ丘公園の夏場の時期であれば芝刈り作業、頻繁に行っているわけなのですが、そこ

を桜ケ丘公園のみならず、野球場なり、陸上競技場なり、周辺にテニスコートもございますか

ら、そういった周辺も含め、またはふれあい広場も含めて一括で同じ方々に草刈り作業もやっ

てもらうことで、おのおの施設に環境整備のための人員を置かなくてもいいということになる
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ので、言ってみればそれでかなりの経費の節減、効率化も図れると、こういったことも考えて

行ったものでございます。さらには、この公募の方法としては、応募してきた事業者に対して

独自の事業の提案なども求めておりまして、片括弧の３の中にあるのですが、どのような独自

の事業を組み立てていこうと考えているのか、そういったものも公募者の方から申請を受けた

後、選定の際の評価のポイントになっていくと、こういうような仕組みになっております。 

３ページの最後になりますが、実際に受けた業者さんについては利用料金が指定管理者の収

入とすると、こういうふうに仕組みとして決めてございます。 

次、４ページなります。それでは、申し込みするための資格はどのような形になるのかと、

このようなことになるのですが、まず１つ目としては団体であることが条件としておりますが、

その団体の条件としての括弧書きにあるとおりですけれども、団体の形が整っていればいいだ

けでであって、法人格があるなしは特に問わないものとしてはございます。 

さらに２番目としては、団体またはその代表になる方は次の事項に該当しないものとしてア

からカの各項目設けてございますが、これは一般的などこの計画の場合でも適用されるような

事項であるのかなと、こんなふうにとらえております。 

また③としては、これは３年前に定めたときには町内に事業所があることということで定め

ておりますし、この指定管理の町で定めた要綱の中にも一応項目としては載っておりますので、

当時はこのような形で定めたと、こういうことになります。 

あと④としては、当然の話になりますが、施設管理にあたってはその施設ごとに必要な資格

なり免許等々、こういったものが許されていることと、こんなことで条件としております。 

こういったもので申込者から受けた後、先ほど言ったとおり選考基準を見定めながら選定委

員会の中で選定を行っていると、こんなような格好になっていきます。 

次は、４ページの６番目の形になるのですが、これも先ほど言った話でございますが、選定

してその後、選定しっぱなしではなく、毎年その事業年度が終わった後には事業評価を行いな

がら、その事業者が適正にサービスが提供されているのか、安定的な事業として行っているの

か、こういったことを確認していく作業として行っております。その概要については、別資料

でお渡ししております、縦書きで裏表のもので評価の基準表というのがございますが、このよ

うな基準表の項目に従って評点をつけていって、毎年その事業者がどの評価のポイントにある

のかというのを確認している、このような作業になっております。 

次が、最後の６ページになりますけれども、それでは実際に今指定管理が行われている施設

の利用者の推移がどのようになっているのかというのを、これも単表でお渡ししてございます

別表の横書きの表、こちらの表の中でおのおの施設ごとの 17 年度から 22 年度までの利用者数

と利用料金について施設ごとに、これは書き込みしてございます。見てのとおり近年落ち込ん

でいるところもぽつぽつと見受けられるかなと思うのですけれども、この中で例えばの話、２

番の野球場と３番の陸上競技場の集計の仕方なのですけれども、21 年度までは午前、午後競技

場を使った方がいれば、２カウントとしてカウントしていたのです。それを 22 年度から午前、

午後通しで使っている方についてはカウントを１カウントに見直しをしたということによって、
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かなりの数が減ったように見受けられるのかなと、こうは思います。そういうカウントの仕方

を見直したものは以上でございますが、それ以外にもぽつぽつ減っている部分は見受けられま

す。これは実態としてそういうふうにとらえていただくしかないのかなと思いますが、利用者

数については以上でございます。 

最後の８番目になりますけれども、それでは指定管理導入後のメリットなり、デメリットな

り、こういったものはどう押さえているかと、こういう話になるかと思うのですが、まず１つ

目のメリットの話からいきますと、これは次の９番の管理料の表を見ていただくとわかるかと

思うのですけれども、17 年度はまだ指定管理者制度導入していない委託制度だったのですけれ

ども、それと 22 年度の決算ベースで比較すると、おのおの４ブロックに分かれておりますけれ

ども、これらのトータルでいけば財政効果としては約 1,500 万円程度の財政効果が得られてい

るというのが実態ではございます。であるので、財政上の効果は大きいものはあるのかなと、

このようにとらえております。また、２番、３番にあるとおり、行政よりも素早い事業の執行

も行われていく格好にはなるのかなと。さらには独自の計画を持ちながら単独の事業も執行し

やすい仕組みにはなっていっていると、そういうふうにはとらえております。 

また、逆にデメリットの部分ですが、これは我がまちに限っての話ではなく、いわゆる一般

的に言われている例ではございますけれども、特に大きな話になってくると、②の話になるの

ですが、いわゆる指定管理の委託料、こういったものが安価になっていった半面、雇う側とし

てはその分人件費の抑制部分としてもややあるのかなと。そうなることによって人材の確保が

困難になり、さらには安定経営も厳しくなる。そして結果は利用者ニーズにこたえきれない場

面が想定されると、このようなことは一般的にはよく言われている話ではございます。このこ

との要因としては、一般的にうちの場合は３年で今指定期間定めているわけなのですが、長く

ても大体５年程度の期間で定められているものですから、そういう短期の契約になっていくと

いうことによって、指定満了後もまた自分が同じ仕事を取れるかどうか、そういった保障もな

いことから正職の雇用までにも至らない部分があるということが背景にはあるのかなと、こん

なふうに思っております。また３番目にありますが、そういった指定期間の短さの部分が人の

みならず設備の投資の関係、こういった部分でも長期計画を組む形が取りづらいことになって

いくものであるので、結果そういう悪い部分のものが反映されながら集客力の減であるとか、

収益の減、こういったものにもつながることもあり得るということが一般例としては言われて

いるものでございます。 

以上、かいつまんでの話にはなりますが、私どもで示した資料の説明とさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 部長のほうでつけ加えることはございませんね。ただいまの説明の

中で教育委員会としてのきょうまでの状況を含めて説明をいただきました。これに関連して質

疑を行いたいというふう思います。各委員の皆さんからご意見等、質疑等がございましたら受

けます。前田委員。 

○委員（前田博之君） 資料の説明を受けましたので、午前中に陳情者からお話を聞いたので

すけど、その中でありました確認だけさせてください。２ページ、指定に関する事務の流れで、
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⑥で指定管理者と管理の細項目事項等について協定をしていると言っていますけど、午前中の

陳情者はこれの公開を求めてどういうことをやっているのかと言ったら、一切公表をしてくれ

ないという話がありましたけど、その件と、この内容が具体的にどういうような項目になって

いるのか、もしあればコピーしていただきたいのです。 

○委員長（及川 保君） この本分の中の２ページの事務の流れ。この中の⑥ですね。 

○委員（前田博之君） 締結以外に細項目事項協定結んでいるはずなのです。この協定書があ

れば、その内容を知りたいのです。陳情した人が説明を求めても言ってくれないと言っていま

すから、私たちのほうでどういうことをやっているのか。 

○委員長（及川 保君） 田中課長。 

○教育課長（田中春光君） ちょうど今手元に協定書のほうを持ってきておりますので、それ

については後ほどコピーしてお渡しする分にはよろしいかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩します。 

休憩 午後 １時２０分 

                                         

再開 午後 １時２２分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開します。 

前田委員の、資料の提出があるまで保留としておきますので、そのほか皆さんのほうから質

疑があれば。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 午前中に陳情者からいろいろお話を伺った中で、私は本人にどういう

通知をしているのかなと思ったのですが、まず指定管理で申請しますよね。私は指定管理者に

なりたいということで。このずっと順番を見ていくと、指定管理者として指定する旨を文書で

通知する。決まった方には文書で通知をすると思うのですけど、決まらなかった方にも、こう

いう理由であなたのところは今回は指定されないことになりましたという通知を出されている

のかどうかということが１点。それに対して理由がつくのかどうなのかということと。 

本人いわく、指定管理に出すときに、実績を問われるという話が出て、実績というのはやっ

てみなければわからないだろうという話があったのですけど、私は先ほど説明の中にあったら

やはりやりたいということでこういう計画だとか、こういったものというのは出すのだと思う

のですけど、それによって評価が出るのだと思うのです。今までやっていないから不利だとか、

そういった考え方になることは間違えなのか、それとも受けた側は今までの実績ということよ

りも、本人がこれからやりたいことをきちんと評価するということなのか、その辺ちょっと考

え方を伺っておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ２点ですね。田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） まず、最初の話ですけれども、非とされた方に対しての通知の関

係ですが、これは当然の話として出してございます。詳しく事由まで書いていたかどうかとい

うのは、今資料を持ってきていないので記憶にないのですけれども、そこはお答えできません。

それと、実績の関係なのですけれども、４ページの６番目に選定の基準ありますけれども、要
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するにそれの４番目です。施設の管理を安定して行う人員、資産、その他経営の規模及び能力

を有しているのか、またはそれが確保できる見込みがあるのかということで、実績を問うもの

ではなくて、処理の審査の中でその見込みがあるのかどうかというのを適切に選定委員会、そ

の中で判断するということになります。例えば２社いたら、２社の中で判断基準に応じてポイ

ントをつけますので、どちらが高いポイントをつけられたかということによって、結果として

は総合点によって選定者が確定されていくと、こういうような仕組みになっていきます。選定

委員会も１人でやっているわけではございませんから、６名、７名という選定委員ありますか

ら、そのおのおのの方が評定をつけていきますから、その評定の結果によって右、左を左右さ

れる形にはなり得ないのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今の話を伺うと、私も実績ということを問われたらやっていない人は

不利だろうなと当然思ったのです。ただ施設管理、上のほうは計画の内容はこれを最大限に発

揮させるものであるという、これは計画だからそれを問われるだろうし、ただ最後の４番目の

施設の管理を安定して行えるための人員、資産その他経営の規模及び能力を有しており、また

は確保できる見込みのあることということは、これは指名する側がそういう基準をきちんとお

知らせしているのかどうなのか。このものをやるのには今回みたいに体育協会１本で指定管理

だから、その人員というのはすごく大きいですよね。だからそういうことからいくと、今回は

考え方としては、全部はきっとできないという思いなのだと思うのです。だから分割で指定管

理ができるようにという陳情だというふうに思うのです、私は。だからただ、選定基準として

は、こちらからはこれくらいの人数が必要ですよと、これはしっかりできますねということは、

こちらから出しているのかどうなのか。出さないで、あなたが必要と思う人数だけを書いてき

なさいということなのか、その辺がちょっと。その辺がやった人とやっていない人の差が出て

くると思う。わからないで指定管理を受けたいというのもおかしいのだけど、やはり基準を示

していただかないと、クリアできるかどうかというのは本人の中で考えられるのかなと。なり

たいときは調べられるのか、その辺もちょっと定かではないのですけど、どちらがどうなのか

なというふうにちょっと思ったのですけど、その辺どうなのでしょう。体育協会全体でやって

しまうからあれなのですけど、もしかしたらほかのどこか１つ、森野なら森野のところを指定

管理募集しますよと。でもここは最低これだけの人数とこれくらいのものはかかると思います

けれども、それでよろしいですかというものがある程度示されるのか、それともそれは指名を

願う人が自分で調査をして、自分だったらこれくらいでやれますよというのを出されるのか、

それを審査にするのか、その辺ちょっと確認しておきたい。 

○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 人数的なものまでの細かいところをこちらのほうで公募する際の

基準として出しているというのは、今直接資料というのはないのですが、そこまではないとい

うふうには押さえております。ただ、ある程度受ける側とすれば、当然業務量をある程度ご自

身なり団体の中で判断をされて、管理といえば当然すべての施設の管理から運営までというこ
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とになりますので、自分のところでこれを管理するのには、こういう計画を立てて、その中で

これだけの人材を考えて、経費としてはこれくらいというものを公募される側が計画としてお

持ちで、それを提示されるというのが基本的な考え方になるかなというふうに思っています。 

○委員長（及川 保君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 今の関連で、こちらから要綱として定めたときには、お示しして

いる事項としては、例えば公園なら公園、プールならプールについて、どれだけの規模を用意

していて、過去の例としていかほどの委託の金額、料金で委託を行っていたか、そういったこ

とも定めて提示しているわけなのです。なので、施設の規模に応じて委託料金がこれだけだよ

と決まったときには、先ほどの部長の話ではないですけれども、それに応じて自分の事業者と

しては何人の人数を要すればできるのかできないのかというのが、おのおのの独自の判断の中

で示してくる格好になるのかなと思うのです。そういったものを比較してみながら、どちらが

より適切であるかというのは判断の材料としていく、こういった格好には当然なっていきます。

それが選定委員の仕事にもなりますし。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 出された数字、これだけのものの管理が必要なのです、これだけの規

模ですということをお示しして、人数的にはこういうことと出してきますよね。それは町とし

ての考えありますよね。町というか選定委員は選定委員で、この規模のものだったらこれだけ

の人数は最低限必要だろうと。それをクリアしていなかったらやはり点数は下がるというふう

にとらえていいのですか。そういうような感じになるのですか。町は 15 人で考えているのだけ

ど、その人は 10 人でやれるのだと出してきたときに、片方は 13 人だったら町は 15 人必要だろ

うと、最大限の安全な管理をして町民サービスを下げないためには、これだけのものは必要だ

ろうと、ある程度あると思うのです。そういったときにそういう選定というか評価になるとい

うことにとらえていいのですか。 

○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） その場合に、例えば雇用する人数は減る。ただしその計画の中に

その人数が減った分の業務を簡易化できるような計画が盛り込まれているですとか、そういう

ものも判断基準になると思います。ただ、当然経費を下げることを考えれば人が少ないという

ことになりますけど、本当にその業務として、それだけの業務をするにあたっては人数を減ら

すのであれば、それを担保できるだけの計画をきちんと持って、業務として簡易的にこういう

経過を自分のところでは立てるので、人員としてはこれだけですという、明確なものがきちん

と提示をされる中で判定がされるというふうに押さえています。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 文面にかかわって幾つか確認をしたいのですが、まず指定管理をする

のに、たくさんのものに分かれて管理を受けたらいいのではないかというような、そういうよ

うなのもあったものですから、先回指定管理受けたときの応募の状況というのはどういう状況

だったのか、まずそれ１つ伺います。 
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○委員長（及川 保君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 前回の応募の状況なのですが、体育施設で言いますと、今受けて

いる体育協会ともう１カ所の２カ所の応募です。それと、それ以外の北吉原、森野の関係につ

いては体育協会のみの応募しかございませんでした。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 白老町において、公募すればどんどんそういう方たちが応募してくる

というような、そういう状況にはないみたいな感じを受けるのだけれども、その辺はちょっと

厳しいのかなというふうに思うのですが、もう１つ陳情書の中に現在の体育施設を体育協会で

一括管理するという、そういうことではなくて、ばらばらにそれぞれプールだとか野球場だと

かいろいろあるそういうのをばらばらに管理させたらどうだというような言い方と、それから

もう１つは中の管理面と運用上のソフト面と、これを分けたらどうだというのも中にあるので

す。そんなことが可能なのかどうなのか、どういうふうにそのあたり。建物をばらばらにして

管理するというのは、これはいろんな人が入ってもいいと思うのだけど、１つの建物の中で管

理面とソフト面を別な者が管理するということがあり得るのか、できるのかどうなのかという、

そのあたりはどうなのですか。 

○委員長（及川 保君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） まず１点目の建物の話の出ましたプールと別の施設を細かく分け

てみたいな話なのですが、先ほど資料の中でも説明したとおりなのですが、当初うちのほうで

３年前に指定を応募の要件として決めたときには地区ごとの管理として分けたのです。それは

なぜにそうやって分けたのかというと、例えば先ほどもお話ししたとおりなのですが、草刈り

業務一つとって考えたとしても、公園の草刈りも行いながら野球場の草刈りも陸上競技場の草

刈りも一括で行っていると。そういった同じ系統の中で同じ地区ごとにやっていくことによる

効率性のほうが高いであろうと、こういうことから分けたわけなのです。これが一つの考え方

なのです。それよりもっと小分けにして、特段形式的にも影響がないですよとか、そういうも

のが判断されてくるのであれば、もっと小分けにすることも、これは場合によってはやぶさか

ではないのかなと、それは今考えるところでもございます。これが１つ。 

それと、管理面とソフト面と分けることが実際に可能なのかというお話ですが、これは６月

の議会の中でも一般質問で出ておりましたけれども、基本的に１つの建物を分割して分けて管

理するということは、この制度の中では想定はされていないものなのです。実際の話として分

けたらどうなるのかとなると、ではハードの管理とソフトの管理を分けたことによる管理責任

の所在はどこに行くのかというのは明確に見えなくなる、そういったことも懸念されますし、

形としてはそういった形の中で１つの屋根の中でおのおのを分けて管理するということはあり

得ないというふうに今の中はとらえております。ただし、こういう建屋の中の機械の整備であ

るとか、床の清掃であるとか、そういった類の部分については、部分的に委託事業として外注

に出すということは当然の話としてあり得る話だから、そういったことはできますけれども、

ただ本質にかかわるような設備の管理とソフトの管理を分けるということは、何回も言います
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けれども、一般例としては考えられない話になってくるのかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） あともう１つだけ聞いておきますけれども、運用上の中身でいろいろ

な疑問を感じながらこの陳情というのは出てきたのだろうと思うのです、運用上の問題で。そ

のところで聞いておきたいのですが、管理者が計画を立てて町に報告する。それを町ではチェ

ックするという機能というのは働いているはずです。そうすると、町の指導というのが、どう

いう場面で指導助言というのが、きちんと管理者のほうへ伝えられるのか。その中でただ町が

やっていることを町がこれはいいよ、悪いよというようなことではなくて、町民へのサービス

という点から考えると、町民の声をどうやって集約するかというようなことも問題になってき

ますよね。町のチェックの仕方というその制度が確立しているのかどうか、その部分伺います。 

○委員長（及川 保君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 私どもでは、今指定管理者のほうと定例的に会議の場を設けなが

ら、情報のやり取りであるとか、場合によってはこちらからの指導の部分を示していったりし

ながら、逐次その辺はやりとりしておりまして。毎月定例の中でやっているような形で行って

いますので、そこらについては何もやっていない話には全くなり得ないのかなと思っておりま

すし、町民の声の話でいけば、各施設ごとに利用者の声を入れてもらうための意見箱みたいな

ものが設けられておりまして、その意見の中にあったものを抽出しながら不具合のあった部分

についてやりとりし、さらに先ほどの会議の場での指導とか、そういった方向性にも結びつけ

ておりますので、何もこちらが聞く耳を持たないだとか、そういった話にはならないのかなと

思ってはおります。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 管理者と席を設けていろいろやりとりをやる。町民のアンケートだと

か調査用紙によって声を聞くということはわかったのですが、中に使用している人たち、団体

だとかサークルだとかいろいろありますよね。そういう人たちが一堂に集まって、そういう要

望を聞くとか何とか、そういう仕組みというのはあるのかないのか。 

○委員長（及川 保君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 今言われた利用者の要望を聞くという場面は、直接設けているの

かと言われれば、特段それは定型的に設けているものではございません。ただし、先ほども言

ったとおり、利用者の声を入れるための意見箱がありますから、その中で逆に言うと名前を書

かなくてもいいわけですから、いくらでも声を上げたい部分については出していっていただけ

るのかなと、こう思っております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。資料が届きましたので、前田委員の質疑を受

けたいと思います。前田委員。 

○委員（前田博之君） 今も議論されましたけど、この資料からみると、３ページには利用料

金は指定管理者の収入になるとなっているのです。協定書をさっと読ませてもらったら、乙は

本施設に係る利用料金を当該乙の収入として収受することができるとなっているのですけど、
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収入が入ったということは、私も森野の福祉館でいろいろ質問しているからわかって質問して

いるのだけれども、その中で、では体協が１つの例プールで言うと、プールで入ったお金が増

減しますよね。その年によって 50 万円から 100 万円近く収入違うというときに契約しているの

ですね、委託契約。その額の調整というのは、この条項の中でどのような、この条項読んでも

何も書いていないのです。だからそういう部分のシビアな部分はどういう扱いになっているの

かということ。 

もう１つは、午前中、陳情者が言っているのは、ソフトの事業がない。利用者をふやすこと

をやっていないと言っているのです。１つの例として聞きますけど、プールの場合、体育協会

はどういうプログラムをつくって、年間教育委員会のほうに、こういうようなプログラムを組

んで利用者をふやしたいのだと、そういう部分が毎年出てきているのかどうか。もしあれば、

ことしの部分がどれだけのプログラムを組まれて、人員増を図ろうとしているのか、その辺の

２点を伺います。 

○委員長（及川 保君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） まず料金の関係でございますけれども、おっしゃるとおり毎年毎

年料金の収入の増減、これはあり得ます。その前年度の料金の額を基準といたしまして、次年

度の予算組みを行っておりますので、その中の増減に応じた中で委託料金というのは毎年固定

なものではなくて、増減しているのが実態です。協定書の中にその旨が書かれていないようで

ございますけれども、運用の中で、事業者とのやりとりの中で予算を組み上げるときにそのよ

うな協議を行っております。 

あとプールの関係でおっしゃられたソフト事業なのですが、手持ちで今あるのは、22 年度の

実績として持ってはおります。プールの関係で言いますと、1 つとしてはベビースイミングと

いうのが行われておりまして、これは毎月 1 回、12 の回数ということで、実績を上げてもらっ

ております。あとは着衣水泳救難講習会、これは回数 1 回ですけれども、そういった講習会を

行っております。プールの関係でいけば以上です。実績としてお話あったとおりソフト事業が、

自主事業がふんだんに組み込まれているのかと言えば、我がほうとしてもふんだんに組み込ま

れているというふうには取ってはおりません。そこの部分は確かに今の現況の中での若干弱い

部分ではあるのかなということで、毎年評価しておりますポイントの中でも、そこの部分では

いわゆる下げのポイントとして評価をさせてもらっております。 

○委員長（及川 保君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 次の年で清算するのですか、３年間の年だから。その年は前年度の決

算見込みで予算組むというから、一年ずつずれるからどうなるのかな。６月に報告が出ている

から見ています。今の報告からいけば、１年間収入大きければ体協が得をするということです

よね、その年が終わってしまえば、３年で、次の年は、３年目は。収入がふえれば、今の理論

から言えば。その辺は整備するということをもうちょっと考えたほうがいいということを、陳

情者は求めていると思うのです。 

それともう１つ、今斎藤委員からモニタリングの話ありましたけど、全体のことを言ってい
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るのかわかりませんけど、プールの例からいけば、田中課長も来たばかりですから全部掌握し

ていないと思うから言わせてもらいますけど、それは年度の初めに利用する団体、コースを使

う団体あるのです。水泳協会と午前中来た松原さんと。そこはちゃんとプールの職員が入って、

全部年間のプールのコースを使う状況を全部打ち合わせやっていますから。その中で声をお互

いに聞いて調整して１年間やっているという事実はあります。まるっきりプールだけはないと

いうことはありませんから、勝手にその団体が行って、申し込んで使うというのではなくて、

年間とおして４コースの中で。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、そのあたりはまずいので。そういう実態は課長、押さえ

られていますか。斎藤委員の先ほどの、今前田委員が答弁したのですけれども、状況を把握し

ていますか。太田教育課主査。 

○教育課主査（太田 誠君） それはプールもそうですけれども、体育館なり北吉原のふれあ

いスポーツセンターなり、調整会議というのは毎年年度初め使うときにはやっているというこ

とで確認はしています。 

○委員長（及川 保君） という状況で、斎藤委員わかりましたね。前田委員、ほかございま

せんか。この陳情の可否をきちんとこの本会議の中で報告をしなければなりませんので、しっ

かりとここで状況を把握しておきたいということもあります。前田委員。 

○委員（前田博之君） 今の委員長の話ありましたし、前段吉田委員もお話ししていましたけ

れども、田中課長から答弁いただきました。もう１回確認しますけれども、ソフトとハードの

施設管理と先ほど私言ったプログラム的な利用者をふやすとか、あるいはどういう内容のプロ

グラムを組んでやるかという部分は、離しては委託できないということは発注する側ではそう

だと思いますけれども、この指定管理の制度。法律がありますよね。その中ではそういうこと

はだめと言っているのか、あるいは努力によってはできるという、そういう解釈なのか、そこ

だけ確認しておきます。 

○委員長（及川 保君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） ソフトとハードの分割の部分の考え方なのですけど、これは 2008

年の国の回答なのですけど、提案に対しての回答なのですけれども、まさしくソフトとハード

を分けてのことができるのかということを自治体のほうから問い合わせたものに対して省庁の

回答出ているものです。省庁は総務省からの回答です。それによりますと、これそのまま読み

ますけれども、指定管理者制度は対象となる公の施設の管理を包括的に１つの指定管理者に行

わせることを想定した制度であり、常に指定管理者を指定して管理を行わせている公の施設に

ついてさらに別の民間事業者を指定管理者にすることはできないと、こういうふうに答えてい

ますので、国の答えがこうであるので、明らかに今陳情者のおっしゃられていること、ソフト

とハードを分けてということは想定外のものであるということでとらえて問題ないと思います。

それはそういうことでありますし、先ほどの私が申したとおり、管理の責任の所在が不明確に

なってしまうということからすれば、行政側としてはそれを取り入れる形にはちょっとなり得

ないと、そういうふうには思います。以上です。 
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○委員長（及川 保君） ほかございませんか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 指定管理者制度の趣旨、目的というところを読むと、今回の陳情書の

中で、自主事業及び自主財源確保の努力が見られず、施設管理のみに専念し、利用者サービス

の低下を招き、施設利用者数は激減の一途をとたどっているとあるのですが、私はこの趣旨、

目的、これはある程度基本的には公共施設ですよね。ですから安全に本当に利用しやすく、町

民が健康管理とかいろんな面で使っていく、全部の施設がそうだと思うのです、基本的には。

そういうふうにやっていくと、指定管理者に私はこの部分すごく気になっているのですけれど

も、もちろん入場料が全部指定管理者に入りますので、ふえればふえるほど収入が上がるわけ

ですから、それは指定管理者にとっていいことかもしれませんけど、こういった表現をされる

と利益追求を求めない指定管理者はだめなような。減っているからだめだと、きっと言ってい

ると思うのですけど、何が悪いかというと、指定管理者としてのやり方が悪いのではないかと

いうことだと思うのですけど、私はそういう考えではなくて、あくまでも公共施設の指定管理

ですから、やはり町民サービスを低下させないことと、利用者増に結びついていくのはすごく

理想的なことなのですけど、やはりそれはそのときの状況だとか全部変わってくると思うので

す。ただ、利用者をふやすことが指定管理者に課せられていくことになってはいない。効果的、

効率的な対応というのは、私は経費削減をして民間のノウハウをつけながら、サービスを十分

にやりましょうというふうにとらえていたのです。それで自然に利用者がふえて、利用料は多

くなるのはいいけれども、利用料をふやしましょうということにつながっていくのか、その辺

の解釈がちょっと。こういうふうに出されてくると、やはり指定管理者は利益も追求しなけれ

ばだめなのと思ってしまったのです。事業計画は持つけれども、そうではないわけでしょう。

こういうふうな表現をされると、そういう目的を持って指定管理をやろうというふうになって

しまうと、反対に違うのかなと、ちょっと思ったものですから、その辺きちんと私の中で整理

したいなと思ったのですけど。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員、これは最後の陳情の内容きちんと精査して、部長の陳情

に対する見解を伺いたいなというふうに思っていたものですから、いずれにしてもやらなけれ

ばならないことですから、この陳情に対する教育委員会としてのお考えを伺っておきたいなと

いうふうに思います。渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 今回の陳情書につきましては、１点目としては体育施設を一括管

理するということを改めて広く指定管理者を応募させなさいというのが１点です。それともう

１点は管理それからソフト面。これを分割して柔軟な管理、運営をするということを考えてい

きなさいという、その２点があるかと思います。 

白老町指定管理制度。スタートの時点ではスポーツ施設を一括、地区別ではなくて一括とい

う考え方でまずはスタートしております。それから、２回目になりますときには、もう少し分

割をするという考え方で、３つの地区に分けて応募を募っております。この中で、当然先ほど

から課長が申しているように、指定管理制度を導入して、その目的に合うという考え方からい

いますと、より効率的な、効果的な経費も含め事業も合わせて進められるということが、指定
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管理制度の大きな目標になりますし、それが効果といいますか、町にとっても公共施設を町民

の方により利用していただく際の効果になるというふうには考えております。ではありますが、

すべてのものを分割するということは、当然人員も含めて経費的なものは削減がされるという

ところから言うと、言い難いというところがあるというふうに押さえております。ですので、

１点目の体育施設の一括管理をより分割してといいますか、そういう考え方になりますと、す

べてのものをそういうような考え方でとらえられるかというのは、なかなか難しいだろうとい

うふうに押さえております。ただ、部分的に考え方、施設の中においてはそういう考え方がで

きないこともないところはあるかもしれない。その辺のところは十分施設それぞれの精査をし

なければ、こちらとしてもこの施設をというところはまだまだこれからも検討しなければなら

ないというふうに思っておりますが、施設の中にはそういうような考え方によってより広く応

募いただく中で、より具体的な効果を上げられる施設があるのであれば、それは分割というこ

ともやぶさかではないという考え方は、教育委員会としては持ってはおります。 

それともう１点の管理、ソフト面につきましては先ほど課長のほうから答弁しておりますが、

これが一括でなくてということになりますと、実際に事業をするのと管理をするので一体的な

運営という考え方になりますので、それぞれが別に事業体が運営をするということは、全体の

考え方から言えばなじまないものであるという考え方を持っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。このことについてご意見ありますか。後にしますか。わ

かりました。このことについては、また後で。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今部長の見解を伺ったのですけれども、やはり気になるのは管理面と

ソフト面の分割というのが本当にできるのかできないのか、その辺がよくわからないのです。

課長は先ほどそれはなじまないだろうと。だけれども今部長は。見解が違わなければいいので

すけど、違ったふうに聞こえたものだから。基本的な部分では難しいと言いながら、やってで

きないことはないと聞こえたものですから、今ちょっと確認をしたのです。 

○委員長（及川 保君） 再確認です。渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 私の説明が上手くいかなかったかもしれません。現在の体育施設

の指定者一括管理を改めという上の項目につきましては、今斎藤委員がおっしゃったように、

施設の中においては幾つかのところで分割ができるという考え方もやぶさかではないというふ

うに答えさせていただきました。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 自主財源確保の努力が見られない、先ほども関係した話が出ているか

と思いますけど、指定管理者がサービスを向上させるためにある一定の自主財源を確保する準

備がなければならないというところがあると思うのです。それの規定の中で無制限に設けても

いいとか、料金を上げるだとか、そういうことではないことははっきりしているのですけれど

も、規定の中では指定管理者の財源というのは、どの範囲という、どこまでの段階でという規

定というのはありますか。自主財源を確保するというのは、どういう形で自主財源を確保する。

いわゆる自主財源ですから、利益を上げるということが許されるというのはどういう範囲なの
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か、そのあたりはどうなっていますかと聞いたのです。 

○委員長（及川 保君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 自主財源といいますか、自主事業を組み立てた中で、例えば料金

収入以外、講座を開いたとしたら、講座の参加料というのを取ります、大体一般的には。その

中での自主財源としてフィードバックされて事業者のほうに戻っていくという部分ではあり得

るかなと思うのです。それはある程度あり得ることですし、こちらとしてもこの指定の申し込

みの際にはどのような自主事業を組み立てていく考えはありますかと問いかけしているわけで

すから、それについては、施設の管理上ほかの方が利用が全然できなくなってしまって、非常

に困ってしまうとか、そのようなことにならない限り、多くの町民が参加するということに対

して、とめる部分はないのかなと思いますし、そういった参加の機会が多くの町民に対してふ

えることによって、結果としては町民全体の健康増進にもつながるのかなと思うのです。さら

に言えば、利用者がふえることによって当然利用料金もふえますから、町の財政的にもある程

度うるおいと言ったらおかしいですけれども、還元される部分も出てくるのかなと、これも考

えます。だから、その辺はケース・バイ・ケースの中である程度の施設の要領の中で組み立て

をしていただくことに対しては、これは推奨するものとしてなってきますので、そういう考え

方ではございます。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私が気になるのは、財源確保の努力が見られずという言葉があるので

す。そうすると、企画の中にそういういろんな大会だとか、講習だとか、いろんなことがあり

ますよね。そこの中で正規にきちんと料金をもらってやっていけば、そこから余剰金というの

が出てくるはずですよね。それ以上の努力が見られないということは、そういうことは一切や

っていないということは、野放しになっているのかという話になるわけですよね。ではもっと

何か頑張って利益が上がるようなことやれと言っているのか、その辺はよくわからないのだけ

ども、金をもうけるためにどんどん事業をやらなければならないということではないと思って

いるものですから。努力が見られないできたと、これが利用減につながっているということに

なると、ちょっとこれは考えなければならないことなのかなと思ってしまうものだから、その

辺どのようにとらえたらいいのかなというのがよくわからない。 

○委員長（及川 保君） 関連して、吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 先ほど私が伺ったのは、そのことが心配で伺ったのです。利益追求と

いうことは入っていないはずなのに、もちろん効果的な、効率的かなという。午前中に提言者

から今斎藤委員おっしゃったことを言って、そしてプールのことを割と集中的におしゃってい

たのですけれども、プールの使い方だって空いているところをどんどん人を入ればいいとか何

とか言われたのです。だから、指定管理にならなかった理由はそこなのかなと思ったのですけ

ど、そういう考え方を持つことが指定管理に私は必要なのかということを聞きたかったのです。

利益を追求するために使い方を、前提に安全で公共施設なのだからそういったことが前提にな

るのでしょうと。その後にそのことが効果的なもので上がっていくのは構わないけれども、こ
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の言葉の表現でいくと、早く言えば体育協会の努力が足りないのではないかと。だから人が減

っているのだよというような私は受けとめ方をしたのです。だから、そういうことを追求して

いく指定管理なのか、私は違うなと思っていたものですから、その辺でのことがすきっとしな

いとちょっと指定管理の考え方をきちんと、もしその人がそういう考え方でいるのであれば、

その人に理解をしていただかないと、いつまでもこれは平行線になってしまうのかなとそんな

ふうにちょっと感じたものですから。 

○委員長（及川 保君） それでは、斎藤委員と吉田委員の質問の趣旨はほぼ理解されたと思

いますので。渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） この施設はあくまでも公の施設ですので、より多くの方に利用し

ていただくというのが基本になります。その中で、当然指定管理を受けた側は自主事業といい

ますか、町が事業として委託をしている事業以外に、受けた指定管理者が自主的な事業を進め

ることによって、より多くの町民の方においでいただいて、施設を有効に活用していただくと。

それによって当然参加料ですとか、そういうものが自主財源として確保がされていると、そう

いう考え方は当然指定管理制度を導入するにあたってはそのとおりのものであろうというふう

に思います。ただ公共の施設ですので、すべてのものをスケジュールに沿って全部入れてしま

う、それも１つ方法なのですが、一般の方が自由に、私きょうここの施設を使いたいというと

きに、やはり使えるスペースはそれを確保しておくということも指定管理として当然配慮をし

なければならないことであろうというふうに思いますので、先ほど吉田委員がお話しのように

利益追求だけなのかと、そうではなくて、より多くの人に利用していただけるための計画とい

いますか、事業計画を指定管理としては立てて、それに沿って事業をしていただくというのが

基本になるというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。私のほうから１点だけ。午

前中の陳情者の方にもお聞きしたのですけど、町側がすべての町民の安全安心をしっかり前提

にした指定管理者、それができる管理者でなければ、非常に私は不安を抱えながらの指定管理

であれば、私は絶対これはすべきではないというふうに思っていますので、そのあたりはどう

かという話をお聞きしたのですけれども、それを前提に指定管理の応募に受けてからの話は、

それは十分ご存じのようだったのですけれども、その内容も含めてご存じだったようですけれ

ども、そのあたりの不安が私はあったものですからそのことをお聞きしたのですけれども、や

はりそのあたりも吉田委員の発言にもありましたけれども、利用率、効率、このあたりも話と

してあったものですから。ただ委員会としては、昨年の報告の中でも所管事務調査した中で報

告をさせていただいたのですけれども。町側に対して会館がある以上はすべての町民の方々が

利用できる、たくさんの方々が利用できる環境をつくるべきだと、そういうような報告をさせ

ていただいたのですけれども、きょうの陳情者もそこをついているのです。そこの話が実はあ

りまして、このあたりも含めて部長の話を伺っておきたいと思います。渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 基本的に公の施設ですので、どなたでも利用していただくという

のが基本になります。ですので、その方々が、どなたが利用しても安全で安心でまたそこの施
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設で十分楽しんで満足していただいて、リピーターになってそこの施設を利用していただける、

その事業を展開してくださる指定管理者を町として指定するという考え方になりますので、そ

れは選定委員会の中できちんと応募された各指定管理の候補の方々が出された計画を十分精査

して、評価をして、選定をしてくださって、それをもとにして町民の方に安全で安心な施設と

して利用していただきたいと、教育委員会としてはそのように思っております。 

○委員長（及川 保君） いかがですか。議長、特にありませんか。堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 渡辺部長のほうからお話ありました、きょう午前中陳情者の話を聞

いたのですけど、極端な感じを受けたのです。要するに利用者少ないからもうちょっといろん

な事業をやって、多くしなければだめだとか、利益を上げろと言ってもバランスの問題で、利

用者だけたくさん入れるのならば全部無料にしてしまえば、これはみんな入ってくるわけだか

ら。それで財政的に大変であれば料金を上げると。部長が言ったように町民がいつ行ってもあ

る程度できるようは形でなければ、やはりより多くの人があそこに行ってもらえるような、そ

んな形でやっていただきたいということで指定管理にお願いしているわけですから、私もそう

なのかなと思ったので、そういう基本点に立ってこれは陳情の審査をしていけばいいというぐ

あいに思っています。 

それと、陳情者の方が指定管理者の申し込みの事務の流れがありますよね。申請書を出した

時点で、審査委員会にかかる前に、審査委員会で出されたそれぞれの人から、個別にその人の

考えとか思いとか、それとは別に面談して、聞くなどということはなさらないのですか。その

辺の手続き、申請書にのっとって、ぱっと出したら判定終わってあなただめでしたよというよ

うな形がちょっと不満なことを言っていましたけれども、どうなっているかその辺の確認だけ。 

○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） その点につきましては、確かに申請が出されたものについては書

類審査が主になっておりますので、できればもう少し具体的にお話が聞けると、中身的に広が

るという部分はあるのかなというふうには思いますが、今までの選定委員会の流れとしては書

類審査で進めているというところになります。 

○委員長（及川 保君） いかがでしょうか。近藤副委員長。 

○副委員長（近藤 守君） きょうは教育委員会の所轄でやっているのですけれども、例えば

白老町には教育施設以外で福祉施設とか何とか指定管理者でやったというのはあるのですか。 

○委員長（及川 保君） 田中教育課長。 

○教育課長（田中春光君） 今一度お答えします。教育施設以外の施設としては、経済センタ

ーが同じような指定管理の制度をとっています。さらに言えば、ポロトの奥のビジターセンタ

ーも同じような制度の取り組みとして行っております。主だったところで言えばこんなところ

です。あとは寿幸園もそうです。あと、北吉原のふれあいプラザ。これもプラザの管理運営委

員会のほうに指定管理という形の中で行っております。以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。十分認識されたということでよろしいですね。

それでは、教育委員会のお話をこの程度で終えたいと思います。ありがとうございました。 
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暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時１７分 

                                         

再開 午後 ２時２９分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

これより本陳情に対する討議を行います。討議については委員会条例第 13 条の規定により

自由討議によって行います。各委員の討議をお願いします。ありませんか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） みんなそれぞれこの願意が採択できるかどうかという形で、みんなで

質問してずっとやってきたわけだから、それと答えを合わせてどういう方向なのかということ

を委員長が若干でもいいから、こういう形で大体願意に対してこういう方向でなかったかとい

うことでまとめてくれないと、みんな勝手にしゃべれということになってもなかなか難しくな

るのではないかと思いますが、違いますか。 

○委員長（及川 保君） それでは、委員長としてこの出されました陳情書の中身を精査して

まいりたいと思います。願意といいますか、中身は大別すると二つなのです。最後のほうで管

理面、ソフト面という分割の部分があるのですが、この中段ある要するに下のほうですね、以

上のことからの以下なのですけれども、白老町民温水プール施設を含め、現在の体育施設管理

者一括管理を改めてと、このことが大きな願意だというふうにとらえますが、それでよろしい

ですね。さらに下に行って、できれば先ほどの午前中に聞いた中身では、管理面、ソフト面を

分割して柔軟な管理運営をすることを求めたいということなわけです。ですから、この大別２

つが陳情者の願意だというふうに受けとめていただきたいと思います。 

それを受けて教育委員会の指定管理を設けたきょうまでの経過も含めて、この制度の遂行状

況も含めて説明を受けたわけであります。その経過もふまえて討論をしていただければありが

たいなというふうに思います。斎藤委員のほうからは、委員長がどういう考えのもとでこの陳

情を進めたいのかというお話もありましたけれども、委員長が判断するわけではございません

ので、皆さんのご意見を十分伺って判断をして、さらに討議を終えた後に採決に入りますので、

それを受けて決定をしたいと思います。前田委員。 

○委員（前田博之君） まず今委員長から話もありましたけれども、願意についてはこの指定

管理者制度の管理、運営という部分で、１つの公の施設についてハード面、ソフト面を２つ以

上の指定管理者に指定すべきではないかという趣旨だと思います。そうすると、指定管理者制

度の趣旨からいくと、先ほど教育委員会のほうも私の質問に答弁していましたけれども、対象

となる公の施設の管理を包括的に１つの指定管理者に行わせることを想定していますと。そう

いうことで２つ以上の指定管理をした場合は管理責任があいまいになることが考えられまして、

同時に２つ以上の管理者指定をするということは原則として適当ではありませんということで

ありますので、私はここの部分でいけばこれを分割するということの陳情の願意につては不採

択だと思います。 

それともう１つ、温水プールを含めてと書いてありますけれども、担当の部長も体育協会で
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今一括で管理していますけれども、その施設の内容については、その施設の部分だけはハード

とソフトを分割して、管理は別にできるとこうも言っていますので、その部分は十分に考えら

れると言っていますので、ソフト面の２つ以上の指定管理者はやるべきではない、できないと

言っていますので、私はこの願意であれば不採択だと思います。 

○委員長（及川 保君） 前田委員のお話がございましたが、確かに午前中の陳情者のお話の

中では、この最後の管理面の中で、運営と管理、要するにハードとソフトですね。できれば分

けたらどうですかというような考え方だったのですが、先ほど前田委員の質疑の中で、町側の

説明でお話ありましたけれども、法的にこれは非常に混乱を招くことになるということで、こ

れは法的に認められていないと、この部分については不採択なのです。ところが趣旨そのもの

は、この上のほうなのですけれども、指定者一括管理を改めてということですが、一括管理と

なっていないのです、実は。既に町側は当初指定管理制度を設けたときには確かに一括管理だ

ったのです。全部の管理を一管理者にお願いしていたのですが、３年後の見直しを図ったとき

に、先ほども説明ありました、萩野公民館、はまなすスポーツセンター、森野体験館、３カ所

を分けているのですね。それが今現在、これにのっとって運営されているわけなのです。です

から、一括管理を改めとなっているのですけれども、既に行って、今後ももしそれが効率的に、

さらには町民に非常に利益につながると、サービス面でも利益につながるということであれば、

今後もこのことについては考えていきたいということですから、既に上の部分についてはやっ

ておりまして。ですからこの部分においては採択というわけにはいかないと、私はそういうふ

うに考えるのですが。それで、全体の陳情者の考え方、一括管理を改めとなっているのですけ

れども、これも既にやっていますから、さらに町側はやりたいと、今後も十分そのことを考え

て進めたいと言っていますから、採択すべきだというふうに私は思うのであります。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 願意が１つなのか２つなのか、みんなきちんと納まっていないような

感じがするのです。一括管理と分割管理と２本。一括管理をすることと分割管理することとま

たがっているから、本当の願意は二つなのだろうという気がするのです。この上のほうは従来

からやってきたのだからこれはこのまま、これからもなおも分割しようとするのであればでき

るのだよと。だからこれは採択でいいわけですよね。ただしもう１つの分割管理というのは、

いろいろ話をした中で、技術的にも制度的にもかなり難しいということでできませんと。でき

ないことをやれと言ってもだめだから、ここのところはやはり本当はだめなのだけれども、片

方採択で片方不採択というわけにはいかないだろうから、そうするとちょっとことで１つわか

らないのだけれども、採択と言っておいて、全部採択しておいて、ただし後段の分割管理は物

理的に不能ですという説明がついておいて、採択するという形になるのかどうなのか、そうい

う形があるのかどうなのかわからないです。 

○委員長（及川 保君） そこのところを局長のほうに説明を求めたいというふうに思います。

千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） まず午前中の陳情者からの聞き取りの際に、議事録精査したほう

がよりわかると思うのですが、斎藤委員の質問の中で、管理者が変われば違ったことが出てく
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るのかとか、管理とソフト、これを分離しなければならないのかという陳情者に対して質問が

あったかと思うのですが、陳情者からは管理とソフト、これを一括してできる団体が望ましい

というような答えが返ってきたかなと思います。願意がこれにこだわった願意ではないという

ような押さえ方で一度確認されたかなと思うのですが。ただ、文書上はこういうふうに残って

いるので、本人も紛らわしい表現だったということでコメントがあったかなと思うのですが、

まずそこら辺が本当の願意ではないというとらえ方をするのであれば、願意を１つに絞ること

ができるのかなと。なおかつそういう形で整理がつくのであれば、採択という形の中で、そこ

についてはなお書きでもどのようなコメントでもいいですけれども、そういうことについては

できないとか、この部分については法律上の根拠をもって採択できないという理由を載せると

いうことは可能かなと思います。 

○委員長（及川 保君） 確かに紛らわしい、非常に読んでいても中段のこの部分が長くとっ

ておりまして、このあれなのかなと思ったら、そうではなくて、この理由としては理由づけの

中で長くなっているのですけれども、要するに一括管理、これが趣旨だったのを改めることの

採択だと。できればその中でも１つの施設の中でソフトとハードを分けていただければいいな

というような話だったのです。確かに紛らわしい、２つあるという、表題の分割を求める陳情

だったのですけれども。それはわかりますよね、２つあるということは。 

○委員（前田博之君） 局長から話あったけれども、願意を１つに整理しなければだめなので

す。１つの請願で採択、不採択ということはありませんから。不採択が昔は趣旨採択といって

いますけれども、今は余り使うなと言われていますけれども、前段に一括管理を改めることに

するのか分割するのかを議論して、願意を１つにしないと出てこないということです。 

○委員長（及川 保君） 前田委員のおっしゃっているのはそのとおりなのです。ただ、追随

するようにソフトとハードが出てくるものだから、いろいろ皆さん戸惑うと思うのですけれど

も、単純に一括管理を改めてほしいという陳情にとらえれば私はいいと思うのです。２つとら

えて、こちらは採択ですよ、こっちはもう既に採択をしなければいけないのです、やっている

のです、まちは。一括管理を改めているのです、既に３年前に。今回応募するときには。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時４６分 

                                         

再開 午後 ２時４８分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

各委員の皆様の討議をお願いしたいと思います。どういうふうに進めるか、どういうふうに

すべきか、という討議です。ございませんか。 

再度お諮りいたします。みなさんのご意見を伺って方向性を決めたいと思います。よろしく

お願いいたします。陳情書の主眼は指定管理の分割化を求める陳情であります。この内容は、

午前、午後の意見を求めて質疑を十分伺った中での結論を出したいというふうに思います。ご

意見ありませんか。 
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暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時５１分 

                                         

再開 午後 ２時５５分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

今回のこの陳情書の内容でちょっと不明な部分がございまして、いろいろ確認を皆さんとし

ていたところでありますけれども、大別して、今回の陳情書の中身は体育施設指定者一括管理

を改めてほしいということについては、もう既に町がこのことを３年前から進めております。

ですから、先ほどから午後からの教育委員会の説明でも、今後も町民の利益、それからサービ

ス、いろんな面で向上を図れるということであれば、今後も進めていきたいという町側の考え

もございました。 

それともう１つ、この陳情書の願意であります。広く指定管理者に民間の団体、町内会等が

応募できるようにとありますけれども、これも既に３年前から実はこの制度を改正しまして、

改めて実施している状況にございます。 

それともう１つ、午前中の陳情者の陳情の願意をお聞きしたところ、できれば管理面、ソフ

ト面の柔軟な管理ができるようにしてほしいというお話もございました。このことについては

午後からの教育委員会の話の中で、法にのっとっていった場合に、これを１つの施設の中で管

理を分けるというのは法に違反するという状況で説明がございました。ですから、この部分に

ついては非常に難しいという状況にありますので、この部分についてはできませんということ

にはっきりと理解したという状況にございます。 

こういうことを踏まえまして、各委員皆さんのこの陳情に対する判断をしていただきたいと

いうふうに思います。前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） ただいま委員長から願意の３点の説明がありました。今まで議論され

ている部分でそのとおりだと思います。件名からいくと指定管理の分割を求めるということで

ありまして、委員長から話ありましたけれど、教育委員会のほうの指定管理の運営上の形をお

聞ききしました。資料ももらいました。それによると、公募施設等の中に地区単位、同種別ご

との施設管理を行うということで白老地区を一くくりにしていますので、その中にいろんな施

設がありますので、白老温水プールを含め体育施設としての一括管理を改めるという部分でい

けば全部やっている部分はありますけれども、この白老地区に限れば分割をされてもいいので

はないかとこう思います。ただ、それについては今委員会でいろいろ議論されましたので、そ

ういうことを集約した条件の中に立って、私は採択、不採択、趣旨採択とありますけれど、今

まで議論したウエイト、願意の求め方が広すぎますので、今私が言った部分でいけば趣旨採択

という形の中でいいのかなと思います。以上です。 

○委員長（及川 保君） 前田委員のほうから、今回のこの陳情書についてはただいまの意見

によって趣旨採択にすべきであると、こういう意見でありました。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 指定管理の目的、民間事業者が有するノウハウを活用すること。そし
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て設置の目的を効果的に達成するために、そしてまた多様化する町民ニーズの効果的、効率的

な対応を行うということが指定管理制度導入の目的であるということで、午前中参考人に伺い

ました。指定管理制度については私は賛成ですというお話がありました。今回の件名である白

老体育施設指定管理の分割を求める陳情書ということで、１つ目は、先ほど前田委員がおっし

ゃいましたように、白老町温水プール施設を含める現在の体育施設指定者一括管理を改めると

いうことで、広く指定管理に民間団体、町内が応募することができるようにということで、21

年度の見直しの中でこの地区別にきちんと割り振りをしたと。白老は白老で一括であるけれど

も、やった目的というのは、私は指定管理に合っているというふうに思います。というのは、

地区別に割ったことで広く指定管理者を求めることができ、民間団体の育成につながるという

ことは、応募する数がふえていくということにとらえました。 

それともう１つは、地区単位ごとに、同種別ごとの施設管理を行うことにより、管理整備、

管理運営にかかわる経費の節減が図られるというお話もされていました。そういうことからい

くと、私はこの趣旨、３点目の管理面のソフトは、これは指定管理の意に反するということで

したので、これは私はないことだと思っています。そういうことからいくと、私はこの方のも

っともっと分割してやりなさいということは、その意味はわかるのです、町民サービス、応募

を多くしたいという意味はわかるのですけれども、そういうふうになると経費削減ということ

が大きなネックになりますし、分割して一つ一つやることが町民サービスに効果があるのかど

うなのかとちょっと疑問もありますので、それであればこの趣旨からいくと、求める陳情書は、

私は採決には値しないと思っています。全体的な趣旨を見ると、趣旨はそうなのだろうなとい

うのは理解できますので、条件つきで趣旨採択でいいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 大体重なりますので同じところは触れないことにしますけれども、大

体趣旨は同じです。私も指定管理者がどれだけ範囲で町内から応募できるのかといっても、こ

の考え方はよくわかるのだけれども、それだけ理想的にＮＰＯだとかその他の企業だとかがど

んどん参加してくるという状況にはない中で、生かせるのだったらこれからそういうふうに白

老町の施設を分割するということはやぶさかでなはいというふうには思いますけれども、なか

なかそれはできることではないと考えれば、趣旨は生きていると。趣旨は理解できるという意

味では、趣旨採択かなと私も考えます。 

○委員長（及川 保君） 土屋委員どうぞ。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。多くの皆さんから前段いろいろ説明をいただきました。

私も先ほどからいろいろ考えているのですけど、採択に関して議会が持つ重みというものに対

して、非常に懸念を感じました。確かに陳情者のおっしゃることはもっともなこともあるので

すけれども、非常に難しいというか、理解し難い部分もあります。そういう中で、私はやはり

斎藤委員もおっしゃいましたけれども、趣旨は認める。そういう中で趣旨採択を私は望みます

ので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（及川 保君） 近藤副委員長。 
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○副委員長（近藤 守君） 要するに指定管理の分割という面に関しましては、私は賛成いた

します。以上です。 

○委員長（及川 保君） 賛成というのは採択ですね。本間委員どうぞ。 

○委員（本間広朗君） 今回の陳情書は指定管理の分割を求める陳情書と。今まで議論したこ

となのですが、一括管理を改めという部分ありますが、これはもう皆さん今まで議論してきま

したが、それはもうやっているということなので。陳情者の願意は白老地区の体育施設指定者

の分割ということだと思いますので、これはくみ取れると思いますが、管理面、ソフト面の分

割も管理、運営できるようにという願意、これに関しては総務省の規定では分割できないとい

うことで、そういう規定があるということから、これはなかなか難しいことなのかなと。本人

の願意も先ほど言いましたように、プールを含めて体育施設の指定管理者の分割、このところ

は理解できると思いますので、私としても全部はなかなかちょっと採択できないかなというこ

とで、趣旨採択ということで。 

○委員長（及川 保君） これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

これより採決いたします。 

陳情第１号 白老町体育施設指定管理の分割を求める陳情、趣旨採択とすることに賛成の方

は挙手を願います。 

〔挙手多数〕 

○委員長（及川 保君） 反対、近藤委員。賛成、斎藤委員、前田委員、土屋委員、本間委員、

吉田委員。賛成５、反対１。 

 よって、陳情第１号は趣旨採択すべきものと決定いたします。 

 以上をもって本委員会に付託された陳情の審査を終了いたします。 

なお、本委員会の審査報告書の作成については、これを正副委員長に一任していただきたい

と思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） これをもって総務文教常任委員会を閉会いたします。 

（午後 ４時０９分） 


