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平成２３年白老町議会総務文教常任委員会協議会会議録 
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◎開会の宣言 
○委員長（及川 保君） 本日の会議、教育委員会のほうから委員会協議会を開催頂きたいという

要請がございまして、本日の会議の冒頭に実施することになりました。 

                                   （午前１０時０１分） 

                                             

○委員長（及川 保君） 本日のまず協議の事項でございますけども、北吉原はまなすスポーツセ

ンターの開館時間について部長以下お見えですので、説明を求めたいと思います。渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） それでは北吉原はまなすスポーツセンターの利用についてということ

で説明をさせていただきます。はまなすスポーツセンターを含みます施設の利用については新財政

改革プログラムに基づきまして、利用団体などからの意見を聞きながら見直しを行い、平成 21 年度

から現在の運営の形を取っております。そのあとの見直しにつきましては、一部利用団体から利用

期間の変更等というようなご意見が寄せられておりましたが、次回の改正が 24 年の４月ということ

もありまして、23 年度中にこれまでの利用に関する検証を行い、それから利用期間、時間、利用料

等についての検討を進めていくということを考えておりましたので、いろいろなご意見はいただい

ていましたが、変更ということまでは考えてはおりませんでした。このたび、次回の見直しを視野

にということで、意見をいただいておりました団体も含めて利用していただいている主な団体、そ

ちらのほうと意見交換をさせていただきました。その中では特に利用期間について、５月の利用が

できるようにしてほしいという声が聞かれておりました。そのことも含めまして教育委員会の中で

検討を行ってきて、これから見直しの検討を迎える中で、５月利用団体が希望している５月という

のはことしの５月、１回しかないということ、それからこの利用については条例で定めているもの

ですから、条例改正がもしそこのところを見直すということになれば条例改正が必要になる、その

ことから１回しかない５月なのですが、簡単に結論を出すということは、やはり難しいですが、実

際にやはり５月の利用の状況を把握しながら 23 年度中の利用についての見直しをする参考と、教育

委員会としてはしていきたいというふうに考えております。これらのことを含めて結論としては、

23 年の５月、１カ月間の利用について条例改正が本来は必要なのですが、条例改正をするのではな

く試行という形で実施をして 23 年度の全体の見直し検討の中で、最終結論を出し、はまなすだけで

はなくてほかの施設も含めて最終結論を出して来年条例改正を行いたいという考え方を持っており

ました。これにつきまして総務文教常任委員会のほうとお話しを聞かせていただいて、教育委員会

としても進めていきたいというふうに思っておりました。よろしくお願いいたします。詳細につき

ましては、武永主幹のほうから説明をさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） 説明ありますか。武永社会教育グループ主幹。 

○教育課主幹（武永 真君） 北吉原はまなすスポーツセンターの開館時間、いわゆる利用時間の

変更について説明させていただきます。北吉原はまなすスポーツセンターは平成６年 10 月に開館し

て以来、年間を通じまして利用できる人工使用芝仕上げの特徴的なアイスアリーナの構造によりま
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して、ゲートボールやテニス、サッカー、野球などに幅広く活用され、昨年度末まで 15 年間で延べ

18 万人以上の方々に利用していただいております。そのうち７割以上が町内の方々の団体での利用

となっております。平成 21 年４月１日からは、新財政改革プログラムを踏まえまして町教委の中で

平成 20 年度に団体等と協議させていただいた結果、夏期いわゆる５月から 10 月につきましては、

午前中を休館としまして 13 時から 21 時までの開館、ただし夏期の期間は月曜日は休館にさせてい

ただきます。また冬期 11 月から４月までは全日いわゆる９時から 21 時までの開館とし、休館日は

なし、としまして開館してきたところでございます。しかしながら平成 21 年４月からのこのような

新利用時間の変更以来、一部団体から５月はまだ寒く屋外での活動が厳しいとの意見が寄せられて

いたため、昨年 11 月に主な利用団体、資料にありますゲートボール協会、白老レディース、アカデ

ミーテニス、ペタンク同好会、テニス協会など５団体と意見交換をしました結果、またその意見を

参考としまして、町の教育委員会内で協議を行いました結果、下記のように一部利用時間を変更し

て取り扱いをしたいというふうに考えました。 

1 番変更内容でございます。（１）５月の利用時間を夏期から冬期に変更したい。詳しく申し上げ

ますと夏期として設定しておりました５月から 10 月まで６カ月間これを６月から 10 月までの５カ

月間に減らしたいというふうに考えています。開閉館時間及び休館日についてはこのままでござい

ます。これに伴いまして、冬期 11 月から４月までの６カ月間を設定しておりましたが、これを 11

月から５月までの７カ月間にふやしたいと思います。開閉館時間についてはこのままでございます。 

（２）番目、利用時間についてはスポーツ施設条例第７条、お配りしております資料２の２枚目の

別表第１、第２また利用時間等条例の第７条に書かれておりますが、今回の変更につきましては新

財政改革プログラムでは、平成 23 度が各施設の使用料、手数料の見直し時期となっていることから、

他施設の利用時間との検討を行う際の参考とさせていただくために条第は改正せずに試行として実

施したいというふうに考えております。実施時期につきましては２番目平成 23 年４月からを見込ん

でおります。 

３番としましてその他、試行結果を踏まえまして、全施設において平成 23 年度中に利用時間等の

検討を行いながら、24 年度に向けて必要に応じて条例等の改正を進めてまいりたいというふうに思

っているところです。以上ご説明をさせていただきました。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君）  私のほうから各団体と私と武永主幹と両名で、各団体との事前のお

話しをさせていただいた経緯について若干、補足説明させていただきます。各団体の意向と致しま

しては、やはりその町の財政状況だとか、そういうことも踏まえると今の利用については 100％で

はないけど、ある程度は満足はしているのだというようなお話しもございました。ただやはりその

特にですけども、ゲートボール協会の方々については高齢者も多いということで、できれば今の現

行からすれば５月と 10 月を冬期間としていわゆるその終日開けてほしいのだけども、その町の財政

状況も充分理解しているので、せめて寒くなってきてこれから暖かくなってくる５月が一番厳しい

というようなことで、できればそういうことで１カ月でも開けていただけないかというような話も
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ございました。あとの４団体についてもそういうことができれば非常に利用者としては助かるとい

うようなご意見もあったものですから、そういったようないわゆる利用者ニーズを踏まえて、先ほ

ど部長のほうからもお話ありましたけども、本来は条例でもっていることですから条例を改正して

ご提案すべきことなのですが、その次に新財政改革プログラムの見直し時期も１年後に控えている

ということもございまして、このことだけで条例改正ということではなくてそれらも含めて 23 年度

中にいろいろな施設の利用時間だとか、そういうことも検討しながら今回 23 年度に限って試行とい

う形でさせていただいて、24 年度にその辺の整理もしたいというようなのが主旨でございます。私

のほうから以上、補足説明をさせていただきました。 

○委員長（及川 保君） 大筋においてきょうまでの経過、両者から出されていた要望それと 23

年度中に予定されているこの施設の見直しですね、その中で 23 年度の見直しの調査、検討する段階

であるので、この利用者との意見を踏まえて町側としては試行で１年間実施したいという教育委員

会の説明であります。充分利用者側との意見も考慮した中での判断かなというふうに思いますけど

も、各委員の皆さん何かご意見がこのことについてあるかどうか、いかがでしょうか。近藤副委員

長。 

○副委員長（近藤 守君） 近藤です。特に反対する何ものもないですけど、これをやることによ

って利用料とか、その辺の収支の関係をどのようになるのかだけお聞きしたいです。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 端的に申し上げますと、１カ月その開館時間を変更するということに

伴ういわゆる指定管理料の経費の面ですけども、今の概算では 20 万程ふえると、ただし使用料いわ

ゆる歳入も含めますと差し引き 15 万程で今のところ概算しております。そういったことでその分が

ふえるのですが、当初財政改革プログラムで見込んでいた効果額は現在のところもうクリアしてお

ります。はまなすについては具体的に申し上げますと、当初 145 万 6,000 円の削減効果額を見込ん

でおりましたけども、実際に 21 年度以降については冬期間、夏期間のそういう設定をした中では、

それ以上の効果額が実際出ております。したがいまして今回１カ月試行的にずらすということにな

っても、差し引きの 15 万がふえてもまだ当初の財政改革プログラムでみていた効果額以上の、以上

といいますか弱干ですけども、それは上回った効果額は維持されるというようなことで我々のほう

では概算しております。 

○委員長（及川 保君） ほか、どうですか。吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ここの利用の状況を私もちょっとよくわかっていなかったのですが、５月

から 10 月まで６カ月間ということで私も問題ないのではないかというように思うのですけども、５

月から 10 月まで今度は６月から 10 月になると思うのですけど、午前中は休館ですよね、というの

は先ほど言っていた経費削減の為なのか、この夏の期間あそこを開けていて何かランニングコスト

がかなりかかるのか、利用状況、私はああいう会館はやっぱり町民が１回でも多く使うことが使え

ることが理想だというふうに思っているのですけども、夏の期間だから外でやってくださいという

ことなのか、でもいろいろな大会やなんとかで、雨が降ったらやっぱり中を使いたいということも
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あるのではないのかなとちょっと思いながら、この午前中、夏期期間というのか午前中閉めている

というのはどういう理由、それとも利用率が低いということなのかその辺ちょっと教えていただけ

れば。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 当初その財政改革プログラムの中ではですね、やはりその利用団体、

利用者の状況と施設の維持管理経費のいわゆる費用対効果ということも議論の中にありました。そ

の中でこれは 20 年の 12 月に条例改正を議会に提案させていただいて、こういう形になっているの

ですが、その前段として前任、当時社会教育課の時代ですけども、そういった内部協議または内容

の精査もしましてやっておりますけども、そういった中で当初も１年間午前中休館にするというよ

うな案もあったのですが、その時も前任者が利用団体といろいろ話し合いを持ちながら人数を聞い

てこういう形にしたと、いわゆる１年間午前中休館にすると半日休館するということによって、運

営経費、維持管理経費この辺は削減されるということで効果額も相当出るということだったのです

が、やはりその利用者側からは１年間そういう形でいくと本当に冬は何もできなくなってしまうと

いうようなご意見もあってこういう形にしたというようなことでございます。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） もう一つ確認なのですけど冬期間のほうなのですが、これほとんど埋まっ

ていますよね。埋まっているとは各団体がやっぱりここを大いに活用したいということで、一般町

民の方々は土日のこの期間しか使えないということで、団体の為の施設なのかなと、もちろん利用

率が多いと思うからもちろんそういう形も自由に使えるようにしたほうがいいのですけど、あの敷

地内というかあの広さですので、やっぱり厳しいだろうけども一般の町民の方々は、冬期間それこ

そ中を運動したいといった時にかなりこれ不便なのかなとちょっと思って今見ていたのですけど、

その辺の問題とか町民からの要望というのはどうでしょう。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） いわゆる指定管理をしている体協からの報告では、今ご質問のあった

一般開放についてはそれほど利用者があの利用のニーズがないというようなことで、そのいわゆる

団体が既に申し込んでいるところに一般利用者がどうしても使わしていただきたいというような頻

度が少ないというようなことを聞いております。そういう意味では年度当初、または年度末に次年

度のこういう利用調整会議、割り当てですね会議も行なっておりますけども、そういうところで利

用団体、こういう利用については問題なく調整をしているというようなふうに、我々はここでは押

さえてございます。ですから質問の主旨でお答えいたしますと、それほど一般利用者のいきなり一

般で入ってくるという方がそれほどいないと、やっぱり団体の利用が多いというような状況でござ

います。 

○委員長（及川 保君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 反対に考えると団体の方々が協議はしているから、団体の方々はきちんと

組めますよね。だから一般の人達は開いてないと思うから行かないのか、それとも本当に利用率が
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ないのかその辺ね、そういうのも体協にないというけども、もうこうやって冬は埋まっているのだ

とだから使えないだという感覚で一般町民の方々はやっぱり子供も含めてそうなのですけど、冬休

みだとかになった時にやっぱりそういった外へ出るというものをつくっていくということでは貴重

な施設だと私も思っていましたので、そういう協議に一般の町民の方々がなかなか入ることができ

ないのか、それとも本当に利用率がないのかなと、こうやって決まってしまっているからもう私達

一般者は使えない、もう団体が全部入っているのだって諦めているのか、その辺がどうなのかなと

ちょっと思って見ていたのですけども。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君） 先ほど申し上げましたけども、そういった意味ではその一般の利用者

のニーズが低いというようなことを、指定管理をしている体協のほうからは聞いております。です

から一般の利用者が利用させてくれと、そこには団体が入っているからというようなトラブルとい

いますか、そういったような支障があるというようなことでは、我々のほうでも聞いておりません

し、そういう押さえはしておりません。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 原案についてはそういう声もあったというふうに私達も聞いていますし、

結構ではないかなというふうに思うのですが、２、３質問したいと思います。今の質問に絡んで、

先ほど課長の答弁で維持管理経費なんかのこの削減という形で、夏の期間は午前中開放しないとい

うことなのだけども、これだけの利用者がいる団体があるのであれば、夏の期間でも利用料でほか

の維持管理というのはできる仕組みにはなってなかったのですか。それで維持管理できていけば、

利用料では賄えないということを言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、だからこういう中で今話にでた一般開放なんかも、開けておいて利用がどの

くらいあるかわからないけれども、一般開放というこの期間は親子が使えるというような形になれ

ないものなのかどうなのかということをまず聞いておきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 武永主幹。 

○教育課主幹（武永 真君） ただ今のご質問でございますけれども、入館料につきましては平成

21 年度 116 万の入館料を頂いております。対して全体の施設管理費というのが 620 万かかっており

ます。そういうこともありまして、入館料ではすべてを補うということはまず無理な話でございま

す。あと施設の全体の入館者なのですが、昨年度は 9,095 人でございました。そのうち一般の利用

者というのは 900 人ぐらいということで、１割に満たないことでございます。また冬場につきまし

ても同様に１割に満たないということで、大体町民のあいだには、土曜日の 11 時から 15 時まで利

料、それと日曜日 1 時から 17 時まで利料というのがほぼ浸透しているのではないかというふうに考

えているところです。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） よくわかりました。わかったのですけども、116 万のうち 620 万かかると

いうことは今回の措置で、１カ月間午前中からやることにすれば、またそれだけの経費は支出はふ



7 

えるというふうにとらえていいということになるわけですか。それが一つ。 

それからもう一つは例えば冬期間９時から９時までという 12 時間ですよね。12 時間の開放になる

わけで、それで閉館日もないと、こういう場合の管理というのはものすごいものだろうと思うので

す。12 時間の開放で閉館日がないという、そういう管理状況というのは一体どういうふうになって

いるのか、そのあたりはどうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 武永主幹。 

○教育課主幹（武永 真君） 指定管理者の体育協会にお任せしているところですが、嘱託１名と

臨時職員２名、その中で管理は回しているということ、そういうことでございます。支出はふえる

のかということでしたけれども、本間課長から先ほどご説明いたしましたとおり、この１ヶ月間を

ふやすということで 15 万円程の指定管理料のプラスになります。 

○委員長（及川 保君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。もう一つだけ、条例を見直さないで試行で管理するという

その考え方なのですけど、全施設を全面的に見直すというその期間が欲しいということですよね。 

ということはこのような状況で要望が出されていて、利用時間を変えてほしいだとか、もう少し中

身を検討してほしいだとか、あらゆる施設でそういう要望が出ている場所というのは多いですか。

これがあったからそういうとこも全部調べてみようということなのか、そのあたりの状況はどうな

っているのですか。 

○委員長（及川 保君） 本間教育課長。 

○教育課長（本間勝治君）  具体的にはですね、各スポーツ施設について特にこのはまなすスポ

ーツセンターの利用が 21 年度から先ほど来説明しているとおりですね変えたものですから、そのこ

とによって冬期間と夏期間の開館の関係でやってみたけれども、やっぱり５月は寒いわというよう

なことで、そういう情報を得たものですから、我々のほうでそういう団体と意見を聞いてというこ

となのですが、ではほかの施設についてというご質問なのですが、今のところそういったようなそ

のほかの施設については、利用時間云々のことについてはありません。ただ我々としても体協とも

話している中では、やはりその利用者のニーズをきちんとアンテナを張って押さえてそういったよ

うな利用者あってのそういう施設だという認識を教育委員会も持ってございますので、そういった

意味では今のところあるのは、はまなすスポーツセンターだったということで我々も動きましたけ

れども、次年度 23 年度に向けて 24 年度からの改正の作業を 23 年度の中でほかの施設も含めてそう

いう利用者ニーズも押さえたうえで 24 年度の改正をするのか、しないのかちょっとまだここではは

っきり言えませんけども、そういった準備はしていきたいというふうに思っております。したがい

まして今回の件についてはそういうニーズがあったということについては、はまなすスポーツセン

ターだけだということで我々のほうでは押さえたものですから、我々も動いていろいろ意見交換、

または意見を聞いてこういう形でご提案しているということでございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ありませんね。それでは今回の教育委員会の判断、

そして試行でやるというまず実施するということは委員会として充分評価をしたいなというふうに
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思います。そのほか何かございましたら、ありませんか。                          

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                             

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは本日の総務文教常任委員会協議会をこれで終了したいと思いま

す。                       

                                   （午前 10 時 30 分） 


