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    ◎議案第１５号 白老町民温水プールの指定管理者の指定につ 

            いて 

〇議長（山本浩平君） 日程第５、議案第15号 白老町民温水プールの指定管理者の指定につ

いてを議題に供します。 

 提案理由の説明を求めます。 

 渡辺教育部長。 

〇教育部長（渡辺裕美君） 議案第15号 白老町民温水プールの指定管理者の指定について。 

 指定管理者を次のとおり指定する。 

 平成23年12月９日提出。白老町長。 

１、管理を行わせる施設の名称及び所在地、名称、白老町民温水プール、所在地、白老郡白

老町緑丘４丁目636番地。 

２、指定管理者の名称及び所在地、名称・代表者、都市総合開発株式会社代表取締役、野津

手幸一、所在地、苫小牧市豊川町２丁目１番２号。 

３、指定の期間、平成24年４月１日から平成29年３月31日まで。 

次のページをお開きください。議案説明です。白老町民温水プールの指定管理者として都市

総合開発株式会社を指定したいので、地方自治法第244条の２第６項の規定に基づき、議会の議

決を求めるものであります。本件指定管理者の候補者の選定のため、白老町公の施設に係る指

定管理者の指定手続等に関する条例に基づき、公募をしたところ、３団体からの応募があり、

同条例第４条第２項に規定する白老町指定管理者候補者選定委員会において採点方式による審

査を行い、審議をした結果、都市総合開発株式会社が当該施設の管理を適切に行うことができ

る団体と認め、指定管理者の候補者として選定したものであります。 

都市総合開発株式会社の概要につきましては、次のページに記載をしておりますので、説明

を省略させていただきます。 

 ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

〇議長（山本浩平君） 提案理由の説明が終わりました。 

 これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

 11番、山田和子議員。 

〇11番（山田和子君） 11番、山田です。温水プールを単独で広く町外にも公募した理由につ

きましては、おおむね先日の議案説明で理解しましたが、事業所を白老に置くとはいえ、本社

が苫小牧の業者であることから、今までの町内在住の人材を引き続き雇用していただけるのか

と白老水泳協会等の事業を継続していただけるのかお尋ねしたいです。 

〇議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

〇教育部長（渡辺裕美君） 現在の雇用されている人の雇用の確保といいますか、そこにつき

ましては、今回指定管理を行うに当たっては選定委員会の中でもやはり自主事業をより多くと

いう考え方を持っておりましたので、そういう部分では資格のある専門的な方が当然入ってこ
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られるだろうというふうに思います。ですが、町内で今実際にプールで雇用されている方につ

いてもできるだけ雇用を継続していただきたいということにつきましては、申請書をお出しい

ただいて、またそこの中でのヒアリングの中でも都市総合開発のほうでもそういうお話をされ

ておりましたし、こちらとしてもそういうような考え方を持っているということでヒアリング

は行っております。 

 それから、水泳協会につきましても今自主的な事業を実施をしていただいております。これ

から指定管理者としても自主事業を行うことになりますが、そこのところにつきましては当然

事業のある程度の精査といいますか、競合しないような内容で進めていくということについて

は、この後議会のほうで議決をいただきましたら、指定管理者のほうも各団体と協議をして、

そこのところについては進めていきたいというお話を承っておりますので、そこのところにつ

いては十分対応ができるかというふうに思います。 

〇議長（山本浩平君） 11番、山田和子議員。 

〇11番（山田和子君） 利用者の大幅な増が期待できるわけですけれども、すぐには無理でし

ょうけれども、数年後指定管理者に大きな収益が出た場合、管理委託料との関係はどのように

なりますでしょうか。 

〇議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

〇教育部長（渡辺裕美君） 当然自主事業をより多くという中では収益が見込めるというふう

に考えております。利用料金につきましては、指定管理料と相殺するという考え方でおります

ので、当然利用料金がふえるということにつきましては指定管理者としての料金に反映される

というふうに考えております。また、指定管理者側としても当然事業をしていく中で必要とな

る備品ですとかそういうようなものもそういう自主事業で収益を得たもので調達をしていくと

いう考え方にもなるかというふうに思います。 

〇議長（山本浩平君） 11番、山田和子議員。 

〇11番（山田和子君） このように魅力的な事業を展開することを期待しているわけですけれ

ども、町外の業者に指定することからみんなが利用者数の増大を注視していると思うのですけ

れども、この利用者数の情報公開についてはどのようにされていくおつもりでしょうか。 

〇議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

〇教育部長（渡辺裕美君） 利用者数がどういうふうにふえてくるかというところにつきまし

ては、月単位の情報公開というのがなかなかできていない状況にあります。それぞれ施設とし

ては月々の利用者数を把握をしてまとめてはおりますが、それを公開していない、公開してい

ないというか、その手段を持っておりませんので、今のところでいいますと年間のある程度利

用者数については決算報告ですとか、それから各社会教育等の施設を管理する側が年間の報告

の中で提示をしていくというような手段があるかというふうに思います。 

〇議長（山本浩平君） ２番、吉田和子議員。 

〇２番（吉田和子君） 私も雇用のほうの関係でちょっと１つ伺いたいと思っていたのですが、

それは今出ましたので、わかりました。 
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 それで、今回苫小牧の業者ということで、もちろん採点方式で今回はされたと思うのですが、

私はその事業内容等かなりすぐれたものがあるというふうにして選ばれたというふうにお聞き

しているのですが、やっぱり地元ではないという観点から今まで議論されてきましたように、

私は先ほど一番最初に述べましたように住民のニーズ、住民がどう感じているのか。私は、こ

の採点方式はあくまでも指定管理の委員会が書類上きちっと整えてもらって、書類上での審査

ではないかというふうに思うのです。事業内容も今までやってきたものを評価してのものだと

いうふうに思うのですが、私は実際その現場に行って見たのか、そういったことがちょっとど

うなのかなというふうに１点思ったのですが、その点やっぱりこの審査会、選考委員会はあく

までも書類上の審査で、その採点で一番すぐれていたということで選ばれたのですよね。そう

いうことですよね。ですから、あくまでもその業者が苫小牧の実際やっている現場、プールを

見て、実際に見てその事業がどのようにされているのか、また市民がどのようになっているの

か、そこまでする必要があるのかどうか私ちょっとわかりませんけれども、一応書類上の審査

ということで決定したのであれば、私はその後の町民のニーズをしっかり把握する、アンケー

トで箱に入れてもらうということなのですが、そうではなくて定期的に指定管理者がその事業

をきちっとできているかどうかというのをやっていく、審査をしていくということが必要だと

いうふうに思いますが、その点お考え伺います。 

〇議長（山本浩平君） 山口総務財政部長。 

〇総務財政部長（山口和雄君） 認定の指定の審査会とちょっとそこは違うかなというところ

はあると思います。選定委員会については、あくまでも例えば将来的に事業計画を出してもら

って、その事業者がどこまでどういう事業を組み立てて、ますます有効に民間として使って運

営していただけるかと、こういう基準で審査をさせていただいております。その後に具体的に

は現課と指定管理者が議会の承認得て決まりましたら今度協定をしていくわけです。細部詰め

ていくわけです。その中で、ではどういう運営方法の報告をさせるか、もしくはチェック機能

を持たせるか、それは業者と町とが協定書を結びながらやっていくと、こういう形になります。

その中で、５年間の実績の中で修正するべきところは運営していく中で原課のほうできちっと

指導していただくと、こういう形になってくるというふうに思ってございます。ですので、そ

こは進みながら町民の声をちゃんと聞いているかと。提案書の中では、町民の声を十分聞く、

あるいは利用者の団体とも調整しますよというふうにきちっと事業計画の中でうたってきてい

るわけです。そういった意味では、今回の指定管理の指定候補者となった方については十分で

きるなというふうに思っています。具体的には、もう一度繰り返しますけれども、原課とその

後きちっきちっといわゆる提案書に基づいてやられているかどうか、あるいは協定に基づいて

やられているかどうか、これが原課のチェック体制になってくるものというふうに考えてござ

います。 

〇議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

〇教育課長（田中春光君） ニーズの把握の方法、具体の話になってきますが、提案書の中で

は町民の声を聞くための意見箱、そういったものを常設するということで押さえてございます。
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さらに言えば、利用団体の連絡会議、要するに地域であるとか、委員会も入ります。あとはそ

の利用団体も入るのですが、そういった団体の連絡調整会議という場を持って常時ニーズ把握

に努めていくと、こんなような体制になるということで押さえてございます。 

 以上です。 

〇議長（山本浩平君） ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午前１１時０１分 

                                         

          再開 午前１１時０９分 

〇議長（山本浩平君） 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

 議案第15号につきましてほか質疑のございます方はどうぞ。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇議長（山本浩平君） その前に町側何かありますか。 

 渡辺教育部長。 

〇教育部長（渡辺裕美君） 申しわけございません。先ほど山田議員の利用者が増大した場合

の指定管理料はどうなるのだということに対してのお答えだったのですが、相殺をしますよと

いうことでお話をしました。これにつきましては、入館者数、これがふえる場合にはそこの部

分は指定管理料と若干相殺をすると。ただ、自主事業で指定管理者が自主的な事業をどんどん

して、利用料といいますか、その自主事業に対しての料金、それについてはそれは指定管理者

側が収益として持って事業をより効果的に進めていただく財源とするという考え方になりま

す。 

〇議長（山本浩平君） 13番、前田博之議員。 

〇13番（前田博之君） それでは、何点かお聞きします。 

 まず、今回プールについては、選定については候補が３団体あったということでありまして、

その審査結果が配点で出ています。それで、何点かこの内容について伺いたいと思いますけれ

ども、先ほどの体育協会の場合は１団体でいろいろと検討して妥当性があったと、点数出して

いないと、こう言っていました。それで、教育委員会のほうで出している資料を見たら、都市

総合開発株式会社とＡ団体、Ｂ団体、３団体になっています。多分Ａ団体というのは、私は前

回指定管理をしていた団体だと思って、それを仮定にして質問させていただきますけれども、

まず選定基準に施設の設置目的及び町が示した管理の方法、これ10点ですけれども、都市総合

開発は9.2、Ａ団体8.3なのです、この町が示した管理の方針。その中で、見ていくと項目の中

に施設の管理運営に係る経費の内容、これが今回指定を受けたところが 8.3なのにＡ団体は

8.7になっているのです。ということは、トータル的な点数は上回っていますけれども、１項目

で見ていくと町の示した方針が都市総合開発は上だよと、Ａ団体は下なのだけれども、ここで

言う施設の運営管理に係る経費の内訳、これになったら0.4ポイント上がっているのです。その

辺の見解をまず求めたいのと、個人情報の保護が指定管理を受けたところが8.8、Ａ団体が9.0に

なっているのです。この部分の内容がどういうような違いがあったのかと。片一方では方針に
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従うといいながら、経費になれば今回指定を受けた議案が上がっている業者のほうが低くて、

Ａ団体のほうが高い。これどうも矛盾するのだけれども、その辺の部分どうなっているかとい

うことと、先ほどからも答弁聞いているけれども、また２度目にも聞きますけれども、自主事

業をより大きくしますよと。そして、自主事業をどんどんやってもらいたいと。その部分は町

の収入にならないのだと。それでいくと、確かに利用者増加を図るための具体的手法及び期待

される効果、これは都市総合株式会社は9.3、Ａ団体7.7だから相当な開きあるのです。内容的

にどういうことあるのかと。これやると正直な話町民が利用するより、この団体は苫小牧でも

かなりプログラム組んで集客しています。そうすると、白老は、プールは我々町民が時間的に

行ってもある程度健康の歩くコース、泳ぐコースちゃんと確保されているのです。しかし、こ

れが事業が多くなってどんどん来たときに、逆に一般の人方がコースをいっぱいとられてやら

れると、極端な言い方すると芋の子を洗うみたいに町民が押し寄せられて、ある程度余裕持っ

た中でのプール利用できるのかどうかと、そういうこと懸念されるのです。そういう部分が３

点まずどうなっているかということと、先ほど部長が今後利用団体との関係の説明会は指定管

理者が団体と対応すると、こう言っているのです。おかしくないですか、それ。仮に議決を受

けて都市総合株式会社になったら、一緒に町も行って団体に説明なんかするのではないの。今

までの流れわからないでしょう。まして、これも聞きたいのですけれども、説明すると言って

いたけれども、実際に水泳協会とかその他団体がこれから新年度が始まってサークルの子供た

ち募集するのに広報出すのに早急にしないとだめなのです。その内容もまるっきりわかってい

ないのです。だから、そういう部分を含めて、その部分答弁で落としたかどうだかわかりませ

んけれども、もう尐しそういう部分で当事者能力出してもらわないと、団体かわるのです。そ

こら辺について、まずそういう部分どうですか。 

〇議長（山本浩平君） 田中教育課長。 

〇教育課長（田中春光君） 何点かありましたので、漏れあるかもしれません。 

 まず、経費の関係で採点方法が高い、低い部分の話でございます。今回指定で候補者となっ

た団体と既存の団体の経費比較していきますと、確かにうちのほうで基準費用として示してい

た経費から比較して、この範囲内には当然おさまってはいるのですけれども、候補にならなか

った団体のほうがそれより低く抑えて経費の配分としては出した部分がございました。この点

での点数の違いが出てきているわけなのですが、そこが１点です。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇教育課長（田中春光君） わからないですか。町で当初１年間にこのぐらいかかるであろう

という基準の費用のほうを示しているわけなのです。要するに言ってみれば入札額みたいな格

好になるのです、とりようによっては。それに対してさらに経費の節減をどのように図ってい

けるかというところでポイント制をもって各団体のほうから提案をしてもらっているわけなの

ですが、そこの基準費用よりも当然下回った形の中でおのおのの団体としては提案はしている

わけなのですが、今回の候補者になった団体よりも体協のほうがこのぐらいでできますよとい

うことで提案してきた額が低かったと、こういうことです。したがって、経費の部分でいけば
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当該候補者の団体でも体協のほうがポイントとしては高いポイントがついていっておりますよ

ということです。 

〇議長（山本浩平君） よろしいですか、私のほうから。高かったのにもかかわらず、どうし

てそうなのだということを議員は伺っているのです。高かったではないかと。結論はわかって

いるのです。ではなくて、こういう結果になっているけれども、どうしてそういうジャッジな

のかということを尋ねているのです。 

 山口総務財政部長。 

〇総務財政部長（山口和雄君） 私のほうから補足説明をいたします。 

 先ほど複数で応募の場合については、点数制ですよということで合計の点数でいくわけです。

先ほど大項目が５項目で、中項目10項目ぐらいありますよと。それをそれぞれ点数化していく

わけです。確かに今回のいわゆる費用については、それぞれ３者の考え方があります。町から

基準をこのぐらいプールについてはかかりますよと、こういう形なのです。その中の費用は、

では自分のところで運営した場合どのぐらいかかりますかということを収支を出させているわ

けです。そのときにその一番効果の大きかったところが今回指定を受けていないところだとい

う形になります。しかしながら、総体的に全部点数をとったときに一番どこが高いかというこ

とで指定管理を決めてきていますよと、こういうことです。ですので、指定管理の考え方とい

うのは、あくまでもトータル的にどこが一番この施設を運営するに当たっていいのかと。確か

に一部分の１項目、費用面見ればこっちのほうがいいよというのがあるのだけれども、実質的

に運営をしていくときにいわゆる自主事業を展開してくれるだとか、そういったものを参酌し

ていくとこっちのほうが点数が高くなり、トータル的にどうなのかという判断に立って今回決

めてきていると、こういうことでございます。 

〇議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

〇教育部長（渡辺裕美君） ２点目、３点目なのですが、自主事業を指定管理者がどんどん事

業をやっていくと一般の利用者の部分がなくなっていくのではないかというようなご質問です

が、当然時間的なもの、それから計画的なものには限りがありますので、その中で今逆に事業

がされていないで、ある程度施設があいている、そういうようなところにはできるだけ事業を

入れていただいて、よりプールを有効に活用していただきたいというふうに考えておりますの

で、そういう意味での事業をどんどん自主事業を開いていただければという意味でお答えをい

たしましたので、ご理解をいただきたいと思います。 

 それと、３点目の指定管理者と協会だけなのかと。申しわけございません、言葉がちょっと

足りなかったかというふうに思いますが、当然所管をしております教育委員会が立ちまして、

それぞれ関係する団体と、それから指定管理になるところと３者協議のような形になるかとい

うふうに思いますが、そこの中で実際に今状況としてそれぞれの協会が進められているような

内容ですとか、それから今後どういうような形で進めていくかと、そこのところについては３

者で協議をしていくような形になるというふうに思います。 

〇議長（山本浩平君） 13番、前田博之議員。 
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〇13番（前田博之君） 今選定の基準の話伺いました。そうすると、施設管理運営に係る経費

はＡ団体が安いよと。だけれども、大きなポイントは自主事業がどれだけできるかというよう

な話しされたけれども、逆に言えば先ほど部長の話では、自主事業をたくさんやって利用して

もらうのはいいです。その部分については、指定管理料金と相殺にならないと言ったでしょう。

そうすると、Ａ団体がかかる経費が安くて、片一方の受けたほうは多尐高くて、自主事業いっ

ぱいやってきたらトータル的に町損するでしょう。何でそういう発想になる。自主事業うんと

やってもらって、その部分指定管理に来るというのなら別だけれども、前回私そういう話ちら

っと聞いたのだけれども、誤解の部分あるかわからぬけれども、本来はそうなるのでないの、

指定管理者になったら。まず、そういうことを単純に考えてもそうなるのではないかと思うの

です。 

 それと、今言ったように、先ほども議論されているけれども、では教育委員会のほうでそう

いうプールの利用を自主的に一生懸命利用して、町民に多尐の利用の不便性が出てきたときに

はそれは責任持って調整する窓口になるのですね、間違いなく。 

 それと、私話ししたのは、先ほど各団体に早く説明しなさいというのは、プールの中にもい

ろいろな利用団体があるのです。それらの調整というのは、今までプールのあそこに振興公社

の社員が中に入って、ある程度やってきているのです。そういうノウハウを十分理解している

人を先ほど同僚の答弁で地元の人を引き続き働かせてくださいと言ったけれども、専門職的な

人がいるからどうだとかこうだと言って、若干踏み込んだ答弁になっていないけれども、そう

いう部分を理解して、今働いている人方も優先的にやっぱり町が１年や２年はちゃんとそれが

スムーズに引き継ぎできるようにやりなさいよと、そういうことを理解されて言っているのか

どうか。これ非常に大きい問題なのです、今まで私も過去のプールの利用の状況を聞くと。そ

ういうことを踏まえて、ただこの団体がやったから、はい、やってくださいといったって、非

常に逆に地元が混乱を起こすのです、今までやった人かどうかというのは別です。これはルー

ル的にやっているから、その部分には私は触れませんけれども、もう尐しそういう部分を踏み

込んで考えてやったのかということです。 

〇議長（山本浩平君） 山口総務財政部長。 

〇総務財政部長（山口和雄君） ちょっと制度的なこと絡みますので、私のほうから。 

 日程設定は、うちのほうでやらせていただいておりました。というのは、なぜ12月の議会に

かけるかという、こういう形なのです。通常であれば４月から新しい事業組むわけですから３

月の議会に間に合いますよという、こういう形なのですが、通常指定管理者をとるときには12月

議会、前回もそうですけれども、12月会議で議会の同意をもらうということです。同意をもら

ってから関係機関と改めて初めて協議ができる。その協議期間を設けるために12月に議会には

お願いしているのです。12月会議で同意をお願いしますということで12月会議にかけて、それ

から準備に入りますよと。そこから個別に、先ほども言いましたとおりこれで議会の同意得て

了解ですということになれば初めて正式に事業者が決まるわけです。そこから原課のほうと細

部の協議を詰めていくという、こういう形です。そして、４月１日からスムーズに移行します
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よと、こういう期間を尐なくても３カ月はとっていますよと、こういうことです。ですので、

議員おっしゃったのを私のほうから答弁するのはこれからは適当でないかもしれませんが、そ

こから協議が始まっていくと。関係団体とも当然そういった細かいところの細部、４月１日か

ら運営がスムーズにいくような形でやっていくと、こういうことでございますので、ひとつご

理解をお願いしたいなというふうに思います。 

〇議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

〇教育部長（渡辺裕美君） 今山口部長のほうからここで議決をいただいたら、その後は団体

と具体的な協議をということになります。これまでも体育協会、それからそれぞれの水泳に関

係する団体での調整会議ですとかそういうものは実施されてきておりますが、それぞれ事業を

する立場ということになりますので、そこのところについては当然教育委員会のほうでもしっ

かり入って協議をしていきたいというふうに思います。 

 それと、先ほどの自主事業をふやせば財源だけが逆に指定管理者のほうに多く払うことにな

るのではないかということなのですが、当然自主事業をするということになりますと入館をす

るという考え方になりますので、そこのところでは入館料が発生をいたします。ですので、自

主事業に係る経費は、それは指定管理者側のほうに入りますが、その入館をすることによる入

館料といいますか、それについては直接町のほうにという考え方になりますので、そこは自主

事業については積極的に実施をしていただく。それによって入館者がふえるという考え方をし

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 13番、前田博之議員。 

〇13番（前田博之君） 私もその前提で話しているのです。当然事業がふえれば入館ふえるの

これは当たり前なのです。ただ、私言っているのは、その中で適正な、多分有料だと思います。

無料でないと思います。そういう適正な料金がいいのかということをやっているのです。入館

料取って、プラスアルファ今度受講料払うわけです。そういう部分が町民にも受ける側だから

どうこう言えないけれども、そういう部分がある程度の常識の中で設定してもらわないと困り

ますよということです。それと、それが部長言ったようにプールのすいている時間にプログラ

ム組んだらいいのだけれども、逆に働いている人方で夜やるよとか何かになってきたときにあ

いている部分あるけれども、そういう調整はぜひ必要ですよと、こういうことなので、ここは

教育委員会でちゃんとできますねということです。 

 それと、きょう議案通ると思いますから、通った後やると思いますけれども、これいつ説明

会開くか。水泳協会とか団体にまるっきり話ししていないと思うのです、このことについては。

非常に皆さん不安持っているのです。ですから、直ちに年内に説明会開く予定あるのかどうか、

その辺を確認します。 

〇議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

〇教育部長（渡辺裕美君） 本日議決をいただけますれば早急にこちらとしては対応していき

たいというふうに思います。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 
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〇議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

〇教育部長（渡辺裕美君） 失礼いたしました。料金の入館料プラス自主事業分の料金といい

ますか、負担金といいますか、そこのところについてはどの辺が妥当なのかという、そこのと

ころについてはほかのところでも実際に事業を実施している状況等も勘案しながら、それは考

えていきたいというふうに思います。 

〇議長（山本浩平君） ４番、大渕紀夫議員。 

〇４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。実は、私はプールは利用していないのです、一度も。

行ったことは何回もありますけれども。そういうことでちょっと素朴な疑問、今のやりとり聞

いていますと、何か中身が専門的な話なのだけれども、要するに自主事業がふえることによっ

て普通の町民の皆さんが行って利用するときに支障がないと。利用されていないよりされたほ

うがいいというのは僕もよくわかるのだけれども、余り利用されていないからうんと広げよう

ということで自主事業をやったほうがいいというのはよくわかるのです。そのことによって一

般の何も団体に入っていない人が行って、利用を阻害されるようなことはないのだねと、ない

よということでいいのかどうかが１つ。 

 それと、もう一つは、感情論として、苫小牧、白老町外の業者さんがやられるというのは感

情論として私も実際あるのです。それはどういうことかというと、今聞いていると自主事業を

やった場合は自主事業本体のものはそこに入るけれども、入館料はこちらに入るということで

わかりました。そういうことで苫小牧の方がやると、今苫小牧でやっている人は日新でやって

いるから苫小牧だからいいのだけれども、白老でやる場合、例えば苫小牧の人がたくさん来て

白老町の人が利用しづらくなるとか、そういうことって単純に起こるのでないかなという気が

するのだけれども、そういうことにはならないのですか。ならないという理解でいいのか。そ

こが素朴な疑問なのです。そういうことがみんな疑問だと僕は思うのだけれども。 

〇議長（山本浩平君） 渡辺教育部長。 

〇教育部長（渡辺裕美君） 最初の一般の利用者が利用しづらくなる、２点目もそうなのです

が、利用しづらくなるというようなことはないのかというご質問なのですが、町民のプールと

いう考え方で、今回の指定管理についても町民の方により利用していただける自主事業を多く

展開をしていただきたいという考え方を持って指定管理者として選定をしていくという考え方

でおります。これについては、住所的なものが苫小牧の方、白老の方というようなのである程

度利用者の居住地というのはわかるかなというふうに思うのですけれども、基本は町民の方に

という考え方になります。ただ、町内優先ですよということを今明確に町内が優先ですよ、事

業をするのは町内の方が優先で利用していただけますよというところは今の段階では明確には

言えないのですが、基本としては町民を対象にした事業をより多く実施をしていただくという

考え方ではこちらとしても進めていきたいというふうに思います。 

〇議長（山本浩平君） 白崎副町長。 

〇副町長（白崎浩司君） 私もちょっと前まで指定管理をする側のほうにいましたので、私の

ほうから総括的なというか、ほかの施設も含めて。 



        － 164 － 

 今素朴な質問だよということなので、素朴な答弁になるのですけれども、当然プール、コー

スも分かれていますので、今までもそうなのですけれども、全館を使用して自主事業をやると

いうこともありますでしょうが、ほとんどの場合は全コースを利用ということでなくて、コー

ス分けして利用したりというようなこともやっておりますので、一般の人が利用しづらいとか、

そういうことは発生しませんし、発生しないような利用活用の仕方をこちらのほうも指定管理

者団体とも、それから利用団体とも、今もやっていますけれども、調整会議を開いて、どう利

用するかということをやっていますので、それは指定管理者、利用者とも十分話した中で一般

の方がいわゆる原則論のサービスの低下にならないような、そういう利用形態をつくっていき

たいというふうに思います。 

〇議長（山本浩平君） ほかございませんか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（山本浩平君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 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〕 

〇議長（山本浩平君） 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。 

 採決いたします。 

 議案第15号 白老町民温水プールの指定管理者の指定について、原案のとおり決定すること

に賛成の方は挙手を願います。 

          〔挙手全員〕 

〇議長（山本浩平君） 全員賛成。 

 よって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。 


