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    平成３１年第１回 安芸太田町議会臨時会 
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平成３１年第１回臨時会 
（平成３１年１月３１日） 

 （開会 午前１０時４６分） 

○矢立孝彦議長   

おはようございます。ただいまの出席議員は 12 名です。定足数に達しておりますので、これから

平成 31 年第１回安芸太田町議会臨時会を開会します。本日の議事日程はあらかじめお手元に配付し

たとおりです。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第１．諸般の報告 

 

○矢立孝彦議長   

日程第１、諸般の報告を行います。本日町長から、お手元に配布のとおり議案が送付されています。

地方自治法第 121 条の規定により、本臨時会に説明のため出席を要求した者は、町長、教育長です。

なお、同条の規定によって町長及び教育長から説明員を委任したことについて、お手元に配布した写

しのとおり通知がありました。監査委員から 11 月及び 12 月末日現在における出納検査の結果報告が

提出されています。報告書は、議会事務局に保管していますので、ご覧ください。以上で諸般の報告

を終わります。 

────────────・────・──────────── 

 

 日程第２．会議録署名議員の指名 

 

○矢立孝彦議長   

日程第２、会議録署名議員の指名を行います。本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第 126 条の

規定によって、９番佐々木美知夫議員及び10番吉見茂議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

 

日程第３．会期の決定について 

 

○矢立孝彦議長  

日程第３、会期の決定について議題とします。お諮りします。本臨時会の会期は本日１月 31 日の

１日間にしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

                （異議なしの声あり） 

異議なしと認めます。従って会期は１日間に決定しました。 

────────────・────・──────────── 

  

日程第４．議案第１号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第４、議案第１号、安芸太田町筒賀交流の森条例の一部改正についてを議題とします。提出者

から提案理由の説明を求めます。小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 議案第１号、安芸太田町筒賀交流の森条例の一部改正についてご説明をいたします。えー、安芸太

田町筒賀交流の森施設の内、えー老朽化したケビン５棟を撤去することに伴い、安芸太田町筒賀交流

の森条例の一部改正するについて、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては担当

課長より説明を申し上げます。 

○矢立孝彦議長 

 片山商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、それでは議案第１号について説明をさせて頂きます。安芸太田町筒賀交流の森条例の一部を
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次のように改正するよう定めるものでございます。第３条中、第４号を削り、第５号は４号とし、第

６号から第９号までを各１号ずつ繰り上げるものでございます。あわせまして、別表ケビンの項及び

備考欄を削るものでございます。えー詳細につきましては全員協の方で説明させて頂きましたので省

略させて頂きます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 以上で提出者の説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。４番、冨永議

員。 

○冨永豊議員 

 ちょっとあのー１点ちょっとお聞きしたいんですけどね、あのーこれまで全員協でもお聞きしたん

ですけど、あのー耐用年数 25 年というくらいの感じで言われてたんですけどね、で、これまであ

のー平成、昭和 62 年から平成３年まで５棟ずつ入れ替えてきたという事なんですね。で、大きなこ

の間のこういったケビンに対しての修繕っていう考え方ね、どのくらいのことで成り立ってきたかっ

ていうこと、25 年経ったまんまでね、その間もずっとじゃなくてその間にはやはり修繕としての費用

がいったろうと思うんですよね。その辺のところアバウトでも結構ですので、今どういったことが今

振り返れば費用としてくってきたなというふうなところちょっと説明頂いたらと思います。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、えーご質問のありましたこれまでの修繕経過等につきまして説明させて頂きます。畳とかそ

ういったものが大半でございましたけれども、表替えあるいはちびてと言いますか、すり減った部分

につきましては替えた箇所もございます。またあのー冬期間閉鎖する期間ではございますけれども、

春さき等あるいは基礎部分が露出している部分等もございました関係上、寒冷の影響等で、施設は温

泉、ラドン温泉も引き込んでいる施設でございます。そういったこともありまして、そちら関係の配

管の壊れた、凍結による損壊、そういったものが主な今までの修繕の経過でございます。本来ですと

色んなえー木質部分についてですね、経年による補修とかいう事も、えーしていくべきところではご

ざいましたけれども、なかなか予算的な所の制約もありまして、難しかった部分もございます。そう

いった軽微な修繕を重ねながら、えー利用状況をえー鑑みまして、補修を続けて参りましたが、躯体

自身に関わる損壊が非常に激しくなってきたという現状に至りましてはやむなく解体を選択するよう

になった次第でございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 ちょっともう１点、それでね、私知りたいのはこういうまぁ安芸太田町の自然においてそういった

ことって必要性も感じないわけではないんだけど、あのーこういったものが本当に成り立つのかどう

かって言えばね、どうなの、成り立たないってはっきり言えるかどうかっていうことなのね。例えば

その気候的なもの、さっき言われた冬期の問題とかね、木造で建てるという事になると、保守費とか

色んなこと、気候的な問題を考えると、保守状況とかいろんな問題の要素が負担になってかかってく

るだろうと思う。こういうものいうのは、今後はね、やはりあのー相当考えていかなきゃいけないっ

ていう思いがあるのかどうかという事をちょっと述べとって頂きたいですね。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、ご指摘のとおりまぁ木造という事は耐用年数 25 年というような事もございますし、かつて

筒賀村が目指しました交流の森の構想の中にやはり木の村、歴史的な村有林で栄えた村でございます。

そういったことから公共施設等色んな整備をしてまいりましたが、木造を主として整備を進めて参っ

た経緯がございます。しかしながら、あのー、そういった冬期間閉鎖するというような事も含めまし

て、やはり寒冷地の部分につきましては、その間に、より適切な管理をすべきではないかと振り返っ

て考えれば、そういった趣がいたします。また雪もあの地域でも多いときは１メートルくらい積雪し

ますし、屋根の雪も含めますと１メートル 50 くらいになるような施設でございます。そういった腰

壁部分についてもですね、えー木質とは言いながら、そこの部分がより改善して新たに例えば施設を

建てる場合には考慮すべきというふうに、今となっては考えている次第でございます。以上でござい
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ます。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 最後、あのー、最後聞きたいのはね、こういう建物っていうのが、公共では安芸太田町では私はね

なじまんのかなと思って、あのーそれは利用状況から考えたり収支的なものだとかね、そういったこ

とを考えれば、まぁあのー森の構想から色んなことを考えたときに、こういった建物っていうのは、

公共的なものがやっていくということはね、非常にね難しいものがあるというふうな思いなのかどう

かっていう事を、まぁやるとしたら、民の方がやるのがふさわしいというふうにお考えなのかどうか

っていう事までね、今回あのー廃棄するという事ですから、壊廃するという事だから、そのへんの所

をねきっちりあのー整理しておく必要性があるつもりでそのことをお聞きしておきます。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、えー全員協でもお話しさせて頂きましたけれども、開設当時５棟が全てそろいまして、えー

交流の森という事で、当時の県知事様のご紹介等も含めまして、広く一般的に公開した経緯がござい

ます。その当時は大変人気がよくて、多くの夏休みの利用客がございました。ご指摘のところ、えー

民間えー公営どちらがというふうなご判断の中のご指摘もありましたけれども、まぁ確かに民であれ

ばよりきめ細かな管理ができるというふうには判断はしているところでございます。その開設当時も

２名の臨時職員さん、まぁパートさんですけれども、その方がえー非常に精力的に管理をされて、利

用客の方にも大変好評であったというような記憶がございます。なかなか利用ニーズがその後少なく

なる経過の中では充足的に修繕管理等が十分でないというような時代も経緯の中ではございました。

まぁそういった反省も踏まえまして、えー公設でやる場合には耐久性のあるものをすべきであろうし、

あるいはそういった適切な木造管理等も含めてやるべきであれば、よりきめ細かな管理者の方でして

いくのがベストであるというふうに考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。８番、角田議員。 

○角田伸一議員 

 はい、えーとまぁあのー、この条例改正が通れば、まぁその後にケビンのまぁ解体が行われるとい

う事になろうかと思いますが、まぁあのー、森林館の裏山でありまして、まぁあのー色々と装置の手

入れとかですね、周辺の手入れは今までされてきておりましたが、まぁこの解体後の跡地の利用につ

いてその考えがあれば、聞かせて頂きたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、ケビンの解体後の利活等々が計画があるかというご質問でございます。これに関しましては

本来であれば基礎を含めまして、木造部分も全て撤去するのが本意ではございますが、地権者の組合

の方とも協議して、協議をいたしまして、基礎部分を残す形で基礎を有効活用しながら昨今えー交流

の森のバーベキュー広場につきましても、デイキャンプのニーズが非常に高まっているという状況が

ございます。当地森林館の山、山中の山腹の中にありまして、このケビンからでも見晴らしがよかっ

た施設でございます。それぞれの所にも道路がついておりますので、そこへも行きやすいという利用

も含めましたところ、デイキャンプができる簡単なバーベキューセットを持ち込むことで今迄どおり

ですね、お客様に楽しんで頂けるような施設にしたいというふうに考えております。なお条例上デイ

キャンプの部分のえー、新たな利活につきまして、必要があれば新年度条例改正をお願いするケース

もありますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。１番、大江議員。 

○大江厚子議員 

 えーと、この筒賀交流の森は、あのー、えーと、横川スポーツカルチャークラブの指定管理の中に、

今ケビンのことについてですが、入る部分なんですか。もし入るとすると、そことの協議とか、あ

のーそのー廃止撤去以降の後の利用もね、やっぱりそことの協議になってくる。そうするとまぁ、あ
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のー、そのー、業務の内容が増えていくとか、まぁ色々えーと追加の課題も出てくると思うんですが、

その辺はどうなってるんでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、ご質問のありました横川カルチャークラブにつきましては、平成 30 年度からの指定管理で

受託を開始したばかりでございます。当初このケビンはすでに一昨年より利用を中止しておりました

関係上、この指定管理の料金設定等、まぁ収受も含めましてですが、含めてはおりませんでした。で、

横川カルチャークラブとしましては、asoview！（アソビュー）というＳＮＳと言いますかインター

ネットを使った交流サイト、あるいはデイキャンプ、そういったアウトドアの施設を利用される予約

サイトなんですけど、そちらに今年度新たに着手されたことから、この夏の利用が非常に多くなって

おります。バーベキューが増えたというのも先ほどの理由でございます。まぁそういったことから、

この施設、改修後、デイキャンプを含めて、スペースが広がりますので、そういったものをまた協議

をしながら、利活をさせて頂きたいと考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行いま

す。討論はありませんか。 

                  （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。議案第１号、安芸太田

町筒賀交流の森条例の一部改正についてを起立により採決します。議案第１号については原案のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。 

                  （賛成者起立） 

 起立多数です。従って議案第１号、安芸太田町筒賀交流の森条例の一部改正については、原案のと

おり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

  

日程第５．議案第２号 

日程第６．議案第３号 

日程第７．議案第４号 

日程第８．議案第５号 

日程第９．議案第６号 

日程第10．議案第８号 

日程第11．議案第９号 

日程第12．議案第10号 

日程第13．議案第12号 

日程第14．議案第13号 

日程第15．議案第14号 

日程第16．議案第15号 

日程第17．議案第16号 

日程第18．議案第17号 

日程第19．議案第18号 

日程第20．議案第21号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第５、議案第２号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町安野ふれあい

センター）から日程第 20、議案第 21 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太

田町三段峡交流広場）までの 16 件を一括議題とします。提出者から提案理由の説明を求めます。小

坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、議案第２号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町安野ふれあいセ

ンター）についてご説明申し上げます。平成 31 年４月から安芸太田町安野ふれあいセンターを管理
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運営する指定管理者の指定について提出するものでございます。同じく議案第３号、四合生活改善セ

ンター、同じく議案第４号、寺領地区農業構造改善センター、同じく議案第５号、安芸太田町つぼの

地区交流センター、同じく議案第６号、戸河内交流センター、同じく議案第８号、上殿コミュニティ

センター、同じく議案第９号、香南文化センター・香南スポーツ広場、同じく議案第 10 号、井仁棚

田交流館、議案、同じく議案第 12 号、安芸太田町火葬場千風苑、同じく議案第 13 号、安芸太田町ユ

ニバーサルリビング、同じく議案第 14 号、安芸太田町ユニバーサルホーム信愛荘、同じく議案第 15

号、安芸太田町サポートセンターふれあい、同じく議案第 16 号、安芸太田町地域交流センター、同

じく 17 号、安芸太田町戸河内デイサービスセンター、同じく議案第 18 号、安芸太田町筒賀高齢者福

祉センター、同じく議案第 21 号、安芸太田町三段峡交流広場、以上 16 議案につきまして地方自治法

第 244 条の２第７項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。詳細につきましては担当

課長より補足説明をさせます。 

○矢立孝彦議長 

 児玉加計支所長。 

○児玉斉加計支所長 

 はい、議案第２号につきましてご説明させて頂きます。議案第２号、安芸太田町公の施設の管理運

営を次のように指定管理者に負わせることについて議会の議決を求めるものでございます。施設の名

称 安芸太田町安野ふれあいセンター。指定管理者 安野振興会 会長 東行雄。所在地 安芸太田

町大字穴 1063 番地。指定の期間 平成 31年４月１日から平成36 年３月 31日までの５年間でござい

ます。えー経営方針及びえー、運営方針及びえー収支につきまして、こちらの指定申請書、集会施設

の方を１ページ、２ページ目になります。えー、そちらの方で、えー指定管理の申請書の２ページを

お開きください。こちらの中段あたりにえー管理運営を行うに当たっての経営方針についてというと

ころがございます。安野地区の文化活動、健康増進、生涯学習の場、地域間活動の拠点として、また

安野地域住民の交流、えー交流活動を推進することにより地域活動、地域の活性化とえー文化活動等

に寄与することを目的とするという事になっております。えー収支につきましては、えー４ページ目

をお開きください。えー収入としまして、えー施設運営費、運営収入としまして、利用料が７万１千

円を見込まれております。えー支出の部につきましては、維持管理運営費としまして、56 万６千円、

費目につきましては、そこに積み重ねをさせて頂いておるところでございます。えーこちらの収支、

支出及び収入を引きまして、49 万５千円です、一番下段でございますが、49 万５千円を指定管理料

としてお願いするものでございます。指定管理料を含めました詳細な収支につきましては、前ページ

３ページに載せさせて頂いておるものでございます。えーこちらの施設若干えー他の施設と指定管理

料が高めとなっております。えーこの事情としましては、光熱費としまして電気料が、あそこはグラ

ウンドがございまして、グラウンド照明があるという事と、汚泥の抜き取り料がえー高額になってお

りますので、このあたりが指定管理料が若干他の施設より高めになっとるというところでございます。

以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 瀬川産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 

 はい、議案第３号につきまして、えー産業振興課から説明させて頂きます。議案第３号、安芸太田

町の公の施設の管理運営を次のように指定管理者に行わせることについて、議会の議決を求めます。

えー、施設の名称 四合生活改善センター。指定管理者 名称 三和友愛クラブ 会長 笹川貞志。

所在地 安芸太田町大字川手 880 番地。指定の期間 平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日ま

での５年間といたします。えー、詳細の説明につきましてですが、えー、指定管理者指定申請書、四

合生活改善センターにかかります申請書の中身で説明させて頂きます。えー、申請書の２ページ目に

なります。えー管理運営を行うに当たっての経営方針でございますが、川手・梶ノ木・板ヶ谷地域の

文化活動、生涯学習の場、地域間交流の拠点として地域活性化と文化活動等に寄与することを目指し

ます。また定期的に施設の周辺清掃、管理運営に対する問題点、地域イベントの実施について検討し、

地域の集会所として使用者が安全安心に利用できるように配慮し、何事にも迅速に対応するものでご

ざいます。えー、四合生活改善センターにかかります収支計画でございます。５ページ目になります。

えー収入の部といたしまして、利用料としてセンター利用料として１万６千円、そして支出の部とい

たしまして、この施設の維持管理にかかります費用として 36 万 7,700 円となっております。えー、

支出から利用料を引いた金額、35 万 1,700 円を指定管理料として計上するものでございます。えー、
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以上について、えー議案第３号について、えー説明を終わります。すみません、続いて議案第４号、

安芸太田町公の施設の管理運営を次のように指定管理者に行わせることについて議会の議決を求める

ものでございます。施設の名称 寺領地区農業構造改善センター。指定管理者 名称 寺領地区営農

組合 組合長 佐々木瑞生。所在地 安芸太田町大字寺領 973 番地。指定の期間 平成 31 年４月

１日から平成 36 年３月 31 日までの５年間といたします。えー詳細の中身についてですが、えーと、

指定管理者の指定申請書、寺領地区農業構造改善センターにかかります申請書の２ページ目になりま

す。えー管理運営を行うに当たっての経営方針でございます。寺領地域の文化活動、生涯学習の場、

地域間交流の拠点とし、また農村景観 100 選、地域の特性を生かし、自然景観の調和と都市と農村の

交流活動をすることにより、地域活性化と文化活動等に寄与することを目指します。また定期的に施

設の周辺清掃、管理運営に対する問題点、地域イベントの実施について検討し、地域の集会所として

使用者が安全安心に利用できるように配慮し、何事にも迅速に対応するものでございます。寺領地区

農業改善センターの収支計画でございます。えーと申請書５ページ目になります。えー収入の部でご

ざいますが、利用料につきましては、センター利用料として３万円、そして支出の部でございます。

この施設にかかります維持管理費について 41 万 5,500 円となっております。支出の部の 41 万 5,500

円から利用料の３万円を引いた金額、38 万 5,500 円をえーと指定管理料委託料として計上するもので

ございます。えー寺領地区農業構造改善センターの管理につきましては、えー前回の指定管理料と比

べてですね、えーと 12 万弱の指定管理料減とさせて頂いております。これにつきましては、過去

４年間の実績に基づきまして平均値を出しました。その中で、えーと電気料また、えー施設運営にあ

たります鍵の管理また清掃の部分が回数が減っておりますんで、そのあたりの部分について減額をさ

せて頂いております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 児玉加計支所長。 

○児玉斉加計支所長 

 はい、えー議案第５号についてご説明させて頂きます。施設の名称 安芸太田町つぼの地区交流セ

ンター。指定管理者 坪野地区連絡協議会 会長 板谷定男。所在地 安芸太田町大字坪野 848 番地。

指定の期間 平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までの５箇年となっております。えー続き

まして、申請書の方をお開きください。えー１ページめくって頂きまして、えー経営方針でございま

すけれども、今回は坪野地区内外の住民の交流、親睦を図るとともに、住民共通の福祉の増進や明る

い地域社会の創造を目的とする、この目的を達成するためという、これをもちまして、経営方針にさ

れております。収支につきましては４ページをお開きください。えー収入の部としまして、施設の運

営収入、利用収入でございますが、えー３万５千円。支出の部でございます。維持管理運営費用とし

まして 47 万９千円を見込まれております。えー支出から収入を差引しました 44 万４千円を指定管理

料として見込まれております。えーこれを入れました収支が前ページ３ページの方へ出させて頂いて

おります。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 上手住民生活課長。 

○上手佳也住民生活課長 

 はい、議案第６号についてご説明をさせて頂きます。えー安芸太田町公の施設の管理運営を次のよ

うに指定管理者に行わせることについて議会の議決を求めるものでございます。施設の名称は戸河内

交流センター、指定管理者でございますが、名称が地縁団体上本郷自治会 会長 沖段琢磨。所在地

でございますが、安芸太田町大字戸河内 602 番地４でございます。指定の期間でございますが平成 31

年４月１日から平成 36 年３月 31 日までとしております。えー資料の方でご説明をさせて頂きます。

１ページが申請書でございまして２ページの方をご覧ください。えー管理運営を行うに当たっての経

営方針についてご説明をさせて頂きます。えー地域住民の集会及び各種グループ活動及びコミュニテ

ィ活動の拠点として地域の活性化と文化活動に寄与することを目指すものでございます。施設の管理

体制につきましては、下段にあるとおりでございます。３ページに施設の運営について詳細に経営の

方針を定めております。４ページをご覧ください。こちらの方が収支計画書でございます。収入の部

でございますが、使用料として 11 万円、こちらの方は実績に基づきまして算出をしております。支

出の部でございますが、こちらの方につきましても、これまでの実績等に基づきまして算出をしてお

ります。こちらの支出の部から先ほどの使用料収入の方を差し引きました必要部分の経費としまして、

指定管理料委託料としまして 31 万 15 円を計上させて頂いているものでございます。５ページが５年
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間の予定表と６ページ目が宣誓書、その次がこれまでの利用実績となっております。議案第６号につ

きましては以上のとおりでございます。えー続きまして、議案第８号についてご説明をさせて頂きま

す。安芸太田町公の施設の管理運営を次のように指定管理者に行わせることについて議会の議決を求

めるものでございます。施設の名称でございますが上殿コミュニティセンターでございます。指定管

理者、名称でございますが、中央自治会 会長 栗栖正臣。所在地でございますが安芸太田町大字上

殿 506 番地でございます。指定の期間は平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日まででございま

す。資料の方をご覧ください。１つ施設をとばして頂きますが、指定管理申請書の方が１ページ目で

ございまして、２ページ目事業計画書でございます。こちらの管理運営を行うに当たっての経営方針

についてご説明をさせて頂きます。地域住民の集会及び各種グループ活動及びコミュニティ活動の拠

点として地域の活性化と文化活動に寄与することを目指して運営を目指すものでございます。２ペー

ジの下の所に、施設の管理の体制について示しております。３ページ目に施設の運営について詳細に

示しております。４ページをご覧ください。収支計画書でございます。収入の部でございますが、ま

ず使用料としまして、施設使用料を過去の実績に基づきまして、計上をしております。支出の部につ

きましても、これまでの実績に基づきまして、算出をしまして、先ほどの使用料の方を差し引きまし

て、必要経費として指定管理委託料として 37 万 1,802 円を計上しているものでございます。５ペー

ジ目が５年間の収支予算書、６ページが宣誓書、その次がこれまでの利用実績の方を載せております。

議案第８号につきましては以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 教育委員会、上田生涯学習課長。 

○上田隆生涯学習課長 

 えーと議案第９号についてご説明させて頂きます。安芸太田町公の施設の管理運営を次のように指

定管理者に行わせることについて議会の議決を求めるものでございます。えー、１ 施設の名称 香

南文化センター及び香南スポーツ広場。２ 指定管理者 名称 香南振興会 会長 栗栖和義、所在

地 安芸太田町大字加計 546 番地。指定期間 平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日でござい

ます。詳細につきましては、指定管理者の申請書をお開きください。２ページ目におきまして、管理

運営を行うに当たっての経営方針につきましては、えー香南地区の文化活動、生涯学習の場、えー地

域間交流の拠点として地域活性化と文化活動に寄与することを目的として施設の有効活用を図ること

を目的としております。続きまして収支について４ページ目をお開きください。えー、収支の内訳と

して、収入が利用料を５万６千円、えー管理料として 31 万４千円という事で支出から収入を引いた

額を指定管理料として計上させて頂いております。説明は以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 梅田筒賀支所長。 

○梅田幹二筒賀支所長。 

 議案第 10 号について説明をさせて頂きます。議案第 10 号、安芸太田町公の施設の管理運営を次に

ように指定管理者に行わせることについて議会の議決を求めるものでございます。施設の名称は井仁

棚田交流館、指定管理者は井仁自治会 会長 大江眞、安芸太田町大字中筒賀 21 番地１が所在地で

ございます。指定の期間は平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までとされて、しています。

指定申請書をご覧頂きまして、２ページでございますが、経営の方針について、井仁地域の文化、福

祉、生涯学習等の活動の場や地域間交流の拠点として、また棚田保全や地域の特性を生かした都市と

農村との交流活動を推進することにより地域活性化と広く文化や福祉の向上に寄与するために積極的

に活用を推進することとされております。ページをめくって頂きまして５ページでございます。収支

計画といたしまして、収入の部で施設使用料を１万７千円計上されており、支出の部でございますが

人件費等 41 万７千円の合計額を計上され、えー支出から先ほどの施設使用料を差し引きました 40 万

円を指定管理料として申請をされております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 上手住民生活課長。 

○上手佳也住民生活課長 

 それでは、議案第 12 号についてご説明いたします。安芸太田町公の施設の管理運営を次のように

指定管理者に行わせることについて議会の議決を求めるものでございます。施設の名称でございます

が、安芸太田町火葬場千風苑でございます。指定管理者の名称でございますが、富士建設工業株式会

社 代表取締役 鳴海利彦でございます。所在地は新潟市北区島見町 3307 番地 16 でございます。指
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定の期間でございますが平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までとしております。資料の方

が一般施設の資料の方をご覧ください。１つ目をとばしまして、２つ目の申請書になります。えー

１ページ目が指定管理者指定申請書でございまして、２ページをご覧ください。中ほどに業務の内容

を会社の業務の内容でございますが示しております。火葬の設備、企画設計、製造施工管理を業務と

されている会社でございます。えー管理実績でございますが、指定管理、この申請書の２ページ目の

真ん中にございます。こちらの方は、近隣の施設の管理状況でございまして、このほか全国的に展開

をされている業者でございます。えー財政状況としまして、その下に３年間の状況をお示ししており

ます。３ページ目が会社の沿革でございまして、使用状況が４ページ目、５ページ目が宣誓書となっ

ております。６ページ目をご覧ください。管理運営を行うにあたっての経営方針についてでございま

す。基本方針として５つの基本方針を定めております。１つ目に平等公平な管理運営を行うこと。そ

して２番目としましてご遺体の尊厳、そしてご利用者の心情を第一とした管理運営を行うこと。３番

目に適切な設備管理による安心安全な管理運営を行うこと。４番目に適切な人員配置、省エネ対策で

経済性ある管理運営を行うこと。５番目にコンプライアンスを徹底し厳格な個人情報の管理を行うこ

と。こちらの方を経営方針として定めております。こちらの経営方針を具体的に実施していくため

７ページ目以降詳細に計画を定めております。17 ページまでが計画になっております。18 ページが

管理に関する業務の収支計画でございます。収入につきましては利用料料金そして自動販売機の設置

によります自主事業ということでこれまでの状況によりまして、収入の見込みを立てております。支

出の項目につきましては、こちらにつきましても、これまでの実績また今後の社会情勢等動向を踏ま

えまして、計画の方を立てております。この度えー特に上昇が大きいものとしましては人件費それと

霊柩車運転委託費等の外部への委託料でございます。えーこの要因でございますが、昨今の深刻な人

手不足と働き方改革等によりまして、人員の確保に苦慮されているという状況がございます。このよ

うな状況を鑑みまして、ベースアップや応分の処遇への対応などにより計画額が増額をしているもの

でございます。えー外部への委託料につきましても、こちらも昨今の人手不足に伴いまして、全ての

業種について人件費が上昇傾向にございまして、指定管理期間も５年と長く、えー少し保守的に計画

を設定をされているという状況がございます。えー18 ページから 27 ページまでが収支の計画でござ

います。28 ページ以降、決算報告書、事業報告書等が添付をしております。そして最後の所になりま

すが、利用者に頂いておりますアンケート結果の方を参考資料という事で添付をさせて頂いておりま

すので、ご参考にご覧頂ければと思います。議案第12号につきましては以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 伊賀福祉課長。 

○はい、それでは福祉課の方から議案第 13 号についてご説明をさせて頂きます。安芸太田町公の施

設の管理運営を次のように指定管理者に行わせることについて、議会の議決を求めるものでございま

す。１、施設の名称については、安芸太田町ユニバーサルリビングです。２、指定管理者につきまし

ては、名称が社会福祉法人親心会 理事長 丸山正隆。所在地は安芸太田町大字土居 578 番地でござ

います。３、指定の期間については平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日までの５年間でござ

います。申請書の方をお開き頂ければと思います。この親心会につきましては、平成 15 年に設立を

されまして町内におきましても、えー団体の２ページにあります団体の概要にもございますように、

町内で障がい者の支援施設あすなろ園でありますとか、共同生活援助のグループホームの大銀杏と言

われるものを運営されております。安芸太田町ユニバーサルリビングにつきましては、一人暮らしの

不安の方また加齢によって身体的に低下、身体の低下がみられる方が、その孤独や不安を考慮して、

従来家庭が行ってきた、家庭で行ってきた調理や掃除等を共同化また合理化して、住み慣れた地域で

暮らすことができるようにという事で、平成 17 年度において広島のユニバーサルリビング事業補助

金を活用して、設置した施設でございます。現在このユニバーサルリビングにおきましては、９部屋

ございますが、えーこれまでの実績を見たときに、年度によってはあのー本当に利用者がいなかった

時期もございましたけれども、現在におきましては今２名の方が入居されているところでございます。

その収支計画等におきましては、資料の方の 10 ページ 11 ページに載せて頂いておりますけれども、

ほぼ事業収入におきましては、利用者からの利用料を見込んでおられ、またそれで支出で不足する分

につきましては、親心会、受託される親心会の方で他の事業と組み合わせながら運営を行っていくと

いう事でございます。指定管理の指定管理料におきましては、０円という事で申請を頂いておるもの

でございます。議案第 13 号についての説明は以上でございます。続きまして議案第 14 号の説明の方

をさせて頂きます。１、施設の名称につきましては、安芸太田町ユニバーサルホーム信愛荘です。指
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定管理者については、名称が社会福祉法人 安芸太田町社会福祉協議会 会長 梶谷俊造。所在地は

安芸太田町大字中筒賀 2802 番地５でございます。３、指定の期間につきましては平成 31 年４月１日

から平成 34 年３月 31 日でございます。申請書の方をご覧頂ければと思いますが、その２ページ目に

団体の概要等を掲載させて頂いております。安芸太田町の社会福祉協議会は社会福祉法の第 109 条に

規定されております地域福祉の増進を図ることを目的とする団体であり、公共性公益性の高い民間の

非営利団体として社会福祉を目的として事業を展開されておるものでございます。現在会員数が

2,336 名、職員数が全体で 75 名という状況でございます。本町においては介護事業、それから委託、

町からの委託事業、また施設管理等を行って頂いておるものでございますが、中程にございますよう

に本町においては、この議案第 14 号に示す信愛荘以下５つの施設を指定管理を受けて頂いておると

ころでございます。こちらの収支計画書につきましては、申請書にございます 10 ページ 11 ページを

ご覧頂ければと思いますけれども、こちらの施設につきましても、ほぼ収入については利用者からの

利用料が主なものでございます。現在６部屋ありますが、そちらの方で今５名という事で、稼働率が

約 85 パーセントくらいの稼働率で運営をされているものでございます。議案第 14 号の説明について

は以上でございます。続きまして議案第 15 号の説明の方をさせて頂きます。１、施設の名称につい

ては、安芸太田町サポートセンターふれあいでございます。２、指定管理者は、名称が社会福祉法人 

安芸太田町社会福祉協議会 会長 梶谷俊造。所在地は安芸太田町大字中筒賀 2802 番地５でござい

ます。指定期間は平成 31 年４月１日から平成 34 年３月 31 日までの３年間でございます。安芸太田

町のサポートセンターふれあいについての説明については、申請書の２ページの概要等をご覧頂けれ

ばと思いますけれども、サポートセンターふれあいにつきましては、２階が介護事業の小規模多機能

型の居宅事業所、そして３階が生活支援ハウスという２つの、さらには１階には、あのー安芸太田病

院の戸河内の診療所という事で、複合的な施設となっておりますが、今回指定管理の議決をお願いす

るサポートセンターふれあいにつきましては２階３階部分でございますが、サポートセンターふれあ

いにつきましては介護事業はともかく３階部分についてはやはりある程度自立した 65 歳以上の高齢

者が独立して生活することになる方が利用される施設でございます。入所者同志がお互い協力して健

康維持を図り、家庭的な生活の中で自立した社会生活が営まれることを目的として、設置した施設で

ありまして、社会福祉協議会におきましては平成 27 年から指定管理を受けて頂いております。現在

生活支援ハウス部分におきましては、14 部屋ございますが、11 名の方が入居されております。今後

も地域貢献の視点から社協全体の運営の中で考えて、指定管理料については前回の指定管理の時と同

様、０円という事で申請を頂いているものでございます。議案第 15 号の説明については以上でござ

います。続きまして議案第 16 号の説明の方をさせて頂きます。１番目、施設の名称は、安芸太田町

地域支援センター。２番目、指定管理者は名称が社会福祉法人 安芸太田町社会福祉協議会 会長 

梶谷俊造。所在地は安芸太田町大字中筒賀 2802 番地５でございます。指定の期間は平成 31 年４月

１日から平成 34 年３月 31 日までの３年間でございます。団体の概要につきましては資料の申請書の

２ページ目にございますので、そちらの方をご覧頂きたいと思います。この安芸太田町地域支援セン

ターについては平成 21 年から社会福祉協議会の方に指定管理を受けて頂いており、条例改正によっ

て現在世代間の交流や地域福祉の推進を図りながら、地域共生社会の実現を目指すという事を目的と

した施設となっております。平成 29 年度に施設を改修し、平成 30 年度から安芸太田町版の生涯活躍

のまち戸河内拠点として位置づけて、運営を行っております。経費につきましては収支計画の方をご

覧頂ければと思いますけれども、指定管理料については前回同様０円という事で申請の方を頂いてお

ります。議案第 16 号の説明については以上でございます。続きまして議案第 17 号の説明の方をさせ

て頂きます。施設の名称は安芸太田町戸河内デイサービスセンター。指定管理者の方は名称が社会福

祉法人 安芸太田町社会福祉協議会 会長 梶谷俊造。所在地は安芸太田町大字中筒賀 2802 番地

５でございます。指定の期間につきましては平成 31 年４月１日から平成 34 年３月 31 日までの３年

間でございます。安芸太田町の団体と、すみません、団体等の概要等につきましては、申請書の方を

ご覧頂ければと思いますが、戸河内のデイサービスセンターは介護保険法及び障がい者の総合支援法

の規定に基づきまして通所介護事業を実施する施設であり、社協、社会福祉協議会の方には、平成 21

年から指定管理を受けて頂いているところでございます。法の改正に伴った介護報酬の改定等により

まして、特にこの戸河内のデイサービスセンターで行われております通所介護事業については収益の

方が減収となっております。より効率的な事業運営ができますよう、さらなる見直しが必要というふ

うに考えております。そしてその見直しによって少しでもその持続可能な町の介護事業に寄与してい

きたいというふうに思っております。指定管理料につきましては、こちらで行われているのが収益事
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業という事もございますし、前回同様０円ということで申請を頂いております。議案第 17 号の説明

については以上でございます。続きまして、議案第 18 号の説明の方をさせて頂きます。安芸太田町

の公の施設の管理運営を次のように指定管理者に行わせることについて、議会の議決を求めるもので

ございます。施設の名称については、安芸太田町筒賀高齢者生活福祉センターひまわりです。指定管

理者については、名称が社会福祉法人 安芸太田町社会福祉協議会 会長 梶谷俊造。所在地は安芸

太田町大字中筒賀 2802 番地５でございます。３番、指定の期間については、平成 31 年４月１日から

平成 34 年３月 31 日までの３年間でございます。頂きました申請書の方をご覧頂き、団体の概要につ

いてはこれまでのとおりでございます。高齢者福祉センターひまわりについては、生活支援ハウス、

そして介護事業であります小規模多機能型居宅介護事業所そして健康浴場、この３つの機能をもった

複合施設です。それぞれが生活の中で有機的に機能できるよう、生活支援ハウスについてはやはり皆

さんが共同で生活して少しでも不安を解消する為、また健康浴場においては地域の方の健康維持を進

めるため、そしてあわせて介護事業を展開し町の持続可能な介護保険制度の推進にあたって頂いてお

るものでございます。指定管理料につきましては、前回同様 800 万円の指定管理料の申請を頂きまし

た。介護事業を除いた特に健康浴場において、公営で浴場をやはり運営するためには、人件費と水光

熱費、特にお湯を沸かしますガス代、そして電気代が必要となります。少しでもひまわりの全体の経

営をよくするという事の努力もして頂く必要もございますが、今回の申請額については、800 万とい

う事で申請の方を頂いております。議案第18号の説明については以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 片山商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、続きまして議案第 21 号の説明をさせて頂きます。安芸太田町公の施設の管理運営を次のよ

うに指定管理者に行わせることについて議会の議決を求めるものでございます。施設の名称でござい

ますが、安芸太田町三段峡交流広場でございます。指定管理者の名称につきましては、三段峡観光同

業組合 組合長 今井勝則。所在地は安芸太田町大字柴木 1596 番地でございます。指定の期間につ

きましては平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日の５箇年間でございます。指定申請書につき

ましては、まず２ページをお開きください。こちらの方に団体の概要がございます。三段峡観光同業

組合は設立から 60 年を経過した歴史ある団体でございまして、現在は会員数含めまして 12 名となっ

ております。次に４ページを開いて頂きますと、三段峡交流広場となっておりますが、施設自体は三

段峡交流館、ステージがあるところですが、その交流館と公衆トイレ、それから駐車場 80 台分の管

理が主な業務でございます。６ページの方をお願いいたします。昨年平成 29 年に三段峡は開峡 100

周年を迎えております。この昨年４月に組合長さんが変わられました。組織の色んな活動を行う上で

は、より積極的な組合長を選出しようというような動きもあったようでございますけれども、交流館

の今までの利活状況は、そこにありますとおり年に数回行われておりますイベントでの活用が主な利

用でございました。平成 30 年度になりまして色んな指定管理者と協議を行う中で、この観光同業の

方ではビジターセンターの利用を促進したいという方向で頂いております。ちなみに道の駅等はイン

フォメーションセンター、観光案内のことを言いますけれども、ビジターセンターとは国定公園の中

で地形、地質、あるいは動植物の展示、説明、解説を行うセンターのことを指しております。そうい

ったとこからビジターセンターとしましては組合員でもあります三段峡太田川流域研究会が中心とな

って活動を開始されておりまして、これが組合全体の活動に繋がりつつあるところでございます。こ

のおかげと言いますか、交流館等のステージ部分に色んなパンフレットあるいは掲示物を並べて頂く

ようになりまして、パンフレット、観光パンフレット、三段峡紹介のパンフレットが例年よりも早く

配布消費されているという好転が見られております。収支予定につきましては、10 ページ 11 ページ

の方に詳細を述べております。11 ページの方では、単年度収支でございますけれども、収益的には駐

車場の収入が主ではございますが、三段峡の柴木の中には、民営の駐車場がございます。こういった

ことからイベント時、あるいは秋季、秋ですね、秋季で観光客が多いときのみしか、えー、この公の

施設の方に駐車場を利用して頂く機会が少ないという事もあって、年間の収入がそういった 15 万円

程度となっております。支出につきましては、トイレの清掃あるいは交流広場等の草刈り清掃の人件

費とそれから光熱水費が大半でございまして、そちらの収支としまして指定管理の設定料金は 31 年

度が 119 万円となっているところでございます。資料の最後の方には近年三箇年の利活状況が一覧表

としておりますので後程ご参照頂ければと思います。議案第21号については以上でございます。 

○矢立孝彦議長 
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 以上で提出者の説明を終わります。しばらく休憩します。 

                  休憩 午前１１時５０分 

                  再開 午後 １時３０分 

○矢立孝彦議長 

 それでは休憩前に引き続き、会議を再開します。これから質疑を行います。質疑はありませんか。

４番、冨永議員。 

○冨永豊議員 

 えーとですね、ちょっと忘れんうちに聞きたいんですけど、議案の 13、14、15、16、17 でトータ

ル的にお聞きしたいんですけどね、それで申請書を見るとあのー総収入、この４つの事業についての、

５つか、についてね、総収入でいくと 2,500 万から 3,000 万円の落ち込みだろうと思ってるんですよ

ね。年ごとに。あのー27年28年29年でね。あのーそれで支出の方は1,000万から2,000万くらいの

落ち込みだろうと思う。で、収入が落ち込んで支出の落ち込みが低いから、赤字損益が 1,000 万位ず

つ落ちてきてるんだろうというように思ってるんですね。それで、あのーまず 1 点目はこの 29 年度

の 1,000 万については今回の生活支援センター、筒賀のね、指定管理として 800 万ほど指定管理料出

すという事で、５つの事案についてですよ、５つの事案で申請書のここでいくとね、申請書の、申請

書の内の財政状況を過去３年間について記入してくださいというところで出してますよね。その、そ

こで見て言ってるんですよ。そこのところが収入の落ち込みというのは年度ごとに 2,500 万から

3,000 万ずつ落ちてるんですね。で、支出については、1,000 万から 2,500 万ずつくらい落ちてる。

落ち方が収入の割合にしては支出の割合が落ち込みが少ないから、1,000 万位の損益の△が出てるん

だろうと思ってるんですね、で、29 年度でみると、あのー1,000 万の落ち込みというのが今回の生活、

筒賀の生活支援センターに指定管理料として 800 万を入れたと、そうするとまぁトータル的には５つ

のこのサービスを出しているところについては、トータル的に見れば、まぁいい線が出ていくのかな

と思ってるんですよね。そういうストーリーかなと思ってるんですよ。で、聞きたいのはそのそうい

うストーリーかということと、今回の生活支援の 800 万儲ければ４つの事業に、５つの事業について

は、トータル的には賄えていくのかなと見たんですよね。多少はその誤差あるにせよ。で要するにも

う２点の聞きたいことは１つは収入の落ち込みは何なのかという事、総収入の落ち込み、トータル的

な考え方でいいですよ。で、支出の落ち込みについては、これは固定費なのか変動費なのか、そこら

あたりのこと、この３点についてちょっとお伺いしたいですね。それとこれはトータル的に３回です

よね、質問については。 

○矢立孝彦議長 

 はい。 

○冨永豊議長 

 トータルで。 

○矢立孝彦議長 

 はい、まとめてください。 

○冨永豊議長 

 まとめてですね。それともう１点は千風苑についてのね、1,500 万のアップというのは、人件費と

言われたんだけどね、本当に人件費なのかってところなんですよ。あのーただ世間が人件費と言われ

て本当に人件費であるならいいという事にすればいいんだけど、人件費だけでこれだけのものが出る

とは思えないんですよね。本当にそこらを詰めて、人件費でトータルすればこれはつじつまが合うわ

という事ではないのかなというふうに思われるんですね。そこはバランスは損益の業者が出された中

で、本当にそこが人件費にあがっているのかどうか、人件費として本当に上がってれば今の経済状況

からみたらいいだろうというように思ってるんですね。そこらあたりちょっと検討いただきたいとい

うことと、一般のあのー、それともう１つあのー各これはどうなるのか、ふれあいセンターとかいう

ところについてですね、四合とか寺領の落ち込み、四合と寺領の落ち込みよね。これは何なのかとい

う事と、もう１つはそのもしこれが上殿あたりのあのー月ごとにね回数というのは出てるんだよね。

使用回数かなんかわからん。だけどそのへんのところも資料的にはね出してほしいという事、という

事は、その地域の活動状況っていうのが多少ねそういうところからでも隙間見えてくるようなところ

があるんだろうと思うんだよ。これだけ人口減少が激しくなってくると何の指標が大事かということ

と、この活動というのがどういうふうな傾向になりよるかっていう事が大きなここのふれあいセン

ターなんかの使い方にも表れてくるんだろうから、ただ単純に金額とか言わずに活動状況をどうやっ
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て見るかという事なんですよ。そうすると本当に固定費というのが今のままでどうなのかっていう事

になってくるんですよ。そこらあたりをちょっとあのー答弁頂きたい。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのーまず社会福祉協議会が指定管理を受けとる５施設についてでございますが、議員が今ご指摘

頂いたものにつきまして、あのーユニバーサルホーム信愛荘、これ一番最初でございますんで、この

指定申請書２ページを見て頂いて、この下段にある財政状況のことをまず言われたんですよね。 

○冨永豊議員 

 そうそうそうそう、これはトータル的なものだからトータルで見て。 

○小島俊二副町長 

 これは、おっしゃるとおり社会福祉協議会全ての事業の収支でございます。それで平成 29 年度が

社会福祉協議会で介護保険事業、その他の事業を含めまして 1,000 万円の赤字であったという結果で

ございます。でそれは、直接的にはひまわりと連動しておるものではございません。数字は似ておる

んですが、社会福祉協議会に指定管理をお願いしている施設はほぼ介護保険事業の施設でございまし

て、介護保険事業につきましては他の民間もございますので、要は収益で賄って下さいという事で、

基本的には指定管理料０円とさせてもらっておるところでございます。しかしながら筒賀の高齢者福

祉センターひまわりにつきましては、介護保険事業以外にお湯の施設、温泉施設がございます。ここ

に相当大きな費用を要して収入がそれに追いつかないという意味で 800 万円を唯一指定管理料として

出しておるところでございます。で、社協の介護保険事業で言いますと昨年度一番大きかったのが、

この前にありますデイサービスセンターの約 1,000 万の赤字が大きく赤字に影響しておるというふう

に聞いておるところでございます。あのー２番目３番目の収入の落ち込みにつきまして、やはり介護

保険事業のやっぱり報酬の減でありますとか利用者の減、そういった以前はデイサービスセンター等

が色々収益の収入減でございましたが、今頃報酬制度等々変わりまして、大きく各他の福祉施設でも

大きくマイナスになっておるというふうな状況がありますので、ご理解を頂きたいと思います。で、

今年度はあのー社協全体で介護保険事業前期はプラスになっております。あのー平成 29 年度マイナ

スだったんですが、４月から９月の、あのー収支状況は 1,000 万近いプラスになってるというふうに

報告を受けております。それはサポートセンターふれあいの２階の小規模多機能の方の収益が非常に

伸びとるというような状況であるというふうに聞いておるところでございます。支出の方につきまし

ては、あのー社協の方で内部で経営改善委員会というのを立ち上げられまして、歳出の削減等々に取

り組んでおりますので、その費用の削減を図っておられる成果だろうというふうに思っておるところ

でございます。だいたい以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 住民生活課長。 

○上手佳也住民生活課長 

 あのー千風苑についてご質問頂いておりますので、そのことに関係してご回答させて頂きます。

えー、この度の指定管理料が前回と比較しまして５年間で約 580 万円上昇しております。で、先ほど

あのー私の方の説明をさせて頂きましたが主なものとして人件費の方が上昇しているという事で、こ

ちらについては間違いございません。あのー人件費部分がですねその内 470 万円余りを占めておりま

す。あのー私が聞き取りをしております内容の中で、やはりあちらの施設の方に常勤職員が２名おり

まして、えー、施設の開所当時から１名についてはずっとそちらの方に勤務をしておりまして、それ

なりの経験も積んでおりますので、それなりの待遇もしないといけないというようなところもござい

ます。そしてあのー毎年ベースアップもしているという事でですね、計画的にこちらの方はあのー確

実に支給をしているという事で聞いております。あのーなかなかあのー聞いている内容ではやはりあ

のー人材を確保していくというのはなかなか大変という事で伺っております。あのーご質問頂いた内

容につきましては以上でございます。後程お配りをさせて頂きましたカラー刷りのところに詳細がご

ざいますので、どういった部分が上がっているのかというところはこの資料の方でご覧頂ければと思

います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 産業振興課長。 

○瀬川善博産業振興課長 
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 はい、えーご質問頂きましたあのー議案第３号第４号につきます産業振興課で管理しております四

合生活改善センター、寺領地区農業構造改善センターの指定管理料の減という内容でございますが、

えー今回ですね、えー地域集会所施設の中で、えー過去この使用料につきましてですが、維持管理費

に伴いますだいたいあのー過去４年間の実績を換算しまして、大体平均値で指定料のこの委託料を換

算いたしました。その中で、寺領、四合ともですね、利用回数また利用人数が減ってきております。

その中で電気料がですね実績が少なく、前回の指定管理料と比べまして少なくなっております。また

利用回数減に伴いまして施設の清掃、そういったところも減になっております。そういった減になっ

た数字が、えー四合と寺領の生活改善センターの指定管理料の減となっておる状況でござます。以上

でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー最後の質問で各施設の利用状況、あのー詳細につけたものとそうでないものがあるんですが、

各申請書の一番最後に利用件数とか利用者数載せておりますのでご覧頂きたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 えーと、あのー社会福祉協議会の見方、団体の概要の１っていうことで、あのー質問を上げたわけ

なんですけど、要するに今回のあのー筒賀の 800 万を指定管理料で入れていけば、トータル的なあ

のー社会福祉協議会の運営っていうのはあのー回っていくという考え方でいいわけですよね。トータ

ル的には。先ほど副町長言われたように、半年分だったら、それはそれであのー前年、前期はプラス

できとるという事でしたら、そういう考え方でよろしいわけですかね。 

○矢立孝彦議長 

 伊賀課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、えーと４番議員から頂いたご質問ですが、先ほど議員がおっしゃったとおり、この金額を入

れたらまわるというふうにうちも考えております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのーひまわりは温泉施設があるので 800 万を運営するために温泉施設の収入が 300 万円程度、そ

れと人件費結構かかっております。それで電気とかボイラーとかそういった部分で費用が上回るんで、

介護施設でない安芸太田町の公の民間、あのー皆さん、住民の方に使って頂く施設なので、そこに指

定管理料を、今もそうなんですが、平成 31 年度以降も同様に出させて頂きたいというお願いで、議

案でございます。ですから社協トータルがこの 800 万でチャラ、チャラ言ったら言葉悪いですが、平

準化になるという意味ではございません。やはり社協の方はやはり介護事業を十分収益が上がるよう

にしていかないと、マイナスが多くなってくるというふうに考えているところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 冨永議員。 

○冨永豊議員 

 あのー言われる意味はちょっと分かるんですよ。その目的が違う事であってね。ただし事業ってい

う考え方でいくとね、介護事業は介護事業で支出の見合いが違うからそれは介護では介護で見なきゃ

いけないんだけど、社会福祉協議会としての事業体としてで見たときにトータル的に見たときには、

先ほど言いましたような 800 万というのは助かっていくんだろうというふうに思ってたんですよね。

そういうことの考え方でもないわけね。トータルで見たときに。もう質問が無いんです。最後だから。

そこだけちょっと確認させとってください。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー社協から見て助かっているという性格の費用ではございません。公の施設を運営するために

その費用が適正であるという意味で指定管理料を出している。それで社協全体の収益はこのＡ３の 38
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ページにその事業所ごとの収益が出ておりますので、昨年度であればデイサービス事業が大きくマイ

ナスになっているんで社協全体の収支がマイナスになっているというふうにご理解頂きたいと思いま

す。 

○矢立孝彦議長 

 11番、中本議員。 

○中本正廣議員 

 えーと先ほど今質問がありましたように、議案第 12 号、火葬場の件ね。これのあのー、今この資

料ですよね、これもらった中で、諸経費、諸経費が 247 万、247 万ずっとこうきてますよね。これは

一般的には利益ですよね。全体の中のパーセントから見たときには、高いんじゃないの。通常だった

ら 75 万位でいいんじゃないかな。これ 240 万も出てるということは、これ今の 2,500 万あげるのは、

どういうか理解しがたいというのが現実なんだけど、これはどういうふうに踏まえたらいいのかな。

このパーセントを見ても実際の利益的には 16、7 パーセントくらいになってくると思うんだけど、そ

れが今だいたい普通だったらこの利益いうのは 0.5 くらいで、この金額から言うといいんじゃないか

な。全体の売り上げから見るとまだもうちょっと下がってもいいかなと思ったりもするんだけど。そ

こらの解釈はどういうように思っておられるか。それとさっき言われたあのーもう一つはあのー社会

福祉協議会、これ全体の分の中の今何ページ言われたかちょっとあれ見てないんだけど、あのー800

万出すということの原資、それも含めて社会福祉協議会全体が私が聞いてるところでは基金の取り崩

しを行ってるというように聞いてますけど、その辺のところは理解はどのようになってるか、分かれ

ば教えてください。 

○矢立孝彦議長 

 住民生活課長。 

○上手佳也住民生活課長 

 はい、千風苑についてのご質問についてでございます。えー給与費、全体のですね、あのー計上の

比率で言いますと約 15 パーセント程度になってると思います。えーこちらの方でえーヒアリングを

している内容としましては、えー職員２名の事務管理の方は本社の方で一括で行っておりますので、

それらの福利厚生にかかる費用でございますとか、あのー緊急時にはえー他の部署から職員の方が動

員をかけて参りますので、そういった費用、そういったもろもろの経費をこちらの中で捻出している

というふうに伺っております。あのー高いというご指摘を頂いている部分ではございますが、そうい

ったところで必要な経費という事で伺っているところでございます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー11 番議員おっしゃるあのー企業ですから全く利益なしで運営をすることは無いという事でご

ざいますが、今上手課長申しましたように、その諸経費すべてが利益計上ではなしに、他の本社でや

ってる事業でありますとか他からの応援とかいう分も含めての諸経費というふうに理解をしておりま

す。ちょっとまた業者の方と諸経費の内容につきまして詰めた話をさせて頂きたいというふうに思っ

ております。それと社会福祉協議会は先ほど申しましたように近年デイサービス部門のマイナスが大

きくなってきて、社会福祉協議会の基金があるんですが、それがやはり毎年毎年基金を取り崩してこ

の会計に入れて運用をしとるというような状況で、その介護部門の運営について非常に危機感を持た

れて内部でも経営改革委員会を設置されて検討されとると、そういった意味合いもありまして、指定

期間を３年という考え方の中で、町内の介護施設でありますとか、そういった関係機関との協議をう

ずめるという意味で他の施設とは異にして３年という期間に指定期間を短縮しとるというふうにご理

解頂きたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 中本議員。 

○中本正廣議員 

 それはまぁ一応理解しました。あのー今の千風苑の分についてはですね、あのー例えば本社からこ

う回したとかいうのは人件費の方で見れる。諸経費の方で見るということは無いと思うんですよ。項

目的にも。ここに項目で上がってきてるのはこの全体の中のものが全部網羅されてるという、だから

この詰めのときの諸経費というのは中身が何かというのをはっきりこう出さんと、これ一般的に１割

５分以上の諸経費、利益が出てるというのはね、通常的にはこれ金額上げるあれにはならないと思い
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ます。で、人件費の方に回ってるとかなんか言うんであれば人件費の方で必ず出てくることであって、

この項目の中で出てきてないという事は、この今色んなもの書いてありますけれども、多分このほか

には中身は無いと思うんですよ。実際的な経費はね。これは純然たる純利益となると思う。そこらは

やっぱりあのーこの交渉の中でピシッと精査していかないと、毎年これ 247 万 250 万くらい出とるわ

けで、まぁ利益無いのはできんとさっき副町長言われたけど、実質的にはですね、あのー公的な機関

でやる場合にはある程度のものを含んだ中で利益が出るんであって、入ってるはずなんですよね。こ

こらをやっぱりきちっと精査しないと、湯水にと言いますか、まぁ出すような形になってくると。だ

からこの先ほど言いましたように今の社会福祉法人もそうですけど、これ部分的に部分的に出した分

でちょっとわかりにくい、全体の組織はどうなってるんかというのも、まぁ色んな見方できるものも

あろうと思いますけれども、やはりもうちょっと精査させた方がいいんじゃないかなというように思

います。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 はい、本臨時会で議決頂きましたのち、４月以降の基本協定及び 31 年度の年度別協定等々で最終

的な指定管理料が決定いたしますので、今ご指摘頂いた内容を踏まえまして、諸経費等々につきまし

て、あのー行政におりますとやっぱり一般的な企業の利益率がどのくらいのものなのか、ちょっとピ

ンきませんところがありますので、そこらを指摘を踏まえて、業者と交渉して参りたいと思います。

以上です。 

○矢立孝彦議長 

 ９番、佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 あのー一応何号何号じゃない、全体、指定管理についてあれなんですがね。あのー指定管理をされ

てる区分、全員協議会の席でも言いましたが、やっぱりよくやって頂いてるとこ、もしくは若干足ら

ないとこ等々あると思うんですよ。で、この指定管理に関して、例えば草刈り、また内部の清掃等々

の行政としてどのように管理をしてるか、要するにね、１月にいっぺんくらいは、おそらく何らかの

形ではされとるとは思うんですよ。そういった報告書というのは上がってきてるわけですかね。だい

たい年に１ぺん、聞いとるんですよね。で、年に１ぺんでそういった点検表、日報、点検日報と言い

ますか、月報と言いますか、そういったものはあるんですかね。それと、あのーこれの中にも消防の

点検とか色々やってるとこ、載ってないのかやってないのかよくわからないですけれども、そういっ

た消防、公的に義務付けられていること等々もやってるんですかね。で、集会所なんかでも、おそら

く消防署の指導でどこも消防訓練、防災訓練かな、避難訓練かよくわからんですけど、そういったと

こも年に１ぺん義務付けられていますよね。そういうのも実施してるんだろうかというような疑問が

あるわけです。そういうところはどうなんですか。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー過去の議会でも指定管理者の執行状況について、草刈りが十分でないとかのご指摘を受けて

おるところでございまして、あのー基本協定なり各施設の条例には、事業者からの報告を義務付けて

おるところでございまして、現在あのー年１回の定期報告は確実に出てきております。それと最近一

応半年半年の収支報告、業務状況を報告させておるところでございまして、今議員のご指摘の観点か

ら言えば、そのやはり担当課の方がその施設を視察に行って管理の状況等々を詳細に把握しとって、

必要があれば事業者の方へ指導するというような業務を今後徹底してまいりたいというように思いま

す。あのー指定管理者によってやはり若干管理が不十分であるというご指摘、今 100 パーセント回復

してるわけでございませんので、その辺は今後最善を尽くしてまいりたいというふうに思うところで

ございます。で、各集会所等々で、公の施設については消防等々立ち入り検査がございまして、この

設備を直しなさいとか、この設備を更新しなさいとかいうご指摘を受けた分につきましては町の方で

別に予算を組んで、あのー対応しとるというふうに考えておるところでございます。で、ちょっとこ

の収支の中で、あのー委託料にまとめてしまったりというような項目がありますんで、もし内容が詳

細という事がありましたら、また担当に聞いて頂ければ、この委託料の中には何と何が入ってますと

いう形のものはご説明できるというふうに思います。 
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○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 そうなんですよ、あのー先ほど副町長言われましたがね、担当課の方で半年に１ぺんなりとか顔を

出しているとか、そうしないと今朝の話じゃないですけど、筒賀のケビンの解体ね。そういった状況

になるんですよ。というのが早く、早い段階でね、その地域からここの修理お願いしますとか等々出

ていれば、日報かなんか、月報でもいい、まぁ１年しかもたんとか 1.5 とかくらいにはなると思うち

ゃあおるんです。だからそういうところをね、あのーまぁ異常なところがあれば随時その都度その都

度多分言っておられるんだろうとは思うんですが、そうじゃなしにね、各集会所なら集会所もそうだ

し、まぁ月に１ぺん、月報なり作って頂いてね、重大なとこがあるんなら、早急にやらにゃいけんと

ころがあるんなら、即いうような形を作らんと、その地域その管理者によって、まぁいいか、まぁ

１年に１ぺん報告すりゃあええんだからとかいうようになってね、ついついちっちゃい穴が大きくな

るようなことが多々多々あるんです。建物にしても。そういうところをね、もうちょっと管理しても

らって、よく話し合ってね、あのーあくまでも指定管理料を出してる、だからそれ以上のことをあま

り要望するつもりもありませんがというような言い方で、あのーしてもらったら、もう少しは施設も

ね長持ちしたりとか、解体せにゃあいけんようになるとかいうのが遅れるんじゃないかと思うとるん

で、その辺はお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。 

○矢立孝彦議長 

 １番、大江議員。 

○大江厚子議員 

 えーとすみません、あのーえーと１つは全体に関わってのことなんですが、もう全体としてあるの

かもしれませんけど、ちょっとわからないのでお願いします。１つはえーと集会施設の利用料につい

ては、えーと町内全部で規定統一したものがあるのか。まぁ冷暖房もあのー使用料も含めてですけど、

それがあるのかということが１つと、それから収支に関して、えー決算報告、これには載ってません

けど、決算が出た時点でプラスマイナスになると思うんですが、プラスになった時、収入が支出を上

回った時はその処理はどうするのかという事と、あのー不足分が生じたときはそれはその担当の自治

会なりどこかが補てんするのかという事を１つ、それから今もあのー佐々木議員から言われましたが、

まぁ修繕費に関わっては、えーとまぁ大きいものはその特別なえーと処理としてあのー請求するもの

かという事が１つ聞きます。それからえーと一般施設の利用率についてなんですが、えーと例えば

えーとこれは多分このＡ３の分の安芸太田町戸河内小規模老人ホーム信愛荘というのはユニバーサル

ホーム信愛荘のことですよね、きっと。そのユニバーサルホーム信愛荘とそれからふれあい、それか

らえーとユニバーサルリビング、それぞれあのー利用が、利用率が出てると思うんですけど、えーと

８割９割利用してるところと、あのー１割とか２割のところもあると思うんですが、その利用率に関

してやはりあのー指定管理をしてはいますがやはりえーともっとあのーその全体的なところから見て、

もっと住民、あのー当事者に利用してもらわないといけないんじゃないかっていう事も思うわけです

ね。その辺も利用率の改善というはどういうふうにえーと当該施設と協議されているのかという事と、

それから千風苑の実績説明ですが、このえーと収支じゃなくて、こちらの実績の方ですが、えーと町

内火葬 12 歳以上という事なんですかね、それと町外火葬、町外火葬っていうのは町外から依頼され

たという事ですかね。そして死亡件数があるんですが、だからえーと町内火葬と死亡件数の差が 40

件とかあると思うんですが、それは町外で火葬されるという事ですよね。で、えーとまぁあのー今年

度からずっと５年間は一応利用料も同じペースでね見ておられますが、まぁあのーこれから先はおそ

らく利用率は町内だけを限ると下がってくると思うんですよね。それはもうどうしても仕方がないこ

とで、そういうときにあのーえーと維持費はまぁともかくかかると、どういう利用率であれかかる、

まぁガソリン、灯油代は別にしても、そういうときにやっぱり町内で亡くなられた方は、あのー千風

苑をね利用してもらいたいとか、むしろ町外からも近くの所は千風苑を利用されてはどうかとか、そ

ういう事も含めて、このあのー会社と協議されているのか。まぁこれは５年先６年先のことになりま

すけど、そういうところを質問します。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 
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○小島俊二副町長 

 あのーまず１点目の利用料の基準でございますが、この 19 施設あるんですが、頭に安芸太田町と

ついている部分は単独の条例を持っております。安芸太田町安野ふれあいセンター条例というのがあ

って、その中で使用料を決めております。安芸太田町がついていないものは、安芸太田町集会所条例

があります。その中に施設名がありましてその条例の中で使用料を決めておりますので、若干基準は

一緒なんですが若干違う部分があろうかというふうに思っておるところでございます。それと収支の

差で収入増、不足分につきまして、不足したときは町からうわに出すことはございません。自治会の

中で賄って頂いております。で、増になった時も補助金のように精算をして返してもらう事は無しに、

あのーまぁマイナスが大きくマイナスになった時もそうなんですが、指定管理料は年度別協定で毎年

毎年契約をしますんで、その年度別協定であのーどうしても合理性がある分については、増やしたり

減したりという事は発生する可能性はあるというふうに認識をいたしております。それと修繕費につ

きましては、各指定管理施設におきまして、集会所でありましたら２万円以下が地元が見てください

よ、２万を超える修繕につきましては町が見ますよ。一般の施設につきましてもその指定管理料の額

の上下によりまして 20 万でありますとか 30 万でありますとかいうような基準を決めて運用をしてお

るところでございます。以下につきましては上手の方が答弁させて頂きます。 

○矢立孝彦議長 

 住民生活課長。 

○上手佳也住民生活課長 

 はい、千風苑についてでございますが、最初にご質問のありました件数との考え方についてはお見

込みのとおりです。で、あのー収入の方ですが、あのーやはり火葬件数が減っておりますので、そこ

ら辺のことを見据えましてですね、こちらの方から収入の見込みは提示はしております。基本的には

あのー収入の変動があった場合ですね、そういったものは原則あのー精算はしないという事、多くて

も少なくてもしないという事ではございますけれども、えーあまりにもですね急激な変動がある場合

にはまた別途協議をするという内容にしております。で利用に関してはですけれども、あのーまぁ企

業の方でですねご利用して頂くような努力はあのーこれまでもですけどこれからもそういった利用に

ついてですね、あのー企業努力であのーご利用頂けるように頑張って頂くという事で協議をしており

ます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 福祉課長。 

○伊賀真一福祉課長 

 はい、４番目にご質問頂きました生活支援ハウス等の利用率のところでございます。えーと信愛荘

それから戸河内のふれあい、筒賀のひまわり、そして、えーあすなろ園やまゆり寮というユニバーサ

ルリビングの中でやはり一番利用率の低いのは、あのーユニバーサルリビングのやまゆり寮です。ほ

とんどあのー９部屋あっても今現在でも２人しか入っていらっしゃいません。えーとこれまでやまゆ

り寮だけは他の施設と違って、えーと入居費というのが結構高額でありました。それについては、議

会の方にも議決を頂きまして他の信愛荘、生活支援ハウスと同等の共益費は違いますけれども、入居

費については同一一律として頂きました。その効果もありまして、まぁあのーほとんどいらっしゃら

なかったやまゆり寮も今２名までとりあえず今のところは入居者が増えました。まだあのー空室があ

ります。広報の部分につきましてはやはり、えーとそういう一人で生活が不安な方であるとか、まぁ

食事もなかなか作れない方について、特にえーとやまゆりにおいては隣のあのー施設の方から食事の

方を頼めば提供して頂けるという利点もございます。そういうところもですね、あのー含めて地域包

括センターの方におりますケアマネ等ともあのー毎月協議をして少しでも利用が伸びないかなという

検討を今しておるところでございますので、これからも努力しながら少しでも入居者があればですね

こちらの方に進めていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 はい、わかりました。えーとユニバーサルリビングやまゆり寮については、ここの企画書の中にも

ありましたけれども、やはりあのー人をきちんとつけて、日中のそれなりのサポートというか支援も

するようなことができれば、あのー入居者も増えるんじゃないかというようなことも書いておられた

と思うんですけど、やはりあのー単に住居を貸す、食事はつくにしても、ではなくて、そこをやまゆ
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り、ユニバーサルリビングやまゆり寮を一つのその、えーと何ですサポートセンターみたいなね形に

して、きちんと位置付けた方が軽費老人ホームのような形で位置づけた方が利用率が上がるし、これ

からもあのー利用したいという人も増えるんじゃないかと思うんですよね。それと今あのーえーと利

用料が下がったというふうに言われた、あーそうだったんだと思ったんですけど、やはり 10 万円か

かるとかね、そういうのがもうずっと一人立ち、一人歩きしていて、やはりきちっとした情報という

のは度々ね伝えていった方がいいのではないかなというふうに思っています。でも内容はわかりまし

た。えーとそれからちょっと話があれだったんですけど、ひまわりですよね、私もひまわりの従業員

さんからも聞くんですけど、やはり細かい修繕がなかなかいかないということはあるんですね。あそ

この指定管理の仕方がまぁ一括ですよね。で、お風呂はちょっとちょっと形態が違うのにまぁ一括で

指定管理なので、あのーそのー修繕費がお風呂の部分だけを重点的にするというのもなかなか難しい

のかなと思ったり、だからその指定管理の方法もえーとお風呂のその施設管理と運営については別に

するとかいうのは難しいんでしょうか。というふうに思う、まぁいやあれなんですけど、あのーそう

いうふうなこともちょっと思ったりもしたんですがどうでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 制度上は一つの条例の施設を２つの事業者が管理するという事は可能だろうというふうに解釈して

おりますが、そのー果たしてその温泉部分だけの受託者がおるのか、それで管理する方として２階と

１階が管理者が分かれるのが適当かどうかいう事はもう少し慎重に判断していくべきだろうと思いま

す。それと、まぁ筒賀地域の施設のまた再配、統廃合言うんですか、再配置いうことも踏まえまして

今後方向性を出してまいりたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 そうですね、私もその筒賀地域のね再編成というか、再拠点編成というのは、あのーまぁ近々計画

出されてくるんだろうなと思って、それも踏まえてのこともあるだろうなというふうに思っていまし

たが、あのー思っていました。まぁ地域にとって、より良い施設のあり方とかね、運営のあり方って

いうのはやっぱり地域の人たちの声を中心にやっていかなくてはいけないなというふうに思っていま

す。はい、以上です。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行いま

す。討論はありませんか。 

                 （なしの声あり） 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。議案第２号、安芸太田

町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町安野ふれあいセンター）から議案第 21 号、安

芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町三段峡交流広場）までの 16 件を起立に

より採決します。議案第２号から議案第 21 号までについては原案のとおり決定することに賛成の方

は起立願います。 

                 （賛成者起立） 

起立多数です。従って議案第２号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町

安野ふれあいセンター）から議案第 21 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸

太田町三段峡交流広場）までの16件は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

  

日程第21．議案第７号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第 21、議案第７号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町殿賀ふれあ

いプラザ）を議題とします。地方自治法第 117 条の規定により除斥に該当しますので佐々木道則議員

の退席を求めます。 

               （佐々木道則議員退席） 
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提出者から提案理由の説明を求めます。小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 議案第７号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町殿賀ふれあいプラザ）

についてご説明を申し上げます。平成 31 年４月から安芸太田町殿賀ふれあいプラザを運営する指定

管理者を選定することについて地方自治法第 244 条の２第６項の規定により議会の議決を求めるもの

でございます。詳細につきましては担当の方より追加の説明をさせて頂きます。 

○矢立孝彦議長 

 児玉加計支所長。 

○児玉斉加計支所長 

 はい、議案第７号についてご説明をさせて頂きます。えー安芸太田町公の施設の管理運営を次のよ

うに指定管理者に行わせることについて議会の議決を求めるものでございます。えー名称、安芸太田

町殿賀ふれあいプラザ。指定管理者 殿賀振興会 会長 佐々木道則。所在地、安芸太田町大字下殿

河内 252 番地。指定期間、平成 31 年４月１日から平成 36 年３月 31 日の５箇年でございます。詳細

につきまして、えー、指定申請書の方から説明をさせて頂きます。１ページめくって頂きまして、

えー経営方針につきましてですけれども、殿賀の文化活動、生涯学習の場、地域間交流の拠点とし、

また地域の特性を生かし、都市と農村の交流活動を推進することにより、地域活性化と文化活動等に

寄与するものということになっております。収支につきましては、えー４ページ目をお開き、すみま

せん、５ページ目をお開きください。えー収入の部としまして施設利用料としまして 19 万２千円を

計上されております。支出としまして、維持管理運営費としまして 52 万４千円を計上させて頂いて

おります。えーこの差額を、えー一番下の指定管理料、33 万２千円として指定管理料というものをお

願いするものでございます。えーこの詳細につきましては１ページ前に戻りましてこちらの方へ詳細

を載せさせて頂いております。以上で説明を終わります。 

○矢立孝彦議長 

 以上で提出者の説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認

めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。 

                 （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。議案第７号、安芸太田

町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町殿賀ふれあいプラザ）を起立により採決します。

議案第７号については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

                  （賛成者起立）  

起立多数です。従って議案第７号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町

殿賀ふれあいプラザ）は原案のとおり可決しました。佐々木議員の着席を求めます。 

               （佐々木道則議員着席） 

────────────・────・──────────── 

  

日程第22．議案第11号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第 22、議案第 11 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（津浪交流広場）を議

題とします。地方自治法第 117 条の規定により除斥に該当しますので末田健治議員の退席を求めます。 

                 （末田健治議員退席） 

 提出者から提案理由の説明を求めます。小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 議案第 11 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（津浪交流広場）についてご説明

を申し上げます。平成 31 年４月から津浪交流広場を指定管理する指定管理者を選定することについ

て、地方自治法第 244 条の２第６項の規定により議会の議決を求めるものでございます。詳細につき

ましては担当課長より追加の説明をさせます。 

○矢立孝彦議長 

 二見企画課長。 

○二見重幸企画課長 

 はい、それでは議案第 11 号、安芸太田町公の施設の管理運営を次のように指定管理者に行わせる
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ことについて議会の議決を求めるものでございます。施設の名称は津浪交流広場でございます。指定

管理者は、津浪振興会 会長 末田健治。えー安芸太田町大字津浪 517 番地。指定の期間でございま

すが、31年４月１日から平成36年３月31日までの５箇年でございます。指定申請書の方の一般施設

の一番初めの申請書でございます。津浪振興会からの申請書、まず１枚開いて頂きまして、団体の概

要でございます。えー指定管理者津浪振興会につきましては、地元の自治振興会でございまして、津

浪周辺地域の活性化の活動を行っておられます。とりわけこの津浪交流広場においてプラットホーム

を経営されておりまして、地域の産業、観光の活性化に寄与されておる団体でございます。その次に

３ページをご覧になってください。本施設管理に関する基本的な考えでございますが、えーこのプラ

ットホーム津浪と本津浪交流広場を一体的に活用することにより施設整備の効果を高め適正な管理を

行う事という考え方を持っておられるところでございます。それから収支計画が、えー９ページ目に

ございます。管理の経費でございますが、年間の清掃に係る経費を計上されております。収入につき

ましては、えー、広場の方の収入は計上をされておりません。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で提出者の説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

                 （なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。 

                 （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。議案第 11 号、安芸太

田町公の施設の指定管理者の指定について（津浪交流広場）を起立により採決します。議案第 11 号

については、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

                 （賛成者起立） 

 起立多数です。従って議案第 11 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（津浪交流

広場）は原案のとおり可決しました。末田議員の着席を求めます。 

                 （末田健治議員着席） 

 ────────────・────・──────────── 

  

日程第23．議案第19号 

日程第24．議案第20号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第 23、議案第 19 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町地域体験

交流館）から日程第 24、議案第 20 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田

町駐車場）の２件を一括議題とします。地方自治法第 117 条の規定により除斥に該当しますので津田

宏議員の退席を求めます。 

                  （津田宏議員退席） 

 提出者から提案理由の説明を求めます。小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 議案第 19 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町地域体験交流館）同

じく議案第 20 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町駐車場）、この

２件の案件につきまして、平成 31 年４月から安芸太田町のそれぞれの施設の運営につきまして、指

定管理者の指定することについて、地方自治法第 224 条の２第６項の規定により議会の議決を求める

ものでございます。詳細につきましては担当課長の方より追加の説明をいたします。 

○矢立孝彦議長  

 片山商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 それでは議案第 19 号の説明をさせて頂きます。施設の名称ですが、安芸太田町地域体験交流館、

通称が太田川交流館かけはしでございます。指定管理者の名称が安芸太田町商工会 会長 津田宏。

所在地は安芸太田町大字戸河内 670 番地６。指定の期間は平成 31 年４月１日から 36 年３月 31 日の

５箇年間でございます。それから議案第 20 号、施設の名称が安芸太田町駐車場、通称、西旭町駐車

場及び天神町駐車場でございます。指定管理者の名称、所在地、指定の期間は 19 号と同様でござい

ます。指定申請書の方をご覧ください。議案第 19 号、20 号につきましては、一括して指定申請が出
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ておりますのでよろしくお願いします。資料の方は５ページをお開きください。えー本施設、えーか

けはしにつきましては、平成 29 年度までは太田川清流塾が情報発信として中に入って活動をされて

おりましたが、その清流塾が解散しましたため、商工会の主体により、全体を管理されるというよう

な計画でございます。新年度に向けましては利用者が利用しやすい施設になるように、清流塾が元使

ってらっしゃった場所あるいは広場、会議室等がありますが、そういったところ全体のレイアウト変

更を行う中で、より利用者が活用しやすい、あるいは特産品の販売種類、あるいは情報発信も拡充し

たいという計画でございます。駐車場に関しましては、２箇所ございます。えー加計拠点の利用部分

もございまして、新年度は実際経営、工事期間中の制限等が発生してまいりますけれども、月極めの

駐車場の台数等々を確保する中で、利用料収入を図っていきたいというふうにも考えてらっしゃいま

す。収支予算書につきましては、11 ページ以降に各年度のことも掲げております。先ほど申しました

駐車場収入、それから交流施設、広場、集会所的な部分の利活につきましては、若干、月例利用が常

で地域の方が利用されるケースが大半なんですが、そちらの方も利活を図っていきたいという事で、

押しなべて平準的に活用していきたいというふうに報告を受けているところでございます。以上でご

ざいます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で提出者の説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませか。９番、佐々木美

知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 えーとこれね一応確認なんですがね、あのーかけはし前の駐車場よね。月極、一番左側に何台かと

ってあるんですが、これあんまり契約者はいない、そんなにないよね。何台くらいあるんだろうか。

そこのところちょっと。で、月にいくらか。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、利用実績等につきましては、指定申請書の 22 ページの方に掲げております。ご質問のあり

ました、駐車場の利用状況でございます。西旭町につきましては、平成 28 年度から月極という制度

を導入しまして、近傍の企業の方、あるいは、えー利用者の方に月極契約しまして、台数的には現在、

29年度末で13台。それから30年度に入りましては、色んな温泉掘削等の状況もございますと制約上、

現行では８台となっております。それから天神町の方につきましては、29 年度からの本格的な活用で

ございまして、こちらにつきましては、えー向かって右側と言いますか、えー中央寄りの所を指定月

極としておりまして、こちらにつきましては５台の利用となっております。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。 

                 （なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。 

                 （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。議案第 19 号、安芸太

田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町地域体験交流館）及び議案第 20 号、安芸太

田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町駐車場）の２件を起立により採決します。議

案第19号及び議案第20号については原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

                  （賛成者起立） 

 起立多数です。従って議案第 19 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田

町地域体験交流館）及び議案第 20 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田

町駐車場）の２件は原案のとおり可決しました。津田議員の着席を求めます。 

                  （津田宏議員着席） 

 ────────────・────・──────────── 

  

日程第25．議案第22号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第25、議案第22号、平成30年度安芸太田町一般会計補正予算（第７号）を議題とします。提
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出者から提案理由の説明を求めます。小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、議案第 22 号、平成 30 年度安芸太田町一般会計補正予算（第７号）についてご説明をいたし

ます。今回の補正は安芸太田町公の施設の指定管理者の指定に伴う各指定管理委託料につきまして、

平成 31 年度からそれぞれの指定期間におきます額につきまして、債務負担行為の追加を図る補正を

お願いするものでございます。詳細につきましては担当の方より説明を申し上げます。 

○矢立孝彦議長 

 河越総務課主幹。 

○河越慶介総務課主幹 

 はい、それでは議案第 22 号、平成 30 年度安芸太田町一般会計補正予算（第７号）についてご説明

させて頂きます。第１条、債務負担行為の補正でございます。資料１ページの第１表をご覧ください。

先ほど議案第２号から第 21 号におきまして一連の施設の指定管理者の指定について議決を頂いたと

ころでございますが、各施設の指定管理にかかります対象期間や委託費、予算の限度額について表の

とおり追加をさせて頂くものでございます。説明は以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 以上で提出者の説明を終わります。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

                 （なしの声あり） 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。討論はありませんか。 

                 （なしの声あり） 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。これから採決を行います。議案第 22 号、平成 30

年度安芸太田町一般会計補正予算（第７号）を起立により採決します。議案第 22 号については原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

                  （賛成者起立） 

 起立多数です。従って議案第 22 号、平成 30 年度安芸太田町一般会計補正予算（第７号）は原案の

とおり可決しました。以上で本日の日程は全部終了しました。これで会議を閉じ、平成 31 年第１回

安芸太田町議会臨時会を閉会します。 

○伊藤真由美事務局長 

 ご起立願います。一同互礼。 

 

午後２時３５分閉会 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


