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 会期の決定 

議案第５３号 
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令和元年第４回臨時会 
（令和元年５月３０日） 

 （開会 午前１０時４５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 11 名です。定足数に達しておりますので、これから令

和元年第４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、町長です。なお、同条

の規定によって町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３月及び４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。５月 27 日に広島市で開催された広島県町議会議長

会主催の研修会に議員派遣をしました。その結果につきましては、お手元に配付した報告書のとおりで

す。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、４番冨永豊議員及び５番末田健治議員を指名します。 

────────────・────・──────────── 

 

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５月 30 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53号  

 

○矢立孝彦議長   

日程第４、議案第 53 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町いこいの村

ひろしま）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 53 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町いこいの村ひろしま）

の議案につきまして説明をいたします。いこいの村ひろしまにつきましては、経過がある中で専決処分

をさせていただき、またそのことにつきまして先の４月の臨時会でご承認をいただくという状況でござ

いました。その期間が５月末までとなっており、期間が満了することになります。引き続いていこいの

村ひろしまの運営につきまして、町が責任をもって運営するという観点から、現指定管理をお願いして

おります地域商社あきおおたの方に指定管理の延長につきまして、来年３月末までに議会の議決を求め

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をさせていただきます。 
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○矢立孝彦議長 

 商工観光課、片山課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 それでは議案第 53 号を読み上げながら説明をさせていただきます。安芸太田町公の施設の指定管理

者の指定についてでございます。次のとおり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。施設名称につきましては、安芸太田町いこいの村ひろしま。指定管理者の名称は、一

般社団法人地域商社あきおおた 代表理事 小坂眞治でございます。指定の期間ですが、令和元年６月

１日から令和２年３月 31 日までの 10 か月間となっております。この２か月間、町長の方から説明申し

上げましたとおり、受託をさせていただいていた指定管理でございますが、新たな指定管理について

色々と模索をさせていただいておりました。この間、協議をさせていただいておりますけれども、新た

なその指定としてという候補の中には、地域商社あきおおたの継続が現段階では最適と判断し、本議案

の提案に至っているところでございます。なお詳細事項につきましては全員協の方で説明をさせていた

だいておりますので省略させていただきます。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。10 番、吉見議員。 

○吉見茂議員 

 それではちょっと質問の方をさせてもらいます。あのー地域商社の方が指定管理をまぁ受けられると

いう事ですけれども、その地域商社の方が提出されとると思いますけれども、収支計画、令和元年 10

か月の収支についてはどのようなものなのかお聞かせください。またあのーもし指定管理をせずにです

ね、あのーいこいの村をこの 10 か月維持管理した場合の経費というか、確実にはわからないと思いま

すが、過去の部分から計算して、だいたいあのー10 か月で施設を止めた場合の経費はいくらくらいかか

るのかお聞かせください。 

○矢立孝彦議長 

 片山商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 地域商社あきおおたの方から提出をされました収支予算書の中身について説明をさせていただきます。

まず収入でございますけれども、施設収入が 7,400 万円あまり、それから自主事業収入が 580 万円あま

りで、トータルで 7,980 万となっております。一方で支出部分でございますが、維持管理運営費用が

8,300 万、自主事業に係る経費が 350 万、あわせて 8,650 万となっております。その差額相当額が指定

管理ということで収支のプラスマイナスはとんとんになる見込みとして収支計画書が提出されていると

ころでございます。収支に関しては以上でございます。あと年間の通常経費につきましては、今手元に

詳細はあれなんですが、光熱水費等々でありますと、動いた状態で 1,500 万でございますから単一的な

管理経費としましては 4、500 万円は動かずともかかるものと考えられます。また人件費の考え方等々

ございますけれども、そういったもののところが全くゼロであるという場合はゼロではありますけれど

も、かかる部分に関して光熱水費以外に浄化槽の維持管理とかですね、そういった法定的な管理費等も

かかってまいりますので、ざっとでございますが、7、800 万ぐらいのものはコストの中ではかかるもの

と推測されます。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 今の説明で収入が 7,980 万、約８千万、支出の方が 8,650 万ということで、収支 10 か月のを出され

ておりますが、この分のだいたい予想される宿泊人数がもしわかれば教えてください。それと差引する

とそんなに、そのー、差引金額出ませんけども、指定管理がさっき話があったように、えーと 660 何万

の指定管理料、そのものはこの収支の中に入れずに計算をされているということでいいですか。 

○矢立孝彦議長 

 片山商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 昨年度までの概ね宿泊一人あたりの平均、飲食も含みますので、それが約１万円前後でございます。

でございますから、7,400 万円の収入ということであれば、低く見ても 7,400 人と、10 か月間での入込

見込みというようなことになろうかと思います。それから先ほどの申し上げました収入の、7,980 万の

中には指定管理料は含めてない数字でございます。以上です。 
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○矢立孝彦議長 

 吉見議員。 

○吉見茂議員 

 今の説明で言うとですね、指定管理料は、えーと600何万必要にないということでいいんですか。 

○矢立孝彦議長 

 質疑はそれだけでいいですか。はい、答弁ください。小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 施設によって異なりますが、指定管理を募集するときに、その積算根拠として、その施設にかかる費

用及び収入を差し引いた額を指定管理料として算定しておる施設が中心でございます。団体によっては、

そういった自主事業で補てんするとか、以前の受託者であればこの施設は収益が上がるから指定管理料

ゼロで提案する会社もございます。いうことで、指定管理料 666 万を出さなくていいということでなし

に、支出はするようになろうというふうに考えております。 

○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 

 今の吉見議員の質問、質疑、質問に引き続きという形にはなるんですが、えーと、それは後の段階で

ということで、まずその今回のいこいの村ひろしまの指定管理について、えー瑞穂商社が過去２年３年、

まぁ赤字を出していた。それをわかっていながら、えー、昨年度の３月末まで、何の、少しはされたと

思いますが、手立てをせずに、４月１日から地域商社へというふうな専決事項でされたということにつ

いて、まずあのー見通しが甘いというか、管理が甘かったんではないかというふうに思います。えーと、

そういう赤字を出しているのなら、引き続きさらにもう１年というのは難しいんではないかという判断

を昨年度のどこかでやるべきであって、そこの時点で、じゃあどうするか、閉鎖にするか、まぁ閉鎖期

間をおいて新しく出直すかということをやっぱり検討、議会にも提案しながらね、検討すべきだったと

いうことを今さらやはり思います。そして、えーと前回４月５月はとりあえず予約が入っているので地

域商社へということでしたが、その時に６月以降は、あのー地域商社は難しいんではないかという話も

ありましたが、今の時点になってやはり地域商社がという、その確定的な根拠は何なのかということで

す。えー、あのー全員協議会の時の説明でもありましたが、営業許可とか、消防関係の許可、手続き等

がまだ完了していない時点で、えー、あのー、次のね、ことを、こういうふうに提案されるというのは

どう見ても無理があるし、矛盾が出てくるんではないかというふうに思っています。そこの町としての

姿勢はどうだったのか、どうなのかということです。それからもう一つ、えー赤字についてですが、ま

ぁえーと、指定管理料を含めればプラスマイナスゼロでいくんではないかというふうに言われています

が、瑞穂ではかなり 1,500 万くらいの赤字が出たということで、とても年間総額の指定管理料の 800 万

円だけでは、難しいんではないかというふうに判断されないのか、そういうふうに判断されないのなら、

先ほど出されました収支の見込みは確実なものなのか。もし、赤字が出たときは地域商社が補てんする

ということになると思いますが、えー、あのー、それでいいのかっていうことですよね。地域商社にそ

こまでさせるのかという、そこをまずお伺いします。 

○矢立孝彦議長 

 えー、ただ今の大江議員の質問の中で、固有企業が出ておりましたので、これは後程検討をします。

小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 昨年来、前受託者の方から平成 31 年度、令和元年度の運営について、非常に過去３年間が赤字にな

っておるので厳しいというような状況がございましたが、町としましてはその時期も迫っておったとい

うことで令和元年度の指定管理を前受託者を継続するという方向で協議させていただき、赤字が３年続

いておりますので、そういった中で協議する中で、令和元年度につきましては 800 万円の指定管理料を

算定するということで、それであればなんとか前受託者の方が運営できますよという形で、あのー協議

をいたしておりましたが、会社の状況等々を勘案する中で、なかなか厳しい状況で、先般お願いした専

決処分で承認をいただいたような状況ではございます。あのー平成、令和元年度の運営につきまして、

その先ほど収支を出しましたが、非常にやはり厳しい状況だとは思っております。そういった中で、地

域商社の方も基本的には代替だけでの運営ではやはり地域商社のメリットもないというような考え方を

示しておりまして、「どうせ」いう言葉は悪いですが、受けるんであればやはり将来につながるような

運営をしたいということを現在申しておるところでございます。今後他の業者の含めまして、そういっ
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た体制が整うんであれば、その候補者の１つでありうるのかなというふうな考え方はゼロではないとい

うふうに思っておるところでございます。もし仮に令和元年度が指定管理料入れても赤字となった場合

は、現段階では地域商社の方でその赤字はみるということは、その協定のルールでございますんで、そ

うなるというふうに考えております。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 えーと先ほどの全員協の説明の中で、受託者の公募をまたはプロポーザルでというふうなこともあり

ましたけど、今の答弁の中で、地域商社もその１社として名を上げるかもわからないということを考え

ているということでしょうかが１つと、それから赤字補填は地域商社でということですが、あのーかな

りのね、税金、補助金として出している、えー団体がさらに他の事業を指定管理を受けて、その赤字を

補填するということが、果たして住民として受け入れられるのかということがまぁ１つありますが、そ

の辺はどうなんでしょうか。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー地域商社が候補になりうるというのは決まっておるわけではなしに、可能性があるんではない

か、本部長も将来につながるような施策を展開してまいりたいと、我々も理事、理事長なり理事でござ

いますんで、そういった他の、もし仮に応募してですね、その他の候補者よりいい提案、指定管理料が

安いとかいうことがありうればありうるという可能性だけでございます。その今私らが理事なり理事長

が言明するわけにいきませんので、立場が違いますんで、そういう可能性としてお聞きください。それ

とあのーもし赤字が出た場合の地域商社の補填でございますが、町からは地域商社の方へ予算をもらっ

ておる補助金を出しております。補助金については運営という目的がございますんで、その部分をすぐ

にこの指定管理の赤字に補填するという考え方は、中を精査してみないと、地域商社の運営という表現

で出しとる部分もあろうかと思いますが、その出しどころについては、やっぱり地域商社と十分協議す

る中で精査をしてまいりたいと思います。地域商社も売店でありますとか、民泊でありますとか、他の

部分の自主事業の収益もございますので、その辺はちょっと補助要綱なり法律に反しないような手段を

とっていく必要があろうと思っています。 

○矢立孝彦議長 

 大江議員。 

○大江厚子議員 

 よくお金に色は無いのでというふうなことを言われますけど、えーとその補助金をその補助金の部分

を色を付けて赤字の補填に回すということは、まぁそういうことを見極めることはできませんけど、た

だ地域商社がこれから出発してやっていこうというときに、例えば今年度で貸借対照で赤字となったと

いう事についてね、どういうふうに、まぁどうなのかというところですよね。それとまぁ地域商社が将

来につながるから受け入れる考えもないこともないというふうなことだと思うんですけどそれこそ観光

宿泊のプロが５社のうち２社ほどは辞退されるという中で、地域商社がそれこそそういうプロが、今お

られるのかどうかわかりませんけど、そのあまりにもえーと、将来性を思うとね、その考えもわからな

いことは無いんですけどそれはちょっと不安が残るなということはあります。その２つについて、もう

最後です。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 あのー地域商社が指定管理として手を挙げております。それはやはりあのー、現在の指定管理料の中

で運営していくという目的、目標を持っておりますんで、そういった意味で先ほど引き続きという言葉

を申し上げたわけでございまして、今後残り 10 か月、できる限りその赤字が発生しないような営業努

力もするし、そういったやはり町のためになる運営をしていかなくてはいけないというのが地域商社の

目標でございますので、それを町が補てんするというのは基本的に今どういうんですかね、債務保証し

ているわけではございませんので、そういった保証はとれませんので、何とか地域商社の方で努力をし

て、その収支が合うような形で努力してもらいたいというふうに考えております。 

○矢立孝彦議長 
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 他に質疑はありませんか。４番、冨永議員。 

○冨永豊議員 

 あのーちょっと１、２点お聞かせっていうよりか、申し上げたいんですけどね、いこいの村の方向性

として管理者っていうことをお聞きしたんですよね。これは私は非常に投資的な判断だということだろ

うと思ってるんですよね。投資的な判断っていう事になると、この時点で、赤字とかそういう事ではな

くて、やっぱり市場の決められた投資の判断の材料っていうのは、あのー市場の動きっていうのが多少

あるんだろうと思ってるんですよ。それはやはりあのー指定管理者候補者としての三者くらいが残って、

向こうもやっぱり投資をやっていきたいというようなところが出てきておる以上は、ここのプロポーザ

ルまでは、あのー持っていかなきゃいけないと思ってるんですね。そこの時点でどうなのかっていうこ

とはまだ判断が、議会としてはあるわけですから、今の時点では、そういった動きの中で、この投資を

やってみようというふうに判断に至っとるんだろうと思ってるんで、そこはそれで進めて頂きたい、そ

の時で今度はプロポーザルの結果、どうだったかということでまた判断していきたい、そういうふうに

思っております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。５番、末田議員。 

○末田健治議員 

 えーとまぁ色々と全員協議会等でも説明を受けましたので、大筋の方向性については私は理解はして

おるつもりではございますが、しかしいくつか私も疑問点がございますので、質問をさせていただきま

す。あのーまずあのー最初にですね、指定管理候補者について４月から５社に対してアタックをしてお

るというふうに聞いておりますけれども、説明がございましたが、えー今後についてその指定管理の候

補者について、どの時点でどのように判断をされるのかということについてまず第１点お聞きいたしま

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、公募、プロポとか色々とご意見いただく中で、そのスケジュール感について説明させていただ

きますけれども、大義的に補正予算等でもお願いした調査委託費がございます。現在抱えております浴

室周りの水漏れ対策等が大きな問題でございますけれども、それの業者調査はまだ継続中で、結果はま

だ出ていない状況でございます。その結果を踏まえまして、施工範囲等々がいつまで、あるいは期間等

場所の範囲等々も含めまして、明言されてまいりますので、その期間とあわせて、そこのあたりをプロ

ポの受託者等にもですね、明示する中で内容を修正、修繕改善、そういった内容をお示しする中でない

とというようなことが意見で５社の中からもいただいておった経緯も含めますと、その結果を得た中で

部内で調整しスケジュール感を持って公募のタイミング等々のスケジュールを明示していこうというふ

うに考えているところでございます。なお補足でございますが、５社の中に先ほど現指定管理者の中の

数字は入っておりませんので、入れば６社目となります。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 あのー、そのことはまぁ説明を聞いてわかるんですけども、要はですね、その判断をいつ頃されるか

ということを私はさっき聞いたんです。そのことを今の時点でははっきりとは説明はしにくいかとは思

うんですが、しかし次の展開を考えれば、ずるずるとというわけには私はいけないと思うんで。もう少

し具体的にお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 はい、あのー今先の臨時会で専決処分を承認していただくというような状況で今運営をしとるところ

でございます。当時も申したかと思うんですけど、この施設を休むことなく続けて運営していきたい、

それを実現するために緊急的な避難として地域商社をですね指定管理者としてお願いするという議案を

提出させていただいたところでございます。それはやはり緊急的なことであるんで、５月６月の短い期

間にですね、本来運営していただくべき指定管理者を探すという期間としましたが、残念ながら今日の

状況におきまして色々と話はしとるところですが、最終的なとこにならず、引き続いて地域商社あきお
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おたの方に指定管理をお願いするというのが現状でございます。と、考えていったときにですね、来年

の３月までの時間をいただいていることから逆算したときには 12 月の時点ではですね先ほどの改修工

事の等々もありますが、できることなら 12 月の時点までには次の運営体制、どのようにあるべきか、

またどの者に指定管理をお願いするべきかですね、詰めてまいる必要があろうと今時間的なことを想定

して今取り組みをしとるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 末田議員。 

○末田健治議員 

 じゃあですね、３回目ということで、基本的に私はですね今地域商社にその負荷をかけることは私は

望ましくないというのが基本の思いです。従って、改修費、改修の見とおし、これについてはですね本

日の段階では無理だと思うんですが、スケジュールを示していただいて、これなら次の展開に持ち込め

るなということをですね、少し分かりやすいように手続きを踏んでいただきたいというふうに思います

し、赤字補填については地域商社が負担をすると言いましても、地域商社で果たしてその今の事業の展

開の中で、赤字補填ができるその収益が地域商社にあるんだろうかなということを私は疑問に思います。

従って本当にその赤字が出たときに、地域商社に負担する能力が私は無いのではないかなと。そうする

と補助金でそれを出されても、それは私は適正な支出とは到底思えないので、その点については十分配

慮をいうか、その注視をする必要があるというふうに思っております。そして最後にですね、本当にこ

のいこいの村という施設が、町にとってどのような意味合いで必要なかということをですね、やはり住

民の方にも説明をする必要があるというふうに思います。それを見て最後町長の考えを伺いたいという

ふうに思います。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 あのーご質問のとおりでございます。あのーいこいの村、この施設を運営するのに今日の時点で年間

800 万円の指定管理料を予算化してる。またそれの運営につきましても、なかなか大丈夫かというご心

配をいただいておるところでございます。これはどの業者が運営しても、また前回の業者もこれ以上の

マイナス数字を出しておったということで、大きな数字だろうと思いますし、またもう１つには施設の

老朽化を解決していきたいということで今調査に入っておるところでございますが、これにもやはり当

然費用がかかるものでございます。そうしたふうな改修費用、今後後々続くランニング費用がですね、

積み上げたときに果たしてこの施設を冒頭私が申しましたように、緊急避難を持ってでもですね、維持

していくかどうかのことについては、町民の皆さんに十分説明する必要があるかと思っております。そ

うしたふうなことを含めた先ほど申しますような来年３月 31 日までの期間をですね、ぜひともいただ

き、充分な調査、あるいは十分な検討を重ねる中で、次の提案をさせていただきたい。その提案の中に

は基本的には引き続いて事業を指定管理者として続けていきたいというのが大前提でございます。中に

はやはり長期の休止、あるいは他の施設への転換等々のことがゼロではないでしょうけども、その判断

に至る時間をいただきたいというので、今回改めて指定管理の期間をお願いしとるものです。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。６番、津田議員。 

○津田宏議員 

 はい、安芸太田町観光のまちということで長期総合計画でもうたってありますし、いこいの村につい

ては昭和 50 年から 45 年間地域の為の観光の中心になって頑張ってもらわにゃいけん施設だと思います。

その中で今から補修とか色んな財源がかかると思うんですが、まーあのー観光と言えば、いこいの村だ

けではなしに、恐羅漢のスキー場でありますとか、温井のホテルでありますとか、あるいは筒賀の観光、

そういう施設全体を考えたやはり観光、行政の中での指定管理の１つだろうと考えます。その中で、本

年度はまた災害が起こったりあるいは暖冬でですね町内の観光業者泣いておりますが、そういう面で今

地方創生という国の支援があるんでありますが、そのソフト、ハード面においてですね、そういう我々

の町はこういう観光づくりをしてくんだという提言を行い、また企画を行いですね、その費用を国の補

助金をいただくというような形で進めるべきだと思います。今からこれ全部維持していくのに金なんぼ

でもかかると思います。そういう方向性を持った行政のサイドいうのはどう検討をされているのかお聞

かせください。 

○矢立孝彦議長 



- 9 - 

 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 あのー行政予算を編成し、事業執行するに当たりましては、やはり収入となる国県の支援をですねぜ

ひとも模索することは大きな前提でございます。今地方創生という観点から色々我々の町にですね、大

変な支援を得ておるところでございますけれども、先ほどご質問がありましたように、観光領域におき

ましてですね、どのような支援があるかいうことについても今検討を進めておるところでございます。 

○矢立孝彦議長 

 他に質疑はありませんか。11番、中本議員。 

○中本正廣議員 

 これはいこいの村は町としてね、観光産業としては当然必要な施設と捉えられておるというように思

っております。そういった中でね、あのーこういった施設を行政が運営していくということは、まずま

ぁ無理なことです。辞めるべきだと。今まであのーいこいの村につぎ込んだ金というのは何億もあるわ

けですし、それから今度今施設の改修等やっても１億くらいはかかってくるということですよね。だか

らそういったことの先ほど話がありましたけれども館内の整備とか改修するには、色んな手立てがあろ

うと思いますけど、そういった手立てはピシッとして、それから今度は新たに先ほどのプロポーザルも

色々ありますけど、早く町から手を放すという形を作っていくと。一番いい例が温井スプリングスです

よね。今その手を離れているから町の補助的なことも色々あるとは思いますけど、そういった方向に持

っていく。これ以前その合併した 15 年位前ですか、その時に温井スプリングスが大変な時代だという

ことでですね、議会で大変なことがおこりました。その時は本当はあのー加計の方の議員というのは、

かなりのバッシングを受けたというのが現実ですよね。今こういったことが今この話の中で出てきてる、

それから今の筒賀のグリーンスパにしてもそうですけど、やっぱり町としてできる、早く施設の整備を

行って、早めに手を放すという形のものを作っていかないと、これから先 10 年、見据えたときに、い

くらの金をつぎ込んでいくんかという事になってきます。今も指定管理料が 800 万になってるけど、こ

れはこの４月５月を見ても、もう 100 万のマイナスが出てきてるわけですよね。当然今の３月まで 800

万がもつか、トータル的にもつかということになると怪しいものになってくる。だから町はどういう考

え方をこの町として必要な施設であるにしても、どういいますか、プロセスといいますか、考えを持っ

てるかというのが一番大事だと思うんですよね。そこのところが１つ聞かせていただきたいのと、私が

思うのにはもう整備をして早く手放すという形を取った方がいいというように思っております。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、先ほど説明しました調査の中で、開設当時の設計担当、あるいは施工に携わった方の意見とい

うかですね、どんなかったんですかっていうような話を聞いたりしたことがございます。補足させてい

ただきますと、あの施設自体は当時のお金で７億円くらいかかっていると、原価で直しますと 20 億円

相当の価値がある建物というふうにまず１点としてはとらえていかなくてはならないというふうに考え

ております。この間 11 番議員からご質問もありました数億に係る経過の運営上の補助もあったようで

すけども、そういった投資もしております。あわせてその補助金の適化法の規制というのもございます。

そういったもの、それから今回行う予定である修繕改修の投資的な部分に見合いのところを例えばです

ね売価として積算してというようなことも考えていかなくてはなりませんし、ご指摘のありました他の

施設につきましても、３月定例等でもご指摘いただいております今年度中に色んな施設の方向性、あり

方についてはですね、課の中でもまたは町の意向に向けて協議をしながら年度後半になるかと思います

けれども方向性を示していきたいとは考えております。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 あのー先ほど申しましたように来年の３月 31 日までの指定の期間をですね、ご承認いただき、また

その間さっきは 12 月ごろには判断したいと申しましたが、その間にですね先ほどご質問がありました

ように、今後の運営についてどのように町民の皆さんのご理解を得られる、また議会の同意を得られる

かについて十分な調査をしたい。その中には具体的にありましたように、温井スプリングス等々の例も

ですね、当然検討することとなろうと思います。 

○矢立孝彦議長 
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 他に質疑はありませんか。７番、佐々木道則議員。 

○佐々木道則議員 

 ちょっと１点だけ質問をさせてください。まぁ色々ご意見が出てご答弁もあるわけですが、私ちょっ

と気になるのがですね、今質問が出たことにもなるんですが、先ほどの協議会の説明の中で、各種の営

業許可が今月末で終了するというような事でお聞きをしとるわけですが、これで、これ前指定管理者の

名前で現在運営をされとるということですか、営業許可は、完了するということは。そこらあたりの確

認と、これ５月末完了予定ということになると、あと２日、今日を入れて２日しかないんですが、それ

以後６月にずれ込んだ場合はどうなる。指定管理は地域商社へするわけですが、営業許可は前指定管理

者の名前で営業するなんか複雑な絡みになるのか私ちょっとそこのあたりがよくわからないので、そこ

らあたりの営業許可の関係をちょっと教えていただければと思います。 

○矢立孝彦議長 

 商工観光課長。 

○片山豊和商工観光課長 

 はい、この間切り替えにあたりまして、商社とあわせて保健所等々の営業許可部局に紹介なり行かさ

せていただきました。基本的にその許可証庁の考え方としましては取得者である前受託者の名義で、そ

れが実運営に、全員協でも申し上げましたが、一部の再委託の分野で受託されてる元の受託者がいらっ

しゃいますので、その営業権を持って継承することは可能と、いわゆる分かりやすく言いますと、違法

性がある営業許可ではないという説明を受けております。それは当然色んな法人でもあるように、前の

方が廃止して新たに取得申請をするという時のタイムラグ等もありますので、前者の許可がありながら、

新規の許可をかぶせて申請されるケースはままあるというふうにもまぁ補足で聞いているところでござ

います。こういったわけで６月１日については新たな商社の方で取得していただきたいということもあ

りますので、それは前もって期間がこれだけかかりますというのを前倒しの中でスケジュール感を持っ

て６月に間に合うような申請をしているというのが現状でございます。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。ま

ず原案に反対者の発言を許します。10番、吉見議員。 

○吉見茂議員 

 それでは反対の立場で討論をさせていただきます。えー、今色々質疑等を聞かせていただいていても、

このいこいの村の今後については、ある程度検討して今後どうするかというのを、どうにかしなくちゃ

いけないというのは、多分皆さん同じご意見だろうと思います。私は今回反対する理由の１つは、この

状況の中で果たしてそう続けて営業することがいいのかどうか、先ほども議員の方から質問がありまし

たように指定管理をされている地域商社、そこについても大きな負担がかかってくる。またマイナスの

時にはどうするかと、色々な課題も発生すると予想がされます。今回のいこいの村については、町長か

らも話があったように２か月は臨時的処置をするというようなことから、専決処分をされこの４月５月

はされましたけども、私個人的にはこの４月５月に当然その指定管理として公募をされて、そこでもし

公募がなかった場合には、各社に話をして、やっていくのかなというふうに思っていましたが、残念な

がら公募は無くして引き続き地域商社へというようなことがあり、また今日の説明でもし公募等があれ

ば、公募があれば応募したいという業者もあるという話も聞く中で、なぜ４月、本来なら３月までに早

い時期で指定管理をするべきだったけども、色んな事情でできなかったというのは理解できて、それな

ら２か月は臨時的でしょうがないですねって議会の方も認めたわけではありますけれども、また同じよ

うなことで公募をせずに指定管理を決めていくと。その決めるその選考委員会をされたかどうかわかり

ませんけども、役場の内部の職員でその指定をするというような形になってますから、そこらも非常に

あのー不透明なとこかなというふうに思いますので、今回については、えー立ち止まってしっかりと今

後のいこいの村をどうしていくかというのを話をして、あのー将来に向けて検討する時期だというふう

に思いますんで、今回はこのえー議案については反対とさせていただきます。以上です。 

○矢立孝彦議長 

 次に原案に賛成者の発言を許します。11番、中本議員。 

○中本正廣議員 

 先ほども言いましたように、このいこいの村につきましては町として観光あるいは産業面においても、
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とても大事な施設でございます。それを今地域商社が運営にあたるということ。そして次の段階に向か

うということも先ほど話がありました。そういった中で途中で営業を止めるという事は、観光面におい

ても大きなマイナスとなります。現状では地域商社が運営を続け、次の段階に向かっていくという形を

作っていくべきだということで賛成といたします。 

○矢立孝彦議長 

 他に討論はありませんか。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 53 号、安芸太田町公の施設の指定管理者の指定について（安芸太田町いこいの村ひろしま）を

起立により採決します。議案第 53 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 53 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

いこいの村ひろしま）は原案のとおり可決しました。 

────────────・────・──────────── 

  

日程第５．議案第54号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第５、議案第 54 号、損害賠償の額の決定及び和解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 54 号、損害賠償の額の決定及び和解についての議案につきまして説明を申し上げます。町職

員の運転する公用車が走行中の車両と接触した物損事故につきまして、損害賠償の額を決定し、和解す

るために地方自治法第 96 条第１項 12 号及び 13 号の規定により、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補足の説明をいたします。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、長尾課長。 

○長尾航治総務課長 

 はい、本案件につきましては、先ほど全員協議会において詳細の説明をさせていただいておりますの

で議案の読み上げをもって詳細説明とさせていただきます。平成 31 年３月 20 日、午後０時５分頃、町

職員の運転する公用車が広島市安佐南区中筋１丁目交差点で右折レーンに入り右折しようとしたところ、

左側を走行中の車両と接触した物損事故について、損害賠償の額を次のとおり決定し和解する為、地方

自治法第 96 条第１項、第 12 号及び第 13 号の規定により議会の議決を求めるものでございます。損害

賠償額、過失割合１割分でございます。61,020 円。和解の内容、安芸太田町は相手方に対し、損害賠償

額 61,020 円を支払う。本件事故に関しその他一切の費用等は双方とも請求しない。以上をもちまして

本件事故は解決するものとさせていただくものでございます。ご審議の程よろしくお願いいたします。 

○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 54 号、損害賠償

の額の決定及び和解についてを起立により採決します。議案第 54 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） 

起立総意です。従って議案第 54 号、損害賠償の額の決定及び和解については、原案のとおり可決し

ました。 

────────────・────・──────────── 

  

日程第６．議案第55号 

 

○矢立孝彦議長   

日程第６、議案第 55 号、損害賠償の額の決定及び和解についてを議題とします。提出者から提案理
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由の説明を求めます。小坂町長。 

○小坂眞治町長 

 議案第 55 号、損害賠償の額の決定及び和解についての議案について説明をいたします。同じく町職

員の運転する公用車が道の駅来夢とごうち駐車場内での駐車中の車両に接触した物損事故について損害

賠償の額を決定し和解するため、地方自治法第 96 条第１項第 12 号及び第 13 号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補足説明をいたします。 

○矢立孝彦議長 

 総務課、長尾課長。 

○長尾航治総務課長 

 はい、それでは議案の読み上げをもって詳細説明とさせていただきます。平成 31 年３月 21 日午後

０時 50 分頃、町職員の運転する公用車が、道の駅来夢とごうち駐車場内で方向転換のための後進時に

駐車中の相手方車両に接触し、同車両の一部を破損させた物損事故について、損害賠償の額を次のとお

り決定し和解するため、地方自治法第 96 条第１項第 12 号及び第 13 号の規定により、議会の議決を求

めるものでございます。損害賠償額 45,651 円、和解の内容 安芸太田町は、相手方に対し損害賠償額

45,651 円を支払う。本件事故に関し、その他一切の費用等は、双方とも請求しない。以上をもって本件

事故は解決とするものでございます。ご審議の程、よろしくお願いいたします。 

○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。９番、佐々木美

知夫議員。 

○佐々木美知夫議員 

 えーとですね、こういったあのー車両による接触事故、毎年何件かあがってくるわけですが、あのー

当の本人は事故報告書、行政の長の方には報告書としてあげられるんだとは思っておりますが、その反

省ですね、職員に対してのこういった交通事故に対しての注意、また全職員に対するね、あのー周知の

徹底、こういった交通事故、あのーこの件に関してはまぁ 100 パーセントということ。先ほどの 54 号

に対しては１割というようなことがありましたので、この１割というのは１割負担ということになりま

すと、若干運転手にも非があるということですよね、おそらく。でね、私、いつも思うんです。こうい

った交通事故をこうして報告書をあげて、保険等の対応で済んでると。ただし職員さんにこういった事

故があった、何日にあった、というような報告をしてですね、そういった職員に全職員に対して交通安

全等々の周知の徹底をどのようにして図られるのか。普通民間企業ですと、おそらくこういうことがあ

りますと、始末書、罰則とまでは言いませんが、そういったことを徹底してやってると思うんです。こ

の庁内で行政側としてどういう今後ね今更という気はあるんですがね、もう一度こういった教育を徹底

してね、いただかんと何件でも出てくると、こうして報告をして任意保険で済んでるからとか、あれぐ

らいになっていくんではないかと私は思うとるわけです。そこのところどのようにお考えですか。 

○矢立孝彦議長 

 総務課長。 

○長尾航治総務課長 

 はい、本町ではですね安全運転管理者というものを総務課長が兼ねて行っております。現在まではお

っしゃっていただいたとおり事故報告書というものをもってですね、事故の報告を職員から収集してい

るところでございます。今後においてということになろうかと思いますけれども、安全運転管理者とし

てですね、この事故報告があがってきた際、個別面談また今おっしゃっていただきましたような反省す

べき案件といったことをですね、しっかり検討して取り組んでまいりたいと考えております。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 

 あのー交通関係法規につきましても、町の懲戒処分等基準の中に、飲酒運転とかスピード違反とかそ

の重度に軽重によって処分規定がかかっております。今回その処分規定にあたるほどの事故ではないん

ですが、９番議員がおっしゃる意味合いのことはよく理解できますんで、その職員の啓発も兼ねてそう

いった部分を検討してまいりたいと思います。 

○矢立孝彦議長 

 佐々木美知夫議員。 
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○佐々木美知夫議員 

 あのー今後ね、やっぱり先ほど副町長並びに総務課長言われましたけれども、徹底してやっていただ

きたいんです。あのー職員憲章かいね、せっかく良い憲章を職場に貼られておる。これに恥じないよう

なね立派な職員であってほしいと私は思っておりますんで、よろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 11番、中本議員。 

○中本正廣議員 

 一言、これ３月 21 日っていったら祭日ですよね。だから祭日出勤して事故したって大変なことだと

思うんだけど、一つは運転管理者というか責任者がありますよね。こういった物損事故で済めばいいけ

ど実際的には運転管理者が大きなそのなってる人がですね、責任とらにゃいかんというような形もある

ので、運転管理者としての責任においてそういった事故が無いような形のものを職員全体に作っていか

なきゃいけないと、いうように思いますんで、その周知徹底をやっていただきたいというように思いま

す。よろしくお願いします。 

○矢立孝彦議長 

 小島副町長。 

○小島俊二副町長 

 現在安全運転管理者は本庁関係が総務課長、支所は支所長がそれぞれ事業所ごとに決定いたしており

ますんで、あのーその辺を再度徹底をしてまいりたいと思います。この日祭日だったのは、ちょっと消

防業務で出とったもんですから、そういった関係の業務でございました。あのー昨今、高齢者だけでな

く大きな事故が続いております。そうなると加害者も被害者も両方が本当に大変なことになります。こ

のことは職員に具体例を出してメール等で知らせておりますが、もういっぺん徹底をしてまいりたいと

いうふうに思います。以上でございます。 

○矢立孝彦議長 

 よろしいですか。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 55 号、損害賠償

の額の決定及び和解についてを起立により採決します。議案第 55 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） 

起立総意です。従って議案第 55 号、損害賠償の額の決定及び和解について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、令和元年第４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。 

 

午前11時45分閉会 

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


