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平成３１年第１回大玉村議会臨時会会議録 

 

第１日  平成３１年１月３１日（木曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 佐 原 佐百合   ２番 松 本   昇   ３番 本 多 保 夫 

    ４番 鈴 木 康 広   ５番 押 山 義 則   ６番 武 田 悦 子 

    ７番 鈴 木 宇 一   ８番 佐々木 市 夫   ９番 佐 原 吉太郎 

   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 菊 地 利 勝  １２番 遠 藤 義 夫 

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    なし 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 舘 下 憲 一 

産業建設部長 
兼農業委員会 
事 務 局 長 

菅 野 昭 裕 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 作 田 純 一 産 業 課 長 渡 辺 雅 彦 

建 設 課 長 杉 原   仁   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    会議録署名議員の指名 

    会期の決定 

    諸般の報告 

    議案の一括上程 

    提案理由の説明 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第１号 アットホームおおたま管理運営基金条例を廃止する条例について 

     議案第２号 アットホームおおたま設置条例の一部を改正する条例について 

     議案第３号 あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設設置条例の一部 

           を改正する条例について 

     議案第４号 アットホームおおたま等の指定管理者の指定について 

     議案第５号 平成３０年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第６号 平成３０年度アットホームおおたま特別会計補正予算について 

     議案第７号 平成３０年度大橋平線道路改良舗装工事請負変更契約について 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、安田敏 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（遠藤義夫） おはようございます。 

   平成３１年第１回１月臨時会が招集されましたところ、出席ご苦労さまでございま

す。ただいまの出席議員は１２名全員であります。定足数に達しておりますので、平

成３１年第１回大玉村議会臨時会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） これより本日の会議を開きます。 

   本日傍聴に、遠藤勇雄さんほか１名の方がお見えになっておりますので、ご報告申

し上げます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１１番菊地利勝

君、１番佐原佐百合君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   議会運営委員会委員長の報告を求めます。９番。 

○議会運営委員長（佐原吉太郎） おはようございます。 

   本臨時会の会期日程等について、去る１月２８日、午前１０時より第１委員会室に

おきまして議会運営委員会を開催し調査をいたしましたので、その経過と結果につい

て、以下報告申し上げます。 

   委員会は、議長出席のもと須藤軍蔵委員が欠席ほか全委員出席、さらに当局から総

務部長及び総務課長の出席を求め、提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程

等について、次のように決定いたしました。 

   本臨時会に提出されます事件は、村長提出の議案７件で、その内容は、条例廃止案

件１件、条例改正案件２件、指定管理者指定案件１件、補正予算案件２件、工事請負

変更契約案件１件であります。 

   よって、会期につきましては、本日１日間と決定いたしました。なお、審議日程等

につきましては、本日１月３１日 本会議 議案の一括上程、提案理由の説明、議案

審議という日程で行います。 

   以上のように委員会として全委員一致をもって決定いたしましたので、何とぞ審議

の上、ご賛同を賜りますようよろしくお願い申し上げ、報告といたします。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ただいま議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 

   お諮りいたします。 

   会期につきましては、ただいま議会運営委員会委員長の報告のとおり決するにご異
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議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、会期につきましては、議会運営委員会委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   本臨時会における諸般の報告は、説明員の報告についてであります。内容につきま

しては配付をもって報告にかえさせていただきます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第４、議案第１号から議案第７号までを一括上程いたします。 

   事務局職員に議案を朗読させます。事務局。 

○書記（鈴木真一） 別紙議案書により朗読。 

○議長（遠藤義夫） 事務局職員の朗読が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第５、村長より提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（押山利一） ご苦労さまでございます。 

   本日、第１回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かと

ご多忙の中ご出席を賜り、提出案件のご審議を賜りますこと、感謝を申し上げます。 

   本臨時会における提出議案は、条例廃止案１件、条例改正案２件、補正予算案２件、

工事請負変更契約案件１件、その他１件であります。 

   それでは、議案第１号、アットホームおおたま管理運営基金条例を廃止する条例に

ついてを申し上げます。 

   本案につきましては、アットホームおおたまを指定管理による運営とすることから、

アットホームおおたま管理運営基金条例を廃止するものであります。 

   次に、議案第２号、アットホームおおたま設置条例の一部を改正する条例について

申し上げます。 

   本案につきましては、アットホームおおたまを指定管理による運営とすることから、

アットホームおおたま設置条例の一部を改正するものであります。 

   第１条においては新たに目的を定め、第３条においては指定管理者による管理につ

いて、第４条においては指定管理者の指定の手続等について、第５条においては指定

管理者が行う業務について、第６条においては指定管理者が行う管理の基準について、

第７条においては使用料を利用料金に改め、納入方法等について、第８条においては

利用料金の減免について、第９条においては利用料金の還付について、第１０条にお

いては損害賠償について新たに定めるものとし、第１１条においては委任についての

改正を行い、別表第１においては、利用料金における宿泊及び休憩の利用料金と利用

時間等の改正を行うものであります。 

   次に、議案第３号、あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設設置条例の一

部を改正する条例について申し上げます。 
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   本案につきましては、あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設の一部を指

定管理による運営とすることから、あだたらの里おおたま観光レクリエーション施設

設置条例の一部を改正するものであります。 

   名称及び第１条から第２条並びに第１１条、また別記１及び別記２においては文言

の更正を行い、第３条においては指定管理による管理について、第４条においては指

定管理者の指定の手続等について、第５条においては指定管理者が行う業務について、

第６条においては指定管理者が行う管理の基準について新たに定め、第７条において

は使用料を利用料金に改め、第８条においても同様の改正並びに指定管理者を追記し、

第９条においては利用料金の還付について、第１０条においては損害賠償について新

たに定め、別記３においては利用料金の改正を行うものであります。 

   次に、議案第４号、アットホームおおたま等の指定管理者の指定について。 

   アットホームおおたま及びコテージの指定管理者の指定について、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あります。 

   指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称は、アットホームおおたま及びあだた

らの里観光レクリエーション施設の一部（簡易宿泊施設）であり、指定管理者となる

団体の名称はおおたま村づくり株式会社とし、指定の期間を平成３１年３月１日から

平成３４年３月３１日までとするものであります。 

   続いて、議案第５号、平成３０年度大玉村一般会計補正予算について申し上げます。 

   補正予算書をお開きお願いします。補正予算書１ページをお開きください。 

   今回の補正は、光ファイバー網増設工事及びアットホームおおたま指定管理移行に

要する経費について予算の編成をしたものでありまして、既定の予算の総額に歳入歳

出それぞれ２，７４０万２，０００円を追加し、予算の総額を５３億１，４５０万

９，０００円とするものであります。 

   また、第２条は、３ページに掲載のとおり光ファイバー網増設工事に係る地域活性

化事業債の補正であります。 

   それでは、歳出よりご説明申し上げます。 

   １０ページをお開きください。 

   款２総務費の文書広報費は、地域情報通信基盤整備推進交付金を活用した光ファイ

バー網増設工事に要する経費３，２４０万９，０００円の計上であります。 

   主な内容としては、節１３委託料で、調査設計監理業務委託料１６０万円、節

１５工事請負費で増設工事費３，０６３万３，０００円をそれぞれ計上しております。 

   款７商工費の観光費、事項①観光の振興に要する経費は、アットホームおおたま施

設改修に係る休館に伴い、業務委託料及び特別会計繰出金合わせて、１，１９７万

７，０００円の減額計上であります。 

   事項④アットホームおおたま管理に要する経費は、指定管理業務委託料３２１万の

計上であります。 

   予備費は、財源を調整し、３７６万円の計上であります。 

   続きまして、歳入について申し上げます。 
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   ８ページをお開きください。 

   款１４国庫支出金は、光ファイバー網増設工事に係る地域情報通信基盤整備推進交

付金９８０万２，０００円、款２１村債は、同工事に係る地域活性化事業債

１，７６０万の計上であります。 

   以上、一般会計補正予算についてご説明を申し上げました。 

   次に、議案第６号、平成３０年度アットホームおおたま特別会計補正予算について

申し上げます。  

   補正予算書１３ページをお開き願います。 

   今回の補正は、歳入及び歳出経費の精査による予算の編成をしたものでありまして、

既定の予算の総額から歳入歳出それぞれ８３３万１，０００円を減額し、予算の総額

を７，２８４万１，０００円とするものであります。 

   それでは、歳出よりご説明申し上げます。 

   １８ページをお開きください。 

   款１総務費の一般管理費は、運営協議会委員報酬等合わせて１７万４，０００円の

計上であります。 

   款２管理運営費は、休館に伴う管理経費等の精査を行い、施設管理費では１００万

９，０００円、施設運営費では７４９万６，０００円をそれぞれ減額計上するもので

あります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

   １６ページをお開き願います。 

   款１使用料の施設使用料は、休館以前の歳入確定額により、合わせて１４８万

９，０００円の補正計上であります。 

   款２財産収入の利子及び配当金は、管理運営基金の閉鎖に伴い、１，０００円の減

額計上であります。 

   款４諸収入の受託事業収入は、コテージの休館に伴う管理業務受託収入１４４万円

の減額計上であります。 

   雑入は、休館以前の売店収入等、歳入確定額により合わせて２１２万６，０００円

の補正計上であります。 

   款５繰入金のアットホームおおたま管理運営基金繰入金は、基金の閉鎖に伴い３万

２，０００円の補正計上であります。 

   一般会計繰入金は、歳入及び歳出経費の精査に基づき財源を調整し、１，０５３万

７，０００円の減額計上であります。 

   以上、アットホームおおたま特別会計についてご説明申し上げました。 

   続きまして、議案第７号、議案関係のほうにお戻りください。 

   議案第７号、平成３０年度大橋平線道路改良舗装工事請負変更契約について申し上

げます。 

   株式会社丸忠建設工業と平成３０年６月２２日に締結しました平成３０年度大橋平

線道路改良舗装工事請負契約につきまして、下層路盤工における路盤材の再生材利用
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により経費が減額となることから、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処

分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求めるものであります。 

   当初契約額９，０７２万円から５４４万７，５２０円を減額し、総額で

８，５２７万２，４８０円に請負額を変更するものであります。 

   以上、提案理由の説明を申し上げました。 

   よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第６、議案第１号「アットホームおおたま管理運営基金条例を

廃止する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

   質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 確認のため質問申し上げます。 

   アットホームおおたま管理運営基金条例の廃止でございます。これ４月１日より廃

止するということでございますが、公設民営指定管理に向けての順序立てと理解いた

しますが、基金の廃止が最初となる理由の確認、後で提案される３月１日からの指定

管理委託、それが３月１日ということでございますので、そういった意味の中身の確

認をお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   アットホームおおたま管理運営基金条例の廃止の期日、４月１日をもって施行とい

うふうな条例でございます。これにつきましては、指定管理に係る部分につきまして

は、指定管理３月１日からというふうなことでございますけれども、基金につきまし

ては、予算の執行上、年度内の基金条例をおきまして、新年度から廃止をするという

考え方で、この日付をもって廃止するということで、ご提案させていただいたもので

ございます。 

   基金につきましては、現在、５０３万２，０００円ほどの基金がございまして、今

回の補正につきましても、これらを会計のほうに入れるということがございますので、

年度内は基金条例が現存するというふうなことでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。３番。 

○３番（本多保夫） 今回、指定管理者募集ということで公募かけまして、この期日、募

集期間なんですが、余りにも短かったということで、本当に参加したい人もできる状

況ではないと。基金のほうですが、当然これも関係してくるかと思うのですが、その

辺を伺っておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 今の問題はちょっと視点がずれているんですが。 

   ほかにございませんか。ないですか。 

（「質疑なし」という声あり） 
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○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第７、議案第２号「アットホームおおたま設置条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。３番。 

○３番（本多保夫） この改正の中で、第１１条宿泊料金関係なんでございますが、１部

屋５人使用については５，０００円から２万円の間と、現行ですと５，０００円から

１万２，０００円ということなんですが、大幅なアップということになるかと思うん

ですが、その理由と根拠。 

   その下にありました、現行でいいますと、村内居住者の宿泊の場合、５，０００円

～８，０００円の間で別に定めますと言っているわけなんですが、今回、この文言が

削除されているのはどういう理由なのか、お伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   アットホームおおたま宿泊料金の考え方ですが、改正後、１人当たり５，０００円

から２万円ということの間で別に定めるとしてございます。ご質問の点でございます

けれども、大幅な値上げではないかという部分でありますが、あくまで、この部分、

２万円までの間ということで、指定管理者がその間で柔軟に料金を設定できるという

考え方から、この幅を持たせた設定としてございます。 

   なお、今回の館内の改装に伴いまして、２階の客室２部屋を１室というふうな改装

もしてございます。したがいまして、繁忙期、そういった部分におきましては、それ

らのお部屋につきましては、ある程度の料金というものも想定して、この幅を持たせ

た設定という形で行っているものでございます。 

   なお、休日前以外で村内居住者宿泊の場合はというふうな部分でございますけれど

も、これらの中につきましても、５，０００円から８，０００円の間ということで現

行行っているわけでありますが、これら宿泊料金につきましても、５，０００円から
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２万円の間ということで包含されるものでありますので、これら指定管理者がこの間

で設定をするというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） アットホーム設置条例の一部を改正する条例。これは指定管理に向

けての条例の整備と理解いたしますが、指定管理者の業務の中で、「アットホームお

おたま及び付帯施設の運営に関する業務」とありますが、付帯施設は一部村管理と伺

っておりますが、そのあたりの文言の整理は必要ないのか、この点伺っておきます。 

   それから、利用料金の減免について。「公用又は公益上特に必要があると認める

時」、利用料金の減額、免除すると、村長の定めるところとありますが、議運の中で

も質問申し上げましたが、敬老会とか、指定管理するであろうおおたま村づくり株式

会社の会議とか、例えば、ともに運営する直売所の会議など考えられるんであります

が、その範囲を改めて伺っておきます。 

   それから、委任について。利用料金について、子ども、それから６０歳以上の方、

身体障害者に対してとかは８０％か７０％、金額の明記でなく、運営者の裁量になっ

たことは評価されると思います。ただ、利用時間の制限は、運営上、私は支障を来さ

ないか、ここまで規定されるのはいかがなものかと思うんでありますが、その点伺い

ます。そこまで。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   付帯施設の考え方でございますけれども、今回、指定管理といたしますのは、アッ

トホーム本館及び観光レクリエーション施設のうちコテージというふうなことになり

ますので、付帯施設と申しますのはその敷地に係る部分と規定してございます。それ

以外の観光レクリエーション施設につきましては、今回、指定管理からは除外してい

るわけでございますけれども、これらについては、必要な除草ですとか、そういった

部分については別に業務委託を行うという方法で管理をするというふうに整理をして

ございます。 

   それから、料金の減免の対象でありますけれども、こちらにつきましては、「村長

の定めるところにより公用または公益上特に必要があると認めるとき」に、減額又は

免除をするという規定でございますけれども、現行におきましても、現在、減免を行

っておりますのは、村が主催します敬老会あるいは健康づくり事業ということで行っ

てございました。村が公用という形で行うのは、これら変わりはないというふうに理

解してございます。村づくり株式会社が行うもの、これにつきましては、基本協定に

おきまして、減免をできる範囲ということで、１つは国または地方公共団体が行政目

的のために行う事業に利用するとき、こちらが免除。それから、甲または乙が主催す

る両施設の設置目的のために行う事業、いわゆる甲乙、これは村と指定管理者の間に

おきまして、主催する両施設の設置目的のために行う事業、販売目的を伴わないもの

に限るということで、これらについては免除。そのほか、甲が、村が特に必要と認め
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るときにつきましては、減額または免除できるというふうな形でございます。これら

に基づきまして免除あるいは減額を行っていくと基本的な考え方でございます。 

   以上であります。 

   大変失礼いたしました。利用時間でありますけれども、これらにつきましては、一

定のこの範囲というふうなものがないと運営上、難しい部分もあるのではないかとい

うふうなことから、こちらの利用時間、こちらを設定しているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 改めて伺います。 

   利用料金の減免について、１点だけ確認しておきます。先ほどの説明の中で、行政

目的ということは例えばどういうことなのかということを改めて伺っておきます。 

   それから、利用時間の制限。私はある意味で、ここも８０％、７０％、金額の明記

をなされなかったことはあくまでも運営者の裁量に任せるということでございますの

で、これは大変いいことだと思っております。ただ、時間についても、それと同様で

いいのかなと考えるのでありますが、時間の制限をしてしまうとやっぱりもうちょっ

といろんな対応ができなくなるような、縛りが厳し過ぎるのかな、余計な縛りではな

いのかなと考えますが、改めて、その辺村長、どのように考えますか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   減免関係等も含めてちょっと補足をさせていただきますが、あくまでもこのアット

ホームの設置者は大玉村ですので、その管理運営を株式会社にお願いをするというこ

とですから、例えば、６０歳以上の減免やっていますよね。利用した場合は安くなる。

ああいうものは村の施策ですから、従来どおりやっていきますし、値段の範囲という

のはある程度、もっと高くていいからいい料理を出してくれとか何とかかんとか、そ

ういういろんな要求にも応えられるように値段もある程度、従来どおりの利用してい

る料金のほかに、いろんな料金設定ができるように幅を広げたと。ですから、決して、

これが指定管理になったので、どんどん高くなっていくんだということではありませ

んので、その辺はしっかりと株式会社のほうと協議をして進めると。 

   ですから、村の政策が最優先です。これは減免はやりますよとなれば減免をしてい

ただいてやっていくと。減免の部分については、先ほどあったように敬老会は当然、

村の重要な行事ですので、従来どおりやらせていただくと。それから、あそこは今改

修の理由が、農業後継者とか６次化を製作するための拠点としての整備をしているわ

けですから、そういうものに使う場合に、利用料金を取るということはあり得ません

ので、そういう研修の場として村が設定をする場合には、当然、減免の対象になると

いうことにもなります。 

   それから、直売所の話が出ましたが、直売会はあくまでも、直売所の任意団体です

ので減免になることはないということです。普通の団体と同じ扱いになりますので。

直売会ですね、直売会の利用については普通の団体と同じということになります。 
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   それから、時間の関係は、従来もこの時間で区切って運営してきたんです。その明

示がなかったので、今回ここに明示をしたということですので、これについても柔軟

に、株式会社の運営になりますので、できるだけ柔軟に対応していただくと。規定は

ありますが、サービスですから、そのサービスについては株式会社のほうでやってい

ただくと。ただ、今までの目安としての管理としてはこの区分でやってきていました

ので、明記をしたという内容でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。３番。 

○３番（本多保夫） １１条関係なんですが、料金関係は内税なのか、外税なのか、お伺

いしておきたいです。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） 料金体系につきましては、議決後、

指定管理者との協議ということになりますが、現時点で、村としては内税ということ

で現在考えているところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかに。村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   今、部長のほうで内税というふうにお話をしましたが、まだ具体的に会社との協議

が、これは指定になってから料金体制を考えるときに、内税にして数字を出すのか、

それとも外税にするのかというのは、最終的に会社のほうと協議をして進めるという

ことになりますので。まだ、その料金の範囲内を決めていただいた中ですので、宿泊

の場合は、例えば、２部屋が１部屋になれば多くの方が泊まれますので、この部屋単

位で昔みたいにやっていくのか、それとも１人幾らにするのかというような、いろん

な料金体系を考えているということですので、その時点でできるだけ早いうちに。予

約を受ける段階では、外税、内税ということについてははっきりとするようになりま

す。宿泊が内税だったり、レストランが外税だったりという可能性もないわけではあ

りませんので、それについては会社と協議をするというふうにしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） いずれにしましても、今の審議の過程をお聞きしますと、基本的

には指定管理になるであろう村づくり株式会社に委託するけれども、本質的な、この

アットホームの設置した目的も崇高な精神があるわけですから、それは変わりないん

だなという形で今、お聞きしております。 

   ただ１点だけ、ここに明記していない中で、今までの使用でいろいろと利用者から

の要望とか不満もあった食堂の利用関係、これについては、恐らく今の行政側の皆さ

ん方の考えですと、指定管理者と話し合ってと。であれば、私のほうから要望も含め

て、今までの考え方もお知らせしておきたいなと思いますけれども、基本的には食堂

の時間が早く閉鎖してという形のお客さんの苦情あります。と同時に、あそこは、少
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人数の宿泊者に対して宴会をあそこでやるわけですよね。そうすると、今言ったよう

なそのために早く終わるとかいろいろあるんでしょうけれども、その辺の宿泊客との、

団体とのあれも含めて、食堂の利用というのはいろんな注意を払って検討してほしい

なというようなことで、とりあえず要望しておきますので、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第８、議案第３号「あだたらの里おおたま観光レクリエーショ

ン施設設置条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） まず冒頭、この「レクリェーション」、これは何で。この解説の煩

わしいのが疑問に思っているんですが、とりあえず確認しておきたいということと、

それから、肝心なことでありますが、これ改正後に施設の名称とかございます。この

レクリエーション施設の中で、どの部分とどの部分がきちんと指定管理に回るのか、

それだけ確認しておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、冒頭の文言でありますけれども、これは捉え方、発音にもよるんでしょうが、

「レクリェーション」という発音をするのか、「レクリエーション」というふうな発

音するのかということで、今回、条例改正に合わせまして、「レクリエーション」と

いうことで文言の統一を図るものでございます。 

   それから、指定管理の範囲ということでありますけれども、まず、施設につきまし

ては、今回の設置に合わせましてしておりますが、この指定管理をする施設の範囲に

つきましては、この中の簡易宿泊施設、いわゆるコテージでありますけれども、条例

の中に示すものではございませんので、アットホームおおたまの指定管理者の中に観
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光レクリエーション施設の一部というふうなことで示しておりまして、さらに、基本

協定の中で、その施設の一部はコテージであるということで明示をするものでござい

ます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 確認なんですが、そういうことでありますと、そのほかの施設につ

いては管理がどのような形でなされるのか。これの受け付けとか申し込みとかなんか

は行政が村の中でやっていくのか、それともあくまでも今度指定されるであろう管理

会社にそれも委任されるのか、その辺だけ確認しておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   観光レクリエーション施設のうち指定管理をする以外の施設ということであります

けれども、現行の、現状を見ますと、ゲートボール場あるいはテニスコート、それか

ら広場、それぞれに状況的になかなか使用が難しいような状況あるいは今後の使用を

どういうふうな形で展開をするかということを検討している段階でございます。した

がいまして、今回の指定管理からはこちらを外しまして、これからの展開を検討する

というふうなことを基本的に考えてございます。 

   この間の管理ということでございますけれども、基本的に使用したいというふうな

部分につきましては村のほうで受けるということになりますが、具体的な、例えば除

草ですとか、そういったものについてはその都度業務委託という形でお願いをしたい

と考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 今回の改正の中での委託の内容が、それぞれゲートボールも含め

た簡易宿泊施設もありますけれども、その中で既に稼働なさっていて、頑張っていら

っしゃる森の民話茶屋はどうなっていくのかなとか。 

   あとは、もう一つは、先ほどのアットホームのほうにもちょっと確認できなくて申

しわけなかったんですけれども、アットホームの旧館、既にあそこはエゴマの会が頑

張って、そういうふうな場所も頑張って使っていますけれども、大方はもうなかなか

改修しても使い切れないようになっていますけれども、その辺は検討なさって、今回

内容を把握しているんでしょうか。その辺も含めてお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   観光レクリエーション施設のうち、今回の改正ですと、クロスカントリースキース

テーションから森の民話茶屋というふうなことで、条例の改正の別記を、名称の改正

を行うところでございますけれども、これら森の民話茶屋につきましては、民話茶屋、

それから後段お話のありました農林産物の加工場を含めて、これらにつきましては、

今回指定管理の対象からは外してございます。といいますのは、指定管理のほうとい
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たしましても、またそこから森の民話茶屋のほうにお貸しするというふうな形になり

ますので、これはあくまで村が直接、民話茶屋のほうと行うというふうな部分。それ

から、農林産物の加工施設につきましても村が直接運営をするという考え方から、今

回指定管理の対象からは除外しているという整理をしてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第９、議案第４号「アットホームおおたま等の指定管理者の指

定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） きょうの本命のことだと思っておりますが、アットホームの運営に

ついては公設民営化に向けスタートされた時点からさまざまな議論や意見があり、当

局としても庁内のプロジェクトチームで研究、検討がなされ、方向性を示されていく

と私は理解しておりました。 

   今回、おおたま村づくり株式会社に指定管理なされるとの提案でありますが、改め

て公募から選定に至るまでのプロセスを伺いたいと思います。 

   また、常々申し上げてこられましたプロジェクトチームとして、どのような検討が

あったのか、なかったのかについても確認しておきます。 

   このたびのこの議決によって、特会で運営されてきたアットホーム運営については、

議会の関知するところから離れることになるでありますが、納得できる理解が私は必

要と考えております。 

   私は、公設民営化することは必要不可欠なことと理解しておりました。当然にこの

ことは十分に検討するべきこととは思っておりますが、ただ、漠然としたままの移行

は、本当は思っておりませんでした。改修され、民営化された時点で画期的な改革と
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いいますか、それを期待しておりました。 

   例えば、運営上負担を減らす工夫として、アットホームに冠をかけるという意味で、

伝わるかどうかわかりませんが、例えば、郡山市あたり、ヨーク開成山球場とか、け

んしん郡山文化センターとか、本宮市あたりも楽天しらさわグリーンパーク、これい

ろいろございますが、そういう意味で、例えばアットホームだけスケール小さいもの

ですから、そのスケールが小さければ県でやっているフォレストパークなんかも巻き

込んだ周辺整備とか、観光基地としてのコマーシャルを含めた整備事業としての公設

民営化を望んでおりました。そういった意味で、この公設民営化というのはチャンス

と考えておりましたが、こういったことも１つの提案でありますが、さまざまなデザ

インが今回考えられる機会だと思っております。 

   この議決で我々の手からは、アットホームについては離れるわけでありますが、こ

の指定に向けて、さまざまな規定の中でこれからいろんな、説明書、仕様書のような

ものが配られておりますが、今、申し上げられたような工夫が指定された管理団体の

中で可能なのか、できないのか、その辺はしっかり確認する、議論する必要があると

思っております。 

   おおたま村づくり株式会社、この陣容が明確にされない状況での、この時点での指

定管理というのは心配な点が多々感じられます。どういう提案があって、どういう形

で選定されて、ここに至ったプロセス、これが一番大事でございます。アットホーム

おおたまの将来に向けた方向性、これをしっかり担保された形で行われるように私は

求めております。改めてその辺も含めて、村長の説明を求めたいんでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ここに至るプロセスについては、後で担当のほうから説明をさせま

すが、検討関係については当然、アットホーム運営審議会がありますので、再三にわ

たってそこで検討もしていただきました。審議会の意見としては、公設民営化は適当

であるということで、そういうことで答申をいただいておりますが、それから、部課

長会議等を通して、直売所の公設民営化の時点から、これについては検討を進めてま

いりましたので、庁内では十分に検討は済ませたと。 

   ただ、村民の皆さんに対してどうかということについては、あらゆる機会を捉えて、

そういう公設民営にしていきますよと、なぜ公設民営にするのかという理由を説明を

しながら、長期間にわたってやってまいりましたし、村民の皆さんも直売所の形態を

見て、かなり公設民営ということについて理解をいただいたんではないかなというふ

うに感じておりますので。 

   アットホームについても、グランドデザインについては、やはり株式会社に指定し

ますというふうに決定しないと、事業というか、どういうことやるということはなか

なか会社として受けないうちに設計を完全にするということは、これは現実的には難

しいんです。当然、来るか来ないか最初からわかっているだろうということだと一般

公募という方法、手法はとらないと、そのことも議会の皆さんのご意見を伺いながら

やはり公募にしようというふうにやった経過がございますので、そういうふうにきち
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っと経過を経て指定をされて、初めて指定を受けた段階で会社としてはグランドデザ

インを描いていくと。それ以前には、少しこれは要求しても無理な要求という形にな

ろうと思いますが。 

   ただ、観光基地としての県民の森と、フォレストパークとかそういうものについて

は、十分行政のほうも一緒になって村内の温泉地とも提携をしながらこれはやってい

きたいという、もう既にそういう計画も始まっておりますので、それをぜひ今言われ

るように進めてまいりたいなと。アットホーム単独ではなかなか難しい。今、旅館の

経営というのは非常にどこも厳しい中でありますので、その辺の工夫はしっかりとや

っていきたいと思います。 

   それから、冠をつけるというのは、これは本宮等についても、屋内運動場がまゆみ

アリーナとか、ああいうふうに、大玉村屋内運動場というような直接的な名前ですの

で、やはり冠というものは必要だろうなということは、内部でちょっと協議を始めた

いというふうに感じていましたので、これについても、そういう企業がそんなにある

かどうかというのは一番の問題ではありますが、検討させていただきたいと思います。 

   それから、プロセスで、流れについて説明をさせていただいて、答弁を終わらせて

いただきます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   今回の指定管理者の公募のプロセスでございますけれども、こちらにつきましては、

１２月の議会、全員協議会におきまして、条例等の素案につきましてご説明をさせて

いただきながら考え方についてお話をさせていただきました。年明けまして、村内の

文書配布によって公募開始いたしまして、同時に村ホームページのほうにアップをし

ながら公表をしたところでございます。その後、希望者に対する説明会、こちらを開

催をいたしまして、その後、応募締め切り、それから選定委員会ということで選定を

したところでございます。 

   指定管理者の候補者選定委員会につきましては、こちら副委員長、総務部長を座長

といたしまして会議を行いました。選定方法の説明、それから申請内容等の説明を受

けまして、応募者であります村づくり株式会社の面接審査を経まして、事業計画ある

いは業務内容等につきましての審査を行いまして、選定を行ったというところでござ

います。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な説明ありがとうございました。 

   私が一番懸念するのは、この指定管理によるメリット、その辺はしっかり強調して

いただきたい。庁内会議の中で、例えばデメリットについてはどのようなことが考え

られたのか、その辺も含めて伺っておきたいところであります。 

   それから、もう一つ気になるのは、今、選定の段階でいろいろお話伺いましたが、
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指定管理業務の提案書の存在は我々に公開できるのかどうかだけ確認しておきます。 

   それから、この前の全員協議会の中では、副村長が選定委員に入っているというこ

とで、少し疑問で。村づくり株式会社の監査のある方が入っているということは、選

定委員会にいるのはおかしいのではないかと、それぞれの議員からも提案ございまし

た。その後の選定委員会のことについては、その疑念は払拭された選定になったのか

だけ確認しておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   村づくり株式会社から提出されました事業計画でございますけれども、私企業が村

の候補者となるために出された資料ということでございますので、こちらの公開につ

きましては、検討させていただきたいなというふうに考えます。 

   それから、全員協議会の際にお話がございました指定管理者候補者選定委員会、こ

ちらの委員長が副村長であるというふうなことでございますけれども、これら今回の

直接利害関係者であります村づくり株式会社の監査役であるということから、副村長、

委員長の出席を求めませんで、もちろん議決にも加わらないという前提で、先ほど申

し上げました総務部長、副委員長を座長として委員会を行ったということでございま

す。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。３番。 

○３番（本多保夫） 指定管理者公募ということで、今回は公募したわけでございますが、

この申し込みの期間、提出期間ですか、これが余りにも短いんではないかと。実質

９日間しかないと。行政も休みであれば、当然、法務局なども休みでございますから、

定款関係を変更する場合は当然間に合わないと。これで今回は村づくり株式会社、多

分１社だったんだと思いますが、決して反対するわけではございません。大いに歓迎

するところでございますが、今回、このような期間でなぜ行ったのか、もう少し時間

的に余裕を持てなかったのか。 

   あと、今回、多分村づくり株式会社のほうに指定管理をお願いするようになるとは

思いますが、そうしますと、直売所も村づくり株式会社だということでございますが、

村づくり株式会社が直売所の指定管理を受ける場合には公募していないと。その辺は

なぜそのような状況でいったのか、その辺を伺っておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、直売所については、直売所の一番のメリットとしての仕入れが自由になると

か、ああいう収益施設で管理をするということになりますと、多分、福島県中、全国

見ても、直売所なりああいう施設を直営でやっているところは多分、私ずっと歩いた

ところでは１カ所もありません。ということは、直営の限界があるということです。 

   仕入れをしようとすると議会の議決をもらって予算を計上して、伝票を切って物を

仕入れると。売れ残ったら、それを今度欠損で決算しなくてはいけない。そういうも
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のが営業として成り立つのかということで、直売所には非常に営業上の制約が多過ぎ

たということです。今は酒類まで販売できるような状態になっているわけですが、そ

ういう経営の自由度を高めると。そういうことも含めて、直売所を公設民営にしよう

ということで、かなりの年数かけて計画をしたわけですが。 

   村内で商工会にやりませんかと、お願いできますかと、そうしたらできないと。農

協のほうももう合併をしてできないと。村内にそういうノウハウを持っている企業が

ないと、あちこち当たりました。ということは、なければ本宮とか二本松にある会社

にお願いした場合、本宮にもあります、そういうことをやっている会社がありますが、

そこにお願いすれば公設民営はできますが、村の金が外に出て行ってしまうと。財政

の循環、村内から出さないという方針の中で財政運営をしていますので。 

   そのためには、受け皿の会社がないのであれば、受け皿の会社をつくらざるを得な

いと。これは株式会社を立ち上げるときに十分にご説明申し上げたと思いますが、そ

ういう目的でつくった会社です。村民が出資をした会社です。ですから、当然直売所

のときにはその受け皿がなくて困っているので、受け皿をつくって指定管理、随契で

やったといういきさつがございます。 

   その後、時間が経過しておりますし、議会の皆さんのほうからもやはりあるかもし

れないので公募をやったらどうだという話が出ましたので、我々としても十分そうい

う、このアットホームについては指定管理にするということはもう大分前から皆さん

に周知になっておりますので、例えば、２カ月なり３カ月なり十分な時間を例えばと

ったとしても、オープンがその分だけおくれるということもありますので、説明会を

前に開いて、そういう意欲のある方は説明会に来ていただいて、そこで時間が短けれ

ばもう少し書類をつくる時間をくれないかとか、そういう提案も当然あるだろうとい

うことも見越して、説明会を開いて、やる気のある方についてこういう内容で指定管

理をしますよと、公設民営化しますよという説明をさせていただくと。 

   そのときは株式会社１社しか来られませんでしたので、予定どおりそのまま事業を

進めさせていただいたという経過ですので、これからまた公設民営化を進めてまいり

ますので、そういう受け皿の会社があれば、当然もう少し十分な時間をとって公募し

てまいりたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。２番。 

○２番（松本 昇） アットホームおおたまの指定管理者の指定についての議題なんです

が、おおたま村づくり株式会社に指定するとの議案であって、指定管理者をするから

には、それ相応のメリットがあってのことと思います。 

   指定することによって、村からの支出、収入が多くなるのか、少なくなるのか、そ

の見通しについてお伺いいたします。これだけの予算をかけて改修するわけですから、

それ相応の収支見通しの試算をしていると思います。それについて村長からの答弁を

お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   お金をかけて改修をしたというのは、指定管理するかしないかとはまた違う視点で

の工事ですので。ただ、それをきっかけとして、いずれは早いうちに指定管理しよう

ということは、もう既に直売所のときからそういう方針でおりましたので、国の金が

いただけるようになったと、村の金をそれほどかけないで大規模な改修ができるとい

うことになりましたので、その後、直営で数年やってから指定管理に移すという手法

もありましたが、やはりいずれ公設民営、先ほど言いましたように、温泉保養施設等

で福島県内で直営でやっている、職員が行って支配人をやっている、そういう条例で

規定されて運営をするなんていうところは１カ所もありません。随分歩きました。 

   ということは、やっぱりもう少し、メリットとしては本当に自由度を高めて、そし

て、民間の知恵をお借りして収入を、運営を健全化するということが目的ですので。

ただ、アットホームは１，０００万とか幾らという赤字をずっと続けてまいりました

ので、赤字の分については当然指定管理の中には、その分は指定管理料として上乗せ

していかなければいけないということになりますが、これは当初予算でまたお示しを

したいというふうに考えておりますが、会社のほうからは、こういう形で運営をして

いきたいという提案をいただいております。ただ、オープンが５月の下旬か６月の頭

かになります。４月いっぱい工事がかかりますので、そういう面で年度途中の経営と

なりますので、１年目は少し変則的な運営ということにもなりますので。 

   それから、あともう一つは、１年、９月からですから、かなり長期間にわたって休

んでおりますので、その影響がどういうふうに出るかはちょっとわからないというこ

とです。その間、皆さんほかのほうに行っていますので、期待して戻ってくれる方と、

それから、ですから一、二年は軌道に乗せるためには少し厳しいのかなという感じも

ありますので、まず、とりあえず１年目はしっかりと民間の力で運営をしていただい

て、その結果を見て、２年目以降の指定管理料をしっかりと決めていきたいなと感じ

ておりますので、１年目の指定管理は暫定的なものになるんでないかというふうに感

じております。ですから、今、現時点で、民間になったからすぐ黒字になりますなん

ていうことはあり得ないというふに考えております。初期投資は村がやりますが、や

はり経費もかかりますので、１年目をしっかりと運営していただくという期待を込め

て、指定管理をしていきたいと考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（松本 昇） ありがとうございました。 

   あともう一つ確認をしたいと思いますが、指定期間を平成３１年３月１日から

３４年３月３１日までとすると。その後の契約とかそういうあれは、また募集すると

か、そういう何かあるんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 公設民営の場合には、やはり期限を切って、どの市町村でも期限を

切って委託しますので。余談で申しわけないのですが、ある村では、村でつくった公
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社が経営していましたが、別な会社ができて、入札したらば、公募したらば、そっち

のほうにいってしまって、村の公社のほうで指定管理を逃したというような事例もご

ざいますので。 

   ３年間しっかりと会社としての運営を見せていただいて、これでは指定管理は無理

だという場合には、直営に戻すのか、それとも別な方が出てくればやるのかというの

は、その３年間の状況を見てということになりますので、自動的に３年後に株式会社

に指定がなるということではありません。またその時点で手続をするというふうにな

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） これいろいろ議論の中で、指定管理にまずは至ることについて、

今までもいろんな中で議論はされてきて、せっかくよくしたんだから、引き続き、ち

ょっと二、三年村でやったらいいだろうというのが、私の最初からの話であります。

その上でやるべきだというふうな考えであります。 

   ただ、今までの進め方というのも聞いてきたわけでありますが、この間に至る、指

定管理を進める中での公募あるいは庁内におけるこの審査等々について今お話ありま

したが、そういういろんな指摘を受けながらも、きちっとそれに対応したということ

は今後にとってやっぱり重要な、よかった点かなというふうに思います。 

   その上で、２つほどお尋ねいたしますが、１つは、これ何回も読ませてもらったん

でこのとおりやれば何も問題、実はできないわけなんです。うまくそのままいかない

からいろいろ話が出るのであって、この仕様書も協定書も何回も読んだら、すっかり

今まで議論されたことは網羅されている。それができないから問題が起きるのであっ

て、そのことについて幾つか。 

   １つは、うまくいかなかったと、それはやめるからというときに当たって、この協

定書の中の９ページの４７条では、そういう場合には、できるだけ早く最大限の努力

をもってちゃんと引き継ぐようにするんだというふうに書いてある。最大限の努力と

は、言葉ではいろいろだけれども、これ拷問みたいなもので。それはその同じ４７条

の４というところで実は縛りになっているのかどうか。つまり、最大限の努力をする

というのは、その後に、その中の４で、別に記述を設けて、双方で期日を設けてやる

んですよというふうに書かれていることが、それ正解なんだと思うんだけれども、そ

の点の確認１つ。質問が下手だからわからないかな。わかる。 

   ４７条の一番下。業務引き継ぎでうまくいかなかったとき、つまり、やめるという

ことを決定するということですよね。その際、ちゃんと引き継ぐんだよ、速やかにや

るんだよというところに最大限の努力というふうになっている。最大限の努力なんて

いうのは、それいろいろです。従って、その後でこの１、２、３、４とある４番でき

ちっと縛るんですかと。ここに４番あるよね。期日を設けてやるんだよということで

あれば、これ期日までやるのが最大限の努力だと思うので、そのことの確認１点。 

   それから、もう一つ。今皆さんからいろいろお話があったように、何とかしてお互
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いにみんなよくなってもらいたいということの気持ちだと思うんで、絶えず、仮に指

定管理してからも議員の皆さんの思いを、あるいは村民の皆さんの意見をばらばら聞

いて、その都度やっぱり言うと思うんです、行って現場で。それをやられたのでは、

仕事やる意欲も何もはっきり言ってなくなっちゃう。 

   やっぱりどういうふうにするかというと、やっぱりそれは副村長ここにいるんだか

ら、ちゃんとそこを伝えるという役割があると思うんです。３０％の大株主だから。

従って、そういうお客様の不満や不平、要望の処理という項目もこの中に、条例の中

にうたわれている。それはよく相談をしてやるんだというふうに書いてあるのだけれ

ども、そこの場合、我々議会としても、全員協議会等々のところでそういうようなこ

とについて、しょっちゅうやっているわけにいかないけれど、一定程度の時間にはこ

の議論しながら、今の進め方はどうなっているんだというようなことがあると思うん

です。そういうことについて、やっぱり反映させられる、時には副村長を呼んでそれ

を反映するように、会社の役員だからそれをするというようなことがやっぱり必要だ

と思うんです。 

   それはこういう条例とか文書化はできないと思うんです、そのことは。だけれども、

ここで今言ったことがそれはそうなんだと、絶えずそういうことがきちっと反映され

るようにするんだということが、文言といいますか、そういう中で確保されるという

ことが今後の指定管理をしてよりよくしていくための一つの方策だと思うんだけれど

も、そのことがちゃんと約束というか、そういうものをやるんですよということが文

書化されなかったとしても、やっぱり大事だと思うんで、その点について確認させて

いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   最初の、業務の引き継ぎ第４７条、これはいろんな、期間が満了してやはり満足、

継続できないような状況とか、別な業者が例えばとったとか、もしくは今の会社が倒

産して営業ができなくなったとか、いろんな事例があろうと思いますが、その場合に

は、やはり責任を持って最大の努力をしてくださいということは、責任を持ってきち

っと引き継ぎをしてくださいよということ、終わったからといってもうあとは知らな

いということではなくて、それについては文書できちっと入れたというのが最大限の

努力。 

   そして、やり方については、お互いに協議をしてしっかりと引き継ぎを行うという

ことをうたっておりますので、これについては、そういう事態になった場合には、そ

の後の運営に支障がないようにしっかりと協議をして進めていきたいというふうに考

えております。 

   それから、利用者の声を聞いたりなんかするのは、当然、今、直売所のたまちゃん

食堂に意見書を書く欄がありまして、おいしいとかまずいとか、しょっぱいとか甘い

とかというような、結構毎月いろんな意見が出ておりますが、それは株式会社の中で

しっかりと役員会で協議をして改善を進めてきていますので、かなり今リピーターが
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ふえてきて、レベルが上がってきたなというふうに感じておりますので。 

   アットホームについても、会社としても利用者の声を聞くシステムはやっぱり必要

だろうと考えますし、あとは内部的に協議をして、改善できるものは会社の中で改善

をしていただくと。 

   あと、先ほど言いましたように、アットホーム自体は村の施設ですので、その施設

の管理運営をしていただいているということですので、施設の責任は村にあります。

それから、先ほど言ったみたいに、あの施設を使ってどういう福祉関係の事業とか、

どういうものをやるかというのは村の権能でもありますので、その辺はしっかりと後

退しないようにやっていきたいと。ですから、今までやっていた優遇措置については

そのまま続けるというのも会社のほうとしっかりと協議をして、あと必要があれば、

村のほうから割引したものについては従来どおり、会計のほうに入れるというような

ことも生じてくると思いますので。これは今言われたことについては、村は大株主に

なりますので、しっかりと役員会の中で、村としても意見を述べていきたいと考えて

おります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、私お聞きしたのは、利用者の皆さんの苦情、要望等の受け付

けについてはこれ十分書かれている。それを今後継続するなりあるいはやめるなりす

る場合には、議会の議決を経てというふうになっているんだよね、これ最後の。委託

する場合もやめる場合も新しい人になる場合も議会の議決を経て、それが否決された

らできないとなっているので、そういう場合の議決機関の一員たる議会でも意見が、

議会としての全体の意見を十分議論して、それが反映されるようなことがやっぱり大

事だということなんです。 

   それはここは文書に書きようはないけれども、そういうことは村長なり副村長がき

ちっと言葉として、この議事録に残しておく必要があると私は思っているから。その

とき言っただろうということがいつも言えるように。そういうことで改めて。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   ３年間の契約ですので、３年たてばまた公募するということになりますから、当然、

そのときには議会の議決が必要になりますし、状況等については１年１年きっちりと

収支の報告はありますので、そういうものについては議会のほうにその都度また示し

て、いろいろとご意見をその都度伺う機会もございますので、今言われたことについ

ては、しっかりと議会のほうの意見を聞きながら、あと当然議決が必要になりますの

で、そういうふうにしてやってまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 先ほどプロセスという質問者もありましたけれども、その中で、

基本的にはまだまだ情報公開はされていないな、議会に対してもと私は思っています。
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先ほど申した事業計画書とか収支計画書とかも議会に示してくださいとお願いもしま

したけれども、それはちょっと無理な感じのようです。 

   いずれにしましても、村づくり株式会社、村民の多くが出資して、さらに村が大株

主で出資して、さらに今そういう形での改善方法を含めて行政のチェック、我々議会

のチェックも含めて、株式会社の出資者のチェックもあるわけですから、それらの推

移を見守りながら、ましてやできたての村づくり株式会社ですから、頑張っていただ

くような後押しも含めて、決してその批判だけでなくて、そういう気持ちではおりま

すので、その辺を加味してちょっとお話しさせていただきたいと思います。 

   村長の政策として、応募が村づくりというのは、この村ではなかなかそのほかの団

体というのは、商工会に問い合わせてもとても難しいと思いますけれども、それはあ

る意味では村長の政策でもあるから、私はそこで批判して、ほかのほうからプロボー

ザルでやって、何社かで協議させたらいいだろうとか、いろんなこの説明会の方法あ

るにしても、それはあくまでも村長の政策だから、それらを大いに反映にして、それ

が効果上がるようになっていけばと思っております。 

   その中で、役員の構成ということで１つお聞きしたいと思います。これは直接的に

村が介入できる問題ではないかもしれないんで、ただ、意見として、要請としてとい

うことがあり得るかもしれませんので、お話しさせていただきます。 

   現在、役員は１人都合でやめられているようですけれども、その役員を決めたその

人数の根拠もきちっと私精査していませんので申しわけありませんけれども、やめた

役員の補充はあり得るのか。 

   私、全員協議会で申しましたけれど、直売所の店長も含めて、今度のアットホーム

の支配人に非常に関心があります。やはり役員の皆さんはそういう経験のない方が多

いけれども、それだけすぐれた、村をもって役員を引き受けてくださっているんだな

と思っております。でも、ある意味では、執行役員という制度があるはずです。支配

人あるいは店長などを執行役員として、そうしたほうがより効果が上がるということ

が、いろんな企業とかいろんなほうから見て私わかっておりますので、それらをひと

つちょっと考えてほしいなと思っておりますので、今回のアットホームの指定管理や

る場合にも大事な一つのキーワードですから、その辺はよろしくお願いしたいと思い

ます。 

   あえて、それだけの経験がないから、村づくり株式会社の役員がどうのこうのと申

す気持ちはありません。でも、ある意味では専門家をうまく利用して、組織に取り入

れて、それの意見を反映させるというのは大事なことの一つですから、あえてそのよ

うなことを申し上げておきます。 

   もう一つは、そのオープンの時期、先ほども既に村長は５月下旬というようなこと

で、なかなか変わらないんだろうなと思って、あえてまた質問させていただきます。 

   この間、全員協議会で現地見たときも、監督には直接いろいろお話ししました。な

かなか工事的には無理なようですけど、あえてやっぱり難しい問題でありますけれど

も、７日間だか８日でしたか、５月の連休を、悪い言葉で言えば棒に振って、その後
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にオープンではなくて、まだ期間はありますし、今までもいろいろやってきたわけで

すから、並行してそれらの事業を、完成進めながら従業員教育もやっていくとか、い

ろんな方法でやっぱり５月上旬、この連休前にオープンするんだとかたい行政の決意

と、今度指定されるであろう村づくり株式会社が決意を持って業者にお願いをしたり、

いろんな候補から検討してほしいというような形で、これお願いしたいと思いますけ

れども、それらについてのご意見がありましたら、村長、お願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   当初は何とか連休前にオープンできないかということで可能性を探ってまいりまし

たが、２５年たった施設だということで、国の金でやる工事できれいになって、それ

以外の部屋とか何かが昔のまま、大分剥がれたり、汚れたりしておりますので、やは

り、この際、村の金を投じてリフォームをしようということで若干時間が、工事期間

が延びたということですので。 

   あともう一つは、やはりきちっと料理とか、従業員教育とかそういうものをしてい

ただいて、そして、準備万端整えてオープンをしたいということもありましたので、

いきなり連休の繁忙期、助走なしで始まるとまたこれが、アットホームは何だと、ち

っとも変わってないじゃないかとか、何とかということになると、かえってマイナス

になりますので、あと農繁期の繁忙期でもありますし、なかなかそういう時期でもあ

りますから、しっかりと準備をして進めていただくということが、先ほど言った５月

の下旬もしくは６月頭のフルオープンということでありますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

   大株主ではありますが、これは株主総会のときに重要案件を拒否することができる

と、それは村の方針に合わないからだめだよと、それは権限としてあります。ただ、

役員についての、補充するかどうのというのは、やはり原則的には株式会社が考える

ことだと考えております。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   なかなかできそうにもないことを提言したのかなと思います。でも、もちろんその

役員の構成は当然、村づくり株式会社の本質的な問題ですから介入する余地はないと。

ただ、いろんな形の意見交換も監査の副村長もいるわけですから、それらを加味して

そのような席で、そのような反映をできることは可能ですので、ましてや、１人が欠

員になっておる状態の中でやっていますから、それは大きな参考意見としてお聞きし

ていただきたいと思いますので、要望としておきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。２番。 

○２番（松本 昇） 先ほど１０番議員さんからもありました、新しくリニューアルして

やるんだから、村で何年かやってからというようなお話もありました。実は私もそう

いう考えを持っていたのですが、こうやってあれしてみるとそうでもない、すぐに村
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づくり株式会社に移行するのかなということで思っていますが。 

   基本協定書の職員配置、３ページなんですが、各施設の責任者１名を配置すると、

あと２、３番とあるんですが、これはおおたま村づくりに移行するのに、職員を充て

るというのはどうなのかなと、任せることはできないのでしょうか。この意味をちょ

っと説明いただきたいんですが。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   協定書の中の職員の配置でございますが、これは受託する指定管理者において配置

する職員という意味でありまして、それぞれの施設といいますのは、アットホーム、

それから観光レクリエーション施設ということで管理者配置するということでござい

ます。これらについては重複することも可ということになりますので、あくまで指定

管理者における職員の配置というふうにお読みいただきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。３番。 

○３番（本多保夫） 今の質問に対して関連しますけれども、指定管理者の職員だと、私

たちは普通、従業員と言うんですが、その職員、従業員が村づくり株式会社の人たち

であれば、２５条関係の備品関係なんですが、乙に無償で貸与しますよと、その中身

にパソコン関係が入っているんです。これは業務用のだけのパソコンもあるかとは思

いますが、まだ支配人が使用していたパソコンも多分含まれているんじゃないかと思

うんです。そういった場合に、今までの情報関係とか何か流れるおそれもあるかと思

うんですが、その辺の対応はどのようにするのかお伺いしておきます。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（作田純一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   管理協定書１４ページにノート型パソコンということで載っているかと思います。

これにつきましては、政策推進課のほうで、今、支配人の財務会計等で利用している

ものでございます。これにつきましては、今、引き上げるということで、この協定書

につきまして産業部のほうと、産業課のほうと今調整しているところでございます。

この一覧のほうはこれから産業課のほうと再度調整していくということでございます。

なので、業務として使っているものについては引き上げるという考えではございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１番。 

○１番（佐原佐百合） 今、皆様のお話を聞いて、今後、指定管理で運営していくように

なれば応援して、見守っていくしかないのかなと思いました。 

   その中で、私のほうから１個確認なんですけれども、指定管理業務仕様書の中の

３ページ。本当にこんな質問でいいのかわからないんですが、文言なんですが、文言

の確認です。③「飲食店用の管理運営を広間利用者などの飲酒に対し、迅速かつ丁寧

なサービスに努める。」、これは飲食ではないのかな。私これを初め読んだとき、単

純に、お酒持ってきてと言ったときに、迅速に持ってこない人たちがいるからそうい

う人のための文言なのかなと思って一瞬流したんですけれど、いや、でも大広間って
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お酒飲まない人もいるよななんて思ったので、ちょっと文言の確認でした。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） １番議員さんにお答えをいたします。 

   ご指摘の部分につきましては、指定管理業務仕様書３ページの飲食店用の管理運営

の中のオであると思います。これにつきましては、「飲酒」に対しということであり

ますが、これは「飲食」ということで改めさせていただきたいと思います。 

   大変失礼をいたしました。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。２番。 

○２番（松本 昇） ちょっと細かいことなんですが、今、備品関係ずっと見せてもらっ

たのですが……。 

○議長（遠藤義夫） ３回を超えましたので、一応ルールでございますので。 

   ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第４号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１０、議案第５号「平成３０年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

   質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 歳出について伺います。 

   光ファイバー網の増設通信整備工事費、今回、約２００世帯が整備されると伺いま

したが、これによって大玉村の村内の整備状況、どれほど１００％に近くなったのか、

何％なのか伺っておきます。 

   それから、その下段の商工費の中で指定料、先ほどから議論しております指定管理

業務の委託料でございますが、今回は収入のない中での３２１万かと思います。これ

の内容をどういう形でこの金額になったのか伺っておきたいのでありますが。 
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   それと、指定管理料について、年間を通しての基本となるその形は、どのような形

で指定管理料をお決めになられるのか、それだけ確認の意味で質問申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（作田純一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   光ファイバー網の整備、今回、おおむね２００世帯分の整備ということであります。

この前につきましては、平成２１年度の繰越事業ということで、平成２２年度に村全

体を整備するということで進めました。今回、仲ノ内地区等４地区、あと東三合目地

区ですか、その辺住宅等が新しく建ちました。それで、不足する分ということで今回

整備するものでございますので、今のところ、今、建っている住宅団地、そういうと

ころにつきまして全て整備できるというような考えではございます。今後、また住宅

等、団地等進められれば、そのときはまた広がるということになりますが、補助事業

として見られるものにつきましては、今現在不足している部分ということでの対象で

ございますので、今ある部分について広げていくということでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   指定管理業務委託料の内訳でございますけれども、今回、３月１日から指定管理に

移行するという内容でございまして、３０年度３月分の、先行して雇用となります人

件費、それから施設に係る光熱費、事務費、食事等の試作を行うための原材料費とい

うことで見込んでおりまして、この金額を計上させていただいてございます。 

   さらに、指定管理料の年間を通じた考え方でございますけれども、初めての部分で

ございますので、指定管理者候補の説明会の段階では、今までの年間を通じた管理業

務の必要額、それから収入の見込み額等について提示をさせていただきました。応募

者のほうからは、これらについてその収入の減額分含めて、３１年度につきましては、

今もお答えいたしましたように４月、５月については休業というふうなこともありま

すので、これらの差額について指定管理料というふうなことで算入する事業計画がご

ざいました。これらをもとにしながら指定管理料をどのように積み上げていくか、こ

れらについては３１年度予算に向けて、指定管理者と協議を進めていきたいというふ

うに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１１、議案第６号「平成３０年度アットホームおおたま特別

会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

   質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） これで特会から外れるんだと思いますが、今既にある備品とか、不

要になる備品とか、その辺の取り扱いだけ確認しておきたいのでありますが。 

   前からの説明で、テーブルを立ち椅子にするとか、そういう考えも伺っております

が、それで今余っている座椅子とか何か、それが例えば、それぞれの地域の集会所な

んかに払い下げ可能なのか、そういうことも含めまして伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   アットホームで従来使用していました備品関係でございますけれども、これら現在

精査中でありますが、不要となるものについては基本的に公共施設、公民館ですとか

そういった先を優先に更新を図る等の部分から配置をしたいというふうに考えてござ

います。その上で、廃棄をせずに再利用可能なものがございますれば、公募というふ

うな形をとるか、その段階で判断をしたいと思いますが、集会所等への利用も可能か

と思いますが、基本としては公共施設、公民館等々への配置ということで、基本考え

てございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６号を採決いたします。 
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   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１２、議案第７号「平成３０年度大橋平線道路改良舗装工事

請負変更契約について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で今臨時会に付議されました議案の審議は全部終了いたしまし

た。 

   これをもって本日の会議を閉じ、平成３１年第１回大玉村議会臨時会を閉会といた

します。ご苦労さまでした。 

（午前１１時３９分） 


