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議案第１３２号 平成２９年度薩摩川内市一般会計補正予算
─────────────────────────────────────────
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△開

会

ことは。その辺に対して、御意見ちょっとお伺い

○委員長（下園政喜） ただいまから企画経済委

したいんですけど。

員会を開会いたします。

○施設室長（園田克朗） 甑島館の補助につきま

本日の委員会は、お手元に配付の審査日程によ

しては、甑島館活用促進条例ということで、議会

り審査を進めたいと思いますが、御異議ありませ

でお認めいただいた中で補助制度を確立したもの

んか。

でございます。
［「異議なし」と呼ぶ者あり］

これにつきましては、当該施設を活用してホテ

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。

ル事業等を行う法人または団体に対して便宜を供

よって、お手元に配付の審査日程により審査を

与し、助成措置を講ずるものとなっておりまして、

進めます。

これにつきましては、特に離島のハンデというよ

ここで、２名からの傍聴の申し出がありました

うなこともありまして、甑島館、それから竜宮の

ので、これを許可します。

郷も同様な補助制度になっております。営業費の

なお、会議の途中で追加の申し出がある場合は、

補助というような位置づけで、不動産取得税、そ

委員長において、随時許可します。

れから登録免許税相当額に対する補助、それと甑

──────────────
△議案第１３２号

島館につきましては、温泉源の改修の関係の分、

薩摩川内市一般会計補

温泉源が復旧を必要とするということで、そこに

正予算

対する補助、それらで合計補助をやったものでご

○委員長（下園政喜） それでは、審査を一時中

ざいます。約５,８００万でございました。

止をしておりました議案第１３２号平成２９年度

あと、二つ目が地域交流活性化補助金というこ

薩摩川内市一般会計補正予算を議題とします。

とで、甑に暮らす島民の要望やそういうような甑

まず本案に関して、当局から追加の説明があり

島館の１、２階のスペースを島民の利便性向上に

ましたら、お願いします。

役立てるために、島民からの要望が非常に高かっ

○観光・シティセールス課長（有馬眞二郎）

たカラオケボックスや焼き肉レストランなどの施

特にこちらからの説明はございません。

設整備を計画していらっしゃいまして、島民への

○委員長（下園政喜） それでは、前回の委員会

癒やしと交流の場というような形の中で、甑島の

に引き続き、委員による質疑を行っていきます。

活性化の拠点として甑島館が生まれ変わるよう強

なお、そののち、委員外議員の質疑を受けたい

く考えていらっしゃったことから、島民の要望も

と思います。それでは、委員の皆様の御質疑をお

踏まえた交流施設というような位置づけの中で補

願いします。

助金を交付しているところで、それが２,０００万

○委員（落口久光） この前、時間を気にしなが

でございます。

らだったので、少し前回と重複する部分があるか

一応、２回にわたりましてそういうような形で

もしれませんけれども、なるべくはそうならない

補助金を交付しているところでございます。

ように質問させていただきます。

○商工観光部長（古川英利）ただいまの施設室

まず、契約書をよくもう一回冷静に読ませてい

長の説明の中で、１カ所訂正と、また答弁をさせ

ただきまして、気になるところというのがありま

てください。

したので、一つずつ確認させてください。

１カ所は、先ほど竜宮の郷という言葉が出たと

まず、もともと無償譲渡ということで瑕疵責任

思うんですが、今の御質問の分については、甑島

がないという記載はどちらにもあるわけなんです

館が対象となった助成制度で約８,０００万円の補

が、過去、補助されていますね。当初の段階だと

助をしたところです。その内容は、今説明を施設

思いますけど、何で、これ補助したのか。せめて

室長が申したんですが、副委員長がおっしゃって

やるとしたら無償貸し付けとか、そういう判断に

いる部分につきましては、何でその当初契約のと

ならないといけなかったのかなと思うんですけど、

きにこういう甑島館の活用促進条例を用いて営業

そもそも最初から判断が間違った事業になってい

費等の補助金、泉源改修、固定資産税の課税免除

るんじゃないかというふうに、すごくこう思えて

をやったのかという御質問だと思っておりますが、

ならないんですよ。わかりますよね、言っている

このときは、温泉源以外は、施設の改修を目的と
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しておりません。２,０００万円の確かに交流活性

由をつくっているだけじゃないのかなという気が

化施設整備補助金という部分については、カラオ

してならないんですよね。わかります。契約書と

ケとか焼き肉とか、事前にアイ・ビー・キャピタ

か条例にのっとってないじゃないですかと。これ

ル社が島民にアンケートをとられまして、それで

はもう原則論の話です。

必要な施設だということで、低いほうの建物自体

○商工観光部長（古川英利）まず、契約時の引

が交流棟という位置づけもありましたので、そう

き渡しのときに、立ち会いをしながら現況引き渡

いう補助制度を、譲渡時の条件じゃないんですけ

しということで説明をしております。その際、ち

れども、こういうことで譲渡したらこういうこと

ょっと細かい部分については、私どもがちょっと

で助成をしましょうということでやったところで

きれいにして引き渡すというところは確かにあり

す。

ましたが、いわゆるこれは瑕疵責任ですというよ

○委員（落口久光）その前の１,８８１万

うなものは生じておりません。向こうもそれで御

８,０００円と４,０００万は、どういう根拠で補

納得いただいています。ただ、この泉源につきま

助になっているんですか。

しては、指定管理の時代からもう故障していまし

○施設室長（園田克朗） １,８００万の補助金

て、市としてはこれは温泉は使いませんという判

につきましては、不動産取得税相当額、それから

断で運営をさせていただいておりましたが、先方

登録免許税相当額を補助金として交付しているも

からの強い要望もあって、無償譲渡で受ける際に

のでございます。

はぜひ温泉を再開してみたいというようなことが

○委員（落口久光） それと同時に、温泉改修費

ありましたので、それではこういう制度も含めて、

補助とかいう名目で４,０００万ありますよね。そ

あと固定資産税の減免等もあわせてだったんです

れは。

けれど、こういうことではどうでしょうかという

○施設室長（園田克朗） 温泉源の復旧をするた

ことで、先方にしていただきました。

め、その改修に要した経費ということで

言いたいのは、隠れてここは実は後で故障して

４,０００万円の補助をやっているものでございま

いましたよ、薩摩川内市に責任がありますよとい

す。工事費自体は約６,０００万円程度かかってい

ったものはないということで、そういうものに対

るということで聞いています。

して我々も対応する必要なないということで、先

○委員（落口久光） 月を確認していなかったん

方とは協議が終わっているところです。

ですけど、このタイミングは、譲渡直後ですか。

○委員（落口久光） 済みませんね。どうもその

譲渡してどのぐらいたったときなんでしょう。

辺がこう気持ちよく納得できないですよね、やっ

４,０００万の件です。

ぱりね。何だかんだ言いながら、やっぱり補助し

○施設室長（園田克朗）譲渡直後でございます。

ていますというようにしか聞こえない。

○委員（落口久光） ちょっと話を戻しますけど、

ちょっと、ここ多分、ここも堂々めぐりなんで

譲渡の条件で瑕疵の件がありますよね。瑕疵は、

しょうけれども、すっきりしなというのはわかっ

発覚した後は問わないと、そのかわり無償なんで

ていてくださいね。

すよね。過去の何か記録とかを拝見させていただ

あと、そもそもで、また契約の内容にいきます

くと、もともとは何か売却とかいうような話で動

けど、今回また半年間、休館したいということと、

いていたらしいですけど、何かそれが無償になっ

その休館に際して工事とかいろいろやる分、ちょ

た、売却だったらまたちょっと違う判断もあるか

っと多額にかかるから補助をという申し出が二つ

なと思うんですけど、建てるお金を免除してもら

出てきましたね。

うかわりに、あとの瑕疵は全部やってくださいよ

この前、総務文教委員会でも一部そういう意見

という契約だったわけですよ。だから、私が言い

があって、相反する意見が出ておかしいじゃない

たいのは、だからそもそも一番スタートのときか

かと、その雇用がないと言っておきながら雇用が

ら市が判断間違っているんじゃないですかねとい

もうめどが立ちましたとか、そんな同時期にこん

う話なんですよ。それで、この前までのいろんな

なおかしいのが出るはずがないという意見も出ま

議論の中でも、いや、今までやってきた政策が無

したけど、その以前の問題で、やっぱり契約書の

駄になるからと言われているんですけど、その理

中に、継続ができないと言ってきたわけですよね、
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いかなる理由があるとしても。となると、これっ

になります。

てやっぱり契約不履行案件じゃないですか。

○委員（落口久光） 雇用の話がちょっと出てき

冒頭、ちょっとこれもおかしいんじゃないかと

たので、そこにちょっと挟んで、どのような雇用

言った、その１,８００万とか４,０００万とか、

の規模というのかな、働きたいという方々がいる

そういうのに対しても、そういう思いもあるんだ

のか。パートタイマーなのか、フルタイムなのか、

けど、そこから現在に至ってもやっぱりこれもや

時間的な制約がある人なのか、もしくはそれのウ

っぱり契約不履行事案として、そもそも契約にの

エートが何％ぐらいなのかとか。一部は、この前

っとって対処するべきじゃないかという思いがす

もちょっとお話伺った方もいらっしゃいましたけ

ごく強いんですよね。

ど、２時間とか、そのぐらいの時間であれば働け

それを引っ張る理由がわからない。そういう

る人がいるというのは言われたんですけど、雇う

ルールじゃないですか。違った見方をすると、条

側からしたら、１時間、２時間とかいう方々は雇

例違反を市がやっているというふうに見られても

えないはずなんですよ。特にサービス業であれば。

おかしくないんじゃないかなと思うんですけど。

もしそうであれば、うまくいくという判断自体が

その判断に至る大きな理由、納得できる理由を教

甘いと私は思っているんで、実際どういう感じの

えてください。

雇用希望者がいるのか、教えてください。

○商工観光部長（古川英利）おっしゃる通りで

○商工観光部長（古川英利）私どもが把握して

すね、条例違反を黙認とかそういうことではなく

いる分では、その３名はフルタイムの希望者で、

て、あくまで契約行為ですので、仮に撤退という

三人とも今島に住んでいる若い二、三十代の方と

ことが文書で来れば契約解除になります。契約に

いうふうに聞いているところです。

基づいて更地で返してもらうというのは、先方に

その判断が甘いのかどうかというところは、

もその意向を伝えております。

我々も一応チェックをしながらしていますが、あ

最初、無期限の休館、期限を定めない休館の相

と大きいのは、やはり地元のコミュニティも含め

談もあったんですが、休館ということも契約解除

て、地元の方々が紹介しようというような意欲が

の事象になるので、休館のその期間によっては、

高まっているという部分を鑑みまして、今回の提

そういう理由も我々としても納得できるかもしれ

案とさせていただいています。

ないんですが、どのようにお考えですかというこ

○委員（落口久光） では、次、建屋とこの土地

とで打ち返しているところがあります。

と、二つの契約書があるんですけど、その先ほど

ここら辺の解釈については、顧問弁護士とも相

から言っている更地返還の件ですね。土地の

談してやっていますので、実際、向こうが撤退し

１４条の項目に確かに更地でというのはあります。

たいと言いましたら、我々のほうから、契約解除

あるんですけど、逆に建屋のほうは、１５条に原

で、契約書どおりで更地で返してくださいと、も

状返還というのがありますよね。この原状返還と

うこれ以上のことはちょっと言えない状態ではあ

いうのは、皆さん、御存じなんで言う必要もない

ります。

かもしれませんけど、いろいろこう手を入れたも

何でそれをしないのかということにつきまして

のは、元に戻して返しなさい。もしくは、そうせ

は、６カ月間という期限が定まっているというこ

んでもええと判断できる状態であれば、そのまま

とと、当初我々が聞いていた雇用の対策、これに

の状態での返還も可能だというふうに書いてある

ついては地元の協力を得られて、また応募も実際

んですけど、ベースであるのってやっぱりこれ建

あったので、何とかうまくいくんじゃないかとい

屋の無償譲渡だと私は思っているんで、逆にこれ、

う意向が向こうから示されたことと、地元のほう

この更地返還というのを、あんまり業者さんに全

からぜひ運営を継続してくれという御要望も直接

面的に言うのはどうかなという気もするんですよ。

いただいておりましたので、私どもとしては、

それはやっぱり、逆に貸し手として、人としてど

６カ月間の休館というのは非常に残念なことでは

うなのというところがあって、原状の返還とか、

あるんですけれども、何とかアイ・ビー・キャピ

そういうのがよろしいんじゃないかという気がす

タル社が経営を続けたいという意向も伝わってき

るんですよ。もちろん、お金もかかるし、逆にそ

ましたので、今回の提案に至っているということ

れを先ほど言いましたように契約不履行で市に返
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してもらっても十数年後はまた市で取り壊さない

ては、ちょっと契約をする時点から、顧問弁護士

といけないというのが嫌でというのもあるかもし

と相談させていただいておりまして、矛盾は生じ

れないんですけど、それはやっぱり人道的な判断

ていないということで考えております。

としては、市で受けてでもという判断をしたほう

あと、建物の取り壊しについては、解体費を

がいいと思うんですけど、それをこう更地、更地

４億９,５００万で見積もっております。

と言われるものですから、逆にこの二つをこう重

○委員（中島由美子） やっぱりこの甑島館をま

ねたときに、どっちが優先かとなったときに、や

ださらに続けていくというのは、私はやっぱり甑

っぱり建屋の契約だと私は思うので、その更地に

島にとっては大事なことだろうと思ってはいるん

こだわる理由がわからないです。解釈だけの問題

ですが、そうしたときに、何度も前も聞きました

かもしれないですけれども。

けれども、地元の方々が魚も出していなかったと

○商工観光部長（古川英利）これも、無償譲渡

か、野菜もだめだったとか、そしてましてや現実

するときに大分御議論いただいた部分なんですが、

は雇用もなかなか協力がなかったわけですよね。

何で無償かと。取り壊し代をマイナスにして、過

それを今回、こういうことがわかって、本当に協

去に実際かかった、今後かかるであろう部分とか

力しますよという体制が整ってきているとおっし

そういうのを全部差し引いてマイナスになるので

ゃるんですが、そして、今三人フルタイムでとい

無償譲渡しますということで、先方は更地返還と

うのも聞いているので、ああ、そうなのかなとい

いうのは原則として、契約の原則として更地で返

うものは少し思うんですけれど、本当に大丈夫な

さないといけないというのは十分承知しておりま

のかという、そこが一番ポイントだと思っている

す。我々は、先ほど言われたように、契約が基本

んですが、もう本当に税金を投入するわけですよ

ですので、基本は更地で返してくださいというこ

ね。１億という大きなお金だと思うんです。そし

と以上は言えなくて、これも、あと仮にですけれ

て、本当に地元の人たちがもう甑島というところ

ど、我々が契約解除した場合に、資産が上がった

は、やっぱり小さな地域、地域で違いますから、

部分については、向こうは自己負担をやっており

いろんな考え方を持っていらっしゃる方の集まり

ますので、そこの建物の評価について、我々のほ

ですので、もういろいろあると思っているんです

うにそれを求められる可能性もありますので、こ

けれど、本当に一枚岩になっているのかどうかと

こはまた契約上のやりとりの、弁護士とのやりと

いう判断はできているんでしょうか。

りの中で、我々から、いや、建物はそのままでい

○商工観光部長（古川英利）いわゆる地元が一

いですよとか、そうやったら価値が上がった部分

枚岩になっているのか、今後、その甑島館に協力

は市のほうでまた補填しますよとか、そういった

してもらえるのかという判断のことだと思うんで

ことは一切言えないというスタンスで今挑んでい

すが、私どももそういう部分、不安な部分があり

るところでありますので、先ほど言われたように

ましたけれども、この議案を上げる前に何度も地

本当にこの契約基本であれば、更地返還というこ

元と話をしています。現在、一枚岩になっている

とでいかざるを得ない状況です。

かと言われると、そうじゃない部分も確かにあり

○委員（中島由美子） 済みません、今の件で、

ますが、明らかにこれまでと違うのは、さっき言

この公有財産譲与仮契約書と今言われたように二

ったように地区コミュニティ協議会であるとか、

つあるわけですよね。土地使用貸借仮契約書とあ

それから商工会の青年部の方からも直接私どもの

って、確かに土地の場合は、更地返還と書いてあ

ほうに連絡があって、何とか残す方向で雇用対策

るんですけれど、今言われたように１５条では原

なんかでも協力するのでという声を直接伺ってお

状のままというのがあるんですよ。ここは矛盾は

りますので、何とかいけるんじゃないかという判

しないんですかというのが１点と、もし、更地で

断のもとで提案させていただいているところです。

となったときに、試算をされているのか。あの甑

○委員（今塩屋裕一） まず、この前のお話でも

島館を更地に戻すときにどれぐらいかかると想定

ちょっと出たという、重複するところもあると思

というか、何か試算をされたことがあるのか、

うんですけど。まず、甑に使われるという今回

２点、お聞かせください。

１億円と出たときに、甑島館の施設としても甑島

○商工観光部長（古川英利）この契約書につい

館ばかりじゃなくて、いろいろまだこれから老朽
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化といえば出てくると思うんですね。やっぱり、

それで雇用も冬場は閑散時期で大変だと聞いてお

民間から言わせたら、無償譲渡したところに１億

りますので、そういうときの雇用の問題とか、も

円となれば、大きなお金だというのをやっぱり大

う無償譲渡したわけだから、当事者の会社の責任、

多数言われる方もいらっしゃって、これはもう本

キャピタル社の責任かと思うんですけれども、や

土側の方も言う方もいらっしゃるんですけど。例

はり今後これを一例としていけば、たくさんの前

えば、市のほうで３,０００万以上になると融資制

回も言いましたけれども、やはり一例をつくって

度、金利の安い融資制度とかそういうふうな考え

しまうと大変な、あちこち出てくるよと。さっき

とかなかったのかなというのを聞かせてもらいた

出ました竜宮の郷とか、あるいはゆったり館とか、

い。契約として、あと３７年までとなって、あと

あるいはどんなところでも出てくるわけ。すると、

８年半なんですよね。例えば、料金体制も今リニ

市のそういう財産に関してだけ補助が出て、民間

ューアルと言ったら何ですけど、今の甑島館にな

には出ないという、そこに問題があるんですよ。

ってから金額は高いと。前だったら甑島に泊まる

ですから、もうちょっと今後ですね、これ契約

方だったらもう甑島館を勧められるんだけれど、

をされるときに、ちゃんと結んでいただいて、瑕

金額が高いからやっぱりほかの民宿だったり泊ま

疵は、雨漏りは見つからんかったとか、あるいは

られている現状があるんです。そういった、今回

雇用の問題も噴き出てなかったとか、指定管理者

１億円、税金を入れたときに、そういう料金体制

制度でやった当時の甑島館を考えるときに、その

というのにも入っていけるんでしょうか。例えば、

業者が、そのときに要望しておれば、そのときに

やっぱり地域密着だったら、やっぱり料金も下げ

そのままいったのじゃないかと思うんですよね。

ないと、そしてやっぱりリニューアルオープンと

だから、もうちぐはぐな面が、いろんなのが出て

なると、料金のこの金額で宿泊というのは非常に

きていると思うんです。だから、そういうところ

やっぱり難しいとやっぱり考えるんですね。我々

どのように整理されようとしているのかお聞きし

もそれからあそこの甑島館に泊まったのはまだ１、

たいと思います。

２回ぐらいしかないですので、そういう料金体制

○商工観光部長（古川英利）幾つかあったんで

というのにも市としてもやっぱり協議というか話

すが、まず、指定管理時代、合併してから第三セ

し合いというのはされたんでしょうか。

クターで多少運営してから指定管理になってきま

以上、２点を聞かせてください。

した。

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫） まず、

本会議でも答弁させてもらったように、実際改

融資制度等についての検討はという御質問でござ

修費として、市は１億円近くを投入しています。

いました。今回については、その融資という部分

ある程度メンテナンスについては、計画的にやっ

については、具体的にはしておりません。

てきております。ただ、１０万円以下の部分につ

というのと、料金体制につきましては、今御指

いては、指定管理者でしないといけない部分があ

摘のとおり、先般もありました入浴料を含めて宿

ったんですけれども、そこが全部できているかと

泊料金についても確かに料金が上がっております。

いうと、なかなか行き届いていない部分があった

これに係る部分については、経営の根幹にかかわ

のは事実です。なんですけれども、現況引き渡し

る部分でもございますので、そういう部分で料金

でやりましたので、その後については我々として

が高いよという部分の御意見等の部分については

は責任を持ちませんと、この姿勢は一貫している

社のほうにもお伝えしながら、地域あるいは利用

ところです。

者の声として届けてまいりたいというふうには考

ただ、現実ことしになってからも新しく雨漏り

えております。

箇所がふえていることは事実でありまして、やは

○委員（川畑善照） 無償譲渡は、我々議会も通

り、その海辺に建っているああいう大きい施設の

しているわけで、責任も感じているわけですけれ

維持管理というのは大変なんだなというのは改め

ども、現実的に、やはり資材の調達、地元産品の

て感じているところです。

調達、あるいは地元の雇用の問題、それから意見

今、議員おっしゃったように、アイ・ビー・キ

交換会、今までされてこなかったこと自体がおか

ャピタル社との関係は、そうやって瑕疵責任はな

しいのであって、地元とよく綿密にされながら、

いんですけれども、甑島に限って、大規模な施設
－7－

の改修は旅行会社からのリクエストもありました

の前に先ほど私、本土のほうは更地返還と。原状

ので、数と質の向上という部分で今回提案させて

回復の契約になっておりますので訂正させてくだ

いただいているところです。

さい。いこいの村が原状回復で、ほかが更地です。

本土側で２施設あります。清風と東郷温泉ゆっ

全部まとめて言ってしまったようで申しわけござ

たり館。ここはどういう契約になっているかとい

いません。（本ページ左記の発言を訂正）

うと一緒です。更地でありまして、もし、撤退と

地元とのかかわり方です。私どもがオープンな

いうことになれば、同じように更地で返してもら

形で地元説明したのは、実は８月でしたが、引き

うという姿勢（後刻訂正発言あり、本ページ右記

継ぎのときから、地元とはいろいろ間に入ってや

参照）で、市としては現行の制度で何か補助しよ

らせていただいておりました。前の指定管理者の

うとか、あとよく言われる運営支援的なことは一

関係で、多少引き継ぎのときにトラブルもあった

切考えておりませんので、そこはもうはっきりと

んですけれども、一番大きいトラブルは、雇用の

させたいと思っております。そこら辺は、今の運

関係とか物品もあったんですが、取引の問題もあ

営されている沖縄ゼネラルさんとか、九州ホテル

りました。取引しないよということもありました

リゾートさんには、お話はさせていただいている

ので、２種類の対応をしました。

ところで、甑でこういう動きがありましてという

一つは、島内で理解していただく方を少しでも

ことも含めて御理解はいただいているところでご

ふやそうということで、今は２３社、おつき合い

ざいます。

させてもらっていますし、漁協さんとも魚の調達

あと、今後につきましては、予算を認めていた

の体制が今整っているところです。もう一つは、

だけたら、今いただいたような御意見も踏まえて、

そこでカバーできないやつは、本土側の薩摩川内

地域の声というのもちゃんと伝えないといけない

市内の業者さんを紹介して、その場をしのいだと

と思います。料金の話もありました。あと、継続

いうことで、一般住民の方を集めて説明会という

ちゃんとするかというのは、契約に書いてあるん

ことはなかなかしていなかったんですけれども、

ですけれども、改めて確約書という形で補助金申

自由競争の中で、私どもでできることはというこ

請の書類にそこの確約書もつけて提出していただ

とで、支所も含めてずっと継続的にやってきたと

くように今考えているところでございます。

ころです。

○委員（川畑善照） 先ほど言いましたその地元

ただ、委員おっしゃるように、オープンな形で

との意見交換会は何回ほど開かれて、今後、もし

地域が一枚になってという部分では、そういう説

そのまま継続される場合は、やはりもう毎月ぐら

明の機会を持っていなかったので、そこは反省し

い開いて、それから地元の資材とか産品の調達と

ておりまして、今は、逆に地区コミュニティの会

いうのもやはり条件をつけなければ、結局、現実

長さんとアイ・ビー・キャピタル社の社長と直接

的には資本主義はそうなんですけれども、流通業

電話でやりとりをするような関係ができていまし

界もそうなんですけれども、全てが自由競争です

て、今週も打ち合わせをされたようですが、今後

ので、なかなかそういう意見も言えない面もある

は月に１回ぐらいは情報交換、意見交換していこ

かもしれんですけど、やはり、地元でその市がた

うねという確認もされているようですので、今後

だでくれた品物で稼いで全部本部に行ったらよと

の対応については、十分見守りながらも地域の自

いう考えがちらほら耳に聞こえてきたものですか

主性はちゃんと尊重しながら支所も含めてフォ

らね。そういう感覚であれば、それはもうどこの

ローアップできるところはどんどんしていきたい

流通業界も今そうなんです。全てコンビニにして

とは考えてるところです。

も何にしてもそうなんですが、そういうことをや

○委員（川畑善照） はっきり言いますけれども、

はり意識的に持っていらっしゃる住民、商売人と

この予算が通らんかったら、もう撤退ですか、そ

いうのは多いと思うんですね。ですからそこのと

こです。

ころをやっぱりじっくり語らなければいけないん

○商工観光部長（古川英利）可能性は否定でき

じゃないかと思いますので、そういうところをど

ないと考えております。

のようにお考えでしょうかね。

○委員（石野田

○商工観光部長（古川英利）済みません、答弁

川畑委員がこれが通らんかったら撤退ですか、そ
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浩）今の話を聞いていても、

の可能性も十分と言われるということは、この補

な体制で、あと改修につきましても８,０００万ほ

正予算を組む時点で、今の経営者ありきの提案み

ど市も補助をしましたが、それ以上に自己負担も

たいな気がしてならないんですよ。それで、しか

あります。今回も１億円に対して、１億

も１億円とか、５,０００万とか、根拠は示されな

５,０００万から２億の間、あるいは１億

い。ただ、今、見積もりは出せませんとおっしゃ

８,０００万という数字も出たり入ったりしている

る。それは確かに補助金が決まって、申請をされ

んですけれども、ある程度自己負担もされながら

た時点で見るんでしょうけれども、でもその１億

やっているので、そういう地域の誤解もありなが

円の根拠とか、５,０００万の根拠とかというのは

らでも、甑島館を当初契約どおりやりたいとおっ

あるはずなんですよね。そういうところがやっぱ

しゃっている中で、我々としては先ほど言いまし

り示されていない。その辺はどうなんですか。

たように、お宅はもう撤退してくださいというの

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫） 根拠の

は契約上も言えないというようなスタンスで今い

部分につきましては、当初、前回のときに課長が

るところです。

説明申し上げましたとおりですが、議員、御指摘

○委員（石野田

のとおりです。

えないでしょう、それはね。言えないんだけれど

浩）撤退してくださいとは言

見積もり関係については、協議の話の中で我々

も、休館の申し入れがあって、それじゃあもう契

も見ておりますし、見ておるんですが、なかなか

約不履行ですよねということは言えるんじゃない

その具体の相手、施工業者を含めまして、相手が

の。申し入れがあったわけだから。それをあなた

今見積もりを再度取り直している段階中というこ

たちは休館をしてでも継続する方向で何とかしよ

とで、今回お示しできないという説明をさせてい

うという考えがあって、補正予算も組んだわけで

ただいたところです。

しょう。だから特化して表面に出ていないけれど

その精査の中身というのが、やはり、御承知の

も、しかし、実際積算するとか、あるいはその補

とおり離島でありますので、本土側で工事する場

助金の設定をする段階においては、やっぱり今の

合と離島で工事する場合という、経費の部分とか、

キャピタル社、そこの言い分とか、その説明とか

かなりの差が出てくるようでありまして、そこら

ってあってその金額も決まったはずなんですよね。

あたりをまだ細かく精査するということで、今ま

まずは、補助金額なんかもですよ。でないと、や

だ見積もり中であるということでありました。

っぱりそこに根拠あったんでしょう。

○商工観光部長（古川英利）今の甑島館を運営

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫） 今回の

しているアイ・ビー・キャピタル社を限定した形

その支援制度につきましては、確かに休館という

でありきじゃないかということだったんですが、

甑島館からの申し出そのものがあったわけであり

これにつきましても、我々、今の譲渡契約の中で

ますが、それとそのものについては、繰り返しに

やっていますので、アイ・ビー・キャピタル社も

なりますけれども、以前からその甑島館を含めた

前提でやるしかないということで今考えていると

宿泊施設についての質であるとか数であるという

ころです。

部分の充実が求められていた、あるいは意見とし

さっき、撤退の可能性も言われたんですけれど

てありましたので、制度としては考えておったと

も、ここら辺は私どものほうからは、アイ・

ころであります。

ビー・キャピタル社に促すようなことは基本的に

今回休館の申し出があって、たまたま制度の提

考えておりませんで、あくまで先方の判断を待っ

案と一緒になってしまったのは、ひとつ御理解い

てからのやっぱり対応というふうにならざるを得

ただきたいと思います。ただ、甑島館のために、

ないと思います。

今回新たにその休館があって制度を考えたという

誤解のないように、地域の中でいろんな意見が

ことではないことをひとつまず御理解いただきた

あるのは承知しているんですが、例えば、甑島館

いと思います。

で稼いで福岡にお金を持っていくという、さっき、

○委員（石野田

触れられましたけれども、これも、よくよく冷静

んだったら補正予算じゃなくて、ちゃんと新年度

に考えてみると、我々も確認しましたけれども、

予算に組んで政策というのはやるんでしょう。だ

今累積赤字で４年目からようやく黒字になるよう

から明らかにこの補正予算は、現在の経営者から
－9－

浩）そういう制度を設定する

申し入れられたことを根拠につくっているんです

もございましたので、そういったものを参考にし

よ。後づけですよ。だからその辺がおかしいんじ

ながら、今回、提案したものでございます。

ゃないのということなの。その辺、我々も理解で

甑島館ありきというのは、前回もいただきまし

きないんですよ。

たが、予算的には今回甑島館の１億円、上限１億

だからそういうことでないと、本当に確かに甑

円ということでしておりますけれども、制度とし

島は必要ですよ、今まで投資したんだから、もう

ては先ほど譲渡施設だけという御発言もありまし

ここで棒に振ってしまったらいけない、それはも

たが、民間の甑島の民間宿泊施設も含めて一定の

う十分わかる。だから前から言っているように、

要件を満たすものについては、助成をしていきた

それだったら行政で責任を持って、指定管理者な

いというものでございます。

り直営なりしなさいというのを私は最初から言っ

○委員（石野田

ているんだけれども、そういうことをしないと、

とはよくわかるんだけれども、そしたら、例えば、

ありきで条例をつくったり、補正予算を組んだり

今、甑島館が出ています。今度ほかの何カ所かあ

というというのは、今、対策監言った言葉と全然

ると言いましたよね、５カ所ぐらいあるという話

違うじゃないの。それだったら、新年度予算を組

だった。そこが出てきたらまたそのたびに補正予

めばいいんですよ。本当にそう思ってするんだっ

算を組むんですか。

たら。ことしの新年度でもよかったわけですよ。

○副市長（永田一廣）現時点で、個別の相談、

そうでなくて、そういう話が出てきて急に補正予

老朽化対策をしたいとかそういう声は、下甑の大

算でしょう。ありきじゃなくて何なんですか。

小を問わず、そういう声は聞いていますので、今

○副市長（永田一廣）厳しい御指摘いただいて

後、この制度がスタートしましたら、直接聞いて、

いるんですが、新しい制度、あるいは関連予算を

要件合致するものについては、場合によっては補

計上するという場合は、一般的に通常は、おっし

正予算なり、あるいは新年度に向けましてその予

ゃるとおり当初予算でしっかり議論していただい

算を御相談するということは十分考えてございま

てスタートすべきというものでございます。御指

す。

摘のとおりだと思います。

○委員（石野田

浩）今、副市長が言われたこ

浩）今、最後に言われたよう

繰り返しになりますけれども、甑の宿泊施設の

に、そういういろんな意見を聞きながら地域振興

支援策については、これまでいろんなリクエスト

のためには補助金というのも必要だから、やって

を聞きながら検討はしてきておりました。これは、

いかなきゃいけないんですよ。だけど、今最後に

もうこの間も申し上げたとおりです。

言われたように、そういう意向を聞いて補正予算

それと、甑島館の経営状態について、いろんな

と言うのは、今のこの件に関して言われたんだと

先方からの相談といいますか、そういったのが来

思うんだけれども、新しい制度で本予算に組んで

出したのが今年度春先以降でございます。それま

そういうものをつくっていって支援していきまし

での間もいろいろやりとりはしていたわけですけ

ょうというのが普通なんですよ。

れども、休館とか厳しい経営状況というのが深刻

どうもだからその辺が納得はしかねるものだか

な話になってきたのがこの２９年度、今年度にな

ら、必要な施設であるというのは、もう市長も言

ってからでございます。

われている、我々もそう思っています。今まで、

そういう経過の中で、休館をしたい、それから

もうかなり投資しているわけだから、そう思って

支援策もいただきたいというのが、先方から出さ

いるんだけれども、この辺が非常に難しい判断で

れたものですから、前倒しでといいますか、異例

すよ。だけど、この議案の出面から見ると、さっ

の議会の相談という形になっていますけれども、

き言ったように、後づけにしか見えない。

今回、制度としてお願いしたところでございます。

その辺を今度は市民の方々に、どういうふうに

金額につきましても、１億円、概算１億

説明するのか、しっかりと説明する場所だとか、

８,０００万とかいう数字を先方からちょうだいし

そういうのも考えているのかどうか、その辺も聞

ていますが、そういった支援額イメージを持ちな

かせてください。

がら、そしてまたいろんな市の企業誘致の支援制

○商工観光部長（古川英利）今回の制度につき

度もございます。そういったのも１億円というの

ましては、あくまで議会で御承認いただいた上で、
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制度の説明も１０月にはやりたいということで考

件つきで、補助金制度をすると。今度は、本土の

えてはおりますが、この制度だけじゃなくて、甑

ほうは、ゆったり館とか、前も申し上げましたね。

島館が休館に至った経緯と、今後の雇用対策等を

例えばサービス産業、販売も含めてですけれども、

含めてですね、上甑島と、あと下甑島でもちょっ

遊湯館とか今黒字であっても、いずれ民間に譲渡

とやりたいというふうには考えているところです。

される場合には、古くなってから渡すわけですの

○委員（石野田浩） 譲渡契約を結んだ時点で、

で、そういうのが出てきます。それと宿泊施設も、

一定のその業者に補助するということ自体、もう

民間を含めて、それもしなければ甑島だけという

おかしいわけだから、やっぱり改めてするしかな

それが今度はいろいろ出てくる。耳にも入ってい

いんじゃないのと思うんだけれどもね。この補正

るんですけれども、行政がつくったサービス産業

予算を通すのは構わないですよ。だから、今すぐ

だけじゃなくて、本当の民間のところも甑島並み

さまとかいう話になってくるとおかしくなる。だ

に本土もしなければいけないんじゃないかという

から補正予算というのは、なかなか難しいなと思

ことが聞こえてくるものですから、それはどうい

うんだけれども、今さっきから説明されているよ

うお考えでしょうか。

うに、制度をそういうふうに設けたいというんだ

○商工観光部長（古川英利）民間譲渡の考え方

ったら、新年度に予算を組んでやるのが当たり前

というのは、市が持っていて、本来は民間ですべ

だと思うんですよね。ただ、老朽化が進んでいる

きだという考え方のもとで、合併後引き継いだ施

よ、あるいは、休館をする期間が延びてしまうと、

設もたくさんあります。この甑島館も指定管理と

それだけ損失を与えるということで、補正予算だ

いう形をやったんですが、なかなか経営的にうま

というふうに言えば言えるんですよ。言えるんだ

くいかないということで、収入が１億円あっても

けれども、やっぱりいろいろな契約だとか、いろ

例えば行政でやれば１億４,０００万円、毎年

んなものをねじ伏せながら、つくろってきたよう

４,０００万円の赤字が出てくるような施設なので、

な提案にしか見えない。そのように思いませんか。

民間の活力でしてもらえないかということで、譲

そう思わないんだったらおかしいよ、本当に。

渡をさせてもらいました。ほかの施設も同じ考え

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫） 委員の

方でやっているんですけれども、今後はそれを行

ほうからありましたとおり、このタイミングの時

政負担でずっとやり続けるかどうかというところ

期につきましては、我々としましては、いずれに

があって、そこは今回みたいな途中撤退の可能性

しましても、その大型工事が予定されてございま

も含めて休館ということになったわけなので、そ

すので、今後のその工事等を考えますと、閑散期

こはちゃんと分析しながら対応していかないとい

に工事をしていただくのがベターかなというふう

けないとは思っていますが、基本的には民間でし

に考えてございまして、今から冬場に向かうこの

ていただくというところで、サービス産業の部分

時期に、工事をやるのであればやっていただいて、

は考えているところです。ただ、これが行き詰ま

お客様に対する影響が、その時期が一番少ないん

ったときの対応というのを今回の御意見も踏まえ

じゃないかと。影響はあると思います。確かにそ

ながら対応していかないといけないということな

の館そのものに対する影響もあると思いますが、

んですが、あと本土との関係につきましては、人

その時期が一番閑散期にやるのがいいのではない

口の５％の島を特別扱いしているんじゃないか、

かということで、この休館の時期にしたほうがい

事業者の数も少なくて、本土も一緒にやればいい

いという考えで、それを認めているというもので

ということなんですけれども、逆に考えると、船

あります。

賃をわざわざ払って、島まで行って宿泊、ここで

○委員（川畑善照） 今、石野田委員と関連する

観光を成り立たせるというのは、条件不利地域に

んですけれども、甑島の結局、一般の民宿まで含

対する何らかのやっぱり支援策というのは、必要

めて条例をされるというのは、わかるんですけれ

ではないかという考え方で今回の提案をさせてい

ども、しかし、はっきり言って先日も申しました

ただいておりますので、この前も言ったように、

けれども、行政がこういうサービス産業を手を出

キャンセルがいきなり１４０人出てどうするとい

しているのはたくさんあるんですよ。甑島だけが

うところも、そういう頻度も話もありますので、

例えば全く個人の民間の人たちのところだけが条

特別扱い的に今しているところです。本土側でも
－11－

試算すると、物すごい大きい金額で同じルールで

そういう意味では、ここすごくひっかかりますよ。

やればということもありましたので、今回は甑島

どうですか。

に限った提案とさせていただいたところです。

○商工観光部長（古川英利）商工観光部署のも

○委員（川畑善照） 確かに離島というのは、抱

のに限って言いますと、やはり有人国境のやっぱ

えていると思います。しかも観光の目玉に、今の

り法律の関係とか、過疎の関係とか、あと離島関

市長は取り組んでいるというのもよくわかってい

係の補助金とかいうのが結構メニューがそろって

ます。ただ、本土のほうでは、民間に渡したいこ

いるところがあります。そういうのを活用しなが

いの村とか、あるいはいまだ休んでいる竜仙館と

ら、できるだけ条件不利地域の中でも持続的に住

か、鷹の巣温泉とか、それから入来のきんかんの

み続けていただくという仕組みはやっぱり必要だ

里とか、そういうのが民間譲渡で無償で渡します

と思っていまして、これは本土側でも、過疎地域

よとなったときのはわかりますよね。しかし甑島

という設定があって、特別ないろんな支援制度と

だけではなくて、甑島の場合は、例えば全く個人

かあるんですけれども、今後運賃の低廉化、今、

のところまで設備を補助制度がありますよね。例

有人国境離島で島民に限ってやらせていただいた

えば高城温泉とか、樋脇、市比野、あるいは入来

りしております。そういったことも含めて、条件

とか、そういうところの民間のサービス産業に対

は悪くても住んだり、商売を続ける部分というの

する取り組みというのも、ある程度甑島並みでは

は、ある程度の制度は必要なのかなという考え方

なくてもいいから、なければいけないんじゃない

で今いるところです。

かなという声も出ているものだから、特に今度の

○委員（落口久光） 話を変えます。雨漏りとか

この件でまた出てくると思うんですよ。ですから、

いろんなふぐあいがあるという話ですけれども、

そこのところやっぱり慎重にされるべきだと私は

具体的にどういう規模でというのは、前回もうま

思っております。

く答えていただけなかったという記憶があるんで

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫） 本土側

すけれども、レベル的にどうなんですかね。専門

の支援の部分につきましては、今回のその限度額、

家的な判断をしたときにどういうレベルとか、現

５,０００万円、あるいは１億円という限度額とは

地確認の結果であったりとか、そういうのは、今

規模が全く違いますけれども、限度額１００万円

はおありなんですか。

という、そういう小規模の部分については、本土

○商工観光部長（古川英利）甑島館を引き継い

側も対象とする制度を設けておりますので、そち

だ後から私ども施設はしょっちゅう見させていた

らのほうは御活用をいただいているところであり

だいておりました。港のほうから見ると、ガラス

ます。

張りのいわゆるカーテンウォール的なところがあ

○委員（落口久光） ちょっと気になる答弁が。

るんですが、これは以前、外の外壁の目地は埋め

先ほど離島ということで、本土と離島でプラスア

たんですが、今度はサッシ自体のサッシの中の目

ルファの船賃があったりとか、そういうことで幾

地のところから雨漏り等が生じているというふう

らかの補助が必要という考え方もあるのかなとい

に聞いたりしておりますので、多分ああいうのを

う気もしないではない中にあっても、行政として

全部かえないといけないんじゃないかと考えてい

は、特別扱いはしたらいけないと私は思うんです

ますが、そうするとかなりの多分金額になるんじ

よね。やっぱりそこは、基本的な考え方の部分で

ゃないかと。あと配管もいろいろ施設の中も見て

すよ。やるべき特別扱いという表現は違うんです

おりますけれども、特殊な配管を使ったりされて

けれども、やるべきこととしたら、イベントであ

いるので、なかなかそういったものもまとめて施

ったりとか、もうそういう環境にいろんな公園整

設自体閉じて大規模にやり直さないといけない状

備とか、そういうので、集客が望めるような環境

態ではあると思っております。前回、大体見積も

をつくってやるというんだったらわかりますよ。

りの中身の説明はさせてもらったと思うんですけ

その意味での特別扱いならわかるんだけど、今回

れども、規模的には１億５,０００万円からやっぱ

のやつの特別扱いは、本当の特別扱いじゃないで

り２億円ぐらいはかかるんじゃないかということ

すかね。ちょっと気になって。本当はこの件につ

で、以前いただいた見積もりでは、私どもも精査

いて質問するつもりはなかったんですけれども、

はしているところでございます。
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○委員（落口久光） 現地の確認のほうはどうな

地域の方々とそういう現在業をやっておられる方

んですかね、現場確認です。

に声かけをされたりという機会もこれまであって

○商工観光部長（古川英利）アイ・ビー・キャ

おりますので、そこからの中ではまだ出てきてい

ピタル社に一級建築士がいらっしゃるんです。関

ないという、そこまでは踏み切れないということ

係社員がいらっしゃるんですが、その方と一緒に

は、社のほうからは聞いております。今後、そう

私ども職員は立ち会ったり、現場の確認はさせて

いう部分があれば、できるだけ、先ほど来ありま

いただいているところです。

すように、雇用を含めて、地元の方々を雇用して、

○委員（落口久光） 今回ですか、それは、９月

経営がうまく回るように、そういうのも考えてい

７日以降の話ですかね。

るということでございますので、そういうふう話

○商工観光部長（古川英利）施設の改修、それ

があれば、ぜひ我々もつないでいきたいというふ

から休館の話、雇用の話、今年度話が出てきまし

うに思っております。

たが、今年度の頭から何度か立ち合いをさせてい

○委員（落口久光） ９月７日までは少なくとも

ただいております。

今の経営者がいらっしゃるから、おいたっが会社

○委員（落口久光） 今年度の頭からということ

をつくって入れたいという人たちは絶対いないわ

は、昨年度の末からそういう話があったわけです

けですよ。当たり前のことですよね。やっている

よね、きっとね、多分ね。となると、石野田委員

のに、のっとりとかになるわけで絶対あり得ない

が言われたような、何で最初から出さんのかとい

わけで。だから、この７日のそういう提案があっ

う話になると思うんですけれども。これも直接私

た後で、ぱっと確認しなかったのかなというのが

がお話を聞いているわけではないので、確認をし

あります。

ないといけないと強く思っているところがあるん

○商工観光部長（古川英利）９月７日以降で地

ですけれども。今、アイ・ビー・キャピタルさん

元で甑島館やりたい人の確認をとったかというこ

だけの運営での話になっていますね。ただ、別の

とについてはとっておりません。ただ、この無償

ところでは、やっぱり島側のほうでも、規模は、

譲渡の前に、前の指定管理者の撤退の話があって

私はわかっていないですけれども、島民の方が一

から、甑島で甑島館をしてもらえないかという話

緒になって、何がしかの会社的なものを設立して

は、この上甑島だけじゃなくて、下甑島あるいは

でも運営しようかという話をされている方がいる

本土側のホテルを経営されている方全てに声をか

という話も聞いているんですよ。そういう方々と

けさせていただいておりますが、やはり皆さんや

の話とかいうのは、聞かれていないのかなと。逆

りづらい、厳しいというような御回答をいただい

にいろんな契約不履行じゃないかとかいろんな話

ておるところです。島外も含めてやったんですけ

をさせてもらったんですけれども、一番いいのは、

れども、結局ある程度資本がある、余力があるア

やっぱり島民の方が中心になって、もちろんプロ

イ・ビー・キャピタル社しか手を挙げていただけ

パーの方を雇わないといけないとかいうのはある

なかったという現状であります。

と思うんですよ、専門的な業務なので。あるんで

あと、今委員おっしゃったように、会社を設立

すけれども、もっともっと地元に根づいた組織と

して、地元でやりたいよということは、私どもも

してやったほうが市にとってもいい結果になるん

聞いておりますが、赤字補填の話までは皆さんさ

じゃないかと思うんですけれども、そういう方々

れていないんです。そこについては、ある程度の

の意見集約というのはできているんですかね、協

行政の支援ももらいながらとか、何かいろんな条

議会をやられたとは言っているんですけれども。

件がついてしまっていて、それ以上進んでいなか

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫） 基本的

ったというふうに我々認識しているところです。

に甑島館、これまでも同じでありますけれども、

話ですので、私どもとしては、現時点、契約解除

運営経費、そのものに対しては、基本補助をしな

までは、今のアイ・ビー・キャピタル社がやる前

いという考えでまずあります。

提でいろんな交渉を進めさせていただいておりま

それと、今、地元に会社を設立してということ

して、アイ・ビー・キャピタル社がホテル業務の

があるという情報もあるということですが、そう

一部を地元の企業にお願いする、そういったもの

いう部分があれば、これまでも実は社のほうでは

については、間に入りながら紹介を今させていた
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だいているところではあります。

た手助けをしながら無償譲渡という最初の条件か

○委員（石野田浩） 今、指定管理から無償譲渡

ら逸脱するようなことを支援しながらやっていっ

とするときに、いろんな方々からお話を聞いて、

ていいのということよ。それがどうも、市民側か

市内のホテル業の方々も相談をしてみたけど、や

らもそうだし、議会としてもなかなか納得ができ

っぱり手がつけられないというような状態だった

ないという話。

と。それで残ったのアイ・ビー・キャピタル社だ

○副市長（永田一廣）直接的な回答にはならな

けだったという話なんだけれども、そのアイ・

いかもしれませんけれども、現行の譲渡の形でで

ビー・キャピタル社が手を挙げているわけで、早

きる支援をして継続させてもらいたいと。直営と

い話が白旗みたいなもんですよ。挙げているわけ

なった場合に、いろいろ試算してみましたら、ま

ですよ。だからそれであれば、やっぱり何らかの

たかなりの高コストになってきますので、そこら

形で、行政がやらないと、本当に甑島を生かすと

辺は、コストの関係も加味しながら考えなければ

いう市長の考えもあるし、我々もそう思っている

いけないというふうに思ってございます。

んだけど、そうであるとするならば、どんどんつ

○委員（石野田浩） よくいろんな議論をすると、

ぎ込んだり、あるいはほかのことと整合性がとれ

いろんなところに整合性がないわけよ。だから、

ないものを、それでわざわざ補正予算を組んでや

今の副市長の御意見ももっともなの。そういう中

るということよりも、もっとやっぱり行政が自分

でやっていかなきゃいけないけれども、こんな無

たちで責任をもって、ここをやっていきますとい

償譲渡する時点で、もう既にそれを継続してやり

う形にしないといけないんじゃないかと思うんだ

たいということに少しでも支援しようということ

けれども、その辺は、副市長どうですか。

でしょう。それやったら無償譲渡の最初の前提が

○副市長（永田一廣）これまでの甑島館の形態、

間違えているということでしょう。契約そのもの

運営形態については、説明のとおりでございます。

を見てもそうだし。だから今度は直営にすると、

無償譲渡という一定の方針を決めて、平成

費用がかかってどうしようもないよという話なん

２７年度６月議会に関連条例もあわせて議決をい

だけれども。直営にすると経費がかかってどうし

ただいたところでございます。

ようもないというよりも、無償譲渡を契約して、

現在もこの有効に生きている土地、あるいは公

民間に委託をして、委ねてやってもらいましょう

有財産の剰余軽減額、これに沿って我々としては

と、必要な施設だからやってもらいましょうとい

進めていきたいと考えております。これを進める

って契約を結んだ。それが途中で、いや、もうで

ために、２年間経過する中でアイ・ビー・キャピ

きませんから休館してやるしかないと。あるいは

タル社の苦悩というんですか、課題というのが、

こういう援助をしてもらえればできますよという

雇用の問題とか、施設の改修、そういったのが届

話では、おかしいんじゃないかなと思うんだけど

いてまいりましたので、現在のこの無償譲渡の形

ね。さっきから出ているように、そういうことで

態の中で、議会の御理解を得ながら、その流れの

あったらば、ほかからもどんどん出てくると思う。

中で運営を続けていく考えでございます。直営に

だから、自分たちとしてもなかなか落としどころ

戻せというような、極論すれば、そういう御意見

というか、決着のつけようがないところはあるん

だと思いますけれども、繰り返しになりますけれ

ですよ。だけれども、議論していく中で、ますま

ども、譲渡した現在の形態の中で、いかに継続し

す不信感が募ってくるというか、どうも合点がい

て甑島の振興を図れるかという視点で御相談して

かないところがたくさん出てくる。だから、原点

おります。

に返ってもらって議論し直すという話でないと、

○委員（石野田浩） それは譲渡を我々議会も認

ちょっと収拾がつかない話ですけれども。こうい

めて、そうやったという経緯はよくわかるんだよ。

う提案はどうかと思うんだけれども、委員長、も

だけれども、それは無償譲渡して、この契約書に

うちょっと我々が納得いくような調査なり、ある

もあるように、もう自分たちがちゃんとやってい

いは資料提供なりしてもらいながら、そしていろ

きますよと、１０年間間違いなくやっていきます

んな人たちに意見を聞き、参考人招致でもしても

よという契約があるわけだから、それを途中でで

らいながら結論を出していかないと、ここで今す

きないとなると、今度はそれに、行政が今度はま

ぐ可決ですよ、否決ですよじゃ話が通っていかな
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いような気がするんですよ、両方のことを考えて。

除事案になる可能性が十分あるところであります。

もちろん甑島の甑島館を残さなきゃいけないとい

仮にその契約解除の場合において、建物であれば

うのは、我々も気持ちは一緒だから、そういうこ

原状回復の更地返還、土地については、更地返還

とを考えると、どういう方法でやったほうがいい

であります。ただ、これについては、これまで先

のかというのは、すぐ、きょうここに結論を出す

ほどもありましたけれども、譲渡後に、市が改修

というのは、非常に難しいんじゃないかと思うん

をまずしているというのが一つあります。それに

ですけれども、皆さんに諮ってみてください。

対して補助金が発生しておりますので、これを返

○委員長（下園政喜） ただいま閉会中に、現地

納することがあります。

調査とかいろいろありましたけれども、これはや

それと社においては、建物に投資をしてござい

っぱり継続審査の扱いとなったときに、その後に

ますので、そこに権利関係がそれぞれ発生してい

お諮りしたいと思いますので、御了承願います。

ることにあります。仮に返還が成立したといたし

それじゃ、質疑は尽きたでいいですかね。

ましても、雨漏り等を老朽化対策で直営で行わな

［「はい」と呼ぶ者あり］

ければならないという部分も運営を続けるのであ

○委員長（下園政喜） 質問は尽きたと認めます。

れば、会社が予定していた部分の改修等の経費を

次に、委員外議員の質疑に入ります。御質疑願

見る必要が出てきます。その間、直営で指定管理

います。

を経て、最終的にこれまでありましたように、無

○議員（成川幸太郎） この前から更地返還とい

償譲渡で行き着いた経緯がございますので、公営

うことを言われて、これはきょうも、もし撤退す

で、市が直営で運営していくというのは、非常に

る場合は、更地返還だということを言われました

難しいというふうに見ております。

けれども、了解を得ていると、契約書には一言も

したがいまして、改めて、この譲渡先を探すと

出ていませんから、これについての向こうが了解

いうことを検討する必要があるということと、時

を得ている文書を取り交わしているのかどうかと

間の経過とともに、譲渡時から時間も経過してい

いうこと。

るということと、その施設につきましては、さら

それと、民間業者です。４億９,０００万円取り

に老朽化が進む部分が出てきますので、それらに

壊し費用がかかるという見積もりをされたという

ついて、それのめどが立つかというのも、まだ課

ことですけれども、この契約書でする限り、相手

題として出てくるというふうに思っております。

は壊さんと思いますよ。賃貸借契約のほうでの更

したがいまして、ほかの譲渡先を探すだとか、

地返還であって、契約書に沿えば、無償譲渡の契

あるいはそういう部分が出てきますので、非常に

約書は、無償譲渡で原状復帰となっている。本当

難しい部分が出てくるというのが一つ出てきます。

であるんだったら、今の更地返還の契約というの

それで、仮に原状回復で、市がそれを選択する場

は、別個になきゃいけない。言葉約束だったら、

合でありましても、今後については、宿泊施設以

民間業者は、契約書でしておったら、要するに借

外の用途で考えていかないといけないんじゃない

りた土地に建てた、自分で建てたものに対しては、

かということも考えられます。アイ・ビー・キャ

更地返還義務が発生するけれども、無償譲渡で原

ピタル社において、契約解除となりますと、当然、

状返還をするというものに対して壊す必要はない

二つの契約はあるものの、社としては更地返還を

ということを当然言い出すと思うんですよ。そこ

認識されておりますし、これは市としてもこの二

ら辺についての弁護士を立ててる、立ててると言

つの契約の中で契約解除ということになれば、更

われるんですけれども、弁護士は１００％じゃな

地返還というのは、双方とも、それはお互い認識

いですからね。契約でいって、それ以外の文書の

しているところであります。

取り交わしがないんだったら負けますよ。更地返

○副市長（永田一廣）委員長に御相談でござい

還しないと言い出しますよ。そこら辺はどうでし

ます。今、成川議員のほうから契約上の扱い、争

ょうか。

いになった場合の想定される御質問ですが、これ

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫） 契約書

につきましては、協議会に切りかえていただいて、

上の二つの見解があるんじゃないかということで

その中で意見とか、質疑とか、そういう形にさせ

あります。基本的に契約書上においては、契約解

ていただければと思います。委員会、本会議の中
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で仮の訴訟、裁判の件をちょっと議論するのはい

ておりますように、甑島館だけに１億円のどうの

かがなものかなと。済みません、僭越かもしれま

こうのということは、市民も許さないと思います

せんけれども、御相談でございます。

から、やはりできるならば、先ほどから出ており

○委員長（下園政喜）よろしいですか。

ます弁護士もひっくるめてでもいいですから、も

では、協議会に切りかえます。

う一回契約をし直したらどうですかね。そのこと

～～～～～～～～～～

について、ちょっとお話を。

午前１１時１７分休憩

○副市長（永田一廣）何点かございましたが、

～～～～～～～～～～

私のほうは一点だけ、最後のほうにございました、

午前１１時２４分開議

改めて当事者アイ・ビー・キャピタルさんとし、

～～～～～～～～～～

契約書を取り交わしたらどうかという点、お答え

○委員長（下園政喜）委員会に戻します。ほか

します。

にありませんか。

平成２７年のこの二つの契約については、依然

○議員（福元光一） 今まで出てきた意見の中で、

有効であると、これは認識しているとございます。

この１年間アイ・ビー・キャピタル社が代表して

いろいろ２日間にわたり、今後も出てくるでしょ

赤になったと。しかし、４年後からは黒字になる

うけれども、いろんな御懸念の点がございますの

という発言もありましたが、その決算の内容を把

で、これについては、補正予算を可決いただいた

握しておられて、そういう発言をされたと思いま

らの前提ですが、今後の予算の執行の中で確認書

すけれども、なぜ赤字だったのか。そして４年後

をとる。半年後には再開、あるいはしっかり

から黒字になるという予想を立てられているよう

１０年間運営をするとか、そこら辺はしっかり確

な感じですけれども、幾らの黒字になるのか。そ

認はとっていきたいと思っております。契約書の

して１０年間ホテル業を続けるという約束ですけ

改定とか、そういう形ではなくて、補助金執行の

れども、黒字で１０年間営業して、幾ら利益が出

中でしっかり確認をとっていきたいと思っており

るのか、書いてあるように、４億９,５００万円も

ます。

かかるんだったら、そこを業者はどういう計算を

○商工観光部長（古川英利）無償譲渡した時点

しているのかというのと、もしアイ・ビー・キャ

で、収支計画を一応御検討いただいていまして、

ピタル社が倒産とか、連絡不能になった場合は、

私ども確認しているところです。その収支計画で

どういう手続をとるのか。数年前、大村高校の契

は平成３１年で黒字化というような、今考えでい

約業者が連絡がとれなくなって、違約金もとれな

らっしゃいます。決算も直近のやつを常に確認し

い。もうそれは没になったと思いますけれども、

ながら、総資産の状況であるとか――ほかにも事

そういう例も考えて、今ちょこっと話を聞いてい

業されている部分がありますので――そういった

ると、ちょっと先のことはやってみないとわから

確認もさせていただいていて、問題ないだろうと

んようじゃいけないし、想定をして、この連絡が

いうふうに認識しているところです。

とれなくなったらどういうふうにするとか、今回、

今、平成２８年が実質２年目になったんですけ

１億円も設備投資をする。もちろん公金を使って

れども、計画では約９,０００万円の売り上げを見

するということは、それだけの責任をもってやっ

込んでいらっしゃいましたが、売り上げ自体は

ていかなきゃいけないし、今回は、休館というこ

１億円を超えております。ただ、先ほどこれまで

とで絞ってなんですけれども、先ほどの議運のと

も答弁しましたように、雇用の関係が、人の把握

きに対策監に半年後は、本土で営業をさせる自信

ができないので、島外から宿泊込みでやっぱり人

があるのかといった場合に、あるという返事をも

を入れたりということで人件費がかなり上がって

らったんですけれども、今の議論を聞いていると、

いるということで、４,２００万円というマイナス

当然じゃないけど、あるようですとか、あるんじ

に今なっているところです。アイ・ビー・キャピ

ゃないですかというような感じになってきます。

タル社のコメントでは、これは計画の範囲内だと

それでやはり許されるならば、この契約書をア

いうことと、大規模な黒字化というのは難しいか

イ・ビー・キャピタル社と当局ともう一回協議を

もしれないんだけれども、とんとんまで持ってい

して契約をし直すと、そうしないと先ほどから出

ければ何とか運営はやっていけるということは、
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自信を持って言われています。ただ、その前提と

局じゃないので、出す、出さないは言えないんで

して島民の方々が地元の人材がやっぱり運営する

すけれども、それだけやっぱり市民の関心、また

という形を持っていかないと、丸ごとホテルの運

疑問というのが広がっていて、これは変なふうに

営会社に任すとか、そういったものではなかなか

すると、本当に行政に対する不信というのが強ま

収支は厳しいというふうに言われております。

るという内容になっていると思うんですね。私は、

アイ・ビー・キャピタル社が連絡がとれない場

これはもう契約どおりにやればいいと思うんです

合はどうするのかということなんですが、私ども

よ。例えば休館ということであれば、もう民間は

としては、そこまで想定はしておりませんで、上

休館して、建物を直すんだったら直すで構わない

場企業の役員までされて、ある程度地位もある方

と思うんですよ。その後、半年間の計画で続ける

なので、そういったことはないであろうというこ

と言っているわけだから、だから続けるなら続け

とで、決算書での確認は常にやらせていただいて

ればいいわけですよね。そして続けられなかった

いますが、連絡がとれなかったときのバックアッ

契約不履行なんだから、きちっと対処してもらう

プというところまではいっておりません。

と。そういうふうにすれば、何も問題ないはずな

○議員（福元光一） 連絡がとれないのは想定し

んですよ。何で市が慌てなきゃいけないのかとい

ていないということなんですけれども、副市長は

うことなんですよ。私はそれが非常に疑問なんで

その当時、大村高校のことを思い出してもらえれ

すね。そもそも、この間の指定管理でやっていて、

ばわかるんですけれども、あれはやっぱり法務局

かなりの修繕費用がかかっているということ自体、

で会社の登記簿謄本もとらないで、やっぱり契約

あの建物が本当につくってよかったものなのかど

をしておったんですよね。それで連絡がとれなく

うかということも含めて、根本的な問題に変えて

なって、それでしまいには、こうして違約金もと

いかなきゃいけない。私は、今さら確かにそんな

れないという形になってきた。今、部長が言われ

ことを言ったらしょうがないという方もいらっし

たように会社がしっかりしているというのは、今

ゃると思うんです。ただ、私はこれからの教訓だ

現在であって、やはり会社というのは、いつでも

と思うんですね。高い授業料かもしれないけれど

変えられるわけですから経営者が変わってしまっ

も、本当に身の丈に合った施設だったのかどうか

たら、あとの経営者というのは、いや、私たちは

ということも含めて、きちっと教訓化していく必

そういうのはもう知りませんよとか、いろんな手

要があると。今後はやっぱりそういうことは、そ

がありますから、やはりそこまでやっていかない

ういう失敗がないようにしていくということが、

と今回の問題はいけないんじゃないかと思います。

今大事なことなんじゃないかと。そして今回の補

それでやっぱり委員の皆さんもいろんな意見を

助金も、大手に対して補助するわけですよ。民宿

今言われましたけれども、やはり今回の問題はも

だとか、そういったところなんかは、やはり受け

う一回仕切り直して、委員会をしたほうが、私は

入れるキャパというのは、それなりにあると思う

スムーズにというか、ある程度おたくらが考えて

し、甑島に来られる方も民宿のほうがいいという

おられる方向に行くのではないかと思っておるん

方もいらっしゃると思うんですよ。今回は、聞く

ですけれども。

ところによると１億円以上は補助金を受けられる

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫） 補助金

のは、甑島館だけですよね。そして５,０００万円

の今回の制度の中で、要領を今後定めていくとい

の補助金を受けられるのは三つしかないわけです

うことになるわけですけれども、その要領の中で

よね。ほかのたくさんある民宿というのは全然そ

は、当然補助金の返還の条項を設けることにして

ういうことはないわけですよ。これもやっぱり大

おりまして、これは今回の新制度に限らず、そう

企業と言えるかどうかわかりませんけれども、大

いう補助金の部分については、返還規定を設けて

企業を救済するという補助金になっているという

おりますので、基本的には、それでまずは対応し

ふうに思うんですよね。私は、ただ今回のやつは、

ていくというふうに考えております。

市は慌てないで、休館であれば休館ということで

○議員（井上勝博） 今回のことについては、市

きっちりと、それで受けとめて再開を待つという

民から非常に注目を浴びていて、やはり出すんで

ふうにすべきだと。再開できなければ契約不履行

すかと、私に聞いてくるわけですよ。別に私は当

というふうにすべきだと思いますけれども、いか
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がでしょうか。

間やってもらうというのは基本です。これが基本

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫） 今回の

でありまして、仮に撤退となれば、契約解除で、

制度におきましては、単独で甑島地域においては

先方がスムーズに――ちょっと仮定の話になりま

１００人規模の団体が宿泊できる施設というのは、

すけれども――ちゃんと返ってくるかどうかとい

甑島館だけでございます。そういう部分では、仮

うところもありますので、その後、撤退した後の

にそういう経営断念ということになれば、施設も

いろんな議論については、その段階じゃないとち

なくなるという可能性が十分あるということがま

ょっとお話ができないんじゃないかというふうな

ず１点あります。

ところが正直なところです。

○議員（森満

それと仮にそういうふうになれば、藺牟田瀬戸

晃） あと７年半しかないわけで

架橋完成後においてそういう団体についての宿泊

すよね。それに対して１億円ってどうなのかなと。

を受け入れ先がなくなるということで、甑島の観

そしてやはり、本当に僕は島ときっちりやっぱり

光振興を含めて、地域経済にも大きな影響を与え

協議をしていかないと、やはり下手したら島が二

るということで、今回制度設計をやりまして、今

分するような、分かれてしまうようなことに、こ

回補助をしようとしているものでありますので、

んなことについてなってしまうんじゃないかと思

そういう趣旨で今回の制度はつくっております。

います。この支援について、最後のほうにも設

○議員（井上勝博） 補助金の趣旨というのは、

備・運営について、金銭的支援の要請は行いませ

おっしゃるとおりなんですけれども、ただ先ほど

んということは、これ以外はアイ・ビー・キャピ

も明らかにされたようにこの補助金がなければ、

タルさんがまた何かの形で市に要請にしてくると

結局甑島館は撤退する可能性があるということで

も限らないわけですよね。だからそういった意味

つける補助金になっているわけですから、こんな

でも、先ほど部長が言われた、再度確約書なり、

おかしな話はないと思います。

何かされるということで、やっぱりそういった部

○議員（森満

晃） 済みません、このアイ・

分も含めて、やっぱり慎重に協議するべきじゃな

ビー・キャピタルさんからの全面改修の支援につ

いかなと私は思います。ですので、やっぱり私は

いて、書面でもいただいておりますけれども、契

委員外ですけれども、やっぱり委員として皆さん

約に基づきということで、平成３７年９月３０日

方もやっぱり実際、また地元に行って、やっぱり

までは運営を継続しますということです。という

いろんな意見を聞かれて、十二分にやっぱり私は

ことは、ここまですれば、この民間にとっては、

本当に慎重に検討していかないと、やっぱりこれ

責任は果たしたということになるかと思います。

は本土側にとっても、私たちも、これ地元に帰っ

今後の将来について、本当に本市にとっても、

て、どう弁明していいのか、どう懇願していって

甑にとってもそれだけのキャパがある施設で、重

いいのかというのは、やっぱり非常に大事な問題

要施設であるということであれば、これは更地に

じゃないかなと思っております。

するというよりは、やっぱりどうにかして残して

○議員（持原秀行） 長引いておりますので、

いかなければ、これまで先日も副市長も言われま

１点だけ確認をさせてください。

したけれども、甑の観光に力を入れてきて、とめ

この議会資料の中で、資料３、資料４が出てい

るわけにはいかないんだということをこの間も委

ます。同じ日付で理解ができない文言が二つ入っ

員会でおっしゃいました。そういった意味で、あ

ていますので、雇用対策の体制づくり等を行うた

と７年半に、まず市としてどういう方向性を持っ

めに施設を一時休館することといたします。それ

ているのか。もう解体してもいいのか。それとも、

と同じ９月７日に、雇用の確保のめどがついたこ

やっぱりこれをこのまま何とかして赤字を打って

とからということが入っているんですが、時系列

でも、もう市が直営でもやっていくんだという覚

的にいつ出されたのか、教えてください。

悟があるのか、ちょっとそういったところをお聞

○観光・スポーツ対策監（坂元安夫） ２件の

かせください。

申し出につきましては、９月７日夜に出されてお

○商工観光部長（古川英利）先ほども同じよう

ります。これについては、まずメールで出されて

な意見が委員からもございましたけれども、私ど

いるものでございます。

もとしては、まずは今の契約に基づいて、１０年

○委員長（下園政喜）もう一つは。
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○観光・スポーツ対策監（坂元安夫） 同時に

ですけれども、臨時会も視野に入れながら継続し

メールで出されているものであります。

ていただきたいと思います。

○議員（持原秀行） 今の質問にあったんですけ

○委員（川畑善照） 採決をしていただきたいと

れども、同時期に同じ時間帯にこういう相異なる

思います。やはり時間的にも本会議をずらして、

ことが出てくるということが、それは通りますか。

休会中に持っていった場合に、委員会もまた次の

通常の契約事とか、普通の話の中で、こんな相矛

委員会を本会議終了後にまたして、その後本会議

盾することがそれをすんなりとあなたたちは受け

をしなきゃなりませんので、どうしても工期がお

入れたんですか。

くれ、そして甑島にとってもマイナス面が出てき

○商工観光部長（古川英利）議員おっしゃるの

ますので、採決をしていただいて、附帯決議をつ

は当然のことだと思っておりまして、私もすぐ質

ける方法もありますので、その方法をとっていた

問をしましたら、こういうことでした。今の状態

だきたいということをお願いしたいと思います。

であれば、人材もいなくて、フルタイムはほとん

あとは採決でお願いします。

ど外からの人ですので、雇用関係を立て直したい

○委員（中島由美子） 同じく採決でお願いしま

ので休館したい、これは読みどおりです。

す。というのがやはり休館が長引いたりとかにな

もう一つは、先ほど言いましたように、一方で

って、甑島館の運営をしっかりしようと今体制を

３人の希望者が来たと、これが全員本雇いになる

整えようとしているところなので、この期間中に

かどうか見きわめないといけないんですが、そう

しっかり体制を整えるべきだと思うので、臨時会

やって、今後紹介してもらう人材についても、こ

とか何かとかおっしゃいますが、大変立て込んで

の半年間で雇用を集めながら教育をしていって、

いるところでもありますので、今回でしっかりと

トレーニングなどをやって、運営を再開したいと

採決をするべきだと思います。

いう意味ですということでした。先方から出され

○委員長（下園政喜） ただいま採決と継続審査

たので、私どもとしてこことここを直してくださ

が出ておりますけれども、ここで継続審査とする

いというのは、一切しておりませんで、もうその

かどうかの判断を仰ぎたいと思います。よろしい

ままで理解しましたということで、一応受け取り

ですか。

はさせていただいたところです。

本案を継続審査とすることに賛成する議員の起

○委員長（下園政喜）ほかにありませんか。

立を求めます。

［「なし」と呼ぶ者あり］

［賛成者起立］

○委員長（下園政喜） 質疑は尽きたと認めます。

○委員長（下園政喜）起立多数であります。

ここで休憩に入ります。

よって、本案は継続審査とすることに決定いた

再開はおおむね１０分後といたします。

しました。

～～～～～～～～～～

なお、委員長において、閉会中の継続審査の申

午前１１時４５分休憩

し出を議長にいたします。

～～～～～～～～～～
午後

０時

それでは、先ほど閉会中に現地調査を実施した

２分再開

いとの意見がありましたが、このことについて、

～～～～～～～～～～

御意見ありませんか。

○委員長（下園政喜）委員会に戻します。取り

○委員（今塩屋裕一） 現地調査ということを含

扱いをどうしますか。

めて、皆さんの意見もちょっとお聞きしたのもあ

○委員（石野田浩） 先ほどもちょっと言いまし

ったんですけれども、１０月４日が本会議終了と

たけれども、いろんなことで、まだしっかりと委

いうことで、早目にできれば行きたいなと思うん

員会としても調査をしなきゃいけないこともある

ですけれども、それの日程調整をしてもらえれば

し、参考意見を聞かなきゃいけないこともあると

と思うんですけれども。

思うので、継続にしていただいて。ただ、時間が

○委員長（下園政喜） それでは、閉会中に現地

なかなかないので、休館の日にちを余り縮めても

調査を実施することにして、そして実施日につき

いけないので、閉会中審査にしていただいて、あ

ましては、今後調整することとしたいと思います。

とはまた当局と打ち合わせをしないといけないん

あわせて、委員派遣については、委員長に一任し
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ていただきたいと思いますが、それで取り扱うこ
とで異議ありませんか。
［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。
よって、そのように決定いたしました。
──────────────
△委員会報告書の取扱い

○委員長（下園政喜） 以上で、日程の全てを終
わりましたが、委員会の報告書の取りまとめにつ
いては、委員長に一任していただくことに御異議
ありませんか。
［「異議なし」と呼ぶ者あり］

○委員長（下園政喜）異議なしと認めます。
──────────────
△閉

会

○委員長（下園政喜） 以上で、企画経済委員会
を閉会いたします。
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