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議      長  日程第６「議案第45号松田町寄ふれあい農林体験施設の指定管理者の指定に

ついて」を議題といたします。 

 町長の提案説明を求めます。 

町      長  議案第45号松田町寄ふれあい農林体験施設の指定管理者の指定について。次

のとおり、松田町寄ふれあい農林体験施設の指定管理者（地方自治法第244条

の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）として指定する。 

 １、指定管理者制度対象施設の名称等。名称、松田町寄ふれあい農林体験施

設。所在地、松田町寄字81番内。 

 ２、指定管理者の名称等。名称、株式会社ＤＡＳＩ。代表者、代表取締役 

御簾納聖子。所在地、松田町寄1490番地17。 

 ３、指定の期間。令和２年４月１日から令和５年３月31日まで（３年間）。 

 令和元年12月３日提出、松田町長 本山博幸。 

 提案理由。上記について、地方自治法第244条の２第６項の規定により議決

を得るため、提案するものでございます。 

 よろしくお願いします。 

議      長  町長の提案説明が終わりました。担当課長の細部説明を求めます。 

参事兼観光経済課長  それでは、議案第45号松田町寄ふれあい農林体験施設の指定管理者の指定に

ついて御説明申し上げます。 

 １枚おめくりいただき、参考資料１をごらんください。指定管理者申込書に

なります。団体名、株式会社ＤＡＳＩさんは、法人格を持つ会社となってござ

います。代表者は代表取締役 御簾納聖子さんです。 

 １、施設の名称につきましては、松田町寄ふれあい農林体験施設。寄七つ星

ドッグランとなります。 

 ２、添付書類につきましては、（１）の事業計画書から（７）の役員名簿を

提出していただいているところでございます。 

 １枚おめくりください。ここからの参考資料につきましては、指定管理者申

込書の中から抜粋したものになりますので、よろしくお願いいたします。最上

段、経営に関する基本方針についてでございます。ドッグランにつきましては、

①から⑧まででですね、これらのことにつきまして「つながる」をコンセプト
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とされまして事業展開を図られていく予定でございます。カフェにつきまして

は、料理の提供以外に、⑦で記載のとおりですね、地域やお客様のふれあいの

場としての提供を今後考えられていくということでございます。⑧のですね、

宿泊施設につきましては、まだ具体的でなくてですね、今後検討されていく内

容となってございますので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、１枚おめくりください。最上段、２、指定予定期間内の年度ご

との業務の実施計画書となってございます。こちらのほうにつきましてはです

ね、以前から…失礼しました。平成30年の１月からですね、今年度まで実施を

している事業にですね、新たにですね、令和２年度につきましては８月にスプ

リンクラータイムということでですね、今現在、芝生養生のためにあるスプリ

ンクラーを活用いたしましてですね、大型エリアの場に設置することによって

ですね、１日２回ほど放水をすることによって、水浴びを楽しんでもらうとい

うような、新しいアイデア等を組み込まれてございます。令和３年度につきま

しては、４月にですね、今現在の受付棟が新たに新設をされるということで、

こちらのほうにつきましてはリースで対応するということで、今現在考えられ

ているということでございます。令和４年度につきましてはですね、８月のと

ころにですね、冷暖房完備ラン設置ということでですね、今現在考えていられ

るのが、イメージといたしまして、頑丈なですね、農業用ビニールハウス的な

形の中でですね、ドッグランが開設できないかということでですね、令和２年

度、令和３年度の中でですね、研究をされていくということで、今現在、費用

につきましては提案者の案といたしましてはクラウドファンディングを活用で

きたらということで考えられているということでございます。 

 続きまして、右側の資料をごらんいただきたいと思います。３、指定管理期

間内の年度ごとの収支計画書になります。まず、令和２年度の収支計画でござ

いますが、ドッグランの入園料につきましては1,700万、内訳といたしまして

はですね、人の入園料といたしまして１万9,300人を見込まれまして、590万円。

犬につきましては１万3,500頭、580万円。それから、駐車場につきましては１

万600台、530万円となります。これらを合計いたしまして1,700万円の予算計

上されております。なお、平成30年度の実績といたしましては、ドッグラン入
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園料につきましては1,565万4,000円を実績として収入となってございます。 

 カフェにつきましては800万ということでですね、こちらのほうにつきまし

ては１人当たり1,000円を目指しまして、8,000人の方に御来店いただきたいと

いうことで、800万円となってございます。平成30年度の実績につきましては7

72万4,000円となってございます。 

 続きまして、通販につきましては60万円ということでですね、こちらのほう

につきましてはですね、森のお肉冷凍パック1,500円、それから犬のおやつ、

森のビスケット500円をですね、合わせて、これらを中心にですね、通販のほ

うを展開いたしまして、１人当たり2,000円をということで、300人を目安に初

年度はいきたいということで計上されております。 

 イベントのほうにつきましては、今後ですね、学びの教室、お楽しみ会、そ

れからジビエ料理、アロマテラピー教室などを開催し、参加料等をいただいて、

年間といたしましては36万円を稼いでいきたいということでございます。 

 宿泊費、こちらのほうの宿泊費につきましてはですね、今の既存のですね、

駐車場を活用いたしまして、キャンピングカーのみによるですね、車中泊のほ

うを実施をしていきたいということで、自主事業として考えていきたいという

ことで、１台3,000円で、初年度はですね、120台のキャンピングカーによる宿

泊を考えられまして、36万円ということで考えられているということでですね、

収入につきましては2,632万円。 

 支出のほうにつきましてはですね、人件費並びに運営費、借地料等ですね、

含めまして、同額のですね、2,632万円を予算計上されております。 

 次のページをお開きください。令和３年度の収支計画になります。こちらの

ほうにつきましてはですね、主に変わっております収入について御説明をさせ

ていただきます。ドッグラン入園料につきましてはですね、人のほうがですね、

２万3,250人、710万円。犬につきましては１万6,100頭、690万円。駐車場につ

きましては１万2,000台ということで、600万円を予算計上されましてですね、

合わせて2,000万円のドッグラン入園料を見込んでございます。カフェにつき

ましては9,000人を予定してございます。通販につきましては480人、イベント

等につきましてもですね、960人の方に来ていただく予定で予算計上されてお
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ります。キャンピングカーにつきましては160台を見込んでございます。支出

につきましては、内訳のとおりでございますので、お目通しのほうをお願いい

たします。 

 それでは、右側のページをごらんいただきたいと思います。令和４年度の収

支計画書になってございます。ドッグラン入園料2,200万。こちらのほうにつ

きましてはですね、人が２万5,500人、合計で780万円、犬につきましては１万

7,200頭で740万円、駐車場につきましては１万3,600台で680万、合わせてです

ね、2,200万円の入園料を見込んでいるところでございます。 

 カフェにつきましては1,000人、通販につきましては600人、イベント等につ

きましてもですね、両方合わせて約1,000人、宿泊につきましてはですね、こ

ちらのほうにつきましても200台ということでですね、予算計上のほうをされ

ております。支出につきましては、収入に応じた形でですね、支出についても

計上されておりまして、同額の3,430万円となってございます。 

 続きまして、次のページをお願いいたします。最上段になりますが、経営管

理体制でございます。組織につきましては記載のとおりでございますので、お

目通しのほうをお願いしたいと思います。 

 続きまして、人員の体制でございますが、こちらのほうにつきましてはです

ね、平日２人からということで、土・日・祝日に２人から４名体制で組んでい

くということでですね、そこの最下段に記載されておりますとおり、ドッグラ

ンのスタッフにつきましては７名中５名の方が、町内の方が雇用されていく予

定でございます。カフェのスタッフにつきましては、７名全員が町内の雇用と

なってございますので、町内の雇用についてですね、促進をしていただいてい

るという今、現状でございます。 

 続きまして、右側のページをごらんいただきたいと思います。５、最上段に

なりますが、周辺地域（地元）への経済効果ということでですね、まず１番の

寄をつなぐ活性化ということにつきましては、③のところにですね、書いてご

ざいますように、地域を巻き込んだイベントを考案し、誰もが楽しめる場所と

するということでですね、今考えられているのが星空観察会、それからマルシ

ェのグレードアップ、また都会の方を対象としたですね、川遊び体験会などを
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今後つくっていきたいということでございます。 

 続いて、２、寄と松田の架け橋にということでですね、①に書いてございま

すように、ハーブ館や町商工会、飲食店等とですね、連携してですね、ドッグ

ランとの連携することによって、町の流れをつくっていきたいということで、

まず初めにですね、犬についての理解を深めていただかなければならないとい

うことでですね、これらの方々を対象にですね、説明会のほうを開催しながら

スタートしていきたいという意向でございます。 

 ３番の経済効果につきましては、③に記載しておりますように、カフェの食

材、特産品の素材などを地域農家や狩猟者から買い取り、今後ですね、経済を

回していく一つの起点としていきたいということで、現在考えられていまして、

実際にカフェのですね、食材等については地元のものを使っていただいている

ところでございます。 

 それではですね、１枚おめくりいただきたい。続きまして、参考資料２にな

ります。こちらのほうにつきましてはですね、私から指定管理者、候補者の選

定依頼になってございます。こちらのほうのですね、③応募方法につきまして

はですね、公募以外ということでですね、公募以外で今回募集をさせていただ

きました理由につきましてはですね、現の指定管理者がですね、地元の事業者

であり、同施設の運用実績やノウハウを有し、引き続き効率的かつ地域と密着

した管理運営や事業効果が期待できると見込まれていること。また、寄地区を

創設する取り組みとしてスタートしたＹＨＶ事業において、活性化の拠点であ

る同施設を運営するために努力を重ね、成長を続けていることをですね、勘案

いたしまして、今回公募以外ということで募集のほうをさせていただいており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 次のページをお開きください。参考資料３になります。こちらのほうはです

ね、指定管理者選定委員会委員長からの選定結果報告になります。今回の選定

結果につきましてはですね、３のところに書いてございますように、選定委員

会の附帯条件といたしましてですね、①といたしまして自治会や地元団体を窓

口にした地域との連携強化を進めること。②につきましては、公共施設として

の公平性、安全性の確保についてでございます。 
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 次のページをお願いいたします。③カフェの収入増についてということと、

④で地元を初めとした県内外へのＰＲをですね、今後も進めていただいて、集

客を図っていただくということを附帯条件としてございます。 

 続きまして、右側のページをごらんください。参考資料４になります。こち

らのほうにつきましてはですね、今回継続してお願いする指定管理者区域にな

ります。ごらんいただいた図面のですね、左の下のですね、体験施設というこ

とで、工房体験施設につきましてはですね、こちらのほうは指定管理をしない

でですね、継続して町が利用の許可を出すということになってございますので、

こちらのほうを除いた区域のですね、総面積約１万1,000平米がですね、今回

の指定管理区域となりますので、よろしくお願いいたします。 

 説明につきましては以上です。よろしくお願いいたします。 

議      長  担当課長の細部説明が終わりました。それでは、これより質疑に入ります。 

６ 番 井  上  寄ふれあい農林体験施設、これがですね、２回目の指定管理の指定に当たる

かというふうに思いますが、１点ですね、この２回目の収支計画の中から、た

しか１回目のときにはですね、やはりドッグランとカフェということで、入園

料を上げていただき、やはり地元の活性化につなげるという方向性のもとです

ね、こういった事業がスタートしたというふうに思っています。その中で、今

回のですね、令和２年度、３年度、４年度の収支計画を見ますとですね、そう

いった方向性としてはドッグランのほうの入園料の増加、カフェの…カフェと

か通販のほうの増加ということで、収支としてはですね、プラスになってると

いう方向性としては理解できましたが、その中でですね、借地料は130…令和

２年度から３年度、４年度まで130万円という金額の借地料です。実際にです

ね、自立をするドッグラン等を含めた寄ふれあい農林体験施設としては、やは

りそこで町が負担する借地料と、ふれあい農林体験施設の指定管理のですね、

借地料とがどうなっていくのかというのが、やはり町民のほうの一般財源を伴

う支出に対しての確認をしたいところでもございます。 

 そこで、収入のほうのですね、入園料とかカフェ、通販のほうというのは、

令和２年度から４年度に向けてですね、増加をしています。また、それに伴っ

てですね、積立金もですね、80万円から160万、150万ということで、そこでは
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堅調な伸びを示しています。が、借地料はですね、そのまま130万円の据え置

きということです。その辺の借地料に対するですね、方向性の説明と、積立金

等に対する指定管理施設としてのですね、収益の捉え方をですね、説明をお願

いをしたいと思います。 

参事兼観光経済課長  まず初めにですね、町全体のですね、借地料につきましては、町が地主さん

にお支払いしている金額が261万円になってございます。そのうちですね、今

回の指定管理者募集に当たってはですね、その半分の130万5,000円、こちら

のほうにつきましては指定管理者のほうのですね、収支が、すいません、万

円どめになっておりますので、5,000円がゼロになってございますが、130万

5,000円を町に入れてもらって、それを地主さんにお支払いするということで

ですね、ここの件につきましてはですね、指定管理者をですね、今回募集す

るに当たってですね、町のほうの条件として令和２年度、３年度、４年度の

ですね、借地料は２分の１に当たる130万5,000円をですね、お支払いくださ

いというような形のですね、指定管理者募集をさせていただきましたので、

今回はこの130万5,000円がですね、３年間継続をしているということでなっ

てございますので、よろしくお願いいたします。 

 予備費につきましてはですね、こちらのほうにつきましてはですね、今、毎

年ですね、80万円、先ほど御質問のありましたとおりですね、積立金につきま

しては80万円と、その後、増加をしているということになってございますが、

こちらのほうにつきましては、この積立金というのはですね、やはり今後です

ね、どうしても天気に左右されるような事業になってございますので、ある程

度やはりこういうところでですね、積み立てをして、とっておくことによって

ですね、安定的な経営をしていただくということでございますので、この辺に

つきましてはですね、指定管理者募集に当たってもですね、やはり安定的な経

営というところが一番大事な部分になってございますので、これを鑑みまして

ですね、町のほうといたしましても基本的にはですね、施設整備も大変重要な

ことになりますので、それらのですね、両方、公平な形でですね、今後進めて

いただきたいということで、今回はこういうような形のですね、収支書につい

てですね、町のほうについてもですね、この方向性について理解を示したとこ



 27 

ろでございます。以上です。 

６ 番 井  上  ありがとうございました。募集要項というのを示されておりませんけれども、

その中でふれあい農林体験施設全体の借地料の２分の１をということの理解は

できました。ぜひですね、こういった収入のほうをですね、上げていっていた

だいて、収支…稼いでいただくという方向性でですね、進めていただきたいと

思いますが、ここで２回目のですね、指定管理に当たるということで、この令

和５年以降のですね、この３年間以降のですね、町のほうの考え方というのを、

そこでですね、残りの借地料については今後どういうふうに考えていくかとい

うことをお示し願いたいと思います。 

参事兼観光経済課長  今後のその後ということになりますので、大変経済状況等がどのような形か

わかりませんが、今現在、私が考えている考え方で御説明をさせていただき

ますと、やはり今後ですね、借地料につきましてはですね、できましたらそ

の３年間の収支にもよりますが、やはり当初の目的どおり４分の３とかです

ね、最終的にはですね、全額負担にという形でですね、令和６年度以降は進

めていただきたいと考えておりますが、やはりそのためにはですね、今後、

ここの３年間をですね、しっかりやっていただかなければなりませんので、

この３年間の収支状況、それとかですね、経営状況を踏まえながらですね、

また今後指定管理者を募集するときに当たってですね、その点については借

地料等についてはですね、十分検討していただいてですね、その数字を出し

ていただきたいと思いますが、町の考えといたしましては極力指定管理者の

方にですね、借地料のほうをですね、負担していただけるようなですね、収

入増を上げていただくことを期待しているところでございます。以上です。 

６ 番 井  上  ありがとうございました。もちろんですね、この指定管理自体の収益の安定

性というのがですね、そこが損なわれてしまうと借地料を納めていただくこと

自体もですね、損なわれると思います。今後ですね、令和６年度以降というこ

とで、今の方向性としては理解できましたので、ぜひ町としてもですね、バッ

クアップをしていただき、寄ふれあい農林体験施設のですね、借地料負担をぜ

ひですね、頑張っていただくよう交渉をしていただければというふうに思いま

す。 
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議      長  ほかにございませんか。 

５ 番 田  代  この指定管理者の指定については、初めてのときにかなりいろんな議論をし

た中で、難しいけど、とにかく地元の活性化のためにというふうな議論をして

スタートした記憶があります。そのときはどうなるだろうかなって感じはあっ

たんですけれども、今までのこの数字を見させていただいて、すごいすばらし

い伸びであるというふうに感じております。町当局を初め、また受託団体、と

もに協議しながら、いい形で進んできたのかなというふうに感じています。 

 このドッグランについては、もとは平成の初めに動物村から始まっています。

ドッグランに方向を変えるまでは、かなり一般財の持ち出しが多かったと思い

ます。そのような中で、こういった形の中でいい方向に向いているというのは、

寄地区の活性化も含めた中で、すごい意味があることだと思います。 

 そこで質問させていただきます。前者の借地料の支出を中心に質問だったん

ですけど、私は収入のほうを中心に質問させていただきます。初めに、ちょっ

と聞き違いがあるといけないので確認です。平成30年の実績で、ドッグランの

入園料が1,100万というふうに伺ったんですけど、その数字でよろしいかどう

かということです。 

参事兼観光経済課長  よろしいでしょうか。すいません。私の発音がいけなかった。申しわけござ

いません。1,565万4,000円です。 

５ 番 田  代  ありがとうございます。そうですね、一度、４日の全協の資料ですね、その

裏に詳細出ているんですけれども。収入についてはね、非常に理解させていた

だいて、このときにドッグランの入園料が1,700万ですか。それが今回の令和

４年では2,200万と。あと、それ以外のカフェだ、通販、イベント、宿泊の収

入を入れて、3,430万ですか。すごい、いい伸びをされているのかなというふ

うに感じております。 

 要は、ここでお伺いしたかったのが、前者の方が売り上げを確保というふう

な話だったんですけど、具体的にね、これの入園料、ドッグランの入園料と、

あと駐車料金ですか、これらも含めて、やはり来たお客さんですよね。来たお

客さんの入園者の方が多くなって比例して売り上げが伸びるって考えだと思う

んですけれども、この要するにふえる、人をふやすための一番の策。特に入園
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料で言うと1,700万から2,200万、30年の決算で言うと1,500万でしたっけ、両

方で。駐車場と。そうですね、両方で1,500万から、令和２年は1,700万。少し

ずつ確実に上げて、最終的に2,200万まで見てるんですけども、この展開、ど

ういうふうにした形でお客さんをふやしていくかと。それについてひとつ説明

をお願いしたいと思います。 

参事兼観光経済課長  まず１点目がですね、こちらのほうのですね、当初の指定管理を受注された

ときがですね、の会員数がですね、4,143名でした。それがですね、そこがこ

としの11月20日現在でですね、１万1,111名の方が合計で今、会員になってい

られるということでですね、約7,000名の方のですね、会員がふえていただい

たというのが一つですね、こちらのほうの伸びにつながっているのかなとい

うところで、判断しているところでございます。 

 ただいまのですね、御質問のですね、今後の展開につきましてはですね、ど

のように考えていくのかということでございますが、この伸びに対してのです

ね、事業について、どのような形で考えていくのかということでございますが、

先ほどですね、御説明させていただいた中でもですね、資料の中のですね、今

後のイベントということでですね、御説明させていただいた中でですね、すい

ません、資料のページがなくて申しわけないんですが、表紙からですね、３枚

目の裏になります。よろしいでしょうか。その中でですね、やはりですね、ド

ッグラン単体のですね、事業といたしまして、各種事業、今後も実施をさせて

いただくんですが、やはりですね、そこのドッグランだけではやはりいろいろ

な方をですね、来ていただくためということになりますと、ワンちゃんのかわ

いがられている方というようなことで、限られてしまいますので、やはりです

ね、今後も展開していくためには、そこの中でも記載してございますように、

カフェのですね、やはり利用というのが大きくなってこようかと思います。カ

フェにつきましてもですね、今後ですね、音楽会、映画会、それから料理ので

すね、いろいろなジビエ料理等もですね、含めた中のですね、体験教室等をで

すね、実施をしていきながら、集客を図っていくということでですね、やはり

ただ３年後にですね、やはり一番大きいのはですね、やはり冷暖房完備のです

ね、ドッグランの施設ができるかというところですね、こちらのほうができれ
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ばというような形をとるということでですね、今現在の収支を立ててございま

すので、やはりこれらのですね、新たな事業展開をしていくことでですね、雨

の日でもですね、ドッグランの活用していくことによってですね、また違った

意味でですね、平日の集客等を図りながらですね、ふだん、雨だと、土・日雨

だと来られないような方々もですね、平日来ていただくようなやはり体制をと

っていくことによってですね、やはり平日の集客をふやしていくことが一番大

事になってくるかと思いますので、やはり平日を含めたですね、ドッグランの

活用ということで、やはり一番先ほど御説明させていただいたとおり、やはり

雨天対応ということのこの施設が一番大きなかぎになってくるというふうに今、

判断しているところでございます。以上です。 

５ 番 田  代  丁寧な回答、ありがとうございます。私、今、石井参事から回答いただく前

に、自分でこれ、前からイメージしていたんですけれども、今回スプリンクラ

ータイム導入とか、令和３年で日陰休憩スペースの増設とか、令和４年、頑固

なビニールハウスをイメージして、そんなお金はかけないで、ここで言う冷房

ですよね。夏の冷房完備したランの設置とかね、この辺がひとつポイントがあ

るのかなというふうに感じていました。夏場というと、やはりどうしても条件

が厳しいので、お客さんが減るときなのかなって。そういうときにこういうこ

とは非常にすばらしいのかなと私は個人的に感じました。 

 この辺の施設の関係なんですけども、指定管理者で借地料を払って、いろん

な経費をやる中で整備したらなかなか大変だと思うんですけども、施設保全と

か拡充費で100万から支出で120万、140万かな。ドッグランのほうは見ている

んですけど、この辺のそういった夏のメーンのこういう改修に伴う、新設に伴

う費用でよろしいかね。その辺についてお聞かせください。 

参事兼観光経済課長  ただいまの御質問のですね、施設…予算の組み立ての仕方なんですが、こち

らのですね、令和２年度、令和３年度のですね、日陰等の設置等につきまし

てはですね、資料で見ますとですね、支出のほうの項目の下からですね、７

行目のですね、施設保全・拡充費を活用しての施設整備になります。先ほど

御説明させていただいたように、令和４年度のですね、冷暖房完備のラン設

置につきましては、できましたらこの経費とあわせてですね、クラウドファ
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ンディングによってですね、各、先ほど御説明しました１万1,000人の会員の

方にですね、お願いをしていきながら、こちらのほうについてはですね、収

入を図っていきたいということでございました。以上です。 

５ 番 田  代  最後の質問に移させていただきます。先ほど入園者が当初4,143人…（「会員

数」の声あり）会員数、ごめんなさい。が、今現在１万1,111会員ということ

で、これもやはり2.5倍ぐらいですか。すごい経営努力だなというふうに感じ

ます。一番大事なことが、会員数をふやす。と同時に、分母をふやすというこ

とが大事だと思うんですけど、その後、そのリピーターの回転率ですか、何回

来ていただく。それがやっぱりすごいこの売り上げ確保に当たると思うんです

けども、今現在その辺の数字は、どうなんでしょうかね。回転率というか。そ

の辺、もし持っていられたら教えていただきたいんですけども。よろしくお願

いします。 

参事兼観光経済課長  今現在ですね、特に各市町村別の内訳等はございますが、回転率については、

すいません、特に今のところいただいておりません。以上です。 

５ 番 田  代  特に先ほどお話ししたように、この入園者数、これがすごいキーマンになる

と思いますので、今、１万1,111名、これをやはり売り上げに少しは比例する

ような形で、もうちょっと頑張ってふやしていただきたいなと。それとあわせ

て、この１万1,111名、これが会員が例えば１万2,000人になったときに、その

方の回転率、リピーター率って何回来ていただけるかと。その辺も踏まえて、

ぜひ指定管理者の団体と観光経済課と連携して、いい形でこの目標の数字が達

成できるように頑張っていただきたいと思います。後半は要望です。よろしく

お願いします。 

議      長  ほかにございますか。 

１２番 大  舘  いろいろ質問出ましたけど、指定管理者、指定を受けた人だけの努力じゃな

くて、だけじゃなくてね、いろいろ施設整備とかも考えていられるようですけ

ども。夏場これから冬を終わって春になると例のヤマビル対策について、いろ

いろ当事者もトラップを考案したりとかいう努力をされているようですけれど

も、どんなにきれいな設備、施設をつくってみても、あれがいたんでは、もう

本当にどうにもならない。都会の人が一回あのヒルに血を吸われて、もう二度
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と来ないというような事例もいっぱいあるわけですから、その辺、すぐ脇が用

水路を挟んで山ですよね。その山にもうシカとかイノシシ、常時すんでいます

から、その辺の手当てをね、きちっとしていかないと、人員をふやす障害にな

ると思うんですけども、その辺、今後どのように考えていかれるのか。ドッグ

ランだけじゃなくてね、寄地域全体をお客さんをふやしていくためには必要な

ことだと思うんですけども、その辺はどのように考えていられますか。 

参事兼観光経済課長  これはドッグランという枠にとらわれず、大変寄地区全体ということでお答

えをさせていただきたいと思います。まず、観光客の方ということにちょっ

と限定をさせていただきますと、やはりですね、観光客の方が来られるハイ

キングコース等のやはり消毒等がやはり…失礼いたしました。駆除等がです

ね、やはり一番最初に必要なことかなと観光経済課としては考えております

ので、今年度につきましてもですね、草刈り等とあわせてですね、地域ので

すね、草刈り等を受託している団体の方にお願いをいたしましてですね、ヤ

マビルにききますですね、リンゴ酢というのをですね、今回ですね、散布を

させていただきました。ただですね、今回初めてですね、やらせていただい

たところ、いろんなですね、団体からですね、やはり駆除の薬が足りないよ

とか、やっぱり濃さ等があるので、いろいろな点をですね、要望等をいただ

いておりますので、ぜひですね、それは来年度予算にですね、生かしていき

ながらですね、少しでもハイキングコースがですね、皆さんにとって利活用

しやすいような形にしていきたいというふうに考えております。 

 それから、ドッグランのほうにつきましてもですね、いろいろ日陰等をなく

すためにですね、周りの木を切っていただいたりですね、いろいろ努力はして

いただいているんですが、そのトラップ等もちょっと我々もいろいろ大変あり

がたいと思っているんですけど、まだちょっとまだ作成までには至ってないと

いうような、構想とかいろいろ考え方はそろっていられるようなんですが、ま

だ実際にその現物というところまでは至ってないというふうにお伺いをしてい

るところでございますので、ぜひですね、そのような機械ができましたら、私

が知っている限りでは多分日本初の機械になろうかと思いますので、ぜひです

ね、その機械をですね、いろいろなところにですね、ぜひ投入をできればなと
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いうふうに考えておりますが、まだこればっかりはちょっとですね、民間の方

のいろいろなお考え等があってですね、いい、すばらしいものができると期待

をしているところでというところで、今とまっているのが現状でございます。

以上です。 

１２番 大  舘  期待しているのはわかるんですけれども、やっぱり行政も積極的にそれをど

ういうものかとか、研究もしながらですね、一緒に考えていく必要があると思

うんですよ。よりいいものを考案するために。ちょっと話を聞いただけですか

ら、余り具体的にはわからないんですけど。かなり有望というか、そんな気は

します。何かシカだとかイノシシの血液を入れて、缶詰の缶を横から穴をあけ

て、そこから入り込んで、出られないように、何とかするという。そして成果

を上げているようですよ。かなりね。そういうのも一つの例として、もうより

進んだものにしていけばいいのかなと思います。 

 それとですね、ドッグランだけで集客を考えても、限界があると思うんです

よ。やっぱり寄地域全体で指定管理を受けているのは自然休養村の管理センタ

ーね、それでテニスコートとかグラウンドとか、あるわけじゃないですか。そ

ういう人たちとの連携をですね、もう少し密にして集客をしていかないと、限

界あると思います。ドッグランだけで回っていくような問題じゃないのでね。

その辺も連携を密にして、寄全体の…寄、寄って、余りおかしいですけども、

松田町の流入人口というのかな、そういうのをふやしていく方策というのを、

当然松田山の西平とかも最明寺公園とかいっぱいあるわけですから、それらも

含めて、町域全体で連携してですね、お客さんに来てもらうような対策をする

必要があるのかなと思いますけれども。その辺でどのような、具体的にこうし

ますとかというんじゃなくて、抽象的でもいいですから、町の考え方としてど

うかなと思うんですけど、どうでしょう。 

参事兼観光経済課長  まず第１点目は、ちょっと指定管理者選考の点から１点御説明をさせてくだ

さい。ここの点につきましてはですね、指定管理者選定委員会の中でもです

ね、やはり地元地域の各団体等のですね、やはりこれからの関係、協力をで

すね、強化していくようにということのですね、附帯条件をつけさせていた

だきました。やはりそれはやはりここやはり29からですね、今年度まで頑張
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っていただいているんですけど、やはりですね、いろんな地域のですね、今

お話のありましたみやまの里さんと、または養魚組合さんとですね、なかな

かふだんのつき合いは当然されておりますが、もっとですね、より事業とし

て連携した部分がですね、ちょっとまだ見えてないなということもございま

したので、今回このような附帯条件をつけさせていただきましてですね、今

後その点ですね、強化を努めていただきましてですね、今実施されています、

今後来年度実施されています各種お祭りにもですね、協力をしていただくよ

うな形でですね、今現在、お願いをしていますところ、こちらのほうのＤＡ

ＳＩさんのほうもですね、いろんな寄地区で開催されるお祭り等にですね、

協力ということでですね、また組織・団体の中にもですね、加盟をしていた

だいているようなところもございますので、その点の中でですね、今後協力

体制が強化できていければというふうに考えておるところです。 

 続きまして、ただいま御質問のありましたですね、要するに町としての考え

る連携強化ということになりますと、今現在ですね、寄地区につきましては寄

地区運営…失礼いたしました。寄地区自然休養村運営協議会という一つの団体

等がございまして、そこにですね、いろんな各種団体の方がですね、実際に入

られておりますが、やはりなかなかですね、御存じのとおりですね、なかなか

今現在ですね、活動の活発化が図れてないというところもございますので、や

はりですね、その辺のですね、やはり寄自然休養村を今後どうしていくのかと

いうやはり一つの組織の中でですね、しっかりとした話し合いとですね、各種

団体もですね、なかなか代表者を決めるのを苦慮されているような状況も続い

ているとお伺いしておりますので、やはりですね、各組織の立て直しとですね、

そこを占める、一番固めていかなければならない寄自然休養村運営協会のです

ね、組織等についてもですね、やはりここのところをですね、しっかり町も協

力しながらですね、そこの組織のですね、組み立てをしっかりやり直していか

なければいけないかなというのを一番実感しているところでございます。以上

です。 

１２番 大  舘  何か本題から大分ずれていっちゃう話なんで、もうこれで終わりにしたいと

思いますけれども。やっぱり行政も積極的に、じゃあドッグランをね、いかに、
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田代議員が先ほど質問された入り込み客をふやしていくかという、それにつな

がるような方策を積極的に取り組んでいただければありがたいと思います。以

上。 

議      長  ほかにございますか。 

１ 番 唐  澤  こちらのドッグランは、結構遠方の方とか車を御利用されて来られる方がほ

とんどだと思うんですけれども、人をふやすことは幾らでも可能だと思います

が、とめられる車は台数が決まっていると思うんですね。やはり普通のカフェ

と違って、ワンちゃんが一緒なので、回転率とかも少しスピードが落ちるとな

ると、駐車場代金を上げるだけではいろいろ採算が合わなくなってくると感じ

ます。それに対して、駐車場の、例えば増設だったりとか、大型バスに乗って

たくさんの人が来るイベントを含むとか、いろんな策をもっと考える必要があ

ると思うんですけど、そのあたりは町のほうでも検討して、こちらの収支の計

画を許可されているのでしょうか。 

参事兼観光経済課長  こちらのほうの収支につきましてはですね、こちらの指定管理者というのは

ですね、指定管理者の考え方に基づいて収支をつくっていただきます。その

収支の内容を当然町のほうも観光経済課を窓口にしてですね、内容確認をさ

せていただきますが、基本的には指定管理者さんの考えられる収支というこ

とになってございます。当然、事業計画についても同様でございます。 

ただいまのですね、御質問いただきましたですね、駐車場につきましては、

今現在ですね、フルにとめて53台となってございます。その53台の駐車場でで

すね、賄い切れない場合は、やはりですね、隣にありますですね、養魚組合さ

んのですね、駐車場をですね、お借りするなどしてですね、今現在対応のほう

をしてございます。今現在ですね、一つの案として、大型バスということにな

りますと、やはり犬の、小さいワンちゃんでしたらそういうツアーも十分可能

だと思いますので、その辺についてはですね、やはり指定管理者さんのほうと

ですね、そういういろいろな一つの提案としてですね、町のほうから投げかけ

させていただきながらですね、よりよい方法をですね、考えていっていただけ

ればということで、一つの提案ということでですね、承りさせていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。 
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議      長  ほかにございますか。 

４ 番 平  野  先ほど説明のほうでもこれの⑧番の一番下の古民家や空き家を活用し、愛犬

と一緒に泊まれる宿泊施設、これに関してはまだ具体的じゃないんだと、今後

検討だということで、それはわかったんですが、これは例の農泊とかは、これ

は違うことなんですかね。そこは区別して考えることですか。 

参事兼観光経済課長  まだですね、こちらのＤＡＳＩさんのですね、お考えとしては、農泊までは

いかなくてですね、あくまでもまずスタートとしましてはですね、地域の方

との交流を深めながら、家の中に、空き家に犬を入れていいかというところ

をですね、まずそこからですね、進めていきたいということでですね、まず

はそこの理解がやはり一番ということになっておりますので、まずはそこの

点を今後進めていきたいというところでなってございます。以上です。 

４ 番 平  野  はい、わかりました。 

議      長  この辺で質疑を打ち切りたいと思いますが、御異議ございませんか。 

           （「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。質疑を打ち切ります。 

 討論に入ります。 

            （「省略」の声あり ） 

 ないようですので、討論を打ち切って御異議ございませんか。 

           （「異議なし」の声多数 ） 

 異議なしと認めます。討論を打ち切り、採決を行います。議案第45号松田町

寄ふれあい農林体験施設の指定管理者の指定について、原案のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩とします。３時10分より再開いたしますので。   （14時57分） 


