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第１０回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年６月１２日（火） 

    開 会     午前 １１時１５分  

    閉 会     午後  ３時４５分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正について 

  ②清里町手数料徴収条例の一部改正について 

  ③平成２４年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ④まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金認定状況について 

 ●保健福祉課 

  ①平成２４年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

  ②平成２３年度「介護老人保健施設きよさと」の運営状況について 

 ●建設課 

  ①平成２４年度一般会計補正予算（建設課所管分）について 

 ●産業課 

  ①平成２４年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ②パパスランド改修事業スケジュールについて 

  ③清里町店舗改修事業補助の概要（案）について 

  ④農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業並びに店舗出店等支援交付金事業

の認定事業者実施状況について 

  ⑤各温泉施設・山小屋の利用実績について 

  ⑥その他の農業関連事業の実績について 

  ⑦パパスランドの暖房給湯ボイラーの改修について 

  ⑧平成２３年度清里焼酎販売実績及び決算について 

  ⑨清里焼酎の販売促進活動について 

２．意見書の検討について 

 ①けいれん性発生障害（ＳＤ）の研究・治療等の推進を求める意見書（案） 

 ②北海道地域最低賃金の大幅な改善を求める意見書（案） 

３．道外所管事務調査について 

４．次回委員会の開催について 

５．その他 
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○出席委員（７名） 

    委員長  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■町民課長       澤本 正弘    ■町民生活Ｇ総括主査  清水 英勝 

 ■町民生活Ｇ主査    阿部 真也    ■町民生活Ｇ主査    小泉めぐみ 

 ■保健福祉課長     薗部  充    ■福祉介護Ｇ総括主査  進藤 和久 

 ■建設課長       古谷 一夫    ■建設管理Ｇ総括主査  清田 憲宏 

 ■産業課長       斉藤 敏美    ■農業Ｇ総括主査    武山 雄一 

 ■商工観光・林政Ｇ総括主査 野呂田成人    ■商工観光・林政Ｇ主査 樫村 亨子 

 ■焼酎Ｇ主幹      松浦  聡 

 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  柏木 繁延 

 

 

●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第１０回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 町民課から町からの協議・報告事項と言うことで、①から随時説明お願いします。 

 

○町民課長 

 それでは、町民課から４件の協議・報告事項について、ご説明いたします。 

 １点目、２点目の条例の一部改正につきましては、住民基本台帳の一部を改正する法律と、出

入国管理及び難民認定法等の一部改正に基づき、清里町印鑑登録及び証明に関する条例並びに清

里町手数料徴収条例の一部を改正するものであります。 

 一部改正の概要につきましては、３ページの改正条例要旨のとおり、住民基本台帳法の一部改
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正及び外国人登録法の廃止に伴い、外国人住民を住民基本台帳法の適用対象に加えるものであり

ます。 

 ３点目の町民課所管一般会計補正予算につきましては、各事業を実施するために必要な経費を

計上しておりますので、後ほど担当よりご説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。   

 ４点目の、まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金の認定状況につきまして

は、５月２１日にまちづくり運動推進協議会において、申請者のヒアリングを行い、事業及び補

助交付率を認定いたしましたのでご報告いたします。 

 それでは、各案件の詳細につきまして、各担当者よりご説明いたしますので、よろしくお願い

いたします。 

 

○町民課主査 

 それでは、清里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例及び清里町手数料徴収

条例の一部改正についてご説明させていたただきます。 

 平成２１年７月１５日に住民基本台帳法の一部を改正する法律と、出入国管理及び難民認定法

及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部

改正する等の法律（入国管理法）が成立したことに伴い、本年７月９日に施行され、外国人住民

も住民基本台帳法の適用対象になりますので、その結果、外国人住民についても日本人同様に住

民票が作成されることになります。本改正により、住民基本台帳法と外国人登録法の２つの別々

の制度で把握していた外国人と日本人の複数国籍世帯についても、正確な世帯構成を把握するこ

とが可能になりますので、住民基本台帳は住民に関する事務の基礎となるものですので転入届な

どにより、国民健康保険等各種行政サービスとの一本化が図られ、外国人住民にとって利便性が

増すことになります。今回、上程させていただくのは、先ほどの法律の施行により外国人登録原

票が廃止され、住民基本台帳に一本化されるのに伴い、資料４ページから７ページのとおり、清

里町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正するものでございます。 

 それでは、資料の説明をさせていただきます。お手元の資料の４ページをお開きください。第

２条第１項中「次の各号の一に該当する」を「印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本

台帳法（昭和４２年法律第８１号）に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている」に改め、

同項各号を削ります。第３条第２項第１号中「又は外国人登録原票」及び「又は登録」を削り、

「（外国人住民（住民基本台帳法第３０条の４５に規定する外国人住民をいう。以下同じ。）に

あつては、住民基本台帳に記録されている通称（以下「通称」という。）、通称の一部若しくは

通称の一部を組み合わせたもの又は住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名による表記

（以下「片仮名表記」という。）、片仮名表記の一部若しくは片仮名表記の一部を組み合わせた

もので表しているものを除く。）」を加え、同条第２項第２号中「職業、資格その他氏名」の次

に「又は通称」を加えます。続きまして５ページをお開きください。第６条第３号中「氏名」の

次に「（外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む。）」を加えます。第１１条中「又

は外国人登録法」を削ります。第１２条第５号中「氏又は名」の次に「（外国人住民にあっては、

通称又は片仮名表記を含む。）」を加え、同条中第６号を第７号とし、第５号の次に第６号とし

て、「外国人住民にあつては、住民基本台帳法第３０条の４５の表の上欄に掲げる者に該当しな

いこととなつたとき（日本の国籍を取得した場合を除く。）」を加えます。続きまして７ページ

をお開きください。第１４条第１号中「氏名」の次に「（外国人住民にあつては、通称又は片仮
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名表記を含む）」を加えるものでございます。附則につきましては、施行期日、経過措置を定め

るものでございます。以上で説明を終わります。 

 続きまして、②の清里町手数料条例の一部を改正する条例について、合わせてご説明させてい

ただきます。先ほど印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例で説明しましたが、住

民基本台帳法の一部を改正する法律と、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基

づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部改正する等の法律（入国管理

法）の施行に伴い、外国人住民についても日本人同様に住民票が作成されることになり、それに

伴い、外国人住民を管理していた外国人登録原票は廃止されます。今回、上程させていただくの

は先ほどの法律の施行に伴い、外国人登録原票が廃止されるため、手数料条例の別表の「外国人

登録原票記載事項証明書、外国人登録原票」の項目を削除させていただくものでございます。 

 それでは資料の８ページをお開きください。別表中、外国人登録原票記載事項証明書、外国人

登録原票の写しに関する第３２項を削り、次項の第３３項から次ページの第３７項までを１項ず

つ繰り上げ、第３２項から第３６項に改めるものでございます。附則につきましては、施行期日

を定めるものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ①と②の説明でございました。何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無いようですので次に進みます。次に③お願いします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは、平成２４年度一般会計補正予算（町民課所管分）についてご説明いたします。 

 １０ページをご覧ください。総務費・総務管理費・財産管理費における、青葉墓地用地購入事

業でございます。補正内容といたしましては、良好な維持管理を図るために墓地用地の購入を行

うものでございます。購入予定地の位置図につきましては１１ページとなりますが、これまで町

が緑在住の所有者の所有地の一部を青葉墓地として使用することと、その所有者が町有地の一部

にカラマツを植林することの覚書を締結していたところでございますが、今後の維持管理につき

まして協議が整いまして、公有財産購入費と委託料を計上しております。用地購入費としまして

７万円、用地確定測量費としまして１５万円としており、合計２２万円としております。次に総

務費・総務管理費・交通安全対策費における交通安全指導員制服購入事業でございます。こちら

は、新任指導員任用に伴う制服等の購入費となっております。基本的には前任者の品物を使用す

ることとなりますが、長期使用していたことから縮みがひどいものなどについて今回購入したい

と考えております。なお、今回購入の品物以外は前任者の品物を使用するため、必要最低限の購

入としております。予算額が６万７千円、歳入のその他財源としまして、北海道交通安全指導員

連絡協議会からの交通安全指導員被服等整備に係る助成金２万円を計上しております。一つ飛ば

しまして、衛生費・保健衛生費・環境衛生費における、斜里郡３町終末処理事業組合負担金事業

でございます。斜里郡３町終末処理事業組合が実施します、終末し尿処理施設改築整備調査設計

業務に伴います追加の負担金を計上するものでございます。こちらは施設の改築整備の実施設計

費となります。位置図及び改築整備事業の計画につきましては、１２ページ、１３ページをご覧
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ください。業務期間は、平成２５年３月まで、業務内容は測量調査、地質調査など実施いたしま

す。人口・収集実績による３町負担割合を算出しておりまして、全体事業費は２,８９８万円とな

っておりますが、補正額としまして、清里町の負担額であります５３５万６千円を計上しており

ます。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、国民年金システム改修事業の補正予算について、ご説明させていただきます。今回

の補正予算は，平成２２年の税制改正に伴う国民年金免除等に係る所得基準等を、税制改正前と

同様とするためのシステム改修事業に要する経費として、民生費・社会福祉費・国民年金事務費

・委託料に４２万円を計上しております。平成２２年税制改正では，所得税法上の特定扶養親族

の定義が「１６歳以上２３歳未満の扶養親族」から「１９歳以上２３歳未満の扶養親族」に改正

され、従前と収入が変わらないにもかかわらず、所得税法上の所得が増えてしまうことになりま

す。 

 尚、この経費については全額が事務委託金（特別事情分）として交付されるため、同額を国庫

支出金・国庫委託金・民生費国庫委託金・国民年金事務費委託金として、歳入予算も補正するこ

ととなっております。 

 

○町民課長 

 補足説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、１点目は青葉墓地用地購入事業でございますが、先ほど担当より説明がございましたと

おり、現在まで緑町在住の土地の所有者との覚え書きを交わしながら、今まで墓地の駐車場及び

通路として一部を無償で使用させていただいてきたところでございます。今回、土地の購入に向

け、午来勉氏と一定の方向性が整ったため、将来的に良好な維持管理を図るために、土地購入に

必要な用地購入費及び分筆に必要な用地確定費用を計上しております。 

 それと、斜里郡３町終末処理事業組合負担金につきましては、３月に開催されました常任委員

会にて、今後のスケジュール等々をご説明してきたかと思いますが、今回２５年度からの実施に

向けまして、調査費につきまして２４年度に補正を組まさせていただきながら、実施をしていき

たいということで計上しているところでございます。負担割合につきましては、２４年度の当初

予算と同じ比率、割合で計上させていただいておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 

○村島委員長 

 ③平成２４年度一般会計補正予算（町民課所管分）について、何かございませんか。 

 

○前中委員 

 １点だけすみません。国民年金システム改修事業についてなのですが、参考までに町民の中で

どのくらいの人数の変更内容になるのか。 

 

○町民課長 

 今の委員さんのご質問ですが、どこまでの範囲内で影響が出てくるかということは、今のとこ

ろまだ見込みを出していませんので、改めまして数字的なものを後でご報告させていただきたい
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と思います。 

 

○村島委員長 

 それでは他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無ければ次に移ります。④について、お願いします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは、まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金認定状況についてご説明

いたします。１４ページをご覧ください。すでに町のホームページでも公開しておりますが、平

成２４年５月２１日開催のまちづくり運動推進協議会推進会議におきまして、共創のまちづくり

事業交付金に係る第１回目の審査結果について、申請がありました９事業の認定状況をご説明い

たします。 

 まず、例年、各自治会から申請されている事業につきましては、継続したまちづくり活動とし

て認めていることから、交付率３分の２とすることで委員の皆様にも了承を得ており、①～⑦の

自治会事業については、交付率３分の２で決定しております。 

 次に、自治会以外の団体からの認定状況についてご説明いたします。⑧ですが、江南明日を考

える会から申請がありました「江南地区夏祭り事業」でございます。江南地区の活気ある地域づ

くりに貢献することを目的に、江南小学校跡地を利用して盆踊りや花火等を実施するものでござ

います。審査におきましては、地域活性化につながるなど継続して実施を期待するという意見も

あったところです。交付率につきましては３分の２と決定されております。⑨ですが、神威老人

クラブから申請がありました「神威老人憩いの家修繕事業」でございます。老朽化の著しい老人

憩いの家修繕により施設の延命化を図るとともに、当施設が観光客等の交通が多い道道摩周湖斜

里線の沿線に位置していることから、美観改善についてもあわせて実施するもので、老人クラブ

会員及び自治会等との協働で、施設の屋根・外壁の塗装を実施し、若い世代との交流を図ること

も目的としております。審査におきましては、今後も有効に使用できる施設であることを重視し

たい、公共性の面からも評価できる、地域で力を合わせて実施することが大事である等の意見が

ございました。交付率につきましては５分の４と決定されております。 

 認定状況は以上ですが、交付決定日は５月２４日付けとなっております。また、第２回目の共

創のまちづくり事業交付金の申請に係る締め切りは６月２７日水曜日までとし、第２回推進会議

は、７月上旬を実施予定としております。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ④まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金認定状況について、何かご意見ご

ざいませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無しということなので、その他、お願いします。 

 



 

- 7 - 

○町民課長 

 その他報告事項といたしまして、４月に開催されました常任委委員会において、前中議員から

ご質問等がありました「乳幼児等医療費扶助事業における町外医療機関の現物給付」について、

事業の実施状況等について担当よりご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。  

 

○町民生活Ｇ主査 

 乳幼児等医療費助成制度の給付関係について、ご説明いたします。資料を作りましたので、順

に見ていただければと思います。現在の乳幼児の医療費助成制度についてまとめております。平

成２４年４月より中学３年生までの入院及び通院の医療費扶助への拡大を行っておりますが、一

部負担額を全額助成という制度であります。町内の医療機関などで受診する際は、発行している

受給者証の提示により、一部負担金を窓口で支払わずに受診ができることとしております。この

ことを現物給付と言います。次に町外の医療機関などの受診については、一度、一部負担金を支

払っていただき、後日領収書等の申請により、負担額を清里町より扶助するというものです。こ

れを償還払いと言います。 

 ２番目に、現物給付関係の状況ですが、確かに利便性が高いということでございますが、メリ

ット、デメリットということで、事務方での関係で出させてもらっております。メリットとしま

して、当然先ほどからも言っておりますが、窓口等での支払いが不要になる。受給者証を見せれ

ば受給が受けられるということでございます。２段目にありますが、審査支払事務、外部発注と

いう形に結果的にはなるんですが、こういった部分で現物給付になれば、償還払いの手続きで窓

口に来ることが無くなるので、申請者にはメリットがあると。それから、実施側としましても、

そういった窓口で受け取らないので、審査関係が軽減されるというのが、主なメリットでござい

ます。 

 一方で右側のデメリットですが、現物給付は一部負担金を伴わず医療を受けることのできると

いう利便性もありますが、安易に受診をされたりとか、もしくは日常の例えば健康保健意識の低

下を起こす恐れがあると考えます。２段目にありますが、次に財政上の問題です。現物給付の対

象の拡大を行うということにつきましては、国民健康保健事業を行っておりますが、こちらの療

養費に伴います国の負担金に減額率のルールがあるということでございます。この医療費制度と

給付制度については後ほどグラフ等で説明いたします。３段目の、日本スポーツ振興センターや

他の補償制度などとの関連です。それぞれの規約にも書いてあるのですが、他に手当が受けられ

れば他に回ってもらうというような部分がございます。こういったことから、先に現物給付を拡

充していく部分につきましては、後段になってから、こういった制度の適用が見受けられた場合

に受けれないというようなことが起きてしまうことも含めまして、この現物支給と補償適用は、

ちょっと慎重にならざるを得ないという状況にあるということがあります。 

 ３ですが、先ほどの医療費と減額率の組織図をご説明差し上げます。横のグラフの部分ですが、

これが通常できますと医療費の関係の総体額になっています。一般的には３割までがそれぞれの

負担をいただく、一部負担金の部分でございます。大きな区切りでは一部負担金のＡというグル

ープに入ります。そして、残りの７割の部分は、いわゆる皆さんからいただいております健康保

健税ですとか、それから国と道の交付金関係の賄いによりまして、担保するという形に療養給付

関係ということで、健康保健会計の方で扱うことになります。大きな区切りではＢというグルー

プになります。この部分の関係は国のルールでいきますと、このＡの部分にいわゆる今回の現物
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給付になるのですが、いただきませんよという形の制度を設けますと、その中で残りの７割の内

の国の負担金で、やや色付けをしておりますが、現物給付を行っていたということになりますと、

国の交付金に調整率がかけられて、最大でここに０．８４と出ていますので、約１６％のマイナ

スの形の給付がなされてしまうことに、算出上はなります。その分は当然ながら、国民健康保健

の中で何らかの補助をしていく状況にございます。こういった償還払いという形になりますと、

一度支払っていただきますので、その後扶助となりますと、この関係の減額率にはかからなくな

りますが、今後現物支給という形になりますと、こういったものの減額率がかかることになりま

す。 

 このことを踏まえまして、４にお進みください。現在のところ２３年度の小学生のデーター、

それから４月から中学生も入っていますが、中学生の国民健康保健関係のデーターがございます

ので、それを合算しまして試算したものでございます。①でございますが、これは全く調整率の

係らない状態というものでございます。それに伴いましての交付金で入ってくるのが９１４万円

ほど見込まれるということでございます。②ですが、現在の清里町の状況は町内は現物支給、そ

して町外機関は一旦支払っていただく償還払いの中に入りますので、②が清里町の今位置する状

態でございますが、町内機関の受診状況にもよりますが、９２万円、①で計算が出ているところ

の減額措置を受けますと７７万円ほどに落ち込んでいるというところでございます。①、②でい

きますと、町内機関は今のところ動きが無いことになると思います。そしてこの後ですが、町外

機関も現物支給に拡充していくことになりますと、その減額率が真ん中の部分の８２２万円が７

００万円ぐらいに落ちるということでございまして、交付金の方に跳ね返りが出ていきている試

算をさせてもらっているところでございます。次に（２）ですが、町外も含めた各医療機関に受

診を現物給付で行うことになりますと、審査支払機関がございます。国民健康保健は国保連、そ

れから社会保険についてきましては、社会保険の診療基金という２社に外部委託を行う形になり

ます。この中で審査支払事務につきましては、手数料をそれぞれ業者に支払うことになります。

最初の方はいろいろとございますが、こちらの２社になりますと診療明細、レセプトということ

で、これはそれぞれのバラつきもあると思いますが、年間では１万件程度、１万枚程度の処理を

行うことになりまして、年間で９２万円と試算しています。このことから、現在の町内現物給付

に町外拡充を行った試算では、国保会計上において２１４万円程度の支出増が想定されます。こ

の穴埋めを国保会計等で行っていかなければならない状況になろうかと思います。従いまして、

一般会計等から繰入れていただくような検討が必要かなということで、試算をさせてもらってい

るところでございます。説明は以上です。 

 

○町民課長 

 ただ今担当より、事業概要、今の状況、現物給付のメリット・デメリット等について、ご説明

いたしましたが、基本的に町のスタンスとしては、外部委託により申請者及び職員の負担軽減は

考えられますが、保護者の監護・保健意識等低下の懸念と、国保会計への影響なども含め、町外

の医療機関等の扱いについては、今までと同様に、窓口で一部負担金を支払っていただき、後日、

町より助成する償還払いで事業を進めさせていただきたいと考えております。ちなみに、昨年の

４月から現在まで町内の医療機関で、どのような状況になっているのかなと思い調べてみました

ら、小学生以下でございますが、昨年の５月～１２月ぐらいまでは月に１件ほどしか受診してい

なかったのですが、今年１月～４月までの間で約２７件と増えているということで、月平均しま
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すと７件近くなるのかなという形で、清里の診療所に受診している方が増えているという状況で

ございます。今後も町内の医療機関が増えるのかなというような予測もしておりますので、町外

の医療機関を受診される方については現物支給の形が一番良いのかなとは思いますが、いろいろ

な観点から検討させていただいた結果、今まで同様の取り扱いをさせていただきたいと考えてお

ります。 

 

○村島委員長 

 乳幼児等医療費助成制度の給付関係の関係について、ご説明いただきました。何か委員の方で

ございませんか。 

 

○前中委員 

 以前の委員会でこの関係について質問したのですが、今、このような形で提示されて、いろん

なメリットとデメリットも十分わかって、詳細な説明をありがとうございます。その中で、町自

ら一部負担金の割合を引き下げるという旨の事業を行う場合、国保会計の中の国負担金の調整率

という話が出ていましたが、最大で０．８ですか。この制度自体は今始まったわけではないと思

うのですが、その辺の対応をもう少しフレキシビリティに考えられるのかなと思ったのですが、

今の話を聞いている中で、新しく来られた先生が小児医療に関してかなり評判がよろしくて、乳

幼児あるいは小学生も受診をしていると聞いているので、正直なところを申しますと、町外の病

院ではなく町内の病院で受診すれば、それなりの医療費も国保会計の中でもメリットもあるし、

特に子育てで就学前のお子さんを抱えて、２人、３人になった時に、ちょっとした風邪で網走厚

生病院までの交通費等々を考えると、それならば何とか現物支給ができないかという話が何件が

相談を受けたのですが、そういう形の中で今後の説明だとか周知徹底していただければと思いま

すので、そういうような情報も流していただければと思います。 

 

○町民課長 

 前中委員のおっしゃるとおり、町内の診療所に受診されるように、保健福祉課とも連携を取り

ながら、いろいろと広報活動もさせていただきたいと思います。ちなみに償還払いで申しますと、

今までの状況でいきますと、大体皆さん年に１回の請求なんです。ですから、１年間ずっと町外

で受けてきたものを、３月なりにまとめて町の方に申請してくるような形になっています。ただ、

償還払いにつきましても、その都度請求等々が来ましたら、その都度支払いもできますので、そ

の辺も含めてＰＲをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 ①から④まで通して、町民課で何かございませんか。 

 無ければ終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは、保健福祉課より①平成２４年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）から、②平

成２３年度「介護老人保健施設きよさと」の運営状況について、説明願います。 
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○保健福祉課長 

 保健福祉課からは、平成２４年度一般会計補正予算と平成２３年度介護老人保健施設きよさと

の運営状況について、ご説明いたします。一般会計補正予算につきましては、進藤総括主査より

ご説明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 福祉介護グループ所管の一般会計補正予算についてご説明いたします。１５ページをお開き願

います。 

 ３款民生費・１項社会福祉費・３目福祉サービス事業費につきましては、委託料の補正になり

ます。内容といたしましては、福祉サービス事業のデイケアを利用されている方で、今後利用回

数の増加が見込まれることから、今回６月から３月までの間、１８回分の８万６,７６０円を補正

するものです。以上で説明を終わります。 

 

○保健福祉課長 

 １６ページをご覧ください。平成２３年度介護老人保健施設きよさとの運営状況について、ご

説明申し上げます。この施設につきましては、開設は清里町、運営を指定管理者制度により平成

１７年度から清里町社会福祉協議会に委託している施設でございます。 

 最初に１の入所者、通所者の利用状況につきまして、表の一番下、月平均でございますが、こ

ちらを説明いたします。入所者６９人、短期入所者２．２人、合わせて入所部門では７１．２人

になり、入所率は平均９８．９％となってございます。また、通所部門は１日当たりの平均通所

者は１５．８人となっており、順調に推移をしております。 

 ２の入所者の状況でございます。３月末の入所者は６８名、短期入所者は２名、合計７０名で

その内、清里町の入所者は３２名で、概ね入所者の半数を占めてございます。 

 ３の利用者の介護度区分ですが、平均で入所で要介護３．２、通所で要介護１．９となってお

ります。 

 ４の利用者の年齢区分につきましては、入所では平均年齢８７．７歳、通所では７９．７歳で

す。 

 ５の職員の配置状況ですが、町からの派遣の事務長を除き、社会福祉協議会職員、臨時職員で

構成されておりまして、委託を含めまして平成２４年度当初は５７人体制で運営を開始しており

ます。 

 ６の施設入所料金ですが、ひと月当たりの施設入所料金は介護保険料の負担段階と介護区分に

よって決定されますが、負担段階の第１段階から第３段階までは、高額介護サービス費が支給に

なりますので、居住費と食料代を含む実質の負担額は、この表の第１段階の入所料金２万４千円、

第２段階は３万６,３００円、第３段階は５万３,７００円となり、第４段階からは要介護度に応じ

た、７万６,８９０円から最高で８万３,１６０円になってございます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今説明がございましたが、何かございませんか。 

 無ければ、保健福祉課終わります。ご苦労様でした。 
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○村島委員長 

 それでは、途中ですけども昼食のため休憩いたします。 

                               休憩  午前１１時５６分 

                               再開  午後 １時００分 

○村島委員長 

 それでは、午前に引き続き、会議を再開したいと思います。建設課より①平成２４年度一般会

計補正予算（建設課所管分）について、お願いいたします。 

 

○建設課長 

 建設課からは、６月定例会に向けての補正予算について、ご協議申し上げたいと思います。お

手元の議案の１７ページをお開きいただきたいと思います。 

 今般の補正につきましては、町道３路線について、２路線については、地域づくり総合交付金

を現在申請しておりますので、この事業によって。また、この地域路線の接合する町道の１路線、

合わせて３路線について、補修の補正をお願いしてまいりたいと考えてございます。具体的な補

正の内容につきましては、お手元の議案に基づいて、担当の総括主査よりご説明申し上げます。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 建設課所管の６月補正予算について、ご説明いたします。議案の１７ページでございます。歳

入補正予算概要をご覧ください。また、１９ページに工事位置図がございますので、合わせてご

覧ください。 

 １７ページの歳入につきましては、１８ページの歳出補正予算概要でご説明いたします、小規

模土地改良整備事業に係る地域づくり総合交付金としての収入でございます。科目は道支出金・

道補助金・農林水産業費道補助金・農業費道補助金でございます。事業の内容といたしましては、

記載のとおりでございますが、小規模事業の交付金の交付率が事業費の２分の１以内で、上限額

が４００万円までとなっております。２路線とも事業費の２分の１が４００万円を上回っており

ますので、交付金として限度額の８００万円を予定しております。 

 １枚めくっていただき、歳出補正予算概要をご覧ください。農林水産業費・農業費・団体営整

備事業費・小規模土地改良整備事業について、ご説明いたします。事業内容といたしましては、

記載のとおりでございますが、１６号道路補修工事につきましては、１６号道路の１６号橋から

旧１線までの区間の３５０メートルを舗装補修として、オーバーレイの実施を予定しております。

工事費といたしましては、８７０万５千円で、北側の歩道につきましては、歩道の舗装の打換え

を合わせて行います。２つ目の３線道路補修工事につきましては、１４号道路の２線から３線ま

での区間、５５０メートルを舗装補修として、同じくオーバーレイの実施を予定しております。

工事費といたしましては、１,６５６万９千円で、南側の歩道につきましては、１６号道路と同じ

く、歩道の舗装の打換えを考えております。また、歩道内にあります桝の高さの調整も合わせて

行います。以上、２路線で工事請負費として合計２,５２７万４千円を、今回補正いたします。財

源内訳としましては、道支出金の地域づくり総合交付金の８００万円と一般財源１,７２７万４千

円でございます。 

 続きまして、土木費・道路橋梁費・道路橋梁維持事業でございますが、先ほど説明いたしまし

た１６号道路に接続する商工団地中通りの道路舗装補修で、小規模土地改良事業と合わせて町単
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独工事として実施いたします。延長は６６メートルで、工事費は９２万４千円でございます。財

源内訳は全額一般財源でございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、説明がございましたが、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無いようなので、これで終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは産業課、①から⑨まで、⑦が口頭になっておりますが、順次説明願います。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項９件について、それぞれ担当より説明させますので、よろしくご審議お願いし

ます。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは、産業課所管の補正予算概要についてご説明いたします。２０ページをお開き願いま

す。私より２款総務費、６款商工費を説明し、終わりましたら、５款農林水産業費を武山総括主

査よりご説明いたします。 

 ２款総務費・２項総務管理費・３目財産管理費につきましては、パパスランド改修工事に係る

隣接地を購入する事業であります。まず、土地購入事業でありますが、清里町札弦町１８番地４、 

宅地９７７．９２平方メートル、２９６坪を、坪単価４千円で１１８万４千円を一般財源で計上

しております。 

 次に、家屋購入事業につきましては、ただ今ご説明いたしました、購入予定地に建設されてい

る工場を土地と合わせて購入するものです。家屋につきましては、鉄骨造 亜鉛メッキ銅板茸平

屋建１３６．０８平方メートル、４２坪となっており、坪単価１万９,４３０円、８１万６千円を

一般財源で計上しております。築３１年の工場となっております。 

 ６款商工費・１項商工費・１目商工振興費につきましては、町の各種事業に係る補助につきま

して、商工会発行のファミリーカードと同等の清里商品券を作成し、補助を行うものです。なお、

各種補助事業につきましては、５月に開催された常任委員会で総務課より説明されたもので、作

成に係る費用を商工費で計上するものです。作成する枚数につきましては３千枚とし、その費用

額３２万６千円を一般財源で計上しております。 

 次に、２目観光振興費につきましては、当初予算にて計上したパパスランド改修工事工損調査

業務委託と建設工事土地借上事業について、２款総務費で説明した土地及び建物購入を購入した

いと考えておりますので、それぞれ９４万２千円と２５万円を減額するものであります。 

 続きまして、農林水産業費につきましては、武山総括主査よりご説明申し上げます。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 ２０ページ中段をご覧いただきたいと思います。５款農林水産業費・１項農業費・２目農業振
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興費において、人・農地プラン作成事業を実施するものであります。人・農地プラン地域農業マ

スタープラン作成事業につきましては、地域農業のあり方や今後の地域の中心となる経営体とを

育てる、人・農地プラン作成に必要な集落の合意形成活動等を支援するものであります。この人

・農地プラン作成事務費、消耗品費５万円を道支出金で計上しております。なお、この事業につ

きましては国費１０分の１０の補助率となっております。以上で説明を終わります。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 続きまして、パパスランド改修事業スケジュールについて、ご説明を申し上げます。２１ペー

ジ目をお開き願います。 

 初めに本体工事につきましては、平成２５年４月１日オープンに向けて、建築主体・機械設備

・電気設備の３工事に分け、現在６月１８日開催予定の入札に向け閲覧を実施し、指名業者が積

算作業を行っているところであります。なお、３事業とも議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は財産の処分に関する条例に該当いたしますので、６月定例会で議案を提案し、承認を受

けた後、本契約を実施するものであります。現在のところ新設するパパスランドで使用する備品

関係につきまして、９月定例会に補正予算を計上したいと考えておりますので、備品関係が決ま

り次第、常任委員会にてご説明申し上げます。 

 次に温泉掘削工事につきましては、既に５月実施の入札で業者が決定され、今月１９日より掘

削工事の開始予定、９月１０日までの工期となっております。 

 次に既設温泉解体工事、既設の加工室等改修工事、外構工事につきましては、６月１８日開催

予定の入札にて実施設計業務を委託し、３月定例会にて平成２５年度予算計上を行い、工事を実

施する次第であります。また外構工事で一部、現在の施設の噴水の部分が、新施設でお客さんの

動線に影響が出ると考えられますので、本年度噴水の取壊しを補正対応で実施も考えられます。

９月定例会前に方向性を示したいと考えております。 

 なお、新設するパパスランドの管理運営の形態につきましては、現在、どの方法、方策が一番

適しているのか、事務レベルで検討を重ねているところであります。指定管理者、業務委託、テ

ナントによる家賃方式等、多種の方法があります。ただ今ご説明させていただきましたとおり、

新設するパパスランドにつきましては、平成２５年度にも工事を実施し、実際に年度を通して使

用できるのは、平成２６年度からとなります。その間、適正適切な実際のランニングコスト等の

積算作業も必要となってまいります。また、道の駅としての旅行者等の憩いの場、札弦地区住民

の公衆浴場・食事等の交流の場、地産地消を目標とする安心・安全な農産物を販売する施設でも

あります。これらを勘案し、今後、常任委員会において適正な管理運営方式について、ご説明・

ご協議を申し上げたいと考えておりますので、ご理解をお願い申し上げます。 

 ２２ページをお開き願います。２２ページは、実施設計後の既存施設・新施設の位置図となっ

ております。２３ページにつきましては、実勢設計後の平面図となります。２４ページにつきま

しては新施設の立面図となっております。以上で説明を終わります。 

 

○産業課長 

 清里町店舗改修事業補助の概要案について、２５ページで説明いたしますのでお開き願います。 

 最初に、本件については、平成２４年４月１９日付で、清里町商工会 大西会長より町長に対し

まして、事業所及び店舗の改築や照明のＬＥＤ化についての補助制度の創設に係る要望書の提出
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があった件について、補助概要案を作成したので、議会に提案しご審議いただくものでございま

す。 

 概要案は、既に施行している住宅リフォーム補助とは区別するもので、補助の対象は店舗の用

に供する部分とし、店舗の増築、改築、改修工事係る費用の一部を補助するもので、省エネ設備

機器改修工事として、照明のＬＥＤ化も補助対象とする内容となっております。目的は、商店街

の活性化を図るもので、補助対象者は、清里町に住所を有する個人及び法人とします。補助の条

件といたしましては、店舗の増築、改築、改修に要する費用で、補助対象店舗は、町内に存する

店舗で、築後１０年を経過していること。町内住宅関連業者が工事を行うもので、改修に要する

補助対象費用が２０万円以上であることとします。補助対象外費用は、店舗以外の改修費用や他

の交付金等の額は除きます。補助金の額は、改修に要する費用の２分の１以内の額とし、上限は

５０万円とするもので、同一店舗及び同一人１回限りとします。ただし、借家で営業を行ってい

る場合は、借主が改修する行為について、所有者から同意書を提出することにより、借主に補助

することができるものとします。補助金の申請は町長に申請するものとするもので、交付の決定

については、補助金交付決定額のうち、３０万円を限度にきよさと商品券で交付することができ

るものとし、残金は現金交付とします。実績報告などは記載のとおりで、実施時期については、

新規事業でありますので、当初予算で実施することが望ましいものと考えておりますが、商工会

から要望書が提出されていること、並びに電力の節電要請があることなど、現状としての改修事

業の緊急性などについて把握した上で、商工会とも十分協議した上で、施行時期を決めてまいり

たいと考えております。以上で説明を終わります。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業の認定事業者実施状況について、ご説

明いたします。２６ページをお開きください。 

 平成２１年度認定の事業３件につきましては、事業開始年度を含めまして、３カ年が経過しま

した。それぞれの事業について、継続して実施している状況です。４の実施の内容・経過につき

ましては、各事業について、各設備がほぼ初期の段階で準備を終えております。５の取組みの成

果につきましては、製品の製造販売、設備の利用について着実に実施できているとのことです。

また、地場産物の活用や廃棄物の出ないエコな状況で実施できているといった効果も現れていま

す。今後も販売促進業務について、取組む姿勢が見られます。６の課題・問題点については、コ

ストや集客について、また他の設備等との使い分けがある。問題解決のため、商品の用途の拡大、

販売の促進などが上げられております。７の収支の状況につきましては、事業自体の継続はでき

ておりますが、まだ大きな利益は出ていない状況となっております。それぞれの事業につきまし

て、コスト、集客、商品開発等いろいろな問題はありますが、事業の継続に向けて取組んでいっ

ていただいている状況でございます。 

 平成２２年度認定事業の３件の事業につきましては、２カ年が経過し営業しております。４の

実施の内容・経過につきましては、澤田農場につきましては、味噌作りをメインとした食品加工

施設の設置がなされ、イベントへの出店、地場産の食材を加工した食品の製造・販売。昨年より

月１回の直売、美幌町での販売を行っております。コーヒーハウスからし種につきましては、平

成２３年４月２９日にオープンしまして、現在、地元食材を活用しながら、定食、パスタ、ケー

キなどを作りつつ、週４日の営業を行っております。ロッジ風景画の山下さんですが、平成２３
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年４月から８月までパンの製造・販売を行っておりましたが、その後、従業員の体調不良により

退職をされまして、現在販売ができていない状況ですが、商品の開発とパンメニューを取り入れ

たカフェのオープンに向けて準備を進めているところであります。５の取組みの成果につきまし

ては、３件とも地元食材を活かし、利用した製造・販売を行っていることにより、地域食材の消

費拡大、また、チラシ・新聞等の掲載の他、口コミによりまして事業が伝わり、町外からの来客

も増えております。６の課題・問題点につきましては、販売の促進、集客力のアップ、顧客ニー

ズへの対応となっております。７の今後の展開につきましては、商品化された食材の販売、新た

な商品の販路、営業時間の検討、地域食材を活かした商品の開発となっております。８の収支の

状況につきましては、それぞれ売上げはありましたが、まだ初期投資の段階となっておりまして、

大きな利益は出ていない状況です。３件とも今後のスムーズな事業展開に向けて取組んでいる状

況でございます。 

 店舗出店等支援交付金事業につきまして、ご説明いたします。２７ページをお開きください。 

 ２３年度に認定いたしました３件とも、空き店舗を利用することにより効率的に事業開始の運

びとなりました。相乗効果による集客力の増、雇用機会の創出による地域経済の発展が期待され

ます。今後につきましては、それぞれ課題等が出てくると思われますが、事業の継続・発展に向

けて努力を期待するところです。以上で、説明を終わります。 

 

○産業課長 

 各温泉施設・山小屋の利用実績について、２８ページ～３０ページで説明しますので、２８ペ

ージをお開き願います。 

 各施設ともに、区分欄に施設名を記入し、平成２２年度と平成２３年度を比較して、利用人員、

使用料について記載しております。 

 緑清荘については、平成２２年１２月にリニュアルオープンしたことにより、利用人員の合計

は前年比１３０．５％、使用料の合計は１１５．０％と大幅な伸びとなる結果となりました。次

に、パパスランドについては、利用人員は７９．６％、使用料は９１．１％と減少しました。利

用者が減少した主な理由は、平成２２年度、緑清荘の改修に伴い休館していた時期の入浴者が減

少したものです。次のページに入ります。緑の湯につきましては、利用人員は９６．６％と微減

しましたが、使用料は１１２．０％と増加しました。主な理由は売店収入の増によるものです。 

 次に、山小屋の利用実績でございますが、登山者数は７６％と大幅に減少していますが、使用

料は１０３．６％と微増となっています。利用者数が減少した主な理由は、近年、個人情報の保

護の関係からか、登山者が登山者名簿に記入しない傾向が多くみられるとのことであります。 

 次のページをお開き願います。平成２３年度パパスランド事業収支決算の状況について説明し

ます。表の左から２列目の太枠の合計欄は、指定管理業務委託の全体であり、収入欄の管理委託

料は指定管理業務委託料となっております。その右側の内訳は食堂、売店など主な施設に分割し

たもので、管理委託料は温泉活動室と周辺施設管理に配分いたしました。太枠の合計欄の収入額

は４,９７５万８,６０２円で支出総額は５,１７４万６,３６０円となり、１９８万７,７５８円のマ

イナス決算となっています。尚、各施設の収支差引額は、食堂については４９万５千円のマイナ

ス、売店は、５１万９千円のプラスとなっています。温泉活動室は２０１万１千円のマイナスと

なり、周辺施設管理はゼロになるように委託料を配分しました。以上で説明を終わります。 
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○農業Ｇ総括主査 

 ３１ページをご覧ください。平成２３年度のその他の農業関連事業について、ご説明いたしま

す。その他の農業関連事業につきましては、町の会計を通らず各団体等へ直接支払われている事

業であります。 

 まず、農地・水保全管理支払交付金につきましては、清里町上斜里地域資源保全プロジェクト

で収入・支出ともに８５０万４,２７０円で、主な使用用途は、畑かん等の農業用施設の維持管理

費用となっております。同じく、清里町江南地域資源保全プロジェクトは収入・支出ともに１,１

６９万７,８０７円で、主な使用用途は、畑かん、シカ柵等の農業用施設の維持管理費用となって

おります。 

 次に、戸別所得補償推進事業につきましては、清里町地域農業再生協議会で収入・支出ともに

１５０万４千円で、主な使用用途は、戸別所得補償実施に係る事務費となっております。 

 次に、鳥獣被害対策事業につきましては、斜里・清里鳥獣被害防止対策協議会で収入・支出と

もに１９９万８,９９４円で、個体数調整のための一斉捕獲、わな整備、新規狩猟者育成費用とな

っております。３事業４団体合計で、２,３７０万５,０７１円となっております。 

 次に、戸別所得補償制度補償金につきましては、国から各農家に直接支払われているものであ

ります。内訳としましては、営農継続支払（２１３戸）１３億８千万４千円、数量払い（２１３

戸）１７億３,９８７万１,９６８円、緑肥加算（３６戸）３３１万６千円、産地資金（２０８戸）

１億５,２８１万９,１９１円の合計３２億７,６０１万１,１５９円となっております。４事業を合

計しますと、３２億９,９７１万６,２３０円となっております。以上で説明を終わります。 

 

○産業課長 

 パパスランド暖房給湯ボイラーについて、口頭で説明いたします。パパスランドは平成３年の

オープン以来２０年以上が経過し、暖房給湯ボイラーについても昨年１１月頃から水漏れが起こ

り、修繕が必要となりましたので、長屋工業に依頼し、何とかあと１年少々、修繕により稼働さ

せていただきたいと応急手当をしてまいりましたが、本年５月になって、さらに水漏れが激しく

なり、修繕ができない状況となりました。パパスに設置されているボイラーは２基あり、１基は

主に暖房と温泉の加温を行う大型ボイラーと、シャワーなどの給湯を主とする小型ボイラーがあ

り、今般、修繕不能となったのは大型ボイラーの方です。現在は夏期間ということもあり、暖房

が必要ないことから、小型ボイラーで温泉水の加温と給湯を行っていますが、暖房の季節を迎え

る１０月下旬頃には、今の方法では暖房が難しい状況となり、改善方法として、長屋工業に中古

ボイラーを探すようお願いをしているところでございますが、年式、型式が古いことから、見つ

かるかどうか心配しているところであります。 

 以上、ボイラーの状況について説明いたしましたが、中古ボイラーが見つかったとしても、購

入費や設置費の予算が伴いますので、次期委員会までに状況を見極め、改めて協議させていただ

きたいと存じますので、よろしくお願いします。以上、口頭説明を終わります。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 ３２ページの平成２３年度焼酎事業実績について、ご説明いたしますので、３２ページをお開

きください。 

 １の製造数量内訳について、ご説明いたします。平成２３年度の製造は、原料じゃがいもで１
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２回仕込みまして、２万３,９７１リットル。麦原料で１回の仕込み、１,７２９リットル。南瓜原

料で１回仕込み、１,３０２リットル。合わせて１４回仕込みの、２万７,００２リットルでござい

ます。 

 次に２の販売結果でございますが、１２度商品につきましては、ワンカップの浪漫倶楽部の水

割りですが１,０４９本、容量としては９１リットル、販売額１９万５,５１９円。２０度商品につ

きましては、マイルド２０きよさとなどが主な物ですが、５,２３９本、３,１９４リットル、３６

５万５,２７６円。２５度商品につきましては、きよさとが主な商品でございますが、１万４,７８

９本、８,０７６リットル、１,２８４万８,６２６円。２５度樽貯蔵商品、これは浪漫倶楽部が主な

商品でございますが、２万９,３７８本、販売容量で２万２,６５４リットル、２,２３５万３,４０

９円。３５度商品、これにつきましては、オホーツクが主な商品でございますが、３,１８８本、

販売容量３,４１０リットル、２８４万６,１８５円。４４度原酒、こちらはとっくりに入っており

ます北緯４４度が主な商品でございますが、販売本数７,８１３本、容量９,２５０リットル、１,

３５４万４２３円。４４度古酒、これは清里セレクションでございますが、販売本数１,１８３本、

容量１,５６２リットル、販売額３４３万４,９０７円。麦２５度商品が、３,１５６本、２,９２９

リットル、２９３万６,５０２円。かぼちゃの２５度商品が、８６６本、５２３リットル、５５万

４,９３２円。それから酒類外商品としまして、これは水でございますが、販売額で１０３万８,

０６７円となっております。次の包装資材商品他でございますが、こちらにつきましては、化粧

箱と送料でございます。１９１万２,６４６円。上記にかかる消費税が３２５万８,９２５円で、販

売額としましては焼酎の本数で６万６,６７０本、販売容量、これは２５％で計算してございます

が、５万１,６７９リットル。販売額としまして６,８５７万５,４１７円となってございます。 

 続きまして、３３ページの平成２３年度焼酎事業特別会計決算内訳について、ご説明いたしま

す。歳入をご説明いたします。財産収入は予算額６,７２０万円に対しまして、決算額は６,８５７

５,４１７円で、１３７万５,４１７円の増となっております。繰入金につきましては、ございませ

ん。繰越金は５４１万９千円の予算に対しまして、５４１万９,２１２円の決算で、２１２円の増。

諸収入につきましては２万円の予算額に対しまして、２万８１２円の決算で、８１２円の増でご

ざいます。歳入全体では、予算額７,２６３万９千円に対しまして、７,４０１万５,４４１円の決算

で、１３７万６,４４１円の増となっております。 

 次に歳出について、ご説明いたします。総務費は２,５２１万５千円の予算に対しまして、決算

額２,４３５万４,８４３円で、不用額が８６万１５７円でございます。製造費は予算額４,２６１万

５千円の予算に対しまして、決算額３,９９２万３６９円で、不用額が２６９万４,６３１円。公債

費は予算額、決算額ともにございません。基金積立金は、予算額、決算額ともに４０８万９千円

で不用額はございません。歳出全体では、予算額７,２６３万９千円に対しまして、決算額６,９０

８万４,２１２円で、３５５万４,７８８円の不用額となっております。２４年度の繰越額は、歳入

７,４０１万５,４４１円から歳出６,９０８万４,２１２円を差引いた額で、４９３万１,２２９円で

ございます。 

 次に３４ページをお開きください。３４ページの清里焼酎の販売促進活動について、ご説明い

たします。 

 １の中国物産展出店について、ご説明いたします。この中国で開催されます物産展は、東京等

にございますデパートの伊勢丹等と取引のある、東京のハルカジャパンという会社で、社長は網

走出身の方ですが、そこから話をいただいて進めてきております。中国において、清里焼酎のＰ
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Ｒ、販売をやっていくことを目的として進めております。記載されていますとおり、開催時期は

８月下旬から１週間程度ということでございまして、開催場所につきましては、中国上海市にあ

ります、現地法人の上海伊勢丹でございます。販売製品につきましては、浪漫倶楽部と清里セレ

クションを予定しております。⑤のその他で記載させていただいておりますが、本数、価格、さ

らには中国に対応したラベル、表示などの詳細につきましては、現在協議しながら進めていると

ころでございます。 

 ２のきよさと焼酎オリジナルラベルの作成について、ご説明いたします。御祝い事ですとか、

各種イベントの記念ボトルとして、清里焼酎オリジナルラベルを作成していただき、消費拡大、

販路拡大を図ることを目的としております。オリジナルラベルの作成につきまして、概算でござ

いますが、１００枚で８千円程度。作成期間として３週間程度で製品が出来上がりますので、町

広報６月号に掲載いたしまして、町民の皆さんに周知しているところでございます。 

 ３の焼酎瓶のリサイクルについて、ご説明いたします。従来の使用瓶につきましては、リサイ

クルを行ってきているところですが、改めて周知をし、資源の有効活用を図っていきたいと考え

ております。対象容器は、清里焼酎で使用しております全ての瓶でございまして、町内の酒類小

売店及びリサイクルセンターで引き取っていただいております。こちらにつきましても、町広報

６月号に掲載し、町民の皆さんに改めて周知を図っているところでございます。 

 次に３５ページの４製品の終売について、ご説明いたします。販売実績の少ない商品を終売す

ることによりまして、製品の品目を整理することを目的としまして、５月３１日、５月末日をも

ちまして、ここに記載してあります、パパスファーム、アルコール２０％、１６０ミリリットル

製品。パパスファームオム、アルコール２０％、７２０ミリリットル製品と１８００ミリリット

ル製品。新オホーツク、アルコール２０％、７２０ミリリットル製品。新オホーツク、アルコー

ル２５％、７２０ミリリットル製品。かぼちゃ焼酎きよさと、アルコール２５％、７２０ミリリ

ットル製品。オホーツク、アルコール３５％、１６０ミリリットル製品と７２０ミリリットル製

品。新オホーツク、アルコール３５％、７２０ミリリットル製品。新巻、アルコール４４％、７

２０ミリリットル製品までの１０製品までを終売いたしております。 

 なお、平成２３年度におきます販売実績につきましては、右側の欄に記載させていただいてお

りますとおりでございます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 これで産業課、①平成２４年度一般会計補正予算から、⑨清里焼酎の販売促進活動について、

説明がありましたが、何かございませんか。 

 

○前中委員 

 パパスランドの改修工事に伴う土地の購入に関してですが、土地の代金並びにそれに付随する

であろう家屋の購入で実質２００万。それに伴い、パパスランド建設工事の土地借上料並びにそ

の工事の工損調査業務委託という部分が無くなってと言うか、減額の形になっているのですが、

その辺のもう少し詳細な話と、その家屋の購入にあたって、一応町有財産となると思うので、そ

の使用目的等を説明できれば、お伺いしたいのですが。 

 

○産業課長 
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 パパスランド改修工事に伴う、土地購入事業の土地代金１２８万４千円、並びに建物購入費８

１万６千円、合わせて２００万円でございます。土地につきましては、坪４千円で購入し、建物

につきましては、坪にしますと１万９,４３０円になりますが、平米当たりにしますと６千円でご

ざいます。金額総額２００万につきましては、３月の常任委員会の時にご説明いたしましたが、

若干高いとも取れるのですが、こちらから求めているということと、求めなければ土地借上料が

生じるということも加えて、２００万円ということで説明をしたところでございます。次に、工

損委託料の内訳でございますが、土地を購入しないで、所有者の土地を借り上げて、大型ダンプ

カーが出入りするとしますと、そこにある建物が地盤沈下とかで傾いたりすることも想定されま

すので、そういうことがあった時の補償などを行うために、工損業務委託というものを一般的に

行うものでございます。それを実施した場合には、事前調査として４６万８,３００円。傾いたと

かいろんなことが起きた時の事後調査として４７万３,５５０円の９４万１,８５０円がかかると

いうことでございます。合わせて、平成２４年度中の借上料が１０ヶ月間で２５万円かかります

ので、今回は土地購入・建物購入で２００万円を補正し、工損委託料と土地借上料の部分を合わ

せて１１９万２千円を減額させていただいたものです。 

 次に、土地購入をした後の土地の使用目的でございますが、図面を添付してございますが、そ

この土地を購入することでパパスランド全体の用地が四角くなるものでございます。また、建物

につきましては築３１年を経過しておりまが、縦長の大きいシャッターなども付いておりますし、

床はコンクリートを打っていることから、パパスランドの除雪機や草刈り機などの小型機械を収

納するのも可能ですし、花緑事業のプランター等の倉庫としても使うことができますので、そう

いう意味合いで活用してまいりたいと考えているところでございます。以上です。 

 

○勝又委員 

 パパスの関係については、このスケジュールでいきますと、６月定例会において契約・着工と、

おそらく、委員会としてこんな形で話す最終段階ということも踏まえて聞いておきたいことがあ

ります。この図面の足湯の位置なんですが、当初ここではなかったと思います。元の水路と言う

か、水のモニュメントみたいなのがある辺りに計画していたと思うが、この位置に変わった理由

について１点聞きたい。 

 それともう１点、この中に当初から実演コーナーとテイクアウトコーナーという部分が設けら

れているわけなのですが、実際に今のところ、この辺については有限会社パパスなり、札弦の地

域活性化協議会とか、ここら辺との話し合いも当然しながら進めているんじゃないかなと思いま

すが、当面、実演なりテイクアウトについて、どのような形の取組みをしていくということが具

体的に決まっているのなら、お願いします。 

 

○産業課長 

 パパスランドの図面関係につきましては、基本設計が終わった段階で図面を一度見せておりま

すが、実施設計後の最終図面は今回初めてでございます。ただ今、勝又委員からご指摘のありま

したとおり、基本設計が終わった段階では、今ある水の場所、上から水が流れ落ちている場所に

足湯を造ってというお話がありましたが、その後、冬場の期間とか利用者が玄関からあそこの場

所まで結構離れるとか、いろんな部分を含めまして、今、想定しております玄関の右側、テラス

の真ん中ぐらいにと考えております。と言うのは、お客さんが来て自由に気楽にここで足湯に浸
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かりながら、テイクアウトから、また自動販売機からジュースなどを買って、足湯に浸かりなが

ら飲んでいただいたり、上がってここのテーブルで休んでいただくこともできるのではないかと、

一体的な部分を含めて、ここに足湯を設置させていただいたところであります。次に、実演コー

ナーの関係でございますが、以前からいろいろとご協議をいただいていた部分でございます。当

初はピザを焼いてはどうかという地域の要望もございまして、ここにピザ焼きの窯を造ってはど

うかということも、当初は検討された時期もございましたが、ピザを焼くことで商品として売っ

ていく上でいろいろな課題があった中でピザはやめまして、今はうどんなどをやってはどうかと

いうことで考えているところでございまして、まだ決定ではございません。当初のように、ピザ

窯を置くとかという形になりますと、ピザ以外の物はできない状況でございますが、今は実演コ

ーナーに作り付けの物を固定させるというような形ではございませんので、現在はうどんで考え

ておりますが、他の物もできるような考えで今、進めているところでございます。 

 

○勝又委員 

 当初はピザで、今はうどんで、まだ決定では無いということですが、他の物もできるといった

考え方で進めるということで今、説明をもらったのですが、今年から着工するわけで、来年３月

まで１年もありませんが、どんな物をやっていくかってことを、もうそろそろ決めないと。でき

た時には、いきなり本番ですからね。そういうことを考えた時に、まだどんなことをやっていく

かが決まっていないのは、ちょっと先が思いやられる。ある程度、やっていく方針をきちっと決

めていかないと。いきなりお客さんに出して、評価を仰がなきゃいけないものですから。今から

いろんな形で、町民に食べてもらう機会を作ったりすることも、僕は必要じゃないかと思います

が、どうでしょうか。 

 

○産業課長 

 地域におきましては、うどんをやりたいという強い意向も示されつつありまして、うどんの試

食会などもやっていきたいという話もございますので、町といたしましても９月の定例議会では、

備品購入の予算議決をしていただくということで進めていますので、その前には何をするのか決

めて、備品も決めていかなければなりませんので、早急にうどんをやっていくという形で、地域

とも十分相談しながら決めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○田中委員 

 今、勝又委員が言われたように、やはり完成と同時に始まってしまうので。先ほどの説明の中

でも指定管理にするのか、テナントにするのか、そういう検討をしていると。そこら辺が一番大

事なことで、ピザにしてもうどんにしても、誰がどうやっていくのか。儲からなかったら、個人

ではもう辞めたってことにもなるだろうし、非常に難しい課題だと思います。そして地域はうど

んが良いとか、ピザが良いとかという意見があるんですけども、パパスの運営を誰がどう行って

いくのか。町が主体で、町が責任持ってやっていくものなのか。そこら辺はきっちりと、出来上

がってから１年様子見てとかでなくて、完成と同時にどういった運営方法でいくのか。これが一

番大事なことだと思うので。ずっと検討する、検討するではなくて、大事なところはきちっとや

ってもらいたいなと思います。 
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○加藤委員 

 田中委員の追加ですが、今、後半に向かって備品の購入をお願いすると言われました。備品の

購入をするのは、町として必要な物を、どのように整理するかということなんです。少なくとも

今回のこの全体像の中で、どこの部分をどういう形で、業務委託なり、あるいは指定管理なり、

そういうものをきちっと整理してからでないと、ピザが良かったとか、うどんが良かったとかと

いう話にはなって来ないんです。基本的に、今までの流れの中では利益の出る部分、利益の出な

い部分、管理費の必要な部分を、きちっと整理して来ますと言われている。今の時点できちっと

整理した時に、今話題になっている実演コーナーは利益の出る部分なのか、経費のかさむ施設な

のか。施設全体でどういう形なのかってことをきちっと提示しないと、全く前に進まないんです。 

 それと、先ほど言われた土地購入に関しては特に問題はないのですが、この全体の立面の中に、

今回購入された土地の場所もきちっと明示して、全体像の中にはドッグラン等の位置もあったは

ずなんですよ。そうしたら、今回町が取得した土地について、ドッグランの位置をどうするのか。

使うのか使わないのか。行き当たりばったりで物事を進めないように、きちっとしなければなら

ないと思います。 

 それと、ここに入る前のもっと大きな問題点があるんですよ。パパスの指定管理は２３年度で

終わっています。２４年度からは業務委託なんですよ、４月から。そういう環境にありながら、

同じ温泉施設における温泉の休館日がある無いの問題は、どのように処理をされているのか。明

年度に向かってどういくのか。基本的な考え方、利用目的という細かい話に見えるけど、大きな

基本的な柱ですよ。そういうものの流れは、どのように整理されているのか。 

 

○産業課長 

 パパスランドの指定管理につきましては、平成２３年度で３年間の期間を満了をしております。

２４年度につきましては、工事の着工に入るということもございまして、業務委託で実施してい

くということで、議会の方とも十分に議論をした経過がございます。その時点におきましては、

平成２５年度から、新しい施設については、指定管理の方法でやっていきたいということで、こ

れについても議会の方とご相談をして、ご了解していただいているところでございます。なお、

この新しく造る建物以外の加工室やプレイグランドについて、直営でやるのが良いのか、業務委

託でやるのが良いのかは、今後協議をさせていただきたいということで話がまとまっていると理

解しております。 

 続きまして、新しく建てる施設の部分につきましても、温泉部門とそれ以外の部分については、

町が福祉施設としてやらなければならないものと、利益が発生するものとの部分があるのではな

いかと。その辺については、区別して検討しなければならないという話は以前から出ているとこ

ろだと認識しております。 

 今、勝又委員さんの方からありました備品関係でありますが、全体の備品についてはまとまっ

ております。ただ、実演コーナーの部分については、どういう形にするかが今、最終段階に入っ

ております。うどんということで町が決めれば、うどんの備品を入れていくことになりますし、

それ以外のものであれば、それらに対応していきたいということで、全体像はまとまっている状

況でございます。それで、どこまでが儲かる施設かということなのですが、端的にいきますと、

玄関を入りまして、図面の左側はお風呂関係ですので、これは当然、福祉施設になろうかと思い

ますので、経費が足りない部分は全額町が今までどおり、指定管理委託料として払っていかなけ
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ればならないと思っております。あとはトイレとか、この辺が共用施設になるのですが、レスト

ランについては、利益が追求できる施設と考えております。 

 次に、今後の管理業務委託の関係についてでございますが、先ほど担当の野呂田からも説明し

ましたとおり、２５年度については外構工事をこれから手掛けるということもありまして、新し

い施設に対して十分な客が２５年度見込めるかどうかということもございますので、それらの部

分を含めて２５年度については、本年度と同じように業務委託で１年間見て、そして２６年度か

らいくのか。その辺については、今後また議会とも相談させていただきたいと思います。と言い

ますのは、外構工事が完成するのが２５年の１１月、１２月にならないと終わりませんので、そ

の辺については、今後議会ともまた相談させていただきたいと思います。基本的には指定管理で

行いたいと考えております。以上です。 

 

○村島委員長 

 お話を聞いていますと、２６年度から指定管理者での運営という話が出てきていますが、これ

は、２５年度から指定管理に移行するということで話をしていたんじゃないですか。何で２６年

度になってしまっているのですか。ころころ変わらないでください。 

 

○産業課長 

 外構工事の方が、２１ページのスケジュール表でも示しているとおり、外構工事の完了が１２

月下旬までかかる予定でございます。新しい施設は、外構工事の駐車場などが整備されなければ、

お客さんが来ても駐車するスペースだとか、いろんな部分で支障があると思われますので、この

状態で十分な収入を１００％見込むことは難しいのではないだろうかと思っております。従いま

して、２５年度については業務委託でやっていくなりして、本格的にできるのは２６年度からに

なるのかなと考えているところでございます。 

 

○加藤委員 

 今まで何度もパパスの問題を論議をしてきて、今、委員長が言われたとおり、一つの方向性が

出ていたと思うのですが、この場にきて、この委員会の中で簡単に指定管理は２６年からですよ

とか、私が質問した温泉の休館日の問題、基本的な考え方はどうなんですかってことの回答もな

い。これが本当の今の町の姿勢なのか。私はこの委員会でこの問題を進める前に、もう一度その

辺の整理をきちっとすべきだと。どんな形でできるのか、ちょっと休憩をかけて、委員の皆さん

もこの形で進んでいって良いのかどうか聞いていただきたい。私はちょっと納得がいかないので

すが。 

 

○村島委員長 

 今、加藤委員からも言われましたが、私もそう受け止めていたのにころころ変わられたら、今

までやってきた委員会が何だったのかと言うことになってしまいますので、今まで何回も委員会

を開いているし、やってきた結果を踏まえてもらわないと。あまりにも簡単に変わられるのは良

くないですね。各委員の理解も２４年度は業務委託で、２５年度は指定管理者でやるという話だ

ったのが、２６年度に指定管理者と言われると。どうなっているのですか。 
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○産業課長 

 先ほども説明いたしましたが、今までは２４年度は業務委託、２５年度からは指定管理業務で

やっていくと言う話です。それを踏まえた上で、私が説明したかったのは、スケジュールでもあ

りますとおり、外構工事が全部終わるのが１２月下旬までかかるので、パパスランドの一番収益

が上がる６月から１０月のピーク時に、駐車場が無い状況で運営していくのは極めて難しいと思

われるので、２５年度も指定管理から業務委託に変えて、本格実施の２６年度から指定管理にし

ていくということも検討していただきたいと、提案しているものでございます。今までの経過で、

２４年度は業務委託、２５年度は指定管理をいう考え方が変わったものではございません。外構

工事が１２月いっぱいかかるという、詳細なスケジュールの中から、２５年度の業務委託も考え

られるということを提案しているものでございます。 

 

○村島委員長 

 ちょっと休憩を取りたいと思います。 

（暫時休憩） 

○村島委員長 

 休憩を解いて、委員会を再開します。 

 先ほどの件でありますが、課長が言われた委託の件は、課長としての判断なのでしょうか。２

６年度から指定管理にするという話については。 

 

○産業課長 

 ２５年度の指定管理を２６年度からやるべきではないかという部分については、昨年来、ずっ

と協議をしてきました、新しく建てる施設については、２４年度は業務委託しておりますが、２

５年度から指定管理で実施するということでさせていただきたいと思います。今後、また何かあ

る時には改めてきちんと提案し、ご協議をしていきたいと思いますので、先ほどの件については、

訂正し、お詫びさせていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 話はわかりました。しかし、何回も委員会を開いているんですよ。そうやって議論してきたも

のが急に変わってしまうのは、やっぱり町として管理運営をどのようにやっていくんだという道

筋があるわけですから、そういうことが無いようにしていただきたいと思います。 

 それから、ピザやうどんの話が出ていましたけども、何でそんなに変わるのか。委員会でやっ

ておきながら、委員会そのものをないがしろにされたような感じに受け取ることもできるので。

入札が１８日に控えているわけですから、ちゃんとやってもらわないと、なかなかまとまらなく

なってしまう。委員の方々から、まだいろんな意見が出ると思いますが、それに対して答弁して

いただきたいと思います。 

 委員の皆さんから、他にあれば。 

 

○加藤委員 

 基本的にすみませんで済む問題ではないことだけ、自分自身の中に肝に銘じていただきたいと

思います。 
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 いずれにせよ、２５年度から指定管理にこの建物は移行していくということだけは間違いない。

ただ、その内容について、基本的には金額の問題になりますが、委託費のかかる部分、委託費の

かからない部分が、いろんな場面で出てくることになると思います。今回、最終段階の図面が出

たわけであります。そういう中では、図面上においてこの部分については委託費を支払っていか

なければならない。この部分については、どうしても共用部分としていかざるを得ないんだけど

も、それは現時点でこういう形ですと。ですから、これから町が買わないとならない備品につい

ては、こういう形で進めていきますということも、きちっと図面もできたわけですから、今、言

われている実演コーナーの部分について、備品も中身が正式に決まらないと決められないので、

皆さんと検討していかなければならないと言っていますけども、その部分がどの部門に入るのか。

利益の出る部分として考えていくのか、完全に別の考えとしていくのか。別考えとするならば、

同じ食事として１食して行くとしたら、レストランの売上げは減っていくという問題が、当然の

ように出てくるわけです。そういういろんなことを踏まえた中で、どういう形でしていくのか。

指定管理でやるのは良いですが、内部についての図面上のおこしを、早急にきちっといろんな形

で細目化していく。当然、もうされていると思いますが。これから検討していかないとなりませ

んから。そういうものをきちっと整理しないと、大変になっていくと思うんです。今までの中で

は、一番最初の発端は、２３年度までの指定管理の委託費を超えるようなことにはなりませんと

言う話が最初のスタートなんですよ。また、そういう環境の施設にしていきますと言う表現もあ

ったんですよ。でも、そんな形にならない状態にどんどんなっていませんか。本当に札弦の地域

の人だけではなくて、清里町の施設として皆が納得できて、使いやすいのはどういう施設なのか。

どういう運営方法なのか。地域の要望もあって、施設ができました。最後まできちっと地域の人

に支えてもらえる運営方法というものを、早急に提示してもらわないと困りますよ。そういう一

連の流れの中から、緑清荘は３６５日温泉を開いていますよ。何回もパパスの問題は言われてき

ている。指定管理の期限が終わって、業務委託になった今年度も、それはそのままなのは、どう

いう理由がそこにはあるのですか。本当に基本的なところですよ。指定管理にするとか、しない

とか、温泉を新しくするとか、しないとかではなくて、いろんな疑問が前から提案されていたは

ずです。なぜ、それが今年度についても同じなのか。こういう形だからやむを得ないとか、いろ

んな方法があると思うんですよ。その関係は一切説明が無い。 

 

○村島委員長 

 今の加藤委員の質問に対して、答弁をお願いします。 

 

○産業課長 

 パパスランドの休館については、条例上は休館日を設けることができるとなってございます。

今までの指定管理者業務委託では、月曜日を休館日ということで定めてまいりました。本来なら

ば、今回の４月１日からの業務委託に変わった段階から、見直しをかけることもできたかと思い

ますが、指定管理業務委託に変わる段階で見直そうということも含めて、今回の４月１日の見直

しは見送ったというのが現実でございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 それなら、なぜそういうことを一番先に言わないのか。そして、なぜ指定管理にした時からと
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思ったのか。今回はしなくても良いと捉えたのか。そこの最大要因はどこにあったのですか。 

 

○産業課長 

 休館日をなくして、収入を増やすという考え方もありましたが、今まで指定管理でやってきた

人員体制の中で、人員が増えるということも想定されます。町が業務委託するのですが、人員体

制の配置の関係も出てきますので、その辺を考えながら、業務委託の間は今までどおりの運営方

法でやっていってはどうかということで、休館日を変えないまま進めたところでございます。 

 

○村島委員長 

 休館日はわかりましたが、それ以外にも他の委員からいろんな意見が出ているわけですから、

それに対しても答弁をきちっとしていただかないと、なかなか進行できないです。 

 入札も１８日に控えているわけですから。本会議で入札できないことになったら、えらいこと

になる。そういうことのないように事前に委員会を開いているわけですから、ちゃんとやっても

らわないと。加藤委員だけでなくて、委員全員が心配しているからいろいろと町側に言うんです

よ。パパスについては、心配な部分があるからこそ、何回も委員会を開いて煮詰めてきているわ

けですから。 

 

○田中委員 

 ここまで来ると、今後の出来上がった後の話で、そこで指定管理でやっていくということも決

まっていると。そうした場合に、過去の委員会の中では、今までの指定管理の費用が少なくなる

ということで記憶しているわけですが、そこら辺についても大まかで良いですから、緑清荘みた

いに委託料無しの指定管理なのか、それとも今までより経費がかかるのか、それとも大幅に経費

が少なくなるのか。そこら辺ぐらいは議員の皆さんも分かっていないと、先が不安だと思うんで

すよね。ここはやっぱり大事なことだと思うので、数字的に細かいのは出ないだろうけども、そ

こら辺はしっかりと説明してもらいたい。もう出来ちゃうわけですから。出来ちゃってから、ど

うとかこうとか言っても仕方ないので、そういうところは大事なことなので、その辺の大まかな

計算はできているのではないかと思っているのですが。 

 

○産業課長 

 パパスランドの増築後の委託料がどうなるのかという概算試算につきましては、以前に常任委

員会の方にも報告したことがありますが、現在は約１,８００万円程度、業務委託料を支払ってお

りますが、その中で一番ウエイトを占めているのは、温泉の加温に係る燃料費でございます。こ

の件につきましては、議会の皆様にもご協力をいただきまして、温泉ボーリングをしようという

ことで、もう既に着工しておりますので、現在この温泉が３９度ぐらいしか出ておりませんが、

これで４８度なりのお湯が出たとすれば、重油にかかっている油代がかなり減額できるのではな

かと思っております。さらに、電気器具類につきましても、できるだけ省エネになるものを使う

ことも考えておりますので、現在の１,８００万は大幅に減額できるものと概算試算はしていると

ころでございます。 

 緑清荘につきましては、宿泊使用料だとかの部分で、温泉の部分につきましても全部負担して

もらいまして、委託料を支払わないとしておりますが、パパスランドにつきましては、そこまで
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カバーすることは不可能ではないかということで、ご説明を申し上げたところでございまして、

最低でも温泉の方の係る分についての不足分は、支払っていかなければならないというようなこ

とで、前回説明しているところでございます。然らば、いくらになるかという部分については、

今後もう少し精査させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○田中委員 

 我々が理解をする部分は、従来の指定管理の委託料と言うか、その金額に対して、温泉の温度

が高くなれば沸かしていた部分の燃料代の部分については安くなるだろう。そこら辺ぐらいで理

解をしておけというようなところでしょうか。 

 

○加藤委員 

 今、田中委員が言われた、その部分というのは自然的になる部分。基本的に今一番言われてい

るは、レストラン、売店部門、そして面積の大きくなった部分、これらの部分について、基本的

には今までの指定管理でかかった部分よりも下がらないとならないんです。そういう形の中で逆

を言うと、逆から見ると、本当にレストランや売店をゼロで仮にやろうとした時に、ゼロでやれ

るような環境やスタンスが、本当にクリアできているのかってことなんです。結果的にそれで赤

字が出るから、やっぱり補填しますという話の指定管理はあり得ませんよ。そういうことはあり

得ませんということなんです。ですから、地域の人方が要望して、施設を造っていくのは良いで

すが、基本的に最後の運営管理までも、きちっと自分たちの地域のことは自分たちでできる、最

低限、最大限の努力と言うのは、どういう形かってことを今の時点で提示してもらわないと困る

んですよ。指定管理業者は決まっていませんが、地域としてどうやっていくのかっていう案は提

案されるべきなんですよ。 

 それと、この指定管理を選考するにあたっては別の話になりますが、本当に町のトップだけの

選考委員会が良いのかどうか。このことは、これから議会の中で私は論議した方が良いと思って

いるのですが、外部の専門職を選考委員会のメンバーに入れていかないと、後々いろんな問題が

出てきている。これは私の個人的な考え方ですけども、馴れ合いでいって、最後にどうにもなり

ませんから、皆さんお願いしますと言うのは、もう町民から許されないんですよ。私たち議員も、

自分の金からこれを出せと言われたら嫌って言いますよ。やっぱりそういうことにはなっていか

ないでしょってことなんです。その場しのぎでは駄目なんです。皆でもう少し知恵と汗を出して、

本当に皆のために一歩前に進む努力を、もう一度この機会にやりましょう。提案も中途半端で、

会議始まって中段したら取り下げますって。何を信じて論議していけば良いのですか。 

 

○村島委員長 

 パパスの問題ですけども、他にありませんか。 

 

○議長 

 この際、しっかり原点に戻って、整理してもらわなければならないと思います。今までの産福

の会議を通じてパパスについて思うのですが、１つは地域の要望。これは大事なことなのですが、

要望の裏返しは責任なんですよ。聞きっぱなしでは駄目なんです。ですから、これだけ大きな面

積を造れと地域要望があって、造ることには誰も反対していないと思うんです。これをいかに、
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うまく活用してもらうかってことなんです。ところが、委員長や加藤委員や副議長からも話が出

ていますが、非常に先々不安だと。何が不安かと言うと、この委員会を通じでずっと言ってきた

のは、建物を建てるのと同時に、この運営はどうするんだと。運営方法をしっかりと出してこい

と。今までのうちの町の失敗は、ハードが出来上がってから議論するから問題になるんだと。せ

めて、建物と一緒に運営方法はどうするんだということを出さないと。ところが、一向に出てこ

ないわけですよ。先ほど副議長が言われたように、最低でも金額はどれぐらいだって聞いても出

てこない。然らば、運営方法をどうするかってことなんですよ。最低でも私は、例えば農産物加

工センター、インドア、パークは別にしますから、この１,８００万からは抜きますよと。そうい

う話だったと思う。ただ、先ほど言ったように、温泉が４０何度出れば下がるのではないのかと

いう程度しか言わない。札弦より緑の入浴者の方が多いのだから。極端なことを言えば、緑より

多く払えないんだって。そういう状況から見ると、レストランも、緑清荘より大きいレストラン

じゃないの。その辺をちゃんと整理して、施設が出来た暁には、こういう運営方法をしますとい

うことを同時に提案してもらわなければ、うちの委員会は納得できないし、町民に説明のしよう

がないってことを言っているわけです。非常に産業課の仕事は多いですよ。気の毒だなと思いま

すが、これだけの物を造った時には、運営管理をどうするかってことが一緒に出てこないと。本

来は運営管理を考えたら、札弦から要望があるけども、これだけの大きいものが維持できるのか、

と逆に聞かないと駄目ですよ。うどんもピザも良いでしょう。だけど、要望だけ出てきて、レス

トランが駄目になるから、うどんをやめたなんてことになったら、実演コーナーはどうするので

すか。責任はどう取るのってことですよ。備品まで用意して。どこから要望が来ているのかわか

らないですが、要望の裏返しは責任なんですよ。そういう中で、運営方法をどうするんだってこ

とを、やはり併せて出してもらわなければ。どういう運営をするのか。先ほど言ったように、加

工センター、インドア、パークは別にシルバーにやらせて、あくまでも温泉施設だけ業務委託し

ますよとか。それで売店とレストランをその中に入れますが、委託費は払いませんとか。そうや

って明確にしなければ駄目なんですよ。そういうことでしょ。そのために我々も温泉を掘るのを

認めたのだから。加温するのに金がかかるということで。温泉が４５度、５０度と出れば、うん

と下がるわけですよ。そう言えば良いんですよ。いくら掘ったって３９度しか出てこなかったら、

また油代がかかるわけです。やっぱり、委員の皆さんが納得するような運営方法を、管理方法を

出してもらわないと。僕はそれが優先すると思う。忙しいだろうけども。気の毒だと思う。産業

課は人の割にちょっと仕事が多すぎると思うから。 

 

○前中委員 

 今までの議論の中で、やはり丁寧な説明という部分で、管理手法、運営手法の部分が欠落して

いるということは、間違いなくあると思います。平面図の中に、加藤委員さんもおっしゃったよ

うに、特色性、公共性のサービスっていう観点であれば、それは指定管理の手法の中で取扱うべ

きブースと言いますか、面積なんで、そこら辺はこういう形で、ここは指定管理者の手法でやら

させていただきますよ、食堂の部分は地域の中、あるいはどうしても今の議論の中で見落として

はならないのは、地域、地域と言いますが、それ以前にこれからの清里のまちづくりの中で、こ

れだけ町の財政を単費で財政出動するとなると、それだけ執行者の方々も、プロジェクトチーム

なども立ち上げた中で、きっちり精査と言うか、議論を踏まえた中で、この道の駅パパスを捉え

ていただきたい。どうも今の段階では、産業課に全て意見集約で提示して、何かこういう部分で
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責任逃れしているのかなとも思う。もっと課を横断した中で産直の話だとか、社会の貢献度合い

の中で、ここでは野菜の直売とかも出ているんですが、これについても、やはり今後、この清里

町で物を売るブースなんて正直なところ無いんですよね。そういう意味で関係各位、ＪＡもある

スタンス、立場でと、その辺の話も一切何も無い。これからどういう形で進めるのか、もう時間

は無いです。早急にタイムリミットが無いので、その辺を懇切丁寧に説明しながら、きちっとや

っていただきたい。そんな中で、いろんな部分でころころと変わりすぎていたというのもありま

す。ドッグランもあったのですが、それも今回は説明が無いですが、そういう部分も本来であれ

ば説明していただきたいんですけども。やはり管理手法が、こういう部分ですという詳細、デテ

ィールの部分を、できれば早急に形作っていただきたい。その中で、外構が２５年度になってい

くのだけども、その時にもし、費用対効果の中で今回取得するであろう土地の部分に、仮駐車場

でなんとかならないのかなど、こういう話も出てくるのかなと思うので、その辺も課全体だけで

なく、職員全体の中でプロジェクトチームでも良いですが、考えていただいて提示してもらわな

いと、議員としても協働、共創と言う部分では一緒に提案していきますので、それの提案母体は、

叩き台を作っていただかないと、こっちから提案してばっかりでは何かちょっと難しいので。私

の言いたいことはそれだけです。 

 

○村島委員長 

 課長、今の話を聞いたと思いますが、何か答弁があったらお願いします。 

 

○産業課長 

 言われるとおり、うちの事務が遅れていることについては、申し訳ないと思っています。その

中で今ありました、野菜の直売関係をどうするかということについては、昨年来、農協女性部な

どから意見を聞いたところもありますが、今回、農協とか女性部とか、いろんな方々の意見を聞

きながら進めたいと考えているところでございまして、ちょうど農作業の方も一段落しましたの

で、麦の始まる前のこの時期に連絡して、進めていきたいと考えているところでございますので、

また煮詰り次第、次期の委員会に報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 

○田中委員 

 今の直売の関係ですが、先ほど前中委員からも言われたのですが、ＪＡとのは話し合いはある

のですか。長芋やごぼう、玉葱だとか、いろんな生産組合がそれなりにあるわけですが、そっち

と話す方が手っ取り早いのかなと思うんだけども、そこら辺はどうなんですか。 

 

○産業課長 

 昨年、一度やった時は、町内全体に広報しまして、その中で野菜を作っている関係者に個別に

案内をするという中で、できるだけその関係者に多く集まっていただきながら、ご意見をいただ

いたということでございます。今後につきましては、どういう形で直売をしていくのかというこ

とを詰めていかなければならないと思っております。生産者が直接持ち込んで、自ら販売するの

か。それとも、農協とかを通じて、指定管理を受けたところが自ら仕入れをして自ら販売するの

か。または、生産者と指定管理業者がお互いにできるところをやって、販売手数料を取ってやる
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のか。３つぐらいの手法があるかと思いますが、いずれにいたしましても、生産者の方の考え方

もまとめなければなりませんし、指定管理者を受ける方の考え方もあるかと思いますので、今後

２、３回集まっていただきながら、生産者の意見も集約しながらやっていきたいと思っています。

今後、やる関係につきましても、住民全体広報と、野菜などを作っている関係者に個別に連絡を

取る中に、今、田中副議長さんからもありましたように、長芋生産組合とかごぼうなど、いろい

ろありますし、農協も含めて連絡をして、多くの方々のご意見を聴取していきたいと考えており

ます。 

 

○加藤委員 

 今、３つぐらいの手法がありましたが、生産者が自ら販売する方法、指定管理者が中に入って

の話と、ＪＡが入っての話。その指定管理の関係は、指定管理者が決まっていないのに誰と話を

するのですか。 

 

○産業課長 

 指定管理者は決まっていないですが、町として直売をやっていく考え方としてまとめる時に、

現行の指定管理者の意向と言うか、やっている中での課題とかいろんなことを聞く上では、今の

指定管理者から聞くことも必要かなと思っております。あえてパパスとは言わず、指定管理者と

言わせていただいたつもりでおります。 

 

○加藤委員 

 私もあえてパパスとは言わなかったのは、そこのところなんですよ。でも、今までにそれを含

めた説明会をやっていますし、実際に野菜を作っている生産者自らの声の中に、パパスがあたか

も私がやるんだから、これだけの手数料をもらわなければ駄目だと言う表現が説明の中にありま

したよ。そういう意味ではなかったんでしょうが、そういうふうに取られる場面もありましたっ

てこともあるんです。その進め方と内容については、十分に気をつけて進まないとならない部分

じゃないかと思います。 

 それともう１点は、私はこれは確かに指定管理でその辺の部分はあるのですが、地産地消のい

ろんな部分の中で、町としてどのように力を入れていくのか。どう関わっていくのかなど、これ

だけでも大きな部分があると思うのです。確かに、第三者がそこに入っている人に委託していく、

誰にでも売っていくという形でいけば、経費はかかるわけですよ。それを売っていく全ての人に

かけていくのか、あるいは清里の人が作った野菜などの生ものを、少しでも清里の人に食べてい

ただくための努力と方法の中で、もう一歩進んで、経費のかからない方法でやるとしたら、どう

いう方法があるのかだとか。もうちょっと、採算ベースではなくて、いろんな角度からいかない

と、提案はされているけども、次のステップでは採算ベースと、置けば良いんだという形になっ

てしまっている。だから、そういう形では生産者側もそれなら参加したくないだとか、逆影響が

出る可能性も十分にあるので。これだけのスペースと環境を築いている中で、作っている人が余

った農産物、野菜を逆に供給してもらえる環境づくりも、きちっと忘れないで進めていかないと、

いろんな部分で大変になっていくと思うのです。 

 

○産業課長 
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 担当者とも十分協議しているのですが、売店で収益が上がらないから町が全額補填していくと

いうことになれば、どなたでも出店してくれるだろうと思いますが、あくまでも採算が取れるこ

とを前提にしていただくのを基本とするならば、野菜を作る生産者自らが、どうしたら採算が取

れるのかってことを思ってやっていただけるような気分作りを、やっぱり町はしていかなければ

ならないのかなと思っています。今日の午前中にも担当と話したのですが、町が主導でやってい

くと生産者は、町から頼まれているからやっていくってことになるので、生産者自らが作った物

を出したいんだということが、できたら良いんだけどもという話をしているところでございます。

いずれにいたしましても、町が仕掛け人になって人を集めたり、話を聞いたりする仕掛けは町の

方でとりあえずやって行きたいと思っております。基本は生産者が自ら出店して、いろんな方法

で販売していただいて、利益を上げていただければ、一番望ましいと考えております。 

 

○議長 

 先ほどから私が言っているように、運営方法をちゃんとしないからですよ。町がやろうが、ど

こがやろうが農家の人が持って来れば、電気代はかかるし、清掃費はかかる、いろんな経費がか

かるわけですよ。町がこの直売をどうするんだと、どういう方法でやるんだという運営方法を明

確にするとはっきりしてくると思うんです。その方法が何も無い中で、長いも組合を呼んだり、

ＪＡを呼んだり、婦人部を呼んだり。ああした方がいい、こうした方がいいと言って、手間がか

かるならやめたってなる。運営方法をきちっと明確に打ち出さないと。先ほど言ったように運営

方法、管理方法をどうするんだということを、町で作り上げないと駄目ですよ。パパスについて

は、町はこういう運営をするんだということを、ちゃんと作り上げて報告しないと、僕は駄目だ

と思う。 

 

○村島委員長 

 近隣で言えば、小清水のじゃがいも街道で販売されているのもわかっていると思いますが、あ

あいうのも見本にもなるし、どういう方法が一番良いのか、やはりきちっとしていった方が良い

と思いますよ。あそこは作っている人が出していて、何十軒って集まって出しているんですよ。

直売場についても、議長や加藤委員が言われたように、きちっとしたものを出してもらわないと、

スムーズにいきませんよ。そこを検討してください。 

 

○勝又委員 

 実施設計ができて、入札も控えているのですが、ただ、ここは道の駅なんで、札弦センターと

は訳が違うんですよ。町民だけが利用するわけではなく、いろんなお客さんが来る。そうなった

時に、今も道の駅なんですが、やっぱり新しい建物ができて、やり方が変わって、今よりはさら

に集客力があるようなやり方なり、建物でなくちゃいけないと思うんですよね。そう考えた時に、

今、課長から仕掛けは町でと言われましたが、そしたらその仕掛けを、パパスありきの話ではま

ずいのですが、それにしても地域が動いてもらわないことにはできないわけなんですから、その

事をきちっと仕掛けれるような形で、町の方からもうまく、その辺も仕掛け人になってやっても

らいたいなと思うんですよね。だから僕、先ほど実演のことも言いましたけども、実演は何をす

るって決まっている。実演と厨房がとんでもなくかけ離れた形でやれるわけがないと思うんです

よ。実演、実演でもうけて、厨房は厨房でお客さんの取り合いをするようでは終わっている。そ
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うなると、厨房の中と一括して実演をやってもらう形でしょ。だけど、そんな中で当然今までよ

りはお客さんが呼べるような、一つの仕掛けが必要だと思うんですよね。そのことをきちっと見

出せた形の中でね、僕は進めて行くような形をとっていただきたいと思います。新しくなって、

どこが変わったのって言われないような道の駅になってもらいたいから、委員もみんな頭を悩ま

せて言っているんじゃなのかなと思います。そんなことでよろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 そう言うことでありますから理解してください。よろしいですか。 

 

○加藤委員 

 勝又さんから、積極的にパパスでやれるような方法も必要だと言われたけども、逆を言うと、

それだけのパパスのスタンスと、スタッフが受入れられる環境になっているのかってことも、町

は十分に検討しないとまずい。私はあえて言うけども、むしろ今のパパスの指定管理よりも素晴

らしい人が、札弦の中から、あるいは清里の中から出ていただきたいくらいです。それに負けな

いぐらいのスタンスをきちっと持ってもらわないと駄目なんです。ここまで来たから逆に私たち

にくるんだと思われては困ると。ましてや、行政サイドはそれにいろんな形でころころするよう

なら駄目だと思う。 

 

○村島委員長 

 そう言うことでありますので、いろいろと各委員から出ましたので、参考にしながら検討して、

やっぱりスムーズにいかなければ困りますので。他に何かありましたら。 

 

○田中委員 

 最後に私の方からも、この道の駅についてはパパスを建替えるということで、私の耳に入って

くるのは、何でそんなのをやるんだと言う声が結構多いです。ここまで来て、やるからには、通

り掛かりの人に便利良くするための施設という意味合いももちろんあると思いますけども、やは

り、清里の町にとって良い施設になるように、しっかりと管理、それから地域の協力。それと皆

さんも言っていましたが、地域の要望って言っていたけども、札弦センターだとかについては、

地域の要望で十分良いと思うんです。しかし、この件については、先ほど議長も言われたように

町主導型でしっかりとやってもらわないと困るんですよ。地域が言ったからって言っても、最後

に責任を取らなきゃならないのは町なんで、そこら辺はしっかりとやってもらいたいと思います。 

 

○村島委員長 

 しっかりと受け止めていただきたいと思います。パパスについてはこれでよろしいですね。 

 それでは、パパス以外に何かあれば。 

 

○加藤委員 

 店舗改修事業の関係なんですが、町内における対象店舗ですが、この店舗と言うのはどういう

ところまでを指しているんですか。営業していれば全て店舗という解釈なのか、あるいは中央商

店街だけのことを言っているのか。この辺の解釈はどのようにされているのか。 
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○産業課長 

 現在検討しているのは、小売業、飲食業、サービス業などを考えております。逆に該当させな

いのは娯楽業とか、現在清里町にはございませんが風俗を伴うような飲食業については、対象外

とするということで、できるだけ多くの業種を店舗として取扱ってまいりたいと今、検討を進め

ているところでございます。 

 

○加藤委員 

 例えば、農機具関係で営業している部分もあるのですが、そういう関係についてはどのような

捉え方をしているのですか。 

 

○産業課長 

 農機具関係につきましては、業種でいきますとサービス業であったり製造業であったりとなろ

うかと思いますが、その辺りも含めて、できるだけ多く対象となるように進めていきたいと検討

しております。 

 

○加藤委員 

 非常に良いことだとは思うのですが、そういう形の中で、例えば農工商であったり、空き店舗

であったり、そういうところから外れて、尚且つ事業をやっていてという環境の中からいくと、

建築後１０年を経過していることっていうのもある。こういう部分で、例えば新しい事業を部分

的にするだとか、これは新店舗でも良いよという表現もあるかもしれませんが、そういう幅広い

環境の中で救えるような。私はここで改修だけとしていますが、例えばその店舗が、今やってい

る業種からちょっと違う部分をやりたいから、改修して何かをちょっとやることについてもＯＫ

ですよとか、幅広い考え方として捉えて良いのか、それは全く考えていないのか。店舗改修事業

で新しく出るわけですが、農商工でこういうのがあるけども、そこまで大きくはないとか、ある

いは空き店舗でもないと。現状の中でちょっと直して、この部分をちょっと入れてみたいだとか。

あるいは、今まではやっていなかったけども、この機械を入れてやってみたいだとか。もっと幅

広い部分についての対応もあって良いと思うのですが。こうやっていくと、この次に、またこれ

に漏れたやつはこうやってやろうかとか、いろんな形で出てくると思うので、そうじゃなくて、

やっぱり清里町で営業していて、何らかの事業展開を多くしたりしたいということについては、

救ってあげるという方向でもう少し考えても良いのではないかと。次から次と、これが当てはま

らないから、次はこれを出してくるということじゃなくて、とりあえず、今回はこの形で出して

きていますけども、要綱の中でそういう部分で改善していく方法はあるのかどうか。基本的には

店舗の部分でこうやって出てきて、住宅リフォームは別にして、空き店舗の部分や農商工、いろ

んな形でやってきていますが、永遠とその３つをしていくんじゃなくて、最終的にそういうもの

をまとめた中で、いろんな形の中でやっていく中では、最高額上限までいけば３００万になるか

もしれないけども、ここまでだったらこの５０万の２分の１ですねとか、いろんな形の中で、幅

広い形の中での補助の仕組みも必要ではないのかなって言うことも、ちょっと考えるので。その

辺についてどのように考えているのですか。 

 



 

- 33 - 

○産業課長 

 現在、関連する要綱としましては、住宅リフォームの補助事業、新店舗出店の要綱等、今作ろ

うとしている部分がございます。区分としましては、住宅リフォームはあくまでも住宅。そして

今回は、住宅兼店舗というのはたくさんありますので、住宅部分と店舗を管理区分するというこ

とから、店舗改修要綱という形で作っていきたいと思っております。現在ある新店舗なり空き店

舗は、新たな方が店舗を造ったり、空き店舗を造ったりするのが対象となります。今回の改修要

綱につきましては、現在自ら使っている店舗を改修したり、増築したり改築したりということで、

区分して整理していきたいと思っております。今回の要綱につきましては、まだ概要段階ですが、

できるだけ多くの業種に関わって行けるような内容にしていきたいと考えておりますので、只今

示しているのは概要でございますが、要綱を作るにあたりましては、もう少し詳しい内容でもっ

て示していきたいと思っているところでございます。 

 

○加藤委員 

 概要で一歩進むのであれば良いのですが、新店舗や新事業をやる場合については、その部分の

補助はある。でも実際、店舗を営業している人が新しい部分をちょっとしてみようといった場合

に、やっぱり３００万でなくてもいいから、私は逆に最初に出すのでなくて、後に出す方が良い

と思いますが、そういう形の中で、それに対しての助成もしていけるような方法の仕組みを作っ

た方がいいと思うんですよ。要するに、空き店舗で新しい事業をやるのも良いですけども、今、

実際にいろんな形の中で営業をしている人方が、プラスアルファの営業をしようだとか、あるい

は古くなったから増改築して新しくして、サービスをかけようというためのものではあると思う

のですが、それと同時に、事業展開に何かプラスしようと思った時にも、例えば１００万円の５

０％補助にプラスアルファしてあげるだとか。もう少し何て言うか、その目的が商店街の活性化

ではあるのですが、活性化の基本には、この仕事を請ける人のためじゃなくて、実際にやる人が

本当に使い易くて、やっぱりここに住んでいる人が利用しやすい環境、あるいはそういう環境の

ための配慮っていうことも含めた形で、また新しい施策を次から次と出していかなくても、大体

網羅できるような形での施策をちょっと、できれば運用の中で検討される余地があれば、されて

いただきたいと思います。 

 

○産業課長 

 現在、概要ということで検討段階でありますので、加藤委員からありましたことも含めながら、

要綱で示せるとすれば準拠したいと思っております。ただ、いずれにいたしましても、住宅リフ

ォームも空き店舗や新店舗の要綱もこの要綱も同じですが、３年間とかの期間限定でやっていき

たいと考えているところでございます。それで、店舗改修につきましても、２００万とか３００

万の大きな金額ということも検討してみたのですが、実は商店街におきましては、活性化事業を

行った時にも高度化資金を借りている方も多くおりまして、その方の返済期間があと３年か４年

で完了するとのことです。高度化資金が返済途中の間は、大幅な増改築ができないという規制が

かかっていることも伺っておりますので、今回２００万、３００万の大きな補助にしても、受け

られない方々もいるようなことも把握しておりますので、今回は電力の節電の依頼などもきてい

る中で、ＬＥＤなどの改修をいち早くやっていただいて、経費節減に繋がるようなことになれば、

今回示しているぐらいの額が良いのかなということも含めて提案しているところでございますの
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で、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 適用外かと思うのですが、店舗以外で事務所はどういう考えをしていますか。 

 

○産業課長 

 店舗兼事務所とか、住宅兼店舗の中に事務所があるものについては、店舗に含めてやっていき

たいと考えているのですが、今後の課題としましては、単独の事務所をどうするかについては、

今、検討中です。 

 

○議長 

 もう一ついいですか。実は小清水辺りは、リフォームの中に解体費用も入っているんですね。

うちは解体は入っていないと思うのですが、店舗改修で、例えば札弦地区辺りも相当解体しなき

ゃならないのがあって、いずれ町でやらなければならない時代が来るのかなと思うのですが、こ

の５０万をもらえばやると言う人もいるかもしれないので、解体も検討すべきでないかと。よそ

の町では、いよいよどうにもならなくて、市や町で解体し始めたというところもあるようなんで

すが、清里も若干あるし、札弦辺りもかなりある、緑もあるのかなと思いますが、住宅の問題も

そうだし、店舗の方もやはり解体費用まで入れてはどうかなと思うので、検討してみる値がある

と思うのですが。 

 

○産業課長 

 昨年、住宅リフォームの要綱を作る時に、近隣市町村の要綱の内容も調査した時に、小清水町

は解体費用も補助の対象としていました。小清水の担当者にお聞きしますと、大変喜ばれている

と言う話も伺っておりますが、解体費用を補助の対象としている市町村は、大変少ない状況があ

りましたので、うちの町は、解体費用については補助の対象にしなかったところでございますが、

現状として札弦地域などにも空き家になっている所もございますので、検討させていただきたい

と思います。 

 

○村島委員長 

 よろしければ、これで産業課終わりますけれども、いいですか。 

 

○前中委員 

 焼酎の話なんですけども、よろしいですか。今回、２３年度の実績が出まして、３月の一般質

問でも焼酎に関しては質問をしたんですけども、かなり製品の終売関係も実施した。そして町内

の小売店には蔵元から出すという形の流通経路の道筋も立った。あとは小売店の判断だと思いま

すが、そういう部分で一つの道筋ができたかなと思います。その中で、今年度に向けて新たな販

路拡大ということでいろいろと、産業課の中でプロジェクトチームということでスタートすると

言う説明が町長の方からも出ました。そんな中で中国物産店出店と言う話が出て来たかどうか、

私はちょっとわかりませんけども、これについて、具体的にここに明記されているんですけども、

売り込みに行く力強いものを持っていくのか、あるいはただのお客さんで行くのか、その辺の意



 

- 35 - 

気込みをちょっと聞かせていただきたいと思います。細かい話、価格等はいいので。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 只今、前中委員ご質問の中国の物産店の関係でございますが、ご承知のとおり、中国は経済発

展も進んでおりまして、いろんな物資もいってございます。そういった中、お話をいただきまし

て、現在進めているところでございますが、これはあくまでも予定ですが、できれば職員を実際

に行かせてと考えてございます。ただ、中国におきましても日本と同じように、酒の場合は免許

制だということでございまして、実質的には上海伊勢丹が持っている免許の中で売るのを手伝い

に行くという形でございます。最初にお話をいただきました、網走出身のバイヤー方にいろいろ

とお世話になって話を進めているのですが、実際的にはもう１社、中国との実績のある輸出代理

店が入って、国内で言えば卸のような形になって、清里町としてはそちらに売る形になっていて、

そちらが通関ですとか諸々の手続きをして、中国の方に持って行って、さらにそこから伊勢丹に

行くという形でございます。聞いているお話ですと、上海伊勢丹というのは、かなり上海の中で

も高級的な百貨店とお聞きしておりますので、販売数量については今のところまだはっきりはし

ていないのですが、実際に職員も行って、今後どのように繋がるかは、まだはっきりとは申せま

せんが、実際に向こうの酒に対する嗜好ですとか、そういったことも掴んでこようと、くること

ができればと、今のところ考えております。 

 

○前中委員 

 もう１点、町内の小売に直接蔵元から出す形になったわけですが、これから製造、販売等で、

大体在庫量の減産という形で進めて行ける計画が今年度以降続いていくかと思いますが、もう少

し踏み込んだ部分で、道内、町内における販売の拡販と言いますか、そのあり方、まだ他に何か

考えている部分があれば、お願いしたいと思います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 委員ご指摘のとおり、４月から町内の酒類小売店の方に、卸を通さずに直接卸させていただい

ております。まだ２ヶ月しか経過していないところでございまして、また、昨年は震災直後とい

うような部分もございまして、なかなか比較するのは難しいところでございますが、町内は昨年

の４月期に比べますと、本年の４月、５月はプラスで動いております。まだ２ヶ月しか経ってお

りませんので、効果を見極めながら、他の部分についても策を検討しながら進めていきたいと考

えておりまして、また直接大きな働きにはならないでしょうけども、先ほどご説明いたしました

オリジナルラベルにつきましては、過去に町内の中で叙勲された方の記念ラベルですとか、浪漫

倶楽部を実際にお使いいただいたこともございますし、また最近はあまりないですが、婚礼の時

の引き出物等に写真ですとか、ハートマークで名前を入れたりですとか、そういったことで、数

としては少ないですが、ご利用いただいていたこともございますので、改めてまた町民の皆さん

に周知をして、実際にそういう希望がございましたら、工場が窓口になりまして、申し込まれた

方の希望される小売店から購入していただくということを考えてございます。以上でございます。 

 

○産業課長 

 今の説明に若干追加になりますが、４月１日からオリジナルラベルだとか、焼酎瓶のリサイク
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ルだとか、終売の関係だとか、できるところから進めてまいりました。焼酎瓶のリサイクルにつ

きましても、新品で買うと１本７５円とか８０円するようなのですが、廃品回収で出してもらっ

た瓶を、小売店で１本２０円で引き取った瓶を焼酎工場にもらうと、１本５０円とか６０円。何

千本という単位でもらえれば、わずかですが多少は経費節減できるのではないのかということで、

できることからしようということでリサイクルの関係を行っています。あと今、副所長が説明し

たように、オリジナルラベルで少しでも流通していただければということで考えたところでござ

います。それから、製品がたくさんあって、年間の売り上げがほとんど無い商品もありましたの

で、終売の関係もやらせていただきました。それで今後大きく期待しているのが中国物産店の話

でございます。当初は町が抱えていって、売れなかったら引き取るという形になるのかなと思っ

ていたのですが、実際は出荷先が買い取って、売れても売れなくても返品は無いという形で買い

取ってくれると。それから買取価格については、中国も免税店みたいな形で日本の酒税がかから

ないそうですので、清里が小売店に出している価格から酒税分を差引いた金額で買い取ってくれ

るとのことですので、焼酎工場としては小売店に出すのと同じ価格で出せるというような形で考

えておりますが、これにつきましては、今後可能性の追求なり、伊勢丹は中国にも日本にもあり

ますので、これからの足がかりになっていけばと考えているところでございます。 

 あともう１点、来年度に向けてのことなのですが、今は麦麹を使っていますが、今後は米麹で

の研究もやっていきたいと思っております。麦麹も清里産の麦が無くなってしまいますので、い

ずれにしましても、麦も町外から買い取らなければ麦が入らない状況になりますので、米麹の関

係も検討していかなければならないと思っておりますし、じゃがいもなどもコナフブキに限らず、

できれば減農薬や有機栽培で作ったじゃがいもを製品に使っていくとか、いろんなことを少しず

つできるところからやっていきたいということで、戦略を講じておりますので、お知らせいたし

ます。 

 

○議長 

 中国の関係なのですが、私は昨年、オホーツク管内の期成会で中国へ行ってまいりまして、上

海の伊勢丹にも行きまして、今回、バイヤーをやっている方とも会ってきました。中国では北海

道物産店の人気が高いということで、その方も網走出身ということで、オホーツク圏の海産物を

やりたいということだったのですが、話を聞きますと、やはり福島の原発の問題で、中国政府も

非常に厳しくなってきているということで、オホーツクの物産店をやるのに大変だな、そういえ

ば清里は焼酎があったなということで、声をかけてくれたようです。彼が来た時に、うちの焼酎

を持って上海へ帰って伊勢丹の方々に飲んでいただいたら、非常においしいと言うことで、中国

では紹興酒が有名なのですが、紹興酒はあまり飲まないんですね。紹興酒のできる地域の人しか

飲まない。あと、ものすごくきつい酒を飲むそうです。４０何度とかの物を。だから焼酎は非常

に良いのかもしれないということで、今回やってくれると。それで、町長はニュージーランドへ

行かなきゃならないということなので、副町長を団長にして是非行って来いと言いました。うち

の焼酎も行かなきゃ売れないということで話をしてありますので、多分行かれると思いますので、

一緒に松浦君も行くのかどうか。それから議会からも副議長が宣伝がうまいから、副議長にも行

ってもらいたいと伝えてありますので。 

 それと、課長の方からも話が出たので重複するかと思いますが、第４次行財政改革大綱の中で、

効率的な組織の運営ということで、焼酎工場が産業課のグループになって、グループ制になって
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効果があったかと聞こうと思ったのですが、いろんなことをやるということで、効果があったん

ですね。ただ、松浦君に苦言を呈しておきたいと思うんだけども、うちの議員の皆さんも知らな

いと思うんだけども、うちの焼酎は、加藤さんや勝又さんや田中さんや畠山さんが作っているコ

ナフブキしか使っていないんだよね。前に私と副議長で訓子府に行ったことがあるのですが、訓

子府で抵抗品種のスノーマーチで造った焼酎がある。これがうまいんですよ。そのスノーマーチ

で造った「訓粋」という酒の原酒が今回できたんですよ。これもまたすごく評判が良い。先ほど

課長も言ったけども、いもによって味が違うんです。だから、うまい物を造ってもらわなければ

だめだわ。やっぱりいろいろ飲んで、どれがおいしいかってやってみる必要があると思う。うち

の町の一村一品としてこれを大事にして、すばらしい焼酎があるって言われるぐらいの焼酎を造

って欲しいと思います。米麹でやればもっとコクのある焼酎ができるかもしれないし。いろいろ

やって欲しいなと思います。せっかくグループ制になったので、グループ制の効果が出るように、

しっかりと頑張ってやって欲しいと思います。効果は出ていますか。 

 

○産業課長 

 頑張っています。業務量が増えて大変ですが、清里の特産品でもあるので、難しいことはでき

ないですが、すぐできるものもありますので。今まで携っていなかったことで、逆に気付く部分

もあったので、やれるところからやろうかと頑張っていますので、よろしくお願いします。 

 

〇勝又委員 

 スノーマーチは収穫したてのいもを使っているのか。貯蔵しないと甘みが出ないんじゃないか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 訓子府から委託されて造っています、スノーマーチという原料で造っているじゃがいも焼酎で

すが、例年１１月ぐらいに、清里産の通常ので造った最後に持ってきていただいて造っておりま

して、大体次の年の夏ぐらいまで貯蔵して、夏から秋にかけて出荷するという形です。今、お話

に出ました訓粋ですが、原酒につきましては３月末に瓶詰めして、４月に３００本程度出荷しま

した。麹は今までと同じ、地元産の二条麦の麹です。 

 

○加藤委員 

 米麹で試すと言っていましたが、清里の免許ではその辺問題はないのか。 

 

○産業課長 

 現在、酒税局に米麹でも造れるように、免許申請を進めているところでございます。酒税局の

緩和措置もあって、許可が出るまで４ヶ月ぐらいかかるとのことですので、早くて８月ぐらいま

でかかると思いますが、そのようなことで進めております。 

 

○加藤委員 

 焼酎の終売になるのは良いのですが、オホーツクは１６０万ぐらい売り上げがあるようですが、

これは基本的には代替が利くような形での販売が可能なのかどうなのか。無くすのは良いんです

けども、これが一つだけ飛び抜けてあるから、これは何なのかなと思って。それと、一番問題な
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のは、清里の小売店の単価を下げても、清里で飲む人がいなければ意味無いんですよ、基本的に。

そういう中で、原価もかかっておりますけども、議長も言われましたように、おいしい焼酎を造

って、大手の焼酎と比べたら価格は高いですけども、それに匹敵するような助成やいろんな方法

を、焼酎工場だけじゃなくて商工の関係だとか、そういう形の中から清里で出来た酒を飲食店で

飲む時の助成措置など、やっぱりおいしいお酒を地元で消費してもらえるような環境づくりが、

どうやったらできるのか。小売店に直接卸すようになって一歩進んだわけですから、おいしい焼

酎を造ると同時に、できれば飲食店で飲む焼酎はこれと対等に飲めるぐらいの方法が何かできな

いか。一番良いのは、皆に清里焼酎を飲んでいただけるのが良いんだけども、なかなかそうもな

らない。そういう方向もやっぱり考えていく必要があると思います。少し検討していただきたい

なと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。それでは、産業課終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは、２番目について、事務局お願いします。 

 

○事務局長 

 それでは、２番目の意見書の検討についてです。午前中の総務文教常任委員会でも申し上げた

とおり、清里地区連合から５項目にわたっての意見書が出ております。その内、当委員会所管の

２件についての意見書案の議会提案ということでご説明いたします。当委員会につきましては、

３７ページの「けいれん性発声障害（ＳＤ）の研究・治療等の推進を求める意見書」でございま

す。この障害に関わる実態調査をして状況を把握して、学校や医療機関に周知を行うこと。それ

と医療費の軽減のための保険適用。ボツリヌムトキシン注射の関係と医師の派遣。この３点の項

目についての意見書でございます。それから、４１、４２ページの「最低賃金の大幅な改善を求

める意見書」については、これは例年出ております。この２件の意見書案でございます。以上、

説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 意見書については、提出することでよろしいですか。 

 次、お願いします。 

 

○事務局長 

 道外所管事務調査につきましては、総務文教常任委員会でご説明申し上げたとおりでございま

す。 

 

○村島委員長 

 次の４番、次回委員会について。 

 

○事務局長 
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 これにつきましても、未定でございますので、委員長と協議しながら次回の日程を設定したい

と思います。ただ、確認でございますが、産業課の中で話題にありました管理運営方法の明確な

町の方向性について、次回の委員会に提示するようにということで、所管課に申し述べていきた

いと思います。 

 

○村島委員長 

 その他。 

 

○事務局長 

 ございません。 

 

 

●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 長時間にわたりましたが、これで案件が終わりました。第１０回産業福祉常任委員会を閉じま

す。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後３時４５分） 


