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第１２回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年８月１０日（金） 

    開 会     午前 １１時０５分 

    閉 会     午後  ２時２７分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●産業課 

  ①清里町店舗改修事業補助要綱について 

  ②パパスランドの管理運営方法について 

  ③パパスランドの暖房給湯ボイラーの改修について 

  ④パパスランド温泉掘削進捗状況について 

  ⑤パパスランド・緑清荘の運営状況について（第１四半期）について 

  ⑥清里町店舗出店等支援交付金事業について 

  ⑦江南牧場末利用地の利活用について 

  ⑧平成２４年度清里町焼酎販売実績（第１四半期）について 

  ⑨酒類製造免許の条件緩和申請について 

  ⑩清里焼酎の販売促進活動（中国上海物産展出店）について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○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 

 ■産業課長       斉藤 敏美    ■農業Ｇ総括主     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    ■焼酎Ｇ主事      廣谷 淳平 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  柏 木 繁 延 

      主  任  鈴 木 由美子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１２回産業福祉常任委員会を開催したいと思います。 

 

 

○村島委員長 

 町からの協議・報告事項について、産業課から①から⑩までありますけども、１点ずつ説明を

お願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは、清里町店舗改修事業補助要綱について、ご説明いたします。２ページ目をお願いい

たします。 

 本要綱につきましては、６月開催の常任委員会で要綱制定に向けての概要をご説明させていた

だきました。この度、商工会の各商店の状況確認をしていただいた結果、何軒かの店舗より実施

したい旨の回答がございましたので、要綱を制定し、９月定例会にて予算を計上するものでござ

います。 

 要綱の内容を説明いたします。第１条につきましては、本要綱の目的を記載しております。第

２条につきましては、用語の定義で第１号で店舗、第２号で改修、第３号で町内住宅関連業者に

ついて記載をしております。第３条については補助対象者で、町内に住所を有すること。改修店

舗の所有者で５年以上営業しており、改修後も継続して営業する者。町税等に滞納がない者に該

当される方を対象としております。第４条は補助対象で、第３号において、娯楽業、風俗を伴う

飲食業は対象外としております。また、第４号において、農商観光等異業種連携事業化支援・雇

用創出交付金と店舗出店等支援交付金事業による補助金を受けている方は対象外としておりま

す。第５条は補助対象店舗の記載で、町内にて営業している店舗で、建築後１０年経過、対象費

用が２０万円以上の改修が対象になります。また、同条第２項で改修工事費には、店舗以外の工

事及び他からの交付金を受けた場合は含まないものとしております。第６条は補助金の額を記載

しており、改修費用の２分の１、５０万円を限度とし同一店舗１回限りとしております。なお、

第３号において、借家にて営業している場合は、所有者の同意により補助対象にすることができ

る規定を設けております。第７条は補助金の申請、第８条は補助金の交付の決定、第２項におい

ては、決定額の内３０万円を限度に清里町の商品券で交付することができることを記載しており

ます。第９条は内容の変更等、第１０条は実績報告等、第１１条は補助金の確定及び支出、第１

２条は補助金の交付決定の取消し、第１３条はその他の事務処理上の規定を記載しております。

附則につきましては、施行期日を記載したもので、平成２７年３月３１日までの時限要綱とする

ものであります。別表につきましては、各工事内容を記載したものであります。以上で終わりま
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す。 

 

○村島委員長 

 ①の質疑をしたいと思います。①について、質問がありましたら委員の方、お願いします。 

 

○加藤委員 

 第６条の補助金の部分で、交付は同一店舗１回限りとするとあるのですが、この補助金の関係

は、この店舗改修事業の補助金という捉え方なのか、例えば、空き店舗等あるいは６次関係の事

業で補助金をいただいている、そういう店舗に関して、５年経っていればこれを受けれるのか。

この辺の解釈についてはどのようになっているのか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ただ今の加藤委員のご質問について、お答えいたします。今回の同一店舗１回限りというのは、

この要綱で１回という形でいきたいと思います。第４条の補助対象の中の第４号の部分で、農商

観工の関係と店舗出店等の支援交付金を受けた店舗は、補助の対象外とするというような形で記

載をしております。以上です。 

 

○勝又委員 

 補助対象店舗の第５条の（２）の改修の着手時において、建築後１０年を経過しているとなっ

ているが、その根拠は。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 内部で協議したところなのですが、１０年の根拠ということでいきますと、ある程度営業開始

から１０年程度行っているような形になりますと、改修に係る部分も出てくるようになると思わ

れますので、１０年という形にしております。 

 

○田中委員 

 この８条の、補助金交付決定額の内、最高限度が５０万で、５０万の内３０万は商品券で交付

することができるものとあるわけですが、これは本人の希望で商品券でなくても良いのかどうか。 

 

○産業課長 

 今年度から始めました清里商品券については、補助金の内３０万円までは清里の商品券で交付

できるということで進めているところでございまして、清里町店舗改修事業につきましても、そ

の要綱に準じながら３０万円までは清里商品券で交付することができるという考え方でございま

す。原則的には、本人の希望で全部現金で欲しいということではなく、あくまでも３０万円まで

は商品券で交付してまいりたいと考えているところでございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。無ければ、２番に進みます。②について、説明願います。 
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○産業課長 

 パパスランドの管理運営方法について、６ページから１０ページで説明いたしますので、６ペ

ージをお開き願います。 

 パパスランドの管理運営方法について、１番の管理運営方法でございますが、①パパスランド

の現在建築中の新築棟、内容的にはレストラン・売店・浴室・道の駅トイレ周辺施設管理につき

ましては、指定管理者業務委託管理により管理運営を行ってまいりたいと考えております。また、

明年度において改修する農産物加工室・プレーグランド並びに既存のパークゴルフ場については、

業務委託により管理運営を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、２番の各部屋別配置図並びに床面積につきましては、別紙の７ページと８ページに記載

しておりますが、後で説明をさせていただきます。 

 次に３番の改修後の管理運営収支見込額並びに指定管理委託料についてでございますが、①の

レストラン、売店については、収益施設といたしまして基本的に委託料は支払わない考え方でご

ざいます。また、②の温泉管理並びに周辺施設管理については、公衆浴場としての性格が強く、

また収益性が低い施設でもあることか、指定管理委託料を支払う形でと考えております。詳細に

ついては、後で説明いたします。 

 次に４番の休館日についてでありますが、パパスランド設置条例に基づきまして、現在は月曜

日を休館日としているところでございますが、平成１９年に道の駅に指定されていることや、改

修に伴う集客を高める意味合いからも休館日を見直しを行ってまいります。 

 それでは、各部屋別配置図並びに床面積についてご説明申し上げますので、７ページをご覧く

ださい。現在建設中の平面図でございまして、左側から黄色が浴室関係のスペース、赤色は２カ

所ありますが、施設全体の共有部分となっており、中央の緑色が売店関係のスペース、そして右

側がレストラン関係の部分となっております。８ページをお開き願います。各部門別の部屋面積

でございますが、既存と改修後を比較したものでございまして、温泉施設については、小計で改

修後は３７３．７２平方メートル。レストランにつきましては２５４．９２平方メートル。売店

につきましては１２４．３５平方メートル。共有施設につきましては３６７．２１平方メートル

で、新築棟の合計床面積が１,１２０．２０平方メートルとなるものでございます。なお、既存床

面積につきましては７３６．０９平方メートルございますので、３８４．１１平方メートルが新

築棟で増となっているものでございます。 

 次に、改修後の管理運営収支見込み額並びに指定管理委託料につきまして、９ページと１０ペ

ージでご説明いたしますので、お開き願います。この表は、パパスランドの平成２２年・２３年

の決算額の平均を基にして、２５年度以降の収支見込額を推計したものでございます。左側から

収入支出の項目があり、続いて２２年、２３年の平均決算額となっており、収支差引額は表の一

番下段に記載しておりますが、２２年、２３年の平均決算額ではマイナス３１万７０１円となっ

ており、全体額を各部門の食堂、売店、温泉、道の駅周辺施設管理に分類したものでございます。

なお、収入には指定管理委託料１,７９７万円を含んでおります。決算額を基に、平成２５年度以

降の収支見込額を推計いたしました。積算根拠は右側に記載しております。収入において、温泉

は２０％、食堂・売店は３５％、自動販売機については５０％のアップを見込んで推計しており

ます。また支出については、人件費については、レストラン、売店で雇用を２名増加することで

積算しております。次に原材料費は、売上増加に伴う増となっております。業務推進費の光熱水

費についてでございますが、下水道料は新しい施設が新たに設置することに伴い１５０万円の増、
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電気料は温泉熱エネルギー活用によるポンプ設置などにより増加いたしますが、燃料費は温泉掘

削により大幅に減少するものでございます。電気につきましては、各部門ごとに電機子メーター

を設置し、共有部分は実施設計業者の設計した動力の容量に基づく按分率で積算しております。

修繕料などは改修に伴い減額といたしますが、大半は現行額となっております。積算の結果、そ

れぞれの部門ごとの収支額は、食堂において７０万２千円のマイナス、売店については１０４万

円のプラス、温泉については１,０７０万のマイナス、道の駅トイレ周辺施設管理については１５

８万円のマイナスとなるものであり、前段申し上げましたとおり、レストラン、売店は委託料は

支払わないもので、温泉入浴施設管理並びに周辺施設管理については委託料を支払うもので、  

計画は合わせて１,２００万円前後になるものでございます。なお、参考までに平成２２年、２３

年度の平均指定管理委託料は１,７９２万７千円となっているものでございます。以上、２番につ

いての説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今説明がございましたが、②について何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 基本的に、レストラン・売店については委託料を払わないと言われていて、２５年度以降の見

込決算の中に給与手当、ここにレストラン５人→６人、売店、温泉、経理が３人→３人と人数が

出ているわけですが、この部分の金額の合計を出していると思うのですが、この辺について、こ

の人件費を見ているのか、見ていないのか。 

 

○産業課長 

 ９ページの中段の人件費の段がありまして、そこに給与手当費と法定福利費がございますが、

ただ今ご質問のございました、食堂の部分の２２、２３の給与手当の平均額は６４２万２千円に

対しまして、１名増員することで７６２万２千円としているところでございます。また、売店に

つきましても、２２、２３の平均決算額８７万７千円を１８０万円といたしまして、人件費増員

部分の給与費を上積みしているところでございます。それに関連いたしまして、福利法定費につ

きましても、積算しているところでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 基本的に委託料を払わないと言って、これは払っていることになるのですよ。レストラン・売

店部分に対して。その部分について、独立採算でやらすということではないということですね。 

 

○産業課長 

 食堂・売店につきましては、基本的に独立採算の積算となっております。説明を繰り返すこと

になりますが、２５年度以降の見込額の、食堂・売店それぞれの収入合計額は、食堂において２,

１９０万円、売店において１,４１８万円となっています。黒く網掛けになっている部分の下にな

っております。それに伴いまして、支出の総額が２,２６０万２千円と１,３１４万円。この中には

先ほど説明しました給与費の部分、１名、１名増加している部分を加えております。収支から差

引いた結果が、７０万２千円のマイナスと１０４万円のプラスになるという推計の中から、レス
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トラン・売店については委託料を支払わないという積算となっているところでございますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 

○勝又委員 

 収入の関係の、温泉・食堂・売店の合併した部分はどういうことで考えているのか。この一番

下の部分で、収支でマイナスの約１,２００万で、温泉と道の駅の関係で、管理委託で１,２００万

と、数字合わせで１,２００万というような形があるようですが、アップするという部分なのです

が、確かに建物も新しくなるってことで、集客もそこそこあるのかなと思いますが、かなり営業

していくにはきつい数字なのかなと感じるのですが、どうでしょうか。 

 

○産業課長 

 先に開かれておりました委員会の中でも、その辺についてはご質問もございましたし、楽な数

字ではないと思いますが、施設も大きくして新しくするなったこと、道の駅になっていること等

を勘案すれば、最低でもこのくらいのアップ率は見越していかなければ、独立採算は取れないと

いうことでございます。そのようなことで積算をさせていただいたところでございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 光熱費の関係、細かい話なのですが、燃料関係、食堂・売店ゼロとなっていますが、この部分

の説明を。 

 

○産業課長 

 実施設計の中で、新しい施設につきましては、温泉熱やヒートポンプを使うことによって、油

は焚かないという施設に基本的になってございます。従いまして、先ほども申し上げましたが、

温泉熱のヒートポンプ等を回すための動力ポンプなどに係る電気代が主たるものでございまし

て、油は使わないということでございます。しかしながら、何らかの時のための仮設ボイラーも

設置しておりますので、１０万円部分を温泉のところに計上しているという内容でございますの

で、ご理解いただきたいと思います。暖房はヒートポンプで行っております。 

 

○加藤委員 

 仮にこの１０万円でも、独立採算なら面積割合できちっと割っておかないとならないでしょ。

この温泉の給与ですが、温泉の人件費の７９０万円の内訳は。何人で、どういう感じになってい

るのですか。 

 

○産業課長 

 人員配置につきましては、積算根拠に入っておりますレストラン５人と言いますのは、現在雇

用している人数です。それに係る人件費の給与手当につきましては、２２、２３の平均額の６４

２万２千円です。 

 

○加藤委員 
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 温泉部分の内訳です。人数が何人でどういう状態になっているのかってことです。 

 

○産業課長 

 雇用されている方は３人です。現在も今後も３人ということで、同額が入っていると思います。

７９０万円。同額で今後もやっていきたいということです。 

 

○加藤委員 

 これ、レジとフロント、風呂の受付だと思うのですが、それを共有部分にして予算を見ている

ところがあるのですが、その部分は給与体系の中でどのようになっているのですか。８ページの

施設の部分で。ここで支払いから何から全部ということでしょ。 

 

○産業課長 

 受付とレジは、温泉・売店・レストランは全部別でレジスターを置く形でございます。但し、

８ページの各部屋別面積の受付レジのスペースがございます。玄関を入って正面の所ですが、こ

こについては、道の駅の人も来ますし、いろんな方々が来ますので、そういう施設として分類さ

せていただいたところでございます。 

 

○前中委員 

 レジの関連なのですが、受付とレジという部分で共有でカウントされている中で、農産物の直

売の関係がここに上がっていますけども、その関係のレジは受付レジが担当をするのか、あるい

は新たに設けるのか。どこでやるのか。わかっている範囲でお願いします。 

 

○産業課長 

 売店に職員を１名配置することで積算しておりますので、基本的に売店は売店の職員で管理す

るという考え方をしております。 

 

○前中委員 

 と言うことは、農産物の直売関係の金銭の授受も、ここのレジで担当すると捉えてよろしいで

すね。 

 

○産業課長 

 農産物の関係を売店でどれぐらいの形で設定するのか、まだ最終段階で決まっておりませんが、

基本的には売店に職員を１名配置しますので、そこでもって担当すると考えております。 

 

○前中委員 

 担当と言いましたけども、あくまでも金銭のやり取りの担当で捉えてよろしいのでしょうか。

仕入れから何からではなくて、あくまでも販売代金の担当ということで良いですか。 

 

○産業課長 

 販売代金については、その１名の方が責任を持ってやっていただくという考え方で、今進めて
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おります。 

 

○池下委員 

 去年の９月の第８回常任委員会の資料があるのですが、今年のこれを見ますと、食堂部門に関

しては３５％アップとか、売店に関しては１,４００万と増えているのですが、去年の内訳を見ま

すと、売店の方は５０％アップの１,７５０万なんですよ。今年のは１,４１８万ということで出て

いるんですけども、これはどういう計算の仕方をしているのか。何でこんなに金額が違うのか。

最終的に去年の資料をいただいた去年の最終赤字が、見込みですが３３５万１千円なんですよ。

今年、赤字になって１,２００万の委託料を払うと。去年までに１,８００万払っていたのに、ほと

んど委託料のかからないようになるんじゃないかという話で去年は進んでいたんですよ。何でこ

んなに違う金額になってしまうのかなと不思議なのですが。同じ人間が計算しているとは思えな

いんですよ。 

 

○産業課長 

 今回の数字は、ある程度現実を踏まえて吟味させていただいたということで、ご理解いただき

たいと思います。昨年出している数字については、補助金申請の時の数字などもありまして、補

助金申請などは最初から赤字になるような数字では補助金の対象にはなりませんので、そんなこ

ともあって出している数字を加味して作っている部分でして、今回は以前の委員会でも５０％と

かという数字は可能なのかというお話もございましたし、現実を踏まえながら吟味させていただ

いた数字ということで、ご理解賜りたいと思います。 

 

○池下委員 

 例えば、１,２００万の委託料に関して、あれだけ大きなものに仕上がっていくと、もっと金額

は大きくなっていくんじゃないのかと心配される部分があるのですが、その辺はどう捉えていま

すか。 

 

○産業課長 

 施設が大きくなりますと、ランニングコストなどがかかることは事実でございますが、特に経

費の部分の光熱水費等につきましては、実施設計をやりました業者などの積算根拠などを十分踏

まえながら積上げておりますので、現段階では、かなり現実味のある数字が積み上げられたと思

います。 

 

○池下委員 

 パパスだけじゃなく、緑清荘もそうなのですが、やり出した当初は今、課長が言った方向付け

でいくと思うんです。ただ、実際に営業始まると我々が考えているような、そんな収支のバラン

スがとれたようなわけにはいかないと思うんですよ、商売って。常にその委託料が先行して、物

事がこうやって進んでしまうと、指定管理業者って今やっている方、また、今後進み方によって

は一般公募するんでしょうけども、あくまでも１,２００万とか１,５００万というお金がそこにあ

りきだと、努力しないんじゃないのか。企業努力を。やっぱり商売だから、自分たちの力で何と

かやっていくんだと言う気持ちを持ってやらないと、意味がないと思うんですよね。常にこうや
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って数字がコロコロ変わるので、一体どれを信用して良いのか。建屋は出来上がっていませんが、

全ての工事に関して、当初３億から始まった事業が、こうやって７億６千万にもなる。これ自体

が既におかしい話なんです。何でもかんでも金額を増やせば良いってものではない。その辺を十

分考えて、今後取り組んでいただきたいと思います。 

 

○田中委員 

 パパスはこの試算でいくと１,２００万の指定管理費用になる。今回、このプレイグランド、パ

ークゴルフ、加工施設の部分についての経費は、どれぐらいを見込んでおられるのか。 

 

○産業課長 

 加工室、プレイグランド、パークゴルフ場の管理に係る平成２２年度の決算額は１３６万６千

円となっておりますが、加工室につきましては、管理人を１名配置するということで検討してお

りますので、その管理人の人件費分が１３０万に上積みすることになると、今考えております。

まだ、加工室などについても改修内容も決定してございませんし、光熱水費等が十分にあるかな

ど、今後、実施設計があがった段階で最終の積算をさせていただきますが、２２年度の決算額の

数字を基に加工室の管理人を配置するという考え方からいくと、人件費を１００万足したとして

も２４０万ぐらいになるのかなというのが、今の概算でございます。 

 

○田中委員 

 今度、業務委託になるわけで、従来の指定管理にかかっていた時から見ると、若干安くなって

くると思うのですが、一番は温泉ボーリングをして、今度はお湯を沸かさないので、燃料費が今

までは大きかったと思うんですよね。その辺からいくと、先ほど他の委員からも言われたように、

この数字では経営が非常に厳しいのではないかと、そういうような意見もあるわけですが、総体

的な経費も従来から見るとそんなに変わらないで、多少安くなった程度でやっていけるという考

えで、町の方は試算をしていることで理解してよろしいのですね。 

 

○池下委員 

 １点聞くのを忘れたので、もう一度質問させてもらいますが、加工室を使って販売していくと

いう部分について、去年いろいろと話が出た時に、ＪＡ女性部と協議をするとか、地域の農家の

人と協議していくという話になっているはずですが、工事が始まった今の状況はどうなっている

のですか。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 農畜産物の加工室の施設につきましては、今回の新しいパパスランドの建物とは別に運営をし

ていく方針でございまして、現在、ＪＡ女性部、自女連と、それぞれ４月、５月に協議をさせて

いただきまして、それぞれ意見をいただいているところでございます。農畜産物加工室における

加工のできる種類、そういったものの機械類、どういった物が必要だという要望もいただきなが

ら、それを現在精査しているところでございまして、実施設計と合わせて配置すべき機械を検討

しているところでございます。そのような状況になってございます。 
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○池下委員 

 今、機械を入れる予定で整理をしているという話なんですけども、私が聞きたいのはそういう

のではなくて、そういう所に例えば頼むなり、委託して、今、いろんな会議をやっているという

話は聞いているのですが、実際に来年オープンしてから年間を通して、そこを利用して販売とか

そういうことに協力いただけるという確約はもらっているのですか。その部分が聞きたいのです

が。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 農畜産物加工室の基本的な考え方でございますが、あくまでも技術研修をしていただくための

加工室でございますので、農畜産物加工物を使って販売を実施していくという施設にはなってお

りませんので、そこのところをご理解いただきたいと考えてございます。 

 

○池下委員 

 今、言うようなことでやるのであれば、販売に結びついていかないというものであれば、あま

りお金をかけない方が良いのではないかと、単純に思うのですが。施設が新しくなったり、改修

する部分もあるので、器具も新しくしたいという気持ちもわかりますが、今の状況で全然間に合

わないということなんですか。だから、新しく入れるということで捉えて良いのですか。 

 

○産業課長 

 パパスランドの加工室につきましては、皆さんご存じのとおり、平成２年にオープンして２０

数年を経過しておりまして、中にあります床や内壁や天井がかなり老朽化してきておりますし、

機械もかなり消耗してきているところもございます。そのような中で、今回、パパスランド全体

の更新に合わせて、加工室の方につきましても改修をしてまいりたいということでございます。

併せまして、加工室の今までの利用目的は、ただ今、武山から説明したとおり、体験型の施設で

ございますので、その基本的な考え方は今後も変えないで実施してまいりたいと思っております。

従いまして、加工室で製造・加工・販売を目的とした改修は考えてございませんので、ご理解い

ただきたいと思います。 

 

○勝又委員 

 と言うことは、保健所の認可とかを取ってということは、考えないということなのか。 

 

○産業課長 

 保健所にも確認をしているところでございますが、町は製造加工許可を申請して取る考えはあ

りません。但し、一般町民なりが製造加工を申請したいという場合には、許可が得られる衛生設

備の整った施設整備は進めてまいりたいと考えております。しかしながら、保健所の指導の中で、

町以外の特定の方が許可申請された場合には、一定期間もしくは一定の時間を占有させなければ

許可させないとも言われていますので、逆を言えば、そういう許可を取って製造できることには

ならないのかなと思います。施設の整備としては、衛生上も保健所の許可を得られる施設整備は

行いますが、許可を取るのはかなり難しいのではないかと思っているところでございますので、

ご理解願います。 
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○池下委員 

 今、課長から話を聞くと、一切そういう許可申請は出さないという話を聞いたのですが、こう

やってパパスが何億もかけて新しくなって、研修室及び加工室を新しく改修して、器具も新しく

入れるというのであるならば、ちゃんと許可を取って、そういういろんな所にお願いをして販売

をしていく、そういう前向きな姿勢はないのでしょうか。例えば、去年もこの話が出た時に、前

中議員からも、例えば牛乳を利用して何とかいろんな製品を出したいという、そういう思いなど

を去年確か話したと思うんですよ。単なる道の駅が新しくなったのではなく、そういう施設もあ

るのだから、それをどうやって利用して利益を生んでいくかってことを、本当に町が一体になっ

て、町民の人とやっぱり考えていくのが当然だと思うのですが。今、言ったように、頭から保健

所に申請を出さないとか、何て言うか、こうやってやるから良いんだってものではなく、どうし

てもっと一歩も二歩も進んだ前向きな考えになれないのかなと思うのですが。 

 

○産業課長 

 池下委員のような意見も大事だと思うのですが、先ほども申し上げましたとおり、個人が製造

加工許可を取るためには、その人のために、そこの施設を一定期間、一定時間占有させなければ

ならないという制限がかかってきます。それはアレルギーの問題だとか、衛生面だとか、いろん

な部分の課題があります。そういたしますと、町民の体験型施設としての意味合いが薄れてしま

うのではないかと思っております。従いまして、町といたしましては、今までどおり体験型施設

としての位置付けを明確にしながら、そこで体験された方が、製造加工をやっていきたいという

場合には、新店舗補助要綱の３００万円を使っていただきまして、独自でそちらの方の道を開い

ていただきたいと、町は考えているところでございますので、ご理解賜りたいと思います。 

 

○勝又委員 

 今、町としての考え方を聞いたんだけども、当初の基本設計の段階の中では、加工室の位置付

けがそういうものだという記憶はしてないんだよね。それが今回、そうなったのは、女性部だと

か、そういう所に声をかけて、特に要望がなかったからこんなことになったのかなと思ったんだ

けど。ただ、基本設計をした段階では、かなりメニューも多く乗っかっていた気がするんですけ

ど。そこら辺のところはどういう見解なのか。その中には陶芸室だとか、あの部屋が隣接するこ

とよって、衛生上好ましくないという部分も含めて改修していくという考え方、基本的な考え方

が出ていたと思う。それだとか狭いからとか。まだ本格的な計画は出ていませんが、片方では陶

芸の所と冷蔵庫の所を広げた部分を、今の釜がある所に休憩室を作って、プラスマイナスゼロで

広くならないんですよね。そういうのも全然解消されないような形で執り進められているのは、

僕としてはちょっと理解できないのですが、そこら辺の説明をお願いしたいと思います。 

 

○産業課長 

 実施設計の関係が１０月か１１月ぐらいになろうかと思いますが、図面が上がってくると思い

ますので、その時にまた配置図の関係も含めて、十分協議させていただきたいと思います。この

後また説明いたしますが、いずれにいたしましても、暖房器の部屋も必要になるわけでございま

す。お風呂の反対側の所に機械室があって、そこから引いているのですが、そこを取り壊します



 

- 12 - 

ので、機械室の関係のボイラーをどこに持って行くかということの部屋割も出てきますし、今、

浄化槽室などもありますので、それらの部屋も含めて、実施設計の図面が上がって来た段階で、

詳しく皆様とご協議をさせていただきたいと思います。 

 

○勝又委員 

 実施設計がということなんですが、その要望が上がっていないかという理由はあるのですか。

女性部ともいろいろな協議をしたと思うけども、その中に特に要望は無かったのか、あったのか。

だから、そんなにいじらない形になっちゃったのかなと思うので、その辺を聞きたいと思います。 

 

○産業課長 

 女性部からの要望があった、無かったではなくて、町としては基本的に今までの体験型の加工

室としての考え方を継続していくという考え方でおりましたし、前の委員会でも言いましたとお

り、せっかく改修するので、床を滑らなくするだとか、保健所の許可が取れるぐらいの設備はし

っかりとやっていきましょうということで進めてきているところでございますので、要望が無か

ったとかではございません。あと、要望の中でシンクが浅いから使いづらいだとか、いろんな要

望はありましたので、それらの部分につきましては、今、実施設計でやっております備品の配置

図だとか、改修内容の中に反映させたものが近く上がってきますので、その段階で十分皆さんと

協議してまいりたいと、このように考えております。 

 

○勝又委員 

 今、要望が無かったということなんですけども、この施設が初めにできた時に、特に要望があ

ったのかというと、僕はそうは思わないです。そのことも含めて、町がこういう施設を造ってい

ったということだと思う。基本設計の中においても、基本計画というのも立てたわけじゃないん

だから、そのことはきちっと踏襲した中で計画を進めなさいと、僕は思うけどね。そして、女性

部だけが使うわけじゃない。特にこれは札弦地域において、札弦地域ではこの道の駅も含めて、

活性化委員会から要望が上がって、その中にも加工室の位置付けは出ています。その部分もきち

っと踏襲した中で、僕は設計を進めるべきだと思うのですが、どうでしょうか。 

 

○産業課長 

 現在、実施設計を進めている段階でございますので、多くの方々のご意見を聞きながら、実施

設計を進めてまいりたいと、このように考えてございます。 

 

○加藤委員 

 そこの部分で今の課長の答弁の中に、実施設計を進めている中で十分にご意見を聞いてと言い

ながら、その前には町としてはあくまでも体験施設として捉えていきますよと言う。女性部やそ

ういう所から話は聞いたことは聞いたけども、町としての姿勢は変わりませんよと。一番最初の

スタートのところから変わってないんですよ。私いつも言うのですが、会議が終われば良いんじ

ゃないんですよ。将来的にどういう形で本当にしていくのか。むしろ私は農産加工施設というの

は、体験施設とか何とかじゃなくて、地産地消。自分たちが自ら加工できて、やっていける最低

限の環境で、どのぐらいの施設が今いるのか。こういう観点からやっぱりやっていかないと。そ
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れが札弦地域だけでなくて、清里町全体の中で、ましてや今回、そこに管理人を置くわけでしょ。

管理人を置く体制で今、計画を練っているということであれば、単なる掃除するだけの話ではな

いと思うんですよ。いろんな形の中で、そういう興味のある人、ある程度の知識のある人、ある

いは新規採用やいろんな形の中で、方法はいろいろと出てくると思うのですが。運営方法なんか

と施設の関係と矛盾しないように、じっくりと練り合わしていただきたい。もう一度。 

 

○池下委員 

 今の加藤委員からも、そういう話が出たのですが、私が思うのは、建屋が新しくなり、温泉も

新しくなる。だけど、極端に言うと何も様変わりしていない。ただ新しくなっただけ。レストラ

ンも新しくなった。だけど、売っているものは今までと同じだったら利益が出ますか。レストラ

ン部門だって、今は２４席のところが、今度は４０席です。ただ増やせば利益が出るというもの

ではないんです。これはそこにいる人たちが創意工夫をして一生懸命にやるから利益が出るんで

す。だけど、その施設に足を運ばせるというのは我々の責務ですよ。７億いくらのお金を使って

建てましたで済む問題でもないんですよ。今年のこの資料と去年の資料を見ても、食堂部門だっ

て７０万の赤字になっています。去年もらった資料は７５万プラスですから。単純に考えたら１

４０万も違うんですよ。何でこういう計算になっていくのか。いろんな施設を利用して、前向き

に施設を変えていかないと、今までと同じ姿を歩みますよということなんですよ。基本的に課長

も言うように、町のスタンスとしては変えないって。これは変えてもらわないと困りますよ、本

当に。やった意味がないですよ。私はそう思います。 

 

○村島委員長 

 １２時ですが、継続してパパスの分だけでも終わらせたいと思いますが、どうでしょうか。 

（「休憩」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、ここで休憩を取って昼食とします。再開は１時からとします。 

 

                              休憩  午後１２時０２分～ 

                                  午後 １時００分 

○村島委員長 

 それでは午前中に引き続き、産業福祉常任委員会を再開いたします。 

 先ほど、②のパパスランドの管理運営方法について、途中になっておりますので、再度何かご

ざいましたら、よろしくお願いいたします。 

 

○議長 

 数字の確認だけしておきたいのですが、まず、平成２５年度の見込みのところで、食堂・売店

・温泉施設等々で光熱水費が、昨年度まででは電気料で一括で載っているのですが、本年度から

電気料と電気料の按分で２口載っているのですが、これはどういうことなのか説明していただき

たいのが１点でございます。 

 それと、昨年までは温泉の経費の中に加工室、プレイグランド、パークゴルフ場の経費が入っ

ておられるものと思いますが、今回の平成２５年度以降については、先ほど課長から説明があり



 

- 14 - 

ましたように、別な形で委託業者にしていきたいという状況であれば、この平成２２年度、２３

年度の金額から、加工室、プレイグランド、パークゴルフ場の数字を抜かないと数字の比較のし

ようがないと思うのですが、私の言っていることが間違っているのかどうなのか。 

 それと、仮にもし温泉施設に入っているとすれば、先ほどのご答弁で人件費、加工室、プレイ

グランドで１３６万ほどかかっていて、来年は２４０万かかるよというお話をされておりますの

で、その辺も含めて、各委員の皆さん方が比較をしやすい数字を計上していただかなければ、比

較のしようがないということで、温泉施設に加工施設、プレイグランド、パークゴルフの経費が

平成２２年、２３年は入っているのか、入っていないのか。そして、平成２５年は入っていない

ということで確認してよろしいのか。その点を確認したいと思います。 

 

○産業課長 

 １点目の光熱水費の電気料の２２、２３年度決算額に対する２５年度見込み額の算定について

でございますが、決算額については、子メーターの付いている物、付いていない物もありますが、

実際に使っている容量に相殺する部分として、それぞれ分けました。２５年度以降につきまして

は、それぞれの部門に子メーターを付けておりますので、その子メーターによる電気料を今まで

の電気料のところに加えております。電気料の按分と言いますのは、暖房のヒートポンプなどに

使う全ての部屋に共有する電気については、それぞれの動力容量に基づいて、業者から示された

按分により分配したものであります。 

 次に、２点目の決算額の温泉部分には、パークゴルフ場や加工室の経費を含めた決算額の総額

が載っておりますが、２５年度の方については、議長さんから指摘されたとおり、パークゴルフ

場とか加工室の分は含めていませんので、実際はこの金額よりもその分を訂正しなければならな

いことになります。私の積算間違いでございますので、今後、訂正した上で資料を作っていきた

いと思います。その額につきましては、２２、２３年度につきましては１３６万円だったものが、

１名分の人件費が加わりますので、２４０、２５０万になるのではないかということでございま

す。２番目、３番目については、議長さんから指摘されたとおりでございますので、今後、訂正

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。 

 

○議長 

 そういう状況の中で、先ほどの課長からの説明では、温泉の人件費は２２年、２３年と変わり

ませんよというご答弁をいただいたわけでございますが、今の答弁では１３６万円が変わるわけ

ですよね。そういうことをちゃんと言ってもらわなければ、各議員が比較対照できないわけです

よ。出すのは良いのですが、各委員がしっかりと比較できる資料を出してもらわなければ。曖昧

なものを出されても困るので、その辺はしっかり今後出してもらいたいなと思います。私の方か

らは以上です。 

 

○加藤委員 

 今の質問の答弁の中で、２２年、２３年はプレイグランドやそういうものについては入ってい

ましたよということでしょ。それで２５年には入っていませんと。だけども人件費なんかは同額

出ているんですよ。ということは、人件費の増える５人から６人っていうのはレストラン部門な

んですよ。当然のように、ここでは人件費は下がってこないとならないんじゃないですか。上が
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った要因はどこにあるのか。人員が増えたのはレストラン部門だけでしょ。そういう観点からい

きますと、２２年、２３年のこの金額、内訳等の中の委託料の関係についても、総額が増えてい

るわけですよ。２５年度以降の見込み額の内訳の欄に、自動ドアや消防施設やこれら３つで３４

万の経費となっていますが、残り１００万円の委託費というのは、温泉で委託費って言うのは何

に使われているのか。新しくなってから。議長が言われたプレイグランドや農産物加工室、ある

いは陶芸施設やそういう一体の管理、それらから今度は外さないとならない部分が、そっちにも

当然かかっていた部分があるはずなのに、それを取り除いても経費がアップになっていると。極

端なことを言えば、食堂部門と売店部門はどんな形になっていても良いんですよ。温泉部門と道

の駅トイレと周辺部分の関係については、プレイグランドや加工施設を取り除いた数字がきちっ

と提示されないとならないと思います。非常に曖昧なのは、道の駅トイレ周辺施設管理という言

葉であるけれども、これはパークゴルフ場まで含んだ形ってことでの理解で良いのかどうか。 

 

○産業課長 

 道の駅周辺施設整備のエリアになりますが、パークゴルフ場を除く施設エリアと理解していた

だきたいと思います。逆に言いますと、加工室の所までの大きな駐車場とか、そういうものを含

めたものとして、ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 ということは、２２年、２３年度分に書かれている道の駅周辺管理の中にも、パークゴルフ場

の経費は入っていないということですね。 

 

○産業課長 

 議長さんへの答弁に対して誤解されている部分がございましたら困りますので、改めて申し上

げますが、まず最初に、私の積算に間違いがあったことは前段に申し上げまして、２２、２３年

度の平均決算額の中には、管理委託料につきましてもパークゴルフ場も加工室も含めた全体の委

託料が入っておりますし、経費についても総額が入っております。２５年度以降の見込み額につ

いては、加工室、プレイグランド、パークゴルフ場につきましては、含まれておりません。そう

いうことでございますので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 だから、２２年、２３年に対しては、それらを含んでその数字で事業ができたわけですよ。そ

れが２５年度からは同じ金額でそれを取り除かないとならないと言うのなら、その内訳を明細に

出してもらわないと駄目ですよ。積算根拠をきちっと提出してください。２２年、２３年度につ

いては、パークゴルフ場まで全て入れて、周辺まで全て入れた委託料だったんでしょ。でも２５

年度の見込みではそれらを全部取り除いて、同等以上の経費が出て提出されているわけですよ。

予算化されているわけですよ。見込として。その内訳を細部にわたって提出してください。 

 委員長、休憩を求めます。 

 

○産業課長 

 今、直ちにできませんので、次期委員会に提示いたします。 
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○加藤委員 

 今、積算見積もりを出しているものを訂正して今すぐ出ませんって言うのは、どうしても納得

できません。次の委員会まで待つ必要はないと思います。 

 

○産業課長 

 繰り返しになりますが、資料は私の計算が間違っています。議長さんに指摘されて気付いた部

分でございます。２２、２３年度の平均決算額の中に、加工室、プレイグランド、パークゴルフ

場の管理費に要しておりました１３６万円の金額が含まれております。２５年度以降の見込み額

の中については、先ほども申し上げましたとおり、パークゴルフ場、加工室、プレイグランドの

部分で、加工室の管理人を１名増やすということで、１００何十万はかかるのではなかろうか、

合わせて２４０、２５０万にはなるのではなかろうかという部分がありますので、その部分がこ

ちらの方に加えると。パパスランドの全体の経費になろうかと思います。それで単純に人件費だ

けではございませんので、他に影響も及ぼすところも出てきますので、今すぐ表を訂正できませ

んので、お時間をいただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 ちょっとよく説明がわからないのですが、管理なんかの関係は別個なんですよ。最初から基本

的に農産加工やその関係のは。それなのに、この中に含まれていますという説明をしませんでし

たか。 

 

○産業課長 

 私の作った積算書の資料が間違っておりました。 

 

○加藤委員 

 間違っていますとかっていう話ではなくて、基本的な部分ですよ。 

 

○村島委員長 

 間違っておられることは認めているのだから、訂正するところは訂正して、やっていただける

のでしたら。 

 

○産業課長 

 大枠の数字は、今言ったように１３６万円だとか、それから人件費部分が２４０、２５０万と

かの概算は申し上げられますが、表を全部置き換えることは、今すぐできませんので、申し訳あ

りませんがご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 委員長、ここに書いてあるとおり、パパスランドの維持費の見込みなんですよ。プレイグラン

ドやそういう関係は最初から中に入っていないんですよ。間違いでしたと言う委員会での提出は

あり得ないでしょ。提案する内容自体。 
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○村島委員長 

 計算上、間違っていること認めているのですから。すぐにはできないでしょうが、早急にやっ

てもらわないと。次回の委員会に持ち越すようなことにはならないです。数字的に出てしまって

いるわけですから。ですから、どこがどうなってというところを、加藤委員は質問されているわ

けですから。 

 

○産業課長 

 資料の方は、早急に訂正したいと思います。それで、委員の皆様にどういう形で提案説明して

いくのが良いのか、申し訳ないのですが、議会事務局長とも相談しながら、それぞれ配るのが良

いのか、その方法についても、事務局長と相談させていただきたいと思いますが、どうでしょう

か。 

 

○議会事務局長 

 非常に正確をきせなければならない資料だと感じますので、今、数時間の間でできるような作

業ではないという判断ですので、次回の委員会ということにしかならないと考えます。これを持

って担当が各委員の所へ回るというようなことはあり得ないので、次回の委員会、今予定してお

りますのは３日の委員会に、正確をきした資料の基、説明をしていただくという形でいかがでし

ょうか。 

 

○村島委員長 

 今、局長の方からご説明がございましたが、次回の９月３日の委員会までには、正確な数字を

出していただくということで、よろしいですか。皆さん、それでご理解できますか。そういうこ

とで、きちっとした数字のものを改めて出していただきたいと思います。 

 他にございませんか。 

 

○田中委員 

 当初のパパスランドの改築にあたって、委員会でもやはり建替えすることによって、経費が増

大する。そういう心配が懸念されるということで、皆さんの意見もあったと思うんですよ。そこ

の中で、温泉もボーリングすると。することによって、光熱費、灯油代も安くなると。これで見

ると７７０万ぐらいかかっているわけですよね。それで、総体で細かい数字はともかくとして、

全体を見てみると、プレイグランド、パーク場、加工室の３つの経費を入れると、多少は安くな

るけども、当初言っていたほどの経費の削減にはなってきていないんですよね。そこら辺、細か

い中で人件費の問題とか、そういう問題でいろいろあるでしょうけども。間違っていたと課長も

言われたんですけども。やはりこれをやることによって、新しい施設なので、修理代も減るだろ

うし、規模が大きくなった分、中身の内容も人件費は多少は増えるんでしょうけども、そこら辺

をしっかりと、皆が納得するような見込みの積算を提示していただきたいなと思います。 

 

○加藤委員 

 課長の答弁に、間違いだったという表現がありましたが、どこに間違いがあったのかというの
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が非常に大きな問題点なんです。それは、総額で２５年度からの見込みで委託料は１,２００万ぐ

らいだと言っていて、間違いがありましたと言って、その加工施設やそれらの基礎的な数字とし

て１３６万が単純にマイナスになるのかどうなのか。ましてや、人件費の部分はレストラン部門

なので全然関係ないので。この１,２００万の数字の内訳を一生懸命提示されて、説明が間違って

いましたという言葉では、到底納得のできる問題ではなくなってくると思うんですよ。 

 

○議長 

 課長が次期の委員会までに出すと言うことなので、私の方からちょっとご提案申し上げたいの

ですが、平成２２、２３年度の温泉の中から、こういう比較対象じゃまずいわけで、温泉のかか

っている経費から、例えば収入は活動施設の使用料２４万９千円と書いてあります。こういうの

を除いて、支出も人件費の１３６万も抜いて、実質、温泉でいくらかかっているのかという資料

を出してもらわなければ、２５年度以降の温泉部分は出てこないんですよ。その数字をちゃんと

出してもらわなければ、これが基礎になって、指定管理者に委託料を払っていくのですから、間

違っていたでは許されない問題なんですよ。議員は町民の付託を受けているわけだから。課長の

積算が間違っていたから多く払ったとか、少なく払ったとかにはならないわけで。だから、比較

がわかるように、温泉から２２、２３年の３施設のやつを引いて、実質、温泉にかかった分。そ

れから２５年に温泉にかかるやつを比較してもらわないと。それで、温泉を掘った効果がどれだ

け出ているのか、それをしないとわからない。それを出してほしいということです。 

 

○産業課長 

 今、議長さんからありました内容を十分精査しまして、次期委員会に提出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。 

 

○村島委員長 

 この部分については、よろしいですか。 

 

○澤田副委員長 

 現行の休館日の見直しを行うってことは、どういう内容なのか。 

 

○産業課長 

 現在は、毎週月曜日を休館日としておりますが、道の駅になりまして、繁忙期にはたくさんの

人が来ているということもありますし、また、お風呂や売店につきましては、中には毎日入りた

いと言う方もいるかもしれませんので、その辺を考慮しながら、例えば緑清荘のように、完全に

無休にするのが良いのか、もしくは繁忙期の時期だけは無休にするのが良いのか、または、年間

を通じて、例えばレストランは繁忙期は実施するけども、閑散期は休みにしたら良いのか、その

辺を十分検討した上で、いずれにしましても、今よりも休館日を少なくして、住民の方、利用さ

れる方々の利便に配慮してまいりたいと、検討してございます。 

 

○加藤委員 

 特にはないですが、休館日を設ける、設けないを前もって決めないと、そこにはコストの部分
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も当然のように変わってくるわけで、そのコストを終わらせた後に、実はこうしましたというこ

とのないように、その辺は前もって、どういう形でどういう運営していく、だから委託費もこう

いう形になって、サービスの向上もきちっとされる。この辺もきちっと整理していただきたいと

思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですね、この件については。 

 それでは続きまして、③の説明お願いします。 

 

○産業課長 

 ３番のパパスランドの暖房給湯ボイラーの改修について、１１ページでご説明いたしますので、

お開き願いたいと思います。パパスランドの暖房給湯ボイラーの改修につきましては、６月１２

日に開催いたしました委員会で口頭説明しておりましたが、改めて経過を報告させていただきま

す。パパスランド暖房給湯ボイラーにつきましては、開設以来２０年以上が経過し、昨年１１月

頃から水漏れが起こり、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厳し

くなり、暖房と温泉の加温を行うことができない状況になっております。改修方法といたしまし

て、長屋工業の方に給湯ボイラーを探すようにお願いをしてまいりましたが、年式・型式が非常

に古く、未だに中古購入の目途が立たないことから、暖房を必要とする１０月ぐらいまでの間に

設置しなければならないため、新たな案について検討を進めてきたところでございます。１１ペ

ージに入りますが、現在農産物加工施設の改修に係る実施設計を業者委託しておりまして、改修

後の暖房方式を決めた上で設置する暖房器を、本年度先行購入いたしまして、今使えない状態に

なっているボイラーと移設をしてはどうかという考えを持っているところでございます。業者の

方から出てきている、農産物加工室における暖房方式の比較検討の結果、Ａ・Ｂ・Ｃの３パター

ンがあり、イニシャルコストやランニングコスト共に、ＢのＦＦ方式が優れているものですが、

この方式につては各部屋に設置されている水道の水落としや、暖房を入れてもすぐに温まらない

など、管理上の問題も大きいことから、町といたしましては最終的に今後吟味いたしますが、Ａ

の温水パネルヒーター方式またはＣの温泉熱量方式を採用してまいりたいと今、考えているとこ

ろでございます。どちらの方式を選択した場合においても、ボイラーの新設が必要となりますの

で、このボイラーを本年度壊れているボイラーに設置いたしまして、来年度の農産物加工施設に

移設替えをしていきたいという考え方でございます。イニシャルコスト並びにランニングコスト、

管理運営上の課題等を考慮して、双方の優位性を十分見極めながら、次期委員会において暖房方

式について並びにボイラー購入設置費用等の補正予算を提案してまいりたいと存じますので、ご

協議よろしくお願いいたします。なお、補正額についてはボイラーの購入費、既存ボイラーの撤

去費用、設置費用などを含めまして、２５０万～３００万円ぐらいになるのではないかという見

込みでございます。金額については、業者から見積り等を取りながら吟味してまいりたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、ご説明がありました、パパスランドにおける暖房方式の比較検討結果とのことでした

けども、何かございませんか。 
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（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 ないようですので、進みます。 

 ④のパパスランド温泉掘削進捗状況について、口頭ですけども、説明お願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 パパスランド温泉掘削進捗状況について、口頭でご報告いたします。掘削につきましては、本

年６月１６日より開始いたしまして、先月７月２６日に８００メートルに到達しております。８

月１日に実施された、エアーリフト、空気を送り込んでお湯を上げる方式ですが、エアーリフト

終了時の温泉温度は４９．２度となっております。現在、抑湯試験を実施しており、分当たりの

汲み上げ量を変えながら水位回復試験等を実施しております。抑湯試験につきましては、原泉の

適正量、温度の把握及び適正な動力選定による資源の保護が目的で行われ、８月７日に実施した

抑湯試験の温泉の温度につきましては、５４度、現在５３度から５４度の間で温泉が出ている形

となっております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、掘削の進捗状況について口頭説明がありましたけども、よろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、進みます。 

 ⑤のパパスランド・緑清荘の運営状況（第１四半期）についてお願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 パパスランド・緑清荘の運営状況について、ご説明いたします。１２ページ目をお開きくださ

い。 

 初めに、パパスランドについてご説明いたします。温泉利用につきましては、１回券・回数券

・無料の入湯者は、平成２３年度４月～６月の実績が４,５７８名、平成２４年度が４,７６０名で、

１８２名の増となっております。次に収入の部になりますが、平成２３年度は指定管理、平成２

４年度は業務委託となっており、単純比較にはなりませんので、表の左側、項目の管理委託料を

除いた小計にてご説明いたします。平成２３年度、温泉・活動室・食堂売上・物品販売・その他

の４月～６月までの計は７４５万２,６７０円で、平成２４年度は６８６万３１６円となってお

り、対前年度比較で５９万２,３５４円の減となっております。支出の部につきましても、売上納

入額を除いた小計額でご説明いたします。平成２３年度の人件費・原材料費・一般管理費の４月

～６月までの計は１,２８０万４０４円。平成２４年度は１,２３２万７,４２０円で、前年対比４

７万２,９８４円の減となっております。収支額につきましては、管理委託料、売上納入額を含め

計算し、平成２３年度８８万４,７３４円の赤字、平成２４年度は３５３万１,５８０円の黒字にな

っております。平成２４年度につきましては、第１四半期ですが、収入支出とも減となっており

ます。 

 続きまして、緑清荘についてご説明いたします。１３ページをお開き願います。温泉利用につ

きましては、１回券・回数券・無料の入湯券は平成２３年度は１万４,４０６名、平成２４年度が
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１万４,３７２名で、前年度対比で３４名の減となっております。回数券の購入冊数は、平成２３

年度は４３２冊、平成２４年度は４４５冊で１３冊の増となっております。宿泊者数につきまし

ては、Ａ館、Ｂ館、Ｃ館の平成２３年度は１,７４７名に対し、平成２４年度は１,２６２名と、４

８５名の減となっております。会議研修室につきましても、平成２３年度の１０件から、平成２

４年度は２件の８件の減となっております。食事利用者につきましては、平成２３年度は８,２１

３名、平成２４年度は３,８１１名、４,４４２名の減となっております。１４ページ目をお開き願

います。次に収入の部ですが、平成２３年度、温泉・宿泊・研修室・会議室・食堂売上・売店売

上・その他の４月～６月までの計は３,２４８万７,５３３円。平成２４年度は２,１８８万９９８

円で、１,０６０万６,５３５円の減となっております。支出の部につきましては、平成２３年度、

人件費・原材料費・一般管理費・その他の４月～６月までの計は３,５５８万９,２４３円、平成２

４年度は３,４１１万２,４７０円で、１４７万６７７３円の減となっております。収支につきまし

ては、平成２３年度が３１０万１,７１０円の赤字、平成２４年度は１,２２３万１,４７２円の赤

字となっております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、パパスランド・緑清荘の運営状況について説明がありました。何かございませんか。 

 

○田中委員 

 今、説明を聞いている中で、温泉利用者については多少の減、宿泊も多少減っている。極端に

少ないのは食事の利用人数が減っている。この要因は、町側としてはどう考えているんですか。 

 

○産業課長 

 ４月から新しい指定管理者に変わられまして、新しい指定管理者の下でいろんな事業計画がな

されていまして、レストランにつきましては、お昼につきましては今までと同様単品で。単価に

ついては若干下げております。夜につきましては、宿泊者とのバッティングもありますので、今

までのような単品ではなくて、１,５００円とか２,５００円のセットメニューにして行ってみたい

という要望がありまして、町の方は指定管理者の計画に基づいて進めてきているところでござい

ます。結果といたしまして、今までのような夜の単品メニューの方が住民にとっては使いやすか

ったのかなと。新しくできたお店もありますので、そっちの方にも流れているということも考え

られますが、スタートして３ヶ月ですので、はっきりしたことは言えませんが、若干、セットメ

ニューへの馴染みが無いのかなと、私どもは感じているところでございます。以上です。 

 

○田中委員 

 私自身も経営が変わってから、あまり需要がないのですが、いろいろと町民の皆さんの意見を

聞くと、非常に利用しづらいと言うか、そういう意見が結構多いんですよね。今、課長からの説

明があったようにセットメニューとか。そういった部分で、指定管理者として任していますが、

収支を見るとマイナスが大きく出てきている。これが益々ひどくならないうちに、やっぱり町側

の指導って言うか、任しちゃったからできないのかどうなのか。これはやっていくべきでないか

なと思います。そこら辺はどうなんですか。 

 



 

- 22 - 

○産業課長 

 緑清荘条例だとか、指定管理者の公の施設に関する条例とかに基づいて、使用の許可とかいろ

んな権限が町から指定管理者の方に置き換えられるわけでございますので、基本的には指定管理

者の判断で進められるものとなっておりますが、基本協定書の中に、町は定期的に経営状況等を

チェックできる機能があるとなっておりますので、今年度についても、４、５、６月の３ヶ月が

終わった段階で、経営状況だとかどうなっているのかという聞き取り調査は実施しているところ

でございます。だからと言って、このようにしなさいとは言えないのですが、今、副議長さんか

らも言われましたとおり、特にレストラン等の利用人数が少なくなっていることとか、結果とし

て収支が大きくマイナスになっているという中では、改善を促すことは町の方からも言えますの

で、その辺は実施しているところでございます。緑清荘に行きまして、収入などが大きく減って

いる部分はなんですかと確認いたしましたところ、実は端的に言うと、自分の収入の見込みが甘

かったと。というのは、４月、５月、６月ぐらいまでは前任者の方の予約状況の中で、前年度と

同額ぐらいでは推移できると思っていたのですが、実際に蓋を開けてみると予約状況などが思っ

たより少なかったので、４、５、６は大変きつかったというような話もされております。やはり

新しく営業を始めるために、自分が必要だと思われる備品や消耗品の購入にも数百万使っている

ので、それらも全体的な収支バランスの中で赤字になってきているという話もされております。

そんな中で、７月、８月の稼ぎ時に向けてどうするのかという部分につきましては、６月の段階

で、網観連だとかいろんな観光協会等に営業にも回っているというような話もされておりまして、

７月については、半月で４００万ぐらいプラスになっているという状況も口頭で聞いております

ので、８月、９月に向けて、少し良くなるのではないかという話も伺っているところでございま

す。町としましては、指定管理者に任せたので、全て任せっぱなしということではなくで、定期

的なモニタリング等も行いながら指導を行っている状況でございます。 

 

○田中委員 

 今、まだ４ヶ月しか経っていないので、全体が見えてこないのかなと思うわけですが、３年間

の契約で、３年経って膨大なマイナスになって、どうだこうだってことにならないように、やは

り常にチェックをして指導をしていってもらいたいと思います。 

 

○池下委員 

 １点だけ。今、課長の説明の中で、新しい指定管理業者が開業当時、備品を購入したのが多額

の金額をと口頭で聞いたのですが、確か協定書の中に２５万円以上の物に関しては、町と協議す

るという話になっていたと思うのですが、その辺の協議はちゃんとしっかりできていたのでしょ

うか。 

 

○産業課長 

 協定書に基づきまして、金額の高い物については事前に役場に協議がありまして、以前にも説

明していると思いますが、町が提供する備品については１種扱い。指定管理者が購入しても、町

に保証を求めないという形の物については２種扱いということで分類しておりまして、事前に協

議されまして、自分が自ら購入してきますというものについては２種扱いの備品ということで、

協議されて買っていただいております。 
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○池下委員 

 今の説明だと、全部２種扱いで全部買ったと受け止めてよろしいですか。 

 

○産業課長 

 全て２種扱いで、指定管理者の方に購入していただいております。 

 

○池下委員 

 ちなみに、差支えなければどの程度買ったのか、教えていただけませんか。 

 

○産業課長 

 今、資料を持ってきておりませんので金額的なものはわかりませんが、主に事務用品のパソコ

ンとか、そのようなものを購入しております。 

 

○勝又委員 

 今、伺ったのですが、収支で２３年と２４年と比べて、赤字が２３年の４倍にもなるんですね。

お客さん相手の経営で、この４倍もの赤字を早々に解消していくのは、なかなか大変なことじゃ

ないかなと思うんですよね。今の課長の話だと、７月、８月にそういうものが見込めるから、解

消していけるような感じで話されているのですが、本当にそんなことができるのかなと思ってし

まうのと、先ほど田中委員からもありましたが、食事の関係の落ち込み。宴会も減っている、レ

ストランも相当減っているような感じがあるんですよね。まだ３ヶ月ですからっていうこともあ

りますが、あまり楽観視できないんじゃないかなと、僕は思うところがあります。そのことと、

町として今の指定管理に変わって、お客さんが減った要因に繋がっている要素もあるんじゃない

かと思うけど、その辺の問題点をどう捉えているのかなと。確かに意見箱とかあるのですが、あ

まり書く人はいないと思うんですよ。僕も利用しているから言うのですが、食事は利用しません

が、風呂は入りに行きます。それで、風呂の管理とかも若干ルーズなところがあるのかなと思い

ます。そういうことが、風呂のお客さんが減少したりしている要因かなと。斜里辺りからも相当

な人が入りに来ていたみたいなのですが、最近落ち込んでいる気がします。そんなことも含めて、

どんどん悪い要素が、悪い要素を生んでいくような感じで、引き金になっているのもあると思う

んですよね。サウナもだいぶ人手を減らしたみたいで、人手が少ないから、サービスも行き届か

なくなったかどうかはわかりませんが、下に敷いているタオルなんかもべちゃべちゃで替えてな

いんですよ。それで誰かが言ったと思うんですよね。言ったからこまめに替えるのかと思ったら、

タオルが山積みに置いてあって、自分で替えなさいってことなのかなと思ったり。ただ、人は代

わっても、町としてはよりサービスは向上していってもらわないとならないということは、指定

管理の条件の中にあると思うんですよね。人が減ったからサービスも減る。サービスはこんなこ

としかできませんので、これで我慢してくださいっていうのは通用しないと思うんですよね。そ

こら辺も含めて、町側として、なかなかこうしなさいと言えないとは言いますが、厳しいかもし

れませんが、そんなこともきちっと言っていかないと、改善に繋がっていかないと思うので。 

 

○産業課長 
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 先般、３ヶ月が経ったということで、収益の資料を持ちながら、勝又委員さんから言われたよ

うなことも含めて、実際にどうなんだという話はしてきました。その中で、良い面としましては、

職員数の配置を減らすことで、人件費を省くというような面では、かなり努力されております。

利用者数も少ないという部分もありますが、職員を減らして余分なものを省くとか、接客サービ

スの向上という部分で、職員教育も随分したようで、電話についてはかなり良くなっていると思

います。それから、雇用の部分については、契約の時からあったのですが、町内の在住者を通し

なさいという部分で、町内在住者も多くなっていると思います。それから、宿泊部分については、

皆さんがホテルなどに宿泊すると、宿泊約款や宿泊規則みたいなものがテーブルにあると思うの

ですが、今までは正直言ってなかったのですが、今回４月１日からは、それらも設置されている

ということで、良い部分もたくさんあるのですが、その中で一番問題となるのは、収入と支出の

バランスでありまして、収入が思ったより入らなかったということが課題となっております。経

費については、若干増えているようですが、何と言っても収入が増えていないという状況でござ

います。その収入が増えなかった原因については、予約が思ったより少なかったという部分もあ

りますが、やはり夕食のセットメニューの部分の影響が大きいかと、緑清荘の方も分析しており

ますし、私たちもそう思っておりますので、その辺については、できるだけ早く、地域住民の意

向に沿うような形のものに切り替えていただきたいというようなことも、言ってきたところです。

１品・１千円以下の金額ぐらいで、家族３人ぐらいで行っても気楽に夕食が食べられるようなこ

とを考えてくださいと。やれとは言いませんが、そんなこともしないと、ずるずる行ってしまっ

ては困りますってことは言ってきておりますので、今後も引き続きやって行きたいと考えており

ます。 

 

○勝又委員 

 収入のことに繋がるから、僕はサービスの方もきちっと向上していかないと駄目だと言ってい

るんですよ。働いている人が清里町の誰々さんの娘さんとかで、面と向かってなかなか言えない。

そうしたら、誰が言うのですかってなったら、そこは、やっぱり町がきちっと的確に捉えて言っ

ていかないと、他の人は遠慮して言わないんですよね。言わないですが、他から来たお客さんは

どんどん黙って離れます。ましてや、泊まったお客さんも印象が悪ければ、口コミもなくなって

しまいます。そういうものが、すべからく収入に繋がっていくから、客商売はそういう部分では

恐ろしいところがあると思います。そこら辺は、言いづらいかもしれませんが、きちっと指導を

していくような形を取っていただかないと。そこら辺を解消していかないと、繋がっていかない

のかなと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○議長 

 パパスランドの委託費の関係で確認しておきたいのですが、３月の定例会で各議員からも出て

いたのですが、今回これを見ますと、収入も全部役場に一回入れて、委託料を払っているという

数字だと思うのですが、この委託料の払い方はどういう基準で払っているのか。それと、現在ま

で３ヶ月で約１,６００万払っているのですが、昨年まで見ますと４４０万。約１,１００万ぐらい

多い状況の中で、当初の計画の委託金額で間に合うのかどうか。それと、３カ月分では予定通り

の委託料で間に合っているのかどうか。それと、４月が飛び抜けて委託料が多いのですが、どう

いう基準なのか。それと、５、６月は４００万ずつぐらいなのですが、どういう状況なのか。こ
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の辺を参考までに聞かせてもらいたいと思います。 

 

○産業課長 

 平成２４年度から業務委託契約となりまして、パパスランドにかかる総経費として５,１８５万

９千円を予算としております。そして、パパスの方で売り上げる総収入額３,４２０万円を、全額

町に納めていただくことになっております。それで、収入の部は３ヶ月間で６８６万３１６円入

っているのは、パパスランドの３ヶ月間の総売上収入でございます。この数字で１２ヶ月間いく

と３,４２０万円にはなりませんが、７月、８月になって日々売上が増加してきておりますので、

収入額については、３,４２０万円にほぼ近づくのではないかと今、推計しております。次に支出

の管理委託料の支払いにつきましては、４００万円ずつを１１ヶ月と、４月分が運営資金の関係

もありまして７８５万９千円で、総額５,１８５万９千円になるように毎月支払いしているもの

で、最終的には収入と支出の関係で、来年３月の委託料で調整することで進めております。支出

額につきましては、現在１,２３２万７,４２０円支払っておりますが、５,１８５万９千円の単純

に一月分で割り返していきますと、予定額よりは若干少ない経費で納まっている状況でございま

す。以上です。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 ないようなので、次に進みます。 

 ⑤清里町店舗出店等支援交付金事業について、説明お願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 清里町店舗出店等支援交付金事業について、ご説明いたします。１５ページ目をお開き願いま

す。清里町店舗出店等支援交付金事業につきましては、平成２３年度～２５年度までの３カ年の

事業として実施しており、平成２３年度交付者につきましては、本年６月の本常任委員会で報告

を行っているところであります。先般、お問い合わせがございましたので、現在、交付決定を行

ったものを報告させていただきます。申請者につきましては、清里町羽衣町４２番地 やなぎや

ふぁーむ 柳谷克彦氏で、実施事業の内容は、農産加工による清里町産農産物のＰＲ、規格外品

の有効利用により付加価値を付け、清里町産の特産品、お土産等の商品の開発をするため、新製

品、加工品の開発、製造販売を行う加工施設並びに店舗を新築する事業でございます。事業の効

果といたしましては、自家生産野菜を素材とした製品のため、消費者に対して、安心安全な商品

の提供が行え、清里町農産物のＰＲができ、地産地消の効果もございます。補助経費につきまし

ては、限度額の３００万円となっております。本申請に対する審査委員会議につきましては、７

月２４日に実施し、交付の決定につきましては７月２６日付けで決定通知書を送付しております。

以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 説明がありましたが、何かございませんか。 
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（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無いようなので、次に進みます。 

 ⑦江南牧場について、説明願います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは、江南牧場未利用地の利活用についてご説明申し上げます。１６ページをお開きくだ

さい。現在江南牧場には１０の牧区を設置しております。各牧区の面積につきましては、１６ペ

ージ右隅にあります表、１牧区９．５ヘクタール～１０牧区１４．３ヘクタールまでの合計１２

１．７ヘクタールの草地を設置しております。１７ページをお開きください。こちらには、町営

牧場江南牧場の年度別利用実績を掲載させていただいております。平成１２年度からの実績とな

っておりまして、平成１２年度に７牧区～１０牧区でのピロプラズマ病が発症を原因として、平

成１３年度以降、７牧区～１０牧区の使用を中止して、この間運営をしてきてございます。また、

平成２０年度からは青葉牧場を統合しまして、町内江南１カ所という形で町営牧場を運営してお

ります。今後の利用の見通しも含め、今年度５月には牧場利用者組合とも協議をさせていただき

まして、７牧区～１０牧区の廃止について、ご理解をいただいてきているところでございます。

今後、この７牧区～１０牧区について、町営牧野条例を改正し、利活用について、議会の皆さん

ともご協議をさせていただきながら、進めてまいりたいと考えてございますので、ご理解いただ

きたいと考えております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 江南牧場の未利用地の利活用についての説明がございましたが、何かございませんか。 

 

○前中委員 

 僕も利用しているのですが、７～１０牧区の町の今後の体制は、何か考えておられるのですか。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 ７～１０牧区の利活用につきましては、今、検討をしている部分では、具体的には植林をまず

念頭に考えておりますが、植林以外の部分での利活用についても検討できないか、検討中でござ

いますので、具体的な部分ではこの場では申し上げられるものはございませんので、ご理解いた

だきたいと思います。 

 

○前中委員 

 あともう１点。地目的には原野なのか。畑地ではないと思うけど。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 現在の江南牧場の地目につきましては、牧場用地ということで、畑の地目にはなっておりませ

ん。 

 

○池下委員 
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 私はこういう関係はわからないので、素朴な質問として聞いていただきたいのですが、７～１

０牧区を廃止する予定でいるのは良いのですが、この町営牧場は、例えばずっと町が持っていく

のか。それとも例えば、今後農協の方に全部任せるという考えはないのか。その辺はどうなので

しょうか。 

 

○産業課長 

 町村によっては、牧場の管理運営を町以外のところでやっている所もあるわけではございます

が、うちの町においては、今までずっと町営牧場としてやってきてございますので、現時点では、

町以外の団体に業務委託を持っていくという考えは、今のところ持っておりません。ただ、牧場

の利用者数も減ってきていることもありますし、牧区負担の関係や雇用の関係等、いろんな部分

を含めた中では、将来的には考えなければならない案件かなと考えております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。なければ、次に進みます。 

 ⑧平成２４年度清里焼酎販売実績について、説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは１８ページの、平成２４年度清里焼酎販売実績（第１四半期）について、ご説明いた

します。４月～６月までの販売合計は、下から２行目に記載してございますが、１,４９９万１,

２７９円で、前年対比で３２万６,８４５円の増となってございます。パーセンテージでは前年度

比１０２．２％で経過しております。焼酎製品では、下から８行目になりますが、９８万９,２３

２円の増で、浪漫倶楽部７２０ミリリットル、北緯４４度７２０ミリリットルなどが増えており

ます。下段の方になりますが、水につきましては下から７行目でございますが、前年比６０万７,

４００円の減となっておりますが、昨年度につきましては東日本大震災の被災地域への支援です

とか、全国的な水不足というような状況がございまして、その関係で販売が増えておりましたが、

今年度については減ってきております。本年度の対予算では、財産収入予算額６,７２０万円に対

しまして、２２．３％の執行率となっております。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ⑧につきまして、何かございませんでしょうか。宜しいですか。 

 それでは、続きまして⑨の説明お願いいたします。 

  

○焼酎Ｇ主幹 

 １９ページ～２１ページに記載しております、酒類製造免許の条件緩和申請について、ご説明

申し上げます。１９ページは、条件緩和の申出書でございます。２０ページには、申請以前に付

けられていました免許の条件。さらに２１ページは、条件緩和の通知書を掲示しております。 

 それでは、１９ページからご説明いたしますので、ご覧いただきたいと思います。１９ページ

の申出書でございますが、本年４月２７日に税務署の方に提出いたしております。下段よりやや

下のところになりますが、製造種類の品目について、条件緩和について申し出ております。品目

としましては、単式蒸留焼酎。範囲は特産品焼酎で、原料としては「馬鈴薯」ということで申し
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出を行っております。その下の、期限又は条件については、２０ページの別紙のとおりとなって

ございますが、こちらについては後ほどご説明申し上げます。 

 申出の要旨としましては、清里町産の馬鈴薯を主原料とする焼酎の製造ということでございま

す。 

 申出の理由としましては、下に二重線で書いてございますが、清里町の特産である馬鈴薯を主

原料とし、そういった焼酎を製造いたしたく申出するということでございます。 

 ２０ページをご覧いただきたいと存じます。申請以前に付けられておりました、免許条件につ

いて説明いたします。大きく２つに分かれておりまして、まず１の方でございますが、こちらに

ついては、いわゆる原料条件としているものでございまして、２につきましては、製造数量を記

載してございます。１の方をご説明申し上げますと、製造する範囲は、次の（１）～（３）に限

るということでございます。 

 （１）につきましては、馬鈴薯及び麦麹を主原料とする単式蒸留焼酎。これにつきましては、

私どもの焼酎は創業以来行ってきております、じゃがいも焼酎に付けられております条件でござ

います。こちらについては、原料を制限されている部分でございます。 

 それから（２）でございますが、馬鈴薯に麦麹を主原料とし酒税法第３条第１０号のイからホ

に該当する云々と記載してございますが、こちらにつきましては、平成１８年に酒税法が改正に

なりました時に、従来、今製品として終売して販売しておりませんが、ポテットマンという３０

０ミリリットル・２０％がございました。こちらに砂糖を添加して販売していた実績がございま

す。そういった焼酎に砂糖を加えて、２％未満の添加ということなのですが、そういうふうに砂

糖を添加して造っていた焼酎については、酒税法の改正によりましてスピリッツと言うジャンル

に移行しました。それで、私ども自体はスピリッツの免許はないのですが、現状として法改正の

時点で、既にそういう規格のものがあって、法律が変わったということなので、その部分に限っ

てはスピリッツを許可するということでございます。 

 それから（３）でございますが、こちらは平成１９年に申請いたしまして、新たにこの時に条

件緩和していただいた部分なのですが、清里町で生産される特産の麦、カボチャ、長芋、玉ねぎ、

そば及びとうもろこしを主原料とする単式蒸留焼酎の３つの許可をいただいております。なお、

この（３）の特産品を主原料とするという項目でございますが、こちらについては、（１）と違

いまして、（１）につきましては、麦麹と言う麹についても原料指定がございますが、この（３）

については麹の指定がございませんので、麹については麦以外の物を使えると言いますか、もち

ろん麦も使えますが、そういった条件になってまいります。２の方は、製造数量を謳っておりま

すが、１の（１）及び（２）、馬鈴薯、麦麹、さらには砂糖添加、スピリッツについては一会計

年度１８０キロリットル。ここにも記載しておりますが、１８０キロリットルと言いますのは、

アルコール分２５度換算でございます。２の（２）ですが、１の（３）のうち、麦及びそばを原

料とする酒類は、限度が１００キロということでございます。他については、特に免許上の制限

はございません。それで、こういった条件を、先ほど１９ページのところでご説明申し上げまし

たが、いわゆる特産品のところに、既にじゃがいも焼酎は長年販売しているのですが、麹の原料

を麦以外で造れる可能性ということで、（３）の特産品のところに改めてじゃがいもを足しても

らうことで、申請をいたしました。 

 それで、２１ページをご覧いただきたいと思います。先月の７月２７日に申し出が通りまして、

条件緩和になった通知書が来ております。中段からの記のところでございますが、１の（１）と
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（２）につきましては、従来通りでございます。（３）のところにアンダーラインを引いてござ

いますが、ここのところに、馬鈴薯を加えていただいたという形で条件緩和が通っております。

以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今説明のありました、酒類製造免許の条件緩和申出について、何かございませんか。 

 

○議長 

 今度は１００キロ未満であれば、米麹でもＯＫなのですか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 免許条件としましては、１００キロ以下と言うのは、麦プラスそばが１００キロリットル以下

で、それ以外のものは、特に数字上には条件は付いてございません。但し、当然工場の製造規模

ですとか、そういった部分の制限は出てきます。以上でございます。 

 

○議長 

 許可をもらって、早速やる段取りはしているのですか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 本年につきましては、今年の製造等ほぼスタートしてまいりますし、一般的に焼酎の麹と言え

ば米麹かなということで、他にさつま芋ですと、さつま芋でやっている特殊な部分もございます

が、そんなところまではなかなか試験ができないものですから、本年については米麹であくまで

も試験的に３回程度行って、予定としては２５％を６０リットル程度造ってみようかと思ってお

ります。私含めて、廣谷もまだ米麹をやったことがございませんので、試験的にまず今年につい

ては、これから製造時期に入ってきますが、１０月末か１１月ぐらいに、通常の製造が落ち着い

てから、試験的に３回程度やって、合計６０リットルぐらいを試験的にやっていきたいと考えて

います。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、⑩の説明をお願いします。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 清里焼酎の販売促進活動（中国上海物産展出店）について、ご説明をいたしたいと思います。

２２ページをご覧いただきたいと思います。 

 先般の当委員会でお話させていただいておりますが、８月３１日から９月９日までの１０日間、

中国上海の上海伊勢丹において、物産展が開催されます。そこに、ＪＴＢ北海道の日程表がござ

いますが、こちらの日程で副議長さんと副町長が９月１日～９月５日までの予定で物産展に参加
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されることとなってございます。上海伊勢丹では、浪漫倶楽部と清里セレクションの販売を予定

しております。実際の販売のルートとしましては、私共の工場から東京の輸出代理店を通って、

それから上海伊勢丹さんの方に行って、上海伊勢丹さんの酒の販売免許で販売していただく形に

なっておりまして、副議長さんと副町長に参加をいただくのですが、日程といたしましては、２

市４町で構成されております女満別空港国際チャーター便誘致協議会、網走市、北見市、大空町、

斜里町、美幌町、小清水町の２市４町で構成されている協議会なのですが、同じ日程で当会場の

上海伊勢丹に出向いて観光ＰＲを行うということで、会場が同じですから、日程を合わせて一緒

の日程で参加するということでございます。日程表の２日目と３日目なのですが、２日目の９月

２日は協議会の方は観光プロモーションで、清里町につきましては、同会場で物産展販売をして

いただくということで、翌日は、今回の物産展のお話をしていただいております、東さんという

方に同行していただきますが、どういった所に行けるかということはまだ確定しておりませんが、

上海市内の飲食店か小売店かどこかと思いますが、そういったところをマーケティング、商談に

回るという予定が含まれてございます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。 

 ①から⑩と説明がございましたが、質問漏れ等ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 よろしいですね。 

 それでは、先ほど言っておりました数字的なことと、議長と加藤委員が質問されたことについ

て、３日の日に出してください。 

 それでは、これで終わります。ご苦労様でした。 

  

○村島委員長 

 それでは２、次回委員会について。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会の開催でございますが、９月３日、月曜日ということで、よろしくお願いいたし

ます。 

 

○村島委員長 

 ３、その他。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

●閉会の宣告 
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○村島委員長 

 なしということで、これで、第１２回産業福祉常任委員会を終了いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ２時２７分） 


