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第１３回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年９月３日（月） 

    開 会     午前 １０時３５分 

    閉 会     午後  ４時１５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平成２４年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

  ②平成２４年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

  ③平成２４年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について 

  ④戸籍事務電算化事業について 

 ●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２４年度介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

  ③清里町救急医療情報キット交付事業実施要綱について 

  ④北見赤十字病院改築事業にかかる支援について（追加資料） 

 ●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   

  ②平成２４年度簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）について 

  ③平成２４年度農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）について 

 ●産業課 

  ①パパスランドの管理運営方法について 

  ②清里焼酎の販売促進活動について 

  ③平成２４年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ④平成２４年度焼酎事業特別会計補正予算（第１号）について 

  ⑤パパスランドの指定管理者の選定について 

  ⑥国営造成土地改良施設整備事業清里地区（ウエンベツ川改修工事）について 

  ⑦パパスランド温泉掘削について 

２．意見書の検討について 

  ①森林・林業・木材の積極的な展開に関する意見書（案） 

３．次回委員会の開催について 

４．その他 

 

 

○出席委員（６名） 

    委員長  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員  勝 又 武 司    委  員  加 藤 健 次 
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       委 員    前 中 康 男    委  員  池 下   昇 

                    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    委 員   田 中   誠 

 

 

○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 

 ■保健福祉課長     薗部  充    ■保健Ｇ主幹      藤代 弘輝 

 ■福祉介護Ｇ総括主査  進藤 和久    ■福祉介護Ｇ主査    水尾 和広 

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

 ■農業Ｇ主査      山嵜 孝英    ■商工観光・林政Ｇ総括主査 野呂田成人 

 ■焼酎Ｇ主幹      松浦  聡 

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

 ■建設管理Ｇ主査    酒井 隆広    ■建設管理Ｇ主査    山本 卓司 

 ■上下水道・公住Ｇ主幹 岡崎  亨    ■上下水道・公住Ｇ主査 荒  一喜 

 

   

○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１３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、まず町民課から４点ございます。説明お願い致します。 

 

○町民課長 

 町民課より、４件の協議・報告事項について、ご説明いたします。町民課所管の一般会計補正

予算及び国民健康保険事業会計補正予算の概要につきましては、前年度医療費の確定に伴う、療

養給付費国庫負担金などの返納金に対処するための一般会計からの国保特別会計への繰出金。国

保会計におきましては、一般会計及び国保事業基金よりの繰入金を補正するものであります。 ま

た、後期高齢者医療特別会計補正予算につきましては、前年度繰越金の確定に伴う補正を行うも
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のであります。それでは、各会計の補正予算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。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

それでは、３ページをご覧ください。衛生費・保健衛生費・環境衛生費におきまして、農業集

落排水事業特別会計における平成２３年度決算に伴う繰越金額の確定により、一般会計からの繰

出金を１３９万９千円減額で計上しております。以上です。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 次に４ページの方をご覧ください。清里町の国民健康保険事業特別会計補正予算でございます。

この関係ですが、３ページの方にありますが、各種医療対策費としまして、一般会計の方からの

繰出金を掲載させてもらっています。３ページの上段の方にございますが、繰出金３０１万６千

円で、国民健康保険特別会計に対しまして、一般会計から繰出補正を行っております。その詳細

につきましては４ページの特別会計の方でご説明いたします。今回の補正の理由ですが、先ほど

課長からも説明がありましたとおり、２３年度の繰越金、それから歳入の方ですが、国の交付金

の方の過年度追加交付、そして歳出としましては、国及び道の負担金それから補助金等の給付を

受けるものでございますが、精査によって生じました返納金の分を計上するものでございます。

表の歳入をご覧いただきたいと思います。歳入の款の欄、左側ですが、４段目の４款療養給付費

交付金というのがございます。こちらの方ですが、現計予算額１,５８０万円に１５８万５千円を

追加しまして、補正後１,７３８万５千円といたします。これにつきましては、過年度の療養給付

費の追加交付が２４年度にされることになりますので、同額追加をしていくという形でございま

す。次に９款の繰入金につきましては、現計予算額は２,９０８万１千円。こちらの補正額８０１

万６千円になりまして、補正後の予算額３,７０９万７千円になります。こちらの内訳ですが、先

ほど一般会計の方の補正でご説明いたしましたが、その他の一般会計の繰入金と言う形で、国保

会計で受ける形になりますが、３０１万６千円ということになります。それから、国保事業の基

金繰入がございます。こちらから繰入ということで５００万円で計上させていただき、合計で８

０１万６千円という補正額になってございます。１０款繰越金でございます。２３年度から２４

年度への前年度の繰越金の確定に伴いまして、こちらの金額は円単位で申し上げますと１４１万

５,５１４円となっております。そのことから、現計予算、当初で１０万円を計上しております。

これに１３１万５千円を追加しまして、前年度繰越金の１４１万５千円という形で予算措置を行

うものでございます。補正額の合計が１,０９１万６千円になってございます。下段の歳出につき

ましては、今回補正を行いますのは、１１款の諸支出金の部分でございます。こちらの内訳です

が、国庫負担金ということで、こちらの方が概算によりまして、実際に精算額よりも多く２３年

度内で交付を受けているところでございます。そのことから、療養給付費国庫負担金返納金とし

まして１,０８７万２千円を計上いたします。さらに出産育児一時金の返納金が３万円、特定健康

診査等国庫負担金返納金が７千円、同じく特定健康診査等道負担金が出ておりまして７千円で、

４点合計で１,０９１万６千円という形の諸支出金が追加の歳出となってございます。これが国民

健康保険特別会計の方の補正予算でございます。 

 続きまして５ページですが、後期高齢者医療特別会計補正予算でございます。こちらにつきま

しては、前年度の繰越金が確定をしたというところでございまして、その部分につきまして、５
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款の繰越金ですが、現計予算１千円に対しまして、補正額４６万２千円で、補正後予算額で４６

万３千円になります。補正後の合計につきましても４６万２千円でございます。歳出の方にまい

ります。歳出ですが、この繰越金につきましては、期間内における保険料の歳入部分という扱い

になることから、後期高齢者の広域連合の方への保険料の納付という形になります。このことか

ら、２款後期高齢者医療広域連合納付金という部分で、現計予算額５,７０７万８千円に追加する

額が４６万２千円、補正後の予算額が５,７５４万円という形になりまして、内訳は保険料の負担

金でございます。歳出の合計は５,９３７万１千円に４６万２千円を追加しまして、５,９８３万３

千円という形になっております。これで説明を終わります。 

 

○町民課長 

それでは、私の方から補足説明をさせていただきたいと思います。今回の補正につきましては、

国庫負担金などの返納金について、一般会計及び国保事業基金よりの繰入金などをもって対処し

るところであります。現在までの国保会計の運営状況と今後の運営の見込みにつきまして、補足

説明をさせていただきます。歳入における国保税の現年課税分につきましては、農業所得の落ち

込みが相当あり、今現在の収入見込額が現計予算額に対し、１千万円ほどの減収が想定されてお

ります。また、歳出においても保険給付費の一般保険者療養給付費が増加傾向であります。今後

の国保会計運営につきましては、国保税、国及び道の財政調整交付金の歳入状況と療養給付費な

どの歳出がある程度のめどがついた段階で、一般会計からの繰入金も視野に入れながら、委員会

と協議を行い補正してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上でご

ざいます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、町民課より①平成２４年度 一般会計補正予算（町民課所管分）から平成２４年度後期

高齢者医療特別会計補正予算についての説明がありましたが、委員の方から何かございませんで

しょうか。 

 

○加藤委員 

 今の課長の説明の中で、国保会計が非常に厳しい状態で、一般会計からの応分の持ち出しをし

なければならないという説明でしたが、現在の国保の基金の残高はどういう状態になっているの

でしょうか。 

 

○町民課長 

 今、現在の基金でございますが、今現在、２３年度末で約５０８万３千円弱という数字でござ

います。今回、補正で５００万の繰入金ということでございますので、残り８万３千円弱という

ような今の基金の残高しかございません。ただ、この５００万円につきましては、今年の３月の

専決で一度積み戻ししているということでございますので、それを今回、基金を再度崩して返納

金等々に充てていきたいという状況でございます。 

 

○池下委員 

 確か、議会の中でも国民健康保険のことで質問させてもらったのですが、確か去年５億３千万
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で終わって、今年は４億８千万円の最初の見積りで、どんどん金額が増えているのにも関わらず、

去年より少ないと。この段階で、補正が出てくるというのは、当初の見込みとしてちょっと甘い

んじゃないかと、私指摘したと思うのですが、その辺のところは、今でも変わっていないのです

か。 

 

○町民課長 

 確か、今年の予算委員会で質問があったかと思います。今までの状況を見ると、予算の組み方

が甘いのではないのかというご指摘をいただいたところでございますが、予算を組むにあたって

は、私どもは過去３年なり、４年の平均的な数字をもって歳入、歳出を計上するという形になっ

て来ますので、年度年度の状況によって、やっぱり増えていくということもございますので、そ

の辺はご理解をしていただきたいと思います。先ほども補足で説明させていただいたとおり、こ

れから税の方で収入の減になってくると、その分国なり道なりの財政調整交付金というものが増

えてくるという可能性もございますので、その辺を見極めながら、１２月なりに補正をさせてい

ただきたいと考えてございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○池下委員 

 今、説明をいただいたのですが、我が町は札弦、緑は特にそうなのですが、高齢者の比率がど

んどん高くなっている。そういうことを踏まえた上で予算を作っていくには、ある程度余力を持

った中で作っていった方が、今後良いんじゃないかと思うのですが。ただ、一般財源にも限りが

ありますので、その辺もしっかりと計算して出していってほしいと思います。 

 

○町民課長 

 わかりました。 

 

○村島委員長 

 他になければ、④の戸籍事務電算化事業について、口頭で説明お願いします。 

 

○町民課長 

 口頭ではございますが、戸籍事務電算化事業につきまして、ご説明させていただきたいと思い

ます。戸籍事務電算化事業につきましては、現在までの状況と今後の方向性について、ご説明さ

せていただきます。 

 平成１４年度に戸籍法施行規則により、行政サービスの向上を目的として、戸籍事務を紙ベー

スから電子情報処理による戸籍事務を取り扱う旨の努力義務が定められております。平成２３年

度末の全国市町村の電算化実施率は９１％、平成２４年度７月現在の北海道における電算化実施

率は６４．２％であります。また、オホーツク管内で見ますと、１８市町村の内、１２市町村が

電算化しており、管内の実施率は６６．７％となっています。国が行政サービスの向上を図るた

めに、戸籍事務のオンライン化を推進しているところでありまして、法務局による電子化データ

のバックアップ体制が構築されてきていること、また、全国的な普及により、戸籍事務電子化事

業を実施している各メーカーが導入事業から撤退してきているなどの状況を鑑みて、早期の戸籍

事務電算化事業の実施が必要だと考えております。現在、戸籍事務電算化未実施地区であります
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斜里町と同時実施しながら、スケールメリットを生み出すなど、導入及び維持経費のコスト削減

に向けて、事務的に協議を行っているところであります。今後、戸籍事務電算化事業の方向性が

見えた段階で、詳細をご説明、ご報告させていただきたいと思いますでの、よしくお願いいたし

ます。以上です。 

 

○村島委員長 

 町民課の①から④までの説明が終わりましたが、何もなければこれで終わりたいと思いますが。 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、町民課終わります。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③の清

里町救急医療情報キット交付事業実施要綱について、④で追加として１件ございますので、１点

ずつ説明をお願いします。 

 

○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当課分についてと、同じく２４年度介護保

険事業特別会計補正予算（第１号）並びに清里町救急医療情報キット交付事業実施要綱について、

それともう１点、急遽追加でございますが、北見赤十字病院改築事業にかかる支援について、ご

説明をいたします。担当の方から、順次説明いたします。 

 

○保健福祉課 

 それでは６ページをご覧いただきます。１４款道支出金・２項道補助金・２目衛生費道補助金

・１節保健衛生費道補助金です。ここに記載しております、子宮頚がん等ワクチン接種緊急促進

特別対策事業費補助金と妊婦健康診査支援事業補助金につきましては、共に２３年度までの事業

でありましたが、平成２３年度の第４次補正予算によりまして、２４年度に事業計画されており

ます。上段のヒブ、小児用肺炎球菌、子宮頚がんのワクチンにつきましては、接種費用の５０％

といたしまして２１０万１千円。下段の妊婦健診と致しましては、補助対象９回分の５０％とい

たしまして８０万１千円が、新たに道補助金として各事業の特定財源となっております。 

 続きまして９ページを見ていただきます。歳出です。４款衛生費・１項保健衛生費・２目予防

費です。各種予防接種事業です。定期予防接種の実施要領改正に伴うワクチンの購入と、関連し

た健康管理システムの改修費用です。定期予防接種でありますポリオワクチンにつきましては、

現在、経口生ワクチンを接種しております。まれにポリオが発生するという事例がありまして、

国といたしましては９月より不活化ワクチンの方に移行になっております。この不活化ワクチン

はポリオウイルスを殺し、免疫に必要な成分だけを取り出したものとなっております。さらに１

１月からにつきましては、現在の３種混合ワクチンに新たに不活化ポリオワクチンを加えた４種

混合ワクチンの方に移行となります。それに伴いまして、需用費の消耗品といたしまして、ワク

チンの購入費用、不活化ポリオワクチン、４種混合ワクチンの必要数を計上いたしまして８３万
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４千円が増額となっております。合わせまして、委託料のシステム改修事業でございますが、町

民の各種検診歴や予防接種歴を記録し、接種スケジュールを管理するのに利用しております。こ

れが今回のポリオの接種回数及び３種混合から４種混合に代わることによりまして、システムの

改修が必要となってきます。これにかかります委託料として１０２万９千円。合わせて１８６万

３千円を増額としております。財源といたしましては、全て一般財源となっております。 

 中段の各種接種事業と下段の母子保健事業は、先ほどの歳入で説明いたしました、財源充当先

事業のため、内容については重複しますので省略いたしますが、事業費自体の変更ではなく、財

源内訳の中で道支出金が新たな補助金とした財源となりまして、同額の一般財源が減額される内

容となっております。以上です。 

 

○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。 

 ７ページをお開き願います。初めに歳入です。１８款諸収入・４項雑入・２目雑入・１節雑入

につきましては、平成２３年度の介護給付費の実績に基づく負担金の精算による追加交付となり

ます。介護給付費の過年度の国庫負担金における追加交付が２３６万３,９９１円、道負担金にお

ける追加交付が１６０万１,３１６円となります。また、身体障害者補装具給付費につきましては、

道負担金の過年度分の追加交付として、１万９,３４９円が追加交付されますので、合わせて３９

８万３千円を計上しております。 

 次に８ページをお開き願います。歳出につきまして、３款民生費・１項社会福祉費・１目社会

福祉総務費につきましては、社会福祉協議会への補助金の増額となります。予算編成当初は事務

員を臨時職員の配置で予算を見ておりましたが、正職員を配置となりましたので、人件費の町負

担分の差額９６万円を計上するものです。次に３款民生費・１項社会福祉費・２目障害者自立支

援費につきましては、平成２３年度の自立支援医療費の実績に基づく精算による返納金で、国庫

負担金分が１０万８,６２７円、道負担金分が３５万９,５６４円、合計４６万９千円を計上してお

ります。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい、次。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

 それでは続きまして、介護保険事業特別会計の補正予算についてご説明いたします。 

 １２ページをお開き願います。２款保険給付費・１項介護サービス等費・１目居宅介護サービ

ス給付費につきましては、国庫負担金、道費負担金、社会保険支払基金負担金等の当初申請を行

い、現在までの実績に基づき、居宅介護サービス給付費に７７３万６千円を記載の財源で計上し

ております。４款基金積立金・１項基金積立金・１目基金積立金につきましては、平成２３年度

の繰越金が３４１万８千円で、次に説明いたします返納金２８万６千円を引いた額に２分の１を

乗じた額、１５６万６千円を基金として積立を行います。６款諸支出金・１項償還金利子及び還

付金・１目償還金につきましては、平成２３年度の実績報告による補助金等の精算に係る返納金

になります。国庫負担金につきましては、介護給付費返納金で１７万１千円、地域支援事業返納

金の国庫補助金で４万８千円、道費補助金で２万４千円、支払基金交付金で４万３千円の計２８
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万６千円を一般財源で計上しております。以上で説明を終わります。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 続きまして、清里町救急医療情報キット交付事業についてご説明いたします。１３ページをお

開き願います。 

 この事業につきましては、本年度から新たに進める事業として、今回、要綱を定め実施するも

のです。高齢者や障がい者などの安全・安心を確保するため、かかりつけの病院や、服薬内容な

どの医療情報を入れた「救急医療情報キット」を冷蔵庫に保管しておくことで、救急通報により

駆けつけた救急隊が迅速な救急活動に生かせるよう取り組むものです。 

 それでは、事業の内容を、お手元の要綱に沿ってご説明いたします。第１条は、この事業の目

的を述べております。在宅の高齢者及び障がい者等に対し、かかりつけ医療機関、持病等の救急

時に必要な医療情報を保管する救急医療情報キットを交付するために必要な事項を定め、住民の

安全と安心を確保することを目的といたします。第２条は、キットの内容となります。第３条は、

対象者で７０歳以上の世帯の者、障がい者世帯の者になります。第４条は、申請の方法で定めら

れた様式により提出していただくことになります。第５条は、交付の決定で申請内容が適当と認

めた場合には交付決定し名簿を整えます。第６条は、費用についてですが交付は無償といたしま

す。第７条は、交付を受けた方のキットの管理を謳っています。利用者は、救急医療情報用紙に

必要事項を記入しまして、容器に入れて冷蔵庫に保管し、救急隊がキットの利用者であることが

すぐにわかるよう、冷蔵庫の扉にマグネット式のステッカーを貼ることとします。このキットは、

最新の情報が維持されていることが望まれますので、速やかに更新し、手助けが必要な方は町が

支援できることとします。第８条は情報の共有で、この事業に携わる町、社会福祉協議会、地域

包括支援センター、消防、警察署、医療機関、民生児童委員ら関係機関と情報を共有し、円滑な

事業推進を図るものとします。 

 以上、救急医療情報キット交付事業の内容ですが、この事業の実施にあたっては、情報キット

が冷蔵庫の所定の位置に保管されていない場合や決められた場所にステッカーが貼られていなか

ったような場合は、活用されない場合がありますので、情報の更新を含め、社会福祉協議会、地

域包括支援センターと連携を図りながら、救急活動が円滑に進むよう事業を進めてまいります。

以上です。 

 

○村島委員長 

 続いて、④をお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 北見赤十字病院改築事業に係る支援についてでございます。 

 ３月４日開催の第３回産業福祉常任委員会におきまして、オホーツク管内の町村会に対しまし

て、５億円の支援要請があり、内１億５千万円は、ヘリポートなどの追加分として北見市が負担

し、残り３億５千万円を２市１５町村で支援をすると。その内訳は今年度の秋までに決定をし、

平成２５年度～２７年までの３年間で支援をする旨のご説明をいたしました。今回は、先週８月

２３日金曜日午後より、オホーツク町村会第２回臨時総会が開催されまして、その中におきまし

て、この秋までに決定するという予定でありました内訳等について、方針が決まりましたので、
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ご説明申し上げます。追加の資料をご覧いただきたいと思います。 

 １、助成要請額は先ほど申し上げました５億円。北見市は１憶５千万円。３、２市１５町村で

３億５千万円を助成します。４、２市１５町村の助成額の算出につきまして、考え方としては、

基本的には人口割り。それも平成２２年度国勢調査を持って行う。それから、地域格差の調整。

滝上町、興部町、西興部村、雄武町を５割減額し、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町に５割分

を按分加算をする。その他、清里町を含むその他の町村については、均等割りで処理をするとい

うことです。それから５、助成の名称について、北見赤十字病院改築工事負担金となっておりま

す。この負担金とするか否かについて、過疎債等の運用ということで、負担金とするのか補助金

とするのか、オホーツク町村会事務局の方で確認をするということで保留となっております。 

 具体的な清里町の負担額でございますが、８６４万２千円となってございます。以上でござい

ます。 

 

○村島委員長 

 ①から④までの説明がありましたが、何かございませんか。 

 

○勝又委員 

 救急医療情報キットのことなんですが、誠に良いんじゃないかと思います。高齢者なり障害者、

救急車で走っていっても、本人の既往歴がわからない状態の中で右往左往するよりは、情報とし

て必要なものだと。ただ、冷蔵庫の中ということですが、中に入る物は、救急医療の情報用紙が

メインなのですか。この情報用紙については、どの程度のことを書かれているのか。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 この救急医療情報用紙の記載内容ですが、まず本人のお名前、住所、生年月日、血液型、それ

をまず第１に上げまして、次にかかりつけの医療機関を記載するようになっております。医療機

関の名称、かかっている科目、担当の医師の名前、所在地、電話番号、それと病名。治療中の病

名ですとか、そう言ったものを書く欄。いつも飲んでいる薬。それとその他、救急隊への伝言が

ある場合には記載していただく。ただ、紙が小さい１枚ものですので、書ききれないような場合

は、常に服用している薬の情報ですとか、薬の袋ですとか、そういったものも直接ダイレクトに

入れるような感じでございます。また、必要に応じで健康保険証のコピーですとか、今言いまし

た薬のコピーなどを入れるようにと考えております。最後に、緊急時の連絡先ということで、一

番身近に連絡の取れる方、身内の方であったり、親族以外でも常にお世話になっている方などの

お名前と電話番号などを記載してもらいます。 

 

○保健福祉課長 

 この内容につきましては、斜里地区消防組合清里分署の方と事前に打ち合わせをして、どの程

度が必要なのか、緊急時にあまり情報量が多くても混乱をするということで、このくらいで良か

ろうということで、打ち合わせをさせていただいております。それから情報の更新につきまして

も、一応情報の更新は、申請を受けて、交付を受けた人の責任だよとしておりますが、実際は高

齢者であったりということですから、なかなか難しいと思っておりますので、それについては特

に独居老人等が当然ながら重要となります。独居老人の方については、地域包括支援センター、
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それから介護支援事業所の訪問時、それから社会福祉協議会でやっております訪問事業がありま

すので、それらを利用しながら年に２回程度の更新をしていきたいと考えてございます。それか

ら、先ほども述べておりましたが、保険証の写しなども入れていきたいと思っております。もち

ろん本人の同意を得ながら行いたいと思います。訪問した際に写しが取れるような仕組みも考え

ながら、お互いの負担も軽く、正確な情報を更新していけるようにと考えております。 

 

○勝又委員 

 うちも年寄りがいるのですが、病院が変わって新しい所へ行く時に、他で通っていた時の情報

は、誰かが付いて行って伝えればいいのですが、そうでなかったら情報としてわからない。こう

いうものがあれば、もしかすると、次の違う病院にかかった時に、こういうものを持参して、こ

うことでかかっていますとわかるし、以外と病院関係で情報のやり取りって言うか、個人情報の

関係もあるかもしれないので、なかなかその情報共有をしていないみたいなんですよね。小清水

に通っていて、たまたま斜里に行った時に、小清水ではどんな治療をしているのかというのは斜

里の方では全然情報を得られない状況もありますから、そういうところでは良いのではないかと

思います。問題は、情報の漏えいという部分については、十分気を付けて欲しいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員 

 関連質疑なのですが、第３条の中で、交付希望者の項目で３項目挙がっているのですが、７０

歳以上の世帯、あるいは障害者世帯、そしてその他に町長が認めた者に対してとなっているので

すが、例えば同居親族に７０歳以上の方がいて、やはり農家も対象という考えもあるのでしょう

が、仮に農家の繁忙期中に何らかの事案で連絡が取れない中で、高齢者が救急出動をお願いした

時に、同じような情報伝達で、そういうようなケースが多分あると思うのですが、そういう場合

のことは、このキットの中では対象外と捉えるのでしょうか。 

 

○保健福祉課長 

 基本的には、７０歳以上の高齢の方だけの世帯と考えております。ただ、今のケースでは該当

になるかは別ですが、もっと特殊な事情があるというようなことであれば、この３号で作ってい

きたいとは考えておりますが、基本的に通報される方がいれば、とりあえず問題はないのかなと

考えております。それ以外にも高齢の方については、このキット以外のところでも常にその救急

に対する対応は、地域包括支援サービスセンターなど、そういった所から、日頃から情報の提供

をしていきたいと思っております。基本的に繁忙期の時に、若い方が仕事で家にいらっしゃらな

いなどというのは、今のところ考えてはございません。 

 

○前中委員 

 わかりました。もう１点、参考までにお願いしたいのですが、今、不活化ポリオのワクチンの

関係で、コスト的な問題がかなり、従来の生ワクチンの時よりも高額になったと思うのですが、

当町において、ポリオに対する受診者数と言うか、健診者数はどれぐらいなのか。 

 それともう１点、プログラム上の変更で、かなり高額のものが今回入るようですが、全てのワ

クチンのプログラムの改正なのか。今言われたように、ポリオと３種混合だけのものなのか、ち
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ょっとその辺も併せて説明をお願いしたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 ポリオについては１００％接種です。 

 

○前中委員 

 どのくらいの接種者数を見込んだ中の予算計上なのですか。 

 

○保健Ｇ主幹 

 今回の予算計上につきましては、現在、不活化ポリオについては２５名分、４種混合について

は２１名分の必要数を計上しております。 

 

○保健福祉課長 

 システム改修につきましては、つなぎのポリオ不活化と今後は４種混合でいきますので、４種

混合のシステム改修になります。 

 

○前中委員 

 あくまでも２つのワクチンの改良プログラムってことのシステム改修ということですか。 

 

○保健福祉課長 

 そういうことです。 

 

○池下委員 

 情報キットのことでお伺いしたいのですが、先ほどの説明の中で、かかりつけの病院や医師と

いうのも記入するという話だったのですが、その場合は救急車が行って、その病院に直送すると

捉えて良いのですか。 

 

○保健福祉課長 

 あくまでも救急隊員の判断、あるいはお医者さんと相談をしながら搬送しますので、メディカ

ルコントロールの判断の材料になります。そこの記載されている病院に搬送するということでは

ございません。それから、救急隊が駆けつけたその症状が、そういった既往歴あるいは持病によ

るものとは限らないので、その辺については救急隊員の判断ということになります。判断につい

ては、ガイドラインであったりしますので、それによって行われるということになります。 

 

○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 

 なければ、これで保健福祉課終わります。ご苦労様でした。 

 ここで、都合で産業課と建設課の順番が替わります。 
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 それでは、引き続きまして建設課より、①平成２４年度一般会計補正予算から③平成２４年度

農業集落排水事業特別会計補正予算までの３項目について、随時お願いします。 

 

○建設課長 

 建設課につきましては、９月定例会に先立ちまして、一般会計補正予算、特別会計の簡易水道

事業、農業集落排水事業の繰越金の確定が行われましたので、それらの関係について、補正提案

をさせていただきたいと思います。内容について、それぞれ担当者よりご説明申し上げますが、

まず３９ページをお開きいただきたいと思いますが、一般会計の補正の内容でございますが、集

中豪雨または降雨により、被害が発生した部分の補修修繕の関係、さらには、当初から言われて

おります道路排水の農地への侵入防止対策、さらには春先の融雪、さらには夏の間における集中

豪雨に伴う砂利道の関係の修繕関係、こういったものについて、秋口、さらには来年の融雪時に

向けた対策について、事前に処理をさせていただきたいと思います。併せて、長年の懸案事項で

あります、羽衣南の麻園地区の集中豪雨に伴う排水機能の強化、さらに役場の裏通りの２路線の

関係について、具体的な長期的な抜本的な対策に向けて、調査、設計を始めていくための調査費

用について、補正の中でお願いをしていきたいと、かように考えております。特別会計２会計に

つきましては、先ほど申し上げたとおり、繰越金について、簡易水道につきましては基金の積立。

さらには農業集落排水事業については、一般会計からの繰入金の減額及び一部修繕費への充当、

こういった考え方で今般の補正については提案してまいりたいと、かように考えております。そ

れぞれ、担当者よりご説明を申し上げたいと思います。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 建設課所管の一般会計、９月定例会の補正予算についてご説明いたします。議案の３９ページ、

歳出補正予算内容をご覧ください。また、４０ページ以降に図面も添付してございますので、併

せてご覧ください。 

 それでは、土木費・道路橋梁費・道路橋梁費・道路修繕維持事業について、ご説明いたします。

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。①の市街地道路排水予備設計業務に

つきましては、かねてから懸案事項となっておりますが、清里市街地区の集中豪雨に伴う排水機

能強化対策として、麻園地区の麻園１条 ３１０メートル、麻園５丁目 ２１５メートル、３線

道路４９２メートルの３路線と、羽衣１丁目役場庁舎南側の町道になりますが、５１５メートル

の１路線の合計４路線、延長で１,５３２メートルを排水系統の検討と排水機能強化の設計に向

け、予備測量業務を実施するための経費として、測量業務委託料１８８万円を補正計上いたしま

す。②の江南第３道路復旧修繕につきましては、江南第３道路の道路配水管と道路側溝トラフの

設置に係る復旧修繕の経費で、延長で５１メートルでございます。江南第３道路につきましては、

８月に入ってからの長雨により、路盤全体が軟弱化していたところに、８月１３日の夜間の集中

豪雨が加わり、道路側溝の配水管継手部が破損し、砂利道路盤が仙窟されるなど、道路の本体に

大きな被害を受けました。既に応急的な仮復旧は済ませておりますが、本復旧に要する経費とし

て１３３万４千円を計上しております。③の町道補修砂利敷き修繕につきましては、別紙図面の

とおり１６路線、延長３,７８２メートルを予定しておりますが、春先の雪融けに加え、今回の集

中豪雨を含め、幾度かの集中豪雨により、砂利道の砂利が流動した状態となっております。今後

秋に向けて、農産物の搬出等の通行に支障をきたす状況であり、早急な補修が必要とされており、
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今回２９９万３千円を補正計上させていただきます。④の取付道路嵩上げ工事につきましては、

集中豪雨及び融雪時における耕作地への道路雨水流入対策として、自治会及び農地所有者等が、

要請のある取付け道路の補修を実施するため、追加補正をお願いするものでございます。町道工

事請負費に２７８万３千円を補正計上いたします。以上、道路橋梁費全体としては、８９９万円

を補正計上させていただきます。なお、財源内訳は全額一般財源でございます。以上です。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 それでは、私から平成２４年度簡易水道事業特別会計補正（第１号）の予算概要につきまして、

ご説明いたします。議案の４３ページになります。 

 今回の補正は、平成２３年度決算に伴う繰越金額の確定による調整措置であり、歳入歳出それ

ぞれ３４０万６千円を追加し、予算の総額を８,１６６万４千円とするものであります。 

 それでは歳入よりご説明いたします。繰越金につきまして、繰越金額の確定により３４０万６

千円を増額し、補正後の繰越金額を５４０万６千円に、歳出につきましては、基金積立金に同じ

く３４０万６千円を増額いたします。補正後の基金の積立を３４１万６千円とするものでありま

す。以上で説明を終わります。 

 続きまして、平成２４年度農業集落排水事業特別会計補正（第１号）の予算概要について、ご

説明申し上げます。 

 説明に入ります前に、一部資料の訂正をお願いいたします。歳入の欄の繰越金額、一番右端の

内容の欄の一般会計繰入金１１８万９千円となっておりますが、１３９万９千円の誤りでござい

ます。訂正、よろしくお願いいたします。それでは４４ページに基づきまして、ご説明を申し上

げます。 

 今回の補正につきましては、平成２３年度決算に伴う繰越金額の確定、並びに処理施設の延命

化を図るための修繕料といたしまして増額補正するもので、歳入歳出それぞれ１０５万円を追加

し、予算の総額を１億１,２７４万円とするものであります。 

 それでは、歳出よりご説明いたします。総務費の１０５万円の増につきましては、施設管理費

におきまして、処理施設の延命化を図るために、機器類の修繕料といたしまして増額するもので、

補正後の総務費の予算額を３,４７２万４千円とするものであります。 

 次に歳入につきましてご説明いたします。繰入金につきましては、繰越金の確定により一般会

計からの繰入金を調整するもので、１３９万９千円を減額し、補正後の繰入金額を７,１６０万１

千円に、繰越金につきましては、繰越金の確定に伴いまして２４４万９千円を増額し、補正後の

繰越金額を３９４万９千円とするものであります。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ①から③まで説明を受けました。委員の方、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無ければ、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パパスランドの管理運営方法についてから⑦パパスランド温泉掘削につい
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て、７点についてお願いします。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項７件について、それぞれ説明させていただきますので、よろしくご審議願いま

す。 

 １点目の、パパスランドの管理運営方法について１５ページ～１６ページで説明いたしますの

で、１５ページをお開き願います。本件につきましては、８月１０日開催の委員会に提案した内

容に誤りがあったことから、今回訂正し、改めて提案するものでございます。表中、前回と変わ

った箇所は、平成２２年、２３年度平均決算額欄に、加工室、活動室、パークゴルフ管理の項目

を追加し、また、２５年度以降の見込額を右端に追加記載いたしました。 

 それでは、詳細について説明いたします。この表はパパスランドの平成２２年、平成２３年の

決算額の平均額を基にして、２５年度以降の収支見込額を推計したものです。左側から、収入支

出の項目があり、続いて平成２２年、２３年の平均決算額となっており、全体の収支差引額は１

６ページの表の下段に記載のとおり全体額で３１万７０１円のマイナスとなっており、全体額を

各部門の食堂、売店、温泉、道の駅周辺施設管理、加工室、活動室、パークゴルフ管理に分類し

たものです。なお、１５ページになりますが、収入額には指定管理者委託料１,７９２万７千円を

含んでおります。この決算額を基に、平成２５年度以降の収支見込額を推計いたしました。積算

根拠につきましては、右側に記載しております。 

 収入について、温泉については２０％のアップ、食堂、売店は３５％、自動販売機は５０％の

アップを見込み、推計いたしました。 

 支出について、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

は、下水道料は新たな設置に伴い１５０万円の増、電気料は温泉熱エネルギー活用によるポンプ

設置により増加しますが、燃料費は温泉掘削などにより大幅に減少します。各部門ごとに電気子

メーターを設置し、共有部分は実施設計業者が積算した動力容量に基づく按分率を参考にして積

算いたしました。修繕料などは改修に伴い減額しましたが、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は１６ページの下段に記載のとおり、食堂においては７２

万円のマイナス、売店は１０４万円、温泉は１,０４８万円のマイナス、道の駅トイレ周辺施設管

理は１５３万円のマイナスとなり、太枠で示しておりますとおり、レストラン、売店は委託料を

支払わないもので、温泉入浴施設の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、

推計額は１,２０１万円となり、概算委託料は１,２００万円になるものです。 

 次に、加工室、活動室、パークゴルフ管理に係る平成２５年以降の見込額について、右端に記

載しました収入については３０万円を見込みました。支出の人件費は、管理人１名、清掃１名、

管理人がパークゴルフ場の草管理の窓口対応として１名の雇用を合わせて１９０万８千円。業務

推進費については、委託料が別棟になることから、自動ドアの委託料が増加となっております。

収入支出差引額は２９７万２千円のマイナスとなりました。参考までに、平成２２年、２３年の

平均指定管理委託料は１,７９２万７千円となっているところでございます。以上で、パパスラン

ドの管理運営方法についての説明を終わります。 

 続きまして、清里焼酎の販売促進活動について、１７ページと１８ページで説明いたします。 

 焼酎の販売促進活動につきましては、今年度実施した主なものについて申し上げますと、清里
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町酒小売店への直接卸しについて、また、商品の品目整理と終売について、また、オリジナルラ

ベルの作成、焼酎瓶のリサイクルについての住民への周知、麦麹以外でも製造できる許可申請、

さらには中国物産展への出店などを実施してきました。さらに今後実施すべく検討しているもの

が、今回提案する瓶、ラベル、化粧箱等の資材のリニューアルです。特にマイルド清里や摩周の

雫の角型の瓶の製造が中止されたことにより、瓶の見直しが緊急の課題となっております。この

ようなことから、我々職員において、検討協議を行ってまいりましたが、素人の我々には限界が

ありますので、専門のデザイナーのアドバイスを受けて進めてまいりたいと考えておりますので、

ご審議をお願いいたします。それでは、詳細につきまして担当よりご説明させていただきます。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは私の方から、製品リニューアルについてご説明させていただきたいと思います。 

 １７ページをご覧ください。課長から申し上げましたように、リニューアルを担当の職員の中

で進めているところでありますが、資材等の現状と課題として、容器、キャップ、ラベル、表示

シール、封印シール、化粧箱、段ボール、さらには全体的となりますが、それぞれに現状に課題

がございます。容器につきましては、現行、通常商品の清里ですとかマイルド２０、摩周の雫で

使っております瓶が、昨年まで使っておりました物が手配できないということで、この夏に切替

えてきておりますけども、従来から見ますと、ラベルはそのまま使用している部分等がございま

して、瓶に対してマッチしていないというようなことがございます。さらには、サイズの商品化

の互換性について、同じ７２０ミリリットルでも、浪漫倶楽部と清里、さらには北緯４４度と陶

器で作っている商品もございますが、互換性が少ないために、瓶詰めしたりする時に切り替えに

手間がかかるということがございます。それについては、充填機の調整が必要ということが出て

おります。また、陶器製品につきましては、陶器という特殊性がございまして、瓶製品に比べて

輸送時の破損等の問題がございます。また、１６０ミリの積み重ねることのできるボトルを販売

していますが、こちらにつきましては、容器の特殊性、少ない容量ということもございまして、

どうしても割高になっているという部分がございます。キャップにつきましては、現行、浪漫倶

楽部、さらには通常の清里につきまして、オリジナルのキャップを使用しておりますが、こちら

についてはやはり単価が高いので、通常で買うことのできる汎用品に切り替えていきたいと考え

ております。また一部製品につきましては、樹脂キャップ、プラキャップといった物も使ってま

すが、こちらは手間が大きいものですから、こちらとしては使用を控えていきたいと考えており

ます。さらには、北緯４４度、清里セレクション等になりますが、コルク栓につきましては、開

封の時にお気をつけくださいという紙も入れているのですが、やはり上の取手部分とコルク部分

が折れてしまうというようなトラブル等が起きておりますので、それらについてもできれば変え

ていきたいと考えております。ラベルにつきましては、それぞれの製品ごとに、字体にしても、

ネーミングにしても、ばらばらな形になっているので、でき来れば全体的な統一ができないかと

考えております。次に、セレクションのカートンの隙間がないので削れていると記載しておりま

すが、これにつきましては、セレクションのボトルのところに貼っているラベルと中のカートン

のところが狭いものですから、出し入れの時にラベルが擦れてしまうといった欠点が出ておりま

す。次のラベルの記載内容の再検討ということでありますが、できれば統一して、ここに書いて

ございますが、北海道産なり、本格じゃがいも焼酎などを記載していってはどうかと考えており

ます。４の表示シールでございますが、これにつきましては、表示義務を見直し、ラベルまたは
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封印シールに組込めないか検討ということでございますが、現行のラベルがありまして、そこで

裏側に独立して表示シールを貼っておりますので、それを合わせることができれば、経費の節減

にもなるかと思っております。また、汎用カートンを作成する場合には、それぞれにバーコード

が必要となっております。次に封印シールですが、これにつきましては現行の北緯４４度、清里

セレクション、さらには１６０ミリのボトルでそれぞれ独自のものを使用しておりますので、使

用する場合でも統一したもので進めていきたいと考えております。化粧箱につきましては、現行、

清里ですとか摩周の雫等につきましては瓶を変更しておりますので、少し化粧箱サイズが小さめ

になっておりますので、それを変えていきたいと考えております。セレクションにつきましては、

箱が金仕様になっておりますので、どうしても傷が目立ったりしますので変えていきたいと考え

ております。全体に化粧箱が必要かどうかも検討していきたいと考えております。できれば、共

通のカートンでしていけたらと考えております。ダンボールにつきましては、製品の瓶の原型が

違いまして互換性がないので、こういったものを互換性のあるものにできればしていきたいと考

えております。全体としましては、それぞれの製品によって資材が異なっていますので、なかな

か資材の数が多くなって、いろいろと弊害が出てきております。 

 ２の資材等のリニューアルについてですが、今、申し上げましたような現状と課題を踏まえま

して、できれば専門デザイナーのアドバイスを受けて、こういった瓶、ラベル、化粧箱等のリニ

ューアルを進めていきたいと考えております。なお、今予定しておりますのは、教育委員会等の

セミナーでお世話になっております、江戸川大学の鈴木教授のご紹介をいただきました、次のペ

ージの３名の方。昨年度の日本グラフィック協会の新人賞を受賞されました、大黒大悟さん、天

宅正さん、高田唯さんのお３方に、できればデザインのアドバイスをいただいて、進めていきた

いと考えております。なお、こちらの３名の方にアドバイスをいただく部分でかかる経費につき

ましては、後ほど補正予算で説明させていただきたいと思います。以上でございます。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは、平成２４年度一般会計補正予算（産業課所管分）について、農林水産業費について

は私より、商工費分については、野呂田総括主査よりご説明を申し上げます。 

 １９ページをご覧ください。１段目、５款農林水産業費・１項農業費・２目農業振興費におい

て、農地集積協力金交付事業を実施するものでございます。農地集積及び分散化農地の連担化を

円滑に行うため、農地集積協議者に対し農地集積協力金を交付する事業でございます。この交付

に当たりまして、１０アール当たり５千円を単価と致しまして、６０ヘクタール分の３００万円

を道支出金３００万円で計上しております。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは私より、商工観光・林政グループについてご説明いたします。 

 ６款商工費・１項商工費・１目商工振興費につきましては、先の常任委員会で説明いたしまし

た店舗改修事業補助について、１０件分５００万円を一般財源で計上いたしております。なお、

対象事業につきましては２０万以上の工事で、２分の１、５０万円を限度といたします。次に、

２目観光振興費ですが、新設するパパスランドの消耗品、機器借上げ、備品購入を行う経費とな

っております。消耗品費につきましては、備品にならない消耗品類８５万８千円を一般財源で計

上しております。購入消耗品の詳細は２１ページになります。次に、機器借上料につきましては、
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売上げや在庫管理を一括で行えるポスレジを５年リースで借り上げる経費の内、平成２４年度分

の５９万８千円を一般財源で計上いたします。なお、今年度計上分を差し引いた額を平成２９年

１１月までの限度額として、２０ページにありますとおり８３６万２千円を債務負担行為を行い

ます。リース品目の詳細につきましては２２ページとなっております。次に備品購入につきまし

ては、温泉施設、事務室、ホール、レストラン等の備品を購入する額、２,２５９万６千円を一般

財源で計上するものです。購入備品の詳細につきましては、２３ページ～２７ページまで記載し

ております。なお、備品に関しましては、実施設計業者や他町の同様施設での備品類を納入して

いる業者、それと現行施設を運営している有限会社パパスランドの意見を参考に、施設として運

営できる備品類を選定しております。１９ページにお戻りいただきたいと思います。次に、パパ

スランド外構整備工事につきましては、来年４月オープンに向けて、当初平成２５年度工事で予

定しておりました解体工事の一部である、噴水部分を本年度前倒しで実施する費用、４０６万４

千円を一般財源で計上しております。工事箇所の図面につきましては、２８ページで網掛けの噴

水部分を撤去し、新パパスランド利用者の仮設通路が点線の部分となっております。１９ページ

にお戻りください。次にパパスランドボイラー交換工事につきましては、既設パパスランドのボ

イラーにつきまして、冬期間の暖房が取れないことから、老朽化による破損したボイラーを交換

する費用として３０６万６千円を一般財源で計上いたします。以上で終わります。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは私から、平成２４年度焼酎事業特別会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上

げます。３０ページをご覧いただきたいと思います。 

 今回の補正につきましては、歳入歳出それぞれ１２０万円を増額し、６,８９１万５千円とする

ものでございます。 

 歳入からご説明いたします。財産収入の積立金利子を１千円増額いたします。これは現在積立

しております分の利息でございます。さらに繰越金を１１９万９千円を増額し、１６９万９千円

とするものでございます。 

 歳出につきましては、総務費で１２０万円補正させていただきたいと考えております。こちら

につきましては、先ほど販売促進のところでご説明いたしました、製品リニューアルに関しまし

て、製品リニューアルアドバイス報償金として１２０万円増額するものであります。内訳といた

しましては、アドバイスしていただく３名の方に対しまして、１回目として２０万円×３名×１

回で６０万円。１０万円×３人×２回で６０万円の合計１２０万円を見込んでおります。この金

額の内訳でございますが、１回目の２０万円につきましては、旅費相当分と謝金として、あとの

２回につきましては、旅費相当をそれぞれ計上いたしております。歳出につきましても、合計６,

８９１万５千円ということで、補正計上したいと考えております。以上でございます。 

 

○産業課長 

 続きまして、パパスランドの指定管理者の選定について、３１ページ～３６ページでご説明さ

せていただきますので、３１ページをお開き願います。 

 平成１８年度からスタートした、パパスランドの指定管理業務は平成２３年で契約期間が終了

しておりますが、平成２４年度におきましては、パパスランドの改修事業に伴うことで、業務委

託で実施しているところでございます。来年度からは指定管理で実施することで、議会とも協議
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を行ってきたところであり、その募集並びに指定管理者の決定について説明させていただきます。 

 １のスケジュールについてでございますが、本日の所管委員会に募集要項案を提出し、募集要

項を決定してまいります。１０月１日から指定管理者の募集を開始し、１１月中旬から選定委員

会を開催、決定し、１２月に議会所管委員会報告並びに定例議会に提案し、指定管理者指定の告

示並びに指定の通知、基本協定の締結を図ってまいりたいと考えております。平成２５年３月に

は関連予算を計上し、単年度協定の締結を図ってまいります。 

 次に、２番の指定管理業務の内容は記載のとおりであり、３番の指定期間は平成２５年４月１

日から３年間といたします。 

 次のページに入ります。パパスランドの指定管理者募集要項案となっております。３年前の募

集要項並びに昨年募集した緑清荘と比較し、変更した主な箇所について説明をさせていただきま

す。１の施設の概要（３）の建物概要については、ただ今改築しておりますので、改築後の面積

に変更いたしました。２番の指定管理者が行う管理の基準については、次のページになりますが、

（５）清里町福祉入浴券交付要綱に基づく入浴者の扱いについてを追加させていただきました。

３番の指定管理者が行う業務については、変更ありません。４番の指定期間は、記載のとおりと

なっております。５番の指定管理者の委託料については、先に説明いたしましたが、収支計画の

単年度不足額１,２００万円の３年分を限度とするもので、委託料の対象施設は温泉部門、道の駅

トイレ周辺施設管理部門とし、共有部門につきましては面積按分をすることと明記をさせていた

だきました。６の委託料に係る提案額の扱い、７の応募資格については、変更ございません。次

のページの８の応募方法については、（２）申込み受付期間は、平成２４年１０月１日～平成２

４年１１月９日までと考えております。３５ページになりますが、９の現地説明会から１８の参

考資料については、変更ございませんが、３６ページの１４の指定管理者の決定については、地

方自治法の規定に基づき、議会の議決を経て決定するものであります。以上、パパスランドの指

定管理について提案させていただきました。 

 

○農業Ｇ主査 

 それでは平成２０年度から改修が進んでおります、国営造成土地改良施設整備事業清里地区ウ

エンベツ川改修工事の事業経過及び負担金の償還についての説明をいたします。３７ページをお

開きください。 

 本事業につきましては、平成２０年度より事業がスタートし５年目を迎えております。各年度

の事業費につきましては、①の年度別事業費の欄に記載されているとおりとなっております。そ

の内、平成２５年度の事業費が１２億１,２００万円と標記しておりますが、事業計画上、総額が

２８億３千万円となっており、その金額から平成２０年度から平成２４年度までの事業費を差し

引いた金額を記載しております。今後、事業量及び事業費の精査があり、平成２５年度の事業費

が確定いたします。事業費の負担割合でございますが、国が８０％、道が１５％、町が５％の負

担割合になっていまして、金額の内訳につきましては、②の事業費内訳のとおりでございます。

町負担額が、事業費２８億３千万円の５％、１億４,１５０万円になり、その内訳といたしまして、

一般財源での負担額が８,４９０万円、起債借入可能額が５,６６０万円です。 

 次に、町負担分の償還方法について説明いたします。償還方法につきましては、何通りかあり

ますが、今回、③の償還方法シミュレーションに３通りの償還方法を記載しております。１つ目

は、繰上償還による方法です。利率は年５％、元金２年据置の１５年償還の場合です。償還額が
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２億１,８６３万７千円になり、その内交付税算入額２,６２３万６千円です。３つのシミュレーシ

ョンの中で一番、総償還額が多い方法ですが、単年度の償還金額が一番少ない方法です。２つ目

は、一部繰上償還を行う方法です。起債借入額の５,６６０万円を利率１％、元金３年据置の１２

年償還の過疎債を使用して繰上償還し、一般財源分の８,４９０万円について、規定償還を行う場

合です。総償還金額が１億９,２３４万７千円になり、その内交付税算入額が４,２８１万６千円に

なります。この償還方法につきましては、交付税算入額も多くバランスの取れた償還方法になり

ます。３つ目は、町負担分を全額繰上償還する場合です。起債借入額の５,６６０万円は過疎債を

使用し、一般財源分の８,４９０万円につきましては、自己資金を用いて償還する場合、総償還金

額が１億４,６０６万６千円で、その内交付税算入額が４,２８１万６千円です。一番総償還額が少

なく、交付税算入額も多い方法ですが、全額繰上償還を行う上、初年度の支払額が一番多い支払

方法になります。それぞれの償還方法でメリット、デメリットございますが、一番償還金額が少

なく、かつ交付税算入額が大きい過疎債を利用した全額繰上償還を行いたいと考えております。

繰上償還を行った場合の予算措置の時期ですが、事業完了年度の翌年の平成２６年度になります。 

 次に、事業施工区間につきましては、３８ページをご覧ください。施工年度を凡例のように色

分けをして示しております。年度別の事業量ですが、平成２１年度は１．８７キロメートル。平

成２２年度は０．５２キロメートル。平成２３年度は３．１０キロメートルを施工しております。

平成２４年度は２キロメートル。平成２５年度は２．２キロメートルの施工を予定しております。

以上、簡単ですが説明に代えさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 パパスランド温泉掘削について、口頭でご説明いたします。パパスランドの温泉掘削につきま

しては、温泉の分析が終了いたしましたので、お知らせしたいと思います。分析につきましては、

８月２３日、一般財団法人 北海道薬剤師会公衆衛生検査センターによって行っております。温

泉の温度ですが５３．７度。無色透明、無味無臭であり、泉質はナトリウム硫酸塩、塩化物温泉

（低調整アルカリ性硬温泉）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、産業課の①から⑦までの説明が終わりましたが、昼食の時間でございますので、午後

から産業課の質問を受けたいと思います。再開は１時３０分からとします。 

 

                               休憩 午後１２時０５分～ 

                                  午後 １時２５分 

○村島委員長 

 それでは、再開いたします。 

 産業課の７件につきまして、各委員から質問を受けたいと思います。 

 

○前中委員 

 今回、パパスに関しまして、その前にこの施設の目的たる、農産物加工施設という部分での補

助申請、あるいはそういう部分で地産地消という形で町は精力的に実施するという大前提のある

中ですが、その中で先週の２８日に、産地直売所の関係について、一般町民を交えた中での協議
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会設立に向けての会議等が開催されたと聞いております。まず、そこら辺の取り組みに対しての

町としての考え方。あるいは、どのような形でパパスの中で産直の関係を執り行うのか。そして

もう一つ、町一体という中で、農業、商業あるいは加工、農商工と申しますか、そういう部分で

のすり合せがあったのかどうか。その辺について、どう考えているのか、具体的説明していただ

きたいと思います。要するに、そんなに時間のない中での話なので、そこはかなり細部にわたっ

ての説明が必要かなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○産業課長 

 札弦パパスの新築につきましては、農産漁村活性化プロジェクト事業の補助金をいただきなが

ら、農産物の直売や加工、それらについて力を入れながら、補助金をいただいている関係もござ

いますので、昨年に一度、直売所関係、売店をどのようにしていくかということについては、清

里町民の多くの方々に、野菜を作っている方、または果樹の方、加工品などを造られている方に

参画をしていただきながら、やっていくという考え方の中で、昨年の９月に一度、全町民に周知

をしまして集まったところでございます。今、前中委員さんからもありましたとおり、先月の２

８日に改めて協議会設立に向けての説明会をやっていただきました。周知につきましては、新聞

折込みで全町民に。そして昨年出席されました方々については、郵送で案内し、多くの方々の集

まりを期待していたのですが、残念ながら当日諸事情もあったようで、１３名の方の出席ではご

ざいましたが、会議を進めております。町といたしましては、産地直売協議会（仮称）を設立い

たしまして、考え方としましては、清里町の多くの方々に参加をしていただくために、協議会を

設立して進めていってはどうかということを提案して、皆さんからご意見をいただいたところで

ございます。協議会をつくる目的としましては、夏場の誰でも野菜などを作れる時期にたくさん

集荷されても困りますので、協議会を核として生産調整や出荷調整、そして運営等についても話

合いをされながら、運営できれば良いかなと思い、提案したところでございます。 

 ご意見といたしましては、大きく３点ほどありまして、清里町畑作３品を主体としている町で

もあるので、協議会などを設置して規則や規定を作るのは、清里町の農業形態では馴染まないの

ではないか、難しいのではないかという意見が、多く出されていました。２点目としましては、

札弦や神威地区、現在パパスの方に出店している農家を中心に進めてはどうかと。町民に広く広

げるのは良いことかもしれないが、そんなに出店数があっても実際無理ではないかという意見も

多く出されたところでございます。そんな中で、今後に向けては、いろんな地域、管内、道内含

めて、農産物の販売をやっている優良事例などや失敗事例などを勉強しながら、今後もう少し、

生産者も含めて皆さんで勉強していってはどうかという話がなされました。町としましては、協

議会設立は難しいという判断はしますが、やはり多くの方々に関わっていただきながら、生産調

整や出荷調整、運営方法をどのようにして行くのが望ましいのかということを考えた時には、協

議会のようなものができて、そこを核として進めていくのが望ましいのではないかと思っており

ますので、今後この辺も含めながら、何度か生産者の方々と打合せをしてまいりたいということ

でございます。今までの経過と報告ということで、説明させていただきました。 

 

○前中委員 

 今の説明の中で、いろんな農産物の仕入れから販売に関しての流れは、多分出てくると思いま

すが、細かなところまでのルール作りまではまだ踏み込んでいないと。当初の説明の中では、道

の駅指定管理者自らが買い取るという話も当初あったみたいですが、それもまた変わって、なか
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なかそうなった時に、全部買い取りとなると、指定管理者の責任も実際問題あるのではないかと

いうことも危惧されていたわけですが。ただ、大前提に戻りますが、町民も確かにかなりそうい

う部分で産直に対しての取り組み等も認識しているのかなと思いますし、あるいはその中で新し

く、きたほなみの小麦粉を用いたうどんの話も出ていましたが、これもやはり、同じように町を

代表する小麦の農産物ですから、そこのものも同じように産直の中で取り扱うのかどうかも、本

当に考えていかなければならないのではないかと思っているのですが、関係各位のその辺のすり

合わせ等は実施されていたのでしょうか。 

 

○産業課長 

 うどんの部分からお話しますと、清里町のきたほなみを原料とする小麦粉をどうするかと言う

話になりますと、農協などが一元出荷、生産出荷するということもありますので、今回、農協の

担当課長とは、どのような形で進めていくと清里町の麦を使った小麦粉を作ることが、そして年

間を通じて仕入れることはできるのかという話合いはさせていただいております。直売所との関

係とも合わせてでございますが、農協も今までの話の中では、農協としての決まりや基本的な考

え方があるから、そちらの方はなかなか難しいという話もありますが、今回、全面的に直売の関

係に関わっていくということではなくて、清里にも野菜などを取り扱っている方もいることから、

側面的な協力はしていきたいということで、２８日の説明会には出席をしていただいた結果にあ

りますので、お知らせします。 

 それから、直売所と言うか、売店の今後のあり方ですが、早くに委員会に説明した経過もある

と思いますが、方向としては大きく３つありまして、１つは、生産者が自ら売り子を置いて販売

していく方法。２つ目は、今のパパスのようにパパスが委託を受けて、手数料をいただいて販売

していく方法。３つ目は、農産物以外の土産品等もありますので、指定管理者を受けたところが

責任を持って仕入をしていく部分と、野菜については生産者がやるということで、半々方式でや

ることがあるわけでございますが、先ほど前段でご説明しましたが、町としては生産者が核とな

って、生産者自ら販売する方法が一番ベストだと思っております。ただ、畑作３品を主体とする

清里町の農業でございますから、自ら販売するまではできないということで、もし生産者の仲間

で話合いがなされた場合においては、今やっているような委託販売の形で管理者にお願いしてい

くことも可能なのかなと考えているところでございますが、町としては２８日の会議でその方向

性が見いだせればと思ったのですが、生産者の方ではそこまで詰めることができなかったという

報告がございます。早い時期に、また打合せをしまして、今のような委託方式でやる方法で進む

のか、生産者自ら直接やる方法にするのか、結論付けていきたいと思います。 

 

○前中委員 

 今、具体的なところで３つの方式の説明がありました。その中で今回、リース物件ということ

で、ポスレジの導入が挙がっているのですが、そうなると、ある程度、管理運営方式はもう見え

ているのかなという部分もあるんですけどもね。ある程度、代金の回収の方は指定管理者の中で

組み入れていきたいという方向で、捉えて良いのですか。 

 

○産業課長 

 備品のポスレジの部分につきましては、大きく４つありまして、売店、レストラン、お風呂、
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テイクアウトなどについても、それぞれポスレジで一括管理ができるという考え方で、管理ので

きるポスレジの機械を導入していきたいと考えております。 

 

○前中委員 

 全て代金の回収の管理は、このポスをして１台で管理できるというシステムとして、捉えれば

よろしいのですね。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 前中委員のご質問にお答えしたいと思います。ポスレジに関しましては、ただ今、課長からも

ご説明がありましたとおり、それぞれのレストラン、テイクアウト、風呂、売店関係、それらが

全て一括管理できるような形になりますので、それらをきちっと整備した中で今後、野菜につい

ても、先ほど課長が申しました３点の方法のどれかという形になった時に、指定管理者の方で手

数料をいただくとか、そのような方法も全てできるような形を取っていきたいと考えておりまし

て、仕入れの関係につきましては、２２ページにハンディーターミナルという部分があります。

そこの部分で、直売で持って来たものをそこで金額だとかもハンディーターミナルでできるよう

な形を取って、一括して指定管理者の事務室で数値を把握するというような形ができるように、

ポスレジをリース事業として載せております。 

 

○前中委員 

 今の説明はよろしいのですが、その説明を前回の協議会の中では、多少なりとも触れたのでし

ょうか。 

 

○産業課長 

 ポスレジの話まではいたしておりません。先ほども申しましたが、生産者が自ら販売していく

方法、それが難しいということであれば、指定管理者に委託でやっていく方法がありますという

話まではしましたが、その以降の話はあまり進みませんで、そのポスレジの一括集中管理ができ

るという話はできない状態のまま終わっています。 

 

○勝又委員 

 野菜の産直の関係なのですが、この食材供給施設ということで、この事業自体を取り組んでい

くとなった時に、野菜の直売の施設っていうのは、今になってこのことが出てきたわけでもない

し、当然この計画をやるとなった時に、ほぼ、そういう形で進んでいくことは決まっていたんで

すよね。それで、この時期になってという部分がある。今さらなのですが、段取りをするとなれ

ば、まだまだ早い時期に段取りは進められたのではないかと思うんですよね。ここに及んで、協

議会の立上げとか、そう言うものも、確かに話の中に出てきて、うちは３品を主体でやっている

から、いわば、半分片手間ぐらいでやっている程度の野菜でしかできないですよと。そんなこと

も含めて、果たして町内において、どのぐらいの人が売る用として野菜を作っていて、どのぐら

いの量で、どれぐらいの品物でということは、把握できているのか。今、僕が知る限りでは、幾

分か売って行くという考えの方は、３軒か４軒ぐらいの農家の方が取り組んでいるんですよね。

じゃあ、そこが一体どれぐらいの量を持っていて、どんな品数ぐらいを持って来れるのか。僕は、
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そこがかなり直売の主となる部分だと思うんですよ。この間集まった人は、興味があって集まっ

た人だと思うけども、その人たちが保管して行くような形で作っていくような体制でしかできな

いのではないかと思う。そうなると、ある程度の期間、野菜を出していくということも可能にな

ってくるのかなと思います。そういう一つ一つの積み上げをしていかないと、いきなり協議会を

立上げてやってくださいと言っても、そうは簡単ではないと思うんですよね。もう半年ぐらい先

にはパパスもできるわけで、春に用意できる野菜は何があるのかわかりませんが、できたと同時

に野菜を並べていかなくちゃならないという形になった時に、まず手っ取り早いと言ったら悪い

ですが、今までどおりパパスに並べてもらった人たちも含めて、検討していかないと、コーナー

はできて、結構な広さでコーナーを取っていますが、そこに野菜はいつ並ぶのですか、というこ

とになってしまうのではないかと思うので。その辺、よく検討をしながら、興味があって集まっ

てくれたような人もいますから、そのように進めていくべきではないかと思います。 

 

○産業課長 

 今、勝又委員さんのおっしゃるとおり、どのぐらいの量が必要で、どのぐらい品数を揃えたら

良いのかということも含めまして、当然、畑作３品以外につきましても、種の準備からいろんな

計画が必要でございますので、先月の会議なども踏まえて、来年の蒔き付けの準備ができるよう

に進めてまいりたいと思っているのですが、私どもの思っているようには進まなかった部分につ

いては、早急にまた会議を開いて、少なくても今、出店していただいている方々については、少

しでも多く作付けしていただけるようにということも含めて、やっていきたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員 

 今回、この補正予算が行われるのですが、今後、新年度の予算提案ということも踏まえた上で、

議会に説明していた全体予算が、事業費をまたさらに変更して、事業費がどんどん増加していく

こともあるのでしょうか 

 

○産業課長 

 資料の２９ページをお開き願います。中央に工事費の欄がありまして、その一番下に７億４,６

０６万７千円という総体工事費の欄がございます。これが、今年の当初予算を決めた時に議会に

出している総体金額でございます。その隣に実施年度が入っています。２３年度に実施した分、

本年度実施する分、本年度予定していた分などがありますが、今回、備品購入については、当初

１,６００万円を当初予算で上げておりましたが、今回の２４年度補正で２,２５９万６千円となっ

ております。その他に備品で考えておりましたが、中身的にはリースになる物、また、物的には

消耗品であるということで、ここに分かれておりまして、今回の備品関係で類似するものでは２,

４００万円程計上するものでございます。それから一番上の方に青字になっているものでござい

ますが、駐車場整備、外構工事につきましては、２５年度で６,２００万円の予算で実施する計画

でございましたが、先ほど担当総括が説明したとおり、新しくできる建物とのアプローチを付け

なければお客さんに迷惑がかかるということから、前倒しでこの部分を実施します。従いまして、

来年度の６,２００万円は概ね４００万円を差し引いた金額になるのかなと想定をしているとこ

ろでございます。それから、下にその他の施設改修で内装工事の部分で３０６万６千円。これは
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ボイラーが壊れたことによる、前倒しで予算を使うということでございまして、これにつきまし

ても、基本的には来年度の予算額が３００万ぐらい少なくなると考えております。さらに一番右

側に入札残、本体工事やいろんな部分が終わりまして、これぐらいの入札残が出る予定でござい

ます。ただ、途中で事業費が変わることも突発的にありますので、減額補正は１２月もしくは３

月に実施いたしますが、これらの分を含めますと、今のところ、当初予算の７億４,６００万円の

金額でいけるのかなと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○池下委員 

 この備品の内容を見たら２,４００万となっているのですが、非常に細かい部分で載せているの

ですが、これは備品なのか、消耗品なのか、ちょっとわからない部分があるのと、備品という形

で処理をするならば、管理はどうやって行おうとしているのか。その辺、ちょっとお聞きしたい

のですが。 

 

○産業課長 

 指定管理業務で基本協定を結びまして、その中に備品の管理の記載がございますが、緑清荘な

ども同じですが、１種備品と２種備品に大きく分けまして、１種備品につきましては、町が買っ

て指定管理者に貸す物。自らが買って、町と協議をして買うことを認めた物については２種備品

と決めております。従いまして、ここに載っている備品につきましては、１種備品ということで

管理をしてまいりたいと考えております。 

 

○池下委員 

 食堂、売店、温泉の数字を見ているのですが、最初から食堂部分に関しては７０万２千円の赤

字で数字が出ているんですよね。最初から赤字なのは、経営計画的にどうなのでしょうか。昨年

９月の委員会の中では、黒字になるという話を聞いて、私たちはそれなりに考えてきたのですが、

最初から赤字ありきで良いのでしょうか。新しく道の駅のパパスランド札弦をやる運営の中で、

わずか１年の間に黒字だったものが赤字になるというのは、先日もお伺いしたのですが、具体的

にどうしてこうなるのでしょうか。 

 

○産業課長 

 前回の委員会の時にも説明したかと思いますが、昨年の８月か９月に出した時は、収入の部分

で食堂や売店の部分の決算根拠の率が３５％とかよりも高い数字を用いていたのではないかと思

っております。しかしながら、委員の皆様からも、その数字は決して楽ではなくて難しいのでは

ないかというご意見をいただきまして、先般も申しましたが、内容を十分検討した結果、食堂は

３５％、売店は３０％アップと言うことで計算した結果、マイナスにはなりますが、食堂、売店

を合わせますとプラスになる形の中で、その後につきましては、指定管理を受けられた方の企業

努力もあるのかなと考えております。 

 

○池下委員 

 今の課長の説明を聞いて、ちょっと違和感を持ったのですが、私たちからの指摘により、算出

方法のパーセンテージが変わったと言う説明でありましたが、そのようになる前に、実際に指定
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管理業者がいるわけですから、そういう人たちとの話合いを行ってきたのかどうか。その辺はど

うですか。 

 

○産業課長 

 指定管理者とは、現在やっている収支状況がどうなのかということについても、十分話してお

りますし、今後については、今の指定管理者が必ずしも引き継ぐというものではございませんの

で、参考として十分お話を伺った上で資料を作っているところでございます。 

 

○池下委員 

 そうしたら、パパス全体の話をお聞きしたいのですが、温泉、レストラン、売店、農産物加工

施設、直売所ですね。加工施設は３分割でやるのか、４分割でやるのか。それに対して、具体的

にどのように町が想定して考えているのか。指定管理者に委託料を払うということを前提に、物

事を考え過ぎているのではないのかなと捉えられるのですが。 

 

○産業課長 

 ご質問と違う回答になりましたら、お許し願いたいと思います。今、３分割とかというお話が

ありましたが、食堂、売店、温泉、その他の施設ということだとしますと、早くから言っており

ましたが、食堂、売店については、委託料を支払いません。温泉については、福祉的要素もござ

いますので、赤字になる部分については委託料を支払っていきます。と言うことで、併せて道の

駅周辺施設などにはパークゴルフ場なども含まれていますが、あくまでも食堂、売店については

委託料を支払わないで、利益の追求できる施設という考え方を以前からしていることでございま

す。 

 

○池下委員 

 今、食堂と売店の方は一切委託料を払わないということで、去年の算定の仕方を見ますと、５

７５万１千円なんですよ。最終赤字が。ところが、今回上がってきている数字が１,２００万。こ

れは倍以上になっている。どういう算定方法でこのようになるのか。あまりにも考え方が甘いん

じゃないかと思いますが。 

 

○産業課長 

 算定が甘いと言われれば、その通りかもしれませんが、昨年の８月ぐらいに提案した時は、こ

れから実施設計を出して、どういう施設を造った場合に、どのぐらいの経費がかかるかという、

実施設計の予算を提案する時期だったと思います。その時期にはまだ地熱利用、温泉水を利用す

るという部分もまだ確定していなかった段階での積み上げでございましたので、そういうことで

差が出たということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○池下委員 

 今、課長が８月という話をされましたが、私、ここに資料を見ながら質問しているのですが、

９月１２日なんですよ。９月１２日の段階で数字を出してきて、今、説明の中でそういう話でし

たが、ちょっとおかしくないですかと、私は思うのですが。 
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○産業課長 

 繰り返しになりますが、９月の定例議会前の委員会に明細を出していただけないかということ

で、実施設計の予算を定例議会に提案する前に出した資料だったと思いますので、そのことで、

吟味した内容とは違っている部分があろうかと思いますが、そういうことで時期的なずれという

ことで、ご理解をいただければと思います。 

 

○池下委員 

 春に緑清荘の問題で、委託指定管理の問題が取り上げられて、問題にもなりましたが、今後、

このような巨大な建物ができると当然、維持管理費が大きく嵩んでくるのがはっきりしているん

ですよ。そんな中で、昨年まで１,８００万円という指定管理費をお支払いして、今年度は業務委

託ということで５,１００万ですが、今後、やはり当初１,２００万と、こういう数字を出されると、

時間が経つにつれて、どんどん膨らんでいくんじゃないかという危惧があるのですが、課長はど

う考えていますか。 

 

○産業課長 

 この後に説明をし審議していただきます、指定管理委託の関係では、３年間の委託契約期間で、

この単年度１,２００万円を３年間で３,６００万円を限度とするという内容での、指定管理業務委

託管理を公募により募集してまいりたいと考えております。 

 

○池下委員 

 これは１,２００万の他に、余分にまたプラスアルファされる部分があると思うのですが、年間

的な全体予算はどのくらいありますか。 

 

○産業課長 

 指定管理の部分については、１,２００万円が限度です。但し、状況により燃料費だとか電気料

の高騰による場合には、精算方式で出すという部分が基本協定に出てございます。それ以外は、

単年度１,２００万円が限度となります。 

 

○加藤委員 

 １５ページなのですが、２３年、２２年度のデータ、前回の提示されたものから、パークゴル

フ場、加工室が差し引かれて、右側に２５年度以降の見込みと分けて出てきているのですが、基

本的に２２年度、２３年度の、例えば人件費の給与手当、パークゴルフ場から何から全て合計し

て１,５５０万１千円ぐらいの数字で事業が展開され、今回、２５年度以降の合計数字を見ると、

１,７９７万２千円という数字が出ているんです。この中で、温泉における７１８万２千円という

人件費。それが今回２５年度から７９０万円になった内訳。基本的にこの辺の流れは、どういう

形でどういう結果で、この数字になってくるのか。考え方について、あるいは内容等について。

先ほどからも説明されている、独立のレストラン、この微妙な表現が私はあるような気がするん

です。指定管理だと言いながら、レストラン、売店部分については委託料を払いません。この部

分は良いのですが、ここに関わる経費についてはきちっと按分をしますよという原則があるので
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すが、そうすると、ポスレジの関係についても、そういう按分方法がなされてこないとならない

と思うんですよ。当然のように、人件費におけるこの総枠の内容について、確かに施設は大きく

なります。でも、温泉に関わる人数は参考の時点では何も増えていないんですよ。そういう環境

の中で、なぜこういう数字になっていくのか。ここで、食堂を１名増やします、売店が兼務から

専任になります、この合計数字を合わせた以上に人件費が上がっているんです。この辺の説明に

ついて、お願いします。 

 

○産業課長 

 現状で、２２年度、２３年度平均決算額の温泉の７１８万２千円と、加工室、活動室、パーク

ゴルフ管理の７２万を足した金額が７９０万円です。それで、今回、売店と温泉施設の管理を分

けることになりますが、温泉施設には現在２．５人で管理運営を行っております。温泉で管理し

ている２．５人が売店なども加工室も受け持って日常やっているのが現実です。温泉の部分から、

加工室だとかパークゴルフ場、売店を抜いても、朝の１０時から晩の９時までの勤務時間を、現

状の人数を減らしては、基本的に勤務時間の関係で運営できないというものです。従いまして、

現状の職員をそのまま継続してフロントで温泉業務に携わると、温泉の７１８万２千円と７２万

を合わせた金額７９０万円は、今後も必要となる金額ということで、ここに７９０万を計上させ

ていただいております。以上です。 

 

○加藤委員 

 それでは、この備考欄に書いてある２５年度以降の積算根拠の、温泉全般の経理３人→３人。

温泉部分に関して、３人の経費がいるわけですか。 

 

○産業課長 

 実質、現在は２人が常勤扱い、１人が半日勤務となっていますから２．５人ですが、必要な頭

数でいけば３人でございます。実質の実労働時間からいけば、先ほど言いましたとおり２人が常

勤、１人が半日勤務という形で行われていますので、現状と同じです。 

 

○加藤委員 

 ですから、現状と同じだから良いという話ではないのです。要するに、売店とレストランにつ

いては独立採算だということなんです。と言うことは、経理までもが独立採算でなければならな

いんですよ。原則として。その時に、温泉の管理・経理についての人数が全く一緒でしないとな

らないというのが、どうも不思議で仕方がないのですが。その単価内容について。 

 それと、先ほどお尋ねした、７９０万から７２万がパークゴルフ場の分ですよって言っていま

すが、実際に私が言いたいのは、トータルとして売店、食堂に関しては結果的にゼロですから良

いのですが、その合計を足した以上に、この人件費の合計が増えているんですよ。 

 

○産業課長 

 数字で言いますと、２５年度の決算見込み額の人件費の給与手当１,７９７万２千円から売店部

分の１８０万円を引きますと、１,６１７万２千円ぐらいになります。そして、道の駅トイレ周辺

施設管理の２２年、２３年の平均決算額の嘱託料３３万６千円というのがあります。これがトイ
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レの掃除を委託で出している部分です。２５年の見込みの方では、３３万６千円を給与手当の方

に持ってきていますので、この部分を合わせますと、現在の給与手当にほぼ近くなるものでござ

います。 

 

○加藤委員 

 そうすると、この７２万円の加工施設、パークゴルフ場などの管理という中身の積算は、どう

いう形で出したのでしょうか。 

 

○産業課長 

 実績の方で、加工室、パークゴルフ管理の７２万の内訳は、パークゴルフ場の草刈が月６万円

の６ヶ月分。加工室の清掃が月３万円で１２ヶ月分。どちらも３６万円で合わせて７２万円にな

るものです。 

 

○加藤委員 

 パークゴルフ場以外の広場、緑地って今まで現状としてありましたが、それらの業務委託にか

かっていた経費はどれぐらいかかっていたのでしょうか。その分は、どこにいったのでしょうか。 

 

○産業課長 

 ２２年、２３年の平均決算額の道の駅トイレ周辺施設管理の給与手当のところの３０万円が芝

生管理にかかる分です。そして、嘱託料のところに入っております３３万６千円が、トイレ清掃

などの経費となっております。 

 

○加藤委員 

 そうすると、２２年、２３年度にそれらの道の駅周辺管理で合計６５万で、そうやってやって

いましたよと言って、今回、その環境は大きく変わると思うんです。草刈の面積からいろんな形

の中で。それが同額なのはどうしてか。 

 それと、毎月人件費が６万円でパークゴルフ場の草刈がされていましたと言っていますが、こ

れは６ヶ月間ということなのですか。 

 問題になってくるのは、このパパスランドの維持管理については、今年度の当初予算の時に十

分に論議がされていたはずなんですよ。同じようにやっていいのかって。その流れの中で、説明

するたびに変わってきているんですよ。こういう形でやりますと、行政サイドからきちっと提案

されてこなければならない案件で、そういう形で常に出てきたら、次のステップに行けないんで

すよ。もうここまで来て、基本的な問題点の食材供給施設を言っている本当の柱の部分が投げや

りのままなんですよ。去年のスタートの時点で始まっていますが。そこから何も進展していない

んです。一番最初に言っていた現状ありきというスタンスのままでという可能性が非常に高い。

そういう中で、売店の２２年、２３年の人件費の兼務の８７万が、今度は専任にしますよとなっ

ている。売店の専任って言いますが、売店の中には農産物販売、食材提供も入っているのか、入

っていないのか。協議会を作りたいと思っていますとか、できれば独自でその人方で運営してほ

しいと言っていて、どうしてこういう形の人件費の提案の仕方になるのか。その辺について、よ

ろしくお願いします。 
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○産業課長 

 売店の１８０万円には、農産物の直売関係の経費も当然含まれております。 

 

○加藤委員 

 と言うことは、指定管理者が直接やるということを今、言っているんですよ。一番最初に聞い

ていた内容と全く違うんですよ。３択の選択肢があると言っていましたが、選択肢はないと今、

言っているんですよ。 

 

○産業課長 

 この１８０万と言いますのは、食堂、売店全て含めた経費の積算ということで、ご理解いただ

きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 売店から全部含んでいるという表現ですか。基本的に独立採算じゃないのですか。売店とレス

トランは。 

 

○産業課長 

 繰り返しの説明になるかと思いますが、売店については人件費は１８０万円を経費として見ま

して、その結果、トータルでは収支差引１０４万円のプラスになるという積算根拠になります。 

 

○加藤委員 

 私が今、質問しているのは、レストランも売店も委託料を払わないから、ここの部分は良いん

ですよ、どんな数字でも。極端なことを言うと。だけど、売店の中に本施設の最大目的である食

材供給施設の大きな柱、地産地消の供給をするための内容も入っているんでしょってことなんで

す。そうであるのか、ないのかってことが大きな問題なんですよ。先ほどの課長の答弁は入って

いますと言ったんです。入っていますということは、今日の委員会の冒頭に言った３択肢があり

ますと言ったことを否定したことになるのですよ。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 直売所の運営の方式に関しましては、先ほど来から課長が説明したとおり、３択の方法がござ

います。しかしながら、現金を扱う場合については、最終的には売店の職員にやっていただく部

分がありますので、その部分を見ております。あくまでも販売方式を限定するものではございま

せんので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 販売方式をって言いますが、それが生産者が直接売るというスタンスではないってことなんで

すよ。生産者の協議会を立ち上げて、物を提供するだけなら、イエスって言う人はいないと思い

ますよ。結果的に。そこにはコストがかかってくるかもしれないけども、それで言うと、３択あ

りますと言ったことがなくなる。結果的に経理は全部そういう形で通しますって言ってたら。 
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○村島委員長 

 もう少し、きちっと説明していただきたい。課長は理解していても、相手がいることだから。

やっぱり委員会においては、各委員がそれぞれ意見を持って質疑をしているわけですから、詳し

くわかりやすく説明していただかないと、納得ができない限り、前に進まないですから。 

 

○産業課長 

 今回の指定管理の部分の話と合わせて申しますと、あくまでも温泉と道の駅周辺施設管理に関

して、収支差引１,２００万円が不足するので、指定管理委託料を払ってまいりたいという内容で

す。１６ページの収支差引額から、太枠で書いてあるとおりでございます。売店と食堂について

は、委託料を支払わないということですから、加藤委員さんがおっしゃるとおりでございます。

計算はこのようにきっちりしているところでございます。１８０万円については、売店で地産地

消を行うために他の物も当然、売店で売りますが、含めて必要な経費として１８０万円を計上し

ているものでございます。 

 

○勝又委員 

 今の説明で、売店と食堂で委託料は支払わないと。２２年、２３年の平均からいってもマイナ

スになったりプラスになったりしている。これが両方ともとんでもなくプラスが出る事態になっ

た時には、これはどうするのですか。委託料を払わないという部分で、その出た部分は。 

 

○産業課長 

 指定管理者の基本協定書の中に謳われていますが、指定管理者業務の総体で１０％以上の黒字

が生じた場合にはという部分は、基本協定書の中で明記しております。 

 

○勝又委員 

 食堂と売店は委託料から切り離しているのに、総額として収支の関係ではそれも含まれている

のは、切り離していないのでは。支払う委託料は切り離しているけども。 

 

○加藤委員 

 その部分は、いろんな意味で検討し直した方が良いのでは。 

 

○勝又委員 

 食堂も売店も努力していくというものが、これで見えるのかな。黒字が出たらその条項の部分

が適用されて、赤字になっても指定管理料は払いませんって。これで努力すると思いますか。努

力の芽を摘むような感じがするんだけど。 

 

○村島委員長 

 １回、休憩した方が良いのではないですか。 

 

○勝又委員 
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 重箱の隅をつつくようなことはしたくないのですが、この備品の関係にしても、どんぶりから

茶碗蒸しのセットから、そんな物まで入っていますが、先ほど指定管理は有限会社パパスありき

じゃないって言いましたが、現時点ではもしかしたらいるのかもしれませんが、業者が変わった

時には必要な物と必要じゃない物が出てくるんじゃないですか。あっても使わない物が。その辺

がはっきりしない段階で、何でもかんでも揃えてしまっている部分がありますが、それが本当に

活用されれば良いですが、もしかすると、それが問題になってしまうような部分もなきにしもあ

らずで。現段階ではどうなのか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 備品につきましては、勝又委員の言われるように、使う物、使わない物が出てくる可能性はあ

りますが、まだ指定管理者がどこになるかわからない状況でありまして、先ほど補正予算の中で

説明しましたとおり、実施設計業者、同様の施設、他町でやっている専門業者、現行の有限会社

パパスさんのご意見を参考にしながら、備品の品目については決めたような形になりますが、ご

指摘がありますとおり、指定管理者が変わった場合につきましては、使用しない品目、または新

たに品目等が出てきますので、その場合につきましては、またご協議をしていかないとならない

部分も発生するのかなと考えております。以上でございます。 

 

○加藤委員 

 ３３ページの委託料に係る提案額の取扱いについて、今、勝又委員が言っていた部分ですが、

基本的にレストラン、売店については切り離すとなった時に、各項目となっている人件費、原材

料費、このあたりは基本的に取り除かないとならない項目ではないのですか。基本的には、諸般

の情勢って言うのは、電熱、光熱費の大きな高騰における１０％、５％の折半でなければ。ある

いは、温泉の部分に対する入浴の客数が大幅にある事情で減ったとかという場合の協議項目であ

れば良いですが、そうでないとすれば、何の意味でそうやってするんだといういろんな部分が出

てくる。 

 委員長、とりあえず説明は聞いたので、委員の中で論議して整理した方が良いと思うのですが。 

 

○前中委員 

 １点だけ。１８０万の売店の人件費充当分の話が出たのですが、売店のブースのある中に産直

のブースが、現状では４つぐらいあったと思うのですが、現実として売る物の品目の数、量など、

シーズンの中で増減が多分あると思うのですが、対面販売がやはり産直の中で出てくるわけです

が、その中に仮に、協議会などのそういう組織が出た場合にしても、仮に農家自らがその場で売

るとなると、それなりの人件費相応のコストを考えなければならないのではないのか。であるな

らば、町が本当にその部分で本腰を入れるのならば、その部分は人件費相応は見ておくことは、

やぶさかではないと僕は思っています。その部分を指定管理者に、まだどこが受けるかわかりま

せんが、そこにお願いする形でも良いのかなと。そういう意味であればうまく機能するだろうし、

その辺ちょっと、そういう意味で捉えて良いのか。ちょっと確認したいのですが。 

 

○産業課長 

 売店の中には、産直の部分も当然ありますし、それ以外の部分も出てきます。売店全体として、
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人件費の１８０万が必要となるという積算です。ですから、この１８０万は産直の野菜のためだ

けの１８０万ではなくて、売店全体としての給与手当として１８０万かかるということで、積み

上げております。 

 

○加藤委員 

 だから、それは最初に戻りますが、今、どういう形で本当に食材供給の形ができているのかと

いうことですよ。そこもできていないで、そこも必要ですからってスタートして、最終的に今と

同じような物しかやらないで、結果として独立だから良いのですが、独立だから良いと言いなが

ら、この３３ページのこの項目があると、何にも独立ではないことになるんですよ。この辺の整

理もきちっとしないとならないと思いますし、一番最初に私がお尋ねした、風呂の人件費の部分

で言ったら３人から３人で変わりませんって言っていて、今の体制の中では、レストランも売店

も全部経理していたわけでしょ。そして今度、さらに売店部分で専属を置くと言っている。そう

したら、委託費ゼロでと言った時に、その按分だって出てこないと駄目じゃないですか。まずは、

一番最初にある食材供給施設の運営がうまくいくための農産物の販売、そして本当に清里でやる

なら何ヶ月間できるのか。最大限努力して、どういう形でその数字があるのか。そういう形を提

示して、含めた形の中で１８０万専属がいるんですと、こういう説明なら良いですが。 

 委員長、休憩をとって話をした方が良いと思いますが。 

 

○村島委員長 

 なかなか理解できない部分があるので、休憩を取って話をした方が良いですか。 

 局長、どうですか。 

 

○議会事務局長 

 例えば、今、問題になっているのは、①のパパスの管理運営方法で、前回の資料の追加説明の

話なのか、焼酎の販売促進の話なのか、補正予算の話なのか整理しておかないと。例えば、焼酎

の関係の説明はいらない、国営の関係は説明いらない、温泉の関係は説明いらないなどと整理し

てあげないと、次に何の資料を用意しないとならないのか原課も困りますので、整理してから次

に進んだ方がよろしいかと思います。 

 

○池下委員 

 焼酎のことですが、まず、今回の補正の目的からお伺いしたいと思います。 

 

〇焼酎Ｇ主幹 

 今回の提案させていただいております補正予算の関係でございますが、販売促進の関係、資材

等のリニューアルを計画していると説明させていただきました。その中で、やはり私ども職員だ

けで考えてもなかなか限界がございますので、プロのデザイナーの方にアドバイスをいただいて、

進めていきたいということで、その経費として総務費の報償金を計上しております。 

 

○池下委員 

 町長が代わってから、中長期的な焼酎に対する経営と言うか、全体計画と言うか、それがはっ



 

- 33 - 

きり町長からも示されていないのですが、今現在、去年を見ていると、造っているよりも在庫整

理が多い。こんな中で今後もやっていって、これで実態として本当に良いのか。その辺をちょっ

と、課長にお伺いしたいのですが。 

 

○産業課長 

 焼酎の計画につきましては、平成２１年に策定しておりまして、その計画の中では在庫量が５

００キロ近くあることから、単年度の売却数量から見ると大幅に多過ぎるので、最低でも３、４

年ぐらいの在庫を残すことが望ましいのではないかという計画の中から、在庫量を少し減らして

いくという計画の内容となっております。そのような中で、昨年も製造量を２５キロぐらいに減

らしながら、在庫調整をしつつ、販売量につきましては６０数キロを販売して、在庫数量の調整

を図っているところでございまして、ここ２、３年はこんな形で今後も進めてまいりたいと思い

ます。 

 

○池下委員 

 それは要するに平成２１年の計画ですか。と言うことは、今の町長は何もそのことに関しては

発信していないのでは。自分の考えとか、こうやっていきたいとか。そういう思いは。 

 

○産業課長 

 総合計画でも、いろんな計画はありますが、前町長の計画であっても、計画期間の間は特別な

ことがなければ継続しながら進めていくという形になろうかと思います。私どもも今、２１年度

の計画に基づきながら、２１年度～２５年度までの中期経営計画に基づき、進めております。 

 

○池下委員 

 今回、瓶とかカートンとかラベルを変えるという話で補正を組んだのですが、在庫品の処分は

どのように考えているのですか。当然、あると思うのですよ、在庫品が。今現在の商品のままの

在庫品が。その辺はどのように考えているのですか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 今回、提案させていただいております資材等、これもリニューアルですが、これにつきまして

は、今現状で考えておりますのは、１２月もしくは少しずれ込むかもしれませんが、それぐらい

のスパンで計画を練っていて、実際的には早くて来年の４月から切替えていきたいと考えており

まして、その間につきましては、資材も若干誤差も出てくるかもしれませんが、販売の前年実績

や今年の実績を踏まえながら、現行の製品の資材の発注をしていきまして、なるべく資材の残ら

ない形で進めていきたいと考えております。 

 

〇畠山総務文教委員長 

 発言してもよろしいですか。 

 

〇村島委員長 

 発言を許します。 
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〇畠山総務文教委員長 

 今の焼酎の関係で、ちょっと変だと思うのは、基本的には焼酎工場が産業課に属して何年も経

つわけでもないので、産業課の中で協議した結果、最終的にこういう形でやっていく決めたとい

うような、そこら辺の内容が聞きたいなと思います。本来であれば、産業課のグループで揉めて、

揉めて、そしてできなくて、次の方法をやってやろうと言うなら、これはグループとしての値が

出ているのですが、話を聞いていたら、焼酎工場が産業課という組織を十分に利用して、この結

論なのかなと思うので、そこを聞きたいのですが。 

 

○産業課長 

 本年４月から産業課グループに入りまして、半年が過ぎようとしておりますが、前段でご説明

しましたが、地元小売店の直接卸しの関係だとか、とりあえずできるところからやるということ

で、焼酎瓶のリサイクルの関係であるとか、オリジナルラベルの関係だとか、麦麹以外の麹を使

った焼酎を造れるような免許申請だとか、いろんな部分で進めてきております。その中では、産

業課グループの職員からもいろんな意見をいただきながら、最終的には焼酎工場を中心に、私の

方で進めているところでございます。今回は、前段で説明しましたように、焼酎の摩周の雫やマ

イルドなどの角瓶が製造されなくなったということもございまして、今は首の長い丸い瓶で進め

ているのですが、ラベルなども変更しなければならないということもございまして、これらの全

面的な見直しをしていきたいと、産業課の方とも全体協議しているのですが、瓶の色にしても白

が良いのか、茶色が良いのか、緑が良いのか、黒が良いのかなどがあります。キャップについて

も、コルク栓もあればいろんな種類がありまして、私たちだけでは選びきれないと。人それぞれ

の意見がありますので。それで今回、専門的なデザイナーのアドバイスをいただきながら進めて

いきたいと、こういう経過にございます。ご理解をよろしくお願いいたします。 

 

〇畠山総務文教委員長 

 せっかくグループ制の中に入って、そして対外的にその成果を出すために、新しく焼酎グルー

プとして公に出るものだから、私は職員で何とか頑張ってほしいと思う。それで駄目なら次の方

法がありますが、それをしないでおいて、欠点だとか、いろんな焼酎の今までのこともあると思

いますが、やっぱりそこら辺は、専門にかじった人や今年新たにやった人の見方など、いろんな

幅があって、そして頑張って駄目なら次の方法にという順番を踏んでいかなかったら、せっかく

グループ化した意味がないのかなと思って。そのように私は感じました。 

 

○産業課長 

 瓶一つにしても、検討は十分にしたつもりでございます。例えば首の長い瓶もあれば、四角い

瓶もあるし、色だけでも大きく５種類ぐらいあります。それにマッチしたラベルもありますし、

いろんな種類があります。一つ一つ検討はしましたが、最終的にはどのようにしようかとなった

時に、３人３様でございまして決めれませんでした。やっぱり今回、専門のアドバイザーの意見

をいただいて進めることが、清里焼酎として全道、全国に売り込んでいくためには、必要ではな

いのかということで、最初から専門のアドバイザーありきで進めているものではございませんの

で、ご理解いただきたいと思います。 
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○議長 

 全国的に売りたいので、専門家のご意見をいただくということで、１２０万という大金を用意

したようですが、１２０万ぐらいでできるのですか。 

 それと、課長からあらゆることを課内で検討したという話ですが、実は米麹も今回許可がきま

したと。米麹についても、どういう米麹を使うのか。せっかくのうちの特産品なのですから、デ

ザインもさることながら、味もしっかりとやらなきゃならない時期にきていると思うのですが。

その辺の詰めはやられましたか。 

 

○産業課長 

 まず、１２０万の金額についてでございますが、デザイナー料と言うのは正確に積み上げます

とまだまだ高いものだと聞いておりますが、今回、江戸川大学の鈴木教授の推薦もありまして、

昨年、新人賞を取った３人が基本的にデザイナー料はいらないので、清里町の町を見て、清里焼

酎のデザインを自らやらせて欲しいという意向があって出されたものでございます。先ほど、松

浦主幹からもお話がありましたが、３回来てもらう予定でございますが、１回目は飛行機賃だけ

ではあまりにもということで、１０万円が旅費相当、１０万円が謝礼金ということで、２０万円

×３人で１回６０万円。２回目、３回目については、本当に飛行機の１泊２日の交通費のみで１

０万×３人×２回で６０万円という金額でございまして、正規の金額からいくと破格の安い金額

ではないかと思います。その金額でもやらせていただきたいという強い意向がありましたので、

できればこれでやりたいと思います。 

 ２点目の米麹に基づく試験でございますが、今のところまだやっておりません。新しい芋がよ

うやく堀り始める状況でございますので、芋ができて、仕込みの中間で米麹を使って行っていき

たいと思っております。米麹の種類については、今、焼酎工場の方で選定をしているところです。 

 

○村島委員長 

 焼酎に関しては、よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○村島委員長 

 ①のパパスの管理運営について、話がなかなか納得できないような状況なので、管理運営、全

般を含めてなんですが、どうでしょうか。１２日に定例議会がございますが、このままでは進ま

ないと思うので。 

 

○勝又委員 

 こういう、うやむやな状態で指定管理をやるべきではない。 

 

○村島委員長 

 来年の４月からは業務委託から指定管理に変わるのですが、こういう状況で進めるわけにもい

かないだろうし。このままで委員が飲むというのであれば良いのですが、話を聞いていると、な

かなかまとまりがつかないという状況にありますから、納得できないのであれば、何らかの方法

を考えなければならないと思うので、皆さん、どうでしょうか。 
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○議長 

 委員長から話が出ているように、３１ページを見てもらいたいと思います。今日はスケジュー

ルの２番目です。平成２４年度９月上旬、議会所管委員会の募集要項案の報告、これが今日の会

議です。９月中旬に募集要項の決定をするわけですが、これは９月の定例会には関係ないわけで

すが、ここで募集要項の決定をされて、管理者の募集が１０月１日、チラシ及びホームページで

周知をするとなっております。これは議会の方でもしっかりやっておかないと、募集した指定管

理者にも大変迷惑をかけるということが、間違いなくあるわけですから、この辺はやはり、議員

の中に責務があるような気がするのです。後になってから、例えばＡという指定管理者に決まっ

て、議会の承認の時にそんなの駄目だよとなると、とんでもない話になってくるし。相手に対し

て失礼な話にもなってくるので、今日の会議を通じて、問題点があれば出して、これをはっきり

しておかないと。所管の産業課では、報告ですから、あくまでも。承認でなくて報告ですから、

報告したことになっていますから。そして、募集要項の決定に入るわけです。ですから、その辺

の整理をちゃんとしておかないと、委員会でなくて、議会の方の責任になってくるので、この辺

をしっかりと詰めておく必要が私はあると思っております。 

 それと、担当課長にお話をしておきたいのですが、今回の道の駅パパスの問題については、先

ほど来から話が出ているように、農産物の直売所等の問題で補助金もきているわけで、これが方

向性が決まらない中で、指定管理者だけを先行するというのはどうなのか。前から委員会では運

営方法はどうするんだと、去年から言っているんです。それが、特に農産物の扱いが今日まで決

定していないという中で、指定管理者だけ先行されては困るのではないのかというのが、委員会

の中での皆さんの話でないかと思うんですよ。この辺については、課長はどのような考えですか。

先ほど皆さんから質問があったように、直売所の問題、売店の問題、この辺が二転、三転してい

るようですが、これとやはり指定管理者は同時進行だと思います。これが指定管理者だけ先行し

たって、例えば来年の４月にオープンして指定管理者が決まりました。売店に行ったら何もない

と。こうなると当然、行政側も議会も、町民または町外から来られてお客さんに対しても、相当

な問題が出ると思うんですよ。この辺の推移だとか今後の見通しだとか、その辺もやはり、議員

同士でも協議されるようですが、その辺の見通しははっきりしておいてもらわないと。指定管理

者になる人にも失礼な話だし。どうなんでしょうか。 

 

○産業課長 

 先般の打合せ会議の中でもお話をしているのですが、地元農産物を提供できるというのが、５

月の初めぐらいが早い方で、葉物類についてはせいぜい１０月いっぱいぐらいかなと。その下地

としては、やはり根菜類、玉ねぎ、ごぼう、長芋とか、または豆類の乾燥したものとかで繋いで

いかざるを得ないだろうと思っております。従いまして、４月１日オープンの時には、葉物は現

実として難しいだろうと思っております。ただ、清里町の気象条件等を踏まえて、少しでも早い

時期から遅い時期まで、期間を広くしてできるように、生産者ともお話をしているところでござ

います。 

 それから、委託料の関係を含めてでございますが、指定管理で委託販売する形にしても、生産

者が直接販売に回っても、かかる経費は給与手当については１８０万はかかるだろうと踏まえて

いるところでございます。従いまして、今後、生産者の方が直接自ら出店して販売までというこ
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とであれば、この金額は全部直売の野菜ではございませんが、野菜分に係る経費相当は、そちら

の方にお支払していく形にもできるかもしれないですし、その辺が今、決まっていないところで

ございます。いずれにしましても、総額が変わるものではないと考えております。 

 

○議長 

 私はそういう話を聞いているのではなく、来年の４月のオープンに向けて、指定管理者は決ま

りましたが、売店の方は農産物を含めて決まっていませんと。あなたの言うとおり、葉物は４月

からはないから５月だよと、そんな１ヶ月や２ヶ月の話をしているのではないんですよ。どうい

う方法でやるかということが決まっていますかってことですよ。それまでに決められるのですか。

これだけの大きな建物を建てて、売店はちょこっとで直売所が多いわけですよ。こういう計画な

んだから。これが物が一つもない、どういう方法でやるのかもわかっていない中で、温泉だけ指

定管理者にお願いしても、こういう運営方法が決まっていないのでは困るのではないのかと。そ

れを議員の皆さんは言っているわけですよ。そういうものが確立していない中で、指定管理者だ

け先行して募集をかけて良いのかってことですよ。この直売所の問題については、見通しはどお

なのですかと、前から言っているわけですよ、議会は。運営方法はしっかりやりなさいよという

ことを言っているのですよ。それを今までやっていなかったことのつけですよ。だから、うちの

町もハードを優先するのは良いのですが、ソフトが全然ついていってないってことですよ。だか

らどうするんですかってことですよ。指定管理者がやろうが、農家の人が直接運営しようが良い

んですよ。１８０万のことは置いておいて、誰がやってくれるのですかってこと。指定管理者が

やるのですか。農家の生産者が直接来てやるのですか。これはいつ決まるのですか。これが決ま

らないで建物はどんどんできて、指定管理者の募集は始まる、どうするのですか。それでも議会

は、行政が間違いなく４月まで決めるから、そんなこと言わないで、指定管理者の募集だけ了解

してとか、そういうことでずっと行くんですかってことですよ。その辺のことを聞いているので

すよ。どうなのですか。 

 

○産業課長 

 生産者の方に自らやっていただけるように、強力に進めているところでございます。 

 

○村島委員長 

 農産物の直売所に関しては、２回も会議を開いてもまとまらなかった。８月２８日に会議をも

ったと言いますが、結局まとまらなかったと。建物もどんどんでき上がってきているのに、決ま

っていない。やっぱりきちっとしたやり方をしていただかないと。ですから、①のパパスの運営

方法についても意見がまとまらない。そういう状況の中で、本会議で通してくださいってことに

もならないと思うので。きちっとした考え方で進めてもらわないと、まとまりがつかないんです

よ。 

 

○加藤委員 

 議長も言われましたが、例えば前回提示されている図面の中の売店部分における、農産物の直

売の面積というのは、どういう形でどうしていくのか。あるいはこの売店の中の割合はどうする

のか。その割合というのは、ジュースだとか、お土産だとか、そういうものとの兼ね合いからい
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ったら、どういう形になるのか。先ほど、トータルでという話がありましたが、具体的な部分で

の提示もきちっとなされていない。これは造る当初から言われていることですよ。造る当初から、

本当にそれだけの施設を造って良いのですかと。でも、地域の要望が、活性化委員会がと、今日

まで来たんですよ。後戻りはしません。だからこそ、きちっとした運営をしていくためには、ど

うあるべきなのか。 

 それと今、もう１回確認をしておきます。それは、レストランと売店については委託料を払い

ませんと言いながら、このパパスランド指定管理者募集要項の６番に、委託料に係る提案額の取

扱いの項目で、各項目に人件費、原材料費と入っていて、１０％の上限という項目が入っていた

ら、これは何も独立採算ではないですよ。今までのパパスの道の駅としてやってきた要綱を、そ

のまま踏襲しているのかどうなのか。この辺の扱い方が、大きな問題に結果的になってくる。３

２ページの（４）にリスク条項で、きちっと電気料、燃料、水道代、これらの部分における諸経

費のリスクというのは当然のようにありますが、６番目も同じように、本当に募集要項に入れて

やっていくのかどうなのか。これなら極端なことを言えば、会社を創れば誰でもできるよね。や

っぱり清里町全体のため、札弦のために、そして農産物の活性化のために、道の駅だから大々的

に温泉もあるからやりましょうと言っていて、そして結果が出た時に、町民にどうやって説明す

るのですか。議会が決めたと言うのですか。 

 

○澤田副委員長 

 農家の人を集める時に、直売所の関係もこれぐらいのスペースでという話はしたのですか。こ

れだけの面積しかないから、どのように展示して販売していくか。数量的なことも出てきますよ

ね。規模がわかれば。 

 

○産業課長 

 説明会の時には平面図などもお見せしまして、例えば広さについても、何平米と言ってもわか

りづらいので、この会議室の半分ぐらいのスペースになりますよとか、そういう話はしておりま

して、生産者の皆さんも結構広いんだなってことを認識されております。やはり一番は、出店し

たい人がいても、協議会を作ると会長であるとか、規制に縛られてしまって、やりづらくなるの

ではないのかということが前提に立って、話が進んでいないのが現状でございますが、道の駅で

一定の価格で販売するためには必要だということは、ある程度認識していただいているという状

況にあるのですが、協議会を作って核となってやっていくことについては、やはり皆さん、一歩

前に踏み出せないという状況でございます。 

 

○加藤委員 

 先ほど課長が、４月からは根菜類ですね、玉ねぎやじゃが芋ですってお話されたのですが、そ

れらはＪＡと話はしたのですか。基本的に個人販売だけで処理していく問題ではなくて、やっぱ

り系統とのいろんな問題があるということになれば、それぞれ部会がある、あるいはそういう関

係の中で、例えば長いもの関係にしても、玉ねぎの関係にしても、食用芋は清里にはそれほどあ

りませんが、そういういろんな形の中から、どういう体制の中でどうして行くかってことが、き

ちっと整理されないとならないと思うのです。簡単に持って来てくださいと言って、先ほど課長

の答弁の中には、多ければ調整しなければならない、そんなにいっぺんに持って来てもらっても
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困ると、いろんな表現があったわけなんです。でも、そういうことは、消費者側に立っているの

かってことなのです。運営する側ばかりだとマイナス要素になってくる。魅力ある道の駅の直売

所として、地産地消が原則で、この１０項目ぐらいのいろんな基準に当てはまらないと、なかな

か道の駅として成功しないという事例が、たくさんあると思うのですよ。そういうところでは、

いかに消費者と話ができるか。消費者に喜ばれる物を提案していけるか。清里は物が取れるから

といって、大きい物をつくれば良いのかと言ったらそうじゃなくて、各家族化で２、３人だった

ら小さいレタスの方が良くて、大きいレタスは駄目だとか。逆に、消費者の求めている物は何か。

単純に売ることばかりの話をしているので、長続きする形のものを。今、進めている段階ですと

言いますが、４月の時点でできるのかどうなのか。 

 

○澤田副委員長 

 置く物によっては、冷蔵庫とかも必要だから、そういう準備ももちろん予算の中に入れていか

ないとならないのでは。 

 

○加藤委員 

 当然、売れ残りだとかそういう問題も、どうしていくかってことや、いろんなことが出てくる

し。 

 

○産業課長 

 町の考え通りには進まないのですが、大変難しい部分がたくさんありまして、時期的にトマト

一つにしても、皆が作りやすい時には黙っていてもたくさん出てくる可能性もありますし、今後、

売れ残った物をどうするかということも、いろいろありますので、指定管理者が買い取りでやる

のであれば、売れる範囲のものを買ってきて売れば、売れ残りも少なくなると思うのですが、生

産者組織でやると、どうしても売れ残りなども出てきますので、その場合の処理を、生産者が持

ち帰っていただくというような形になれば一番ベストなのですが、その辺の部分をきちっと進め

ていくためには、消費者の立場に立ってということになれば、やはり生産者自らが、生産して、

陳列して、売れ残った場合には引き取るなどの商品管理まで関わっていただいて、そして売る人

の顔が見える形でやっていただきたいというのがあるのですが、なかなか清里町の場合は、畑作

３品中心だから、そこまでできないという意見が強いわけでございまして、その辺がありますの

で、なかなか難しいものがありますが、期間が迫ってきていますので、積極的に進めてまいりた

いと思います。 

 

○澤田副委員長 

 他にもいろんな所で、道の駅で農産物を売っている所がありますが、今までもそういう所の研

究と言うか、調べてきていると思いますが、その辺はどうなんですか。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 昨年の９月の懇談会開催以降、職員の方で管内の直売所の運営自体を調査してきてございます。

その実態を踏まえた上で、生産者の皆さんとも直売所の運営方法ですとか、そういった細かい部

分について、今後、勉強も含めてやっていかなければならないということで、会議が終了したよ
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うな状況になっておりまして、議員の皆さんからのご指摘のとおり、非常にスケジュール的には

遅いだろうとのご指摘もあろうかと思いますが、生産者同士でいわゆる協議会と言いますか、母

体となる組織を作っていく上では、大変時間のかかる作業ですが、そのように進めていきたいと

考えておりますので、大変申し訳ないのですが、ご理解いただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

○村島委員長 

 その件については期待しますが、２回やって今の状況ですから、３回目を早急に町側としてや

っていただいて、進めていかないと。間に合わなくなってからでは困るのです。早急に３回目を

やっていただきたいと、委員会からも要望しておきます。 

 

○勝又委員 

 さっきから消費者と言っていますが、今回のこの道の駅の消費者は、一体どこの誰なのか。現

段階であそこに野菜を買いに来るのは、温泉に入りに来た人。キャンプの人もいくらか買うぐら

いで、観光客はそんなに買わないと思うんですよね。たから、お客さんと言っても、どこを狙っ

ているのか。今まで通りだと、そんなに集める必要もないと思う。出したとしても売れなかった

らどうにもならない。やっぱり、その消費者の動向をきちっと捉えてやっていくような形にしな

いと。近場で言えば、野菜のない釧路方面辺りってなるかもしれませんが、釧路はおそらく弟子

屈だとか阿寒に調達を求めると思う。阿寒や弟子屈より優位に立つには、そこより早く物が採れ

るとか。だから、そういうことをきちっと活かした中で、例えば釧路だとかにターゲットを絞っ

てお客さんを引っ張るようなところまで発展して行けるのか。そういうものも考えていかなけれ

ばならないと思う。 

 ただ、このスペースを見た時に、１２メートルの８メートルの広さで、おそらくこの部屋ぐら

いなんだよね。そこにテーブルとして野菜の直売が３つ、お土産が２つで、かなりのスペースが

あるんだよね。そこにトマトやナスが１個や２個しかないとなると。かと言って、並べてもお客

さんが来ないことにはどうにもならないのだから。そこら辺も、きちっと調査した形の中でやっ

てもらわないと、うまくいかないんじゃないかと思います。 

 

○村島委員長 

 あと、この運営方法についてはどうですか。 

 

○加藤委員 

 基本的に、このままでは問題があり過ぎると思いますし、募集要項の６番はなくさないと、基

本的な考え方が、全くここで全てが打ち消されることになるので。 

 

○勝又委員 

 ただ、実際にはその食堂と売店は委託料は支払わない。今までもそのような形で、経理上はそ

のような形になっていますが、実際には独立採算にしているわけでもないし、総体収益とした形

の中では、この６番の適用も良いのでないかなと思う。 
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○加藤委員 

 それでいくと、基本的にレストラン、売店については独立採算ではなくなるってことなんです。 

 

○勝又委員 

 課長、そんなことではないでしょ。 

 

○産業課長 

 同じ建物の中で、完全に電気なども子メーターを付けても、きちんと分けれるようなものでは

ないので、これはわかっていただきたいと思います。 

 それで、今回の３２ページの募集要項の施設概要のところを見ていただきたいのですが、ここ

では温泉、レストラン、売店、広場などを含めたものを対象としているのです。但し、温泉部門、

レストラン、売店部門については、基本的に委託料は出しませんよということで、これを作って

いるものです。加藤議員から言われるとおりなのですが、分けきれない部分がありますので、そ

の辺はご理解をいただきたいと思います。 

 それから６番については、毎年、委託料の額は、指定管理者が決まりますと提案がありまして、

その金額でもって単年度１,２００万円を限度とした金額で契約するわけでございますが、その項

目ごとに１０％を超える変動がある場合には、事前に協議しましょうというのが、この６番の取

扱いの部分になります。逆に、加藤議員が心配されているのは、３２ページの（３）の使用料の

件なのかと思います。収入が１０％以上増減が生じた場合で、赤字を生じた場合には、１０％を

除いた部分を町と指定管理者で折半しましょうというようなことで、このリスク条項では、電気

や燃料、水道の価格変化については、このような形にしましょうということで、これは緑清荘も

皆同じ考え方で作っております。一番肝心なのは、レストランと売店を独立採算と言いつつも、

この書き方ではどうなんだという部分もあるのですが、必ずしもきちっと分けれないということ

も、ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 その分けられない部分は共有部分で、例えばここにパーセンテージで、電気代等についても風

呂の部分が６５％、売店３％、レストラン３０何ぼとかって書いてありましたよね。こういう形

で、これ以上詳しく分けられないというのはわかります。ですが、この内容の中で、例えばここ

に原材料の購入の項目がありますが、基本的にレストランは切り離していくと言うのなら、これ

が上がろうが下がろうが関係のない話になってくる。レストランの人件費は上がらないけども、

こっち側で大変だったから１人増やしましたとか、そういう問題もＯＫ。きちっと経費について

のリスク条項に、経済情勢に関わる部分についてはこうなりますよという項目があるわけですよ。

だとしたら、トータルとしての委託料に関わる提案額だということでしょ。この時に各項目の中

に人件費や原材料費、あるいは業務費の内容、この項目は基本的に必要ないんじゃないですか。

あるいは、この項目を入れておくのであれば、「但し、レストラン、売店に関わる項目内容につ

いては、その限りではない」とか。それがなければ、言葉で言う独立採算でしかない。これは私

は、パパスだけの問題ではないと思うのですよ。清里のいろんな施設が、同じような問題を抱え

ているのですよ。ですから、きちっとした形の中で処理していかないと、あそこでこうやったよ

なって、前例になるんですよ。早い話が、前回の緑清荘で備品購入したことによって、今回のパ
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パスでも備品購入をここまでせざるを得ない形になってきているのです。そして仮に３年後に、

例えば緑清荘にいろんな問題が起きた時に、どう取り扱っていくのか。それは、今回のこれらの

問題は、緑清荘の問題も踏まえてパパスで改善をし、また両者がやっていける環境を築いて行か

ないとならないのです。これをうやむやにしてしまったら、大きな問題になった時に、また大変

になるのです。この２カ所だけじゃないんですよ。温泉施設は３つあります。食堂部分に関して

は、レストハウスを入れるとしたら、緑はないけども、３つあります。全部町の施設なのです。

管理運営をどうしていくかは、単純にここだけの話ではないということなのです。人口のキャパ

が少なくなり、そういう中で道の駅だからこういう形でできた。そしてやっぱり大きなのは、振

り返ってみると、札弦の活性化委員会からの要望があり、こうやっていけばできます。最初の数

字は黒字です。大幅に削減できます。温泉を掘れば電気代から何から削減されて、結果としては

ものすごく圧縮されます。でも、トータルとしたら、農産加工施設も変えて、管理運営も変わる

こともありますが、実際としては２００万弱しか変わらないのです。これは別々に委託するかの

問題ですが、これらを完全にどういう形でしていくか、業務委託と言いながら。同じ指定管理者

に業務委託することによって、コストを下げることができるのか、できないのか。いろんな問題

だって出てくると思うのです。だけど、そういう基礎数字で出ている内容が、建てる前のデータ

と、今出てきているデータとでは、説明内容も食い違っていると思うのです。 

 

○前中委員 

 加藤委員の話で、委託料の第６条のことが出たのですが、ちょっと僕は違う捉え方をしていた

のですが、５条の指定管理者の委託料という部分で、その中の委託料の条項に対しての条項かな

と理解したんですよね。要するに、今回のこのパパスの建物自体は大変複雑な管理手法。レスト

ラン、売店、浴室、共有部分、その他のパークゴルフ場だとか、インドア施設の管理。要するに、

トータルで考えると５つの管理項目があり、その中で組み合わせしながら、今回指定管理者とい

う枠組みの中で処理しようとしているのですが、当初から何度も説明していますが、売店とレス

トランはもう完全に無償委託という形で進んでいるので、そうであるならば、別にこの６条の部

分は、項目的に当てはまらないのではないかと思っていたのです。あくまでも、指定管理の中の

リスクの中の１０％コストが上がった時に、その時は執行者である町と協議をしましょうと捉え

ていたので。そこら辺は担当では一緒に考えていたのかどうか、僕はわかりませんが、そうであ

るならば、また新しい指定管理者の要項なりを明記しても、やぶさかではなのではないかと。こ

れから管理する中で。ちょっとそこら辺、僕の認識が違うのか、加藤委員の話が町の考えと一緒

なのか、お聞きします。 

 

○産業課長 

 ３３ページの５番のところで、緑清荘や緑の湯、パパスの以前では、「尚、・・・」以降の部

分が入っていませんでした。「指定管理者の委託は下記基準価格を上限とします」ということで、

緑清荘の場合は委託料は支払わない、緑の湯は何ぼ、パパスは何ぼという書き方をしていたので

すが、今回、「尚、委託料の対象施設は・・・」という部分を加えさせていただきまして、基本

的に指定管理者の委託料については、レストランと売店は含まないということを、ここで明記さ

せていただいたものです。 
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○前中委員 

 それに基づいて、６条の文言は、あくまでも今の温泉部門と道の駅トイレ周辺施設管理部門の、

この２つの項目についての補足的な意味合いで捉えてよろしいのですね。 

 

○産業課長 

 ３２ページの施設としては、全体を指定管理者として募集しまして、全部管理をしていただき

ますが、その中で委託料については、３３ページの５番の内容。６番についても、売店、レスト

ランを除く部分についての１０％という部分。６番については売店、レストランは含まないとい

う考え方です。 

 

○前中委員 

 問題になってくるのは、設置条例の関係の絡み。そこの整合性は取れているのでしょうか。今

の話を聞くと、かなり細分化された条項の指定管理の募集要項になってくると思いますが、そこ

に問題として、どうしても設置条例がありますから、そこら辺との整合性もきちっとしておかな

いと。片や設置条例の中に、パパスの運営管理方法の中にある各施設について、今回は大衆浴場

もあれば、産直だとかの条例改正も絶対出てくると思うのですが。そこら辺を確認したいのです

が。 

 

○産業課長 

 設置条例に関しては、指定管理者に業務を委託できるとなっております。従いまして、委託の

内容については、指定管理者とこの募集要項を踏まえて行います。基本協定は当然、契約する時

に結びますので、基本協定の中でここに記載されている内容をもって協定しますので、全く設置

条例は問題ないと考えております。 

 

○加藤委員 

 念のために確認をしたいのですが、この業務費の関係でいろんな項目の増減、例えば、一番わ

からないであろう電気の按分については、ここにレストラン３５、売店３、浴場６２というのが、

電気の部分だってことになれば、面積の部分のトータルで、そういう数字で押さえているという

ことなのですか。電気の按分関係のデータの数字というのは。その時に例えば、電気代がここに

出ている数字、２５年度以降の電気代の合計数字より１０％超えましたと。この内のレストラン

と売店の部分、すなわち３８％については、いくら高くなっていても、その項目には当てはまら

ない、除外するという理解で良いのかどうか。あるいは水道代、下水道代について、ここに出て

いるこの数字の割合も、この動力按分と一緒の数字のデータを基にしているということですか。

それが１０％を超えた時に、レストランと売店部分については、いくら上がろうと、いくら下が

ろうと、その項目以外、計算する時には温泉部分、浴場部分についての上限ですよという解釈を

するのであれば問題ないですが、そうではありませんということになると、言っている取扱項目

とは変わってくるのですが。 

 

○産業課長 

 ３３ページの６番の１０％の関係ですが、１５ページの計算書でいきます動力按分で、レスト
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ラン、売店、浴場とそれぞれ率があります。レストランや売店の部分の率が下がれば、当然、浴

場の方の率が上がります。動力容量按分の関係でレストラン、売店、浴場のそれぞれの率が書い

てありますが、レストランや売店の率がもし下がれば、浴場の方の率が当然高くなります。この

時に１０％以上の増減が生じれば、６番に該当してくるものでございます。逆もあります。 

 

○加藤委員 

 この按分したデータで、ここに出してある割合は、何を基準にしてこの数字を出したのか。そ

して、これが上がれば、下がればということが、どういう場合にでそういうことが起きるのか。 

 

○産業課長 

 実施設計を行った業者が、この建物に電気は何ぼ付ける、冷蔵庫があるとかということで、動

力のアンペア数ですか、それで積算して出して、燃料も一月にこれぐらいの燃料は焚くのではな

いのかという積算した結果が、このような数字になるのではなかろうかという積算数字です。で

すから、私たちはこの数字を参考に出しております。これが１００％合っているかと言われたら、

それは信じるしかないというところです。 

 

○加藤委員 

 いずれにしても、例えばその按分率が変わったとします。変わったとしても、その場合におけ

るレストランと売店の増減については、関係ないという捉え方で良いのか。 

 

○産業課長 

 関係ないということです。 

 

○勝又委員 

 指定管理を引き受けるけども、ここの部分については完全に分けてしまうってこと。ただ、そ

うなると、指定管理者にしてみれば、儲けれるように努力していくうま味の部分がなくなってし

まわないのか。僕は総体的に、緑清荘なんかもそうだけど、全部を引き受けた形の中で、上がる

ところと下がるところを何とか調整して、うまくやっていけるような部分がないと、こんなふう

に分離してやると、実にやりづらくて、ましてや、努力とかそういう部分が反映されるのかなっ

て。そこら辺、ちょっと心配するのですが。引き受ける側にしてみても、うま味があって、ない

ような、そんな気がするのですが。 

 

○加藤委員 

 今、勝又委員はそういう表現をされましたが、これらの問題の基本的には、札弦の活性化委員

会から改築するには是非このような形で、このように進めてほしいと。そういう中で議会の中で

も執り進めてきた経緯はあると思う。この時点に来て、運営状態におけるうま味がある、うま味

がないとかじゃなくて、基本的にレストランと売店については、当初からそれはゼロサイズでや

っていきますという流れで、今日を迎えていると私は理解している。そういう流れの中からいっ

て、利益とかそういう論法はちょっと違うと思うんですよ。 
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○勝又委員 

 活性化委員会からの要望が、食堂と売店を分離すれということだったので。 

 

○加藤委員 

 そういうことでなくて、施設の要望の中で、こういう施設という部分があったわけだから、そ

して、議会と言うか、町の提案の中に、造っていく前提で独立採算を基本にということがあった

わけだから。 

 

○産業課長 

 私が来てからは、施設要望の部分は皆さんが言われてたように、こう言うものを造って欲しい

という要望はありましたが、独立採算でやります云々という話は、私になってからは活性化委員

会からは聞いていないです。 

 

○加藤委員 

 施設を造る要望は出てきたわけだから。 

 

○産業課長 

 施設要望は活性化委員会から、平成１９年だとかに挙がってきております。しかし、私になっ

てからは、独立採算でこの施設を運営できるので云々という話は伺っていないです。今回、売店

と食堂については、収益も出る施設なので委託料を支払わないということを、町の方で決めたも

のでございます。 

 

○加藤委員 

 その通りなのですが、これを建てる段階における町長サイドから基本的な考え方として、レス

トラン、売店については独立採算で、委託料を払わないでやっていきたいのでという話があった

と思うのです。これ、委員会における議事録を確認してください。課長がそんな形で表現されま

したが、町長サイドから最初に提案されていた話だと思いますので、これを造っていく運営の仕

方、基本的な考え方について。 

 

○産業課長 

 委員会において、町は売店と食堂については利益を得られる施設として、委託料は支払わない

で指定管理業務委託をしていくということは明言しております。言っておりますが、今、加藤委

員から言われた、活性化委員会の方から独立採算でできるからどうですかという部分についての

話は伺っていないです。そういう意見がある、なしに関わらず、町としては独立採算で、収益の

求められる施設なので委託料は払わないと、町としては明言しています。 

 

○加藤委員 

 言葉が足りなかったら訂正したいと思うのですが、そういう環境の中で運営していく時に、こ

れだけのキャパの施設で良いのですかという論議になったと思うのです。だけど、基本的にはそ

ういう形で委託料を払わない形でやっていけるので、要望を取り入れた中で進めていきたいとい
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う形の流れだったと思います。だから、そういう意味では、確かに払わないでやるのは活性化委

員会ではなくても、こういう施設の要望も基本的にあるわけですから。町サイドとしては、こう

いう形だよという、そういう意味合いが非常に大きいのではないですかってことなのです。 

 

○勝又委員 

 委託料を払わない指定管理施設ってことですよね。 

 

○産業課長 

 資料を持ってきていないので、正確な月は違うかもしれませんが、昨年の８月か９月の定例議

会前の時に、どうするんだというお話があった時に、町の考え方として、売店とレストランにつ

いては、指定管理料を支払わない施設として、それ以外の施設については支払うという形で、町

の考え方を示しておりますので、その辺については間違いないと思います。昨年の多分９月定例

会前の時です。 

 

○前中委員 

 確認の意味で、その指定管理料を払わない売店とレストランの確約が取れました。と言うこと

は、レストランと売店部門に関しては、独自性の持つ運用をできると捉えてよろしいのでしょう

か。例えば、他社からテナント等をやりながら、もし、そういう所でいろんな販売力を上げるだ

とかの取り組みが出てきた場合には、それは可能性があるのかどうか。そこでまた、一つ制約が

かかってしまうと、売店に入る、例えばバイヤーからの持ち込み、あるいは町内から農産加工を

している方々、農家の方々もいれば、いろんな人がいる。あるいは山菜などのいろんな物がある

のですが、それらはやはり、同じように窓口を広げながら、そこである程度の販売手数料なりを

徴収できるのかどうか。先ほどの直売所とはまた別の話になりますが、同じような中で、畑作物

以外の部分もありますから。そういう部分も細かい話ですが、今、ある程度そういう話の確認だ

けは取っておきたいと思います。例えば、当町でパンを作っている人が売りたいだとか、いろん

な加工品をやりたいだとか、はちみつがあるので何とか売りたいだとか、細かいことが本当にあ

ると思います。そうやって品数を揃えるという営業努力に対して、何らかのブレーキをかけるの

は、ちょっとどうなのかなと思いますので。 

 

○産業課長 

 前中委員から話のありました、例えば売店にはちみつを置きたいだとか、何を置きたいという

ことについては、指定管理者の自由と裁量でできるものです。ただ、前段に言われていました、

指定管理で受けた施設をまた貸しするようなことは、今、答えられないのですが、基本協定書の

中に、それはできないという項目があったように思います。パパスさっつるが仮に受けた時に、

例えばテイクアウトコーナーについては、どこか違う業者にまた貸しすることはできないという

のは、基本協定書の中に１項目あったように思います。今、ちょっとお答えできないのですが、

あったように思います。 

 緑清荘も同じ考え方でございます。委託料は全く払っていませんが、例えば宴会部門をどこか

の業者にお貸しするということは出来ないことになっていますので、同じ考え方です。 
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○前中委員 

 また確認ですが、要するにテナントの行為は受付けないと捉えて良いのですね。答弁は良いで

すが。 

 

○加藤委員 

 人件費の部分で、役員報酬が温泉のところだけにあるのは、どういうことなのか。指定管理と

いうのは、これらも全部含めた形で委託料を払う、払わないはありますが、これらの扱いについ

ては、どのように町サイドは捉えているのか。 

 

○産業課長 

 ６０万円につきましては、役員、社長に対する、月５万円の１２ヶ月分となってございます。

他の役員ではなくて、代表取締役社長に対する月５万円の１２ヶ月分となっております。町は今

後、温泉とか道の駅周辺施設の部分の委託料を支払っていくという考えから、月５万円という金

額は妥当な金額ではなかろうかという判断の基に、温泉施設のところに置かせていただきました。 

 

○加藤委員 

 売店から、食堂から、温泉から、道の駅トイレ周辺全てを含めて、指定管理で業務を受けるわ

けでしょ。だとしたら、それが温泉の部分だけに乗るのはどうなのか。 

 

○産業課長 

 指定管理委託料については、総額で１,２００万を限度とするという内容になっておりますの

で、実際に指定管理を公募される段階で計画書が出てまいりますので、その中で精査をさせてい

ただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか、皆さん。なければこれで終わりますが。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、これで終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 ２の意見書の検討について。 

 

○議会事務局 

 それでは私の方から、２番の意見書の検討について、４５ページ～４９ページに資料を添付し

てございますが、説明をさせていただきます。 

 北海道林活議連から例年出されている意見書が、今年も出てきております。森林・林業・木材

産業施策の積極的な展開に関する意見書案でございます。内容の説明は、４８ページの意見書案

で説明させていただきたいと思います。道内の森林、林業、木材産業の厳しい状況を鑑みまして、

森林整備の着実な推進と林業の安定的な発展などを求めているものでございます。東日本大震災
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の被災地においても、本格的な復興を図るために、木材を安定的に供給できるよう、取り組みを

国に要望していくものとなってございます。この意見書に関しましては、全道的にも意見書の提

出が６月定例会または今後の９月定例会で、各市町村で対応されるような形となっておりますの

で、９月定例会で産業福祉常任委員会からの所管の意見書として、提出することとしてよろしい

か、ご協議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 今、事務局からありました意見書について、よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは次、３の次回の委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 総務文教常任委員会でもご説明申し上げたとおり、予定については委員長と協議しながら進め

ていきたいと思っております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ３のその他。 

 

○議会事務局長 

 その他、特にございません。 

 

 

●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 これで第１３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 ４時１５分） 


