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第１４回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年９月２４日（月） 

    開 会     午前  ９時１９分  

    閉 会     午前 １１時００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パパスランド売店（直売所）の管理運営方法について 

  ②パパスランドの指定管理者の選定について 

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総括主査    武山 雄一 

 ■商工観光・林政Ｇ総括主査 野呂田成人 

 

  

○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 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１４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、①のパパスランド売店（直売所）管理運営方法について、

②のパパスランドの指定管理者の選定についてでありますので、説明願います。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項２点について、それぞれ説明をさせていただきます。 

 １点目の、パパスランド売店（直売所）の管理運営方法についてでございます。本件につきま

しては、第８回定例町議会の一般質問において、町長が答弁しておりますので、その内容をもっ

て、町長と十分協議し提案していますことを、事前に報告させていただきます。 

 それでは、２ページをお開き願います。パパスランド指定管理者の管理運営方法について。本

施設は温泉入浴施設をはじめ、レストラン、野菜などの直売所や土産品等の売店を有しており、

経営努力によって収益が得られる部門や、収益性の低い温泉入浴部門など、さまざまな形態の複

合施設となっておりますので、サービスの向上と収益性の向上に最も効率的に対処することが可

能な指定管理者制度により、全体の管理運営行ってまいります。また、指定管理における管理委

託料については、レストラン、売店は収益施設として収支が見込まれていますので、委託料は予

定しておりませんが、収益性の低い温泉入浴施設及び周辺施設の管理につきましては、収支推計

額を基に不足額を委託料として支払ってまいります。委託料の額は、単年度１,１６０万円を限度

としており、詳細については、この後で説明させていただきます。 

 次に、売店の管理運営方法についてでございますが、パパスランドの改築事業は、農産漁村活

性化プロジェクト推進交付事業により整備を行っていることから、地元産野菜などの直売、食材

提供事業は必須となっておりますので、町内の野菜生産者並びに特産品の加工業者を中心に、現

在、生産者の顔の見える生産体制づくりとして、産直を希望される方々による組織化を進めてお

り、近々組織化される見込みとなっております。また、指定管理者においては、そうした仮称産

直生産者組織との連携により進めなければならない旨について、指定管理者の募集要項に記載し

てまいります。 

 次に、レストラン、実演コーナー並びにテイクアウトコーナーの運営についてでございますが、

その目的とする、食材提供を推進するため、地元で生産された食材を活用した看板メニューを提

供販売するよう努めていただき、指定管理者においては、そうした産直生産組織との連携により

進めなければならない旨について、指定管理者の募集要項に記載してまいります。 

 続きまして、パパスランドの収支推計計画について、ご説明申し上げますので、３ページをお

開き願います。先の常任委員会に提案していた内容について、内容を精査し、変更した箇所につ

いてご説明を申し上げます。中段の人件費の役員報酬について、先の委員会は６０万円全額を温

泉部門に積算しておりましたが、今回は食堂、売店、温泉の３部門にそれぞれ２０万円ずつを按



 

- 3 - 

分して積算いたしました。よって、次の４ページをお開きくいただきたいと思いますが、４ペー

ジの下段の収支差引額において、食堂、売店、温泉がそれぞれ変更となり、温泉入浴施設及び周

辺施設の管理に係る収支不足額は、合わせて１,１６１万円となりました。よって、収益性の低い

温泉入浴施設及び周辺施設管理につきましては、先に開催した常任委員会には、収支推計不足額

を１,２００万円と提案しておりましたが、役員報酬についての内容の精査に基づき、１,１６０万

円を単年度委託料の限度額として、公募してまいりたいと考えております。 

 続きまして２点目の、パパスランドの指定管理者の選定について、募集要項案について５ペー

ジ～９ページにてご説明いたしますので、５ページをお開き願います。先の常任委員会に提案し

ていた内容から、変更した箇所について説明をさせていただきます。１点目は、５ページの上段、

大きな数字の１の（３）建物の概要の建物面積について。先の委員会には、１,１２０．０２平方

メートルと報告してございましたが、今般１,２８９．５５平方メートルに変更させていただきま

した。変更理由は、建築確認申請において、正面玄関右側のテラス部分の面積を含めるよう指示

されたことにより、面積が変わったものであり、実質の図面や面積には変更はないものとしてご

ざいます。 

 続きまして２点目は、６ページの上段、（６）と（７）を追加いたしましたので、追加条文を

読み上げさせていただきます。（６）売店（直売所）の運営については、地元産野菜などの直売

・食材提供は必須となっていることから、町内の野菜生産者並びに特産品の加工業者など、産直

を希望する方々が組織する団体（仮称：清里町産直生産者組合）と連携を図り、生産者組織が生

産・加工する農畜産物を豊富に仕入陳列・販売するよう努めなければならない。（７）レストラ

ン・実演コーナー並びにテイクアウトコーナーの運営については、その目的とする食材提供を推

進するため、地元で生産された食材を活用した看板メニューを提供販売するよう努めなければな

らない。の２項目を追加しました。次に、６ページの中段の５の指定管理者の委託料（基準価格）

について。先の常任委員会においては、３,６００万円としておりましたが、パパスランドの収支

推計額の精査に基づき、基準額を３,４８０万円に変更させていただきました。ただ今の変更点３

点以外については、先の委員会に提案している内容と同じとなっております。 

 以上で、産業課所管事項２点についての説明を終わります。宜しくご審議願います。 

 

○村島委員長 

 ただ今、課長の方から説明がございましたが、この件について何かありましたら、お願いしま

す。 

 今、課長からもお話がありましたが、何点か訂正された部分があります。前回の数字と照らし

合わせていただいて、どんなことでもよろしいですから、ございませんか。 

 

○加藤委員 

 ちょっと確認をしておきたいと思います。３ページの人件費の、道の駅トイレ周辺施設の管理

は、どれだけの面積でどういう内容なのかを、もう一度詳しく説明を願いたいと思います。 

 それと、前回の委員会でもお尋ねをしているのですが、温泉部門の人件費の内訳、この辺の関

係は、どういう形になっているのか。 

 この２点について、まずお伺いいたします。 
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○産業課長 

 道の駅トイレ周辺施設管理の面積につきましては、１万９,９０１平方メートルが全体の面積に

なっております。その内のトイレも含めたり、周辺施設で東屋もあったり、それらを含めた芝刈

り等、全般の管理ということで、６５万円を計上させていただいております。 

 次に、温泉施設の７９０万円の積算根拠でございますが、現在３名の職員が温泉も含めた業務

に携わっておりまして、その分の人件費並びに温泉施設などの清掃をしてもらっている方がおり

ます。その方々の人件費をプラスしたものが７９０万円になるものでございます。 

 

○加藤委員 

 まず、周辺管理の関係について、面積というのは、明年度からの面積のことを言われているの

ですか。 

 

○産業課長 

 今年度、購入した土地はただ今の面積には含まれておりません。ですから、その分も含めて管

理していただかなければなりませんので、約１反分１千平方メートル程度がこの面積に加わるも

のと思われます。 

 それから来年度は、外構工事などが本格的に入ります。駐車場整備だとか、今、池のある辺り

の整備も入りますので、その整備中については、この部分の管理は実質的にはできないと思いま

すので、正確には２６年度からの再来年度からの面積と捉えていただければと思います。 

 

○加藤委員 

 来年度はその部分はないけども、６５万円分を支払うということに対してどうなのか、これが

まず１点なのですが、その前に、現時点における今の現状の新築している面積の部分は、今まで

実際に芝を刈っていたわけなんですよ。この部分の管理が減少するんですよ。その減少面積とい

うのは、先ほど言われましたこの面積の変更部分が減るんですよね。そういう形の中で、２２年、

２３年には、それらの周辺施設管理に３０万しか見てなくて、今度、この広場に新しい温泉を建

てて、１反分の面積が増えますと言いましたが、基本的には駐車場も広くなるのに、なぜこの倍

以上の管理費が発生したのか。内容的にもう少しきちっと理解できる説明をしていただきたい。

基本的に芝刈り面積は少なくなっているし、道の駅トイレについては今までもあった。だけど、

尚且つ、倍になったという理由はどこにあるのですか。しかも２５年度については、そういう形

では委託料がないって形。これ３カ年間の部分ですから、やむを得ない部分もありますが。ちょ

っとその辺の積算について。 

 

○産業課長 

 ３ページの人件費の給与手当を見ていただきたいと思います。２２年、２３年度の平均決算額

の道の駅トイレ周辺施設管理のところの給与手当で３０万円。嘱託料で３３万６千円。今までは、

芝刈りの部分とトイレなどの掃除の部分とを分けて払っていたものでございます。ですから、合

わせますと６３万６千円になります。それで嘱託料の一番右に、今後はトイレ掃除の方も嘱託と

いうよりは給与の方で処理したいということで、給与手当の方に合わせた金額を総額、単純に足

すと６３万６千円ですが、６５万円ということで計上させていただいているもので、私の説明不
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足の部分もありますが、大幅に倍になっているものではないということで、ご理解いただきたい

と思います。 

 

○加藤委員 

 課長にもう一度お尋ねします。２３年度のその今の説明の中には、基本的にはパークゴルフ場

の草刈の関係も入っていたんじゃないですか。それは上の給与関係に入っているという説明で終

わるのですか。 

 

○産業課長 

 ２２年、２３年の平均の部分では、道の駅トイレ周辺施設管理につきましては、給与手当と嘱

託料を合わせて６３万６千円。それから、パークゴルフ場の関係が今、ご質問されていましたが、

表の一番右端を見ていただきたいと思いますが、ここのパークゴルフ場関係で清掃等で３６万円

見ております。ですから、パークゴルフ場の草刈とは別に、周辺施設部分で３０万円がかかって

いたものでございます。そういうことで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 それは、２５年度以降これだけかかるという数字でしょ。本当に精査されているのかというこ

となんですよ。 

 

○産業課長 

 繰り返しになるかと思いますが、道の駅トイレ周辺施設管理の分については、給与手当で３０

万円、嘱託料、これはトイレ掃除の部分で３３万６千円で、総額６３万６千円です。それから、

加工室、パークゴルフ場の給与手当７２万円になります。この７２万円の半分がパークゴルフ場

の草刈、半分は清掃等に払っている金額でございます。 

 

○加藤委員 

 この温泉の労賃、人件費、給与体系についても、先ほどの説明からいくと、温泉全般は指定管

理だから当然のようにそういうことになってくると思うのですが、この売店の部分や経理の部分

についても、当然のように按分で出てこないとまずいのではないですか。私はこれでも良いので

すが、話が飛びますが、この指定管理募集要項の６ページの６番の委託料に係る提案額の取扱い

の中に、各項目、但し、諸般の経済動向及び積算見込の変化等により、というところの各項目に、

なぜここに人件費が入ってくるのかなと。人件費の上限というのは、どういう形を想定されてこ

の中に入れているのか。給料を上げていく前提なのか。あるいは途中から、やっぱり足りないか

ら人員を増員しますということなのか。どういう形で人件費があるのか。それらのことを通した

中で、この３ページの中で２２年、２３年度の温泉の７１８万から、今まで分離しました、今度

は増えました、増額になりましたって言いながら、尚且つ、募集要項の６ページにそういう形に

なっているという関連性は。 

 

○産業課長 

 ６ページの６番は、諸般の事情などによって人件費や原材料費、業務推進費についても、指定
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管理者募集の時にあがってまいります、事業計画書の内容の１０％以上の異動があった場合につ

いては、町と事前に協議してくださいという内容です。今、町が積み上げております内容は、あ

くまでも指定管理募集に対する基準額の積算の基でございまして、今度は実際に公募をかけます

と、それぞれの指定管理を募集される団体からは、もっと高い人件費でやって、収支が取れると

いう内容で出てくる場合もありますし、もっと少ない経費でやりたいと言ってくるところも出て

くるかと思います。あくまでも、最終的に指定管理者になった、その指定管理者が自分が提案し

た実施予定額よりも１０％の上限を生じて、支出や収入になる場合については、事前に協議して

くださいという条文と考えております。 

 

○加藤委員 

 それじゃあ、指定管理者の裁量っていうのはどこにあるのか。人件費から全て使う経費、経営

全体がこの固定額から１０％減ったら認めますよってことでしょ。折半しますよってことなんで

すよ。１０％を超える部分に関して。その部分に関して人件費もなぜ入ってくるのか。高い採用、

低い採用って、そういうものの基に指定管理者を査定していくわけでしょ。決定していくわけで

しょ。この１０％上限というのは、例えば燃料代だとか光熱費、そういう直接経費については、

私は諸般の事情でわかりますが。 

 

○産業課長 

 同じ説明になろうかと思いますが、６番につきましては、あくまでも指定管理者募集の時に申

請しました事業計画書の中で、人件費や原材料費、業務推進費の提案額が１０％以上増減した場

合については、事前に町と協議してくださいという条項でございます。それと、委員のご質問と

はかけ離れるかもしれませんが、１０％を超えた場合の折半しましょうというのは、５ページの

２番の（４）のリスク条項のところに該当するかと思います。この部分については、加藤委員が

ご説明されておりますとおり、燃料費などの部分についての折半でございます。ですから、５ペ

ージの（４）番のリスク条項と、６ページの６番の１０％とは内容が違うものだと、私たちは考

えて条文を作っているところでございます。 

 

○加藤委員 

 １０％を超える場合は、どういうことなのか。これはどういう時に必要になってくるのですか。 

 

○産業課長 

 今までに、指定管理になっております緑清荘や緑の湯にも同じこの条項があります。あるから、

パパスにもなければならないとは認識しておりませんが、例えば人件費を１０％、２０％少なく

したという場合で、町の方に協議されたとすれば、人件費を少なくするのは良いですが、サービ

スの低下にならないですかというようなことは、町としては確認させていただくことになろうか

と思います。サービスの低下にならず、住民に喜ばれる形の中での経費の削減については、１０

％以上超えてもやむを得ないかと思いますが、その辺のことについては、町は当然、協議された

時には確認していかなければならないということもあって、こういう条文が平成１８年当初から

あったものと考えております。 
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○加藤委員 

 ここの部分というのは、１８年からあってパパスだけなくすわけにはいかないという部分があ

りますが、それはその時、その時の内容によって、改善していくべきことは改善していかないと

ならない。これらのことは、基本的には指定管理者を選定する基準の基に、協議していく内容の

部分であって、そして、尚且つ、ここにこうやって載せてあると、こうやっていて１０％を超え

るという場合に、そのことをどう指導するのか。できませんと言われたらどうするのか。 

 それと、緑清荘や緑の湯の関係も言いましたが、今回のパパスについては、レストラン、売店

部門については切り離していく関係で、独立採算という捉え方をしていくとすると、原材料費と

はどういう意味を指しているのかという部分もあるのですが、協議する内容に入ってくるのか。

全体のやつですから。今回はそういう項目は出てこないから、そういうことでご理解くださいっ

てことなら、それはそれで良いですが。ですが、全体としてそういうことをしていかんとしてる

時に、今まであったから、そのままということがないのか。私が非常に心配しているのは、今回

できた札弦のパパスがきちっとした形で管理されて、本当に札弦の人に喜ばれるような、そして

訪れる人からも親しまれるような環境でなければならない。それが周りから批判を浴びるような

施設になることのないように、やっぱりきちっとした管理がなされていなければならないと思う

んですよ。そういう中では、ちょっとこれはどうなのかなと思います。 

 それともう１点、説明をしていただきたいのが、３ページの業務推進費の中にある電気料の按

分の４３５万円の部分、動力量と書いていますが、どこにかかる動力なのか。温泉を汲み上げる

部分で、これが別でこれだけかかりますよということなのか。前回も説明された時に、この動力

の按分量、レストラン、売店、浴場のこの割合は、業者に聞いてこのようになりましたと言って

いますが、これは１年経った時に精査することができるのか、できないのか。このままずっとい

くものなのか。この按分の数字についての説明を、もう一度お願いします。 

 

○産業課長 

 電気料の按分の４３５万円は暖房関係、ヒートポンプ関係にかかる部分の金額でございます。

いわゆる暖房部分とか冷房部分とか、温泉熱を使ったヒートポンプの部分と、ご理解いただきた

いと思います。いわゆる各部門ごとに子メーターを付けて、電気料については配分することにし

ておりますが、それ以外の共通経費の部分でヒートポンプが一番大きいと思うので、ヒートポン

プにかかる部分でございます。 

 それから按分につきましては、ただ今加藤委員からあったとおり、その部門の動力の割合から

いくと、このような按分が適切ではないかというご指導をいただき、その数字を十分精査した上

で、計算しているものでございます。 

 もう一つ、２６年度以降についてもこの数字はこのままかという部分については、我々もこの

数字のとおりになるのかどうかについては、大変不安を持っているところでございますが、やは

り１年間を経過してみなければ、わからない部分が多々ありますので、この内容で１年間走らせ

ていただきまして、あまりにも大きな変化がある場合については、その時点でまた十分、委員の

皆様と相談をさせていただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 ヒートポンプということになれば、暖房ですよね。冷暖房が主ということですよね。と言うこ
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とは、面積按分でなければならないのではないですか。これが面積按分なのですか。この辺につ

いて、できれば業者が出してくれた按分率と言われた基礎データを、可能であれば提示していた

だきたい。 

 

○産業課長 

 私の手元にもあるのですが、色分けして、レストランの部分についてはこうとか、売店はこう

とか、業者さんの方から各項目ごとにあがってきまして、これの集計表というものもあがってき

ておりまして、動力部分についてはレストランは３５％、公衆浴場が６２％、売店が３％と出て

きておりまして、その他に容量按分できない部分については、面積按分している部分もあるとい

うことで、こういう形で出てきた数字を使わせていただいております。これ以上、詳しい説明は

ちょっと今は、この資料では説明できないのですが、このような形で積み上げさせていただいて

おります。 

 

○加藤委員 

 動力部分と言いながら、冷暖房だって言ったら、面積の比率で割り返さないとならないのでは

ないですか。その基礎データ、業者が出したデータは何の基の率になったのか。 

 それともう一つ、レストラン、売店、浴場とありますが、あの施設は共有部分があるわけです

よ。共有部分はどういう分け方をされたのですか。この割合を足したら１００％になりますよね。 

 

○村島委員長 

 数字的なことで、今、加藤委員から質問を受けているわけですが、すぐに出せるものですか。 

 

○加藤委員 

 基本的に実際に運営していないので、非常に難しい部分もあのは、私も理解します。ただ、ス

タートする時に、３年間の指定管理の総額を決めてしまうので、そこに大きな問題点が残ってく

るなと思っているのです。でも、総額は総額で良いとしても、実際問題、１年間終わった時に、

実質数字に基づききちっと修正をかける。これを大前提にこのことを進めてくれないと、受ける

方も大変でしょうし、やっぱり誤解を招く、実際に大変になって来た時にどうなっていくのか。

そういう形の中では、きちっと精査すべきことを、精査していない部分もあると思います。だけ

ども、実際に運営してみないとわからない部分があるのも、私も理解します。それを柔軟に、１

年間で整理してもらわないと困ります。スムーズな形の中で運営されるために、もう一度きちっ

と精査してもらいたいと思います。 

 

○村島委員長 

 今、加藤委員から言われたように、やってみてまた変わる部分も出てくるでしょうが、今後、

十分検討しながらやっ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。 

 

○前中委員 

 関連なのですが、この積算根拠、積算基準という項目で、常に委員会で指摘がされているので

すが、やはり、ここの積算基準を明確に根拠を持って、きっちりと書面の中に記載するというの



 

- 9 - 

も一つの手法かなと思います。いろんな按分率があります。面積按分、今、議論の中で管理の各

施設に対する面積按分もあるだろうし、細かい話で言えば、今の電気の部分。ここら辺になると、

完全にどんな建物にしろ、電気事業者として申請する時に、動力を別々に全て一つずつ動力検査

した中で、電気の消費量も計算して、多分きっちり出ているんじゃないかなと。それに基づいた

中の数字が多分、課長の手元にあるのかなと。そこには、イニシャルコストとランニングコスト

も、やはり同じように、今後の電気料金の推移を見定めた中での算定基準があるかなと。そうい

う説明を執行者側からもしていただきたい。それは電気料金ですから、確かに変わります。そう

いう部分で、いろんな積算根拠の基準をもっと、もう少し丁寧に今後提示するのが良いんじゃな

いかなと思います。いろいろと今後出てくると思いますが、そのような形で進めていただきたい

と思います。 

 単純に今の電気と燃料の関係も出たのですが、ランニングコストのことを考えると、やはりど

うなるかわかりませんが、燃料の高騰とかもございますから、インセンティブの部分で電気代の

上限幅がかなり上がるってことはないとは言えませんが、燃料に比べたらその幅は小さいと思う

ので、指定管理の３年の中では推移しやすいと言うか、基準の中に組み込みやすい一つの考えと

して、僕はヒートポンプは今後、算定の中で十分考慮すべき点で良いんじゃないかと思っていま

す。 

 但し、いろんな部分で人件費の部分、先ほど１０％の人件費が高騰しただとか、あるいは１０

％軽減した時に、公共サービスの低下があるという説明がありましたが、指定管理者としても、

各従業員を雇用する時の労務契約の形態は、多分いろんな形態があると思う。パート賃金だけの

人なのか、あるいは年雇用だが臨時職なのか、正規なのか。ただ、雇用期間が３年という短い期

間の中で、指定管理者は人件費の部分で、なんとか切り詰めたり、あるいはサービスが下がった

という指摘があった時には、何とか人員の配置をしながら、ましてや道の駅で休日なしで対応を

しなければならない時はどうするのか、問題も多分出てくると思いますので、その辺もやはりき

っちりと説明の中でいただきたい。ちょっと長くなりましたが、そういう気持ちで見ていますの

で、その辺を理解してください。 

 

○村島委員長 

 前中委員から発言がありましたが、これに対して何かありましたら、答弁お願いしたいと思い

ます。 

 

○産業課長 

 過去の実績などを踏まえ、新しく建てられる施設のランニングコストなども、業者やいろんな

方々の知恵をいただきながら、積算として単年度１,１６０万円という金額を今回出しましたの

で、新しい指定管理者が決まりましたら、この金額の中で効率的に指定管理の運営管理をしてい

ただけるように話を進めてまいりたいと考えております。 

 

○澤田副委員長 

 前中委員もちょっと言いましたが、施設は年中無休ってことですか。 

 

○産業課長 
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 条例上は、指定管理者の方が町と協議して決めれることになっております。先般の委員会でも

お話しましたとおり、年中無休という形が一番ベストだと思いますが、閑散期の場合の対応など

もございますので、新しい指定管理者が決まりましたら、今のような毎週月曜日が休みというこ

とではなくて、今よりも利便が図れるような形の中で、指定管理者と十分詰めてまいりたいと思

います。 

 

○澤田副委員長 

 指定管理者が決まってから決めるのではなくて、町の方針として決めていった方が。毎週では

なくて月に２回とか、限定して契約を決めていった方が良いと思うのですが。 

 協議してやっていくのではなくて、事前に町の方針として、こうやって指定管理を受け付けた

いという意向なのか。決まってから休日を相談するのは、ちょっといかがなものかなと思う。 

 

○産業課長 

 パパスランドの設置条例の中で、休館日及び開館時間という項目が第３条にあるのですが、そ

の中に、町長が必要があると認めた場合の時は、休館日を定めることができるとなっております。

それから、基本協定書の中には、休館日を設ける場合には事前に町長と協議をするという内容も

ございまして、町としては先ほども言いましたが、年中無休ってことはなかなか難しいのかなと

思っていますが、できるだけ営業日が増えるように進めてまいりたいという、基本的な考えを持

っていますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○澤田副委員長 

 どれくらいの頻度でという考えは持っているのですか。今までのように毎週にはしないと思い

ますが。 

 

○産業課長 

 今、繁忙期の間は無休にするとか、いろいろな考え方があります。できるだけ休日を少なくす

るような形で進めていきたいということで考えておりますが、まだ決まってはおりませんので、

申し上げることはできません。 

 それから開館時間の関係もございます。９時～９時までということなのですが、特に売店など

につきましては、売店の野菜の直売などにつきましては、４時とか５時ぐらいになりますと、大

体その日の販売が終わるということもありますので、部門、部門によって早く閉めるということ

も考えられますが、その辺も含めまして検討してまいりますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○田中委員 

 今の澤田委員の関連なのですが、定休日については、パパスの設置条例があって、町長が認め

れば良いということになっているのですが、やはり募集する時点で、澤田委員が言ったように、

相談をして休みを決めるのではなく、町の考えとしてしっかりと持っていないと。冬期間の場合

や客の少ない場合については休みを検討する必要もあろうかと思いますが、短い夏の期間につい

ては、思うというのではなくて、町としてしっかりとした考え方を持って、指定管理者の募集を

きちっとやってもらいたいなと思います。結構、月曜日は何で休みなんだと言う声が多いので、
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前もって町の考えをきちっと持って、契約に望んでもらいたいなと思います。指定管理者が決ま

ってから相談するというのは、ちょっと違うかなと思う。休日の問題だけでなく、いろんな部分

で町の考えをしっかりと持って進んでもらいたいと思います。 

 

○産業課長 

 住民サービスの低下にならないように、十分検討させていただきます。 

 

○勝又委員 

 要望なのですが、指定管理の関係の説明をいただいたのですが、僕はそんなに細かなことまで

精査を求めようとは思っていません。なぜかと言うと、パパスも含めてこの指定管理者制度なの

ですが、平成１８年からもう４、５年経過しているわけですけども、今一度、指定管理者制度は

何のためにするんだという、原点に立ち帰ってもらいたいと思います。この８ページにもありま

すが、選定の関係の基準とか書かれているわけですが、この中にも新しい新規の魅力的な提案と

か、取組み姿勢、熱意、地元雇用の拡大とあるわけですが、こういうものを目的とするのであれ

ば、業者の裁量をきちっと発揮できるような部分がなければならないし、僕はこの田舎でこうい

うことをやっていくと言った時に、人件費を切り詰めると当然、地元の雇用も安い賃金で人が使

われるといったような実態を招くこともある。そういうのも含めて、他にも指定管理の施設があ

りますが、そういう面できちっと将来に向けての展望が、指定管理の業者も含めて、町側として

もそういう部分がきちっと見出せるようなものでないと、誰も引き受ける人いないと思いますよ。

そうやって何でも切り詰めたら、そんなんなら誰かやってくださいよって、なってしまうんじゃ

ないかなと思うので。要項については、他にもこういうことで進んでいるものもありますが、も

う少しその中の使用料なり、リスク条項、また委託料の提案額の取扱いの関係だとか、こういう

ものも含めて、きちっと引き受けた業者が意欲を持ってやっていけるような形で、パパスに限ら

ず、中身をもう少し精査していく段階にきているんじゃないかと、そのように思います。そんな

ことも含めて、今回この機会に、いろんな意見も出されていますから、きちっとそういうものが

見出せるような形を取っていただきたいなと思います。 

 

○産業課長 

 指定管理者のあり方については、先般の一般質問でも町長が答えていますとおり、民間の企業

の能力だとか、ノウハウを活かしていただいて、行政サービスの向上や経費の節減などを図るこ

とによって、雇用の確保だとか、そういう部分に繋がっていくことを目的として、指定管理者に

出せる施設については出していっているんですよと、町長の答弁でもあったかと思いますが、そ

ういうことで、１８年から主に温泉施設関係だとか、介護老人保健施設などについては、指定管

理で行っているところでございます。しかしながら今、勝又委員から出されたような課題もあり

ますので、今後また検討させていただきたいと思います。 

 

○勝又委員 

 指定管理の制度を導入したのは、これは国の政策という部分もありまして、その大義名分はわ

かるのですが、その大義名分と本当に実際にやる時に、本当にマッチしたものになっているかと

いうこと。僕が思うのは、他の町もそうだからというのではなく、うちはうち、清里は清里版で
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良いと思うんですよね。そういうことで、指定管理業者が意欲を持ってやっていけるような、こ

の町の指定管理制度は他とは違うぞという感じのものも、僕は必要じゃないかと思います。そん

なことも考慮しながら進めて欲しいと思います。 

 

○池下委員 

 確認ですが、ここに見込み額があるのですが、これは基本的に、今の指定管理の中から上がっ

てきているということですか。 

 

○産業課長 

 この積算の２２年、２３年の平均額につきましては、パパス札弦の実績額で毎月報告されてい

る数値を積み上げたものでございます。 

 

○池下委員 

 と言うことは、この１,１６０万は指定管理者が出したのではなく、町が全部算定したと捉えて

良いのですか。 

 

○産業課長 

 その通りです。 

 

○池下委員 

 来年度から指定管理者制度で行うと言っているのですが、新しく新築されて、パパス自体が今

とは違った形で様変わりすると思うんですよ。そんな中で、今まで１,８００万の指定管理委託料

を払っていたのですが、今回は約１,２００万です。６００万しか変わっていないんですよ。なら

ば、新しく指定管理業者を選定する時は、先ほどから聞いていると、誰になるかわからないと。

しかし、今までやってきた業者があるので、今までの町の流れからすると、そういうところに落

ち着いていくのではないかと思うのですが、赤字が出るような算定をするような、そういう指定

管理業者は必要ないんじゃないですか。もっと黒字にするからやらせてくれという指定管理業者

を、町が率先して募集したら良いんじゃないですか。最初から赤字ありきでしょ。その辺はどう

ですか。 

 

○産業課長 

 先般の一般質問に対する町長の答弁の中にもあったかと思いますが、経営努力によって収益が

得られる部門と、収益性の低い部門があるので、収益性の低い部門については、収支計算の不足

部分を委託料で支払っていくという、基本的な考え方であります。確かに池下委員がおっしゃる

とおり、明らかに黒字になるということであれば、最初から委託料を払わないで指定管理に出す

ことができるかと思いますが、基本的な考え方は、町長が申しておりますとおり、収益性の低い

ところについては委託料を出していくという考え方の中で、募集を出していくという考え方にな

ります。 

 

○池下委員 
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 収益性を伴わない部分もあるということですが、全部それらをひっくるめた中で、利益を出し

ていくというのは、指定管理業者じゃなくたって、我々、個人事業主でもそういう考えの基で仕

事をやっているわけですよ。最初から赤字になるなら、やる人なんていないですから。だから、

今の指定管理業者でやっていると、また赤字になるんじゃないですかと、私は思います。 

 それと今現在、パパスの従業員は全部で何人いるのですか。 

 

○産業課長 

 ３ページの給与費の人件費の右側のところに書いてございますが、レストランに５人、温泉全

般に３人、清掃などで２人、それと役員報酬を払っている社長で、１１人です。 

 

○池下委員 

 それを踏まえて、新しく来年の春にオープンした時は何人になりますか。 

 

○産業課長 

 同じところに記載しておりますが、レストラン部門で１名、売店部門で１名を雇用される見込

みです。 

 

○池下委員 

 今言うように、要するに２人しか増えないわけですよ。これを課長に言っても仕方ないことか

もしれませんが、総体的に言わせてもらうと、７億５千万かけた事業で、雇用がたった２人しか

増えないんですよ。７億５千万かけるのであれば、今いる従業員の他にも５名なり７名なりの雇

用を増やしていくことは、私は基本だと思いますが、たった２名しか増えない。それも赤字。７

億５千万もかける意味はあったのですか。 

 それと、たった２名しか増えない状況の中で、指定管理でやるのであれば、直営でやった方が

まだましかなという思いがあるのですが。これは課長は答えられないかもしれません。上の方が

決めていることかもしれないですが、私は総体的にそんな思いでいるんですよ。たった２名しか

増えない。毎年１,２００万出す。そんな事業に７億５千万も使うんですよ。本当の意味は何なん

ですか。地域の活性化と地域の雇用、そういうものを一つずつクリアしていくのが理想だと思う

のですが。今のこの現状のこの数字を見ると、ちょっと理解しがたい部分があります。中の細か

い数字はいろんな意見がありますが、私は総体的に見て、そのように考えているのですが。課長

はどう思いますか。 

 

○産業課長 

 今回の建設工事費の約７億５千万という金額は、大きな金額だと私も理解しております。その

ような中で、パパスランドにつきましては、平成２年に建設されたかと思いますが、２０年以上

経過した中で老朽化も進んできていることから、今回、補助事業の採択も受けながら、全面建替

えをしていくという考え方で、このように進めてきていると理解しています。 

 さらに、２名の雇用の部分は少ないとも思いますが、この施設を建てることによって、清里町

全体の交流人口が増えたり、地域の活性化に繋がっていくことが、一番望まれることでないかと

思っております。 
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○池下委員 

 去年の春に私が議員になってから、すぐこの問題が出てきております。一番最初に資料をいた

だいたものは、当初予算３億６００万ですよ。国からの交付金が１億５,３００万です。その事業

が２．５倍になったんですよ。しかし、国からの交付金は２．５倍にならないんですよね。要す

るに、うちの町のお金の持出しなんです。であるならば、やはりこういう後ろ向きな考えじゃな

く、もっと前向きな考え。これは私たち議員も、町サイドもそうかもしれませんが、いつまでも

同じことを繰り返していても、私は前に進まないと思うんですよ。そういう観点から、私は先ほ

ど、あえて直営の方が良いんじゃないのかと言いましたが、本当に皆さんがおっしゃっているよ

うに、この指定管理の問題というのは、パパスだけじゃなく、いろんな分野に指定管理していま

すが、指定管理という部分だけで、皆さんと一度話し合った方が良いのではないかなと、私は思

っています。 

 

○加藤委員 

 パパスランドについては、よろしくお願いしますの一言で私は終わりますが、来年の２５年度

からスタートされる加工室、活動室の関係の予算と言いますか、経費について出ているのですが、

実際にどういう形の農産加工室に変えていくのか。あるいはその体制がどうなっていくのか。い

つになったら、町として改修されるのか。話ではあくまでも地場産業の生産物を作ってみるだけ

ですよと言いながら、もっといろんな意味で活用したい、あるいはいろんな研究をしたいという

部分では、保健所の許可を得れるような施設にしておくべきだとか、いろんな意見があるのです

が、その辺がどのようになってきているのか。現時点ではどうなっているのか。あとは、もう予

算組みができているのかと思うのですが、計画的にはきちっと内容ができ上がっているのでしょ

うか。 

 

○産業課長 

 加工室の改修関係につきましては、現在、実施設計を発注している段階ですので、今後、実施

設計の資料があがってきますので、次期委員会には中間報告をさせていただきたいと考えている

ところでございます。 

 

○加藤委員 

 実施設計という言葉がありましたが、少なくとも実施設計する前に、どういう機材、どういう

規模で、どういう環境にしていくのか、大まかなことは話がありましたが、最終的にこういうこ

とで実施設計に入りたいという説明があっても良いのではないですか。今やっているから中間報

告をって。毎回同じことの繰り返しではないのですか。 

 

○産業課長 

 加工室の基本的な考え方については、当初の考え方を持っていくと、早くに委員会に報告する

ところでございます。現在も、体験施設ができる加工室ということを基本としておりますので、

今後、そういう形を続けていきたいという、基本的な考え方はございます。 

 それで、加工室の中に例えば、肉とかアイスとかを取り入れていきたいとか、そういう細かい
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部分については、次回の委員会に考え方をまとめて報告させていただきたいと考えておりますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

 なお、ご存じのとおり、改築の事業については２５年度の事業になります。 

 

○田中委員 

 パーク場の関係なのですが、これもなかなか厳しい運営状況の中で、町民は良いとしても、町

外の人はやっぱり有料で良いと思うんですよね。もちろん、地元町民の方は無料で良いと思いま

すが、町外の方はもう有料にすべきだと。そこら辺を十分に検討してもらいたいなと思いますが。 

 

○産業課長 

 江南に本格的なパークゴルフ場ができた時に、緑ヶ丘公園やトレセン回り、パパスなどはどう

するかと検討は、十分にされたと聞いております。その時は、近場の人たちがすぐ利用できると

いうことでそこは無料。江南は本格的施設ということで有料ということで、現在に至っているか

と思うのですが、それから年数も経っておりますし、田中副議長からのお話のようなこともあり

ますので、今後検討させていただきたいと思います。 

 

○池下委員 

 １８日に町民会館で、第５次の総合計画のということで、町民懇談会がありました。私も出席

させていただいたのですが、全部で１６人でした。そんな中で、一応説明が終わりまして、各章

ごとの質問等を説明を受けながら、町長が答えていたのですが、札弦パパスランドについて、先

ほども加藤さんの話で出たのですが、加工室についても、保健所の認可を取ったらどうかという

質問がありました。その町長の答えが、そこで保健所の認可を取ってしまうと、一般の人たちが

使えなくなる可能性があるので、別個にそういう所を造っていきたい旨の発言をしたんですよね。

聞いてはいると思いますが、その辺は一体どうなっているのですか。要するに、新しく改築する

所にそれを造るのか、別個にそれを造っていきたいとの発言なのか。 

 

○産業課長 

 ９月１８日の総合計画清里町説明会の後の報告は受けておりませんので、お答えできないので

すが、多分町長が言っている、加工室に保健所の許可を取ったらという部分は、本格的に例えば、

そこで何々を作って売りたいと言う人がいたら、営業を兼ねた部分で毎回利用すると、一般町民

が使いづらくなるのではないかということを言われたのでないかと思います。営業を本格的にや

ろうとする人が、いつもいつも使っていると、一般町民が使いたい時に使いづらくなるのではな

かろうかということを言ったのではないかと思います。 

 それからもう一つの、町長が言っている別の施設というのは、多分町が３００万の補助を出し

ている店舗出店事業などで、そういうことを本格的にやりたい方がいれば、是非自ら建てていた

だいて、ということを言ったのではないかと思います。町長と直接話しておりませんので、誤解

があればお許しいただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 関連なのですが、その辺の課長の言うのはよくわかるのですが、例えば実際にその人が営業す



 

- 16 - 

るという時に、一月間貸し切るだとか、月の半分貸し切るだとかは当然、認められる行為ではな

いと思います。ただ、池下さんが言われているところも一理あると思うところは、基本的には、

施設が保健所の許可が得られる環境の施設をきちっと造っておくということが大切だと思うので

す。それで試験的販売をしたいとか、あるいは試食でも他人に無料でなく、かかった経費ぐらい

で提供して味見をしてみたいとなったら、これは販売になっちゃいます。こういう部分について

は、やっぱり保健所の許可がいる。そういうものに対しては、許可が得られる環境の施設を造っ

ておかなければならないというのが、大前提にあると思います。少なくても、そういう形の中で

特定することなく、いろんなものを清里の地場産物を使って試作して、一部販売をしてみたい。

そして、それが可能であれば、３００万の出店事業でしていきたい。そういう施設の利用をして、

テスト販売のできる環境も、きちっと築いておく。それが軌道に乗れば、課長の言われたことで

良いと思います。その辺、何でも全部それは駄目ですよってことのないように、その辺を含めた

十分な検討を。だからこそ、前もって委員会に提出されるべきですということを、私はお願いし

ているのです。 

 

○産業課長 

 保健所の認可も、例えば麺を作る、乳製品関係、肉関係でそれぞれ全部許可が違っていること

は、皆さんご存じのとおりだと思います。しかし今、皆さんからあるように、例えばイベントの

前に、そういうものを作って試食させるということも、保健所の許可を取らないとできないとい

うことも事実でございますので、それらのことも含めて十分検討して、次回以降の委員会で皆さ

んと協議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。 

 

○加藤委員 

 だから、提案のされる時期、検討される時期が非常に遅いです。 

 

○池下委員 

 先ほどの町民懇談会、あの後に札弦、緑とあったわけですが、４、５人の役場の職員もおりま

した。そんな中で、ちゃんと筆記して書いている人もいるんですよ。今、町長もでかけて不在で

すが、やはりそういう懇談会が終わった後、町民からどういう声が、質問があったのかというこ

とは、早急に各課長を呼んでやるべきじゃないかなと思います。先ほど、課長の答弁の中で、町

長とそういう話はしていないという話だったのですが、やはり懇談会でやったらすぐに、この地

区からはこういう話が出ていたということを、各課長は知っていないと、私はちょっとおかしい

なと考えますので、今後そのようなことがないようにしていただきたいと思います。 

 

○議長 

 所管が同じだと思うので、確認しておきたいのですが、新しい施設ができれば、従来の施設の

関係を整理しないとならない問題がたくさんあると思うのですが、例えば札弦のパパスランドが

大規模改修されるわけですが、私の聞いているところによりますと、オートキャンプ場の利用率

が大幅に減っていて、札弦の道の駅で寝泊まりしていると。これでパパスの駐車場が広大になれ

ばなるほど、オートキャンプ場の利用が減ってくるのではないのか。この辺の問題だって、併せ

てどうあるべきなのか考えなければならない問題だと。新しいものばっかりやって、既存の施設
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をどうしていくかってことが、さっぱり議論されていない。これは大変な問題でないのかなと思

うのですが、その辺をまず、いろんな施設ができるわけですが、そういう関連のある施設をどう

していくのか。行政ですから、トータル的にやっぱり物事を見ていただきたいなと。 

 それから、先ほど副議長からも出たパークゴルフ場の問題もそうなのですが、やはり自助・共

助・公助と、口で言うのは簡単なのですが、陳情でパークゴルフ場を造ってくれというのはすぐ

に受けるんだけど、共助で是非、運営管理は地域の人たちでやってくださいという共助の部分が

欠けているのかなと。すぐ施設は造るけど、管理は役場で頼むとか。小清水は全部パーク協会で

やっているそうです。ですから、新しいものの地域の要望だとか、いろいろあるのですが、従来

言われている自助・共助・公助も取組んだ中で、やはり全ての事業を考えていかないと。全部が

全部、行政に陳情要請すればできる、維持管理もできるってなれば、町民がやはり共助の部分が

薄れていくので、その辺も訴えながら、どういう施設を造っていくか。 

 それと先ほども言いましたが、新しい施設と既存の施設の整合性、この辺もしっかりとやって

欲しい。これ所管同じでしょ。このことについて、課長は参考までにどう考えているのか。オー

トキャンプ場の利用状況はどうですか。 

 

○産業課長 

 オートキャンプ場の平成２４年の利用実績は、昨年よりも若干下回ったようです。パークゴル

フ場についても、まだ最終ではございませんが、若干下回る見込みとなっております。今、議長

からおっしゃられました道の駅の駐車場にキャンピングカーで来て、宿泊される方が非常に多い

ということで、私どもも苦慮しているところなのですが、駐車場から排除することができないと

いうこともございまして、困った案件だなと思っております。内部で少し話しているのは、例え

ばオートキャンプ場の利用料を下げたら、ここに移動してもらえるのかとか、方策を考えている

ところでございますが、まだ結論までには至っていないのが現状でございます。 

 先般、町長の一般質問で答えていたと思いますが、今、指定管理に出している他の施設でも、

指定管理にもっていけるような施設については、指定管理運営が良いのかどうかという、検討案

件の中の一つの施設としては、パークゴルフ場も入ってくるのかなと思いますが、もし、そうし

た時にどういう団体が指定管理者として請けていただけるのかということも含めて、今後十分検

討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。 

 

○田中委員 

 ついでなので、ちょっと聞いておきたいのですが、総合計画の関係の住民との懇談ということ

で、さっき池下委員から出たのですが、それが終わった後は、集約して内部で会議はなされるん

ですよね。町長が聞きっぱなしで終わっちゃうものなの。そこら辺を確認しておきたい。 

 

○産業課長 

 総合計画関係の町民対話懇談会は、窓口は総務課でやっておりまして、町民対話懇談会などが

終わりますと、担当者がまとめまして、課長会議などにおりてきて、こういう案件がありました

とか、急がなければならない案件については、全部まとまる前から、原課にこんな意見があった

からすぐに対応しなさいという連絡がくるようになっております。総合計画の関係につきまして

は、直接の担当者じゃないので何とも言えないのですが、３つの地域で３日間ぐらいかけてやっ
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たと思うので、多分それを全部まとめた段階で、近日中に各課長に顛末が回ってくると思います

ので、それに基づいて対応してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○田中委員 

 集約される意見は、それぞれ集約されると思いますが、それと町の対応も相談されて、一緒に

作られているのか。 

 

○産業課長 

 部門、部門においては、町内のプロジェクト委員会などもありますので、そういうところで検

討したりして、課長会議にも顛末はおりてきますし、そんなことで対応しておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 

○前中委員 

 確認なのですが、産直の関係で、この間、定例会で町長の答弁で最終決定ということで捉えて

いたのですが、その中で産直生産者の集まりという部分で、管内の産直施設の見学と言うか、調

査をしたと聞いておりますが、せっかくなのでこの場で、どういうことがリサーチした中で出て

きたのか。いろんな意見が多々あったと思うのですが、ただ、一つ言えることは、産直ってこと

になると、やはり作り手と買い手のコミュニケーションの場で、顔が見えるのが基本かなと思い

ますので、ちょっとその辺、どういう形で、研究会という話もあったのですが、ここに仮称で産

直生産者組織というのも出てきておりますので、この辺の説明をやはりしていただかないとなら

ないと思いますので、説明と言うか、報告をお願いします。 

 

○産業課長 

 先週の２０日の日に、管内５カ所の直売所を、一般町民１５名と私どもが入りまして回ってき

ました。やはり行って、こういうことでやっているんだと気付かされる部分が多々ありまして、

どこの産直でも、基本としていたのは、生産者が自ら開店する前に持って来て、値札を付けて陳

列する。そして、その日の直売所を閉めたぐらいの時間に来て、売れ残った分は持ち帰るという

のが、５カ所全ての直売所の共通した実施のやり方でした。私どももそういう形を取っていると

ころが多いと思っていましたが、そこまで徹底しているとは思いませんでした。なぜかとあえて

質問しますと、売れ残った物を持ち帰るということは、たくさんできたから、たくさん持って来

ても、売れ残るということははっきりしますから、それなりの量しか持って来ないという考え方。

それから、良い品質の物を持って来ないと、売れ残ったら自分が持って帰らなければならないと

いう自己責任があることから、きちんとした品質の物を、その時期、その時期を見極めて、それ

なりの価格を付けて、それなりの量を持って来るという、自己責任が取れて良いんですというこ

とで、そうされていたことが、私としては一番気付かされた点でございます。 

 もう一つは、農業者自らやっているところ、法人組織でやっているところなど、いろいろあり

ますが、全て手数料方式で実施しておりました。買取方式でやると、売れ残った時のリスクが大

きすぎるということで、全て販売方式です。持って来て、売れた分の金額に対してかかる経費を

手数料でもらうという、手数料方式で全てのところがやっておりました。その手数料の割合につ

いては、上限がございますが、売り子を生産者自らが回り番でやっているところは、人件費の部
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分が手数料から必要でございませんので、そういうところは低い手数料ですが、売り子を農業者

以外の人から雇用している場合については、やはり１８％とかの手数料を取ってやっているとこ

ろが多くありました。 

 いずれにいたしましても、消費者から喜ばれる直売所を作るためには、品数を増やして新鮮な

物を陳列することが大事であって、置いておけば買ってもらえるというものではございませんと。

産直として最も品質として良い、良質な物を陳列しなければならないですよということを教わっ

てきました。最後に集まった方にもお話をしたのですが、今、農繁期で大変忙しいので、１１月

ぐらいにまた集まってお話しましょうということで、解散しているところでございます。 

 

○村島委員長 

 何名いましたか。 

 

○産業課長 

 １５名と、私ども事務局を入れて行ってきました。 

 もう一つよろしいですか。私たちが一番気にしていたのは、生産調整、出荷調整をしているの

ではないかということでございます。そうしましたら、やっていないということでした。やらな

くても売れ残らないのですかと聞きますと、生産者同士が何となくわかってきているというのが

一つ。それから、先ほど言いましたが、できたからと言ってたくさん持って行っても、売れ残っ

た時に自分で持って帰らなければならないというリスクがありますので、これが皆さん嫌なので、

やはりそれなりの物しか皆さん持って行かないそうです。それから、生産調整しても、種を蒔く

時期は皆さんでずらしながら、品薄にならないように自ら考えながらやっているようだと。だか

ら、生産調整だとか出荷調整は一切やっていませんということを言っておられましたので、付け

加えて報告させていただきます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。なければ、これで終わります。 

 

○村島委員長 

 それでは、２の次回委員会について。 

 

○議会事務局長 

 総務文教常任委員会で先ほど申し上げておりました、町民説明会の実施状況の説明と、今、産

業課が言っておりました、パパスの加工室の実施設計の中間報告ということもありますので、１

０月中旬ぐらいになるのかなと思いますので、具体的には両委員長と相談しながら進めていきた

いと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

３のその他。 

 

○議会事務局長 
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 特にございません。 

 

 

●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

これで第１４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 午前１１時００分） 


