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第１６回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年１１月２０日（火） 

    開 会     午前  ９時３７分  

    閉 会     午前 １１時４０分 

 

 

〇会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①条例等の制定について 

  ②まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金認定状況 

  ③地域担当職員制度について 

 ●建設課 

  ①札弦クリーンセンターの概要と運営状況について 

 ●産業課 

  ①パパスランド施設外構整備計画（案）について 

  ②パパスランド活動室改修計画（案）について 

  ③パパスランド改修事業スケジュールについて 

  ④パパスランド指定管理者応募状況について 

  ⑤農山村景観・自然環境保全施設の指定管理者の選定について 

  ⑥清里町店舗出店等支援交付金事業について 

  ⑦オートキャンプ場及び江南パークゴルフ場の利用状況について 

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 

 ■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 
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 ■建設課長       古谷 一夫    ■上下水道・公住Ｇ主幹 岡崎  亨 

 ■上下水道・公住Ｇ主査 荒  一喜 

 ■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 

 

 

●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１６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 

 それでは、１．町からの協議・報告事項について、町民課より①から③について説明お願いい

ます。 

 

○町民課長 

 それでは、町民課より３点の協議・報告事項について説明をさせていただきます。 

 まず、１点目の条例等の制定につきましては、１つ目としまして、清里町暴力団の排除の推進

に関する条例についてでございます。暴力団による不当な行為の防止等に関する法律、また北海

道暴力団の排除の推進に関する条例の施行に伴いまして、町民生活及び事業活動から暴力団の排

除を推進するために、新たな条例を制定するものでございます。６月末現在におきまして、全道

的な状況におきまして、道内１７９市町村の内、８３市町村が条例を制定したか、もしくは今年

度中の制定に向けた準備をしているところでございます。斜里警察管内の３町、斜里、小清水、

清里におきましても、今年度中の制定に向けて斜里警察書を中心に連携を図って協議を行ってい

るところでございます。また２つ目の、清里町母子保健法施行細則につきましては、第２次地域

主権一括法の施行によりまして、母子保健法の改正に伴う、未熟児養育医療費の実施等に関する

権限が北海道から権限移譲されることになってきております。よって、新たな細則を制定するも

のでございます。 

 ２点目のまちづくり地域活動推進交付金認定状況につきましては、１１月現在の認定及び実施

状況についてご報告をさせていただきます。 

 ３点目の地域担当職員制度につきましては、制度のあり方、方向性について、役場庁内におけ

る検討会議、自治会連合会や役員等との意見交換を行ってきておりますので、後ほど口頭にて中

間報告をさせていただきたいと思います。 

 それでは、各担当より順次ご説明申し上げますので、よろしくお願い申し上げます。 
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○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは、条例等の制定につきまして、まず１ページ目、清里町暴力団の排除の推進に関する

条例についてご説明申し上げます。 

 本条例につきましては、前段説明がありましたとおり、暴力団による不当な行為の防止に関す

る法律及び北海道暴力団の排除の推進に関する条例の施行に伴い、新たな条例の制定をするもの

でございます。制定要旨にもございますが、暴力団の排除に関する基本理念を掲げ、町の責務等

を明らかにするとともに、暴力団の排除に必要な条項を定め、暴力団の排除を推進し安全で安心

して暮らすことのできる地域社会の実現を目指し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを

目的とし制定するものでございます。 

 条例案につきましては、第１条から第１４条で記載のとおりです。主な内容ですが、第３条は、

暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことの基

本理念で定めております。第８条は、清里町内の公の施設の使用における措置。第１２条は、債

券回収、紛争の解決に際し暴力団の威力を利用することの措置となっております。清里町暴力団

の排除の推進に関する条例については以上でございます。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 議案の方の２ページ目になりますが、清里町母子保健法施行細則についてご説明を申し上げま

す。 

 先ほど課長からもありましたが、第２次地域主権一括法の施行に伴いまして、国の法律、母子

保健法の定めるもののうち、低体重児の届出事務、未熟児に対します養育医療の給付の事務が平

成２５年４月１日から市町村に移譲されます。養育医療は産まれてから１歳になるまでの重要な

期間におきまして、体重が２千グラム以下で、かつ、けいれんや消化器不全などの生活力の乏し

い新生児に対しまして行います診察、施術、投薬等の医療給付の受療でございます。現在は北海

道が各保健所を通じて対象となる新生児に給付を行っているところでございます。権限移譲に伴

いまして必要な規定を、清里町母子保健法施行細則としまして制定して施行していくことになり

ます。 

 内容につきましては、中段にあります案になります。主旨、６条の書類の経由ということで考

えておりますが、適宜追加してこれから上程という形になると思います。その他、必要に応じま

して要領等の規定を設けて、現在の国、北海道での制定の実施を行う考えでおります。 

 制度の概要としまして下段の方にございますが、養育医療の実施につきましての経費の内訳で

ございます。３番の給付費がございますが、全体給付費いわゆる給付を行った全体部分につきま

して、まずは各種保険制度、国保ですとか社会保険によりまして、新生児ですので８割がまず保

険からの給付になります。そして２割が新生児になりますと自己負担という位置づけになってお

りまして、この法律のルールでいきますと、残りの２０％の内ですが、徴収金としまして本人も

しくは扶養義務者、ご両親になるかと思いますが、その方の所得状況に応じまして徴収金を設定

いたします。その分は本人及び扶養義務者からいただくという設定になります。差し引きました

部分が、本町の公費負担となりますが、これにつきましては現行と同様ですが、国から５０％の

補助金、そして北海道から移譲されるので北海道が２５％を持つという形で、７５％が公費負担

のうち支援があるという状況になります。最終的に残りの２５％が町費負担となりますが、こち
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らにつきましては、事業の給付実績に応じまして交付税措置がなされるところでございます。最

後ですが、扶養義務者の納めます徴収金でございますが、現在もそうですが、本町の乳幼児医療

給付の対象となっております。ですから実質は、この医療給付につきましては無償という状況が

現在も続いておりまして、今後におきましてもその状況で進めてまいります。 

 現在のところ、この養育医療関係の実績が平成２３年度では１名、２２年度においては２名、

２１年度では０名という状況で、状況としては少ないですが、事務が下りてくるということでご

ざいます。 

 また、近郊の指定養育医療の医療機関は網走厚生病院、北見日赤病院でございます。道内には

他にもございますが、こちらが指定機関での医療給付という形での制度を進めていく形でござい

ます。 

 本年度、来年３月までに細則の最終選定を行いまして、４月施行に向けて準備を進めていると

ころでございます。また、これに関連します２５年度予算につきましては、新年度予算として計

上させていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。以上です。 

 

○町民課長 

 補足説明をさせていただきますが、両担当より条例等の内容の説明がございました。今後、３

月議会に向けまして、暴排条例につきましては３町、警察といろいろ協議をしながら進めてまい

りたいと考えております。また、第２次地域主権一括法の施行に伴いまして、清里町廃棄物の処

理及び清掃に関する条例並びに清里町一般廃棄物処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例等につきましても、３月議会にて提案させていただきたいと思いますので、よろし

くお願い申し上げます。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

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

いたします。３ページ目をご覧ください。これまでの認定状況について、一覧のとおり整理をし

ております。また４ページ、５ページにおきまして、これまでの完了事業について紹介しており

ますので、こちらもご覧いただければと思います。 

 第１回目の認定事業につきましては、江南の明日を考える会、江南地区夏祭り事業、神威老人

クラブ、神威老人憩いの家修繕事業でございます。なお、江南地区夏祭り事業につきましては、

既に実施済みでございますが、現在資料の整理中ということで団体から上がっておりませんので、

実績を空欄としております。 

 第２回目の事業としましては、清里町市街連合会、大人盆踊り大会、東京大学陸上運動部清里

町後援会、東京大学陸上運動部交流事業となっております。 

 続きまして、第３回認定事業につきましては、清里盛り上げ隊の昔ながらの青空市でございま

すが、認定額５万６千円に対しまして、実績額が６万４千円となっております。こちらにつきま

しては、事業費の増額があったからでございますが、事業費の変更額が申請時の３割以内であり

ましたので、認めているものでございます。 

 次に新たに認定のありました、第４回目の認定事業でございます。認定につきましては、１０

月１日付で行っておりまして、札弦地区自治会協議会からありました、地域文化創造事業でござ

います。こちらにつきましては、新設した札弦センター会館に伴いまして、施設の有効活用を図
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るとともに、多くの住民に利用してもらうため、開館記念イベントを開催するものでございます。

交付率につきましては、５分の４と決定されております。また認定額１７万６千円に対しまして、

実績額１万８千円となっておりますが、こちらは当日のチケットの売上収入が見込みよりも多く

なったことによるものです。 

 最後に第５回目の認定状況でございます。こちらにつきましては、清里町盛り上げ隊から申請

のありました、クリスマス事業及び雪まつり事業でございます。認定につきましては、１１月９

日付けでございます。いずれも昨年度からの継続事業でして、クリスマス事業はイルミネーショ

ン装飾をポケットパーク、レストハウス、役場前、パパスランド、緑の湯の５カ所におきまして、

１２月上旬～１月下旬を予定しております。また、サンタ宅配ということで、町内の家庭を中心

にクリスマスプレゼントを配布することとしております。雪まつり事業につきましては、１月末

開催予定の斜里岳雪合戦に合わせ開催するもので、雪で遊ぶことが少なくなった子供たちに、少

しでも雪で遊ぶことができる場所を提供することが目的でございまして、合わせて昨年度好評で

ありました雪合戦会場での温かい飲食物の提供を行いまして、少しでも雪合戦を盛り上げながら、

全体の来場者を増やすということを考えております。いずれの事業につきましても、交付率につ

きましては１０分の１０と決定されております。以上です。 

 

○町民課長 

 今のまちづくり地域活動推進事業について、ちょっとご説明をさせていただきますが、自治会

以外の認定状況につきましては、昨年度は３団体で４事業という内容でございました。今年度、

今のところ６団体の８事業ということで、少しずつでも地域のいろいろな活動に対して支援をす

るこの事業が、広まってきているのではないかと考えてございます。今後、来年３月までござい

ますのでいろんな団体等が使用できるように、ＰＲ等努めていきたいと思います。 

 それでは最後になりますが、地域担当職員制度について口頭ではありますが、取組み状況につ

いて、ご説明させていただきたいと思います。当制度につきましては、地域の住民と行政とが密

接な協働体制を図るために、平成１７年度より地域担当職員制度というものを導入してきている

ところでございます。しかしながら、制度導入から７年経過したということから、反省評価を踏

まえて制度のあり方、方向性について検討をしてきているところでございます。検討に対しまし

ては、地域担当職員の班長、副班長による町内の検討会議。それと自治会連合会役員との意見交

換等々を行ってきております。その中におきまして、反省評価といたしましては、自治会総会な

どの交流会等々に参加をしながら地域と職員間のつながりが増えてきたという評価もいただいて

おりますが、本来の地域の職員としての役割があまり反映されていないのではないかというよう

なご意見等々もお伺いしております。また地域課題は、最終的に担当課との協議ということにな

りまして、時間的なロスもある程度あったのではないかということも、反省評価として言われて

きています。また、各自治会の方から制度の必要性があまり感じられないような、そういうご意

見等々も伺っております。 

 今後、この反省評価を踏まえながら、今後、自治会長との意見交換を行いながら、地域課題解

決に向けて、地域と行政とのさらなる協働体制が図られるような、新たな取組みについて方向性

を出してまいりたいと考えてございます。今後、方向性が定まりましたら、随時委員会の方にご

報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございま

す。 
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○村島委員長 

 ただ今、町民課の方から①、②、③の説明を受けました。委員の方で質問があれば受けたいと

思います。 

 

○加藤委員 

 考え方の部分なのですが、交付金制度の内容で、非常に良いことだと思うのですが、今後実施

される清里盛り上げ隊で実施されるイルミネーション関係で、この事業自体は良いのですが、節

電７％の問題があるので、すること自体は私はＯＫだと思うし、交付決定も良いと思うのですが、

その時間設定だとかあるいはそれが今進められている節電の環境に合うようなアイディアなり、

方法、時間帯なども考慮していただきたいと、このように思います。 

 

○町民課長 

 今、加藤委員の方からご指摘のあった関係でございますが、今、盛り上げ隊の方で検討されて

いるのは、ＬＥＤ等々の消費の少ない物を活用するですとか、時間帯を設定しながら点滅をして

いくとか、そういう方向で今、検討していると聞いております。 

 

○勝又委員 

 地域の担当職員制度の説明があったのですが、地域の検討会議ということで、先ほどの話の中

で、当初の役割がきちっと発揮されていないと。そもそも役割がきちっと認識されていないよう

な部分があるのではないかと思うんですよね。担当員制度はどのように設置されて、どんな役目

でということがきちっと認識されないと、大いに利用してと言いながらも、なかなか地元の協力

体制と言うか、そういうものも取っていけない気がするんですよね。現に地域によって温度差が

あって、担当員って誰なんですかって自治会もあるし、担当員の協力を得てやっている自治会も

ある。そういうのも含めて、一度そういう部分では目的も含めて、きちっと地域に認識されるよ

うなことが必要だと思います。 

 

○町民課長 

 今の勝又委員からの関係でございますが、今までも地域担当者制度の役割等については、ある

程度は地域に下ろしながら、いろいろと協議をしてきているのが、今までの現状だと思います。

ただ、今お話があったとおり、各地域によっては自主的にいろんな地域活動をしている所もござ

いまして、地域担当職員自体があまり、その地域によっては活用されていないという現状もござ

います。 

 今後、この地域担当職員制度から新たな取組みということで、行政なりが地域に直接行きなが

ら、その地域の課題の解決に向けたいろいろな意見交換をしながら、新たな方向性を出していき

たいということで、検討会議、自治会長連合会の会長の役員会等々でも協議をしているところで

ございます。今、検討させていただいている中では、今、お話をしたとおり、行政の町長、担当

課の課長、職員等が地域に直接出向きまして、地域の課題等々の意見交換などをしながら、方向

性なりを出していく仕組み。そして、当然職員がいろいろな地域の課題を共有化しなければなら

ないということもありますので、その辺を役場の中にあるシステムを活用して、全職員が各地域
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の課題等々を認識できるものを作っていきたいと思っております。また、全町的な大きな課題に

つきましては、管理職をはじめとする企画会議、それから各グループリーダーの会議等々でいろ

いろ精査しながら、出た方向性については地域の方にフィードバックしていくような仕組みを、

今のところ方向性として考えてはどうかと、役員の方で議論をさせていただいているところでご

ざいます。新たな方向性が各自治会の会長とも意見交換をさせていただきたいと思っております

ので、新たな方向性が出た段階で、また委員会の方に報告させていただきたいと思っております

ので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 他、ありませんか。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 無ければ、これで終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは続きまして、建設課。①札弦クリーンセンターの概要と運営状況について、６ページ

～７ページについて説明願います。 

 

○建設課長 

 札弦クリーンセンターの概要と運営状況について、報告・ご協議申し上げます。本件につきま

しては、本年の１月３１日開催の第１回の常任委員会で、ちょうど１０年間を経過した中、東日

本大震災に伴う、山形コンポストの調整剤の関係のセシウム問題等もありましたし、そういった

経過の中で、全般的な運営の内容等の課題をかなり抱えた中で、常任委員会でご報告を申し上げ

るとともに、今後についてさらに年度内において検討していたいといたお話を申し上げたところ

でございます。それぞれ各委員の方から、特に経過等を含めた中から今後の方向性について、検

討した経過について、逐次所管の委員会の方に報告、協議するようにとのお話をいただいてござ

いますし、併せて２月２２日には、汚泥のコンポストの関係の販売停止に係る減額補正の提案に

ついても、常任委員会でも同様のご意見をいただいておりますので、今般、２４年度でご意見を

賜る中、調整をしながら札弦のクリーンセンターの運営を行ってまいりますので、その経過内容、

さらには改善方策等について、報告をさせていただくように考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

 具体的な内容につきましては、お手元の議案の資料に基づき、担当主幹より説明申し上げます。 

 

○上下水道・公住Ｇ主幹 

 私の方から、ご説明を申し上げます。資料で６ページ、７ページになります。 

 まず項目だけでご説明申し上げますが、１点目については施設の概要。２点目は管理の運営経

費、過去５年間。３点目は施設機能の改善対策経過。４点目は過去４年間の発生汚泥と処理実績

という形で整理をしております。５点目の現在の運営と対策状況については、平成２４年度の運

営状況。次の７ページの６点目の今後の運営、これについては今後の運営方法についてになりま

す。それでは１項目ずつご説明させていただきます。６ページにお戻りください。 
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 １つ目の施設概要につきましては、永続的に発生する汚泥の迅速かつ安定的に処理し還元する

施設として、平成１５年２月、約５億円の事業費をかけて、財源内訳といたしましては、補助金

２分の１、その他記載の借受けなどを受けまして建設しております。処理計画といたしましては、

札弦・清里で出る生汚泥の全量処理で、年間５４０トン。なお、生産コンポストにつきましては、

コンテナ型の１次発酵、２次発酵を経て年間４６トン。１年間５６週のうち４３週稼働で、この

施設が出来上がっております。なお、生産されました肥料につきましては、清里コンポストとし

て登録を受け、町民の方々に還元してきた経過にあります。 

 ２点目の管理運営経費の実績、過去５年間でありますが、２４年度は予算ベースで計上させて

いただいております。コンポストについては２０年度が２８７万円、２１年度が３２６万９千円、

２４年度が３００万円の予算計上ということで、コンポスト施設につきましては、１年間で概ね

３００万程度、運営経費に計上しているという状態になっております。 

 ３点目の施設機能の改善対策の経過でありますが、平成１５年稼働当初から発酵不良と返送比

不良という形の中で、プラント建設業者からの稼働不具合に伴う技術提供を受けながら、現在ま

で稼働しております。なお、これに係る経費につきましては、プラントの建設事業者負担という

形で稼働しております。１つ目、計画汚泥量処理をできない主な原因ですが、①②にありますと

おり、原料汚泥の水分調整。清里・札弦の生汚泥の部分で８０％以下の水分量が望ましいのです

が、８５％が限界と。また２次ヤードについても、その水分調整にも原因がありますが、２次ヤ

ード自体の容積が不足している。こういったところで、計画汚泥量を処理できない。これに伴っ

て、発酵不良対策といたしまして、プラント建設業者から技術者の派遣を受けるとともに、水分

調整剤と発酵促進剤の使用によって稼働をしたと。（３）返送比対策として、そこにある施設、

混合機、造粒機の調整、またブロワーヒーター、給気風量アップなどの２次ヤードの改善を行い

ながら、稼働を続けてきたという実績にあります。 

 ４点目の発生汚泥と処理実績でありますが、これについては、過去４年間の部分を掲載してお

ります。平成２１年度におきましては、清里・札弦それぞれの施設から出た発生汚泥量の合計が

２０５．１８トン。２２年度は１７６．１トン、２３年度が１６６．９７トン、２４年度は１０

月末で７８．２９トン。これが、生汚泥の発生量でございます。このコンポストの稼働期間は、

平成１５年に稼働を始めまして、平成２２年度までは１年間を通した稼働となっております。２

３年度は、先ほど建設課長の説明がございましたが、水分調整剤の入手が困難という中で、１２

月一杯を持って稼働を中止しております。２４年度におきましては、さらに良質のコンポストを

製造するということに主眼を置きながら、４月から１０月一杯までという期間を区切って稼働を

してきている実績になっております。なお、この施設で処理されている処理汚泥量は下にありま

すとおり、２１年度１４５．４５トンに対して、生産されたコンポストが２．６２トン。２２年

度は１４０．４３トン処理し、２．４トンを生産している。この生産コンポストは町民還元用と

いう形の中で、８キロ入りの袋で２２年度は３００体出荷しております。２３年度、２４年度に

ついては全量をこの施設内で使用しており、生産コンポストは出荷しておりません。 

 ５点目、現在の運営と対策状況でありますが、説明が重複しますが、昨年の福島第１発電所の

事故、放射性セシウムにより、水分調整剤の入手が困難になった。このため、良質なコンポスト

製造に主眼を置き、最低限の施設機能の維持と受入処理量を縮小する中で、運転稼働を継続して

きております。（１）２３年度に生産された生産コンポストは町民還元はしないで、水分調整剤

として施設内で全量使っていきます。（２）１回当たりの処理汚泥量について、今までは１週間



 

- 9 - 

で３．２トンで進めておりましたが、平成２４年度は２．５トンで、１回当たりの処理量を減ら

しながら運転をしたと。また、処理できない汚泥については、随時農地還元を図ってきておりま

す。（３）稼働期間を４月から１０月までとし、冬期間は２次ヤードでの温度管理を行う。こう

いったようなところで、２４年度進めております。この結果一番下のマスにありますが、生産さ

れたコンポストの含水率２６％であり、非常に良質のものが生産されております。また、一番最

後にありますが、４月当初この施設にあったコンポスト５０トンが、１０月末で５５トンという

ことで、７ヶ月間で生産コンポスト５トンを生産することができ、１回当たりの処理量を減らし

たわけなのですが、非常に条件が良くなって良質のものができ上がっているという状況になって

おります。 

 続きまして７ページをご覧ください。今後の運営についてでありますが、３点に分けて掲載を

させていただいております。（１）計画量を処理するためには施設機能の改善が必要であり、多

額の投資的経費と維持管理費を要し、現実的に不可能なため、費用対効果と実態的・合理的運営

の観点から、現在、講じている次の対策を継続してまいる。①処理汚泥量のコントロール。②農

地還元の併用及び冬期稼働の中止。（２）稼働１０年を経過し、機械設備の老朽化による更新が

必要であるが、必要最低限の施設修繕及びメンテナンスにより延命化と機能の維持を図る。（３）

一定期間の経過から、プラント建設業者から技術提供の目途をつけたい意向が示されているが、

当面の間、継続した技術提供を求めていく。こういったようなところで、今後も札弦クリーンセ

ンター運営を継続してまいりたいと考えているところです。 

 以上、簡単ではありますが説明とさせていただきます。 

 

○建設課長 

 ただ今、担当主幹よりお手元の議案に基づいて詳細に説明を申し上げましたが、ポイントが２

つありまして、１つは現在の札弦クリーンセンターの運営については、フル稼働ではなくして、

冬期間等のマイナス気温の環境の中で、汚泥を処理してコンポストを作るのは非常に多額の経費

もかかりますし、さらに機械に対しても非常に負荷もかかってくるので、最小の経費で合理的な

手法で行っていきたいという考えでございます。当町におきましては幸い、直接的な汚泥につい

ても、さらにはコンポストについても、２つの機能免許を持ってございますので、受入農家等が

ある場合については、冬期間等を中心とした余剰汚泥については、直接的なそういった特定肥料

の許可の基、農地還元を行っていくという考え方で進めていきたいと考えているところでござい

ます。さらに併せまして、並行しながら３町の終末処理がここ数年検討されていたわけでござい

ますが、既に３町の組合議会等において、３町の継続的な質の管理を行っていくといった方向が

示されておりまして、一時、ミックス事業という形の中で、生のし尿と下水道を一体的に処理す

るといった改造がございましたが、現実的に今言った経過の中でなくなりましたので、現在ある

施設等において一番合理的な手法、こういったものを求めていきたい。こういった考え方に立っ

て、２３年度末から今年度にかけて試験的な操業を行った結果、現在においては良好な運営が、

ある一定の枠の中で図られているといった結果が見えてまいりましたので、当面においては、こ

のような方向の中で運営をさせていただきたい、かように考えておりますので、ご理解を賜りた

いと思います。以上でございます。 

 

○村島委員長 
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 ただ今、建設課の方から札弦クリーンセンターの概要と運営状況について説明がございました

が、何かございませんか。 

 

○前中委員 

 クリーンセンターにおける管理運営経費について、若干質問したいと思います。平成２０年度

から平成２４年度にかけて、コンポスト施設、そして札弦処理施設のコストが提示されているの

ですが、処理量が単純に、仮に発生汚泥が平成２１年度であれば２００トン、それが２４年度に

なれば７８．２トン。ここで約６割減少して、要するに物的には減少しているけども、管理コス

トはそれほど顕著な減少額にはなっていない。あるいは、年度によっては上がっていると。そこ

には、水分調整剤の購入あるいは価格の高騰等々もありますが、根本的にその中身について、管

理運営費の中で一番占めるコストは何ですか。その辺、詳しくお願いします。 

 

○建設課長 

 まず、管理経費の年度区分ですが、２３年度が平均年よりも約８０万から１００万多いのは、

これは機械設備の修繕関係、こういったものを施したことによって、臨時費的なものがあったと

ご理解いただきたいと思います。 

 ２点目の経常的な運営管理の主体的なものは、ご存じのとおり、コンポストの光熱水費で、こ

れについてはほとんどランニングコストとして年度間の変動は無く、約２００万程度がそこにか

かっている。そういったことで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 光熱費というのは、ブローイングする時の電気と捉えればよろしいんですよね。それで今、単

純に一番この処理施設の中で基本となるのは、受け入れる汚泥の水分だと思うんですよね。それ

に大変苦慮されていて、今の現状では福島の関係で汚泥の水分調整剤が調達できないという現状

があるんですが。僕も仕事柄、家畜糞尿の発酵に対して何が一番大切かというと、受入水分量な

んです。やはり７０％ぐらいが一番、嫌気性発酵が良い原料だと思うので、そこら辺をまず考え

るのであれば、空気のブローイングの他に、攪拌という工程も多分考えられると思うのですが、

今の現状ではその攪拌も現実ではなされていますよね。その時に、どういう水分調整剤を、もし

原料の肥料基準として今、２種の肥料免許を受けているという話が出たのですが、有機的な物で

あれば何ら問題ないのか、あるいは科学的なその水分調整剤でなければ駄目なのか。その辺、ち

ょっと確認したいのですが。 

 

○建設課長 

 当町におきましては、農業集落排水事業の中で、水銀とかそういった工場汚染水が一切入って

いない形になりますので、当然、全て有機質という前提に立っておりますので、その中で生汚泥

については、肥料検査を受けながら認可を受けているといった経過がございます。それと２つ目

のコンポスト。現在、札弦センターで行っている物につきましても、基本的には有機材を主体と

したものを使っている。従来の過去におきましても、札幌コンポスト、札幌市の下水道で処理さ

れて許可を得た物を水分調整剤ですとか、また違った物で脱水剤という形で使っておりますが、

基本的にはそういった有機性のものを主体として今はやっている。あとはそれぞれ、その段階に
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おいて製品そのものについて、農水省、厚労省の検査を受けた中において処理されるという形に

なります。ただ、現実的な話として、先ほど担当主幹からお話申し上げたとおり、含水率の関係

については、当然、返送関係の中での攪拌、さらには１次ヤード、２次ヤードから出した時の切

り返し、こういったものを合わせて行ってまいりましたが、現実的に最初の段階で含水率も、プ

レスですとか、そういうものを行って、当然ラインに入れているわけなのですが、非常に高くて

なかなかそれを落とすとなると、今お話申し上げたとおり、加熱の関係、ブロアーの関係、調整

剤の関係、脱水剤の関係と、非常に経費的な部分がかかってきますので、一番現段階での中にお

いて、２３年度末から２４年度にかけて試験的にかなり量を落としながら、しかも調整コンポス

トを入れないという中で、自前の製品を入れて調整を行ってきた。その結果において、かなり良

質なコンポストの水分調整が可能になってきたので、ある一定のランニングコストについてもコ

ントロールできるであろうという、一定の見通しにおいて今回、報告・提案をさせていただいて

いると、このようにご理解を賜りたいと思います。 

 

○前中委員 

 今の課長の説明が今後に向けての取り組みで、その汚泥処理量のコントロールという意味で、

かなり減らして、それに伴ってかなりの表面積が伸びると言うか、多分薄く広くという論点だと

思いますが、それに対してブローイングした中で、かなりの水分が蒸発するという形で処理をす

るという兼ね合いだと思います。確かにそれも一つの方法だと思うのですが、もう一つ考えても

いいのは、水分負荷物質をもう少し、地元の生ゴミではなくて、仮にシュレッターされた紙を利

用するだとか、そういうものを水分調整剤で利用したらどうなのか。これは家畜の世界ではもう

あり得る話なのですが、シュレッターが２０キロぐらいに固まった物が現実にあります。そうい

う部分で、それを汚泥と一緒に絡めながらミキシングして、ブローイングする。そうしたことに

よって、原材料の水分量が８５％あるのが７０％に置き換わるかもしれません。確かにその辺は

可能性として考えられるので、その辺もちょっと考慮できるのであれば考慮していただきたいと

思います。 

 そうすることによって、ブローイングのランニングコスト、要するに電気的なものも多少抑え

ながら、逆にミキシングの工程は、どういうミキシングかはっきりしたことは言えませんが、あ

る程度のミキシングの攪拌状況は良くなるかもしれない。今のでやると、量は少ないわけですか

ら、ミキシングは結構大雑把なミキシングになる可能性があるので。ちょっとその辺、検討でき

るのであれば検討していただきたい。 

 

○建設課長 

 前中委員から水分調整剤の関係で、紙または木材由来については、各地でペーパー、さらには

チップのもっと細かく切ったやつだとかでやっているなど、いろんな手法があると承っておりま

す。当町におきましても、過去１０年間において、そういった水分調整の関係で何回か今お話が

あった手法も取り入れながら、試験してきた経過があります。ただ、全体のラインがそういった

形を前提して造っていないという中で、１つは水分調整に返送汚泥の関係がダマになって出てく

るだとか、そういった水分とラインの機能といったものが当然違って来るわけで、そういったも

のをやることによって、さらにラインを改造しなければならなくなり、逆にイニシャルコスト的

にまた改造を前提としなければならないという経過もございまして、現在の形の中に落ち着いて
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きた経過がございます。それをまずご理解いただきたいと思います。 

 また、ご意見をいただいたことについて、当面はこういった方向で行ってまいりますが、当然、

実質的な部分については、さらに検討を加えていくことについては、やぶさかではございません

ので、どういった手法がさらにより良い方向の中で動いていくのか、試験的なものを含めながら、

頭に入れながら動いていきたいと思います。ただ、方向性としては、コストを抑え込む中で、一

定のコストの範囲に抑え込むという中において、ある程度稼働して機械にも負荷のかかっていな

い、ラインにも負荷がかかっていないという状況もございますので、当面については先ほどご報

告、ご協議申し上げた方向性という形で、ご理解を賜れれば大変ありがたいと考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

 

○勝又委員 

 今の水分が多くてという話なのですが、３番目のこの計画の汚泥量の処理できない原因ですが、

実際にこのことをプラントを設置した時に、設置業者は当然、そういうような認識がありながら

設置をしたのでないかなと思いますが、そこにきて８０％以下が望ましいが、８５％だと。当然、

水分が多ければというのはわかりますが、当初の計画から大きく水分量がかけ離れたものだった

のか、そこら辺もちょっと聞きたいのですが。 

 それと最後に、今後の運営の中で（３）にプラント業者が技術提供の目途を付けたい意向があ

ると。実際に十分な形で稼働したのか、最初のスタートの時点から問題があった部分も含めて、

業者からは技術の提供の目途を付けたいと言われているみたいですが、どうなのでしょうかね。

建設の設計の段階でちょっと無理があったように見受けられて、１０年ぐらい経っているので、

そろそろやめにしたいというようなことを言われているのは、これどうなんですかね。どっち側

に責任があるのかなと。 

 また、脱水して８０％に落とすってなると、今なら脱水機とかあるんじゃないかと。実際にう

ちらも見ましたが、風で仰いで自然に水分が抜けるのを待つような原始的な方法を取っているよ

うにしか見受けられない。それにさらに水分調整剤が入手困難になったら、なかなか稼働が難し

くなると言いますが、今の時代なら、もう少し改善できる余地があるんじゃないかな。その部分

も含めてお伺いしたい。 

 

○建設課長 

 まず、設計段階の設計図と実際に施工された部分において、含水率が５％内外の大きな差が出

ている。それがその後の技術的支援においても改善されていないという状況ですが、やっぱりそ

のプラントそのものの持つ機能というものが保障値に達していないというのが、どちらの責任か

となりますと、当然、一定程度、現在のプラントメーカーが技術的支援を行わざるを得ないとい

うことは、何らかの問題点についてはプラントメーカー側に認識していると捉えますし、前々回

の委員会でお話したとおり、我々町としても当然、完了検査等を行っているわけですから、その

中で調整運転しているのですが、そういったことについても、我々にも責任があると十分認識し

ないといけない。現実にある施設でございますので、その点しっかりとある一定の年限の中にお

いて、稼働させていくという責任もございますので、そういったプラントメーカーの協力を得る

中において、最大限の最小の経費によって、ある一定のプランニングを行っていくことが現実的

対応と、このように担当としては理解をしているところでございます。この１０年間におけるい
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ろいろな経過について、前々回の当委員会において、正確な形の中で委員会に付されていない部

分については、大変申し訳ないとお話もさせていただいているところでございますが、実態的な

対応を今後、十分諮ってまいりたいと考えております。 

 それから、２点目のプラントメーカーから一定の目途をつけたいという部分でございますが、

これはプラントメーカーの社内的な部分で、一般的に民法における契約で１０年間の保証期間と

いう形になります。但し、当町においては、実態的に当初の段階から設計時の保証機能を発揮し

ていない現況において、継続的なそういった技術的支援というのは当然、相手側にあるという認

識に立ってございますので、当面の間については、こういった施設を運営していく上では、技術

的指導が欠かせないものと現実的に受け止めておりますので、継続的な要請で行ってまいりたい

と考えておりますので、この点についても併せてご理解を賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

 課長の立場からはその説明しかできないのかもしれませんが、技術提供の部分については、現

実、中身はどういう状態のものを受けているのか。人的な部分なのか、機械的な設備の部分なの

か。ランニングコストの部分の電気代とかは関係ないかと思いますが、その辺について、具体的

にどういう環境にあるのか。今後はどのようにしていくのか。 

 

○建設課長 

 まず、技術的提供の具体的内容でございますが、昨年までは先ほど資料の中でご説明申し上げ

たとおり、稼働は年４３週、週に１回の形になってございますので、その時に人的派遣で常時２

名の職員が派遣され、そこでコンポストの一連の作業、こういったところに携わっているという

形になってございます。さらにプラスアルファとして技術的問題につきましては、脱水の関係で

すとか、プレスですとか、攪拌ですとか、ブロアーの温度調整ですとか、そういったものをここ

１０年間、毎年毎年やってきてございますが、当然、専門的な技術的なものについても、そうい

った改善策をメーカーに講じてもらう。そういった形の中で、事務的な派遣と技術的な面の両面

で取り組みを行っているとご理解をいただきたいと存じます。また、人的な部分等については、

プラントのそういった技術的改善に対する部分でのアドバイスだとか、助言だとかについては、

全額プランターメーカー負担で行ってまいっております。 

 

○加藤委員 

 それで現実として駄目だったと。メーカーとしても反省の面があったから、今日まで技術提供

があったと。今後、基本的にこの施設を運営していく環境の中で、運営していける最大限の方法、

最良の方法が処理量の減で、そしてコストのかからない時期の運用でいきたいと。だとしたら、

その時期における施設としてベターな方法を、これは設備をしたプラント会社にもう一度、そう

いう環境を運営する中での設備の方法の具体的な案と、これにかかる経費についてのある程度の

分担をしていただいて処理していかないと。これが永遠と今後の運営方法の中に書かれている３

番の、当面の間、技術提供を求めていく。でも、一般的に１０年を経過するとこれは非常に難し

いですよとなった時、いつ切れるかもわからない。この今まで１００％操業しよう、稼動させよ

うと思ったことを、その３分の１ぐらいまで縮小して、そして結果としてゼロではなく、施設と

して運用もしていきたいという環境の中で、それに見合った設備の変更なり、あるいは内容とい
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うものをきちっとここで整理しないと、ずっと永遠にいければ良いですが、その辺を含めた中で

処理をある程度していかないと、結果的にその脱水の関係などいろんなことを言っておりますが、

それをするには莫大なコストがかかってくると思うのです。だから、やっぱり結果的には、内容

はわかりますが、コストを抑えながら実態に合った環境の中で、いつまで運用する予定をしてい

るのか。あるいは、現時点で製造プラントから技術的な提供を受けていると言いながら、それで

は１００％稼働は諦めましょうと。３０％の稼働でいくとしたら、どういう施設と環境が良いの

か。この実態の中でどこを改善すべきなのか。これについても、応分の負担をするのか。いろん

な部分について、再度最終的な協議をする予定があるのかどうか、その辺を含めて。言っている

意味はわかりますが、基本的に一番最初に書いてある運転当初からの設備に対して不備があった

と、ここがあるわけですから。だけど、何とか１０年間やってきたけども、今後進めていくにあ

たって改善してスタートするという時に、プラントメーカーの責任というのは、ものすごく大き

いし、町としてもどう考えていくのか。ここで稼働していくのであれば、稼働していけるような

環境をもう一度、この部分の見直しと言いますか、考え方、捉え方をどのようにしていこうとし

ているのか。 

 

○建設課長 

 現実的な実態的なお話を申し上げますと、１０年前に遡及してそういったことを相手に求める

のは非常に困難だと。これは法律的に困難な部分でございますので、従いまして、実態的な対応

として、今ある環境において最低限の経費で良い物を、ある程度コントロールしながら継続的な

協力をもらいながら、その範疇における責任を相手にも負っていただく。これが一番現実的な対

応じゃないかと町としては考えてございます。当然、機械ですから未来永劫ではございませんの

で、当然、プラントについては減価償却的な部分で補助事業等で１０年で、建物についてはもっ

と長くて、鉄骨構造ですからかなり長いそういった形になろうかと思いますので、その辺につい

ては先ほどから申し上げております補助事業の性格がございますので、その辺の制度運用、補助

金の適正化法ですとか、起債にまつわるいろんな法律的な縛りもございますので、そこで町とし

ては実態として、一番負担が生じないような形を前提として、この施設の運用を図っていくのが、

やっぱり現実対応であると、現段階では担当課長としては認識してございますので、その点につ

いても十分ご理解を賜りたいと、かように考えてございます。 

 

○田中委員 

 この施設も１０年間経過して、今まで本当に良い施設だともあまり聞いたことがないので、今

後、こういう形態で、ここに技術提供だとか書かれていますが、こういう形の中で、あくまでも

改善しながら、町民還元用の袋詰めの有機肥料を作っていくのか、それとも、ここの６番にある

ように農地還元用なのか。農地還元用になれば袋詰めでなくても、大まかな切り返し作業か何か

の形の中で処理していく。そこら辺、今後どう考えているのか。今の時点では袋詰めということ

なのでしょうが、そこら辺は今後、十分に検討していかないと、１０年経っても完璧に作業がで

きないわけですから。１０年間建設業者の指導を受けながらやってきて、完璧な施設ではないと

私は思っているのですが。そういった中で、簡単な切り返し作業で、そういう農地還元の方法。

正直言って、６番の農地還元も併用していくと言うのは、ただ撒くということだと思いますが、

それじゃちょっとうまくない話なので、そこら辺も十分に検討する余地があると思うんですよね。
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あの施設にこだわって、袋詰めだとかできれば一番良いですが。そこら辺はどうですか。 

 

○建設課長 

 当面については併用という形で、ある一定の部分で、逆に言えば１０年経過したことによって、

今言ったような計画、もう一回切り返しをやっていくとすれば、多額の投資的費用が生じること

になりますので、それは非現実的な話ですので、今、田中委員からもお話があったとおり、実態

的対応の中で、当面は現在のライン、機械が動く範疇においては今言ったような併用の方向でい

く。それが大きな故障があったり、使用に堪えないというような状況になった場合には、一つの

方向に切替えていくことも念頭に置いた、実態的対応になってこうようかと思います。但し、前

段で申し上げたとおり、補助事業、起債事業の縛りがありますので、その辺のことも町の負担に

ならないような実態的な対応が必要となってきますので、目的外使用や廃止となりますと、当然、

補助金の返還や起債の一括償還という問題も生じますので、そういった財政負担が生じないよう

な形の中で、実態的な対応といったものを行っていくのが、一番の今の現段階での対策ではない

かと、このように事務当局では考えておりますので、その点についても併せてご理解を賜りたい、

かように考えてございます。 

 

○澤田副委員長 

 認識不足なんですけども、補助事業の年数と、起債はあと何年ありますか。 

 

○建設課長 

 補助事業の関係で申し上げますと、先ほど申し上げたとおり、プラント・機械類は１０年とい

う縛りでございます。それから、機械については先ほど申し上げたとおり、対応年数がきている

と。但し、建物については鉄骨構造で３８年というのが、一応補助事業上の縛りになってござい

ます。 

 それから起債の関係でございますが、最終年度が現在借りている分については、平成４５年度

まで償還が元利含めて残ってございます。現時点において、残債を元金と利子を合わせると、約

２億円程度の残という状況になりますので、当然そういった補助金等や起債の関係といったもの

が、町の負担が生じないような形の実態的な対応ということで、先ほど申し上げたとおりでござ

いますので、その点についてもご理解を賜りたいと考えてございます。 

 

○澤田副委員長 

 先ほど田中委員が言ったように、機械の延命措置を図るためには、農地還元を最大限にして、

機械の負担をなるべく少なくして、延命措置を図っていくということがベターで、建物の償却ま

でといったら３０何年になるわけですが、機械の更新は無理な現状なんですね。 

 

○建設課長 

 全体的な考えとしては、今の澤田副委員長が言ったとおりで、多大な投資を現在の施設に機械

関係でしていくのは、事務当局としては非常に難しいだろうと。先ほど来、新たな方法というこ

とでのアドバイスもいただいておりますので、そういった形が、機械がある一定程度の償却年数

に達しましたら、そういった中の経過を見た中において、ここ数年は併用していきますが、そう
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いった機械等の大きな故障が生じたり、対応ができなくなった段階においては、建物そのものを

活かしながら違った手法を模索していくということが一番現実的だし、その中においてランニン

グコストも抑えていく。それに加えて、田中委員からあったとおり、高い含水じゃなくて、ある

程度抑えた含水率の良質な肥料というものを、当地の農地の実態に合ったような形において還元

していく手法も取れると思います。ただ、この部分については今年、来年すぐという形でござい

ませんので、ここ数年は今の並行した形の中で行って、その見切りを次の段階において、数年後

に行い、そこで実態的な当地に合った対応を行っていく。これが一番の選択肢ではないかと今、

事務段階では検討しておりますので、その点についても、併せてご理解を賜りたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。それでは、終わります。ご苦労様でした。 

 ここで、１０分休憩いたします。 

                               休憩 午前１０時４０分～ 

                                  午前１０時５０分 

○村島委員長 

 それでは引き続きまして、産業課より①から⑦まで、④の口頭説明がございますけども、順次

説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは、パパスランド施設外構整備計画（案）についてご説明いたします。８ページ目をお

開き願います。 

 現在委託しております、パパスランド施設外構調査設計業務につきまして、設計図面の案が業

者より提出されましたので、ご報告をしたいと思います。駐車場につきましては、既存施設の駐

車台数が一般乗用車分が４８台、大型２台、障害者１台の合計５１台から、計画案では一般乗用

車１００台、大型バス５台、障害者用駐車場２台の合計１０７台になる図面となっております。

駐車場の左側下段にあります公衆トイレにつきましては、既存のままとなっております。公衆ト

イレの下には、今後、電気自動車の普及が進んだ場合に急速充電器等を整備設置も考えられます

ので、今回の整備工事では設置いたしませんが、この場所を確保してまいりたいと考えておりま

す。公衆トイレの上には、ドッグランを整備し、飼い犬と旅行し来場される犬の遊び場を整備い

たします。図面左上には、既存施設でありましたバーベキュー小屋をこちらの方に移設いたしま

す。新設するパパスランド入口手前となりますので、左上の方へ移設を考えております。バーベ

キュー小屋の下に中段ぐらいに小屋・窯と記載してございますが、既存施設で使用しておりまし

た物で、外構工事の支障となりますので保管場所として示しているものですので、ご理解をお願

いしたいと思います。既存施設と新設施設間の通路、中段付近に５つの白抜きがありますが、こ

れにつきましては、来場者の休憩場所及び今後イベント等で使用するバーゴラを設置するもので

ございます。以上で説明を終わります。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 続きまして、パパスランド活動室改修計画（案）について、ご説明申し上げます。９ページを

お開きください。 
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 ９ページにつきましては、お手元の資料向かって左手が改修前の施設図面、右手が改修計画案

となっております。９ページの部分につきましては、改修後の施設位置を確認していただくため

に添付をさせていただいております。現状の受水槽室を機械室、現状の事務室を倉庫として改修

活用する計画となっております。また、現在の生産活動室２及び３に配置されております、前室

３及び４を撤去し、生産活動室３を配置替えすることにより、活動スペースを確保することとし

ています。１０ページをお開きいただきたいと思います。改修後の方で説明をさせていただきま

す。図面の右手をご覧いただきたいと思います。現在の受水槽室を機械室に改装し、ボイラー等

を設置するものでございます。次に図面の左下でございますが、こちらにつきましては事務室を

改造し、倉庫に改修するものでございます。現在のカウンター、間仕切りを撤去し、壁を新設す

るものでございます。続きまして、その右手の生産活動室１の手工芸室でありますが、四角と円

で表示してありますのが、コンロ台と染色用の鍋でございます。こちらは現在も設置をされてい

るものでございまして、こちらで染色いたします染色資材を吊り上げて移動可能とするためのレ

ールの新設を予定してございまして、そのレールについて、点線にて表示をさせていただいてお

ります。また、暖房用としてＦＦ暖房器を新設するものでございます。続きまして、１１ページ

をご覧ください。図面上にあります、生産活動室２の陶芸室でありますが、窓側に轆轤６台を配

置し轆轤の袖に棚を設置するものでございます。また、壁の棚及び電気窯の棚板用の棚を新設を

するものでございます。またＦＦ暖房器も設置する予定でございます。続きまして、生産活動室

３の産物加工室でありますが、前室３及び４を撤去し活動室面積を拡大するとともに、前室に続

けて休憩室を設置するものです。休憩室は給湯用のミニキッチンとコンロ及びＦＦ暖房並びに荷

物入れ用のロッカーを設置する予定です。また活動室の方でございますが、従来壁に配置してお

りましたシンクと併せてガスコンロ及び作業台を中央に配置し、作業動線を確保する配置となっ

ております。また、従来シンクのありました壁側に食器戸棚を新設するとともに、暖房用のＦＦ

暖房器を設置をします。なお、従来より利用のある餡、味噌、豆腐及びソーセージ用の機材配置

については、利用団体等との検討を含めて今後変更を検討中でありますので、その点ご理解を賜

りたいと思います。以上、説明を終わります。 

 

○産業課長 

 ３点目の、パパスランド改修事業スケジュールにつきまして、１２ページでご説明しますので、

お開き願います。パパスランドの改修事業は、平成２４年、２５年の２カ年計画で建設を進めて

おりますが、パパスランド本体につきましては、平成２５年３月上旬に工事が完了し、備品等の

納品を完了しまして４月上旬にオープンする予定となっております。既存施設のレストラン、売

店、お風呂、加工室は３月末まで営業します。続きまして、既存温泉施設の解体につきましては、

オープン後４月中旬から実施し、５月下旬に解体が終了するものでございます。加工室は改修工

事に伴い、４月１日～１０月末まで休館といたします。改修工事につきましては、５月上旬に着

工し、１０月末に完成する見込みで、１１月上旬にオープンする見込みとなっております。外構

工事につきましては、５月中旬に着工し、完成は１２月下旬を予定しており、全てのパパスラン

ド改修事業が１２月下旬をもって完了する見込みとなっております。 

続きまして、４番目のパパスランド指定管理者応募状況につきまして、口頭で説明させていた

だきます。９月４日開催の産業福祉常任委員会に報告し、１０月１日～１１月９日までの間で公

募を行った結果、平成２４年度において業務管理委託者でございました、有限会社パパス札弦か
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ら応募がございました。応募件数は全てで１件となっております。今後におきましては、指定管

理者選定委員会において、書類審査並びに応募業者からの聞き取り調査などを行い、選定結果に

ついて次期委員会に報告してまいります。なお、１２月定例町議会に指定議案を提案してまいり

ますので、よろしくご審議をお願いします。 

 続きまして５番目の、農山村景観・自然環境保全施設の指定管理者の選定について１３ぺージ

と１４ページをお開き願います。農山村景観・自然環境保全施設、斜里岳山小屋でございます。

指定管理につきましては、平成１９年度より特定非営利活動法人きよさと観光協会に管理をして

まいりましたが、平成２５年３月３１日をもって３年間の指定管理期間が終了することから、指

定管理者の募集並びに決定のスケジュールを報告するものでございます。１１月下旬に開催する

本日の本委員会に、指定管理者の選定については、清里町の公の施設に係る指定管理者の選定に

関する条例第５条第１項で、町長は公募によらないで指定管理者を選定することができる規定に

基づきまして、公募によらない指定管理者として、過去６年間指定管理者として指定管理者の業

務を適切に管理運営していただいております、特定非営利活動法人きよさと観光協会を指定管理

者として選定してまいりたいという考え方でございます。今後のスケジュールといたしましては、

１２月上旬に指定申請書の受付、新しい年に入りまして１月中旬に選定委員会の開催し、２月上

旬に議会所管委員会への選定結果の報告、３月中旬に議会への指定管理者へ指定議案の提出また

関連予算の計上いたしまして、告示などの業務を行いながら基本協定締結となっております。４

月１日から指定管理業務が開始するものでございます。２の指定管理業務の内容については、記

載のとおりでございまして、３の指定期間につきましては２５年４月１日から３年間とするもの

でございます。次に１４ページについて、ご説明いたします。農山村景観・自然環境保全施設の

過去３年間の実績に基づく平成２５年度の予算でございますが、利用者数の宿泊数につきまして

は、２２年、２３年、２４年の実績の過去３年間の平均では、宿泊数で５９３名、車中宿泊数１

６４名、登山者５,２５２名となっております。収支状況では、収入につきましては、宿泊料、駐

車場料、寝具料、協力金、管理委託料を含めまして過去３年間の平均では３２０万２,７０４円と

なっております。次に支出につきましては、社会保険料、賃金、需用費、手数料、委託料、事業

費などで総額３２５万４,３０４円で、過去３年間の平均では収入支出の差引額がマイナス５万１,

６００円となっているところでございます。これらの実績を踏まえまして２５年度の予算といた

しまして、利用者数につきましてはほぼ３年間の平均でございます宿泊者６００人、車中宿泊者

数１５０人、登山者で５千人ということを見込みまして、収入につきましては宿泊料、駐車料金、

寝具料、協力金、管理委託料についてはこの時点ではゼロといたしまして、収入見込額を１６０

万円と見込んでおります。また、支出につきましてもここ３年間の金額を推計しまして、支出総

額３１９万円といたしまして、収入から差し引きました１５９万円を指定管理委託料の基準、上

限額として申請の受付をしてまいりたいと考えているところでございます。以上で、私の説明を

終わります。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは６番、清里町店舗出店等支援交付金事業についてご説明を申し上げます。１５ページ

目をお開き願います。店舗出店事業につきましては、３件・９００万円を当初予算で計上いたし

まして事業を進めているところであり、８月１０日開催の常任委員会で１件、柳谷ファームにつ

いてご報告をしているところであります。 
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 今回、２件の方より申請があり、審査委員会を行った結果、次の２件について決定をしている

ところであります。１件目は、羽衣町３７番地３ リバーサイド団地に居住の高橋匡央氏であり

ます。事業の内容につきましては、空き店舗を活用した新店舗の開業となっており、アルコール

飲料、一品料理等の飲食物の提供であり、じゃがいも焼酎を使用したカクテルの提供、地元農家

より直接食材を仕入れての料理の提供、清里産小麦を使用した麺類の提供となっております。事

業効果につきましては、地元食材・焼酎のＰＲ及び消費拡大。営業時間を遅くまで実施すること

による町外流出防止と消費者ニーズにあった営業が実施できることとなっております。営業を行

う場所につきましては、旧レモンの場所となっておりまして、改修にかかる事業対象経費は５４

７万２,７１０円であり、対象経費の３分の２、限度額の３００万円の交付となる見込みでありま

す。次の申請者は、水元町１７番地 株式会社しれとこ（丑）代表取締役 村尾幸蔵氏でありま

す。事業の内容につきましては、食肉加工・販売、農畜産物加工・販売、惣菜加工・販売、乳製

品販売、食品販売、雑貨販売と、これらの商品の出張販売、注文販売を行う店舗の新築となって

おります。事業の効果につきましては、自社生産の黒毛和種肥育牛及び地元産のその他の農畜産

物など原料として製品化し、流通・販売に至るまで手掛け、６次産業化を図り、原料農畜産物の

付加価値を見出し、経営基盤強化並びに地産地消の推進を図ることとなっております。営業場所

につきましては、水元町１７番地の土地に新築で建築となっており、対象事業費につきましては

１,５００万円であり対象経費の３分の２、限度額の３００万円の交付となる見込みです。６番に

つきましては、以上で終わります。 

 続きまして７番目、オートキャンプ場及び江南パークゴルフ場の利用状況について、ご報告い

たします。１６ページ目をお開き願います。 

 本年度の清里町のオートキャンプ場につきましては、６月１５日～９月２日までの８０日間の

営業となっており、利用状況につきましては、前年対比で平成２３年度２,２９４人に対し平成２

４年度は２,１８６人でマイナス１０８人となっております。売上につきましては、平成２３年度

３３０万７１０円、平成２４年度３１５万８,１５０円でマイナス１４万２,５６０円となっており

ます。１７ページ目をお開き願います。 

 本年度の江南パークゴルフ場につきましては、４月２９日～１１月４日までの１９０日間の営

業となっており、利用状況につきましては前年対比で、平成２３年度８,４１７人に対し、平成２

４年度は８,０６６人でマイナス３５１人となっております。売上につきましては、平成２３年度

２３４万４,２００円、平成２４年度は２１５万５,６００円でマイナス１８万８,６００円となっ

ております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 今、産業課より７番までの説明がありました。各委員からの質疑を行いたいと思います。 

 

○加藤委員 

 農山加工施設の説明の中で、ソーセージという項目が入っているのですが、畜産加工も合わせ

てやるという施設にするって話なのですか。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 パパスランドの農産加工室につきましては、当初、設置をしました加工設備については、その
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まま活用できる形で進めていく考えでおりまして、ソーセージにつきましても利用できるように

配置をしていきたいと考えてございます。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 前回の委員会の中でもご説明させていただきましたが、網走保健所に行ってというお話をさせ

ていただきました。私どもの方で、図面を１回でき上がった段階で見せに行って、許可の関係も

含めた中で、町では許可は実際には取らないのですが、許可のできる施設ということでお話をさ

せてもらったのですが、その中に、例えば前段にお蕎麦を打っていて、後段でソーセージをやる

と。これを一緒にやるというのは、やはり絶対にだめですよということでありました。もしも、

同日付でやるとしても、午前中なら午前中、午後なら午後で、絶対に入らないということを町の

施設でもありますので、町の方でも確約するような形であれば、やっても問題はないということ

でお話がありましたので、ただ今、武山からも説明させていただきましたとおり、既存施設であ

る部分につきましては、できるような形でやっていくということで、ご理解をいただきたいと思

います。 

 

○加藤委員 

 今の説明でいくと、許可は取らないけども許可の取れる施設と。当然のように、時間帯におい

ては占有を許可する貸し方をしていくということで、進めていると理解してよろしいですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 今度、古い方のパパスランドになりますが、こちらの管理運営方法についても出てくる形にな

るのですが、そちらの方でやはり利用状況、登録と言いますか、申請がありますので、そこの段

階できちんとした区分けをしていかなければならないと考えております。 

 

○勝又委員 

 パパスの加工室の関係ですが、器具の配置の関係については先ほど説明があって、釜がありま

して、煮焚きに必要な物も含めての配置を考えていってもらいたいなと思います。 

 あともう一つ、休憩室が従来の釜の位置を変えなくても良いような形になっていて、良い計画

かなと思います。ただ、釜と今の休憩室の壁になる部分、ここの間のスペースがあまり無いよう

な気がするのですが、横でいろんな仕事をするとなると、釜の前はほとんどが煮焚きした物の出

し入れになるのですが、このスペースで十分なのかどうなのかということと、もう一つは、前室

の関係ですが、僕も利用しますが、休憩室がこうやって設置されると、前室はおそらく着替えを

して、靴を脱いで履き替える。そうなると、そんなに前室のスペースは必要ないかなと思うので

すが。いきなり行って、休憩室をまたいで加工室に入って行けるとなると、おそらく保健所のい

ろんな関係の話もあるんじゃないかなと思いますので、別室で着替えて、休憩室では作業をする

格好のままでいる。それで出入りをする。そうなると、着替えの無いような状態で加工室に入っ

て行くような形になる。それであったとしても、前室はいっぺんに１０人の人間が着替えるよう

なこともないので、こんなにスペースが必要無いとなれば、若干、休憩室を前室の方に食い込ま

せてでも釜の前のスペースとかも、もっと考慮できるのではないかと思うのですが、その辺はい

かがですか。 
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○農業Ｇ総括主査 

 回転釜の前のスペースの関係でございますが、ここ１．５メートルの幅を確保させていただい

ております。現在、まだ検討中でございますが、業者の方とも打合せをしたところ、利用する台

車の幅については６０センチの幅ですので、乗せるものを含めても９０センチの幅が確保されて

いるので、作業スペース的には大丈夫ではないかというようなご返答をいただいておりますので、

そこら辺、もう少し検討を加えながら考えてまいりたいと思います。 

 また、前室の部分につきましては、既存の壁をそのまま利用するということで、全体工事費の

部分も含めて、利用するという観点からも、このままで進めさせていただけたらと考えてござい

ますが、委員に言われた部分も含めて、再度検討をさせていただきますので、ご理解賜りたいと

思います。 

 

○勝又委員 

 配置の関係も、利用団体とも話し合ってとありますから、ここでも相談してみてください。 

 

○加藤委員 

 確認ですが、改築した後は基本的には土足なんですか。土足ではなく、今までと同じ状態なん

ですか。だとしたら、陶芸や手芸や休憩室等に行く部分でのロッカーなどはどうなっているので

すか。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 この施設自体は、土足で入るような施設にはしないと考えてございます。入り口で表履きを替

えていただきまして、内履きで各部屋に移動していただくという考え方でやっておりますので、

施設内は土足で入るということは無いと考えております。 

 

○加藤委員 

 今までと同じ状態の部分はいじらないってことですね。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 はい。そうでございます。 

 

○加藤委員 

 もう一つは、インドアプレイグランドに、研修室とこちらについては従来と同じような方法で

すよと。今回、インドアの隣にありますトイレ等は、パークからそのまま土足で入れるという形

になった場合には、この休憩室からこの部分は必ず１回土足に履き替えて行かないとだめという

ことになると思うのですが、この場合、この研修室の廊下にも靴箱の設置とかをするのですか。

ポーチでこっち側で脱いで、そのまま靴を持って行って、また靴を履いてそっちに行くのか。使

い方としてどういう格好になるのか。パークゴルフ場利用者のトイレについては、非常に良くな

りますが、こちらの一体で使うことについては何か問題はないのか。その辺の捉え方、考え方に

ついて。 
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○農業Ｇ総括主査 

 今の質問ですが、活動室を利用している方がインドアプレイグランドに行く場合のお話だと思

いますが、基本的には、こちらの活動室を利用する方がインドアプレイグランドに行くという想

定をしてございません。渡り廊下と現存の施設については隔離をするということで、ここにドア

を新設して、通常は鍵を閉めておくというような運用を考えてございます。 

 

○加藤委員 

 そうすると、この広い休養室は、誰が使うためなんですか。この活用方法というのは、インド

アプレイグランドを使ってた人が行こうとしても、その時は使えないって話ですし、活動室を使

っている人が休憩している暇は、そんなに私は無いと思うので。その辺を考えていくと、この施

設の構造上の内容をどう捉えているのか。もう少し合理的に使えて、尚かつ、今まで言われてい

るような、例えば何回も委員会の中で出てたような、陶芸と農産加工室とが近くて良いのですか

とか、いろんな問題がありましたよね。出来上がってスタートしてから、これどうなのって、そ

ういうことの起きないように、十分検討を重ねて進めてください。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 研修室、休養室については、生産活動室を利用される方々が研修会等を開催する場合、活動室

で行うことはできませんので、そういった場合を想定して活用していただくという想定をしてお

ります。 

 

○加藤委員 

 それでは、過去にそういうことで使われた事例がありますか。現在まで、今言われたような方

法で利用されたことはありますか。手芸や陶芸や農産加工の関係等で、そういう研修会等をした

実績は。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 現在のパパスランドにつきましては、温泉施設の休養室を兼ねている部分もありますので、過

去にそういった利用の実績はございません。利用団体ともお話をさせていただきましたが、こち

らの休養室、研修室について、そういった講習会で利用したり、あるいは自分たちの活動が終わ

った後の休憩とか、そういった部分も含めて活用したいということでお話をいただいておりまし

て、そのような活用を考えております。 

 

○前中委員 

 今、加藤委員から質問のあった研修室、休養室という括りで物事を考えると、いろんなことが

出てくるのですが、やはり従来の中で研修室、休養室の活用は以前はかなりありました。学校関

係で利用する時に、ここは和室なので、そういう活用形態があると。多目的と言うか、ユーティ

リティ的な利用形態を今後考えていくのであれば、こういう和室が必要ではないか。新しくでき

る施設にも和室はありますが、どういうような和室が良いのか。これも既存の補助事業の中で、

かなりの建設コストがあるとなると、この活用方法もやはり柔軟なものを考えるべきだと思う。
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そうなると、インドアプレイグランドの今後の活用とも絡めて、やはり休憩所的な活用。このイ

ンドアプレイグランドの活用の中で、現状では休む所が、ホールがありますが、果たしてそこで

良いのかという部分では、その内履きと外履きの問題は絶対に出てくると思いますので、そこら

辺はしっかりと精査しながら、レイアウトは必要かなと思います。こうだとは今では言えません

が。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ただ今のご質問についてお答えします。今、前中委員の言われたように、例えばインドアプレ

イグランドで冬期間に中学校の野球部が練習して、お昼御飯を食べる時にここを使えないかとい

うことが出てくるかなと思います。そうした場合につきましては、事務室でここを管理する職員

等も出てきますので、その辺につきましては、鍵を開けるなりして中で食べていただくことも可

能なのかなとも思いますので、いただきましたご意見について、下駄箱とスリッパさえあれば、

中にも入れるのかなと思いますので、それらについても、検討してい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。 

 

○前中委員 

 休憩室を新しく加工室に設けることについて、キッチンとシンクも設けることになっているの

ですが、同じように給湯の場所も既存であるので、当然、必要だと思って設計したと思いますが、

ここはあくまでもテーブルと椅子ですよね。この図面で見ると、６名のテーブルと６人掛けの設

置と捉えて良いのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 生産活動室の休憩室については、図面上このような感じで配置するよということで見ておりま

す。実質的には中でご利用される方は何名になるか不明ですが、補助椅子等も用意して、今後の

備品関係で整備させていただきたいと思います。実質的には中に入って、休憩室のすぐ横の場所

が、保健所で言う手洗い場所になります。今回、設置するミニキッチンにつきましては、休憩し

ながらお茶を飲む場合に、簡単にお湯を沸かせる場所として、これらについても整備を図ってい

きたいと考えております。 

 

○前中委員 

 なぜそういう質問をしたかと言うと、休憩室の坪数的に３メートルの約８メートルで２４平米

だから、ざっと７坪。１４畳ぐらいでしょ。その中にミニキッチンにＦＦストーブ、その他に横

に引き戸があって、要するに実質の空間スペースを考えると６畳切るかなと。そうなると、そん

なに人が入れないんじゃないかという、基本的なところにくるんだけど、それはテーブルだけな

のか。そうなると、利用状況からいくと畳の方が使いやすくて、行く部分もあるのかなと。その

辺ちょっと疑問で、ミニキッチンもあれば便利ですが、逆に座敷の利用頻度が多くなった時に、

目の前に給湯室があったらっていうのもあるのですが。これは必要だと言えば必要な部分もある

ので。その辺のスペース的なものが。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 
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図面上はこのような形で点線で引いているのですが、この机の大きさとか決定はしておりませ

んので、今後検討していきたいと思います。一応、引き戸にはしておりますが、ガラス張りで中

が見えるような形でということで、利用者の方々からお話がありましたので、これらについては

中が見えるような形の構造にしていきたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 とにかく利用者から苦情の出ないように。せっかくやるのですから。 

 

○澤田副委員長 

 ちょっと気になったのですが、パパス施設外構の隣の原田さんとの境界はどのようにするので

すか。今までは通り抜けしていたが、民地だからフェンスでも造って、通り抜けできないように

した方が良いのでは。勝手に民地に入ってきたということにならないのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ただ今、澤田委員からご質問のあったとおり、民地の関係が出てきます。今まではご存じのと

おり、ここを通り抜けて行き来をしていたのですが、今現在は工事もやっているので入ったりは

できないですが、工事が始まる前は、パイプでフェンスとまではいかないですが、入れないよう

な形を取らせていただきました。工事費等の関係も全部出てくるのですが、再度検討をして、民

地との境界についてははっきりしていきたいと考えております。 

 

○澤田副委員長 

 通り抜けできないようにした方が、後々良いのではないかと思います。 

 

○田中委員 

 今、山小屋、パーク場、キャンプ場、その他町の施設の利用状況について、年々利用者が減っ

てきているわけですが、今後これらの施設に対して集客も努力していかなきゃならないと思うの

ですが、今後どういったＰＲを進めていくのか、もし、考えがあればお聞きしておきたいと思い

ます。 

 

○産業課長 

 斜里岳山小屋の関係につきましては、ほぼ前年並みの入り込み数になっているのかなと思いま

す。ただ、登山客において２２年、２３年と減ってきている傾向にありますが、登山者名簿とい

うものがありまして、こちらをきちっと記入するようにお願いをしているのですが、なかなか個

人情報との関係があるのか、記入をされていない方がおりまして、その部分で減ってきていると

いう傾向にあるかと思います。登山者数はほぼ前年度並みかなと思います。 

 オートキャンプ場とパークゴルフ場ですが、オートキャンプ場につきましては、ホームページ

上に載せまして、オートキャンプ場協会ですとか、いろんな部分での記載もございまして、でき

るだけ多くの方に来ていただけるようにＰＲを図っていきたいと思っております。パークゴルフ

場につきましては、今年も弟子屈川湯あたりの方々が、パークゴルフパックという形で何度も大

きな人数で来ていただいていることもございますので、そういうところから今後また来ていただ
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けるようなＰＲ、さらには、近くの管内のパークゴルフ協会等に、清里のパークゴルフ場をご利

用いただくような宣伝のチラシなどを配布するなどして、今後とも利用者数が増えるように努め

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。 

 

○田中委員 

 江南パークゴルフ場については有料、そして札弦パパスについては無料ということで、そちら

の方を利用する場合もあると思うのですが、そういった場合、どこかで私も話したと思いますが、

有料化とかについては内部では検討された経過があるのかどうか。それについてはどういう考え

なのか。 

 

○産業課長 

 江南パークゴルフ場がオープンする時に、江南パークゴルフ場については有料にすると。それ

以外のパークゴルフ場については無料にさせていただくということで、十分に検討されたと記憶

しております。それから年数も経過してございますので、田中副議長からご質問のありましたこ

とも含めて、今後検討してまいりたいと思います。 

 

○田中委員 

 町内の人は無料でも、町外の人に対して。道の駅にパークゴルフ場を持っている所も多いんで

すよね。やはりそこ何か見ると、ほとんど有料になっているのでそこら辺も。町内の人は無料で

構わないですが、やっぱり町外の人は有料ということも検討していったら良いのかなと思います。 

 

○産業課長 

 有料にするとなりますと、管理運営の関係も出てきますので、その辺も十分に考慮しながら今

後、検討させていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 それでは、無いようですので産業課終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは２の次回の委員会について、お願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回につきましては、先ほども総務文教常任委員会でお話したとおり、定例会前の常任委員会

ということで、１２月６日木曜日を予定しております。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ３のその他。 

 

○議会事務局長 

 事務局からは、ございません。 
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●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

無いようなので、これで第１６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４０分） 


