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第１１回産業福祉常任委員会会議録 

平成２６年１０月２４日（金） 

    開 会   午前１０時２０分 

    閉 会   午前１１時２３分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●保健福祉課 

  ①清里町臨時福祉給付金支給事業実施要綱の一部を改正する要綱について 

  ②介護老人保健施設きよさとの指定管理者の候補の選定について 

 ●産業課 

  ①緑清荘の指定管理者の募集要項について 

  ②平成２６年度清里焼酎販売実績（第２四半期）について 

  ③江南パークゴルフ場の営業期間の延長について 

 

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 

 ■保健福祉課長     薗部  充    ■福祉介護Ｇ主幹    進藤 和久 

 ■福祉介護Ｇ主査    水尾 和広 

 ■産業課長       二瓶 正規    ■商工観光・林政Ｇ主幹 野呂田成人   

 ■焼酎Ｇ主査      松浦  聡 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１１回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 はい、それでは保健福祉課。町からの協議報告事項について、２点ございます。①の清里臨時

福祉給付金支給事業を実施要綱の一部を改正する要綱についての１ページから２ページ。 

②の介護保健施設きよさとの指定管理者の候補の選定についての口頭説明。この２点について

説明願います。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 はい。消費税の増税に伴う対策として行っております。９月１日から申請を受け付けておりま

す。清里町臨時福祉交付金支給事業について、国の方からの通知により、事業内容を変更するこ

ととなりましたので、担当の方より御説明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは１ページと２ページ御説明をいたします。臨時福祉給付金につきましては、今年４月

からの消費税率が８％に引き上げられたことに伴いまして、低所得の住民に与える負担と影響を

緩和するために、暫定的臨時的な措置として行われてきたものです。本町におきましては、社会

援護局長通知によります臨時福祉給付金支給要領に基づきまして、申請期限は、当該一町村にお

ける申請受け付け開始日から３カ月とすることを基本とするということで定められておりました

ので、受付期間を７月１日からの３カ月間、９月３０日までと定め、その間幾度と広報等で周知

するとともに、民生委員の皆さんにも御協力をいただきながら進めてまいったところです。 

しかし国におきましては、各市町村の給付状況のアンケートの結果も踏まえまして、より一層

の支給促進を図るため、各都道府県並びに各市町村に対しまして、９月２６日付けで厚生労働省、

簡素な給付措置、支給業務室から市町村の判断においてより一層の支給促進を図るため、申請の

受付け期間を３カ月以上６カ月以内を申請期限としても差し支えないと通知がありましたので、

本町におきましては初めに定めた３カ月の受付期間を６カ月としまして、最大限に取り組んでい

くこととしましたのでよろしくお願いしたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ①の説明がございました。委員の方何かございませんか。 
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○保健福祉課長 

 委員長すいません。冒頭、７月１日と言うべきところ、９月１日に言い誤りましたので、訂正

させていただきます。７月１日からの受け付けでした。 

 

○村島委員長 

 委員の方何かございませんか。よろしいですか。それではありませんので、②を口頭説明でよ

ろしく。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 介護老人保健施設きよさとの指定管理者の候補の選定についてでございますが、介護老人保健

施設きよさと、老健きよさとでありますけども、この指定管理につきましては、平成１７年度か

ら平成２６年度まで１０年を期間として、清里町社会福祉協議会に管理運営をお願いしていると

ころです。今年度末をもって期限となりますので、平成２７年度以降の指定管理について、準備

を進めていかなければならないところですが、老健きよさとにおきましては、公募によらず、ま

た従前と同じ１０年間を基本として、指定管理を考えていきたいというふうに準備しているとこ

ろです。 

これにつきまして条例においては、清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続きに関する条

例の５条によって、公募によらない指定管理者の候補の選定という規定がございます。読み上げ

ますと、第５条 町長等は公の施設の性格、規模、機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的

に達成するため、地域などの活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度

期待できると思慮するときは、第２条の規定による公募によらず、本町が出資している法人また

は公共団体もしくは公共的団体を指定管理者の候補とすることができるとなっておりますので、

従前どおり、老健きよさとを候補としたいということで、公募は行わないということでご理解を

いただきたいと思いまして説明するものであります。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今口頭説明で②説明ありました。委員の方この件について何かございませんか。はい、議

長。 

 

○村尾議長 

 老健の公募は行わずそういう条件があるということで了解をするわけですが、これは３年ごと

になって今年で何回目になるのかな。 

 

〇保健福祉課長 

１０年で、１回目が今終わろうとしている。１回目です。 

 

〇村尾議長 

その１回目の中に事務長の取り扱いについて、役場からの執行になっていると思うんですが、

町の方も定数が減ってきて大変な職員の状況の中で、そろそろもうプロパーも揃ってきている中

で、その辺の条件変更は、社会福祉協議会と協議できる状況なのかどうなのか。いかがでしょう。 
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〇保健福祉課長 

老健きよさとについては、御存じのとおり、当初から職員派遣をするという約束の中で進めて

おります。これについては、今のところ変更というところでの話し合いが持たれていませんし、

そういうふうには今のところ考えていないというのが現状です。 

ただ職員数の問題等を考えて、社会福祉協議会の派遣職員そのものについては常に検討をなさ

れるというところであります。 

 

〇村尾議長 

はい。役場職員の場合は、１年か短くて１年、長くて２年ぐらいで事務長が変わっていくわけ

ですよね。そういう状況の中でそろそろ自主性を持たせたらいいんでないかという声もあるんだ

けど、その辺も含めて、町当局は社会福祉協議の事務長の取り扱いについては全く約束どおりで

出来ていない。変わろうとしないのか、それとも社会福祉協議会からは、ずっと派遣をしてこな

きゃ困るって言われているのか、その辺どうなんですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 現場レベルではそういった話、ずっと続けてくれだの、困るだのというところの話を聞いては

おりません。経営者同士の話のところについては承知をしておりませんが、社会福祉協議会、全

体としての職員の派遣については、常に話題として検討しているところまでは承知しております

し、加わっております。 

 

〇村尾議長 

もうそろそろ、町長から社会福祉協議会に、職員を返してもらってもいいんでないかという話

が出てもいいような気がするんで、その辺をちょっと内部でよく協議する時期が来たんでないか

と思うんだけども、課長どうだい、その辺は。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 私の立場では中々申し上げにくい、人事でありますので申し上げにくいところですけど、そう

いう意向があるということで伺ったことはしてまいりたいと思います。 

 

○村尾議長 

 ここでなんぼ言ってもだめだな。 

 

○村島委員長 
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 他の委員の方、何かありませんか。はい。池下委員。 

○池下委員 

 今回の老健きよさとの指定管理の候補の口頭説明って書いてあるんですけど、これはしっかり

と文章化してっていうことで次回出てくるんですか。文章化しないんですか。 

 

○保健福祉課長 

 公募によらないで候補を選定しましたということついては、今日御理解をいただければ、これ

で考えております。もう当然ながら候補者の選定の話でありまして、候補者を選定した後は議会

に決めていただくことになりますので、それは当然ながら議会に提案させていただくこととなり

ます。 

 

○村島委員長 

 他に、ありませんか。はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 私は議長の言われた部分っていうんですか、１０年間のスパンの中で行くという問題は、町長

公募によらないということに関してはいいと思います。 

ただ本当に老健きよさとの本来の目的とそこに働いている人あるいは入所している人の環境を

踏まえた時に、今の町からの出向というあり方で本当に良いのか。それが町の方の考え方で進め

ていることなのか、あるいは指定管理を受けようとしている社会福祉協議会の意向なのか。私は、

指定管理という形で運営をさせる以上、そこには実質的な管理運営がなされないとだめだと思う

んですよ。そのノウハウが備わっているから渡すんであって、それを町から延々としていくとい

うことであるとすれば、老健に対する指定管理にふさわしい団体なのかどうなのかということを

今回十分に検討されて考慮されて結論を出していただきたいと思います。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 老健きよさとの運営そのものについて、指定管理において公募によらないことについてはサー

ビスの中断が許されない事業でありますし、医師、看護士、理学療法士、作業療法士等の専門職

員を確保していくというようなところでの事業いうところからいけば、御理解をいただいている

のは、そういったことでのサービスの安定的な提供というのでご理解いただいたんだなと思いま

す。 

それから、事務長等につきましては、先ほども申し上げましたとおりそういった御意見がある

ということで理事者の方にも報告いたしながら、検討してまいりたいと思います。 

 

〇村島委員長 

はい。田中委員。 

 

○田中委員 

 今のお話なんですけど、１０年指定管理で社協は過ぎたわけなんですけども、課長の個人の考

えとして社協に出向なくて出来ないのか。今の状況では無理なのか。出向しなかったら無理なの
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か。そこらへんどんなふうに思いますか。 

 

〇村島委員長 

はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 個人的な考えということじゃなくて、私の保健福祉課に長くいること、それから、社会福祉協

議会の事務長として勤務しておりましたので、実情というところで申し上げれば、平成１２年度

からの施設ということで、まだ１５年という中でも、長く勤務している人は、やはり数少ない状

況でした。そういう点では完全にお任せをするというのは、負担をかけるのではと何となく今考

えております。やはり一緒になってやっていかなければいけないというふうに考えております。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 一緒にやっていかないとならないとしたら、指定管理という方法はおかしいことになるので、

そういう形の中でいくとすれば公募すべきだと。中途半端にすることによって、本当にその老健

きよさとが本来の目的のとおり、どんどんどんどん良くなっていくんであればいいですけども、、

停滞していく部分やそういうことがあるとすれば、これはどうなのかなというふうに思います。

例えば出向するんであっても、最低限５年するだとか、あるいは内容等について１０年間同じよ

うにやるっていうことだとすれば、本来、指定管理ってどうなのかなと思う。十分再度協議を重

ねていただきたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 ご意見いただきまして、検討させていただきます。 

 

○村島委員長 

 指定管理者制度については、何度も一般質問でもやらしていただいているわけですけども、現

実社会福祉協議会に任せて１０年間やって、そして公募も何もしないでまたそのまま預けてしま

う。そういうことそのものが指定管理者を見直さなきゃいけないんじゃないですかということで、

私は何度もこれ申し上げてることなんですけども。 

先ほど議長が言われたように、事務局長さん代わっているでしょ。１０年間で何人ぐらい代わ

ったか分かりますか。 

 

○保健福祉課長 

 ちょっと数えます。 

 

○村島委員長 

 ですから、結局１０年間のうちに４、５人も代わっちゃうとね、本当にただ代わったっていう
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だけの話ですよ、これ。そういうことだからやっぱりそこら辺の見解はやっぱりきちっともう１

回、その他の分野もありますけど、そういうことが今後の検討の課題でないのかなと私は自分自

身そう思っています。上のほうとよく話してみてください。それしか言いようが無いものですか

ら。他に何か、ございませんか。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 そういう形で４人も代わってというような形たちの中で、町としても一緒にやっていかなくち

ゃいけないっていうことは解るんですけど、指定管理にしたわけですから、そのきちっとした意

味合いの中では、いつまでも何とか面倒見ていかなくちゃいけないみたいな感じのものっていう

のは、どうかなと思うんですよね。 

そのことも含めて、恐らくちらっと聞いた話ですけど、役場の出向の人間というのは、時間が

きたと思えばやめて帰るって感じのものもある。同じ一つの部内でやっているっていうのとはま

たちょっと違うような形のものがあるんじゃないかなと思う。そんなものも含めて、きちっと職

員のモチベーションをきちっと上がるような形の中では、独自性を持たした形の中に少しでも移

行していくような形というのが、僕は望ましいんじゃないかなと思うんですよね。 

そんなことも含めて今後、今回また公募によらないっていうような選定の形の仕方をするわけ

ですけど。協力はしていくけど、少しでも独自性を持たすような形の方向性というのも見つけて

頂きたいなと思いますけどね。 

 

○保健福祉課長 

 検討します。はい、議長。 

 

○村尾議長 

 指定管理者という以上、後ほど産業課からも出てきますけども、１０％の利益が出た場合の増

減の問題があるんですが、老健の場合は全部上がってきたやつは全部役場でもらうよと、かかっ

たやつは全部払うよという話で、ちょっと指定管理者としては不向きな話ですね。で、自主性を

持たす意味では、役場の職員が行っているっていうのは、如何様しないで監督の為に行ってるん

でないかという気がするんですけども、そのへんはどうなんだろう。 

 

○保健福祉課長 

 それは誰がやっても誤魔化す仕組みになってないので、お間違いであろうかと思いますけれど

も、制度としては、おっしゃるとおりに収益については全部町の雑入で受け、必要な費用につい

ては委託料ということになっておりますから間違いのないような仕組みになっております。 

 

○村尾議長 

 役場の下請けみたいなもんだな。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。なければいいですか。はい、前中委員。はい。 
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○前中委員 

 子ども子育て支援事業で、２７年度、計画立案を出すっていう形で、当町も今進んでいると思

うんですけども、その進捗状況をお聞かせ願いたい。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 子ども子育て支援計画につきましては、町の健康づくり計画とあわせて同じ委員さんにお願い

をしておりますが、２回の委員会開催をしてございます。現状の説明のところまで、終了をして

おります。今は、今後の子ども子育てにつきましてのニーズに対する必要量の確保をどうするか

というところを次回委員会で御説明をし、意見をいただくスケジュールになってございます。 

 

○村島委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 次回の委員会で出てくるという形で理解します。その中でそのときの話になると思うんですけ

ども、委員会のあり方という部分で広くいろんな関係各位、関係団体とかの意見したんですけど

も、その中で大きな柱という部分が何か出てきたのか、きてないのか、中で対峙する部分があっ

たのかどうか詳細はいいですけど、会議の中身の中ではどのような推移があったのでしょう。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 これまでは現状についての説明というところで進んではおりますので、特段その大きな議論と

いうところはないですけども、ただ委員長御配慮で、各委員いろんな質問を出して頂いたり、意

見を出して頂いてということで、なかなか活発というふうには感じております。今後ニーズ調査

を受けての各方法策を出したところでは、また御意見を頂くというふうに考えております。 

 

○前中委員 

 次回の委員会での説明ということでよろしいですね。 

 

○保健福祉課長 

次回検討会に対してですよ。今は子ども子育て支援計画の検討会議の中のお話をさせていただ

きました。今後委員会に出てくるのは年内委員会として形が固まってきたところで、もちろんこ

ちらの方にお示したいと思っています。 

 

○村島委員長 
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 固まった次第ですね。そういうことで。よろしいですね。他にありませんか。無ければこれで

保健福祉課、終わります。ご苦労様です。 

 

○保健福祉課長 

 ちょっとお時間をいただいてよろしいでしょうか。８月の常任委員会で高齢者住宅施設等の御

説明をしました。その関係の視察、ご理解いただければ、近隣にはこういう施設があるよという

ことでリストを作りましたので、それを見ていただきたいと思います。すいません。勝手に配り、

申し訳ありません。 

８月の常任委員会におきまして、今コンサルにおいて基本的な構想についての段取りをしてい

るところですが、８月の常任委員会におきまして考えているのは、ケアハウスと呼ばれている住

宅、それと生活支援ハウス高齢者福祉の３つがありますねということで御案内いたしました。今

後どれになっていくかというと、これは今後の検討の中で進んでいくわけですが考えられる３つ

の形について理解を深めていただくためには、見るのが一番早いかなと思いまして、管内にある

ものをリストアップしてきました。さらにはその見ていただくとすると丸の印の左端の丸の印の

中かなと。さらに効率よく一日で見て頂くのであれば、二重丸あたりがいいかなと思いまして、

ちょっと準備をしてきました。 

ケアハウスにつきましては、佐呂間町にありますサンガーデン佐呂間。それから生活支援ハウ

スこれにつきましては女満別町にありますドリーム園。それから高齢者福祉寮につきましては、

津別町にございます緑永福祉寮で、津別まで参りましたら、津別にはケアハウスがありますので、

ケアハウス津別も見て頂けたらいいのかなというようなことでリストアップしてまいりました。   

ちょっと御検討いただいて、いずれかのところで見ていただくか、あるいは考え方としては何

をするんだっていうのが決まれば、清里に相応しい、ケアハウスしましょうねということになれ

ば、じゃあそのケアハウス、清里町にとってどんなケアハウスが相応しいかという勉強の仕方も

あるでしょうし、まずはこの３タイプって何だという勉強の仕方もあるでしょう。それはいろい

ろあるかと思いますけれども、とりあえずこれ見て頂こうと思って持ってまいりましたのでよろ

しくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今の課長の方から高齢者住宅施設の整備事業、視察先の候補一覧表ということでお

手元にお配りになったんですけども、今後これについて視察するなり、検討されたりしたらいか

がなものかなとこの様に思います。よろしいですね。 

 

○保健福祉課長 

 あの常任委員会の方の都合があれば、相手先にまずは了解いただいてと、調整してまいります

ので。 

 

○村島委員長 

 はい。勝又委員。 
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○勝又委員 

 これは福祉会って、あれ、福祉協議会とは別だね。斜里あたり斜里福祉協議会あるし。 

 

〇保健福祉課長 

斜里福祉会、社会福祉法人で別です。例えば清里町福祉会。特養は清里町福祉会でやっていた

だいてる。 

 

○村島委員長 

 これ、あの各委員の方こうやってご丁寧に出して頂いたんですけれど、どうしたらいいんでし

ょうかね。 

 

○加藤委員 

 町はこれ、この３つの環境の中から方向性は全くまだ決めてないということ。 

 

○保健福祉課長 

 今コンサルの途中ですから、ここでどうのというのは必要ないかなと。 

 

○池下委員 

 ここはやっぱり１カ所、例えばケアハウスだけ見てっていうふうにならないで、３カ所こうや

って、３つのタイプがあるわけですから３つとも見てその中で協議していくっていう方がベター

だと思うんですけどね。 

 

○保健福祉課長 

 そうですね。コンサルではある程度の方向が出てきます。 

 

○加藤委員 

 だとしたら、それが決まってから、その施設の中でどういう形がいいのかをそういう考え方も

当然あるかもしれないですね。コンサル入ってくる前にコンサルと違ったら。方針はいつ頃。 

 

○保健福祉課長 

 納期１１月３０日なっています。 

 

○加藤委員 

 それ最終前の報告はあるのか。 

 

○保健福祉課長 

 中間報告でアンケート調査の粗い集計結果報告がありました。何と言いますかね。こういった

見守りがあって住まれるものは、必要だという報告は見えてきています。ただ具体的にじゃあこ

の３つかのどれかというところは、まだ実は来週第２回目の中間で、もうちょっとクロス集計が

見えるものということで、報告を受けることになっています。まだそのものが見えてないときに
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早いということではもちろんあれです 

 

○勝又委員 

 取り組めないものを見てもしょうがないと思うんだけどね。 

 

○前中委員 

 生活支援ハウス、高齢者福祉寮そのあり方自体やっぱり理解して契約になると思うんだけども、

ケアハウスであれば自立型に向けた高齢者の施設と捉えていいですよね。生活支援ハウスという

のは、逆にある程度の介護なりをケアするっていうふうに捉えていいのかな。ちょっとここら辺

があいまいで見えないんだけども。 

 

○保健福祉課長 

 そういったところも見ながらといったところでありますけれども。 

 

○勝又委員 

 出てきてからで良いか。取り組まないようなもの見てもしょうがないから。 

 

○加藤委員 

 方向性決まらんうちにいって、方針と違う方がいいなってなっても大変だろう。 

 

○保健福祉課長 

 考え方は、２つあるかなと。基本的な考え方がまとまったところでということでいいですか。

もっと話は詰まっていくと思いますんで、その時はまた、候補を調べて勉強して。 

 

○村島委員長 

 そうゆうふうにしてください。終わります。 

 

○保健福祉課長 

 どうもありがとうございました。 

 

○村島委員長 

 それでは引き続き、産業課①～③までありますが、③は、口頭説明ですけれども①について説

明願います。 

 

○産業課長 

 はい。課長産業課所管報告させていただきます。まず、１点目の緑清荘の指定管理の募集要項

につきましてご説明いたします。３ページをお開きください。３ページに今回の緑清荘の指定管

理の募集要項ということで主な改正点について、提示をさせていただいております。新旧対照表

でご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

まず改正点の１点目、２の指定管理者が行う管理の基準というところの（２）の施設設備およ
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び物品の維持管理、この部分の２について、現在までは施設の維持管理に係る修繕及び備品購入

費について、１件２０万を越えるものについては、事前に町と協議し、承認を受けることとしま

すと、それと町の収入以内でこういった修繕料及び備品の購入費については除外するものという

文言となっておりましたが、今回改正いたしまして、修繕と備品購入の部分を分けまして、まず、

イで管理運営上の瑕疵で発生した修繕及びサービス向上のための設備は指定管理者の負担で行う

と。ただし、修繕を実施する前に清里町と協議を行わなければならないと。なお施設の構造や設

備の劣化など設備の管理者に関係なく発生する修繕。これについては清里町が負担をしますとい

うことで改正をしてございます。 

ウとして備品の関係ですが、こちらも管理運営上の瑕疵による備品購入につきましては、指定

管理者の負担で購入すると。ただし備品購入する前に清里町と協議を行わなければならないと。

なお清里町が無償貸し付けしている備品。これらについて経年劣化などにより更新が必要な場合

は町の負担で購入するというふうに改正をしていきたいというふうに思っています。次（３）の

使用料の関係ですが現在、使用料収入の関係で申請額（総収入額）というのが入っておりまして、

で１０％以上の増減が発生した場合町と管理者で折半して清算するという文言となっているとこ

ろでございますが、今回使用料収入申請額の（総収入額）の部分については削除いたしまして、

１０％以上の減が生じた場合、その１０％を超えた額について町と指定管理者とで内容を精査の

上必要と認められる場合は、折半で精算するという項目とさせていただいております。それと４

の指定期間ということで指定期間現在までは３年間ということでやっておりましたが、今年度か

ら５年度で実施をしていきたいというふうに考えてございます。以上のような形で大きな改正点

ということで要項を案として提案させていただいております。 

４ページ以降に募集要項の案ということで、提示をしてございますので後程ご参照いただけれ

ばと思います。この中で５ページの（上段）６段目ですか。清里町福祉入浴券の扱いということ

で清里町の福祉入浴券の交付要項に基づいてということで、現在無料で入浴させなさいという文

言で、こちらの方では出しております。このへんの関係について、近年のその利用状況の確認を

いたしまして、平成１４年当時と今を比較したところ、１番少なかったときでは割合が７％ぐら

い、それが現在多いところでは１８％ぐらいの利用割合ということもなっております。現在の福

祉政策ということでやっている分もございますんで、そのへんの費用部分といいますか、何か補

填なりできるような方策があればということで、福祉課長ともいろいろ協議をしながら進めてる

ところでございまして、こちらの関係については、今後また常任委員会の方にも報告をさせて頂

きたいなというふうに考えてございます。 

あと期間につきましては、これから申込み受付等行っていくわけですが、１０月の下旬から１

１月の下旬ぐらいを予定しております、まだ日にちは確定しておりませんで、一応予定としまし

て申し込み期間は、１０月の下旬から１１月の下旬ということで現在検討してございます。指定

管理につきまして、よろしくご審議のほどお願いします。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今、緑清荘の指定管理者についての要項について説明がありました。委員の方何か

ございませんか。はい、田中委員。 
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○田中委員 

 ３ページの使用料っていうのは。 

 

〇産業課長 

緑清荘の関係についての使用料というのは温泉の入浴使用料、それと部屋代ですね。これらも

含めた分の使用料です。あとそれ以外のパパスと緑については、温泉の入浴使用料という形にな

っています。 

 

〇村島委員長 

はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 緑清荘の場合、その部屋の使用料と入浴料という表現がありましたけどもレストランの部分は

関係ないということなんですか。課長。 

 

○産業課長 

 レストランの部分については、指定管理者の方での料理の金額を決定しての別分なので、それ

は使用料という扱いとしておりませんのであくまでもうちの方の条例で定めている、入浴温泉の

部分、それと部屋代これらの部分のところを使用料というふうに謳っております。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○加藤委員 

 その申請額ですよね。それはどういう形で、どういうふうに決められたんですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今回の指定管理の募集要項の募集に際しまして、事業者の方からこの施設の管理の関係につい

て収入がこのぐらいでよく見てこのくらいの経費が掛かると言うような試算の部分をいただきま

して、それらを指定管理の選定委員会の中で協議して内容を決めるという形になります。 

 

〇村島委員長 

はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 この３ページの使用料の１０％以上の減が生じた場合においては、その１０％超えたら折半を

しますという形でいくわけですが、基本的にはこの使用料収入、ここの部分の設定の仕方がどう
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いう形で設定するという基準がきちっと明確になっていないと問題に後々なってくるのかな。こ

れはあくまでも指定管理を募集する前にこの数字というのは提示すると思うんです。しかもそれ

５カ年間の提示をするということになると思うんです。この辺の出し方が例えば過去３年間のデ

ータ実績のもとにやるだとか、毎年見直しをかけていくのか。委託料をゼロと言いながら、ここ

の数字の出し方によっては、毎年委託料が発生していく部分。先ほど言われました福祉券の関係

の今後の取り扱い等については、改善がなされる部分もあるのかなと。その部分が改善されると

すれば、それは使用料の増額にもみれるという部分にもなってくると思う。その枠の決め方って

いうのが委託料ゼロと言いながら、ここの出し方がどういうふうに出すのかな。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 先ほど今回の募集のときに、ある程度５年間という部分も説明させていただきましたけども、

あと年次ごとにそれぞれ大体平均的な部分で出てくるんですけども、その前年度の実績を見なが

ら中身の関係については、調整をさせていただいて整理をしていくという形で考えております。

これ今でも年次的な部分、毎年見直しはかけながらやっておりますので、ご理解願います。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 もうちょっと意地悪い聞き方になるのかもしれませんけども、委託料がゼロなんです。１年目、

５年契約で来年からスタートする１年目はゼロでした。２年目は使用料収入の減によって結果的

に年次ごとに計画するっていうこと中、前年度よりは下げて見らざるを得ない。あるいは同じよ

うに見るのか。そこによって、この１割減というのが前年度対比で見れば減になるけども実際に

少なかったんだからこれでいいでしょうとやるのか、基準をどういうふうにしていくのかってこ

とですよね。 

５年間毎年使用料が増額していく状態であるとすれば、これは大きな問題にはなっていかない。

この委託料ゼロで、問題はないだろうと。なおかつ売り上げの１０％以上という項目を削除した

んで、企業としての意欲というのは増してくるのかなと。ところが逆に環境と条件において、こ

の利用料の削減が年々下がっていったとき、毎年年次ごとにその数字を決めるというんですが、

それを一定的にしとかないで、どんどん下がっていっちゃうと売り上げは下がっていくだろうし、

その現実として、そこの解釈をどういうふうに年次ごとに本当にやれるのか減ったから減らすと

いうことがやれるのか。この辺について、どういうふうに捉えていくんです。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

 



 

- 15 - 

○産業課長 

 毎年、実績という形で前年度の分出してもらう。毎月、数字としては、提示をしていただいて

おりますので、その中の数字の動きも見ながら、最終的にその年度末に出た数字、その収入とし

て指定管理者が出した数字が妥当かどうかという部分も、この文言の中にもありますとおり、町

と指定管理者の間で内容を精査するということで、記載をさせていただいていますのでこういう

部分で調整をしながらということで考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 ちょっと関連。今の質問は、やはりその基準とする年度をどこに持つかというところだと思う

んですね。例えば今までの３年契約の中で平均的なものを基準とするのか、あるいは今度の新し

い５カ年の契約の中で、常に前年比より１０％減の場合は町と協議しながら、それを５０の中で

協議するという方向にするのか。それとも５年の中、今後の中でよくある方式としては一番高い

ところと低いところを合算して真ん中を基準の入湯客として、それより１０％が減った場合に協

議の対象にするのかっていうところがたぶん質問の趣旨だと思うんですよね。そこらへんがわか

らないからそこら辺はやはりどうするのか、ちょっと解れば。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 毎年今までの実績をもとに指定管理者の方から数字というのを出してきます。その申請時の数

字から見て１０％の関係でやっていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員 

 ということは前年比でいうことでいいですね。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 指定管理者の方で、前年度だけを見てやってこればそういうふうになりますし、過去の資料を

見ながら平均的というふうにやってくれば、指定管理者から言ってきた数字をもとに、町の方も

計算をしていきたいなというふうに考えておりますので御理解いただきたいと思います。 

 

〇村島委員長 

はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 ちょっと処理的に大変だと思うんですけども。 

もう１点、ちょっと町内に指定管理で３つ温泉管理されているわけなんですけども、その中で

課長が後段で話された福祉入浴券なんですが、ここが本当にファジーっていうか、あいまいな部

分で、各温泉施設によってその利用実態の中身がかなり違うと思うんです。特に緑の場合、あそ

こには介護付の何て言うんですか、入湯施設はあるんですけども、そこにおける福祉入湯券の利
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用実態の実績が他の施設よりかなり高いんじゃないのかな。そういうところに対して、正直なこ

と言うと新しく指定管理者代わったんですけども、それが経営の中に反映されてないのが実態か

なと。やはりここは早急に、この取り扱いをおそらく管轄しているのは、保健福祉だと思うんで

すね。そこらへんやはり融通性を持った中で福祉入湯政策をやっぱり進めていかないと。今まで

ずっとこの形で福祉入湯券を配っているんだけど利用してない事態もある。でも使う人はしっか

りとやはり介護付きの在宅看護している家庭であれば、緑に行っている実態がやっぱりあるんで

すよね。そういうところにもやはり使用料の中で反映させるという部分では前向きにやっぱり精

査しながらプランをあげていただきたいなと。これはやっぱり早急にやっていただきたいなと思

います。 

 

○産業課長 

 ただ今の関係につきましては、担当部局、保健福祉の関係もございます。そちらと協議を進め

ながらやっていきたいと出し方についても、いろいろ検討させていただきたいなというふうに考

えておりますので、御理解いただきたいと。 

 

○前中委員 

 ちょっと今の関係なんですけども。指定管理、緑も他もあるんですけども、清里町福祉入浴券

の取扱要綱を変えればすぐ適用にはなるんですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 要綱の方の変更は、福祉サイドの方でまた常任委員会の方にも提示がされると思うんですが、

その要綱の変更という形でやるというふうに、私どもの方は考えておりますけども、福祉サイド

の方でどういうふうに提案してくるかは、ちょっと私の方でも把握しておりませんので。 

 

○村尾議長 

 はい、議長。ちなみにこれ、３施設の福祉入浴券、金額にしたら何ぼあるのか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ２５年度の実績なんですが、緑清荘で金額換算とりあえず高齢者の部分は、一般の入浴が２０

０円という形で、一般の方は３９０円という料金になっておりますので高齢者の福祉入浴券、こ

れについては、７０歳以上という計算で我々は２００円で今計算してございます。緑清荘で高齢

者と障害者の無料入浴数が５千９３０人。昨年の実績で金額換算いたしまして１４２万４千円。

それとパパスランドが３千４７３人で、金額として７５万６千円。緑の湯が３千５８４人で金額

として７５万７千円が金額というふうに算定をしてございます。 
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○村尾議長 

 ３００万近いんだな。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 その利用人数の割合、一般入浴全体入浴とその無料券の入浴の割合なんですが、緑清荘では１

１％となって、パパスランド２５年実績といたしましては、かなり入浴者も増えておりますので

今回の２５年度の分で８％というふうになってございます。それと緑の湯になりますが、こちら

が１８％ということで、かなり大きくなっているというのが実態です。 

 

○村尾議長 

 これはおかしいよな。 

 

○村島委員長 

 他に。はい。勝又委員。 

 

○勝又委員 

 これに見合った形の中で、福祉の入浴券の分の無料の分というお金を出しているというのかな。

出してないのか。 

 

○産業課長 

 この関係については、昔は直営で町がやっていた部分の時に、福祉入浴ということで町の中で

始めた事業です。その関係が、今回指定管理に移行された時もそのまま引き継ぎされまして、要

項の中で福祉入浴券の対象者には無料で入れてくださいということで引き継ぎをされていた部分

で、これは指定管理者の方の善意で今やっていただいているという形になっておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと使用料の関係なんですけど、実際にこの１０％を過去にもこれが適用されて、そうい

う処分をしたということは無いに等しいことかな。前年度実績分ということで。 

○産業課長 

 使用料収入で、今までその１０％に引っかかった部分は実績としてはございません。今までお

店の売り上げ等総収入も入っていましたから。入浴以外の売り上げも含めた中での差し引き１０

％で、ほとんど対象になってなかったと。今回使用料だけにしても、よっぽどの低い使用料収入
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というふうに見込んでくれば別ですけども、大体平均で見てくれば、そんなに１０％を超えると

いうのはないのかなと、よっぽどの理由がない限り。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。はい、 委員。 

 

○澤田副委員長 

 例えばパパスで割引入浴券を買って緑清荘で入ったら、その料金というのは券の収入は、パパ

スに入るんだけど、入浴、緑清荘で言ったら回数券なんですけど、それはどうなの。 

 

○産業課長 

 無料券については販売はしてませんので、回数券ですね。回数券については、売ったところの

収入ということで、それ以外のところでは、精算という形で。色分けで精算される。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 今ここで話しするようなものではないのかもしれないですけど、福祉風呂の話が出たので、７

０歳以上の方に無料券２０枚だったか何枚だったかちょっとわかりませんけども配布されている

んですけども、長年続いてきたこの事業。しかしながら、７０代だと、これは車でもう風呂に出

るんですよ。やはりこう８０歳、９０歳近くなると券もらっても行けないんですよね。 

福祉で本当の気持ちがあるんだったら週に１回とかやっぱり何らかの形で送迎なり、なんなり

のやっぱりそういうことも考えて行く必要あるのかなと。７０代の人はいいですけどね、自分で

行けると思うんです。８０代、９０代なりますと今後なかなか難しいかもしれない。地区で１月

に１回とかぐらいは温泉無料とかって、そういう事業。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただ今の関係、福祉入浴券の発行の関係ですんで、その関係については、福祉サイドの方の部

分ということもございます。私の方からは、あまりそのへんについてはお答えもできないのかな

というふうに思います。 

ただ考えられるのは、指定管理者の方での努力という部分で送迎だとかっていうのも方法とし

てはあるのかなと思いますけども、それについては指定管理の方の管理者の方の考え方もあろう

かと思いますので、それらも含めて福祉政策の中での、何かいい方法があればということで思っ

ておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 
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 この福祉券についてはですね、所管が違うんだけども実際私も７０歳過ぎてますから、もらっ

てはいるんですけども私は全部２４枚使っています。実際貰っても使ってない方が私聞いてる範

囲でいるんですよ。これ。今田中委員が言われた７０歳だから、８０歳からではないんですよ。

７０歳でも実際に使っていない、行かないっていう人は結構多いんですよね。ですから課が違う

からそこまで細かいことはわからないと思いますけども、これはやっぱりその福祉課の方で出し

てるわけですけれども。私聞いてる人では行ってない人多いんですよ。ほんとにそれ、使い切れ

ないでしょう、絶対だって本人しか使えないから、この券は。他にあげて使ってもらえるという

券じゃないですから本人しか使えない券ですから。そういうことです。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今の委員長の関係でございますが、使ってない方も中にはいらっしゃると思います。で、先ほ

ど２５年度の実績で、各施設５千９００人、３千４００人、３千８００人ということで３施設合

わせますと、大体１万３千人ぐらいの利用があると。これで老人の分については２４枚という部

分がございます、単純に割り返ししますと大体３００ぐらいという数字にはなるのかなと思うん

ですが、全部使い切っている人もいるでしょうし、途中でという方もいらっしゃると思いますん

で、その辺はちょっと分かりませんけども、ある程度は利用はされているでしょう。福祉の部分

についても、それらの関係については、担当課の方にもお話をさせていただきたいなと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 先ほど課長から、福祉の無料入浴券を持っているっていう。実際にね、この金がその指定管理

に入ってなければ、それをしなくちゃいけない努力ってしないと思うんだよね。僕はそういう部

分でやっぱり、きちっとその指定管理側が福祉の入浴のお客様をきちっと集められるような努力

が出来るような形を作ってあげないと。その券を無駄にしているような部分も含めてどうなんだ

ろうね。やっぱり無駄にしないような形のものも含めて券を入浴をしてもらうという形になれば、

今の無料の状態じゃ、きっと何も努力はしないと思うんですよね。ぜひともことをやっぱり考え

て無料の券を持っていても入れない人の対策というのは考えてってもらいたいなと思いますけど

ね。 

 

○産業課長 

 ただ今のご指摘の関係、先ほどの私の方からも、指定管理の方から努力していただいていてと

いうお話はさせていただきました。今回無料券の部分について、その助成の関係につきましては

それをするに当たっては、その福祉施策の部分の助成というなり、そういう形になりますので指

定管理者の方ではそれなりの努力をしていただくということで、これらは指定管理の方にも募集

の段階では、そういう話はさせていただきたいなというふうに思っておりますので、ご理解いた
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だきたい。 

 

○村島委員長 

 はい。よろしいですか。この部分では、よろしいですか。①についてはいいですか。それでは

続いて、②の２６年度清里焼酎販売実績はい。説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主査 

 平成２６年度製品販売実績第２四半期４月から９月について説明させていただきます。９ペー

ジをご覧ください。 

初めに１２％製品につきましては、ナショナルブランド２製品で販売数量７８１本、販売金額

１４万３千２６円、前年度対比で販売数量４３本、販売金額１万３千５２０円の増となっており

総販売額の割合で０．５％となっております。 

次に、２０％製品につきましては、ナショナルブランド３製品プライベートブランド２製品の

合計５製品で、販売数量２千２６１本、販売金額１５８万４千４８２円。前年度対比で販売数量

６５４本、販売金額４３万４千５６１円の減となっており総販売額の割合で５．５６％となって

おります。 

次に、２５％製品につきましては、ナショナルブランド１４製品、プライベートブランド１７

製品の合計３１製品で、販売数量２万２千９７９本、販売金額１千７９８万千３９８円。前年度

対比で販売数量３千６７本、販売金額２３７万８千４０２円の減となっており、総販売額の割合

で６３．０８％となっております。 

次に３５％製品につきましては、ナショナルブランド１製品、プライベートブランド１製品の

合計２製品で、販売数量６９１本、販売金額６５万３千８１２円。前年度対比で販売数量２２１

本、販売金額２０万９千５７６円の増となっており、総販売額の割合で２．２９％増となってお

ります。 

次に、４４％製品につきましては、ナショナルブランド６製品、プライベートブランド２製品

の合計８製品で販売数量３千８９８本、販売金額７７４万６千９１５円。前年度対比で販売数量

６８０本、販売金額１２１万１千３２２円の減となっており総販売額の割合で２７．１８％とな

っております。 

次にその他酒類につきましては、平成２５年に終売を行った２製品とナショナルブランド１製

品の合計３製品で、販売数量１４５個、販売金額９万１千９２８円、前年度対比で販売数量９７

本販売金額５万１千７２８円の増となっており、総販売額の割合で０．３２％となっております。

次に酒類以外で清里の水５００ミリリットルの１製品販売数量４千４０６本。販売金額３２万３

９５円前年度対比で販売数量１千４９本販売金額７万４千３６５円の減となっており、総販売額

の割合で１．０６％となっております。酒類以外包装資材、送料他、消費税合わせまして、販売

数量４万４千３０販売金額３千１０９万６千１６１円。前年度対比で販売数量６千３７３販売金

額３４８万３千７８３円の減となっております。 

マイナスの要因としましては、消費税増税前の３月の駆け込み需要反動による落ち込みを解消

するほどの消費が回復していないこと、またお中元時期における需要が大きく減ったことが原因

と考えております。以上で説明を終了させていただきます。 
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○村島委員長 

 ただ今、②の第四半期の説明がありました。何かございませんか。ございませんか。よろしい

ですか。はい。議長。 

 

○村尾議長 

 ＮＥＷボトルが今回出揃ったようなんですけども、ＮＥＷボトルになってから、売れ行きはど

うなんですか。 

 

○産業課長 

 今の説明の中でも、８月までのマイナス部分というのはおおよそ大体３４０万の赤字というこ

とで、９月につきましては、前年対比でも実質８万２千円ぐらいの減という形になっております。

１０月に各種イベント等いろいろ参加をさせていただいております。その中で販売関係、やらさ

していただいておりまして、その中では大体持って行った分は、全て完売という状況で処理をさ

せていただいております。限られてはいるんですが、販売は今順調に伸びているというふうに判

断をしてございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。他にございませんか。いいですか。無ければ次に進みます。③の江南

パーク場の営業期間の延長について口頭説明。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 江南パークゴルフ場営業期間の延長について、口頭でご説明申し上げます。江南パークゴルフ

場につきましては、営業期間今月末の１０月３０日ということで住民の方等にですね、ホームペ

ージを通じて周知をしておりましたが、まだまだ雪もなく使えるような状況でありますので、１

１月の１６日、日曜日まで期間を延長したいというふうに考えております。 

昨年も１１月の１７日、日曜日まで延長をかけたような形をとっておりまして本年度につきま

しても同様に行っていきたいと思います。ちなみに、昨年度延長をして１１月中５３９名の方が

利用したというような実績になっております。 

それと、ちょっと議題にはないんですけれども、網走建設管理部斜里出張所の方から、道道の

冬期間の通行止めのお知らせが参りましたので、摩周湖裏摩周展望台向かう摩周湖への道ですけ

れども１１月４日１１時から来年の４月２０日１１時まで、通行止め１１月４日１１時からそれ

から来年の４月２０１１時まで通行止めという形になっております。斜里岳登山口こちらの道に

つきましては、１１月４日１１時か来年の６月１日１１時まで通行止めという形でですね、お知

らせがきましたので皆様方にお知らせいたします。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今口頭説明ありましたが、よろしいですか。はい。それでは全般的にないですか。なし。

いいですか。はい。それでは産業課、これで終わります。ご苦労様でした 

 

○村島委員長 
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 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、１１月１７日でございます。 

 

○村島委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第１１回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時２３分） 

 


