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第７回産業福祉常任委員会会議録 

平成２７年１０月９日（金） 

    開 会   午後 １時４７分 

    閉 会   午後 ３時３３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まちづくり地域活動推進交付金（共創のまちづくり事業）について 

  ②清里町国民健康保険事業医療費動向について 

   

 ●産業課 

  ①パパスランドの指定管理者募集要項について 

  ②斜里岳山小屋の指定管理者募集要項について 

   

２．道内所管事務調査について 

 

３．次回委員会の開催について 

 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  前 中 康 男    副委員長  池 下   昇 

     委 員  村 島 健 二    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

○欠席委員   なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■町民課長         河合 雄司    ■税務収納Ｇ主幹    清水 俊行 

■町民生活Ｇ総括主査    梅村百合子    ■町民生活Ｇ主査    山崎 孝英 

■町民生活Ｇ主査      阿部 真也 

 ■産業課長         二瓶 正規    ■商工観光・林政Ｇ主幹 永野  宏  

 ■商工観光・林政Ｇ総括主査 樫村 亨子     
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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 

 

○前中委員長 

 第７回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 それでは町から協議報告事項について。まず、初めに、町民課から２点ほど協議事項がござい

ます。まず①まちづくり地域活動推進交付金、共創のまちづくり事業認定状況についてご説明願

います。 

 

○前中委員長 

 はい。課長。 

 

○町民課長 

 それではまず私から最初に町民課からの案件２件につきまして、概要のご説明を申し上げまし

て進めさせていただきたいと思います。 

最初に、まちづくり地域活動推進交付金についてでございますが、こちらにつきまして、認定

状況が平成２７年度上半期が終了いたしまして、９月末日で今季の申請認定の状況についてご報

告申し上げたいと思います。 

それから２点目でございますが、清里町国民健康保険事業医療費の動向につきまして、９月末

時点におきまして療養給付費の給付状況及び今後の見込みについてご報告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。 

案件の詳細につきましては担当者より御説明いたしますので、よろしくお願いします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは私から、まちづくり地域活動推進事業交付金（共創のまちづくり事業）について報告

させていただきます。１ページ目をお開きください。 

７月１７日と８月１９日に、まちづくり運動推進協議会推進会議が開催され、記載の事業につ

きまして交付率の審査が終了しておりますので、御報告させていただきます。 

まず、７月１７日に２つの事業の審査を行っております。番号１、清里市街連合会自治会によ

ります大人盆踊り大会事業でありまして、交付率は５分の４。申請額は４０万円に対しまして３

２万円の交付認定となっております。番号２、東京大学陸上運動部清里町後援会によります東京

大学陸上運動部交流事業でありますが、交付率は５の４。申請額６７万８千円に対しまして、交
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付限度額の５０万円の交付認定となっております。 

次に、８月１９日に２つの事業の審査を行っております。番号３、ポテトパーティー実行委員

会によりますキッズディスコイベントポテトパーティーvol.２でありまして、交付率は３分の２、

申請額１３万５千円に対しまして９万円の交付認定となっております。 

最後に番号４、清里移住者ネットきたいによります移住後の暮らしを支えるネットワーク事業

であります。交付率は５分の４。申請額１０万５千円に対しまして、８万４千円の交付認定とな

っております。 

次に、自治会からの申請分について説明いたします。２ページ目をお開きください。１０自治

会のうち１つは合同開催です。１８の事業について申請があります。交付率はすべて３分の２認

定額の総額は１３３万６千円です。９月３０日現在では、以上につきまして申請がありましたこ

とをご報告いたします。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただ今、①まちづくり地域活動推進交付金の認定状況について御説明がございました。

各委員から質問を受けたいと思います。何かございませんか。はい。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 わからないんですけれども、交付率の５分の４と３分の２っていう区分けはどういうもの。 

 

○前中委員長 

 はい。担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

基準がありまして、当日集まった審査の委員の点数、すいません、ちょっと詳しいところを持

ってないんですけど。基準があります。 

 

○前中委員長 

 ちょっと休憩。すいません。 

 

○前中委員長 

 はい、休憩を解きます。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 すいません、評価による交付の基準ですが、評価の人数によりまして、一人５０点満点持って

いました。５０点満点で評価をいたしまして、交付率８０％ですね。得票率が９２．５％以上が

１００％の交付率。得票率が８４．２％以上が５分の４、５０％以上については３分の２の交付

率になっております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。他にございませんか。はい。池下委員。 
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○池下副委員長 

 これ前段の１ページ目からの方でこうやってみていると参加人数が全然書いてないんですけど

も。 

 

○町民生活Ｇ主査 

はい。今現在ですね、こちらの４事業なんですが、まだ精算行為は起きておりません。実際大

人盆踊り大会事業につきましては、事業は終わっておりますが、まだ申請、実績報告あがってお

りませんので人数の方はおさえておりません。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。 

 

○池下副委員長 

 ２ページ目の方はこうやって見ていると、何回予定とか一応何名予定とかって書いてあるんで

すけども、これは役所の方でしたら実績があがってくるまでは把握してないということですか。 

 

○前中委員長 

 はい。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 そうですね一応２ページ目の方につきましては、高齢者生きがいづくり関係で人数載せており

ますが、実績の方で挙がってきて、差異がある場合についてはありますが、実際人数の方には、

当初申請の方では押さえてはおりません。人数については。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。ほかに。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 もう１点ですけれども、今その申請一覧と出ているんですが、これはその認定されなかったも

のも載せているよ、今回はたまたま全部認定されましたけど、認定されなかったものも普段は載

せているのか。 

 

○前中委員長 

 はい、山嵜さん。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 そうですね、こちらの方は審査を行って交付率がすべてゼロではなくて、全部あがっているも

のです。今まで認定されなかったものはないというふうに、私の方では聞いておりますが。除い

ております。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 自治会の方の関係ですけども、江南夏祭り事業の金額が群を抜いて多いような感じがするんで

すけども。わかる範囲でちょっと内容を教えてほしいんですけど。 

 

○前中委員長 

 はい、山嵜さん。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 内容につきましてはこちらに書かれております、江南音頭、あと盆踊り花火を実施いたしまし

て、自治会の方及び自治会以外の方も参加していただきまして、焼肉等々を行って交流を深めて

いるというふうに聞いて確認しております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 焼肉ということですけども、焼肉に関する分の経費も入っているんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 はい、山嵜さん。敬老事業と同様で、１人参加人数１人あたり２千円までということで、経費

の方は。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○堀川委員 

 ちょっと自分もわからないことが多いですが、他の自治会活動と比べてバランスですとかの他

の自治会も敬老活動とかお年寄りに対するというのもやっていると思うんですけども。その辺と

のバランスなんかも少し検討してみる必要があるとすればそのへんの検討もよろしくお願いした

いと思います。 

 

○町民課長 

 堀川委員さんからお話ありましたが、江南の関係の経緯といたしましては、学校が廃校となっ

た関係で、江南の自治会のコミュニティーが維持できなくなる恐れがあるということで、江南の

未来を考える会という団体名で３年間やられまして、今年は２自治会の団体と連名で行うという

ような格好で進められております。 
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それでも自治会内のコミュニティーを守っていくという話なんですが、ある程度年限も過ぎて

来ているのもございます。あと金額的にも委員おっしゃられるように若干突出している部分もあ

るかなという部分もありますので、年限が過ぎてきて、ある程度コミュニティーも調整されてき

ているのかなという部分ありますんで、今後につきましては若干自治会の皆さんともお話しさせ

ていただきながら検討させていただきたいなと思っております。 

また要綱そのものを実際にこれは一体どういう事業をやるんだと項目もございまして、そのあ

たりも整理しながらより使いやすい交付金の方にし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。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。ほかによろしいですか。どうぞ。 

 

○勝又委員 

 お許しを得たんで。江南あたりもそうなんですけど、実際に飲み食いをするようなものに助成

を出しているっていう部分。捉え方にしてみれば、もしかするとそういうものはちょっとまずい

よなっていうことで出さないようなところもあるような気もするんだよね。そういう部分での１

つの統一見解というのを本当にとれているのかなという部分。 

実際敬老会もそうだからというような部分で一人当たり２千円っていう部分はあるんですけど

も。一度そういうような部分は、きちっと定めるべきでないかなと思うんですよね。それでない

とこの公平感っていうか、そういうものが果たして保たれているのかなっていうような感じの部

分が見受けられるような気はするんですよね。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 今、勝又委員さんの方からもございましたが、そこらへんの分を含めまして各自治会、公平に

扱えるように見直しの方考えていきたいと思っております。 

今すぐにできるかどうかはちょっと別の問題ですけどもそういった方法で考えてまいりたい

と。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。私の方からも１点、高齢者生きがいづくり事業、これ本町における自治会が

かなり精力的に行っている事業。これは敬老会的な趣旨なのか、それともそのサロン１０回だと

か１２回とだか毎月開催するとか、何か生きがいづくりの取り組みで考えられているのか。そこ

ら辺ちょっと説明願いますか。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 敬老会は敬老会で別の交付金をお渡ししています。こちらの方は主にサロンを目的とした、あ

くまでも高齢者生きがいということでサロンの実施に係る経費をこちらの交付金で捻出しており



 

- 7 - 

ます。 

 

○前中委員長 

 その中身的なものにつきましては、例えば何かバスを借り上げてどこかに出かけるだとか懇親

の場でこう何かゲームだとかするだとか。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 あるところではバス旅行もありましたし、スポーツ大会の時に一緒にサロンを行って、交通安

全の関係の講話を聞いたり、そういうところもあるようです。 

 

○前中委員長 

 やはり他の自治会に広がりを見せてほしいなというのはありまして、本町の自治会にかなり重

点的にこの事業に取り組んでいるんですけども、なかなか札弦だとか上斜里の自治会では事業展

開してないのが実態かなと思っていたんです。実質どうなんですか。そこらへん。開催されてい

ますか。 

 

○町民課長 

 記載されているような形の中で計画の方があがってきているということなんですけれども、実

際は委員長おっしゃるように各自治会によってまちまちでございます。一般的にはお年寄りに１

カ所に集っていただいて、楽しんでいただいたとか、中には昼食程度の会食をやってみたり、そ

ういうような部分もございますし、年に１回２回どこかのイベントを見に行ってみたりだとか、

そういうような活動をされているのが状況もあるように思います。 

ただ、我々がこんなこというのもおかしいんですけども、自治会の方でもなかなかお手伝いし

ていただくような人手不足のところもあるというふうにお伺いしておりますので、その辺のとこ

ろで、町としては広がりを見せていただくというふうにお伝えしていきたいと思いますけども、

なかなか広がっていっていないのが状況かなというふうに考えているところでございます。 

今後につきましては福祉サイドとの連携もあると思うんですけども、そういった部分で広がり

を見せていければなというふうに考えているところでございます。 

 

○前中委員長 

 はい、わかりました。はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 この表の見方、私が勘違いしているかどうかちょっとわからないんですけど、江南夏祭り事業

に関してなんですが、総事業費が６２万４千円なんですよね。で補助対象経費が４１万６千円で、

多分総事業費っていうのは、自治会内外参加費負担を入れて６２万４千円っていうことですよね。

４１万６千円の補助対象経費に対して３分の２の認定で、認定額が同じ４１万６千円になってい

るのかっていうのを聞きたいです。 
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○前中委員長 

 山嵜さん。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 そうですね。申し訳ございません。私の記載が誤っておりますね。補助対象経費も６２万４千

円っていうことで、申し訳ありません。 

 

○前中委員長 

 記載ミスということで。はい。ほかにございますか。なければ町民課①のまちづくり地域活動

推進交付金の認定状況についての質疑を終わりたいと思います。 

続きまして②の清里町国民健康保険事業医療費動向についてご説明願います。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 資料の方の３ページをご覧ください。上の方にグラフ、それから下の方に作表ということで計

上させていただいています。 

本年度、平成２７年度の国民健康保険の医療給付関係の状況について説明差し上げます。現在

のところ非常に高い状況５カ月の支出が伴ってございます。この中で、現在のところ、５カ月経

過の分での月平均がこの医療給付の部分での総額でございます。３千９００万円ほどの月の支出

が行われているというふうに下の作表、一番左に月平均が記載されておりますが、そういった状

況でございます。 

昨年２６年度、それから２５年度につきましては、すでに決算額で確定してございます。月平

均それから各月の支出関係つきましては、決算確定数値という形になってございます。この比較

から申し上げますと、非常に高い状況で推移してというのがご覧いただけるかと思います。月で

３千９００万円ほどの医療費に対する保険支出、こちらの方も推移しますと、年間で４億６千万

円ほどになるのではないかというような状況でございます。 

２の医療費動向の方に参りますけども、現在のところ当初予算での計上が一般それから退職の

医療給付に係る経費としまして、４億１千９５０万と約４億２千万ほどの医療給付金の予算を、

昨年度それから一昨年、近年の医療費の支出のベースに見合いまして、当初予算を計上させても

らったところでございますが、現在ところ大きく医療費がかかってきているという状況でござい

ますので、今後におきましては増額補正等の見込みを考えなければならないというような状況に

あることを御説明させていただきたいと思います。 

説明は以上です。 

 

○前中委員長 

 何かございますか。はい。課長。 

 

○町民課長 

 すいません。今の状況としては例年よりもちょっと高止まりということでございます。夏場の

時期このグラフを見ていただいたら大体わかるんですけども、若干下がるんですが、このままい

くと予算額をオーバーしてくるような形になってまいります。 
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それで今の予定といたしましては１２月に保険税と給付費の調整のための補正をしていかなけ

ればいけないかなとふうに考えているところでございます。また今の現在の給付の状況から予測

してまいりますと、現状の保険税または交付金、国、道の負担金これらを合わせましても給付費

全体を賄うことが困難な状況になってくるのかなというふうに考えております。 

最終的には例年と同様に、一般会計からの法定外の繰入れといった形の中で賄っていただく方

法になるのかなというふうに考えておりますので、どうぞご理解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。 

 

○前中委員長 

 何か御質問ございませんか。僕の方から１点。この医療費給付の額が例年に比べて高い数字、

要因というのは何かおさえているものありますか。 

 

○町民課長 

 実は名前が入った資料もあるんですけども、ここで公表するわけにまいりません。それで重篤

な病気の方が何人かいらっしゃいます。それから近年余り目にかかったことない特殊な病気の方

も発生しております。そんな中で医療費の方が高騰しているといった形になっております。 

 

○前中委員長 

 本町、今年度から１８歳まで医療費の給付っていう形もとっている中で、子どもたちの関係も

ありますから、またその部分の伸びも若干はあると思いますから、まだまだかなり健康保険、一

般会計からの法定繰入額、かなり入るのかなと思うんですけども。だいたい１２月の補正のあた

りには計上っていう話出たんですけども、そこのあたりまでにはある程度全体の流れ的には見え

るっていう判断してよろしいでしょうか。 

 

○町民課長 

 その時点ぐらいまでには大体今から３ヶ月経ちますんで、見えてまいります。その中で補正の

方をしていかないと、実際問題、医療費が払えなくなる状況についてもありますのでそこの部分

でできる限り近い数字を求めまして補正の方をさせていただきたいと考えております。 

 

○前中委員長 

 わかりました。はい。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 聞きたいんですけど、当然医療費は増えて、国レベルでも増えているというのは、もうこの間

もテレビでやっていましたのであれなんですけども、実態として例えば我が町はうちの町のクリ

ニック利用とそれから他町の厚生病院とかいろんな病院通っている人もいるんで、その比率って

わかります、大体。 

 

○町民課長 

 ちょっと今ここには持ち合わせてないんです。 
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○前中委員長 

 後でもいいですか。では後で。他に何かございます。ありませんか。無ければ以上町民課の説

明終わりたいと思いますのでどうもご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは、産業課所管から２点ほど御提案ございます。まず１点目パパスランドの指定管理者

募集要項について２点目でございますけども、斜里岳山小屋の指定管理者募集要項について提案

ございます。それでは産業課課長。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項２件について、それぞれ説明をさせていただきます。 

それではまず第１点目のパパスランドの指定管理者募集要項について１ページから８ページに

記載がございます。まず１ページをお開き願いたいと思います。要綱の主な変更点について記載

をさせていただいております。 

まず施設の設置条例が変更となっておりまして、名称がパパスランド設置条例から農林水産物

食材提供供給施設設置条例ということに変更になっておりますので、関係条項の名称を変更いた

します。それと２の指定管理者が行う管理の基準の（２）の施設整備及び物品の維持管理につい

て。イの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

行い、修繕等を実施する前には町と協議を行うものとし、施設の老朽等による修繕等は町が負担

するということで管理責任の範囲を規定させていただいております。ウの備品関係についても同

様の扱いといたします。 

２ページをお開きください。３の使用料の使用料収入についてですが、改正前で１０％以上の

増減が生じた場合、折半としておりましたが、今回改正で増の分をなくしまして、減の場合につ

いてのみ折半ということとしております。４の指定の管理期間、指定の期間につきましては、職

員雇用の安定というものを考慮しまして、平成２８年４月１日から平成３３年３月３１日までの

５年間ということで改正をさせていただいております。それと５の指定管理の委託料についてで

すが、５年間の限度額といたしまして４千４３２万６千円としておりますが、詳細につきまして

は、後ほどご説明させていただきたいと思います。 

３ページから７ページにつきましては、ただ今説明いたしました要項の案でございます。変更

箇所等につきましては、アンダーラインで表示をしておりますので、ご参照いただければという

ふうに思っています。 

それでは８ページをお開き願いたいと思います。８ページが今回の管理委託料の関係資料とい

うことでございます。実績に基づきまして、新施設からの状況で２５、２６の実績の収支の内容、

管理委託にかかる温泉と施設周辺の管理にかかる分のみを記載させていただいております。管理

委託料の算定は、平成２５年、２６年の決算額の平均額をもって、平成２８年度以降の収支見込

を推計しております。それで歳入の温泉の収入につきましてですが、平成２５年予算対比で５４

８万ほどの増ということになっております。それで１千３００万の収入で実質実績並みの収入と

いうことで見込んでおります。その他の収入につきましては、福祉入浴補助の関係でございます。 

続きまして歳出でございますが、人件費につきましては、実績の平均値で計算させていただい
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ております。役員報酬につきましては温泉分に係る役員報酬ということで、計上させていただい

ております。原材料費の関係につきましては、これは売店レストランにかかる分となっておりま

すので省略をさせていただいております。次に事業推進費ですが、こちらも実績平均に物価上昇

を勘案しまして、平成２５年度の予算対比で、合計欄で平成２８年度見込みで約６１万７千円の

増となっておりまして、収入支出差引き２８年で８６１万４千円が不足と２９年以降では単年度

で８９２万８千円が不足ということになりまして、５年分の合計といって４千４３２万６千円が

管理委託料での限度額という形で参照させていただいております。管理料につきましては平成２

５年度の予算から比較しまして平均で約２６３万円の減という形になっております。なお今回こ

の公募につきましては、一般公募によりまして平成２７年の１０月１５日から１１月１７日まで

期間で実施をする予定となっております。以上で、パパスランドの指定管理の募集要項について

を終わります。 

 

○前中委員長 

 只今、パパスランドの指定管理者募集要項について説明がございました。各委員から質疑を受

けたいと思います。何かございませんか。はい。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今説明聞いていて思ったんですけども、これ最後に８６１万４千円マイナスになるっていうふ

うに書いてあるんですけども、その上の段の平成２８年度の見込みの支出の計が２千１９４万４

千円と２５年、２６年とそんなに変わらないんですよね、支出が。あれですか。支出変わんない

っていうことは売り上げもそしたらそんなに伸びないし、変わんないっていうふうに見込んでい

るってことですか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただいまの御質問の部分でございますが、２８年度の支出見込み２千１９４万４千円。で、今

この横に書いてある２５年度の算定という欄で１千９５３万という数字が出ておりますが、こち

らの部分については、中の支出の部分で多かったり少なかったりという部分を実績で数字ある程

度調整させていただいている部分ございます。 

それと歳入につきまして、２５年度当初では温泉収入が７５２万という算定をさせていただい

ておりました。その他、管理委託料が１千１５０万あると平均でいくと１千１６０万という形と

なっておるんですが、２８年の見込みといたしましては、５００万ほどのアップで、１千３００

万という収入見込みをさせていただいております。いずれにしましても、温泉の使用利用者が増

えたという部分で、支出の関係、事業推進費の部分が若干増えてきてるっていう部分もございま

すので、トータルで見ますと歳出の部分については、全体的にはそんなに大きな差にはなってい

ないのは実態なのかな。それで大体この８６０万程度の委託料が必要になってくるんではないか

という算定をさせていただいております。 
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○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 当初１千１５０万から始まって、１千５０万になったりということで、多少減ったんですけど

も、今回８６１万４千円で５年間って言ったんだけども、これまず５年間になった根拠とは何か

あるんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 この関係につきましては、前回去年の緑清荘のときも御説明させていただいたんですが、やは

り職員の長期雇用という部分である程度安定的に雇用したいという要望もございまして５年間と

いう形で設定をさせていただいております。 

 

○前中委員長 

 委員よろしいですか。はい。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今回８６１万ということなんだけども、例えばスタートして毎年収支が上がってくるんですけ

ども、２５年度の算定の温泉使用料の算定１つにしても７５２万しか見ていないものが実際は１

千３３０何万もあったわけですから。早い話が５００、６００万以上も伸びているんだけども。

こんなに、極端に伸びるなんて今後そんなにはないのかもしれないけども。またレストラン収入

とかいろんな部分で伸びが変わった時に、当然これ見直さなきゃならないっていう部分はあるん

だけども、１千１００万から始まったんだから、当然減らしていきながら運営されればいいし、

プラスアルファは今回の条例改正で増減の増っていう部分が抜けたので、利益を出してもらうと

いうことはいいことなんだけども。極力やっぱり町からの支出を少なくしていきながら、運営し

ていってほしいっていうのが、これは町の方もそう願っているだろうし、できれば随時毎年のよ

うに見直しをかけながらやっていくような方向で進めていただきたいなというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただ今のご質問の部分でございますけども、５年間という形で今回指定管理契約をしたいとい

うふうに考えてございますが、５年間の中でも毎年年度計画ということで、年度ごとで指定管理

者の方から、収支の予算案について計上させて出していただいて、その分について中身を精査し

ながら整理をしていくということで考えておりますので、もし仮に大きな差が出た場合について

は、調整をさせていただきたいなというふうに思っています。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。はい。ほかに他にございませんか。加藤委員。御苦労さまでした。 

 

○加藤委員 

 遅れて申し訳ありません。基本的な考え方での５年間指定管理していくっていう中で、回この

展開の中には、食堂部門からこういう部分っていうのはきちっと切り離して純然たる温泉施設と

しての捉え方をした時に、この人件費のあり方だとかこういう部類の精査が本当に十分になされ

ているのかどうなのか。この辺については問題ありませんか。 

担当課として提案されているわけですけれども、実際に食堂部門まで入れた人数の人件費。そ

してそこから引いた分の今回提示されている人件費。人数とその総額。その割合について、他の

緑温泉あるいは緑清荘の温泉状態の部分と検討した結果でも特に問題がないのか、そのへんにつ

いては十分協議し、また実施されている内容について把握をされているという自信を持って提案

されているということで理解していいんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただ今のご質問の分でございますけども、ご指摘のとおり売店とレストランの部分につきまし

ては、レストランの分については一切この中には入ってございません。売店の部分につきまして

は売店で１名職員を雇っております。そこには入っていませんが、ここの今人件費、職員と臨時

職員というふうにありますが、この部分については温泉部分に係るところと草刈り。あと清掃の

関係ですね。これらの臨時職員の人件費をここに記載させていただいております。この部分で、

温泉管理の部分で正規職員の部分を計算させていただきまして、人数的なもの、それと人との配

置の関係、これらについては、指定管理者の方とも色々協議をした中でのこれだけの人員が必要

だということで協議した中での人員配置ということでこちらの方も計算させていただいておりま

す。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的にはこれから募集をかけていくわけですが、温泉事業と一体でなければさっつるパパス

はダメなのかどうなのか。課長の説明の中では、温泉部門に対する十分なレストランとの協議を

した上での提案ですっていう表現だったわけですが、当然のように受けているのがパパスという

会社。同じ会社が受けていれば、それは会社の運営上両方を効率化、そしてお互いの融通性って

いうのも十分私は出てくるんだろうと思う。そういう形の中にあって、健全な環境にあるのかと

いうのが、その辺が大きなウエイトをある意味では、占めてくるのかなというな形であると思う

んです。 
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町当局は十分にそういう環境をされますということですから良いですけども、そのことがこの

５カ年っていう状態に、今お話の中にも緑清荘が５カ年だったんでっていう表現。その時にパパ

スも今後は指定管理の中で長期安定的に経営をしてもらうためには、５カ年っていうことも考え

ていますよという中でその修正がかかってくると思うんです、どうしても。本当にこの実態をこ

の３年間で把握できたのかどうなのか。この辺もう一度募集するまでの間にもう１回本当に間違

いはなかったかどうか。ぜひ確認をしていただきたいと思います。草刈とかいろんな形がありま

すけれども、こういう中でも実際の現地の中では、いろんな問題点とトラブルが起きているのも

事実です。詳細には言いません。こういういろんな問題がある中で、トータル的に運営すること

によってプラスになる部分。そのことが、温泉部門が町からの業務委託、公営がゆえに行政にお

んぶする部分。こういう部分の中のバランスが本当に適正なのかどうなのか。親方、行政町だか

ら良いんだという感覚。あるいは業者に対して町が押しつけている。こういうことのないように

お互いにもう少し他の温泉施設とその辺を整理した中で私は進めていただきたいということと、

もう１つはポスレジレジの関係の経費についての分担割合。こういうものについては、ここの中

できちっと整理されるかどうなのか、どこの部分の経費から。その辺についてだけお伺いをいた

します。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 最後のポスレジの関係につきましては、この委託料の中で整理はしておりません。町の方のリ

ースという形で計上させていただいておりますので、この委託料の中には反映をさせていただい

ておりません。ご理解いただきたいと思います。 

それとあと募集までに内容再度精査しながらというようなお話がございましたが、ある程度内

容につきましては、精査した中で、今回提案させていただいているというものでありますので、

そのへんもご理解をいただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 最初のポスレジの関係は町の委託なんです。基本的にこれの使用割合の中身っていうのは、売

店での部分。しかもレストラン部分が５割以上あるだろうというふうに理解する。この部分につ

いても基本的には当初予算の中で、当初予算って３年前のスタート時点で入れるべきことを忘れ

ていて、後から導入して町のリース事業にということでのスタートだった。そのことのリース事

業の中で、その部分に対する温泉部門を抜く負担割合はきちっといただくっていうか、負担して

いただくっていう形を捉えていくのか、そのへんについて。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 
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○産業課長 

 ポスレジの関係につきましては、町の財産という形で処理をさせていただいておりますので、

町の方でリース料をお支払して、その分については、収入としては特にこちらの方に入れていた

だいている実績はございません。 

 

○前中委員長 

 はい。 

 

○加藤委員 

 そのことは理解しています。３カ年間はそうでしたが、これから新たに契約をしていくわけで

す。どの業者になるかわかりません。そのときには、その部分にかかっているであろう費用につ

いては、応分の負担をしていただくっていうことは考えていないんですかという捉え。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今回の部分については、その分については応分の負担は考えてございません。従前どおりの形

で進める予定です。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的に町の財産だからという前にポスレジの必要性の割合はどこにあるのかっていうことか

ら導入されているわけでありまして、基本的目的の中で、レジの使われ方やそういうもの、細か

くはもう言いません。実際に実態としてどうなのか。そのことを踏まえた時に、町財産として負

担を求めないでいくことでいいのかどうなのか。それをトータル的に今後、この次の時点までに

判断をし、あるいは算定、募集をかけるまでに、もう一度整理をされるべきだというふうに思い

ます。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 募集までと言いますと、募集が１０月の１５日から予定という形でしているところでございま

すが、価格の関係も含め、それらの分についての要は取り扱いということになるでしょうか。そ

の関係につきましては先程も言いましたが、今回の部分につきましては従前のままでとりあえず

処理をさせていただきたいというふうに考えてございますので、ご理解いただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 その辺の捉え方ですね。何もかにも町の財産だからこれを使わすとかではなくて、片方は営業

利益をしているわけ。そういうところ実際に町が助成する。そういうところをきちっとけじめを

きちっとつけてかないと問題だというふうに思うんで、その辺はぜひもう一度備えの中で、本当

にその財産がそういう営業に使われていても負担行為をされなくても良いものなのかどうなの

か、もう一度内部で協議されて、募集かける時点でこのレジについての部分についても相応の負

担はいただきますよということがなければちょっとどうなのかなというふうに思うので、その辺

の整理、実際にポスレジの使われ方の実態というものをきちっと把握されていますか。 

 

○前中委員長 

 はい。課長。 

 

○産業課長 

 ポスレジの関係につきましては、実態把握はさせていただいていますが、今議員御指摘の部分

で私の方もそこまでの考えが及んでおりませんでしたので、お答えできなかったんですけども。

この関係につきましては、募集の段階で指定管理受けるところと協議をするなりということも検

討の余地はあるのかなと思うんですが、なかなかその分について今すぐ対応が難しいのかなとい

うふうに思いますので、実際のところはこのままの形でいきたいなというふうに考えております

のでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 課長あれ、リース事業なんです。年間いくら払われているのか、ちょっと提示してみてくださ

い。 

 

○前中委員長 

 休憩取ります。 

 

 

○前中委員長 

 議論に入りますので、休憩を解きます。はい、課長。 

 

○産業課長 

 ポスレジのリース料の関係でございますが、月額１４万４千９００円ということで、これにつ
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きましては、平成２４年の１２月１日から平成２９年の１１月３０日までの５年間という形のリ

ース事業となってございます。年間で１７３万８千円。それと、５年間の総リース料が８６９万

４千円という形になっております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。関連他の委員で今のポスレジに関してご質疑ありませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 パパスのポスレジの位置付けなんだろうと。要するに何のためにポスレジを入れているんだっ

ていう内容で。あくまでもその時点のいろんな情報を知りたい。誰が知りたいのって時に、事業

者とそして一番リースを支払っている町が必要だということで導入されているんだろうと。そこ

から出てくる情報というのはどういうふうに活用されているかっていうのが、このポスレジを維

持していっていいのか。ただの収支を見ていきますよということだと必要ないんですよね。だか

ら毎月毎月の情報をどうやって管理されているかっていうことが、非常に大事なんだろうと。そ

れはどういうふうに使われているかということをちょっと答弁いただければ。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ポスレジの活用の関係で食堂部門それと売店部門、それぞれの個々の物品の管理という形で処

理をされているところでございますが、直売の部分の細かな部分がちょっと打ち込みが出来てな

いという部分で整理ができていないというのが実態でございます。この関係については、指定管

理者の方の方ともお話をさせていただきまして今後の活用について、そういう細かい部分の設定

をお願いするという形で今協議を進めている段階でございます。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 農産物の物販だとかの情報がうまく出来てない。せっかくそこにある機械を全く使ってないん

ですよってことですよね。要するに今日のデータが明日にどうやって活かすかというためのポス

レジです。それでなければ普通のレジで良いですよ。入った金いくら、それはすぐ正面に出てく

る。なぜパスになっているかっていう理由をきちんと原課の方でとらえて、少なくても１週間単

位の次の、まさしくそこには商売があるからマーケティングはきちんとできてないとダメです。

そのためのポスですから。どうやって活用していくかっていうことに、これからいろんな工夫を

していただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 
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○産業課長 

 ただ今の御意見指定管理者の方とも十分協議をしながらそういう部分、整理をさせていただき

たいというふうに思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ポスレジについては、十分協議していただきたいこのように思います。 

それと大局的な話になっちゃうかと思うんですが、現在こういう形でこれから５カ年間の形の

中で町の温泉部門の委託という形になってきているわけですが、例えば、今レストラン部門の収

支が非常に良いという状態の中で推移されていると思うわけですが、この辺については全く関係

なしで町はいいと思います。ところがレストラン部門がとんとん、あるいはマイナスを来すよう

になってった時を踏まえた時に、温泉部門の指定管理に対する委託費が増えていくことのないよ

うに。あるいは基本的にここのレストラン部門と一部売店部分の捉え方っていうのが非常に微妙

な部分が私はあると思うんですが、この５ヶ年間の間にきちっと整理されるべきだというふうに

私は理解しているんですよ。それは他の温泉施設と同じように、温泉部門だけの業務委託ってい

う捉え方をある意味ではするべきなのかもしれない。そしてレストラン部門という部分について

は、むしろ賃貸契約を結んだ方が良いのかも。今後において一体で含めてパパスの運営というも

のをされているわけですが、最終的に片方がぐらついてしまったときに、どういうふうにしてい

くんだろうという。今５カ年間という形の中で、一体で募集をかけますという形になってくんだ

ろう思うんですが、将来にわたっての基本的考え方について大変な状態でならないことを願うわ

けですが、もしもなったときのことを踏まえて色んな形の角度の中から、温泉の施設の運営を長

期的にできていく。そして安定的に行っていく、住民のために必要な施設としてきちっと残して

いくためにはどういう方向なのか。行きあたりばったりではなくて、将来を見通した形できちっ

と整理をされて、これの運命を進めていっていただければこのように思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 ただ今のご意見含めまして、管理関係進めていきたいというふうに思います。レストラン部分

の関係につきましては、こちらの方で収支の部分把握はしていますけれども、それが赤字になっ

たからどうのこうとは、今の時点では考えておりませんが、将来的に大きな赤字が出た場合につ

いて、またいろいろ協議をしながら、委託料を払うとかではなくて運営のあり方とかの部分につ

いては、またいろいろ協議しながら進めていかなければならないと思っておりますので、その部

分については、またそういう場面がもし起きた場合ついては、またいろいろとご協議をさせてい

ただきたいなというふうに思いますんで、ご理解いただきたいと思います。 
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○加藤委員 

 一体で行うんでも、今回の５カ年の契約をする時点であっても、このレストラン部門、売店部

門の一部については、賃貸契約を金額はゼロであってもある意味ではそういう捉え方をしておく

方が必要になってくるような形でないかなと思うんです。一体ですよ一体ですよと言っていてい

ながら黒字のうちはいいですけど、収支が合わなくなってきたら、そういういろんな問題点が出

てくる形がありますから。最初のパパス道の駅の運営のときに、基本的考え方の中で独立できま

すよという流れでスタートはして、運営は一体に指定管理を求めていきますという形なんですが、

指定管理でやっていくのは良いんだけれども、その中身について将来にわたってきちっとした部

分での原則として、無償で契約していると一緒だと思うんです。むこうで電気水道なんか全部払

っているわけです。そういう実態の中で明確な形でのその契約の仕方というものを整理されてい

った方がいいのかな。そうすると温泉部門が非常に負担になる、あるいは逆を言うと温泉部門は

別に町直轄にしても良いし、いよいよ困った時に地域の住民の人方が代わりでシルバーでやった

っていいし、いろんな形で運営できる方法もまた出てくるんだろうというふうに思うんで、それ

ぞれのこの一体でやっていると、どうしてもおんぶに抱っこ。例えば温泉部門とあるいは食堂部

門と、いろんな形でメリットもあるけどデメリットもあるっていうのがあるので、その辺を踏ま

えて、それは長期的にあの施設が長く運営されていける方法をするためにきちっとした負担行為

もない、本当に民間の力が活用できるような、引き出せるような方法での運営方法っていうもの

を整備されて、ひとつ取り進めてっていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただ今の御意見踏まえながら実施したいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 ほかにございませんか。はい。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 まず参考までに聞きたいんですけどあそこは正職員と臨時職員と何名ずついるんですか。 

 

○前中委員長 

 はい。課長。 

 

○産業課長 

 施設全体の部分でございますけども、温泉施設の部分で３名、で売店施設で臨時も含めた中で

３名。それとレストラン部門で調理２名、それと接客販売で４名で、そのほかの繁忙期について

は、臨時職員その都度雇用しているということで聞いております。 
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○池下副委員長 

 両方の合計の人数ってわかります。売店部門だとかレストラン部分だとか分けないで。 

 

○産業課長 

 全体では１３名ですね、その他に臨職がいるという形になります。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 パパスの問題は実はこの間の決算の時にもちょっと言いましたけども、やはり観光客の方から

も苦情があり、町民からも苦情がありいうことで、結構伺っているんですよ。それで先ほどポス

レジの話も出て、またいろいろと加藤委員からも出たんだけども、長くやってもらうためには、

所管の課からいろんな指導を行ってもらわないと。レストランがだめになったとか、どこがだめ

になったって何かがあるからだめになってくるんですよ。そこをやはり指定管理５年計画で出す

んであれば、町民からこういった苦情も出ているよってことを所管の方から常に指導していくっ

ていうスタイルをとらないと。パパスに投書箱を置いてあるわけでありませんし、常にそういう

ところを見ながらパパスだけではないけれども、せっかく条例改正して儲けてもらおうというふ

うにやるんであれば、やはりこちら側もそれなりに適切に指導しながら長くやっていただくって

いうのが、これは指定管理の鉄則ではないかと思いますよ。そのための民間の力をかりた指定管

理というふうな制度があるわけですから。先程も色々と委員の皆さんもいろんな意見出ますけど

も、そこは一生懸命頑張ってもらってやっていただきたいという思い。それと、行政側できちっ

とした態度をとるべきだというものが、根底にあると思うんで、そこらへん踏まえてやっていた

だきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 只今の御意見で原課からもいろいろお話をしながら進めていきたいと思っております。それと

町の方で指定管理の委員会というのをもってございまして、その中で今年に１回指定管理の業者

と打ち合わせし、コミュニケーションをとりながら、今後の運営についてのいろんな意見をとい

うのを設けております。その中でもいろいろ御意見を言いながら良い方向に進むような形で進め

ていきたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 組織があって年に１回ということなんですけども、それとは別に課長でも所管の担当でもたま
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に顔出すなりして、やっぱりそこの支配人等々といろんな話をできるような間柄になっていって

指導してもらいたいなというふうに思います。極端に言うと１年に１回じゃ足りないです。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 すいません、ちょっと言葉足らずで申し訳ございません。原課としてはその都度その都度お話

はさせていただいております。今言いました年に１回というのは、指定管理の運営協議会の会議

の中でお話をするのが年に１回と。原課といたしましてはその都度いろいろご意見伺ったりとか

いうことで調整をさせていただいておりますので、御理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 いいですか。ほかに加藤委員。 

 

○加藤委員 

 道の駅としてスタートをかけて今３年たって見直しをかけていくときなんですが、あの施設で

１つの大きなポイントであった、テイクアウトコーナー・実演コーナーの使われ方の実態という

のはどういう状態なのかということ、それと当初計画をしていた本来の目的の施設運営の基本的

にある農林水産物食材提供施設売店を中心とした温泉施設ですよという部分のウエイトのあり方

が順調にある程度いっているんだと思うんですが、このへんとかけ合わせたテイクアウトの今後

の運営方法についてどういうふうに捉えていくのか。 

パパスに行く度に結構ど真ん中の良いスペースをとっていながら、非常に見苦しい形の中で３

年間の間に大きく改善された余地もない。来年の観光シーズンに合わせて交流施設もでき上がっ

てくる。そしてそこには、町の発信だって言いながら特産品も置いていく。そういういろんな形

の中で道の駅も置く、あるいはこの交流施設にも置いていく、で向こうには実演するコーナーも

ある。こういうことの活用を相乗効果として上げていくという方法でなければならないです。具

体的案や方向性について、どういうような検討がなされているのか、あるいはどういうような形

を今後の指定管理業者に求めようとしているのか、そのへんについてはどのように。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 現在のテイクアウトと実演の部分でテイクアウトの関係については若干ですが、そんな量的な

ものはございませんけども、ある程度テイクアウトの部分については活用されているかなと思っ

ているんですが、その実演の部分がなかなか手が回らないっていう部分もあって、実演のところ

までいけてないというのが実態のようでございます。 

これらの関係につきましては、新たな形でまた指定管理の募集という部分ございます。この中

でその募集の中でもいろいろと意見を言いながら、指定管理の方法の関係について募集を行って
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いきたいというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 なんだかんだ実演コーナーを運営していけっていうことじゃなくて、あの施設にとってあるい

は清里の道の駅にとって、訪れる人あるいは札弦の地域の人についてどんな環境がそこの場所に

あったら良いのか。どういう状態のものがいいのか。このことが大切だというふうに思うんで、

その捉え方はあの形のままその推移させることのないようにそれと、そのことを踏まえて、ひと

つこの５カ年間継続してこうやってまた指定管理でやっていく中でこの道の駅あるいは今度交流

施設ができるわけですから、片方だけに手落ちにならない様に両方でうまくいくような方法を真

剣に。莫大な経費を投資していくわけですからぜひ捉えて進めていただきたいと。先程からいろ

んな問題、言いたいことたくさんあるんですけど、もう少し真剣に本当にこの施設はこういうふ

うにしてかんとならんよ、指定管理者のための施設ではないんです。そのことを十分踏まえた中

での運営協議をそしてお互いに負担をかけない方法の模索をもう一度１から見直す洗い直しして

みていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 ただいまのご意見、十分に踏まえまして進めていきたいというふうに思いますのでご理解いた

だきたい。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。ありませんか。なければ②斜里岳山小屋の指定管理者募集要項について

御説明願います。はい、課長。 

 

○産業課長 

 それでは２点目の斜里岳山小屋の指定管理者の募集要項について、９ページから１６ページで

ご説明いたします。 

９ページをお開き願いたいと思います。要項の主な変更点について記載をしてございます。こ

ちらにつきましても２の指定管理者が行う管理の基準の（２）の部分につきましてイとウ、先ほ

どのパパスと同じように管理責任の範囲を指定させていただいております。 

次に３の使用料の部分につきましても同じようにパパスと同じように改正前で１０％の増減が

生じた場合、折半だったものを減の場合についてのみ折半という形で整理をさせていただいてお

ります。１０ページをお開き願いたいと思います。４の指定の期間につきましてですが、こちら

平成２８年４月１日から平成３１年３月３１日までの３年間ということで、こちらにつきまして

は３年間という形にさせていただいてございます。この理由といたしましては、今他の観光施設
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の部分、それと管理形態、これらの見直し等も今後必要になってくるだろうという部分もござい

ます。それと山小屋の部分につきましてはなかなか管理の部分以外での収入、要は宿泊売店だと

かそういう部分の売り上げも非常に少ないという部分もございます。これらの関係でやはり委託

料の部分についても長期的な中での見通しというのも中々できない部分ございますので、山小屋

の部分につきましては、今回３年間という形で整理をさせていただきます。それと５の指定管理

の委託料の関係でございますが、３年間の限度額といたしまして６２９万１千円と言う事で計上

してございますが、詳細につきましては、また後程御説明させていただきます。１１ページから

１５ページがただ今説明いたしました要項の案という形になっておりますので、ご参照いただき

たいというふうに思います。 

それでは１６ページ、最後のページになります。管理委託料の算定資料ということでございま

すが、こちらは平成２４年から２６年の実績を記載してございます。その３年の実績の収支で管

理委託に係るものを記載してございます。管理委託料の算定は、平成２４から２６の決算額の平

均額を基にして、平成２８年度以降の収支見込を推計したものでございます。まず収入の宿泊料

から協力金の合計で、平成２５年の予算対比で９６万円減の、１０５万４千円の収入見込みとい

う形で２８年度見させていただいております。 

それと続きまして、歳出の方でございますけども、管理の賃金につきましては現在役場の労務

単価は、１日６千８００円という単価で見させていただいているんですが、実際山小屋の管理人、

山小屋に宿泊泊り込みという部分ございますので、この辺の関係、勤務時間外、要は平日日中だ

けではないという部分もございますので、その拘束時間の部分について支給の金額を上げていき

たいということで増額計算をさせていただいております。それと需用費の燃料費についてですが、

実際単価で物価上昇等を勘案してリッター数の計算で行っているところなんですが、こちらもか

なり年度ごとの変動もかなり激しいという部分もございます。平均でいきますと若干落ちるんで

すが、今回前年度の一番高かったときの実際単価を参照いたしまして、これに物価上昇等勘案し

ながら積算させていただいております。それと租税効果について平成２９年それから計上してご

ざいますが、これにつきましては観光協会の事業料の増加に伴いまして、消費税の課税の事業所

となることが見込まれます。その部分で、山小屋に係る消費税の分を計上させていただいており

ます。委託料につきましては実績の平均に物価上昇を勘案した中で計上しておりまして消防設備

の委託料、これが今までなかったんですが、平成２７年から対象となりまして、２８年度の委託

料からは計上させていただくという形になっております。収入支出差引きで、平成２８年度で２

００万５千円が不足額という形になります。平成２９年度以降では２１４万３千円が不足額とい

う形で３年間合計の金額が６２９万２千円、これが管理委託料の限度額という形で計算させてい

ただいております。管理委託料につきましては、平成２６年度の予算から比べますと平均で大体

５０万程度の総額となっております。これからこの部分、公募をかけていくわけなんですが、山

小屋の特殊性等を勘案いたしまして山小屋につきましては、清里町の公の施設に係る指定管理者

の指定手続きに係る条例に基づきまして、第５条第１項の町長は公募によらずに指定管理者の候

補者を選定するというできる規定を使いまして選定をさせていただくという形で考えてございま

す。現在のところ観光協会、こちらが指定相手という形でこちらの方検討させていただいており

ます。 

以上で斜里岳山小屋の指定管理者の募集要項の説明終わりたいと思います。 
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○前中委員長 

 はい。ただいま斜里岳山小屋の指定管理者募集要項についての御説明がございました。各委員

から質問賜りたいと思います。何かございませんか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 １０ページの１０ページの一番右の下に１５９万って書いてあるんだけども、これは３年間で

１５９万だったの。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今ありました対照表の右側の表で前回まではこの１５９万、単年度の価格をここに掲示しまし

て募集要項で募集していたんですが、今回３年間の中で変則という数字になっております。それ

で総額で限度額ということで、今回記載をさせていただいておりますので、ちょっと前回と数字

がかなり上がっているということでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ということは１６０万で計算して、３年間で４８０万で、それからみると１５０万ぐらい上乗

せっていうことなんですけども、先ほど説明があったように管理人がなかなか時間も長いし、見

つからないということで大体これ見たら契約の中では２０万ぐらいの上乗せっていうふうにみて

いるんだけども、その他にもこうやって租税公課の部分だとか消防の設備委託だとかってかかる。

これもうしょうがないのかなぁとは思っているんだけども、それよりもやはり今回賃金が多少上

げてくれたからよかったんだけども。実際管理人いないっていうのが現実なんですよ。今いる方

も斜里岳友の会を立ち上げたり、やっぱり貴重な人だと思うんで、こういう人は大事にして、や

っぱり出すもの出していてもらうというふうな方向で今後もやってもらうようにしていったほう

がいいと思いますよ。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今回の委託料というか、管理委託の部分の金額の分について御指摘のとおり、賃金の部分、あ

とそれ以外の部分では租税公課等の部分、それとあと燃料費の部分が中々確定的なないという部

分で若干前回の額よりは、数字を見させていただいているということでございます。でご指摘の

とおり賃金の部分、今までかなり安かったという部分ございます。それについて今回若干ですけ

ども、上乗せさせていただいて管理人の方のある程度対応がやりやすいような形で進めていきた
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いというふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。ちょっと再度ちょっと説明を伺いたい。租税公課の部

分、先ほど消費税の課税事業所云々の話がありまして、１２万指定管理に計上されているんです

けど。これは随意契約の中で、受ける事業所が課税事業所ということで理解してよろしいですか。

はい課長。 

 

○産業課長 

 指定管理を受ける方で、前段でもお話した中で観光協会という形で考えてございます。その観

光協会の部分で事業料が増えるという形で、課税対象の事業所になってくるっていう部分がござ

います。その中でこういう委託料だとか収入関係、全部含めた中で消費税の対象になってくると

いう部分がございます。その分の山小屋の所得に対する消費税相当分ということで、若干下回る

かなと思うんですが大抵このぐらいの数字でマックスかなというふうな形で計上させていただい

ております。ご理解いただきたいと。 

 

○前中委員長 

 ちょっとあれですけれども所得は発生しませんよね。指定管理という形の中で、課税事業所の

部門別収入で、山小屋の部分ではその見合いの部分の課税消費税額は発生しないと思うんですけ

ど。課長。 

 

○産業課長 

 所得という部分でなくて、売り上げだとかそういう部分になります。ですから管理委託料につ

いても要は消費税の対象という形になりますので、こちらから消費税をつけてお支払いをしてい

るという、その部分が納税の金額という形で経費等引かれますんで、１００％その消費税１０％

分がすべて税務署にということではないですけども、課税の中には皆様からもらったお金、例え

ば委託料とか宿泊料だとかこういう部分について、消費税の入っているものについては納税をす

る義務が生じてきますので、それで租税公課の分の金額を見さしていただいているということで

ございます。 

 

○前中委員長 

 ちょっと関連なんですけど、先ほどのパパスの指定管理のときにも同じように租税の部分事業

所としての消費税分の算定基準は加味されていると思うんですけど。はい、課長。 

 

○産業課長 

 先程のパパスの方につきましても、８ページの中の租税公課という部分がございます。その中

で消費税分、これも温泉に係る分のみということで計上させていただいていると。 

 

○前中委員長 

 わかりました。他にございませんか。なければ、産業課全体に対して何かありましたら質問受
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けたいと思いますけど、ありませんか。なければ終わります。課長 

 

○産業課長 

 ちょっと議案にはないので申し上げないんですが、口頭で１件報告をさせていただきたいとい

うふうに思います。本日の新聞等でも報道になっているんですが、９月２９日の付けで２０１５

年度のグッドデザイン賞の受賞が発表されまして、じゃがいも焼酎の北海道清里が受賞いたしま

した。これにつきましては全体で３千６５８件の自薦他薦の応募があった中で、１千３３７件が

受賞という中の１点ということで、清里焼酎が受賞となりましたので口頭ですが報告をさせてい

ただきます。 

 

○前中委員長 

 はい。いいですよ。 

 

○河口委員 

 前回もいろいろ値上げについて、色んな意見出されている。今日のグッドデザインの件もある。

本当に値上げのタイミングを逸しない、タイムリミットだと思いますので、ぜひ消費税を上げる

ときに上げたいっていうどなたかの意見が聞かれましたけど、まったくそれはおかしな話。世の

中の経済のマーケティングを話すときには全く違うタイミングだと思いますので、ぜひこのグッ

ドデザイン、本当にこのタイミングを逸しないで、値上げの検討をされた方が良いかなというの

が。以上です。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 その価格の改正につきましては、内部でもいろいろ調整をさせていただいているところでござ

います。委員言われるとおり、今が旬のタイミングだという部分もあるんですが、今安い金額の

中で販売していて、これだけ売り上げが伸びているという部分もございます。その中でそういう

部分を検討しながらどういう数字をもっていくのが一番良いのか協議をしながら進めております

ので今すぐどのタイミングで出せるかっていう部分はちょっと即答できませんけども検討中であ

るということで、ご理解いただきたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 いいですか。 

 

○河口委員 

 ぜひ消費税次上がる時のタイミングなんていうのは全然的を得ていないんでぜひ検討していた

だければいいかなと。 
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○前中委員長 

 他に、何かございませんか。なければ産業課所管説明すべて終わらせていただきます。 

 

○前中委員長 

 それでは先ほど説明を求めた池下委員の件ですけど課長の方から、町民課長の方から説明願い

ます。 

 

○町民課長 

 それでは先ほど御質問のありました、町内の医療機関の受診状況についてでございます。最初

にお断りしておきますが、まだうちの方でひろえる数字というのは国民健康保険に係る数字だけ

になってまいりますので、社保の関係の数値はちょっと不明となっておりますので御参考までと

いうことでご了解いただきたいと思っております。 

また町外の医療機関につきましては各々ひろってない状況でございますので、町外分と町内と

いった形になっております。また町内につきましても、今持っているデータにつきましては柔道

整復師、歯科それから調剤についてはひろっておりませんので、医科だけということになってお

りますんで、ご理解いただきたいと思います。 

件数でお知らせします。平成２６年度の状況、今の医療機関になる前の医療機関でございます

が、こちらにつきましては件数が全体で受診件数が２万５千９０８件、それに対しまして、町内

でかかった件数が２千８５４件ということで、おおよそ１１％という形になっております。それ

から今年の５月に医療機関が変わりまして、それ以降の分でございますが全体で５月から７月と

いうことになりますが、全体の件数で６千２６２件。清里町にかかりました部分が４７２件とい

うことで、おおよそ７．５％程度という形になっております。医療費につきましてはおおむねで

ございますが昨年度が４％程度で今年につきましては２．４％といった形の数字になっておりま

す。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。それではご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 ちょっと進めます。それでは大きな２道内所管事務調査については、これは局長が戻られたの

で協議したいと思いますけどよろしいでしょうか。 

 

○議会事務局長 

 申しわけありません。総務、産業の合同の道内所管事務調査であります。 

私の事前の調整がうまくいかなくて急遽足したような形でございますけれども、日程については、

以前お知らせしたとおり１１月の２４日、２５日、２６日この 3 日間。視察先につきましては恵

庭市、深川市、東川ここに書いてある３件でございます。 

内容については、事前に両委員長と協議をしましてですね。このような内容で視察してはいか

がということで、まず総務文教常任委員会東川町でございますけれども、ここにつきましては、

教育行政にかかわる各種取り組みということで、幼児センターが独立した幼保一元の施設があり
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ます。また国際教育についても熱心にやっているということで、食育と学校給食ここに記載のと

おり４点について視察を行いたいということでございます。 

次の産業福祉常任委員会でございますけれども、これについては、当町におきましても、ケア

ハウスの部分で計画されているということで、深川市にありますアイシティ深川について視察を

行いたいということです。これにつきまして今町が考えている一部補助も云々ということで、こ

の施設が該当するのかなということで、この施設を選んだところでございます。概ね個室 30 室、

定員５０名。今考えているうちの施設も大体この程度かなというようなことでございます。それ

と恵庭市の部分でございますけれども、花のまちづくりについてということで、これにつきまし

ては恵庭市についてはもう先進的なところでございます。平成１０年からそれぞれまちづくりプ

ランなどを作成しながら北海道においてもトップクラスの花づくり対しての運営を行っていると

いうことで、規模は違うんですけれども、うちの町においても参考になる部分があるのかなとい

うことでここを選んだ部分でございます。 

それと総務文教常任委員会において、恵庭市においても小中の部分で一貫教育をやっていると

いうことでその後合わせて視察のほうもというふうに今考えているところでございます。恵庭市

については、総務と産業 2 カ所になりますので、時間的にあれなんですけれども。 

一応今考えている日程につきましては、１１月の２４日に恵庭市まで行って、今お話ししまし

た内容の視察等を受け、その日は札幌に泊まって次の日移動でそれぞれ深川、時間があれば次の

日東川も可能ですけれども、最終日は帰るだけですので、東川によっても構わないということで、

日程スケジュールについてまだ相手方に話していませんから、そのへんも決まり次第議員のみな

さんにご報告したいというようなことで、今年度における道内所管事務調査についてはこのよう

な内容でいかがですかということでございます。 

 

○議会事務局長 

今局長のほうから、常任委員会の所管の調査としてこのような提案ですけども何か不明な点と

かありましたら。何かありますか。 

 

○池下副委員長 

 深川から東川まで移動するどのぐらいかかるの。 

 

○議会事務局長 

 高速ですので、そんなに時間は午前中、深川やって午後から東川もＯＫだと思います。 

 

○池下副委員長 

 ただ向こうと連絡つけてみないと。 

 

○議会事務局長 

 その辺の調整はもし可能であれば事務局の方で任していただければ。 

 

○前中委員長 

 日程的に恵庭にまっすぐ行ってその日のうちに、両委員会の所管調査をやってしまうというこ
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とで、良いんですね。 

 

○加藤委員 

 駆け込みで 3カ所見るのも良いですが、一つ一つに東川町なんかだと場所もいろいろあるので、

2時間ぐらいの視察じゃなくて時間をとって1日1カ所とった形での視察場所の仕方したほうが

良いのではないかと思います。説明 30 分聞いてはいどうもということの無いように。一日 1 カ

所ずつきちっと研修してくるという案もある。 

 

○前中委員長 

 ３日間の日程があって２６日を使えば有効に使える。逆に旭川からこちらになれば帰ってくる

だけであれば、そういう考えで。 

 

○田中議長 

 深川 1 カ所。 

 

○議会事務局長 

 ケアハウス視察はそんなに時間はかからないのかなと思います。 

 

○前中委員長 

 東川これ全部見るということですか。所管ちょっと違うから。 

 

○議会事務局長 

 主に教育部分がメインになっていますので、そこで教育行政に絡む各種施策手広くやっていま

すので、教育長の執行方針の中にかなり細かく載ってこういった部分についてもどこまで事業を

やっているのかということについては、また別ですが。 

 

○池下副委員長 

 例えば、深川近辺で違うケアハウス等は無いのか。 

 

○議会事務局長 

 それは調べてはいないですが。 

 

○池下副委員長 

 例えば 2 カ所ぐらい。なにか考えて深川近辺。もう１カ所ぐらい、こういう形じゃなくて違う

形をみておくっていうのもひとつ勉強になると。深川あたりと限定しなくても。 

 

○前中委員長 

 もう１カ所、もしあればということで、移動途中で。 
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○加藤委員 

 医療が経営主体ですよね。そのへん逆言うと運営の丁寧に説明してくれるところであればいい

けど。 

 

○前中委員長 

 いや、これは事前に日程的に調整しているんで、説明も議会に対応していただけるって話にな

っているんですね。もう事前にはもう職員レベルで。 

 

○田中議長 

 ケアハウスについては、どうもならんので任せる。 

 

○議会事務局 

 わかりました。詳しい部分は両委員長と詰めて。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか、そしたら所管調査についてはそれでは大きな３の次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局 

１０月２１日の臨時会終わって総務文教終わった後に行う予定です。案件が固まったらという

状況だったので詳しくはやるかわからないです。 

 

○前中委員長 

 わかりました。それでは４、その他何かございませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 質問の形になるんですけれども道内所管事務調査について。この間前段で話し合ったと思うん

ですけどね。今回原課の方々一緒に視察ということで聞いていたんですが、この場合は、どこの

原課になりますか。 

 

○議会事務局長 

 ケアハウスについては保健福祉課。教育部門については生涯教育課。はなのまちづくりについ

ては産業課。主に花の関係なもんですから。それまた協議します。 

 

○伊藤委員 

 わかりました。 

 

○議会事務局長 

 一応 2 名ずつ程度で、お話はかけています。状況によっては 1 名。一応２５人乗りのバスを予

定しています。 
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○前中委員長 

 主幹クラスとは思うけど、よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第７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 午後 ３時３３分） 

 


