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第１回産業福祉常任委員会会議録 

平成２１年２月４日（水） 

    開 会     午前 １０時２３分 

    閉 会     午後 １１時３０分 
 

 

○会議に付した事件 

１．道外所管事務調査の取りまとめについて 
２．町からの協議・報告事項について 

●産業課 

①「知床観光圏協議会」の設立について  

②「地域振興券」の交付結果と経過について  

●建設課 

①平成２０年度道道整備事業計画について  

②暴力団員の町営住宅の使用制限について  

●保健福祉課 

  ①国２次補正予算（保健福祉課関連）について 

 ●焼酎醸造事業所 

 ①平成２０年度焼酎販売状況について  

 ②清里町焼酎事業中期経営計画（原稿）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（６名） 
    委員長  澤 田 伸 幸        副委員長  勝 又 武 司 

     委 員   加 藤 健 次        委  員   田 中   誠  
       委 員  藤 田 春 男    委  員   細 矢 定 雄 

委 員    中 西 安 次        ※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      宇野  充   ■建設課長         坂本 哲夫 

■建設管理Ｇ総括主査 岡崎  亨   ■上下水道・公住Ｇ総括主査 藤代 弘輝 

■保健福祉課長    島沢 栄一   ■福祉介護Ｇ主幹      小貫 信宏 

■保健Ｇ総括主査   薗部  充   ■焼酎事業所長       長屋 将木 
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■焼酎事業所主査   松浦  聡 

 

 
○職務のため出席した者の職氏名 

    事 務 局 長    村 上 孝 一 

      主    査    鈴 木 美穂子 
 

   

 ●開会の宣告 

 
○委員長 

 それでは、第１回産業福祉常任委員会を開催いたします。 
  

 
○委員長 
 １番目は総務文教常任委員会と同様のため省略いたします。 
 ２番目の町からの協議・報告事項について、産業課からお願いいたします。 
 
○産業課長 
 担当の総括主査が現場のほうに出向いておりますので、私のほうから２点説明させていただき

ます。まず、知床観光圏協議会の設立について説明いたします。資料といたしましては２ページ

から始まります。去る平成２１年１月３０日、先月の３０日に根室管内標津町において設立総会

が開催されました。前もって、議運でご説明申し上げた件でございました。２ページと３ページ

は、観光圏整備法のフローチャートでございますが、２ページの中ほどに記載しております市町

村、都道府県とで構成する協議会の部分の設立でございます。３ページは観光圏整備の概要、イ

メージでございます。協議会のメンバーは４ページにございます清里町・斜里町・羅臼町・標津

町の４自治体、各町の観光協会・商工会、知床及び標津町のエコツーリズム推進協議会、知床ガ

イド協議会など、産業、民間の団体とオブザーバーといたしまして、根室支庁・網走支庁の商工

労働観光課で構成されております。その総会において、会長には村田斜里町長、副会長には他の

３町長が推薦され決定しております。監事は清里町、標津町の観光協会会長がそれぞれ就任いた

しました。事務局は斜里町役場に置くことになりました。本協議会では、２ページ目に戻ってい

ただきますが、中ほどにあります観光圏整備計画を基に観光圏整備事業を実施しようとする者は、 

共同して当該観光圏整備実施計画を作成し整備事業を実施する、というような仕組みでございま

す。新たに設立しなければならない社団法人につきましては、メンバー表にありますが、仮称社

団法人知床圏観光コンベンションの設立を予定しております。代表理事には上野知床斜里町観光

協会会長があたることとなっております。この社団法人が協議会の計画に沿った整備実施計画を

作成し観光庁に認定されれば、年間２千５００万円以上の事業に対し最大４割、１千万円の補助

が受けられることとなっております。最後のページになりますが、５ページの新聞にも掲載され

ておりますが、旅行客が滞在プランを企画・予約する着地型観光の実施、情報のデーターベース

化、サイトづくりなどが実践されております。以上が概要説明でございます。 
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○委員長 

 ただ今の知床観光圏協議会の設立の説明について、皆さんからご質問があれば受けたいと思い

ますが。今後、差し当たって、わが町としてはどういうことを進めていくのか。 

 

○産業課長 

 当初から町の考え方は既存事業という考え方でしたので、既にやっております移住定住事業で

すとか、特産品の開発、森林ウォーキング、そういうものを、既存の事業で補助がもらえればと

考えております。今のところ事業費がかかるという事はございません。ただ、５年間の計画と聞

いておりますので、その内に町で必要な施設が補助対象になれば、１千万ですけれど無いかなと

考えておりますが、今のところは既存事業で考えております。 

 

○委員長 

 続きまして２番目ですが、口頭説明ですが２番目の地域振興券の交付結果と経過について説明

をお願いいたします。 

 

○産業課長 

 議会のご理解、ご協力によりまして地域振興券の交付が終わりました。まず、交付結果につい

てご説明申し上げます。平成２０年１２月現在の人口が４千７３６人。交付済み４千７２４人、

額面にしまして１万円を乗しますと４千７２４万円になります。交付されなかったのが１２人分

です。交付率は９９．７５%。この１２人分につきましても転居した後や死亡した人もございま

すので、実質的には９９．８％を超えていると考えております。清算もしてございます。第１回

目が１２月２５日、第２回目が１月１５日、合わせまして３千９１８万８千円、８２．９６％の

処理。第３回目が１月３１日で終了しましたので、２月６日が最終請求日となっております。こ

の結果につきましては次回の常任委員会で説明させていただきたいと思います。以上でございま

す。 

 

○委員長 

 振興券についてのご意見はございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようなので産業課の関係終わらさせていただきます。大変ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 ご苦労さまです。それでは町からの協議・報告事項ということで、建設課からお願いいたしま

す。 

 

○建設課長 

 建設課から２点ほど報告させていただきたいと思います。まず１点目は平成２０年度道道整備

計画についてということで、６ページをお開き下さい。この件に関しては、例年、議会議長さん
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のご協力もいただきながら、網走土木現業所、北海道建設部、そして地元選出道議会議員さんに

対しまして、道道の整備促進についてお願いをいたしているところであります。昨年も１０月３

日、８日と町長、議長さんとで要請に上ったところでありますが、前向きな回答をいただいてい

るところであります。ご存じのとおり、今回、国の景気浮揚対策が打ち出されまして、その関連

から北海道におきましても道路整備工事等の追加発注が計画されており、その情報が入手できま

したのでご報告申し上げたいと思います。３月追加発注分ということで、前倒し分でございます。

１点目は摩周湖斜里線の改良工事、概算事業費は５千５００万円、実施個所は昨年実施しました

続きでございますが、石川宅倉庫あたりから清里の方向へ向かって４４０メートルが発注される

予定となっております。この件につきましては既に１月の３０日、関係者の方々に集まっていた

だいて説明会も行われているところでございます。次は清里止別線の改良工事で１２線の直線化

の関係でございます。泉井さんの上のあたりですが概算事業費は１憶１千万円、事業内容は２７

４メートルとなっておりますけれども、切土が２万６千４００平方メートル、土工、植生が予定

されております。３点目は江南清里停車場線の改良工事、これは登山道の簡易舗装でございます。

事業費は９００万ということで少ない訳でございますが舗装可能な部分からやっていきたいと、

今のところ１車線約４メートルを舗装しまして、２車線にはならないということで、退避場を設

けまして舗装化を図ってまいりたいということで、退避場の部分は林野庁との問題がありますの

で少し時間を要するということで、できるところから舗装をやっていきたいというお話でござい

ます。下のほうの米印がありますが、向陽清里停車場線、これにつきましては現在１１月に調査

測量が発注されておりまして間もなく出来上がってくると思いますが、２１年度では設計がなさ

れるのではないかと、進めば用地買収・補償も入れるのかなと、まだはっきりしませんがそのよ

うな状況になっております。この部分につきましては、かどやさんのところから１線の道路まで、

橋の架け替えは事業費の関係もあってできないということで歩道を橋に付帯させるという工事に

よって１線まで進めたいということでございます。道路については、今、３，５メートルのもの

を４．２５メートルにして歩道を両側に設置しまして、２．５メートルの歩道を両側に設置して

いきたいということでございます。この３本の事業につきましては、３月に入札が執行されまし

て事業費が２１年度にそのまま繰越されまして、着手については雪融け後というふうになると思

いますが、丁度、業者さんにとっては仕事のない時期に取りかかることができるということで、

願ってもない冬場発注になりますので、是非、地元企業に落札していただきたいものと願ってい

るところであります。また、２１年度分の事業については道議会が終わっておりませんので発表

されておりませんが、情報が入りましたらご報告申し上げたいと思います。１番につきましては

以上でございます。 

 

○議長 

 補足させてもらいますが、今、課長から説明がありましたが、毎年、町長と私、建設課長が陳

情に行っている訳ですが、是非、議員の皆さんから地域の皆さん方に伝えてもらいたいのは、道

予算もない中で陳情に行きますと非常に清里町は道路を大切にしてくれている、という評価をい

ただいております。１つは江南地区の青年部の草刈り、それから摩周湖斜里線の道路清掃、それ

から町民がこぞって参加していただいている空缶・ごみ拾い。そういうものが特に隣接している

斜里町との境界の道路の草を見ても分かるとおり、非常に清里は道路をきれいに大切に使ってく

れているということで、清里の道路については道の財政も厳しい状況であるが、何とか清里から
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の要望は全面的に協力したいということで今回も事業の着手になったと、このように認識してお

ります。そういう意味あいでは町民に大変な協力をいただいているということで、是非、地域で

お話をされる機会があると思うんですが、是非、そういうことで、地域の町民の皆さん方に日頃

のご労苦に対して感謝をしていただきたい、と言うことを付け加えて報告したいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

○委員長 

 今後もそのような事によっていろいろな配慮がなされるのでないかという報告を地域に帰って

して下さいと言うことです。２０年度の道道整備事業計画の３月追加分のことで、委員の方から

ご意見があれば受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ないようですので次の２番目に移りたいと思います。口頭で、暴力団員の町営住宅の使用制限

についての説明をお願いいたします。 

 

○建設課長  

２番目の暴力団員の町営住宅の使用制限について、口頭ではございますけれども説明をさせて

いただきたいと思います。平成３年に国民を暴力団員の不法行為や危険から守るため、暴力団員

による不当な行為の防止に関する法律が制定されました。この法律の制定により、国及び地方公

共団体も市民生活の安全と平穏の確保を図り、国民の生活と権利を保護することに務めることと

されています。国土交通省からは例年、公営住宅等公の住宅に暴力団員の入居を制限する規定を

設けるよう言われていますが、網走管内ではまだ制限を設けているところはなく、本町でも設け

ておりません。 昨年、斜里警察署から暴力団員の町営住宅使用について制限を設けるよう要請が

あり、３町で協議し、３町が３月に足並みを揃えて使用制限に関する規定を条例に盛り込んだら

良いのではないか、と言うことになりました。詳しいことにつきましては次回の委員会で案をお

示しいたしますが、あらかじめご理解いただきたいと思いましてご報告を申し上げます。町営住

宅に関する条例は現在４本ございます。公営住宅に関する条例、特公賃条例、特賃条例、１２月

に議決いただきました地域優良賃貸住宅条例。こういったものがございますが、この条例の中に

４つほど事項を加えてまいりたいと考えております。一つ目は、町営住宅入居決定者に暴力団員

でないことを確約する旨及び暴力団員であることが判明した場合には、速やかに町営住宅から退

去することを明記した誓約書を提出してもらう。 ２つ目は、町営住宅に入居を許可しようとする

者、又は現に町営住宅に入居している者が暴力団員に該当するかどうか、斜里警察署長の意見を

聴くことができるようにする。３つ目は、上記に対して斜里警察署長は意見を述べることができ

るようにする。４つ目は、町営住宅の使用制限を行うにあたり町から要請を行えば斜里警察署は

必要な支援を行っていただく。このようなことを住宅条例４本に加えてまいりたいと言うことで

ございます。３月の議会にこの条例が可決されましたら、その後、３町揃って斜里警察署長と暴

力団員による町営住宅等の使用制限に関する協定を締結し、力を合わせて暴力団を排除していき

たいという考え方でございますのでご理解いただきたいと存じます。なお、補足ですが、１２月

段階では公安委員会から指定されている暴力団員は本町にはいないということでございます。し
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かし、網走刑務所が近いので出所者が入り込んでくる可能性があるということで、近隣では町営

住宅等に入居している実例があるということでございます。一旦入居させてしまうと明け渡しを

させるのが非常に難しくなり、警察の力を借りないと排除は無理でありますので、条例を整備し

て対抗手段を整備しておき、警察の力も借りて暴力団員の排除をできるようにしておきたいとい

うことでありますのでご理解いただきたいと思います。以上でございます。 

 

○委員長 

 ただ今の説明でご意見ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ないようですので建設課からの説明を終わりたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○委員長 

 続いて、保健福祉課より国２次補正予算について説明をお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課から、国の第２次補正予算が去る１月２１日に成立しておりますので、関連する３

件についてご説明いたします。最初に７ページによりまして介護従事者処遇改善臨時特例交付金

についてでありますが、介護従事者の処遇改善と人材の確保を図るため平成２１年度より介護報

酬が３%引き上げられます。これに伴いまして、当然、第１号被保険者の介護保険料も３%上昇

することになりますが、国は今回の第２次補正予算で平成２０年度中に市町村に特例交付金を交

付し、市町村はこの交付金で基金を造成して、この図の上のように平成２１年度・平成２２年度

に特例交付金を介護保険事業に繰入を行いまして、介護保険料の上昇を抑制することを目的とし

ております。また、市町村は、下の図のように平成２２年度・平成２３年度に単独で市町村の基

金を繰入れて、３ヶ年の介護保険料を一定にすることもできます。これら介護保険従事者処遇改

善臨時特例交付金の概要でございます。次の子育て応援特別手当交付金については主幹よりご説

明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 子育て応援特別手当交付金支給要領案についてご説明いたします。８ページになります。この

手当につきましては、子どもの多い世帯の幼児教育期の子育ての負担に対し配慮する観点から、

平成２０年度の緊急措置として子育て応援特別手当金の支給を行うものでございます。第１の支

給対象者及び支給対象となる子についてでございます。１番の支給対象者は平成２１年２月１日、

これが基準日になります、において２に定める支給対象となる子の属する世帯の世帯主であって、

次の①か②のいずれかに該当する者でございます。２につきましては、支給対象となる子につい

ては、世帯に属する３歳以上１８歳以下の子、この子たちが特別手当支給規則児童となります。

平成２年４月２日から平成１７年４月１日生まれまでの子であります。この特別手当支給基礎児

童が２人以上おり、かつ、特別手当支給基礎児童のうち第２子以降である就学前３学年の子、平

成１４年４月２日から平成１７年４月１日生まれまでの子が支給対象となります。清里町におき
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きましては、２月１日現在支給対象人数につきましては５３世帯、５６人となってございます。

支給金額で２０１万６千円程度になろうかと思われます。第２の支給額については、支給対象と

なる子１人につき３万６千円になります。第３の支給方法等についてでございますが、１番の申

請及び支給の方法、市町村は支給対象者に対し申請に必要な書類を送付又は配布し、支給対象者

は提出により支給の申請を行い、市町村は審査の上支給を決定し、当該者が指定した口座への振

込又は現金により子育て応援特別手当を支給するものでございます。２につきましては支給開始

日及び申請期限でございます。支給開始日は市町村において決定することとする。また、支給対

象者による申請期限は、当該市町村における支給申請受付開始日から６ヶ月以内とするものでご

ざいます。第４のその他につきましては手当の支給に対する所得基準の関係でございます。支給

に対する所得基準については基本的には設けないこととなっておりますが、所得基準を設けて手

当を支給しないことができるというものでございます。尚、この、国の支給要領案は平成２１年

１月２３日現在のものであり、今後、変更があるかも分かりません。以上でございます。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 私のほうから、妊婦健康診査臨時交付金の概要についてご説明いたします。国では妊婦が必要

な健診に対する１４回、その内、平成２０年度から妊婦健診の公費負担５回分を地方交付税で措

置してございますが、今回の国の２次補正で平成２２年度までの間、地方交付税で処置されてい

ない残り９回分についても市町村に補助金と地方交付税を処置し、これにより妊婦健診の公費負

担の拡充を図るものでございます。ちなみに、清里町においては年間３０人から３５人程度が対

象になると思われます。また、現在、網走厚生病院産婦人科医師により毎月実施している妊婦健

診につきましては廃止の予定でございます。以上でございます。 

 

○保健福祉課長 

 この、国の第２次補正予算については既に成立しておりますが、財源確保のための特例法案な

ど、今後、国の動向を見ながら適切な時期に介護従事者特例基金条例の制定、あるいは介護保険

特別会計の特例交付金、それから一般会計の子育て応援手当金、これらについては補正をしてま

いりたいと考えております。 

 

○委員長 

 ただ今のそれぞれの説明に対して、委員の皆さんから何かご意見ございましたらお願いしたい

と思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 これで終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

続きまして焼酎醸造事業所より、１つ目、平成２０年度焼酎販売状況についての説明をお願いい

たします。  

 

○焼酎事業所長 

 １０ページの平成２０年度焼酎販売状況につきましてご説明いたします。前回、１１月分まで
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ご説明しておりますので１２月分と１月分についてご説明させていただきます。１２月の販売額

は１千２０万６千円ほどであり、前年度同月対比で約２００万６千円少ない額でありました。卸

業者関係の比較では、前年度１２月は６２１万円に対し今回６０６万円の販売額であり、わずか

１５万円の減でありました。但し、直接販売を比較いたしますと、前年度１２月の約６００万円

に対し、約１８５万６千円少ない約４１４万６千円の販売額でありました。前年同月対比の割合

では約１６．４％のダウンとなったところでございます。１月の販売につきましては前年同月対

比で３８万円ほど増の約２６５万６千円でありました。卸業者販売で約３３万７千円の増、直接

販売で４万円ほど増でありました。全体で合計しますと１月末で約８千８４万３千円で、予算額

に対します調定率は７７，７％ほどであります。 

 

○委員長 

 平成２０年度の現在までの販売状況の説明でしたが、委員の皆さんからご意見ございますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いということなので、次の清里町焼酎事業中期経営計画原稿についてご説明お願いします。  

 

○焼酎事業所長 

 ２番目の焼酎事業中期経営計画についてご説明いたします。この中期経営計画につきましては

前回の常任委員会で概略ということでご説明させていただき、今回は途中経過を報告させていた

だきますが、変更した部分など抜粋してご説明させていただきます。まず、別冊計画書の目次の

ページをお開きください。大きな４番目、計画の展開の７番目の項目でございます。酒質向上に

向けた試験計画として、前回いただいたご意見を、新たな項目を追加いたしております。次に１

１ページをお開きください。計画の展開ということで項目を設けておりますけれども、平成２１

年度予算編成は町長協議を終了しておりまして、その数字を記載しております。但し、２２年度

から２５年度までは現在種々検討中でございまして、次回委員会での最終報告となりますが、こ

の段階では全ての、２０年度の決算見込みと２２年度から２５年度の計画についても記載いたし

まして最終ご報告できるものと思っております。それでは、計画について平成２１年度で説明さ

せていただきます。製造計画につきましては２５度換算で８８キロリットルの計画であります。

内訳はじゃがいも焼酎６６キロリットル、かぼちゃ焼酎３キロリットル、麦焼酎１９キロリット

ルで計画をいたしております。２０年度の当初予算計画では１００キロリットルでスタートいた

しまして、途中、麦焼酎を増量いたしまして、最終１１７キロリットルで計画を進行いたしてお

りますが、今回は大幅に減らしまして８８キロリットルで計画をいたしております。販売数量に

つきましては２５度換算８１キロリットルでございます。２０年度は８２キロリットルでありま

したので、１キロリットルの減でございます。１２ページをお開き下さい。先に訂正をお願いい

たします。表のタイトルが焼酎事業決算額となっておりますが、予算額の間違いでございますの

で黒四角のタイトルの訂正をお願いいたします。２１年度のみ記載しておりますので内容を簡単

に説明させていただきます。財産収入につきましては１億円で見込んでおります。繰越金５０万

円、諸収入３万円で、不足が予想されます１千３６３万円ほどを一般会計から繰入れさせていた

だく計画でございます。製造費につきましては、先ほど申しました８８キロリットルの製造と８
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１キロリットルの販売に伴うもの、他に一部備品購入等もございますので、そのへんも計上して

ございます。総務費につきましては３千９２９万５千円、製造費につきましては７千４８１万５

千円。この製造費の中に１０６万円の備品購入費が含まれております。公債費につきましては５

万円ということで、全体で歳入・歳出１憶１千４１６万円の予算でございます。３番目の施設整

備計画のところで、下の表でご説明いたしますが、前回、木樽の更新ということで説明いたして

おりますけれども、今回につきましては木樽を本州の製造元に送りまして焼き直しをする計画で

ございます。２１年度のみ記載しておりますが、試験的に２０年度に焼き直しを行いまして、１

９０本ほどある木樽を年度別の焼き直しを図っていきたいと考えております。これにつきまして

は２０年度の試験結果に基づいてということですので、今、業者側とも協議しておりますけれど

も、たぶん大丈夫であろうということで、２０年度執行予算の中である程度試験をいたしまして、

２１年度から焼き直しに取り組んで経費節減化を図ってまいりたいと思っております。備品購入

費等につきましては先ほどご説明申し上げましたけれど製造費に係るもので計上いたしてござい

ます。続きまして１３ページの７番目、酒質向上に向けた試験計画ということで記載をいたして

おります。現在、じゃがいもを主原料として大麦麹で造っております焼酎を、じゃがいもの品種、

大麦麹を使わなくても、もう一つ何か足りないかということも含めまして、あと、製造管理の見

直し再検討を図りまして、これらのことを札幌国税局の酒税課並びに技術部門の鑑定官室がござ

いますので、そちらのほうと充分検討しながら進めてまいりたいと言うふうに思っております。

具体的な中身でございますが以上でございます。 

 

○委員長 

ただ今の焼酎事業中期経営計画について、ご質問がありましたら受けたいと思いますが。 

木樽を焼き直しすれば長く使えるんですか。 

 

○焼酎事業所長 

 木樽の焼き直しですが、新品の時は表面を焼いておりますが、この部分に焼酎が含まさってお

りますのである程度削ることになると思います。ですから板が薄いと復元が不可能になってきま

すので、うちで購入している木樽も薄いのと厚いのがございまして、削ったあとにもう１回組み

立てますので、液漏れが大丈夫かどうかということになると思います。大きければ大きいほど削

るのが多くなりますので。但し、板の効果は間違いなく出てくると思います。貯蔵した時に液漏

れ等がして貯蔵が不可能になる、そういう形になります。板自体は表面を削りますので新しくな

り効果が出るんですが、貯蔵した段階で焼酎が漏れるかどうかという、そういうことに。 

 

○議長 

 中期計画２１年から２５年ということは、この前にも中期計画はあったんですね。その中期計

画、何年から、５年で作っているのか何年で作っているのか分かりませんが、２０年度末までで

作っているとすれば４年か５年で作っていると思いますが、この中期計画と併せて計画に対する

結果、そういうものは出さないのですか。前回の中期計画に対する効果はどうだったのか、とい

うものの提出は無いんですか。 

 

○焼酎事業所長 
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 結果とすれば数字の羅列のような形になると思いますが、全体としては数字での提出を考えて

おります。 

 

○議長 

 数字というより計画の策定の趣旨だとか、色々こういうことをしますよ、と言うことで収支を

合わせていきますよ、努力しますよ、と言うことが書いてあると思うんですね。その結果どうだ

ったんだと、そういうものが無ければ何もこれを作る必要がないんでないのかと、そういう結果

が求められないんだったら。ただ中期計画だけ作って、はい作りましたと。中期計画がどういう

趣旨なのかという事なんです、過去の中期計画に対してそういう結果報告の策定、２０年度まで

の計画のは出すんですか。 

 

○焼酎事業所長 

 決算見込みの形になろうかと思うんですが、今も記載しているのですが、議長が言われますよ

うに文章において、こういうものについて記載することで検討したいと思います。 

 

○議長 

 そういうものを作ることによって、この新しい中期計画が生きてくるような気がするんですが、

今までそういうのをしていなかったのが私は問題であると。計画を作るだけ作って、あとは売れ

ただけ売れたんだと、そういう形で今まで推移してきたと思うんですが、どうも、そういう反省

が新しい中期計画に出てきていないんではないかと、反映されていないというような気がするん

ですね。だから、是非、私は平成２０年度が終わった中期計画に対する結果、効果がどうだった

のかを出すべきじゃないのかと。それと、１３ページの７番に書いてあります酒質の向上という

ことですが、多くの議員が焼酎特別会計の収支のバランスについては皆腹の中で思っているが、

うちの町の特産物ということで非常に温かく見守ってくれていると思うんですよ。やはり、あな

た達は何をしなければならないのかという事は、やはり自信の持てる、町で作っている、公費で

作っている焼酎なんです。やはり美味しくなければならない訳ですよ。観光客が来なかったから

売れなかったとか、そういうことではなく町民がこぞってうちの焼酎はコクがあって美味しいと。

そういう原価の事は誰も言わない訳ですよ。だから、赤字になってもいいと皆言っている訳です

から。やはり、このへんは大見栄を切って美味しい焼酎を造るんだと。町民から愛飲される焼酎

を本当に造るんだと。そういう思いを中期計画の中に入れてもらいたい、というのが私の願いで

す。他の議員の皆さんもそう思われていると思いますが、それをなくして中期計画、私はありえ

ない気がするんですが、いかがですか。 

 

○焼酎事業所長 
 酒質向上ということで努力している訳ですが、なかなか、いろんな知識や経験、現実としてそ

れを含めて、今まで、決してさぼっていたという言い方はおかしいですが怠慢していた訳でもご

ざいませんが、我々そういう組み立てを非常に難しく思っております。もう一度、基礎的な部分

も含めまして検討させていただいて５年間に繋げていきたいと考えております。当初は、前回も

説明したかと思いますが甲類大国の北海道ですから軽い焼酎と言いましょうか、甲類と乙類の中

間タイプということも含めて軽い焼酎が良いのかなということで、恩師の方とも色々相談しなが
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ら米麹の使用は止めたり色んな事をしてきたところですが見直しの時期が来ているのかなと。新

しい良い地産品がうまくいけばこれから流通していく時期ですし、併せまして色々な方面から検

討したいと思います。 
 
○田中委員 
 私も思うんですが、計画があって実行、そしてその結果、成果だとか、それから今後の改善点

とか、それらが次の計画に重要だと思うんですね。その辺をしっかりと、内容の良い会計でない

訳で特に成果の部分、これからの問題点とか、しっかりと踏まえて次の計画に取り組んでもらい

たいなと、そのことを強く感じます。 
 
○加藤委員 
 具体的なことなんですが、例えば６ページにある製品別販売額が出ている訳です。こういう形

の中で２０年度に販売された数字、予定と、一番下に２０年度は計画数量と書いてある訳ですが、

品目的にいくと８品目くらい、これ以外は販売計画、２０年の時点ではなかった訳ですよね。基

本的には整理をしていきますと、こういう形の中で、こういうことを踏まえた中で尚かつ、この

１１ページの計画の展開、こういう形の中に出てきているのに製品名の中にマイルド外、きよさ

と外、浪漫クラブ外、品名に外と付くのはいかがなものかと。それと、また６ページに戻ります

が、製品名のその他に約７００万円程度の販売額がある訳ですが、７００万もある数字がその他

で提示されている２０年度の計画とは、これ以外の網羅と理解する訳ですが、計画ですから。そ

ういう形の中で、製品、今後に向けて整理していきますよと言うのは毅然としてもう分かってい

る訳ですよね。少なくとも１１ページの計画の展開の時点ではきちんと、やっぱり、外という書

き方ではなくきちんとしていく。あるいは、現状として量があってどうすることもできないもの

であれば、具体的な処理方法を、どういうふうにしていくかの提案がなされていかないと駄目だ

と思うんです。今、議長や田中委員から言われているように、何とか育てて行こうという環境の

中に現状としてあるコストの部分を最小限にどうやってしていくか、そういう努力をきちんと提

示されて初めて次のステップが出てくるんでないかと思う訳であります。この辺の整理の仕方と

いうのをまず早急に提示してもらう。そしてもう一つは、何といっても美味しい焼酎と同時に販

売関係がどうなのかと言うことであります。昨年から言われている販売計画の中で進めている中

で、今回の製造数量を減らさなければならない実態というのはどういう部分なのか、その点だけ、

状況と環境だけ説明を聞きたいと思います。 
 
○焼酎事業所長 
 まず製品の項目ですが、同じ名前で容量が小さいものとかいろいろございますので、ある程度、

予算の時には集約させていただいて計上しています。今回、２品目ほど、今年度で終売を予定し

ていますが、同じ名前でも卸さんから依頼されているＰＢ焼酎等も含まれておりますので、そう

いうのをある程度集約した形で計上させていただいております。また、じゃがいも焼酎を減らし

たところですが、２０年度につきましては製造数量を計画通りじゃがいも焼酎を製造したところ

ですが、やはり、大きく販売を見込めないということを含めまして、過剰在庫に１歩手前くらい

まできておりますので、ある程度、販売を、経済状況を含めまして、販売を見込めないような製

造数量を含めまして、押さえていくという計画になっております。販売の個々の整理の事ですけ
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れども、大きくダウンしているのは別なんですが、やはり、１００万単位くらいで動いているの

もございますので、それらについてはどうしても外していけないですし、非常に、整理について

は苦慮しているところでございます。事業所のほうで単独で造り上げたものは整理しやすいです

が、相手方とのＰＢ製品等はこちらで整理しずらい分もございまして。２１年度の関係でいきま

すと東藻琴の長いも焼酎は完全に委託を受けないような形で、２０年度も製造しておりませんが、

それについては相手方とお話をして中止をしていくという考えで、そういう事も含めまして検討

しておりますので、全く無動作で行くということではございませんのでご理解をお願いしたいと

思います。 
 
○加藤委員 
 昨年から提案されていた焼酎の団体、北都千国会との関係の中から、量的には販売計画が非常

に良いような、量を下げなければならない雰囲気はないような話の進め方の中で来ていたと思い

ます。実際にここにきて製造計画を下げるということは、全体として、そういう環境がどういう

状態に、今、現時点であるのか。 
 
○焼酎事業所長 
 麦焼酎の関係でいきますと、昨年の８月に増量させていただいて約２０キロの計画で実施した

訳でありますが、新年度につきましては同じキロ数と考えております。１１月の２０日過ぎに麦

焼酎を新発売してきたところですが、１月末までの３ヶ月間で２４０万円ほどの販売になりまし

て、平均しますと月８０万円くらいかなという事ですが、２月、３月の販売状況に期待している

訳です。ただ、相手方いわく、卸店等のメニュー表、１２月は１１月前の１０月に既にできてい

るという事でそういう取り組みができていないという状況で、非常に、そういう事では、これか

らの北都千国会の流通に期待しているところでございます。今現在、道内で２４店舗、本州で５

店舗ございまして、新たに東京の方の別なグループを含めまして検討中でございますので、これ

だという結果にまだなっていないので、引き続き当初の計画通りの形で進めていくと言うふうに

思っております。   
 
○中西委員 
 ７番目にあります酒質向上のための試験計画で、じゃがいも、大麦以外の原料の使用について

検討して、札幌国税局の指導を受けてとありますが、じゃがいも、大麦以外の原料としてどのよ

うなものを考えておられますか。 
 
○焼酎事業所長 
 あくまでも麹原料と言いますか、そういう事で考えておりますが、いずれにしましても特産品

の部分ではある程度町内原料を使用してまして、管内等で採れる米、それくらいしか考えられな

いのですが。ただ、それについては国税局のほうで可能かどうも含めて、要するに、試験的なも

のも含めて正式な許可ではないですがお墨付きをいただかないと試験製造含めて取り組めないと

いうことですので。原材料等は米以外に、そういう事ができるような原料があるかどうかという

事は今のところ持ち合わせておりませんので、もち米かうるち米か、いずれにしましても試験し

て使えるとなれば可能な材料を使おうと考えております。局のほうとはこれから相談することに
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なりますが五分五分かと考えております。 
 
○中西委員 
 酒質の向上は酵母にあると認識しているということで、計画的には進めるということですね。

そういう気がするんですが。酒質を高めるという事で試験をしてみたいがどうなるか、国税局と

も話をしなければ分からないんでしょう。要因としては、酒質向上としてはこういうことが要因

しているということが、所長としては分かったということですか。 
 
○焼酎事業所長 
 昭和５０年の時に、九州の焼酎に近づけるという恩師の意向がございまして、米麹を使った時

には歩合にもよりますが、ある程度米の風味と香と含めて、ある程度満足いくというお話でした

が、その後、町のほうから麦を使いたいとする変更がございまして、小麦か大麦かという中で   

原料費もかかりますし大麦に変更した訳です。当初は、大麦も米も食管制度の中に入って流通さ

れておりましたので、そういうことで麦麹とじゃがいもに限定した訳です。酒質の向上につきま

しては一番明確なのが麹、一番大きく左右されると思います。次には蒸留機の違いです。九州で

ご覧になったかと思いますが常圧蒸留機と減圧の違いという形ですね。これは減圧が軽い部分が

出てくると思いますので、米麹の場合ですとどちらかというと吟醸酒的な香が出るという事です。

当事業所の計画では、当初、新築する時に常圧蒸留機という形で、恩師とも相談してあえて減圧

を導入しないで常圧蒸留機で。次に酵母菌ですが、造ったことのない酵母菌もございますが、原

料と蒸留の操作によって主だった形には出てこないというふうに私自身は考えております。先ほ

ども言いましたように、米麹のほうが麦麹より材料の中では相当色んな風味が出せると考えてお

ります。５０年の試験の結果、九州は全部米麹でしたが、そういう面では、米麹の原料について

は、麹に活用する主原料、米麹についてはそういうような状況は充分把握しておりまして、中長

期的な清里町の意向ということになればそう言うふうに変わってまいりまして、結果的にそうい

うことになります。 
 
○中西委員 
 ３０年やってきた酵母が行き詰まったというふうに解釈していくのか、前向きにやって行こう

と言っているんだから前向きなんだけれども、裏を返せば３０年間やってきた今までの酵母菌は

間違いだったという事を証明して出直す気があるのかないのか。その辺になってきますが、この、

今まで使ってきた３０年間の酵母菌が否定されると言うことではないが、生かされないというふ

うに解釈していいのかどうか、我々としてもあるんだよね。それを抜きにして次に行くのか、こ

のまま行くのかというのは選択の一つだと思うんです。絶対、清里焼酎はこれで行くんだと言っ

て、だけど売れ行きが伸び悩んでいるのでしたら売れるものを造らなくては意味がないのかもし

れない。 
 
○加藤委員 
 そこのところは、清里のいも焼酎工場は清里のもので造ってやって行くんだと、１村１品で初

まったんだから、当然のように大麦を使って今日まで来て当然だと思う。ただ、それが軌道にき

ちんと乗れば良かったけれど乗らなくてこの現状を踏まえた時に、実際には美味しい焼酎という
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捉え方と採算の合う方法、認められる焼酎造りのためにもう一歩踏み出さないとならない時期が

来たということ。その時期、情勢は変わりが早い訳だから、そこを遅れないようにきちんと、思

いがあれば、計画があればきちんと進んでもらわなければならないと思う。だから、販売にして

も製造にしても待ったなしの状況にきている訳ですから、認めるところは認められるけれども、

そのやり方と内容についてもう少し速度を上げるなり、すべき事をするという姿勢を町民に見せ

るべきじゃないかと、こういう事が議員みんなの考えだと思うんですが。 
 
○委員長 
 昨年よりかなり販売数量を減らしていますが、先ほど議長も言ったとおり、今までの反省は反

省として捉えて、それらの報告も兼ねて、もしあれば次の委員会にでもお願いしたいと思います。 
 
○議長 
 １回、議員の皆さんと、長屋君、松浦君と座談会を開いてもいいんじゃないか。ざっくばらん

に。良いもの造るため座談会をやったらいい。 
 
○藤田委員 
 最初から赤字になると言ってるんだし、その中で、清里町のためにどうするかという論議をし

なければならない。努力は分かる。前にも言ったが、私の見る中では、長屋所長になってから良

い製品が出てきていると認める。採算性の問題は職員を減らすなど、そのくらい合理化しなけれ

ば合わないと思う。 
 
○副委員長 
 九州に行ったときも麦麹を使っている段階で、醸造している部分では高い評価をしていたと思

うんですね。ただ、一つの嗜好性が、さらに美味しいものとなった時に、今言ったような部分で

の麦麹の一つの限界があるのかなと、そんな感じはする。 
 
○委員長 
 よろしいですか。 
（「はい」との声あり） 
 
○委員長 
 それでは焼酎事業所の説明を終わりたいと思います。どうもご苦労さまでした。 
 
○委員長 
 次回委員会の開催についてという事ですが。 
 
○事務局長 
 総務文教常任委員会と同じで。 
 
○委員長 
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 その他ございませんか。 
（「なし」との声あり） 
 

 

●閉会の宣告 

○委員長 

それでは、以上で第１回産業福祉常任委員会を終わらさせていただきます。どうもご苦労さま

でした。 

（閉会 午前１１時３０分） 

 

 

 

 


