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第７回産業福祉常任委員会会議録 

平成２１年９月８日（火） 

    開 会     午前 １０時３０分 

    閉 会     午前 １１時５５分 

 

 
○会議に付した事件 

１．道内所管事務調査について 

２．町からの協議・報告事項について 

●保健福祉課 

①平成２１年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

②平成２１年度清里町介護保険事業特別会計補正予算（第１号）について 

●町民課 

①清里町交通安全、防犯、青少年育成基本条例の一部改正について  

②清里町国民健康保険条例の一部改正について  

③北海道後期高齢者医療広域連合を組織する地方公共団体の数の増減について 

④平成２１年度一般会計補正予算（町民課所管分）について  

⑤平成２１年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

●産業課 

①平成２１年度一般会計補正予算（産業課所管分）について  

②平成２２年度山小屋に係る指定管理事業について  

③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  

④「農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業」について  

⑤入牧牛脱走の賠償金について  

●建設課 

①平成２１年度一般会計補正予算（建設課所管分）について  

②緑ヶ丘公園池に係る整備計画（案）について  

③水道使用料改定の検討について  

④下水道使用料改定の検討について  

●焼酎事業所 

①平成２１年度販売状況について  

②平成２０年度繰越金の取扱いについて  

 ③今後の販売促進について  

３．意見書の検討について  

①道路の整備に関する意見書（案） 

４．次回委員会の開催について 

５．その他 
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○出席委員（６名） 

    委員長  澤 田 伸 幸       副委員長  勝 又 武 司 

     委 員   細 矢 定 雄       委  員   田 中   誠 

       委 員    藤 田 春 男      委  員    加 藤 健 次 

                   ※議 長   村 尾 富 造 

 

 
○欠席委員   中 西 安 次 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■町民課長         小笠原利一郎  ■町民生活Ｇ主幹     二瓶正規   

■税務・収納Ｇ総括主査   溝口富男    ■町民生活Ｇ主査     野呂田成人     

■保健福祉課長       島澤栄一    ■福祉介護Ｇ主幹     小貫信宏      

■保健Ｇ総括主査      薗部 充    ■産業課長        宇野 充      

■農業Ｇ総括主査      河合雄司    ■農業Ｇ主査       泉井健志      

■商工観光・林政Ｇ総括主査 進藤和久    ■建設課長        坂本哲夫      

■上下水道・公住Ｇ総括主査 藤代弘輝    ■上下水道・公住Ｇ主任  荒 一喜      

■建設管理Ｇ主査      清水俊行    ■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７回産業福祉常任委員会を開催したいと思います。 

 

 

○委員長 

議案１は、先の総務文教常任委員会の説明と同様にて省略します。 

２．町からの協議・報告事項、都合により、最初に建設課から４項目ありますので順次お願い

したいと思います。 

 

○建設課長 

 それでは、建設課関係４点につきましてご協議・報告をお願いしたいと思います。まず第１点

目の平成２１年度一般会計の補正予算についてでございます。２２ページをご覧下さい。国の地
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域活性化・経済危機対策臨時交付金を活用いたしまして、２事業を行うものであります。１点目

は太陽光発電システム導入事業でありますが、本年６月に住宅用の補助制度要綱を定め、７月か

ら８月末まで受付をしてまいりました。その結果８件の申し込みがあり、６月に予算計上してお

りました５件分を上回ったため、今回、３件分１０５万円を増額補正させて預きたいと思います。

２点目は機械センター改修事業であります。当該施設につきましては昭和４８年に建設されてお

りますが、冬期間、除雪車輌のオペレーターを１２名ほど雇い除雪に当たっておりますが、休憩

室が非常に狭いため、今回、隣にあります機械室を改修しまして休憩室に改修してまいりたいと

思います。また、屋外にございます地下タンクにつきましても３６年経過し、油を汲み上げポン

プの能力低下や設備の劣化が見られること、そして毎年定期点検料が掛かることから、地下タン

クを撤去し、ホームタンクに切り替えていきたいと言うふうに考えております。機械室の改修と

地下タンクの撤去費用、合わせて２３５万２千円を補正させて預きたいと思います。以上で１番

目の補正予算の説明を終わります。 

 

○委員長 

 建設課の補正予算の説明でございますが、委員の皆さんから質疑を受けたいと思いますがござ

いませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは次に進みたいと思います。２番目をお願いいたします。 

 

○建設課長 

２件目の緑ヶ丘公園に係る池の整備計画でございます。２３、２４ページをご覧下さい。本件

につきましては、６月の定例議会において一般質問を預いたところでありますが、公園の池の整

備方針案についてご説明しご理解を預きたいと思います。詳細な計画案につきましては、この後、

担当の方から詳しくご説明申し上げますが、一般質問の答弁でも町長が申しておりますが、当初

の計画では平成５年から９年の間で網走土木現業所が池周辺の環境整備行うという計画でござい

ましたけれども、その後、事業が一向に進まなくなりその内に斜里川の水位が下がり、斜里川の

水を導水するには正規なルートを作らなければならないので莫大な工事費を投じなければならな

いこと。そして、水利権の取得が必要な事等から事業実施については事実上できないと言うこと

になったのであります。したがって止む無く土現での事業については断念し、池につきましては

環境上からもよろしくないため、埋め立てをすることが望ましいと言う判断をいたしたところで

あります。池の整備につきましては、今年から始まります国営ウエンベツ川改修工事から出ます

土砂を活用しながら、町費を極力持ち出さない方法で埋め立て工事をして行きたいと考えており

ます。池の埋め立てにつきましては、魚類、植物の保護等の問題もあり、６月定例会の一般質問

以降、網走土木現業所、網走開発建設部との協議、あるいは東京農大の先生方のご協力等を預き

ながら課題を解決すべく進めてまいりまして、整備計画が具体的に見えるようになって参りまし

たのでご説明し、ご理解を頂きたいと思います。なお、網走開発建設部からは魚類や植物の適切

な処置、そして地元議会の理解を得なければ事業には着手できないと言い渡されておりますので、

併せてご報告申し上げておきたいと思います。 それでは、清水主査から具体的な整備計画案を説
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明申し上げます。 

 

○建設管理Ｇ主査 

 緑ヶ丘公園池に係る整備計画についてご説明させて頂きます。事業実施の基本的な考え方につ

きましては、先ほど建設課長からご説明した通りでございます。次に整備計画の予定でございま

すが、平成２１年度から池の横断測量及び水処理をしながら動植物の保護・移植を行い、その後、

平成２４年度までの工事発生土にて池の埋め立てを行います。平成２５年度に緑地整備を行い、

１年間芝の養生を行った後、平成２６年度から供用開始を予定しております。事業実施の区分で

すが、清里町が全体調整、動植物の保護・移植及び緑化整備を行い、網走開発建設部が池の測量、

水処理、工事発生土の搬入及び工事用道路の現状復旧を行います。また、池に生殖する動植物で

すが、網走土木現業所並びに東京農大の調査の結果を踏まえ、両機関の助言を基に魚については

捕獲移動、一部の植物につきましては移植を行うこととします。場所につきましては、２４ぺー

ジの図面で黄色で着色しました池と斜里川の間の水路となります。以上でございます。 

 

○委員長 

 緑ヶ丘公園池に係る整備計画について、６月の定例議会の一般質問にもございましたが、ただ

今の説明でございましたが、皆さんから意見を受けたいと思いますので、ありましたらお願いい

たします。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので、次お願いしたいと思います。 

 

○建設課長 

資料を配らさせて頂きたいと思います。 

続きまして、関連がありますので３番、４番を一緒に説明させて預きます。上下水道使用料改

定の検討についてであります。本件につきましては、本年度の町長の町政執行方針で、特別会計

の健全運営を維持する上でも使用料改定に向けた検討を行いたいと述べておりまして、これを受

けまして６月の常任委員会では上下水道料金の検討を行いたいと言うことで、上下水道会計の現

状について報告させて頂きました。さらに、９月の委員会では具体的に改定率について案を作成

し、協議をお願いしたいとの報告で終わったところであります。それで、料金の改定についてど

の程度が望ましいのか、上下水道事業会計の経営的側面と本町の置かれている地域経済・町民生

活の実態とを勘案しながら種々検討を続けてまいりました。その結果、上下水道両会計とも将来

的に健全経営を図るためには一定程度の料金の値上げをお願いしなければなりませんが、昨今の

日本経済、特に本町の地域経済、町民生活の実態を鑑みると決して景気は回復しておらず、今後

も経済の低迷がより厳しい局面を迎えることが予想されます。また、高齢者の多い本町におきま

しては年金暮らしの高齢者も多く、年金からの医療費負担金や各種公共料金の負担で厳しい生活

を余儀なくされておられる方も大勢おられると推測されます。こういった状況の中において、町

といたましても町民の生活を守るという意味からも、現況下では公共料金の負担増をお願いする

時ではないと判断いたした次第であります。したがって、将来的には料金改定のお願いはして行



 

- 5 -

かなければなりませんが、その実施時期につきましては上下水道会計とも、極力、実施時期を後

に引き延ばし地域経済状況や町民の生活実態とも睨み合わせながら再度提案させて預きたいと思

いますので、何卒ご理解を賜りたいと思います。これから、再度、上下水道会計の現状と将来的

にどの程度料金を引き上げて行かなければならないのか試算をしておりますので、ご説明申し上

げご理解を賜りたいと思います。それでは具体的に藤代総括主査よりご説明申し上げます。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 それでは、お配りした資料についてご説明させて頂きます。まず、簡易水道事業特別会計の１

枚目のグラフですが、上段の現行とありますのは６月の委員会において説明させて頂きました会

計の状況をグラフに表したものです。収入の財源となります簡水基金と使用料、そして支出の大

きなものといたしまして、メーター更新料及び公債費の関係をグラフに表しておりますが、年を

追うごとに、メーター更新料と公債費が上がっていくにつれ財源といたしております基金が減っ

ていき、平成２４年度辺りには不足を生じているのを表しております。下のグラフにつきまして

は、仮に料金を２割アップした場合の変化を表したグラフです。一般家庭におきましては、ほぼ

２０トン使用が普通の平均的な家庭ですから、使用料は現行の使用料は３千円ですが、これを 2

割アップした場合は３千６００円となります。年間収入にいたしますと約１千１００万円ほどが

会計としての財源となります。この場合に、使用料がアップしますので基金も底を突くことがな

く、減った時点でも１千万ほどを確保して推移して行くと言うことを表しております。２枚目は

管内の料金を棒グラフにしたものです。現行といたしましては下から４番目、これを仮に２割上

げた場合、真中よりも若干、下の位置になるのを表したものです。 

 続きまして、集落排水の方を続けさせて頂きます。集落排水事業特別会計です。これも簡易水

道事業と同じように、現行は６月の委員会で説明させて頂きました支出の主だったもの、財源を

表したものです。集落排水事業におきましては一般会計の繰入金の目安としております公債費、

これが年を追うごとに、若干上回るぎりぎりの所まで行きますので、料金を２割アップ、２０ト

ン使用量の一般家庭では現在の３千円から３千６００円で、年間８００万円ほどの収入がありま

す。これによりまして黄色の線と赤の線の関係ですが、若干余裕が出てくると言うのを表したも

のです。同じく２枚目の棒グラフ、現行におきましては管内の下から５番目ですが、仮に２割ア

ップした場合、管内では中位より若干、上の方になるのを表しております。以上のように会計の

運営を考えますと料金改正が必要になりますが、先に課長からご説明いたしました通り、実施時

期につきましては地域の経済状況等を検討し進めて参りたいと考えております。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今の簡易水道、農業集落排水事業の説明でございましたが、意見を受けたいと思いますが。 

当分というのは、まだ期限は決まっていないようですが、いつかは値上げになると思いますが。 

 

○議長 

 １点宜しいですか。参考までにお聞きしたいのですが、簡易水道も集落排水もそうなんですが、

現況の使用料の欄でございますが、先ほど、１戸当たり２０立法メートルと言うことで、私、目

が悪いので横にして見てもだいたい変わらないのかなと。２１年も。若干、２２年度が減ってい

るのかなと思いますが。人口減が進むのではないかと、そういう予測は入れてないのでしょうか。 
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○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 ご指摘の通り、使用料の収入につきましては近年、水道におきましては毎年１００万円単位で

落ちております。このグラフにつきましても２１年度よりも若干下げておりますが、その分の下

げ幅はまだ予想がつかないものですから、２２年度以降については２１年度よりも１５０万円ほ

ど下げた形で、水道につきましては同じ料金で推移して行くという形で作らさせて頂きました。 

 

○議長 

 推移をどうするかが、これからの課題ではないのかと。料金改定の中身についてですね。もう

１点確認しておきたいのですが、当然、世帯数が減ればメーター器の更新も減ると思うんですが。

変わらないのは公債費だと、こう思うんですが。その辺もつぶさに実態に併せた計画を、今回は

見送ったようですが、そう言う推定を考えた中で計画を立てていなければならないと言う気がし

ますが、その辺はいかがですか。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 公債費につきましては、第１施設を改修した時に利用した地方債の償還が平成２１年度にピー

クになり、その後、緩やかに下がって行くことになっております。使用料収入につきましては、

年間落ちる原因と言うのが超過料のほうで、基本料につきましてはほぼ前年並みでございますが

超過料で落ちていくものですから。その具体的な基本料に関わりますメーター料金につきまして

は、将来的にはまだ何年かは横ばいの状態で、落ちる可能性としてあるのは超過料と予測してお

ります。 

 

○議長 

 私が言いたいのは世帯数が減ればメーター器はいらなくなるでしょ、と。計画を立てる時はそ

う言うものをつぶさに入れて行かなければ。同じ２２年の数字を基にしたら駄目じゃないですか。 

ちゃんとした計画を立てるべきじゃないかと言う考えです。 

 

○上下水道・公住Ｇ総括主査 

 今後の実施に向けては、さらに詳細な計画を立てて参ります。 

 

○議長 

 分かりました。 

 

○加藤委員 

 当面据え置くと、こう言うことですが、簡易水道でいけば２３年度には基金が無くなりますと。

下水道に関して言えば２２年で公債費が逆転して持ち出しになりますと。こう言う中では、現時

点ではあっと言う間ににっちもさっちも行きませんと言う表現に変わるだろうと言うことが想像

される訳です。課長の説明の中では経済が回復したら、今の現状ではないと言いながら、その辺

とのバランスはどう言うふうに捉えているのか。この状態で行くと、その時点では、はっきり改

正する時期と判断せざるを得ないのか。それとも、そうであっても更に検討を加えて行く余地が

あるのか。その辺についてどう考えているのか。 
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○建設課長 

 加藤委員がおっしゃられた通りで、簡易水道事業については２３年度で基金が底を突く状態に

なりますが、そのあたりを一つの目途にしたいと思っておりますが。上げないとするならば、一

般会計からある程度応援してもらう。そして経常経費等を節減しながら、なんとか景気が回復す

るまで少しでも値上げを延ばして行きたいと言う考え方でございます。 

 

○委員長 

 他にありますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 建設課全体で質疑を受けたいと思いますが、ございませんか。 

 

○細矢委員 

 １点だけ確認しておきたいのですが、緑ヶ丘公園の整備の関係ですが、要するに、今の池を埋

め立てて色々な植物などを植栽すると言うか、そういう計画のようですが、あそこは公園として

整備をして行くのか。場合によっては、パークゴルフ場の拡張とか言ったら公園としては問題が

あるので。私はパークゴルフを公園でやると言うことに余り賛成ではないんです。やっぱり、パ

ークゴルフをやることによって、なんとなく公園で過ごすと言うか、行ってみたいと言うか、そ

ういうことが無くなってくる感じがしています。その点、パークゴルフ場にしないで、公園は公

園としてきちんと整備して行くという、そういうことが目的としてはっきりしているのかどうか。  

成り行きによって変わって行くのでは困りますのでね。 

 

○建設課長 

 まだ、具体的にはパークゴルフ場にするとかは決めておりませんが、取りあえず埋め立てた所

には緑化を図って、きちんと整備をして行きたいと考えております。木の中というのは踏みつけ

たりすると良くありませんので、パークゴルフ場が狭くてどうしようも無いと言うことであれば

使うこともあるかもしれませんが、そうでなければ緑地、憩えるような場所にしておいたら良い

のかと考えております。ただ、一つ、パークゴルフ場につきましては江南に立派な施設があるん

ですが、足が無いために行けないと言う方が居ますので、教育委員会としても公園のパークゴル

フ場については無くせないと考えているようで、その点は今後充分に検討して行きたいと考えて

おります。 

 

○細矢委員 

 私、今朝テレビで観ましたが、公園の中で例えばお年寄りの方たちが集まって低い平均台だと

か、そう言うリハビリ用具のような物、腰を伸ばしたりもしていました。これから高齢化社会に

向かってパークゴルフも大事だけれども、そういった施設を整備して、例えば今言った平均台を、

高くすると怪我をしますから低くして歩いたりしていました。これはいいなぁと思いました。色

んな設備をしていました。将来、子どもたちが集まることも大事だけれど、お年寄りたちも行っ

てそういう施設を利用してリハビリなり体力の維持・増進に役立つような施設も併設した公園に
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すべきでないかと思います。私はそう感じておりますので、その辺も含めて検討して下さい。 

 

○建設課長 

 パークゴルフ場につきましては教育委員会が全面的に管理いたしておりますので、細矢委員さ

んからの意見を教育委員会にもお伝えしておきたいと思います。 

 

○委員長 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは、無いようなので建設課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 

 町からの協議・報告事項について、保健福祉課より、平成２１年度一般会計補正予算ほか１件

について説明お願いします。 

 

○保健福祉課長 

 それでは平成２１年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）につきまして、担当のほうから

ご説明申し上げます。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは３ページをお願いいたします。障害者自立支援費、平成２０年度国・道の負担金の確

定に伴い超過交付分の負担金の返納をするものでございます。最初に自立支援給付費の国費の負

担金２２１万９千７０７円、障害者医療費国費負担金４８万５千３３３円、自立支援給付費の道

費の負担金４２万８千８６３円、同じく道費の障害者医療費８万２千７１２円、合計で３２１万

６千６１５円を返納するものでございます。続きまして児童母子福祉費の子育て応援特別手当で

ございます。これにつきましては、昨年度も国の生活対策として実施しました子育て応援特別手

当を本年度においても経済危機対策として実施するものでございます。支給対象者は平成２１年

４月１日現在３歳から５歳児でございます。生年月日につきましては、平成１５年４月２日から

平成１８年４月１０日の間に生まれた者でございます。基準日につきましては平成２１年１０月

１日現在、住民基本台帳に記録されている者でございます。１人３万６千円、１００人分で３６

０万円を計上してございます。昨年度と支給対象者の内容に一部変更がございます。昨年度にお

いては支給対象となる子の第２子以降の子が対象でしたが、本年度においては、支給対象となる

子は全員対象でございます。昨年度実施しました定額給付金においては５６人、２１６万円、単

価は３万６千円を支出してございます。続きまして４ページをお願いいたします。地域振興対策

費につきましては国における地域経済振興と雇用促進における補助予算関係によるものです。温

泉施設安全対策設備改修事業です。この事業につきましては昨年温泉法の改正によりまして、本

年 2 月に各温泉施設における可燃性天然ガスの調査を行い、基準を超えた施設についてガス分離

設備等を設置し施設の安全を図るものでございます。最初に緑清荘温泉に係る改修工事一式５１
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８万７千円でございます。６ページに図面を載せてございます。施設の西側、トレセンプール通

りにガス抜き装置を設置し、周りをフェンスで囲うものでございます。続きまして清楽園温泉に

係る改修工事一式４０９万５千円でございます。７ページに図面を付けてございます。施設の西

側、防風林側になりますけれども、ガス抜き装置を設置し周りをフェンスで囲うものでございま

す。続きまして保健福祉総合センターの温泉施設に係る改修工事一式２３万５千円でございます。

保健福祉総合センターにつきましては、既にガス分離設備が設置してありガスの基準はクリアし

てございますが、既存の安全施設の一部について改修が必要な為補正するものでございます。続

きまして地域包括支援センターの訪問指導車購入事業でございます。現在、地域包括支援センタ

ーと居宅介護支援事業所で使用している訪問指導車を今回更新し、訪問指導の充実を図るもので

ございます。現在使用しているものは２ドアの軽自動車と言うことでございます。今回予定して

いるのは４ドアの軽自動車と言うことでございます。以上です。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 続きまして、７ページのほうをご覧頂きたいと思います。地域振興対策費におきまして、保健

福祉総合センター外構改修事業として保健福祉総合センターの擁壁、フェンス、インターロッキ

ングブロックの舗装の一部インターロッキングブロックの一部改修と、先ほどご説明しました保

健福祉総合センターの温泉施設、これのフェンスを設置する為５０８万２千円を補正するもので

す。それで図面ですが、８ページの図面をご覧頂きたいと思います。右上の網掛けの範囲でござ

いますが、３４メートルの擁壁とフェンス、それから５９平方メートルのインターロッキングブ

ロックの改修を行うものです。それから図面左下、こちらが網掛けの範囲の温泉施設の周りに２

４メートル、高さ２メートルのフェンスを設置するものでございます。 

 

○委員長 

 保健福祉課分の補正予算についてのご説明でございましたが、皆さんから意見を受けたいと思

いますが、ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので２番目お願いします。 

 

○保健福祉課長 

 それでは続きまして、９ページによりまして清里町介護保険事業特別会計補正予算についてご

説明いたします。今回の補正は、介護従事者処遇改善基金の繰入れ及び平成２０年度介護給付費

と地域支援事業の確定による精算の結果、追加交付及び超過交付分の返納と併せて繰越金が確定

しておりますので、歳出の総務費、保険給付費、基金積立金、諸支出金に充てるため補正を行う

ものでございます。補正額につきましては歳入歳出それぞれ２千３８８万５千円となります。最

初に、歳入の国庫支出金３４２万７千円、道支出金２６９万８千円、支払基金交付金４６８万１

千円の増額補正につきましては、現年度分については歳出の保険給付費の増加に対応いたします

交付額を補正します。また、過年度分７万円と２２６万１千円は、平成２０年度確定による追加

交付額を補正いたします。繰入金の１９２万３千円の補正は、先ほど説明いたしました介護従事
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者処遇改善基金を繰入いたします。次の繰越金８８２万５千円の補正は、前年度繰越金が確定い

たしましたので増額補正し、歳出の保険給付費、基金積立金、諸支出金に充てます。次の１０ペ

ージの歳出の補正でありますが、最初の総務費１７万円につきましては小額ですので説明を省略

いたします。保険給付費の居宅介護サービス給付費８０万円、施設介護サービス給付費１千８０

０万円の増額は、保険給付の見込み額の増加によるものでございます。次の基金積立金の補正は、

前年度繰越金の一部４００万円を基金に積み立て、次年度以降の介護給付費に充てるものでござ

います。次の諸支出金の補正は、平成２０年度介護給付費及び地域支援事業の確定による精算の

結果、超過交付分、合計額で９１万５千円を、国・北海道・支払基金に返還するものであります。 

以上で補正予算の説明を終わります。 

 

○委員長 

介護保険事業特別会計補正予算の説明ですが、質疑を受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 保健福祉課、まとめて質問を受けたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは保健福祉課からの説明を終わらせていただきます。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 町民課からのご説明をお願いします。５件について続けてお願いいたします。 

 

○町民課長 

 町民課につきましては条例の一部改正が２件、議会に議決を求める案件が１件、一般会計の補

正予算と特別会計の補正予算と言うことで計５件、随時、担当の方からご説明いたしますので宜

しくお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主幹 

 それでは１点目の清里町交通安全、防犯、青少年育成基本条例の一部を改正する条例について

ご説明いたします。１１ページをお開き下さい。今回の改正は犯罪被害者等基本法の改正に伴い

まして、犯罪被害者等に対する地方公共団体の責務が明記されたことによりまして、清里町交通

安全、防犯、青少年育成基本条例の町の責務に条項追加を行うものでございます。具体的な改正

内容につきましては、新旧対照表の右側に改正後の条例で、第３条第１項第２号の犯罪、交通事

故等の防止の次に、アンダーラインの犯罪被害者等の支援これを加えるものであります。附則に

つきましては施行期日を載せております。以上で説明を終わります。 

 

○町民生活Ｇ主査 

私の方から、清里町国民健康保険条例の一部改正についてご説明いたします。１２ページをお
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願いいたします。今回の条例改正につきましては第５条出産育児一時金についてであります。出

産育児一時金につきましては第１回臨時会において議決を預き、本年１月１日より、産科医療保

障制度加入分娩機関での出産について３万円を引き上げたところですが、今回、国の少子化対策

に係る一層の充実を図るための施策による健康保険法施行令の改正に伴い、平成２３年３月３１

日までの分娩について、時限で４万円を引き上げる改正となっております。改正条文につきまし

ては、附則第４項に経過措置として、被保険者又は被保険者であった者が平成２１年１０月１日

から平成２３年３月３１日までの間に出産した時に支給する出産育児一時金についての、第５条

の規定の適用については同条第１項中３５万円とあるものは３９万円とするを追加し、附則にお

いて施行期日を記載しております。条例改正に伴う財源につきましては５番目で説明いたします

補正予算において説明いたします。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ①と②の条例の一部改正について質疑を受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは３番目お願いします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 北海道後期高齢者広域連合を組織する地方公共団体の数の増減についてご説明いたします。１

３ページをお開き願います。今回、議会に提案する標記協議案件につきましては、地方自治法第

２９１条の３第１項の規定による広域連合の数の増減について、１０月５日に合併する上湧別町

と湧別町の脱退及び新町であります湧別町の加入についてであります。今後の事務処理の流れは、

９月定例会において議決を頂ければ広域連合に議決書の写しを送付し、１月上旬に広域連合より

各市町村の議決書をもとに北海道知事へ許可申請が行われ、１月中旬に許可される見込みとなっ

ております。なお、今回の合併により北海道後期高齢者医療広域連合の構成市町村の数は、１８

０団体から１７９団体となります。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ただ今の説明に質疑を受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので４番目をお願いいたします。 

 

○税務・収納Ｇ総括主査 

 ４点目の平成２１年度一般会計補正予算町民課所管分をご説明いたします。１４ページをご覧

下さい。この度の補正は、過年度の法人所得において修正申告があったことにより法人町民税も

修正され還付金が生じました。結果として、予算額が不足することから町税費の過年度還付金、

当初予算額の１６０万円を１００万円増額補正するものでございます。以上で説明を終わります。 
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○委員長 

 ただ今の、２１年度一般会計補正予算について質疑を受けたいと思いますが、ありませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ５番目の説明をお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

平成２１年度清里町国民健康保険事業特別会計補正予算についてご説明いたします。１５ペー

ジ目をお願いいたします。２款保険給付費、４項出産育児一時金、１目出産育児一時金でありま

すが、国保条例の改正でご説明いたしました４万円の増に係る費用として、１０月以降の出産予

定者数１１名について４４万円を計上しております。財源内訳といたしまして補正額の２分の１

の額２２万円を国庫支出金、残り２分の１に係る３分の２をルール分として１４万６千円を一般

会計繰入金、残り３分の１の額７万４千円を一般財源で計上しております。２目支払手数料です

が、分娩に係る費用について、今までは全額世帯主にお支払いする現金給付と、直接医療機関等

に支払い残額を世帯主にお支払いする受領委任払い制度の２通りの選択がありましたが、１０月

以降、国保連合会を通じ各医療機関へ支払い残額を世帯主に支払う制度となるため、国保連合会

の請求事務手数料として１件２１０円の単価が示されたことにより、費用額３千円を一般財源で

計上しております。１１款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２目償還金でありますが、平

成２０年度の精算額が国により示されましたので、多く補助されていた３項目について、償還金

として５０万 4 千円を一般財源において計上いたしております。３目高額療養費特別支給金につ

きまして、老人保健時代では誕生日の翌月の一日より制度加入となっていましたが、後期高齢者

医療制度の創設により誕生日より後期高齢者医療制度に加入となったために起きた制度の問題点

による、患者さんの一部負担金が増額となったため不利益を改善するために新たに設定された科

目となっております。１ヶ月の間に２つの医療保険に加入となったため、それぞれの医療保険に

おいて一部負担金の限度額が支払われたケースがありました。本年１月１日より改正され、一部

負担金も２分の１づつの負担となりましたが、平成２０年４月から１２月までの不利益を解消す

るため、該当者に国保分の２分の１を支給する費用３０万円を一般財源で計上しております。な

お、平成２０年４月から１２月までの間に後期高齢者医療制度に新たに加入された方は２４名と

なっており、該当者には町から通知する勧奨制度により実施したいと考えております。以上で説

明を終わります。 

 

○委員長 

 ただ今の国民健康保険事業特別会計の補正予算のご説明ですが、質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので、町民課全体でありましたら受けたいと思います。 

（「なし」との声あり） 
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○委員長 

 町民課からの説明を終わります。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 続きまして、産業課からの協議・報告事項をお願いいたします。５項目ありますので順次お願

いいたします。 

 

○産業課長 

 産業課のほうからご説明申し上げますが、まず第１点目の平成２１年度一般会計補正予算につ

きまして、それぞれ、河合農業グループ総括主査、進藤商工観光・林政グループ総括主査より説

明申し上げます。間に泉井主査からもご説明がありますので宜しくお願いいたします。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それではまず１６ページをご覧ください。補正予算の概要表によりましてご説明申し上げます。

江南牧場隔障物整備事業につきましては、江南牧場の６牧区。これはパークゴルフ場西側の牧場

であります。その部分のガードフェンスの設置で金額につきましては４４１万円となります。こ

ちらにつきましては、８月１１日に牛の脱走事故が発生いたしまして、近隣の畑やパークゴルフ

場に牛が侵入した為、今後の事故を予防する為にフェンスを設置するものでございます。延長に

つきましては３５０メートル、高さ１．４メートルで４段のフェンスを設置いたしますが、およ

そ６０メートル分につきましては青葉牧場のパドックを壊残いたしました材料を再利用して施工

して参りたいと考えております。この事業につきましては、地域活性化交付金事業の中の対象と

なるために総務費での計上となっております。私の方からは以上です。 

 

○農業Ｇ主査 

 それでは道営整備事業費につきましてご説明いたします。１６ページをご覧下さい。本事業に

つきましては、平成１９年度より実施しておりまして平成２２年度完了に向けて現在事業を進め

てございますが、少しでも早く完了に近づけたいと言う事で今回、事業費３千万円を増額し事業

費総額３億３千万円とします。これに伴いまして、清里地区道営畑地帯総合整備事業負担金及び

推進交付金、並びに北海道土地改良事業団体連合会負担金をそれぞれ増額補正するものでござい

ます。まず、清里地区道営畑地帯総合整備事業負担金でありますが、これは受益者負担分でござ

いまして３千万円で負担割合７．５％、２２５万円の増額でございます。続きまして道営畑地帯

総合整備事業推進交付金でございますが、これにつきましては持続的農業・農村づくり促進特別

対策事業、パワーアップ事業の地区認定を受けてございますので、北海道の負担分６．２５％、

町の負担分６．２５％、合わせて１２．５％、３７５万円の増額であります。続きまして北海道

土地改良事業団体連合会負担金でありますが、今回増額いたしました３千万円に対しまして１千

分の０．７５、２万３千円を計上いたしまして、総額６０５万３千を増額補正するものでありま

す。財源内訳につきましては国庫支出金が１７９万円、その他財源が４１２万５千円、一般財源

が１０万８千円であります。なお、今回増額分の事業の内訳ですが暗渠排水が８．２ヘクタール

で１千５０万円、客土が１．４ヘクタールで３３０万円、心土破砕４１．８ヘクタールで１６０

万円、土壌改良３４．８ヘクタールで１千４００万円、工事雑費６０万円であります。以上で説
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明を終わります。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査  

 それでは１６ページ下段になります。温泉施設費の説明をいたします。まず今回の温泉施設の

安全対策設備改修と言うことで、産業課の所管します緑清荘の温泉施設。これにつきましては先

ほど保健福祉課で今回改修する３つの温泉施設を総括して事業を進めることとなっておりまし

て、地域振興対策費の方に計上してございます。この設備改修につきましては、温泉法の改正に

おりまして本年２月に各温泉施設の可燃性天然ガスの測定を行いまして、基準値を超えた施設に

ついてガス分離設備による安全対策を講じるものです。緑清荘におきましては、今回補正の予算

額としましては５１８万７千円を計上しています。その他、温泉施設費の方に必要な経費として

温泉採取施設等変更申請手数料と言うことで、この度の改修に伴う温泉採取の為の設備の位置で

すとか採取の方法について、変更する場合に保健所に申請する為の申請手数料でございまして、

収入印紙代としまして２万４千円を計上しております。またもう１点、温泉の可燃性ガス測定委

託料と言うことで、この安全設備の改修が終了した後に温泉の可燃性ガスの測定を行いまして、

基準値をクリアしているかどうかの測定を緑清荘及び清楽園の２つの温泉の測定をする為に７万

４千円を計上しております。以上で説明を終わらせて預きます。 

 

○委員長 

 産業課の今回の補正予算についてのご説明でありましたが、皆さんから質疑を受けたいと思い

ますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので２番目をお願いします。 

 

○産業課長 

 私の方から、平成２２年度山小屋に係る指定管理業務につきましてご説明申し上げます。清里

町農山村景観・自然環境保全施設、山小屋の指定管理業務についてでありますが、本事業の指定

期間は平成１９年７月１日から本年度末の平成２２年度３月３１日までの３年間として、特定非

営利活動法人清里観光協会会長川筋さんでございますが、その観光協会が運営実施をされてござ

います。契約期間後の本施設の次期指定管理業務につきましても、前回の選定理由と同様、施設

の性格、規模、機能等を考慮いたしまして公募によらない指定管理者の候補者として事務を進め

て参りたいと考えておりますので、ご理解頂きたくご報告を申し上げたいと存じます。資料にご

ざいますように、１７ページでございます。左側の一番下にございます差引き額をご覧頂きたい

のですが、平成１９年度５千６００円。昨年は３万９千３８３円。本年度は８月末で、未整理で

すが参考値になりますけれども、トントンの収支となってございます。右の数字につきましては、

利用人員の実績表でございます。本年７月に十勝のトムラウシ山の９名死亡の遭難事故がありま

したけれども、登山ブームも手伝いまして前年比では若干増加気味ではございます。ＮＰＯ法人

清里町観光協会さんは、平成１９年に選定されましてから本年度まで３年間はもちろんのこと、

指定管理者に選定される前におきましても、平成１７年から管理運営を委託されておりましたが、
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特別な事故、問題等も無く運営されており心配は無いものと判断しております。以上でございま

す。 

 

○委員長 

 ただ今の、山小屋に係る指定管理事業についてのご説明ですが何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ３番目の説明をお願いします。 

 

○産業課長 

 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きまして、進藤商工観光・林政グル

ープ総括主査より説明申し上げます。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは資料の１８ページ、１９ページになります。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説明いたします。オートキャンプ場の利用状況ですけれども、１９ペー

ジになります。本年度につきましては６月の１９日から９月の６日、この間８０日間キャンプ場

の方を開放しています。今回委員会に提出しました資料の作成時の関係で、既にキャンプ場の営

業は先日をもちまして終了してございまが、８月末の数字で説明をさせていただきます。８月末

の利用状況につきましては、２千６３８名で昨年の同じ時期に比べまして１４４人多い利用とな

りました。また、料金の収入の面におきましても４００万９千２００円で昨年の同じ時期で比べ

まして、３０万２千７２０円の増額となっているところです。続きまして１８ページ。パークゴ

ルフ場の利用状況につきましては、５月の２日から１０月の３１日までの１８３日間の予定で現

在進んでいるところです。これにつきましても、キャンプ場と同様８月末の数字で説明をさせて

いただきますが、８月末で利用状況につきましては４千９３０人で昨年の同じ時期に比べまして

２０４人少ない利用となっております。また料金の収入面におきましては、１９０万２千１００

円で昨年の同じ時期におきまして、現在１５万１千円の減となっている状況です。５月のオープ

ンが昨年より若干早かったんですが、前半雨だとか低温の影響で客足が鈍っていたような状況に

なっております。以上で報告とさせて預きます。 

 

○委員長 

 ただ今、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のご説明ですが、何か質問ご

ざいますか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 ４番目に進みたいと思います。 

 

○産業課長 
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 農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業につきまして、私の方から説明させて

頂きます。２０ページになります。交付金事業につきましては本年の２月にこの場で事業につい

ての説明をさせていただき、町の広報では５月に事業の概要を載せてありますので事業の説明は

省略させて頂きます。なお、７月に行われました地域産業振興懇話会の際にも説明をさせて預い

ております。資料の２０ページをご覧預きたいのですが、今回事業の実施要綱では第５条の中で

認定された事業につきましては公表することとしておりますので、町広報９月号にてお知らせし

た次第であります。資料の内容は広報での内容と同様でございます。まず１点目は、ドリンクビ

ネガー食用酢開発及び販路開拓事業を実施するものであります。申請者はエムケー食品株式会社 

代表取締役川筋守さんであります。事業内容は既に研究開発された食用酢の実用化を目的とし、

清里町産のメロン、プラム、アロニアなどの果実を原料といたしまして、アルコールは清里じゃ

がいも焼酎を利用しながら更なるドリンクビネガーの研究、開発をして行くものとなっています。

製造された商品を首都圏等の展示会に出展、販路の開拓を実施して行くというものでございます。

清里産を原料とすることによるブランド化の確立と、農商工連携による地域振興を事業の効果と

してございます。補助経費でございますが、申請書によります全体の事業費のうち対象経費は４

５０万円を越えるものでありまして、その３分の２、且つ３００万円以下となってございますの

で限度額の３００万円としてございます。２件目でございますが、秋大根を寒干しして塩漬けし

販売する事業であり、寒干し大根生産組合代表梅内美紀夫さんであります。事業内容は秋まき小

麦収穫後大根を播種し、１０月初旬から１０月末にかけ育苗ハウスを利用して寒干し大根を加工、

製造するものでございます。また、事業の効果でございますが農業商業の連携による新たな特産

品作り。また、輪作体系の構築更には雇用創出にも繋がるのではないかとしております。補助経

費につきましては、申請書によります資材経費の額が対象経費であり、４５０万円を超えるもの

でありますので、限度額の３００万円となってございます。以上で終わります。 

 

○委員長 

 ただ今の農商観工等異業種連携事業化支援・雇用創出交付金事業のご説明でございましたが、

何か質問ございますか。 

 

○加藤委員 

 ここに２件出ていますが、今後、出てくることが予想される事業があれば報告して下さい。 

 

○産業課長 

 昨日出て参りましたのが一つございます。また公表を行わさせて頂きますが、申請者は清里町

字向陽の夏野さん、スィーツの開発及び販売事業を予定していると言うことでございます。また

ご報告する機会がございましたらご報告させて頂きます。 

 

○委員長 

 他にございませんか。次をお願いします。 

 

○産業課長 

 最後になりますけれども入牧牛脱走の賠償金について、河合農業グループ総括主査より説明い
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たします。 

 

○農業グループ総括主査 

 それでは２１ページをお開き下さい。江南牧場入牧牛の脱走事故についてご報告申し上げます。

まず概要ですが、日時、平成２１年８月１１日火曜日未明となってございます。時間については

定かではございませんが、暗いうちから逃げ出したようでございます。脱走数につきましては、

当時入っていた牛１０５頭全頭でございます。事故の状況につきましては、８月１１日の未明、

６牧区に入牧中の牛が有刺鉄線を切断し脱走いたしました。脱走牛は近隣の畑に侵入しており、

畑作物については下記のとおり補償を行っております。損害賠償につきましては、相手方は清里

町字江南２７３番地大岸直裕さん。被害の状況につきましては、脱走牛が馬鈴薯及びてん菜のほ

場に侵入し、踏み荒らすという被害を与えたものでございます。馬鈴薯につきましては、被害面

積が約１．１５反、作付け面積の５％と認定いたしました。てん菜については約０．７５反、作

付け面積の３％と認定しております。牛は畑の中で縦横無尽に歩き回っておりまして面積の特定

が難しく、農業改良普及センターのご意見を頂きまして指導いただきまして、およそ５％、３％

と言ったところで認定したところでございます。それに基づきまして損害賠償の金額は１７万９

千９８７円としております。この損害賠償につきましては専決処分を行っておりますので、議会

においてご報告させて頂くものでございます。以上でございます。 

 

○委員長 

 産業課、総体的に質問ございましたら受けたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので産業課からのご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 

焼酎事業所よりご説明願いたいと思います。３点について随時お願いしたいと思います。 

 

○焼酎事業所主査 

 ２５ページの、平成２１年度販売状況につきましてご説明いたします。６月から８月までの販

売額は前年対比で６月は８１万円の減、７月は７１万円の減、８月は２５万円の減といずれもマ

イナスとなっております。累計では３千８４０万円の販売額でございまして、前年対比２３３万

円の減でございます。販売先で前年度と比較いたしますと直接販売は９５万円の増ですが、卸業

者を通じた小売業者への販売が不振のため、卸業者の引き取りが５００万円ほど落ち込んでおり

ます。以上でございます。 

 

○委員長 

 続けて２番目をお願いします。 

 

○焼酎事業所主査 
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平成２０年度繰越金の取扱いにつきましてご説明いたします。繰越金の取扱いにつきましては

６月の当委員会におきまして、９月定例議会において補正させていただきますと言う旨申しまし

たが、先ほどご説明いたしました販売の状況、また支出面などを考慮し、１２月定例議会におい

て補正措置をさせて頂きたいと考えております。以上でございます。 

 

○藤田委員 

 補正を１２月まで延ばすのはかまわないが、そうすると額がかなり多くなるんじゃないかと思

うが。９月で一回切って、そう言うことも有り得るという意見として。 

 

○委員長 

 ３番目に良い話があるので、その説明を聞いてから。今後の販売促進についてお願いします。 

 

○焼酎事業所主査 

 今後の販売促進についてご説明をさせて頂きます。まず最初に新製品のご紹介をさせて頂きた

いと思います。９月１日付けの広報でも掲載しておりますが、９月１日から浪漫倶楽部１升瓶、

これは町内限定と言うことで発売しております。税込みで希望小売価格２千３７０円、ご家庭で

すとか飲食店で、できれば利用して頂きたいと言うことで出しております。４合瓶に比べますと

だいたい２割くらい安くなっております。それから、こちらの４合瓶、摩周の雫と言う製品でご

ざいます。こちらにつきましては先日の産業まつり、９月６日から販売を開始しておりまして、

従来製品で出しておりましたマシュー、カタカナで書いていた製品がございますが、その製品の 

リニューアルと言うことで名前を変えまして、お酒に少し色が付いておりますが、従来のカタカ

ナで出していたマシューにつきましては浪漫倶楽部タイプで、樽で貯蔵していたのを２割ほどの

ブレンドでございましたが、この摩周の雫につきましては１対１、５割を入れまして樽酒のブレ

ンドを多くして出しております。こう言った２製品を出させて頂いております。こちらにつきま

してはフリーの形で、通常の卸売りさんを通して販売して参ります。 

続きまして販売促進の関係でございます。販売がなかなか不振で厳しい状況にある訳でござい

ますが、特別班、職員数名によります特別班を編成いたしまして、町内におきましては、小売店

さんには現在もありますが、のぼり、ポスター等を、現在も実際に外にのぼりを出して頂いてい

る小売店さんもあるんですが、のぼりやポスターをお持ちして店頭に貼って頂く、或いは外側に

貼って頂いたりのぼりを立てて頂いてＰＲをお願いして行きたいと考えております。飲食店さん

につきましては、これは皆さんもご覧になったことがあると思いますが普通の浪漫倶楽部のチラ

シでございますが、飲食店さんにありますメニュー表の中に１枚もので入っているような、ポッ

プ或いはメニューチラシと言うそうですが、そう言ったものを各飲食店さんごとに作りまして、

ラミネートをして各テーブルに置いて預きＰＲまたは飲んで頂くと言うことを進めて参りたいと

思います。今考えておりますのは、これを基にしまして飲食店さんの名前を入れて、例えばグラ

ス１杯いくらとか、ボトルいくらとか、そう言ったことをやって進めて参りたいと思っておりま

す。近隣市町村については件数的には余り多くはまわれませんが、斜里ですとか小清水の小売店

さん、飲食店さんにコンタクトを取って、理解して頂けるところにはそのような事で進めて参り

たいと考えております。札幌市内でございますが、委員会でもご説明いたしております北都千国

会の取引きしている飲食店、現在ある程度名簿を頂戴しておりますが、北都千国会が取引きして
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いる専属と言いますか、北都千国会の店からしか取っていない飲食店の名簿を提供頂きまして、

町内でお話ししたのと同じ様にポップ或いはメニューチラシ、こう言ったものを作りまして、そ

ちらのほうにも訪問してＰＲ、是非焼酎の利用を呼びかけて行きたいと言うふうに考えておりま

す。さらに、これは職員全体になりますが、札幌出張があった時に私共の焼酎を扱っている飲食

店さんの積極的な利用を呼びかけて参りたいと考えております。こう言った販売促進のキャンペ

ーン、言葉が少し大袈裟かもしれませんが、これにつきましては９月と１０月の２ヶ月間を予定

して進めております。なお、お歳暮商品についても現在検討中でございます。ただ今申し上げま

した地元或いは周辺、札幌等の開拓を以ていくらかでも落ち込んでいる販売分を盛り返して行き

たいと言うふうに考えております。 

なお、今年の製造の関係でございますが、製造数量につきましては計画は５０回仕込みの８８

キロリットルを予定しておりましたが、先ほど申しました販売状況を勘案いたしまして４１回仕

込みの７３キロリットルに変更して参りたいと考えております。じゃがいも焼酎につきましては

３６回仕込みから３回減の３３回。むぎ焼酎は６回減の６回。かぼちゃ焼酎につきましては変更

なしの２回仕込みでございます。以上でございます。 

 

○委員長 

 今後の販売促進ということでしたが、麦とかぼちゃの販売は限定販売でしたか。 

 

○焼酎事業所主査 

 かぼちゃ焼酎につきましては清里を中心に、ごく一部は近隣の斜里、小清水、こちらについて

は卸屋さんを通じてしております。麦焼酎につきましては、ご承知のように北都千国会のオリジ

ナルと地元商店に直接売っております。卸屋さんを通さないで工場から直接売っております。 

 

○加藤委員 

 １点お伺いしますが、今、北都千国会の話が出ましたが、非常に期待を以て事業の推進に当た

ってきた気がする訳ですが、その推進に当たっては結構経費が、いろんな宣伝料までを出して進

めて行くという形の中で事業に取り組んできたと思いますが、そういう形の中で、現時点でそれ

らの対応、単に焼酎事業所としての採算べースの販売不振と言うことではなく、その部分に対し

ての状態はどういう現状にあるのか。最初の計画とその部分での乖離（かいり）があるのか無い

のか、その部分についてお伺いします。 

 

○焼酎事業所主査 

 ただ今の加藤委員のご質問でございますが、確かに、当初、北都千国会における販売はかなり

見込まれると言うことで、私共もオリジナル商品の取引きに応じてきた経過がございます。ただ、

実際的にはご承知の様に思ったような販売が上がってはいないですが、過日、２日に向こうの事

務局をされている橋本さんと言う方が来町されまして、私も同席いたしましたが、副町長といろ

いろお話をさせて頂いております。その中で橋本さんのお友達がおっしゃっていたんですが、道

内では私共の焼酎が唯一ですが本州の清酒メーカーのオリジナルもかなり扱っていて、メインの

取引きをしている飲食店にはある程度話はしているけれども、それぞれの北都千国会の加盟店、

取引きをしている飲食店全てに話が行っている訳ではないと言うことで。その席で橋本さんがお
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っしゃっていましたが、現在会長をされているマルミ北栄商店さんという所がございまして、そ

ちらについては大体、ススキノで４００件ほどの飲食店と取引きがあると言うことですが、社長

さんが営業の方と実際に廻ったところ、私共の商品を知らない、話を聞いてなかった飲食店さん

があった。その様なことで、改めて、副町長からももっと頑張って欲しいと要請しておりますの

で、９日に北都千国会の役員会があると言うことで、その席の中で、橋本さんという事務局をさ

れている方から会員の皆さんに更に販売拡大について努力しようという事と、私共から要請して

います飲食店の名簿を頂いて、役場職員が機会があればそこを利用すると言うのは勿論ですが、

北都千国会のお店の社員と言いますか、そこの店の方と私共の対策班、任命された職員が一緒に

同行して拡販をお願いするという、そう言ったことを９日の役員会でお話頂くという事になって

おります。以上でございます。 

 

○加藤委員 

 そう言うことで今回進めるという中で、確か、バックマージンではないですが北都千国会に予

算付けがされておりましたが、そう言う部分というのは事務経費に使うというのではなく、そう

いう時に大いに出してもらって、実際に売れるようなスタンスでの販売促進をして行くべきだと

思うんですが。その辺の内容についての協議とかスタンスは、最初の契約時点とかその辺はどう

いう風になっているんですか。 

 

○焼酎事業所主査 

 確かに報償費ということで事務局の橋本さんの方に予算を、１本当たりいくらと言うふうにコ

ーディネイト代というか、そういったお話をもってきて頂いたと言うことで計上しております。

また、いろいろなアドバイス等も頂きながら進めておりますが、なかなか現実的には、委員ご指

摘の通り、正直なところ当初の見込み通り進んでいないと言うような状況でございます。 

 

○委員長 

 他にございませんか。今年度はまだ期間があるので、全職員あげて努力をするということで。 

ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

３番目の意見書の検討について、お願いします。 

 

○事務局 

意見書は記載の通り、北海道町村議会議長会会長名で提出されております。内容は、本文の朗

読により説明とさせていただきます。２９ページです。道路の整備に関する意見書（案）、記書

き以下です。 

（以下朗読） 

以上、意見書の内容協議及び議会提出者を委員長名で宜しいかのご協議をお願いいたします。 

 

○委員長 

 ただ今の意見書について、説明の通りで宜しいでしょうか。 
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（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは、その通りに進めたいと思いますので宜しくお願いします。 

 

○委員長 

 次回の委員会ということで。 

 

○事務局長 

予定ございません。 

 

○委員長 

 その他、ございませんか。 

 

○事務局長 

 ご連絡事項ということで、前段の議運の中で、１６日から定例会がございますけれども会期に

ついては３日間という案を検討いたしましたのでお知らせをいたします。１６、１７、１８日で

す。それから、一般質問については１１日まででございますので宜しくお願いいたします。以上

でございます。 

 

○委員長 

 一般質問は１１日までと言うことで。その他、皆さんから何かございますか。 

（「なし」との声あり） 

 

 

  ●閉会の宣告 

○委員長 

それでは第７回産業福祉常任委員会を終わらさせて頂きます。ご苦労さまでした。 

（閉会 午前 １１時５５分） 


