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第９回産業福祉常任委員会会議録 

平成２１年１１月２０日（金） 

    開 会     午前  ９時３３分 

    閉 会     午前 １１時００分 

 

 
○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

●産業課 

①農山漁村活性化プロジェクト支援交付金事業「緑清荘増改築工事」の実施設計について 

②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  

（追加）清里町地域振興券交付事業について 

●保健福祉課 

①診療所医療機器の更新について  

●焼酎醸造事業所 

①平成２１年度販売及び製造状況について 

②今年度の主な販売促進活動について  

③平成２１年度新規受託醸造について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 
○出席委員（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   加 藤 健 次 

       委 員    藤 田 春 男      委  員    中 西 安 次 

委 員   田 中   誠       ※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   ■商工観光・林政Ｇ総括主査  進藤 和久  

■保健福祉課長    島澤 栄一   ■保健Ｇ総括主査       薗部  充     

■焼酎事業所主査   松浦  聡 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 
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    事 務 局 長     村 上 孝 一 

      主   査     鈴 木 美穂子  

 

 

●開会の宣告 

○委員長 

 それでは引き続きまして、第９回産業福祉常任委員会を開催したいと思います。 

 

 

○委員長 

１．町からの協議・報告事項について、産業課より２点についてご説明お願いいたします。 

 

○産業課長 

 産業課からご協議・ご報告申し上げます。まず１番目の農山漁村活性化プロジェクト支援交付

金事業、いわゆる緑清荘増改築工事の実施設計について述べさせて頂きたいと思います。緑清荘

の増改築事業につきましては、既に、基本設計が終了までの間、総務課にて他の事業との関係上

総括して参りましたけれど、実施設計の段になりまして現課である産業課が今後、現場緑清荘と

の調整も含め担当いたしますので宜しくお願い申し上げます。さて、現時点での事業費あるいは

工期等につきましては９月、１０月における常任委員会におきまして総務課よりご説明しており

ますので省略させて頂きますが、実施設計の業者が１１月の６日、入札の結果決定されておりま

す。日本都市設計株式会社に落札してございます。設計期間は平成２２年２月１０日までとなっ

ておりますが、補助制度上、補助事業部分いわゆるレストラン、宿泊部分となりますけれど、繰

越事業となるために、そのために年度内発注をしなければならないとの総務課からの指示もござ

いますので、設計期間としてはなかなか厳しいものがございますが、そのスケジュールで実施し

て参ります。お手元に図面があるかと思いますが、まず図面の見方でございますが、左側にあり

ますのが配置図を兼ねた１階平面図です。それからオレンジ色がレストラン部分を拡大してござ

います。次の右側が２階平面図。一番右が３階。上にシングルルーム、それからツインルーム、

和洋室の拡大図が載っているかと思います。右下には面積表がございます。これについて若干の

お時間を頂いて説明させて頂きたいと思います。１０月の常任委員会に総務課よりお示ししたプ

ラン、基本設計を以て産業課と建設課と設計会社とで協議をいたしまして、ある程度実施できる

纏めをしてございます。変更された部分の概要を申し上げたいと思います。細かなところは今後

設計を描いていく時点で随時変更されますが、それはご了承頂きながら大きな視点からの概要を

ご説明させて頂きます。 

まず１階平面でございますが、配置につきましては基本設計と変わりございません。上のほう

からご説明申し上げますが、青色のところ、お風呂の部分、多目的浴室ユニバーサル風呂でござ

います。緑の湯にありますような思いやり風呂の設置でありますが、最終基本プランと同位置に

計画されております。床下にピットと言いますが空間がなければ設備等ができませんので、この

部分にピットがございますので可能ではないかと考えているところでございます。それから、こ

のように身障者を受け入れることになりますので、その上の青い部分、多目的ＷＣと書いてあり

ますが、これは旧便所でございますが広くなってございまして、これを改築いたしましてユニバ



 

- 3 -

ーサルトイレを設置いたしたいと思います。それから今の宿泊研修室でございますが、これは現

在倍くらいの広さでございまして、ピンク色の倉庫、乾燥室となっているところを新たに設置す

る訳でございますが、ホールの広さを要求するために休憩室とロビーの間にありました倉庫スペ

ースを撤去いたしまして、休憩室の部分に約４分の１のスペースを頂いて、以前からありました

登山客からの強い要望の乾燥室を含めたものを計画いたしております。基本設計では北側からの

アプローチでホールがありまして、そこにエレベータを設置する、いわゆる既存部分にエレベー

タをと言うことになっておりましたけれども、現地に行きまして検証の結果、床スラブを壊さな

ければならないとか、それからかなりホールの方に出てくるものですから狭隘になること、圧迫

感が出てくるため設置を諦めると言う風に考えてございます。２階のレストラン拡大図と、その

右側にあります２階の平面図をご覧頂きたいと思いますが、上のほう、既存のところに２階のホ

ールがございますが、広くなってございまして、そこに研修室、いわゆるミーティングルームを

設置いたしまして小さな会合や会食もできるような部屋を作りたいと考えてございます。それか

ら中央部分にありますオレンジ色のレストラン部分でございますが、これは基本設計の時から論

議になりまして、今、構造関係で色々難しい計算がございまして、基本設計の時点では渡り廊下

でつないで中庭があったと思いますが、中庭ができる、あるいは使い勝手が良くないと言うこと

から、ピタリと接合できるように建設課の建築と支庁と数回の協議をして頂いて、今も協議中で

すが、このようにピッタリと付けるものにしてございます。いわゆる渡り廊下の幅を広めたと言

う屁理屈でピッタリとなっております。レストラン部分、オレンジ色の拡大図を見て頂きたいの

ですが、テーブル等々の配置はこれから詳細にやって行きますので参考に見て頂きたいと思いま

すが、おおよそ、このプランでは最低６８席取れる計画になってございます。便所も付けて東側

あるいは南側に窓を設け眺望を良くし、ご記憶にあるかと思いますが基本設計では少し斜めにな

っていたかと思いますが、使い勝手の面からフラットにした部分でございます。部屋のほうでご

ざいますが、グリーンの宿泊部分ですが、部屋数は変更ございませんが窓の形につきましてはノ

コギリ型と言いますか、そういうもので若干フラツトにさせて頂いております。以上が大きく変

更した部分でございますが、基本設計と若干の変更がございますがご理解頂きたいと思います。

以上が、今後、実施設計でご理解頂いてこれで進めさせて頂ければと思います。 

 

○委員長 

 緑清荘の実施設計ができたと言うことで、皆さんからのご質問を受けたいと思います。 

 

○加藤委員 

 こう言う形で実施計画されてる中で、当初計画されていた予算と今回の予算はほぼ一緒と言う

ことですか。 

 

○産業課長 

 ３階になった時点での面積はほぼ変わりございませんで、実施設計と言うのは書いてみて、積

み上げなものですから、なかなか、その数字になるかどうか予想がつかないですが、今のところ

はその事業費で進めております。ただ、単費と補助事業の分けがありますので、その辺の動きは

あろうかと思います。 
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○加藤委員 

 この施設に関して当初は５０部屋、途中で３０部屋と変更がなされた訳ですが。一番始めの５

０部屋の時の計画、増設にあたっての収支が提示されて来ていたと思いますが、正確な記憶がな

いですが６００万から７００万、稼働率３０数％。その後、３０の客室に変更した言う環境の中

で、それらの推移、どう言うふうに捉えているのか。 

 

○産業課長 

 基本設計の時点で総務課から説明があったものにつきましては、加藤委員おっしゃる様に部屋

の数が違いまして、いわゆる収入に影響する数字でございます。それが３０室になりましたので、

それと同じような数式で計算してございます。それによりますと、おおよそ、途中は省略させて

頂きますが稼働率は同じく３６.５％か３６.２％くらいですが、それによりますと入るであろう客

数が５千８００人何がしになります。同じ数式で行きますと。それで収支は１８０万ほど黒字に

なってございます。しかし、これも稼働率が変動しますと多くなったり少なくなったりいたしま

すので、今現在の稼働率で幾らかと言う数字でございます。ご理解頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 稼働率と言うのは部屋数によって大きく変わるもので、その時は５０部屋で、３０部屋になっ

ても稼働率を変えないで計画していると言うあたりが非常に微妙な部分で。その５０部屋と言う

のはとんでもなく無理があったのでないかと言うのを明らさまに露呈している感じです。今、計

画で百何十万のプラスと言いますが、実際に、果たしてそうなるんだろうかと。これが非常に大

変な部分になるんではないかと言うのが一つと、産業課の問題の部分かどうかは分かりませんが、

この事業、建設をしている間は休業するのか、あるいは通常営業と言う形で行くのか、この辺に

ついてはどのように捉えているのか。あと、もう一つは３年間と言う指定管理期間と丁度うまく

行くのかどうか。月計算で行くとずれたりすると思いますが、途中で指定管理の委託費が大きく

変わる要素、内容、スムーズな運営方式、この辺については。これは建てる案に対する質問とは

違う訳ですが、一体的に、どのように捉えているのか。 

 

○産業課長 

 稼働率でございますがシュミレーションと言いますか、仮に計算している稼働率につきまして

は、実績の部分の稼働率は低目に捉えて計算してございます。勿論、加藤委員がおっしゃるよう

に大変だと言うことは実感してございます。と言うのは、５千数百人がプラスされる訳ですから

倍の集客を図らなければならないと言うことでございますので、今後、いわゆる仕掛けと言いま

すか、町としても交流人口の増加とか視察の積極的な誘致、それから今やっております知床観光

圏の滞在型の観光、着地型とも言いますが、この協力を受けながら緑清荘にも泊って頂けるよう

な仕掛け等々、ＰＲも勿論ですが、そう言うものをしなければいけない。倍の客数を保持しなけ

れば今申し上げました数字にならない訳でございまして、その辺は自覚しておりますし、当然、

指定管理者と協議をしながら進めさせて頂きたいと言う風に考えてございます。それから休業の

関係でございますが、総務課の説明の中にもあったかと思いますが、勿論日程も確認させて頂き

ますが、工事自体は３月に発注して繰越で２２年度の建設。今のところ完了を、計画では新館部

分を１２月にしてございます。旧館部分が８月頃に発注いたしまして、１２月オープンを目指し
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ておりますので１１月まで。そうなりますと実質休業が今のところ９月、１０月、１１月。３ヶ

月が休業になるのではなかろうかと言うふうに考えてございます。この間の休業補償は以前も経

験がございまして、その時と同様の考え方で行きたいと思いますけれど、今回は加藤委員がおっ

しゃる様に指定管理者制度でございますので、今は３年の協定を結んで１年ごとの契約をしてご

ざいますので来年度の指定管理料を計算しなければならないと言うことでございます。９月、１

０月、１１月につきましては必要なもの、人件費とか基本料等々、様々ありますが当然使わない

であろう料理の材料費とか消耗品とかは抜いていくと言うような契約になろうかと思います。１

２月からは新館も含めた指定管理になる訳でありまして、その分につきましては今後実施設計が

終わりどのような形になるか決定した段階で算定したいと言う風に考えてございます。 

 

○加藤委員 

 非常に、説明では、うんうんと頷くような雰囲気になりますが、実際問題として新館が同時営

業された時の稼働率、その運営方法。今の緑清荘も、ゼロからスタートした委託費が燃料等の高

謄などで約１千万円の委託費を支払っての運営と言う状態に入っている訳です。その中で項目ご

とに１割増減の調整がなされている訳ですが、果たしてそれが増えた時に、大きな捉え方をして

行かないと成り立って行かない環境になるんではないかと。これは指定管理者との問題ばかりで

はなく、施設の建築をやると言うからには、単に一般管理費から委託費の増額を以て進めれば良

いと言うことにはならない気がする訳であります。この辺を十分に考えてスタートを掛ける。ス

ペース上からエレベーターを削除したようですが、これだけの顧客数やこう言う環境施設、３階

まである施設では当然のようにエレベーターを設置すべき問題で、極端なことを言いますと庁舎

にあるエレベーターと緑清荘のエレベーター、必要性はどうなんだろうかと。 

 

○産業課長 

 図面を見て頂きたいと思いますが３階部分にはエレベーターがございます。階段室のＥＶと書

いてあるのがエレベーターでございまして、３階部分にはエレベーターを設置してございます。

ただ、旧２階のエレバーターにつきましては狭隘になると言うことから廃止と言うことでござい

ますので、ご理解頂きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 設置場所を変えたと言うことですか。 

 

○産業課長 

 当初は２台ありました。それで既存のほうを設置しないと言うことでございます。 

 

○藤田委員 

 これは案の話で、決定ではないんだろう。 

 

○産業課長 

 これで決定と言うことで進めさせて頂きたいと思います。それと指定管理者の業務委託料の計

算でございますが、実際に１２月から稼働しますが１２月からの予約等々の受け付けはできない。
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ＰＲの方法として、こう言う施設ができましたと言うことで何とか対処したいと思いますが、い

かんせん１２月、１月、２月、３月と言うのは閑散期でお客さんが入らない時期でございますの

で、なかなか計算が難しいですが色々試算しながらあたって行きたいと言う風に考えております。 

 

○田中委員 

 思いやり風呂と言うか、車椅子の方のトイレも設置する訳ですが、この新館の部屋のドアにつ

いてもそう言う配慮がなされているのか。 

 

○産業課長 

 新館のほうの色付きのほうの宿泊施設でございますが、身障者の対応でございますけれども特

にしてございませんが、現場ともお話をしたんですが身障者用の部屋を作るとなるとかなりの面

積が必要になるものでございますから、これを条件に泊って頂けるのであればと言うことで、今

迄の旧館につきましては介添えを付けながらやっていた経緯もございますので特に問題はないか

と思いますが、田中委員がおっしゃった様な身障者用の宿泊室を作ると言うことは、特別今のと

ころは考えておりません。 

 

○加藤委員 

 こういう風に３階建てになっているんだけれども、３０部屋でなくて２０部屋位でもいいんじ

ゃないの。本当に稼働率の心配、それでなくてもでもちょんちょんだと言ってて、緑清荘に約１

千万の委託料を払って運営している状態に入っているのに。そして北海道観光、経済、色んな環

境の中で観光産業が非常に悪くなっている中で３０部屋が必要なのか。将来、未来が無いと、夢

が無いと言われるかもしれないが、むしろ２階建の２０部屋で３階部分は削除する事があっても

良いような気がするんですが、私は。 

 

○委員長 

 総務課から引き継いでいるので産業課長としては何とも答えられない。 

 

○加藤委員 

 具体的な案はここでと言う風に回されているんだから。 

 

○産業課長 

 基本設計の中で色々と協議した結果で３０部屋、始めは５０部屋から進んで３０部屋で、シュ

ミレーションしながらトントンでいくと言う計算もありまして３０部屋で進む訳でありますが、

現課といたしましては稼働率をうまく上げれるような方策を考えながらやって行くと言うふうに

考えてございます。 

 

○加藤委員 

 ５０部屋でやると言って簡単に３０部屋にした訳ですね。議会の意見は何も聞いていないで進

んできた訳です。始めて今回、具体的な施設の内容についてどこで話合うんだと言うことで産業

課だと、委員会で話合いますと、こうなった訳です。私は建てて、一般会計から持ち出しが増え
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ないで維持管理、指定管理の業務ができて交流人口が増えて行くのであれば１００部屋でも２０

０部屋でも良いと思います。これが２年後完成した時に、結果として一般会計から委託費の持ち

出しが１千５００万、２千万、３千万と。そうならない対策で運営ができると言う自信の基にや

るのかどうなのか。これは課長に答弁を求めるのは難しいと思うが、この点、もう一度総務課あ

たりと、町長部局と真剣に、将来にわたってその事については自信があるんだと言うことを議会

に報告して頂きたいと言うふうに思います。 

 

○委員長 

 委員外の畠山議員から質問があるようですが、宜しいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 宜しいです。 

 

○畠山議員 

 加藤委員の関係で補足ですが、今、新しいところで３０部屋と言う部分が出てきている訳であ

りますが、今まで使っている部分、和室の関係になりますが休憩室になってみたりと言う書き方

をされているので。旧宿泊部分が何部屋使えるのかという部分は。 

 

○産業課長 

 今現在のキャパ、宿泊人数を申し上げますと新館、斜めに伸びた部分につきましてはシングル

が４室、ツインが３室、和室が５室、和室は４名で計算しますので１２室で３０名。旧館は研修

室となってございますが、これは補助上の呼び方でございますが和室１０畳が４室、実質１２.５

畳が１室、３０畳が１室と言うことで、ごろ寝の関係もございますので、それぞれ５名、６名、

１６名のキャパとしますと６室で４２名。７２名が既存の収容人員でございます。 

 

○畠山議員 

 休養室と書いてあるところは変更すると言うことか、それとも今まで通り宿泊で使うと言うこ

とか。 

 

○産業課長 

 現課といたしましては、休養室のあり方は東大生の合宿等々ございますので、そのまま、そう

言った合宿等に使わせて頂きたいと思います。でありますから、合宿に使う所、斜めの新館の部

分、それから３階の部分と言うことで客層が分かれるのかなと言うふうに考えております。 

 

○畠山議員 

 そうすると、今まで７０名無理して泊まれたと言う部分や稼働率は理解する訳ですが、それに

尚且つ３０部屋、シングルやツインがあるから４、５０名になるのかな。町で宿泊部分を建てる

と言うことの概ねは理解できますが、それにしてもすごい人数で、聞けば聞くほど加藤委員が心

配する部分の問題は出てこないのか。 
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○加藤委員 

 極端な言い方をすれば、満館になっているのは何月から何月の間で何日あるのかと言う部分で

すね。宿泊者で満館になっているのは年間で何日あって、それが何時の時期なのか。それ以外の

稼働率は何％かと言うこと。 

 

○産業課長 

 既存のデーターしかございませんが、実質の数字で言いますと１番多い時で８月が７８.４９

％、７月が７７.９２％、９月が７０.３３％と言うことでございます。１番少ないところで１２月

の３１.９４％が最低の数字でございます。 

 

○加藤委員 

 それは、７２名宿泊できると言う計算における稼働率ですか。 

 

○産業課長 

 そうです。実際の稼働率を計算しますと、４月から３月まで平均しますと５１％となります。

先ほど説明しました増築部分につきましては、これを参考に低めに押さえまして３６％と言うこ

とで計算してございます。 

 

○委員長 

 集客人数は全体で何人になるんですか。 

 

○産業課長 

 新館のほうですがシングルが６室、ツインが１８、和洋が６室です。和洋を４名といたします

と６６名です。但し、和洋室ですので５名は入るんではないかと、最高でいきますと６名足しま

して７２名です。合計いたしますと約１４０名です。 

 

○加藤委員 

 ７、８、９月の３ヶ月間に同じ稼働率でやっただけで、この施設を増改築した分、収入が１０

０万円の黒字になると言う計算になるんですか。 

 

○産業課長 

 今、細かな数字につきましては積み上げですので、現在の試算ではトントンと言う計算でござ

います。 

 

○加藤委員 

 現時点で、今の環境で約１千万、実際には５、６００万で済むんだろうと、分かりませんがそ

う言う感覚の中で、そういう手出しが３月ころに出てくるんだろうと思いますが。そう言う環境

にありながら宿泊施設を増設して本当に１００万円の黒字になるのか、この３ヶ月間の使用状態

の中で。当然のように経費の増大、人件費のアップがある。 
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○委員長 

 集客に努力すると言うことで。 

 

○藤田委員 

 ７０何％などと言っているが、緑清荘も３ヶ月、４ヶ月はお客さんの申し込みがあってもかな

り断っているようだ。第４次総合計画で交流人口４０万人を目標にしているのを基にした計画だ

ときちっと言わなければ。私は提案通り賛成したいと思っているが。 

 

○加藤委員 

 基本的に、物事を進めるに当たっては私も反対はしていませんが、将来の事もきちっと考えた

中で。夢を持って、結果的に駄目だった時に誰が責任を負うのかと言う問題がありますから。 

 

○委員長 

 そう言う意見も踏まえて検討して頂きたいと思います。 

 他に宜しいですね。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 ２番目、オートキャンプ場及び江南パークゴルフ場の利用状況について。 

 

○産業課長 

オートキャンプ場と江南パークゴルフ場の利用状況につきまして、施設の利用期間が終わりま

したので進藤総括主査よりご説明いたします。  

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

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、３ページと４ページでご

報告をいたします。先に、９月に開催されました第７回の常任委員会で２つの施設の利用の中間

報告をさせて頂きましたが、両施設とも今年度の営業を終了いたしましたので最終結果をご報告

いたします。３ページのオートキャンプ場の利用状況です。本年度のキャンプ場の営業は６月１

９日から９月６日までの８０日間の営業を行いまして、使用料の収入は前年度に比べまして３７

万６千４２０円多い４１７万９千円となりました。また、利用者は昨年に比べまして２１０人多

い２千７４１人となったところです。次に４ページの江南パークゴルフ場ですが、本年度の営業

は昨年より雪融けが早かったこともありまして、５月２日から営業を開始しまして１１月３日ま

での１８６日間の営業を行いました。利用者につきましては前年度に比べて１１７人多い８千４

４７人の利用がありました。使用料につきましては前年度に比べ１１万９００円少ない３０１万

４千８００円になりました。以上、２つの施設の営業が終了しましたので本年度の実績をご報告

いたします。 

 

○委員長 

 ただ今、オートキャンプ場と江南パークゴルフ場の最終報告がありましたが、何かご質問はあ
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りませんか。 

 

○加藤委員 

 パークゴルフ場、利用人数が増えて収入が下がったと言うことはシーズン券の効果が大きかっ

たと言うことですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査  

内訳ですが、シーズン券の高校生以上は昨年は６８名、本年度は６９名と言うことで１名多い

状況でした。７０歳以上につきましては昨年は３５名、今年は３３名で２人少ないと言う状況で

すが回数券が多く利用されております。昨年１５４冊でしたが今年は１６９冊と言うことで、１

５冊多く購入されていると言うことで、昨年は１日券で通われていた方が回数券を利用された事

が多かった、そのような状況です。 

 

○産業課長 

 利用客が多く収入が少ないと言うことは、加藤委員がおっしゃるようにシーズン券を使って利

用されたと解釈しております。 

 

○中西委員 

 回数券は恐らく団体で利用しているんじゃないかと思いますが、他からバスで来たと言うのが

何ヶ所かあるんでしょうか。 

 

○産業課長 

 資料は持ち合わせていませんが川湯からのホテルツアー、町外からの団体利用、そう言った方

々は例えば４０名、５０名で来た場合は回数券を利用いたしまして使用しております。 

 

○中西委員 

 こう言うことが毎年続いて口込みで宣伝されて行くと、もっともっと利益も出るんですが。Ｐ

Ｒはされているんですか。来てくれた方に何か与えるとか、また来てくれるように、繋がるよう

な方法は。 

 

○産業課長 

 パークゴルフ場につきましては、例えばうちのホームページ、パークゴルフの専門誌がありま

すがそれについてのＰＲ、新聞等の折り込み等々をしてございまして、今年の団体利用が、去年

から有料になっているもんですから中々実績としては無いですが、今年が４５団体で１千７４３

名の利用がありました。昨年は５１団体で１千４８２名と言うことで、人数は増えてございます

が団体数は減ってございます。評判については良い評判しか聞いてございません。これから尚一

層のＰＲに努めさせて頂きます。 

 

○田中委員 

 パークゴルフ場の関係についてですが、要望と言うか検討して頂きたいのですが、私も言われ
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たことが、川湯とかウトロのホテル、そう言う団体の大会がやられていると思いますが、何か景

品くらい出してくれても良いんじゃないかと言うことを耳にします。清里焼酎の１本でも出すと

か、そう言うのを今後検討すべきじゃないかと思いますが。ある程度の人数の団体に。 

 

○産業課長 

 そう言うお話は実際にございましたが、なかなか難しいことでございまして。何人以上、回数

券何枚以上と決めるのが良いのかどうか、今後検討させて頂きたいと思います。 

 

○委員長 

 清里で無料のパークゴルフ場もあるので、それに影響されている事もあると思いますが。 

 他に宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○産業課長 

追加案件でございまして、お手元に要綱があろうかと思いますが、清里町の現状といたしまし

ては依然として厳しい現状が続いておりまして、町民の生活支援、また、地元消費拡大を図るた

めに昨年に引き続き町単独による地域振興券の交付を実施したいと言う風に考えてございます。

お手元にあります要綱は昨年の要綱と同じでございまして、違いますのは日付け等々でございま

す。交付対象者、第３条でございます。１２月の１日を基準日といたしまして交付させて頂きま

す。交付日は１２月１８、１９、２０日。２番目にあります最終交付日は１２月２０日となりま

して、金、土、日で交付したいと考えております。一番下の交付額でございますが、第４条、昨

年は１万円でございましたが、今年につきましては５千円の地域振興券と言うことで、１千円の

額面を５枚と言うふうに考えてございます。交付場所につきましては昨年と同じプラネット、札

弦、緑を予定してございます。第７条の換金手続きでございますが昨年同様３回の請求日を設け

まして、１２月２８日年内に支払い、年が明けまして１月１５日、期限が１月末まででございま

すので２月５日で第３回、と言うふうに考えております。以上でございます。 

 

○委員長 

 今年度も地域振興券を出すと言うことでご説明を頂きましたが、５千円と言うことで、地域の

活性化と言うことで交付されると言うことですが、何かご質問ございませんか。 

 

○委員長 

 これは２５日の臨時会に提案ですか。 

 

○産業課長 

 予算につきましては、２５日の議会で計上させて頂きたいと考えております。 

 

○委員長 

 宜しいですね。 

（「はい」との声あり） 
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○委員長 

 産業課全体を含めて、何かありましたら受けたいと思いますが。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので終わりたいと思います。どうもご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 続きまして保健福祉課より１項目、診療所医療機器の更新についてお願いいたします。 

 

○保健福祉課長 

 診療所の医療機器の更新について５ページでご説明いたします。今回の補正予算は、診療所の

医療機器の一部を更新して電子化に対応するものであります。事業費、補正する額でございます

が５千５８６万６千円。財源内訳といたしましては地域活性化・経済危機対策臨時交付金が４千

６５２万７千円、残りが一般財源で９３３万９千円となります。この件につきましては、１０月

３０日の常任委員会で事業費で６千６４２万３千円と説明をしておりましたが、今回の補正予算

では１千５５万７千円の減額になっております。その主な理由といたしましては電子カルテシス

テム、事業費が９２４万円になりますが、これについては平成２１年度中の導入に無理があるた

め平成２２年度予算で検討をして参ります。この理由といたしましては平成２２年４月１日付け

で診療報酬と薬価基準の改定があります。このため平成２２年３月末に電子カルテシステムを導

入しましても、即４月１日に診療報酬単価と薬価基準改定によりまして平成２２年４月１日にシ

ステム改修が必要となり２度手間になり導入費用も当然高くなります。それに加え、電子カルテ

システムを３月末に導入し４月稼動となりますと診療所の４月開設時期と重なり患者の窓口支払

や診療報酬の請求などに大きな混乱を招く恐れがあります。従いまして、電子カルテシステにつ

きましては導入時期を平成２２年度に変更したいと考えております。更新する医療機器及び全体

構成については担当からご説明申し上げます。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 保健福祉総合センターを開設いたしましてから今年度で１０年目となります。診療所の備品に

つきましても同時期に多くを整備しており、耐用年数を迎えようとしています。一方で医療機器

の電子化が近年急激に進み、Ｘ線撮影やその他の映像、検査データーも紙ではなく電子データー

ベース化され院内のＬＡＮで結ばれる時代となっております。さらに療養の給付及び公費負担に

関する費用の請求に関する省令の一部改正により、来年の４月からはレセプトのオンライン請求

が制度化されます。このような事から、医療機器の更新のための補正をお願いするものでござい

ます。機器の内訳についてご説明いたします。全身用Ｘ線ＣＴ装置ですが、人体に様々な角度か

らＸ線を当て水平方向に輪切りにした断面映像をコンピューター上に展開する装置であります。

デジタルＸ線ＴＶシステムはＸ線を照射し人体を透視しながら検査を行う装置で、様々な検査に

利用されます。例としましては、バリウムを飲んで行う胃透視などに使われるものです。Ｘ線一

般撮影装置用Ｘ線管球は体の内部を透視した静止画を撮影する装置です。今回は発生装置の整備

を行います。続きまして超音波画像診断装置でございますが、超音波を人体に当ててその反響を
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コンピューターで映像化する事で体内の状態を見る装置で、一般的にはエコーと呼ばれるもので

す。医用画像管理システムはＣＴ、Ｘ線テレビ、エコーなどの電子画像を管理保存するコンピュ

ーターシステムです。これにはＸ線一般撮影装置でフイルムに代わって電子媒体に写し撮った映

像を、ＣＲと呼ばれる装置で読み込む装置も含まれております。続きまして自動血球計数装置で

ございますが、白血球数、赤血球数、ヘモグロビンの濃度、血小板数を調べる血球計数検査を行

う装置でございます。自動ＣＲＰ測定装置は炎症の有無を診断するための検査装置です。生体情

報セントラルモニタ及び送信機は、病室の患者の心電図、心拍数、血圧、体温、パルスオキシメ

ーターと言ったバイタルサインをナースステーション等で長時間にわたってモニタリングし、患

者の状態が異常になった時にアラーム等で知らせる装置でございます。検査データービュアーソ

フトは、自動血球計数装置、自動ＣＲＰ測定装置、心電系などの電子データーを集中的に管理保

存するソフトでございます。自動体外式除細動器、ＡＥＤですが心室細動の際に機器が自動的に

解析を行い、必要に応じて電気的なショックを与え心臓の働きを戻すことを試みる機械でござい

ます。全自動中型高圧蒸気滅菌器でございますが、高温高圧の水蒸気で医療器具を滅菌すると言

うオートクレープでございます。レセプト伝送システムは、診療請求を処理するレセプトコンピ

ューターについては既に整備済みですが、これをインターネット回線により国民健康保険連合会

もしくは社会保険診療報酬支払基金等に伝送するためのシステムでございます。６ページをお開

き頂きたいと思います。これだけを整備する時のイメージ図です。機器の電子化によりまして画

像や電子データーを診察室、Ｘ線室、ナースステーション等でディスプレイ上で利用ができます。

更に、情報は電子カルテとの連携を行えるといった機器の整備の補正をお願いするものでござい

ます。 

 

○委員長 

 診療所の機器更新のご説明でしたが、何か聞きたいことがありましたら受けたいと思います。 

 

○中西委員 

 機器内訳の７番目、自動ＣＲＰ測定装置とはどう言うものですか。 

 

○保健Ｇ総括主査 

 体内の免疫や組織に病変があった場合に血清中の肺炎球菌、これをＣＲＰと呼びますが、その

数が増えると言うことで、それを検査する血液検査の一種でございます。炎症等を確認すると言

う検査装置でございます。 

 

○藤田委員 

 診療所の先生が変わるので、向こうの先生方と話をして機器を入れると思うんですが、大谷先

生の時に何も入れないで先生が変わる時に５千万も６千万も機械を入れて、また第２段もこの後

に出てくると思いますが、その考えはどう言うことですか。この１点だけ聞かせて下さい。 

 

○保健福祉課長 

 今回の医療機器の更新については原則的には今ある医療機器の更新でございます。ですから、

先生が替わっては新たに電子化の部分だけでございます。 
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○藤田委員 

 その電子化は幾らですか。第１次、第２次で。 

 

○保健福祉課長 

 今回新たなのは医用画像管理システムで５１８万円、検査データービュアーソフト、これもシ

ステムの関係でございますけれど１０８万円でございます。その他は原則的に更新でございます。 

 

○委員長 

電子化で良い先生が来れば大丈夫と言うことで。 

 後は宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 保健福祉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 

 焼酎事業所から説明をお願いしたいと思います。３項目にわたって順次お願いいたします。 

 

○焼酎事業所主査 

 平成２１年度の販売及び製造状況について説明いたします。７ページの①平成２１年度焼酎販

売額月別内訳表についてでございます。前年対比で９月につきましては９７.１％でございます。

１０月は７１.２％でございました。１０月末の累計では９１.２％、予算に対します調定率は５３.

２％となっております。続きまして８ページでございますが②年度別販売実績及び見込でござい

ます。年度末の販売実績と見込みでございますが、１９年度につきましては前年度対比で９９.４

％でございまして、２０年度は８９.８％，２１年度につきましては見込みでございますが９０.

０％を見込んでおります。その下に記載してあります通り、当初予算１億に対しまして２１年度

末見込額が８千７３万円という額でございまして、予算に対しまして１千９２７万ほどの不足が

見込まれております。それにつきましては、１２月におきまして繰越金の処置も併せまして、相

当額を歳入、歳出とも減額して参りたいと考えております。③の流通別販売実績でございますが、

これにつきましては、平成２０年度におきましては前年対比で卸業者８９.５％、直販他で８６.

８％、合計で８８.９％でございます。今年度２１年度でございますが、卸業者で前年対比で８１

％、北都千国会は２０年度の１１月からでございますので皆増と言う形になってございます。直

販につきましては１１１.４％、合計で９１.２％になってございます。④の町内販売実績及び見込

でございますが、１９年度につきましては前年対比８６％、２０年度は８８％、２１年度は見込

みでございますが９５％となっております。⑤の平成２１年度の製造状況でございますが、括弧

書きが仕込み回数でございますが、じゃがいもが３６回仕込みで６６キロリットル、大麦につき

ましては１２回仕込みで１９キロリットル、かぼちゃにつきましては２回仕込みで３キロリット

ル、合計５０回仕込みで８８キロリットルを計画しておりましたが、実績といたしましてはじゃ

がいもで仕込み２回減で３４回の６０キロリットル、大麦につきましては６回減の１０キロリッ

トル、かぼちゃにつきましては１回減の１キロリットル、仕込み回数４１回の７１キロリットル
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で見込んでおります。今現在まだタンクに入っている分、発酵中の分がございますが、だいたい

この実績で行けると思っております。こう言った状況でございます。以上でございます。 

 

○委員長 

 １番目の販売及び製造状況についてでございましたが、今後に期待と言うのは難しいですが、

一般財源にお願いしなければならないと。質問がございましたら受けたいと思います。 

 

○議長 

 これは、根本的にどうするか検討しなければならない時期が来ていると思いますが、その辺に

ついてはどの様に考えておりますか。 

 

○焼酎事業所主査 

 焼酎部門だけではありませんがそう言う時期に来ているという話は出てきておりました。具体

的に詰める段階にはまだ至っておりません。 

 

○議長 

 去年もいろいろ話を聞きましたが、当初予算で１億見るのが無理じゃないかと言うことも出て

ましたね。無理なことを議会も認めた訳だから議会にも責任がありますが、焼酎は町で無くして

はならない特産物ですがこれ以上ご迷惑を掛ける訳には行かない。根本的に焼酎事業はどうある

べきか、やはりしっかりと町を挙げて再度検討する必要があるような気がしますが。その辺、所

長も居ない中では何だけれど、副町長あたりと色々と協議をして前向きに町民に意見も聞きなが

らどうあるべきか、どう言う方向性が望ましいのか。町民も議員も焼酎工場をやめた方が良いと

言う人は誰も居ないと思いますが、どうあるべきかと言う事については模索する時期が来ている

んではないかと。こう思いますので、副町長あたりを中心に検討すべきと思いますが、その辺は

いかがですか。 

 

○焼酎事業所主査 

 確かに当初予算、例年、最終的に実行予算の時期に乖離が多くなっていますので、ご指摘頂い

た部分を副町長に伝えて検討して行きたいと考えております。 

 

○中西委員 

 焼酎工場の視察者は増えているんですか。 

 

○焼酎事業所主査 

 正確な数字は手持ちが無いですが、例年だいたい見学を含めて８千人から１万人程度焼酎工場

を訪れております。視察と言うと難しい面もありますが、例えば本日も午後２時から東京農大の

２年生６０名ほどが授業の一環で訪れる、そう言った形で利用して頂ける部分がかなりございま

す。全体的に多いのは、網走ですとかウトロ方面に来られる網走や北見等の老人クラブの方が行

き帰りに寄って頂くと言うのがかなり多くございます。 
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○中西委員 

 視察してから幾らか買ってくれる人が居ると思いますが。清里に来て買ってくれるのが一番良

いと思うんです。どれ位の割合か分かりますか。 

 

○焼酎事業所主査 

 私どもで見学して頂いた後隣のレストハウスさんに行って頂いておりますので、正確な数字は

分かりませんが、説明を受けてレストハウスさんに行く方は単純にレストハウスさんに立ち寄る

方よりは購買の比率は高いと聞いております。 

 

○中西委員 

 先ほどパークゴルフ場の関係も出ていましたが、団体で、バスでホテルから来ていると言う話

も聞きましたが、お土産として焼酎でもあげたら良いんじゃないかと言う話も出ていました。で

きればパークゴルフがメインで来てくれるんですから、焼酎工場もメインで来てくれるんです、

次にキャンプ場やパークゴルフ場が良いと来てくれたんです。そこで宣伝をして。他のパークゴ

ルフ場に行ったら蕎麦屋のチラシがあってインターネットで売りますと言うことをやっている。

焼酎工場のパンフレットはパークゴルフ場に置いてあるんですか。オートキャンプ場に置いてあ

るんですか。 

 

○焼酎事業所主査 

 パークゴルフ場では水の販売はして頂いておりますが、焼酎についてはパンフレット等も置い

ておりません。キャンプ場につきましては地元の小売店さんが季節的に免許を取られて焼酎の販

売をして頂いております。 

 

○中西委員 

 インターネットでも良いですが、清里に来て清里のお土産を、清里の焼酎を、パークゴルフを

やった方は帰って宴会をすると思うんですよ。清里でパークゴルフをして清里の美味しい焼酎を

飲もうかと、帰って飲んでくれると思うんです。それが口込み宣伝で、またパークゴルフ場にも

来てくれるし、それがまた焼酎も売れると言うことになると思うんです。議長が言われたように

抜本的な考え方、斬新な案をどんどん出して行かなかったら。一般会計から入れれば良いと言う

もんじゃなくて色んな方法を、清里に来てくれる人に。前に講演でやっていましたがテレビとか

で宣伝しても１ヶ月経ったら忘れてしまうんですって。やはり口込み宣伝、清里に来てくれる方

が清里の景色のいい所でパークゴルフをしたり、オートキャンプ場に来た時に焼酎が飲めるんだ

と言うことを、買って行ってまた飲んでもらって、また来てもらう、交流人口も増える。こう言

うシステムにどんどん改革して行かないといけないので、宣伝をどんどんして買ってもらえるバ

スを回って、バスが来てるんですから持って行ってもらえばいいんですから。 

 

○委員長 

 ２番目の今年度の主な販売促進活動の説明がありますから、聞いてもらってから質問を受けま

す。 
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○焼酎事業所主査 

 今年度の主な販売促進活動についてでございますが、９ページでございます。今、回覧させて

頂いておりますが、①としまして町内外の飲食店にポップチラシ等を配布しまして飲んで頂くと

言うことをしております。配布先につきましては次の１０ページ目でございますが、町内飲食店、

斜里、小清水、３町に対しましては浪漫倶楽部をメインにしたポップチラシを配布させて頂いて

おります。町内１５店、斜里町７店、小清水町２店、札幌市内９店、記載の飲食店さんに置いて

頂いております。お配りしている中で、ばくばくと馬鈴薯と言うのは北都千国会の関係している

飲食店さんに置いて頂いているポップチラシでございます。②の職員等からの道内・道外紹介者

へのご購入案内と言うことで、今月に入りましてから道内３００ほど、道外７５０ほど案内をし

ているところでございます。③といたしまして小清水農協さんのほうからお話がございまして、

小麦色の街からと言うネーミングですが、酒としましては浪漫? 楽部と麦焼酎をラベルを変えた

形で小清水Ａコープさんで販売して頂いております。④北見農協連・農協観光へのＰＲと言うこ

とで、色んな場面で利用頂きたいと言うことで活用依頼をしております。⑤といたしまして斜里

町内の第一漁協さん、ウトロ漁協組合員さんにも機会があれば利用して頂きたいと言うことで購

入依頼をしております。次の⑥でございますが、今お回ししているポップチラシでお歳暮・贈答

用の関係で、案内はこれからでございますが年末に向けて利用して頂きたいと言うことで、小売

店さんに卸を通さないで直接の形で案内をして行きたいと考えております。⑦物産展等展示販売

活動と言うことでございますが、札幌ファクトリー・オホーツク物産展は５月でございました。

札幌ビアガーデンのオホーツクデーは８月初旬。北見東武オホーツク物産展は１０月。東京ビッ

クサイト・展示商談会は商工会さんが参加している中で展示をして頂いたと言うことでございま

す。１０月に北都千国会の蔵元試飲会に焼酎を出しております。以上でございます。 

 

○委員長 

 販売促進活動、精力的にやっていると言うことです。 

 

○議長 

 確認のために聞きたいのですが、２１年の北都千国会、当初の販売は幾ら見ていましたか。 

 

○焼酎事業所主査 

 資料を持ち合わせていませんので。 

 

○議長 

 北都千国会が決まったから今年は１億売れると。沢山売れたらバックマージンもなくなると言

うことで随分やっていたような気がしますが、数字で見ると１０月末で２４０万しか売れていな

い状況ですね。お聞きするところによると、今回商工会がやってくれる特産品の夕べ、摩周の雫、

全然美味しくないが、と言うのは２０度だからお湯割りや水割りにすると美味しくないと言うん

です。これは北都千国会に造ったと言う噂がありますが、売れないからやっているんじゃないか

と、美味しくないのは出さない方がいいんじゃないかと言った経緯がありますが、この辺はどう

なんですか。 
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○焼酎事業所主査 

 摩周の雫は、もともと片仮名のマシューと言うネーミングで２０度で出した製品でございます。 

旧製品のマシューにつきましては樽酒のブレンドが２割でございました。今回には５割にしてお

ります。北都千国会の馬鈴薯と言う製品につきましては、もともと２５度でブレンド率が５割。

こちらにつきましては北都千国会からお話がありました時に、浪漫倶楽部をそのまま出しますと

在庫の関係が厳しくなるもんですから、通常のタンクで寝かしている分と樽酒を半分づつと言う

ことで出しております。たまたま、今ご指摘頂きましたようにブレンド率で行きますとアルコー

ル度数の違いはありますが違う主旨でやっておりますので、そちらで出ないから摩周の雫に回し

たと言うことではございません。 

 

○議長 

 北都千国会で売れないのか、非常に出るなんて言う甘い考えが駄目だったと言えると思います

が、先ほど言いましたが根本的にどうあるべきなのかを早急に詰めてもらたい。以上です。 

 

○委員長 

 ３番目の説明をお願いします。 

 

○焼酎事業所主査 

 それでは、平成２１年度新規受託醸造についてご説明いたします。１０月のお話でございまし

たが、訓子府町さんで生産しますスノーマーチと言う馬鈴薯の品種でございますが、スノーマー

チによって焼酎を造ることが出来ないかと言うことでございまして、訓子府町スノーマーチ普及

委員会、括弧書きにあります訓子府、きたみらい農協等から依頼がございまして、受託で醸造を

することになりまして過日、一昨日でございますが仕込みを終えております。条件といたしまし

ては、ここに記載しております通り今年度の製造に要する諸経費の年度内支払と、明年につきま

しては概ね１ヶ月程度の期間になろうかと思いますが製品が出来上がり次第一括出荷、清算を条

件にいたしまして１回分の醸造を受託いたしております。スノーマーチでございますが、そうか

病とシストセンチュウに耐性がある品種と言うふうに聞いております。今現在はまだタンクに入

っておりますので製造数量はまだ確定いたしておりませんが、製品出荷予定としましては熟成期

間等、実際に経過を見ないと確定しませんが、予定としましては明年の９月前後を予定いたして

おります。以上でございます。 

 

○委員長 

 製造委託料はどれ位になりますか。 

 

○焼酎事業所主査 

 今来てます話では途中に北酒連さん等が、酒の関係ですから入ります。そちらの方から資材等、

瓶ですとか、キャップ、ラベル等についてはいわゆる現物支給という形と聞いております。今後

詰めて行かなければなりませんが、通常で行きますと、例えば浪漫倶楽部ですと１本７９０円で

私どもから出ておりますけれど、諸々掛かる製造経費と後は瓶詰め経費等々を計算してやって行

きますので、資材がまだ、例えば瓶は向こうから来るのか或いは私どもの手持ちを使うのかと言
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う部分が決まっておりませんので、私どもの売上自体が幾らになるのか確定しておりません。 

 

○加藤委員 

 仕込みはしたんでしょう。 

 

○焼酎事業所主査 

はい。 

 

○加藤委員 

 仕込みをしたと言うことは、その時に決めていないと駄目なんじゃないですか。 

  

○焼酎事業所主査 

仕込みは勿論して今タンクに入っておりますが、製造原価と言うのは勿論掛かった経費でござ

いますけれど、相手からラベルとか提供された場合はそれを省いて原価計算をして参りますので。 

 

○加藤委員 

 ただ１点、そこの部分の捉え方が非常に甘いんじゃないかと。そう言う捉え方が焼酎工場の赤

字に繋がっていると思う。仕込みをしたと言うことは瓶詰めもして引き取ってもらうことが条件

にある訳だから、経費と言うのは直接経費を見るのか或いは一般会計から持ち出している部分も

付加して経費として見るのか、その辺はどうなんですか。 

 

○焼酎事業所主査 

 経費の算定につきましては、荒々は勿論してございます。その中で委員がご指摘の通り資材全

部を工場でやった場合あるいは向こうから提供された場合、全部原価計算をいたしまして、それ

に一定のマージンを加味して相手に出すと言うことで進めております。 

 

○加藤委員 

 単的直入に言いますと、償却経費を見るのか見ないのかと言うことです。 

 

○焼酎事業所主査 

 償却経費は勿論見ております。 

 

○委員長 

 苦労だけして利益に繋がらないような事はしないと言うことで。 

 

○議長 

 思い出しましたが、長いもの焼酎はどうしましたか。お金は貰ったんですか。 

 

○焼酎事業所主査 

 東藻琴の長いも焼酎でございますが、一昨年まで受託でお売りしておりましたが、そのまだ前
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までかもしれませんが、大空町さんで合併いたしましてから売上が下がりまして、現在は瓶だけ

が違いますが黒、緑、白の３種類、瓶が違いますが今現在残っておりますのが３００本から４０

０本程度、今月中には全部販売が出来ると言うふうに考えております。 

 

○議長 

 まだお金になっていないと言うことでしょう。 

 

○焼酎事業所主査 

 はい。 

 

○委員長 

 早く引き取ってもらうのが基本で、所長じゃないので答えるのも大変かと思いますが。赤字を

少なくするように最善の努力をして貰いたいと思います。以上で終わりたいと思いますが。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 次回の委員会は総務文教常任委員会と同じですね。 

 

○委員長 

 その他、ございませんか。 

 

○事務局長 

 現地調査は１１時１０分に、下に車２台を用意しておりますので１１時１０分に出発と言うこ

とで宜しくお願いいたします。 

 

○加藤委員 

 今の焼酎関係ですが、議長のほうから抜本的見直しが必要でないかと言う提案がされた訳です

が。これらの焼酎問題は常に委員会で出てくる、あるいは予算、決算で常に問題点を指摘しなが

らずっと馴れ合いの中で来ていることもありますが、議会としてもこの事に関して真剣に一から

勉強して行くのかと言う検討をすべきなのかどうか。その辺を皆さんと協議したほうが良いと思

いますが。 

 

○委員長 

 ただ今の加藤委員の意見がございましたが。毎回厳しい意見は出るんですが、抜本的に考えて

行かなければ、景気も低迷する中で考えて行かなければならないと思いますが。どう言う方向で

今後議会も関わって行くのか、意見がございましたらお願いします。 

 



 

- 21 -

○加藤委員 

 ここでは結論が出ないと思うので、正副と議長あたりを含めた中で議会としてこの問題、どう

言う方向に行くのかちょっと素案を練って、町サイドに委ねるなら委ねる、議会として独自に勉

強して逆提案をして行くのか、検討して頂きたいと思います。 

 

○議長 

 たぶん窓口は副町長だと思うんですね。委員長と副委員長、副町長で詰めて下さい。 

 

○副委員長 

 委員の大方の意見がないと持って行けないので、皆さんどうなのかと。 

 

○田中委員 

 私も、色んなチラシ、色んな種類、色んなネット販売をしてきても経費ばかり掛かってさっぱ

り良い方向に向いていないと思います。売上の予算も多く見過ぎているんじゃないかと皆さんも

言っておりますが、年々悪くなる状況で、手遅れにならない内に。 

 

○委員長 

 一般財源を投入すれば良いと言う問題で無くなって来ていると思います。 

 

○藤田委員 

 委員長、副委員長が副町長とお話し合いをして、町当局がどう言う案を考えているのか、その

辺を。議員は、あくまでも執行者の提案が良いか悪いかを議決するんだから。 

 

○田中委員 

 焼酎の担当職員を責めているみたいだが、これは執行者とがっちりやらなければ。 

 

○加藤委員 

 潰すとか潰さないじゃなく、良い方向にすると言うのが大前提なんだから。 

 

○中西委員 

 焼酎工場については一村一品の、清里の特産品で町長の政策予算だったんだから長が判断しな

ければ。町長はいつでも委託が入っても良いと言っていますが、そうでは駄目だと今まで、町長

だけの政策予算で１千万位繰入れしてもやるのかどうか、町長の一番の判断だと思う。 

 

○委員長 

 ２、３千万掛けても町の宣伝だと言うことで、 

 

○中西委員 

 それを続けるのかどうか。 
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○細矢委員 

 焼酎事業の関係は、先ほどから言われているように無くす訳には行かないと思う。もし、やる

のであれば前進するための検討をして行くと、そう言う前提において町当局も我々も取り組むと、

そう言うことで締めましょう。次の機会を持ちましょう。 

 

○委員長 

 そう言うことで宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 町側の考えは出来ていることと思いますので、そう言うことで話をしてきたいと思います。 

 

 

  ●閉会の宣告 

○委員長 

それでは第９回産業福祉常任委員会を終了させて頂きます。大変ご苦労様でした。 

（閉会 午前１１時００分） 

以下、現地調査  

 午前１１時１０分～午後１２時１０分 

 


