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第１０回産業福祉常任委員会会議録 

平成２１年１２月１０日（金） 

    開 会     午前 １０時００分 

    閉 会     午前 １１時４０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平成２１年度一般会計補正予算（町民課所管分）について 

②平成２１年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）について 

③平成２１年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）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清里町営住宅条例施行規則の一部改正について 

③清里町耐震改修促進計画について 

④平成２１年度除雪計画について 

●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清里町健康づくり計画・子育て支援計画について 

●焼酎事業所 

①焼酎醸造事業の経過と基本方策について 

②平成２１年度販売状況について 

③平成２１年度焼酎事業特別会計補正予算（第１号）について 

２．意見書の検討について 

 ①農業共済制度の見直しに関する意見書（案） 

 ②季節労働者対策の強化を求める意見書（案） 

 ③道立衛生学院の存続を求める意見書（案） 

 ④社会的セーフティーネットの拡充に関する意見書(案) 

 ⑤平成２２年度米戸別所得補償モデル対策および関連政策に関する意見書（案） 

 ⑥新たな食料・農業・農村基本計画に関する意見書（案） 

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   細 矢 定 雄       委  員   加 藤 健 次 

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

■副町長           櫛引 政明 

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

■町民生活Ｇ主査       野呂田成人   ■建設課長        坂本 哲夫     

■建設管理Ｇ総括主査     岡崎  亨   ■建設管理Ｇ主査     清水 俊行 

■上下水道・公住Ｇ総括主査  藤代 弘輝   ■上下水道・公住Ｇ主査  大藤  昇     

■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   ■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 

 それでは引き続きまして、第１０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、町民課より３点ございますので、一番目の平成２１年

度一般会計補正予算についてからお願いします。 

 

○町民課長 

それでは町民課の方から、一般会計一件とそれから特別会計２本の補正予算についてご提案い

たしますので、審議のほど宜しくお願いいたします。担当からご説明いたします。 

 

○町民生活Ｇ主査  

 町民課町民生活グループより医療保険担当の一般会計補正予算についてご説明いたします。３

ページ目をお開き願います。４款衛生費、１項保健衛生費、３目各種医療対策費、負担金補助及

び交付金の後期高齢者医療療養給付費負担金ですが、高齢者の医療の確保に関する法律第９８条

に係る後期高齢者医療の町負担分１２分の１に係る平成２０年度の負担金額精算により、本年度

の負担金額が１１３万３千７３７円増額となりましたので１１３万１千円を一般財源で計上して
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おります。次に扶助費ですが北海道医療に係る重度、乳幼児、ひとり親に係る扶助費について予

算の組み換えを行うものです。乳幼児等医療費扶助及びひとり親家庭等医療費扶助につきまして

は、受診件数の増により３００万円及び２２万円を増額し、重度心身障害者医療費扶助につきま

しては、受診件数の減により３２２万円を減額する歳出予算の組替えを計上いたします。また、

財源につきましては、道補助金に係る対象経費の減によるルール計算により１９９万４千円を道

補助金から減額し、一般財源に振り替えるよう計上しております。次に、後期高齢者医療特別会

計繰出金につきましては、後期高齢者広域連合に負担金として収める平成２１年度の保険基盤安

定負担金と事務費負担金の額が確定しましたので、２４０万１千円を減額いたします。財源内訳

として道支出金で１７９万４千円、一般財源で６０万７千円を減額計上しております。一般会計

補正予算につきましては以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ただ今の、一般会計補正予算について皆さんから何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので次②番目、平成２１年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）につ

いて説明お願いします。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）についてご説明いたします。４ページをお開き

願います。今回の補正につきましては、前期高齢者医療交付金の確定に係る財源振替えと、退職

被保険者に係る診療件数の増による、一般被保険者に係る給付費等の組み換え及び高額介護合算

療養費の新設に係る補正となっております。一般被保険者療養給付費につきましては診療件数の

減により３８６万９千円を減額。財源につきましては前期高齢者交付金の確定により、その他財

源３４５万９千円を増額し、一般財源７３２万８千円を減額計上しております。退職被保険者等

療養給付費負担金につきましては、退職被保険者等で診療件数の増及び高額な医療に該当する被

保険者が増えた事により５３３万９千円を一般財源で計上しております。一般被保険者療養費に

つきましては、退職被保険者等の件数が伸びておりますので、退職被保険者療養費と一般財源で

４万２千円の組替えを行うものでございます。２項高額療養費につきましては、退職被保険者等

被保険者において高額な医療費に該当する方が増えたので、一般財源で１３８万９千円を増額計

上いたします。次に新設する３目、一般被保険者高額介護合算療養費及び４目退職者被保険者等

高額介護合算療養費についてご説明いたします。既に、広報１２月号で住民周知をしております

高額介護合算療養費は、国民健康保険法の改正により創設された制度で医療分に係る自己負担額

と介護分に係る自己負担額の１年分を合算して、一定基準を超えた負担金を高額介護合算療養費

として支給するものございます。一定の基準につきましては、７０歳以上と以下及び所得区分で

金額が異なります。なお、現在国保連合会において該当者の抽出と金額について計算を行ってい

るところであり、１２月下旬に国保連合会において作業が終了する予定となっておりますので、

町から該当者への勧奨通知につきましては１月に実施する予定となっております。今回の補正額

につきましては、ただ今説明のとおり国保連合会において計算を行っているところでありますの
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で、正確な数字がまだ示されておりませんが、科目新設のために一般被保険者で５０万円、退職

被保険者で１０万円を一般財源で計上しております。なお、正確な高額介護合算療養費が出まし

たら、３月定例会におきまして補正予算計上を考えておりますのでご理解を頂きたいと思います。

国民健康保険会計歳入歳出それぞれ３４５万９千円を増額し、歳入歳出それぞれの合計が７億９

千６３５万３千円となります。以上で説明を終わります。 

 

○委員長 

 ２１年度国民健康保険事業の補正予算についてご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３番目、２１年度後期高齢者医療特別会計補正予算についてご説明お願いし

ます。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）についてご説明いたします。５ページ目をお開き

願います。１款総務費、２項徴収費、１目徴収費につきましては、後期高齢者の制度改正により

年金から保険料が差し引かれる特別徴収と納付書で収めて頂く普通徴収の両方に該当する併徴者

が増えた為による納付書の増刷に係る費用１３万円をその他財源で計上しております。２款後期

高齢者医療広域連合納付金、１項後期高齢者医療広域連合納付金、１目後期高齢者医療広域連合

納付金の平成２１年度保険基盤安定負担金額が確定いたしましたので、２３９万２千円をその他

財源で減額いたします。また、事務費負担金につきましても平成２１年度事務費負担金額が確定

いたしましたので、その他財源で１３万９千円を減額いたします。後期の会計歳入歳出それぞれ

２４０万１千円を減額し、歳入歳出それぞれの合計が４千８３５万９千円となります。以上で説

明を終わります。 

 

○委員長 

 ただ今の後期高齢者医療特別会計補正予算の説明にご意見ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 全体を通じてございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 町からの協議・報告事項について建設課よりご説明頂きたいと思います。４件ございまして、

１件目平成２１年度一般会計補正予算（建設課所管分）についてご説明願います。 
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○建設課長 

 建設課からの案件につきましては、今、委員長がおっしゃられましたように４件提案させて頂

いておりますので宜しくお願いいたします。随時担当の方からご説明申し上げます。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 それでは建設課所管分の補正予算の関係についてご説明を申し上げます。ページは６ページを

お開き下さい。交通安全施設、要するに３線道路の補助金の道路の関係の補助金の減額でござい

ます。国庫支出金、国庫補助金と言う形の中で、当初３千２５万円の補助金の予算を計上してお

りましたが、確定額２千９３７万円と言う形で８８万円減額となります。続きまして７ページを

お開き下さい。土木費、新設改良費の補助金の部分でございます。これらについても、事業実績

に基づいて調整をさせて頂きたいというふうに思っております。事務委託金、事務委託料、これ

については当初３０万円計上しておりましたが執行ございませんので全額減額をして参りたい。

調査設計業務、当初６７０万円計上しておりましたが６２６万９千円と言うことで４３万１千円

の減額。補償補填及び賠償金、当初２千２００万円計上しておりましたが１千５６９万７千円と

言うことで６３０万３千円の減と言う形でございます。続きまして、同じく土木費の公園費であ

りますが、今年草刈機を緑ヶ丘公園に１台購入してございます。当初１６５万円と言うことでご

ざいましたが、入札による確定額８９万２千円と言うことで７５万８千円の減額と言うことで予

定をしてございます。宜しくお願いいたします。 

 

○委員長 

 ただ今の補正予算についてのご説明がございましたが、ご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２番目、清里町営住宅条例施行規則の一部改正についてのご説明をお願いし

ます。 

 

○建設管理Ｇ主査 

 ８ページの清里町営住宅条例施行規則対照表をご覧下さい。今回の改正につきましては、ひま

わり団地、旧営林署跡地にあるのですが、このほど１棟４戸の町営住宅が完成しましたので、規

則に団地名等を追加規定するものでございます。それでは規則第２条別表中、はごろも団地の項

の次に団地名がひまわり団地、整備年度２１年度、戸数が２ＬＤＫ２戸、３ＬＤＫ２戸、構造耐

火、形式が２階、所在地が羽衣町２７番地２１をそれぞれ表中に加えるものでございます。９ペ

ージ１０ページには今回完成して募集が始まるわけなんですが、これに伴います家賃の算定表と

いうことで纏めてございます。それでは２ＬＤＫタイプでは、９ページ下段の方に入居者の収入

に応じました入居者の負担額をそれぞれ記載しております。町営住宅に入居出来ますのは、月額

の入居者収入額が中間程の１５万８千円以下までとなってございます。１５万８千円のランクに

該当する方については３万２００円の家賃を頂くと言う見方でございます。また、３ＬＤＫ、当

然専用住戸面積が広がりますので、それに比例した形で家賃も高くなるという事で、中間層１５

万８千円ランクに該当する方については３万４千９００円の負担をして頂くと言うものでござい
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ます。規則改正につきましては以上でございます。 

 

○委員長 

 ただ今の説明でご質問ございませんか。 

  

○委員長 

この入居収入は原則中間層と言うことなんですけど、入居の規定の中でこの収入を中間層と言

うことで該当する基準にするのですか。 

 

○建設管理Ｇ主査 

 町営住宅につきましては公営住宅法に定まってまして、一定所得者に対する入居条件と言うこ

とになりますから高額所得者の方につきましては入れないと言うことになりまして、収入の最高

限度額が１５万８千円までの方でなければ入居の申し込みが出来ないと言うことです。この１５

万８千円の基準を超える方については、特公賃住宅とか昨年出来ました地域優良賃貸住宅などそ

ちらの方で入居申し込みをして頂くということです。 

 

○委員長 

 その他ございませんね。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは３番目の清里町耐震改修促進計画についてご説明お願いします。 

 

○建設管理Ｇ総括主査 

 先ほど別冊でお配りしました、追加でお配りした耐震改修促進計画についてご説明をさせて頂

きたいと言うふうに思います。これについては６月１５日の委員会の中で計画を作ると言う策定

状況をご説明をさせて頂きました。この中で説明をしていた訳なんですけども、耐震改修促進法

が改正され国の方で基本方針、また北海道においても同じ耐震改修の促進計画が作成されました。

この中で、町のおいてはその計画を作ることが努力目標、努力義務ですよと言う形で示されてい

るわけですが、実際のところは作りなさいと言う指導があります。それに基づいて北海道の計画

に併せて本町が作ったと言う形でございます。資料は非常に厚いんですけれども端折って説明を

させて頂きたいと思います。１ページをご覧下さい。１ページは第１章と言うことで計画の位置

づけと目的です。当然ですが、耐震化促進の啓発を行って耐震性の向上を図ることを目的として

この計画書を作っています。２ページをご覧下さい。計画の位置づけ、先ほどの説明のとおり国

の基本方針、北海道の耐震改修促進計画との整合を図りながら、また町の方では総合計画、地域

防災計画との整合を図りながらこの計画を作っている。この計画期間は平成２２年から２７年ま

での６年間。なお、社会情勢の大きな変化、これらがあった場合は見直して行きたい。計画区域

は清里全域。また、５点目の対象建築物、これは昭和５６年６月１日に建築基準法によって新耐

震設計基準が変わっております。それ以前に建てられた住宅と特定公共物と言う形になります。

表２のとおり公共施設では町の町営住宅と町が有している住宅、光岳小学校、トレセン、役場庁
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舎、こう言った様なところが公共施設で対象となる建物となります。民間の建築物は一般の住宅、

それと特定建築物といたしましてはガソリンスタンド１箇所と言う形になります。これが昭和５

６年以前に建てられた建築物と言う形になります。３ページご覧下さい。第２章では清里の現況

と言う形で、１つ目は過去の地震災害、２つ目は地域防災計画の策定、３つ目は一時避難場所、

避難所の指定と言うことで清里町の地域防災計画、これを抜粋する中で掲載をしています。４ペ

ージには避難場所と避難所の一覧、５ページにはその位置図と言う形の中で提示をしています。

また、６ページの住宅の耐震化の現状と言うことで、これは平成２０年末の固定資産の家屋台帳

を基にして作成しています。６表を見て頂ければお分かりのとおり、民間の住宅の合計は１千６

５７戸、公営住宅は３７３戸、町が有している住宅が９７戸と言うことで２千１２７戸の住宅が

ございます。そのうち耐震性が無いと思われる住宅はこの表の１番上を見て頂きたいのですが、

昭和５６年以前の耐震性無しの民間５６８、町営住宅２４、合計５９２戸が耐震性無しと言う形

になっております。よって、耐震化率は７２.２パーセントと言う形になります。続いて７ページ

をご覧下さい。７ページは今の住宅関係の詳細を整理したものです。一括、説明を省略させて頂

きたいと思います。８ページ、３点目として特定公共物の耐震化の現状でございます。表８を見

ていただければお分かりのとおり、公共施設の特定建築物は合計で９棟あります。民間建築物は

８棟、合計１７棟ございます。これも先ほどの住宅と同じ様に耐震性が無いもの、１番上にあり

ますとおり公共建築物が２棟、民間１棟、合計３棟と言うことになりまして、特定建築物の耐震

化率は８２.４パーセントと言う形に相成ります。参考までに９ページをご覧頂きたいと思いま

す。表１０の中で公共建築物のリスト、先ほど９棟とお話をしましたが、これが清里町にありま

す特定建築物のリストでございます。清小、光岳小、清中、清中は校舎と屋体とに分かれます。

あと、保健福祉総合センター、清里トレセン、武道館、役場庁舎、焼酎事業所、この９棟が公共

施設のリストになります。このうち昭和５６年以前に建てた物は光岳小学校、清里トレセン、役

場庁舎の３棟になります。清里トレセンについては現在改修中です。役場庁舎については平成２

２年完成に向けて現在設計業務を進めている状態になっております。光岳小学校については小学

校全体が不適合と言う形では無く、下の注釈にありますとおり光岳小学校のうち特別教室と体育

館が新耐震基準に適合していないと言う状態になってございます。表１１、ここでは民間の状況

です。給油取扱所４棟ございます。そのうちの１棟が昭和５６年以前のガソリンスタンドと言う

形になります。一般取扱所となりますのは事業所の後ろに設備されている地下タンク、こう言っ

た様な物が該当になりまして、一定の規模要件などがございまして、こう言った様な形になって

おります。１０ページをご覧下さい。１０ページは第３章と言う形で、清里町で想定される地震

規模と被害状況を掲載してございます。想定地震は３つに分かれます。まず１０ページ、ここで

は北海道と中央防災会議が想定している海溝型の地震です。北海道ではこの図２の通り６箇所の

地震を想定してございます。中央防災会議では網掛けの部分、２箇所の地震を想定しております。

８つの地震の中で清里町が最も被害を受ける地震、これは根室沖・釧路沖の地震８.３、震度は５

弱と言う形に想定されております。続いて１１ページ、１１ページは活断層型の地震でこれも北

海道で８つの活断層が提示されておりまして、清里町が最も大きな被害を受けるというものは標

津断層帯のマグニチュード７.７、震度６弱と言う形で想定されております。１２ページ、これで

は直下型の地震と言うことで、どこでも起こりうるマグニチュード６.９の直下地震と言う形で、

これが起きた場合本町においては最大震度６強と言うことで想定されております。この３つの最

大地震を纏めたものが１２ページの一番下の表、表１４にありますとおり、根室・釧路沖の地震、
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標津断層帯による地震、あと直下地震と言う形になります。この中で一番大きいのはやはり直下

型の地震、マグニチュード６.９、震度６強と言う形が想定地震の最大のものと言う形になります。

続いて１３ページをご覧下さい。ここではその地震が起きた場合の被害状況を掲載したものでご

ざいます。これについては内閣府が阪神・淡路大震災、また、鳥取県西部地震のこれらの経験に

基づいて経験的な手法で技術資料を示しております。これによって、本町における住宅戸数また

人口、これらを掛け合わせて行きますとこう言ったような被害状況になります。根室沖・釧路沖

においては被害はございません。標津断層帯地震は全壊が２９戸、半壊２１２戸、合計２４１戸

の家屋被害、死者１名。直下地震においては全壊２３１戸、半壊５０５戸、合計で７３６戸の建

築物の被害、死者３名と言う形に相成ります。続いて１４ページ。ここからは第４章で耐震改修

の目標でございます。これも６月の委員会で説明したとおり、平成２７年に９０パーセントの耐

震化をすると言う形が目標になります。これを計算していきますと、平成２７年の住宅の推計が

表１７にありますとおり２千１１９戸、本町の住宅戸数の推計となってますが、耐震改修が必要

な戸数は３５６戸になります。少し太字で記載をしています。数字の逆算で９割にする為には、

と言う逆算で導き出すと３５６戸の耐震改修が必要だと言う形に相成ります。続いて１５ページ、

これは特定建築物でございます。これも同じ様に平成２７年に９０パーセントを目標といたしま

す。これも表１９のとおり平成２７年で１７戸、これの逆算方式で９０パーセントを導き出すと

耐震改修が必要な戸数は少し太字で書いてございますが、２棟と言う形に相成ります。続いて１

６ページ、第５章、取組みの方針を説明させて頂きます。まず１つ目といたしましては現状の課

題と言う事で阻害要因の分析でございます。これについては北海道の方で阻害要因が示されてご

ざいますので、それを掲載してございます。１つ目としては相談や情報提供体制が不十分と思わ

れている。２つ目は耐震改修の工事費、いわゆる経費負担が重いと感じられている。３つ目は固

定資産の軽減措置や色々な減税の措置、これらの周知が不十分であると思われている。４つ目、

所有者自身が地震への危険の認識また、耐震化への意識が低い状況にあると言った４つの阻害要

因があるという形の中で、方針を２つ目といたしまして定めてございます。これも北海道の計画

と整合を図りながら方針を決めさせて頂いております。続いて１７ページであります。１７ペー

ジは耐震化促進に向けた各主体の役割と言うことで、町の役割と言いますのはここの掲載のとお

り相談体制の整備や適切な情報提供、これらの知識の啓発・普及、これを進めて行く。また、所

有者として自ら管理して行く建物の耐震化を計画的に取り組む形が町の役割となります。所有者

の役割につきましては、当然ですが自ら命、財産を守ると言う形になります。３つ目、建築業者

の役割でございますが、これについては建物などの安全性を確保した良質な建築物、これを造っ

て行くんですよと、この技術力の向上と併せて情報発信、こう言ったようなものが役割になって

ございます。１８ページ、第６章と言うことで、ここからは耐震化促進に向けた施策の部分でご

ざいます。１つ目の柱といたしましては、環境整備と言うことで優先的に耐震化に着手すべき建

築物の設定でございます。公共建築物につきましては先ほど説明をした特定建築物、大きな建物

ですね、防災拠点や防災対策上から重要な建物、こう言った様な建物を優先的に着手する建物と

いう事で整備に取り組むもの。民間建築物については多くの人が利用する特定建築物、これを重

点化の建築物と言う形で設定しています。重点化の区域は町全域。１８ページの（３）にござい

ますが緊急輸送道路の指定、これについては１９年に北海道と北海道開発局が緊急輸送道路を指

定しています。町独自の道路指定と言うのはありませんが、関係機関と連携する中、町指定の道

路についても検討して行きたいと言うふうに考えています。１９ページは緊急輸送道路の路線図
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です。具体的に申し上げますと、これカラーでなくて大変申し訳ないのですが国道３３４号線、

道道については摩周湖斜里線並びに札弦停車場水上線、この３路線が緊急輸送道路と言う形で指

定をされてございます。２０ページ（４）といたしまして相談窓口の設置であります。建設課の

方に総合的な相談窓口。内容的なものは耐震診断、耐震改修のほか、住宅に関する一般的な相談

やリフォーム相談、これらを総合的に纏めた総合窓口を設置して行きたいと言うふうに考えてご

ざいます。所有者への支援でございますけども、この相談窓口を中心としながら耐震診断や耐震

改修の普及啓発を行って行きたいと。また、北海道が実施している耐震診断の無料診断のこれら

の紹介や手続きの支援、そう言ったことを行って行きたいと。また特定建築物の所有者に対して

も同じ様に普及啓発を行って行きたいと言うふうに考えています。２つ目の柱、啓発と知識の普

及でありますけども、揺れやすさマップ、パンフレットを作って公表して行きたい。また２つ目

としてはセミナー、こう言ったものも随時開催されますので、これらの開催周知と情報を発信し

啓発して行きたいと言うふうに考えております。続きまして２１ページ、総合的な建築物の安全

対策の推進と言うことで４点ほど掲載をさせて頂いております。ブロック塀の倒壊、窓ガラスの

落下防止、エレベーターの閉じ込め防止、これらについては所有者や管理者に対しまして安全性

の確保について啓蒙を行って行きたいと。建築物の不燃化、これについては建築基準法と消防法

で規定がございますので防火対策を行って行きたいと、そう言うふうに考えてございます。２２

ページ、関係機関・団体との連携になります。現在北海道並びに建築関係団体で全道の建築物地

震対策推進協議会の設立に向けた準備が進められておりまして、設立された場合には本町も参加

して行きたいと言うふうに考えております。庁内組織との連携でございますが、庁内と連携を図

りながら計画的な取組みを進めて行きたいと思います。自治会自主防災組織との連携につきまし

ては、町の防災部局と連携しながら指導・推進・情報を提供して行きたいと言うふうに考えてご

ざいます。続いて２３ページ、揺れやすさマップでございますが、これは先ほどの３つの想定地

震、これを想定したマップと言うことです。２４ページは根室・釧路沖地震のマップでございま

す。最大震度５弱と言う形で、カラーでなくて非常に見づらいかと思いますがこれが根室・釧路

沖の地震でございます。２５ページは標津断層帯による地震、震度最大で６弱と言う形でござい

ます。２６ページは直下地震、最大震度６強のマップでございます。この最大震度６強の直下地

震、これについて住民の方にマップとして整備をしてお知らせをして行きたいと言うふうに考え

てございます。２７ページ、これは危険度マップと言うことで、それぞれの地域ごとの住宅戸数、

これが示されてございますので、その地震が発生した場合、地域においてどの様な被害があるの

かと言う危険度マップです。２８ページは根室沖・釧路沖地震、この表のとおり地域ごとにその

地域の戸数、それと全半壊の棟数が数値として示されてございます。なおこの数字については、

先ほどの説明のとおり内閣府で公表されているその手法に基づいて事務的に計算した戸数ですか

ら１棟づつ倒れるとか倒れないとかの判断で出した数字ではありません。続きまして２９ページ、

これも同じく標津断層帯の危険度マップ。３０ページは直下地震の危険度マップと言うことで、

先ほどの説明と同じように地域ごとの住宅戸数と全半壊の棟数になります。３１ページ、パンフ

レットの作成と言う事で、先ほどの説明と重複しますが、町民に対して直下型地震の揺れやすさ

マップを公表して行きたいと言うことをここで掲載してございます。また、参考資料については

北海道の耐震促進計画また、国の基本方針さらにはこの耐震化関係の基本的な法律、こう言った

ことを抜粋して参考資料と言う形にしてございます。一括、説明を省略させて頂きます。以上簡

単ですが耐震促進計画の説明といたします。 
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○委員長 

 耐震改修促進化計画について皆さんからご質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは４番目の平成２１年度除雪計画についてお願いします。 

 

○建設管理Ｇ主査 

 平成２１年度除雪計画につきましてご説明させて頂きます。別冊の資料、平成２１年度除雪計

画をご覧下さい。除雪延長につきましては、道路１６万８千７３０メートル、歩道２万５千７１

４メートルを予定してございます。昨年との主な変更箇所につきましては、通学路として８号道

路の２線３線間の増及び４線凍雪害防止工事の通行止めに伴います９号１１号間の減、及び迂回

路として１１号３線４線間の増となります。削減箇所につきましては地元自治会と調整済みとな

っております。以上説明を終わらさせて頂きます。 

 

○委員長 

 除雪計画のご説明ですが、ご質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 無いようですので全体をとおして建設課に何かご質問ございませんか。 

 

○委員長 

 無いようですので終りたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 町からの協議・報告事項と言うことで、保健福祉課より２件について説明を頂きたいと思いま

す。まず１件目、平成２１年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）についてご説明お願いし

ます。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課から２点についてご説明いたします。最初の平成２１年度一般会計補正予算（保健

福祉課所管分）につきましては、去る１０月３０日のこの委員会で概要を説明しておりましたが、

その後、国の承認及び補助の基準が示されたので今回補正予算を提出するものでございます。内

容につきましては担当よりご説明いたします。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 １２ページをご覧頂きたいと思います。民生費から説明いたします。社会福祉費、老人福祉費、

事業名につきましては老人保健施設きよさと介護職員処遇改善委託料でございます。２１年度に

介護報酬３パーセントが改正になっておりますが、さらに介護職員の処遇改善を図ることを目的
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といたしまして、他の業種との賃金格差をさらに縮めて介護保険現場の雇用を図るため介護職員

の処遇改善に取り組む事業者へ資金の交付を行うことにより介護職員の処遇改善を進めるもので

ございます。２１年度介護職員２８名、４ヶ月分１５０万円を運営業務委託料に含めて支出する

ものでございます。歳入につきましては雑入で１５０万円。この財源につきましては国のほうか

ら１０分の１０と言うふうになってございます。その下の子育て応援特別手当でございます。こ

れにつきましては去る９月の議会におきまして補正しましたが、今回、国の見直しによりまして

事業が凍結されました。それによる減額でございます。以上でございます。 

 

○保健Ｇ総括主査 

続きまして１２ページをご覧頂きたいと思います。新型インフルエンザワクチン接種扶助につ

いての補正予算の増でございます。科目につきましては４款衛生費、１項保険衛生費、２目予防

費になっております。事業の内容ですが、新型インフルエンザのワクチン接種につきましては既

に１０月下旬から始まっているところですが、この新型インフルエンザワクチン接種を受ける者

のうち生活保護、町民税非課税の世帯に属する者について費用の助成を行うものでございます。

助成額は費用の全額と言うことで、１回接種であれば３千６００円で２回接種が６千１５０円。

２回目が他の医療機関ということなら７千２００円になります。全額の助成ということになりま

す。助成対象者につきましては、それぞれの優先接種対象者うち非課税世帯に属する者、生活保

護に属する者と言うことで６７２人を見込んでおります。受診率については８０パーセントを見

込みました。助成額につきましては、１回接種については１５３万２千１６０円、２回接種につ

きましては６８万８千８００円と言うことで、合計２２２万９６０円になります。補正額につき

ましては２２２万１千円を予定してございます。これの財源内訳ですが、国の補助要綱、事業要

綱で国が２分の１、北海道が４分の１補助をするということになってございますが、実際には北

海道からの４分の３が町の補助と言うことになりますので、道補助金に１６６万５千円を計上す

る見込みでございます。以上です。 

 

○委員長 

 ただ今の補正予算の説明でございましたが、皆さんから質問ございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 それでは２番目の清里町健康づくり計画・子育て支援計画についてご説明お願いします。 

 

○保健福祉課長 

 清里町健康づくり計画・子育て支援計画につきましては１３ページでご説明いたします。この

計画の策定につきましては、平成１６年度に１０ヵ年計画を策定し事業を推進しております。そ

れで５年間が経過し、この間社会情勢の変化などにより、この度点検・評価により中間見直しを

行い平成２２年度から後期５ヵ年計画を策定するものでございます。この計画の策定に当たりま

して７月に清里町健康・子育て計画策定審議会に諮問しており、去る１２月４日に審議会委員長

より町長に答申がございました。さて、この答申の概要ですが健康づくり計画の基本指針としま

しては、健康増進、疾病予防対策、健康づくり事業への参加、特定健康診査、がん検診の推進。
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また、子育て支援計画では子育て世代育成支援サービス、保育サービス、児童の健全育成事業と

なっております。そしてこの計画の内容につきましては、この後町民に公開し、パブリックコメ

ントを実施し町民の方から広く意見を聞いて参りたいと思います。なお、この１４ページ以降の

健康づくり、子育て支援の具体的な取り組みについては後ほどご覧頂きたいと思います。以上で

保健福祉課からの説明を終わらせて頂きます。 

 

○委員長 

 ただ今の健康づくり計画・子育て支援計画についての説明でございますが、委員の皆さんから

ご質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 保健福祉課全体を通して何かあればお願いします。 

（「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。ご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 町からの協議・報告について焼酎事業所よりご説明をお願いします。まず１点目、焼酎醸造事

業の経過と基本方策についてご説明お願いします。 

 

○副町長 

 それでは私の方から焼酎醸造事業の経過と基本方策について考え方を申し上げ、ご理解を賜り

たいと言うふうに思います。まず、前段にご報告を申し上げたいと思います。本来であれば、長

屋所長が出席をしてご説明を申し上げると言うことになりますが、ご承知のように８月１０日か

ら入院加療中でございます。診断書によりますと１２月いっぱい入院加療と言うことでございま

して、来るべき２１日の本会議にも欠席をさせて頂くことになりますので、この点、まずもって

ご理解を頂きたいと思います。それでは早速説明をさせて頂きたいと思いますが、その前に、誠

に申し訳ないのですが２点目の２１年度の販売状況のご説明を申し上げて、経過を踏まえた中で

の基本方策と言うことで捉えて頂ければと思います。それでお手元の資料の中に２１年度の月別

販売の内訳が添付されているかと思います。月区分それから２１年度分、それと前年比と言うこ

とでそれぞれ記載をいたしております。１０月までの分については先の委員会で報告をさせて頂

いておりますが、そこに記載のように１０月は６３１万５千円の売り上げ、昨年比マイナス２５

５万５千４５５円の状況でパーセンテージにすると７１.２パーセントとなっております。また、

この１１月でありますが売上額が当該年度６３２万６千円で、２０年度が９６２万１千１９０円

と言うことでありますのでマイナス額としては３２９万５千円マイナスという事になっておりま

して、割合的には６５.８パーセントの割合でございます。ただ、１１月分はですね６５.８パーセ

ントまで急激に落ちておりますが特異的なことがありまして。と、言いますのが北都千国会が昨

年１１月から取引がありまして、一番最初の取引があった月ということで１回目の仕入れがあり
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まして、この時に約１５０万円の売り上げがおきております。それに対して今年の今月２８万と

言うことで、その部分が大幅に落ちたということが特異的なことがございます。ただそれ以外の

卸関係においてもかなり落ちておりまして、卸全体で約２００万前月、前年対比で減額になって

いるようなことがございまして、今回６５.８パーセント、３２９万５千円落ちたということでご

ざいました。トータル的にはこの８ヶ月、４月から１１月までの８ヶ月間で前年対比で８４３万

６千円減額となっているところでございます。前回の委員会でも松浦の方からご報告を申し上げ

たと思いますが、それぞれ庁内体制を強化しながら町内の飲食店に対する広告チラシの配布だと

か、また札幌の北都千国会を中心とする居酒屋に向けてですね、約９店舗にチラシを置いてもら

う。また、斜里郡３町のそれぞれの小売店の紹介で小清水町、斜里町の飲食店関係の約１０軒に

ついてですね、そのようなチラシを置いているような活動をしていますが、目立った大きな取引

に繋がっていないと言う様な状況がございまして、そのような結果になっていることでご理解を

頂きたいというふうに考えております。そうした経過を踏まえながら１点目の醸造事業の経過と

基本方策と言うことで考え方を纏めて参りましたので、ご報告・ご説明を申し上げたいと思いま

す。また、お手元に３枚綴りの基本方策と言うのがございますが、それをご覧頂きたいと思いま

す。まず、前文といたしまして焼酎醸造事業の今までの特産品開発の町おこしと言うことで始め

て来たという経過を前文で記載をいたしております。それと、１点目の経営収支の経過につきま

しても事業の開始は一般会計で進めて参りましたけれども、焼酎事業所が新たに昭和６２年に建

設されたと言うタイミングに併せて特別会計に移行しながら独立採算制を目標に事業運営を行っ

て来たという経過と、近年における販売数量の減少と言う様な状況で基本的に繰入金が無ければ

収支のバランスが取れないと言う様な状況で推移をしていると言う様な経過を記載をさせて頂い

ております。次に醸造販売の経過の関係でございます。ご承知のように、焼酎事業については実

際に醸造が始まったのは５１年から醸造が始まっておりまして、販売については昭和５４年から

実際には販売です。当時は町内で３年間、販売を町内だけで、幻の焼酎と言う様なことで販売を

続けていまして、極めてその段階ではまだ物珍しい、町内的にも我が町の産物と言う様なことで

長蛇の列をなして購入がされたと言う様な経過がありましたが、その後、北酒連、北酒販等の協

力を頂きながら卸業者を通じで販売に入って行ったと言う様な経過がございます。そう言うよう

な中で昭和６２年に焼酎工場が建設をされまして、新工場で能力の大きな工場が出来たと言う様

なことと、それと貯蔵施設をその時一緒に建設をいたしておりますので新たな貯蔵施設が出来た

と言うことで、熟成を目的とした長期貯蔵を含めたそう言う生産体制に入りました。そう言うよ

うな事の中で、工場が出来た時に頑張って製造したものですから一時在庫とのバランスが崩れた

と言う様な経過もありまして、その後は第２次焼酎ブームが到来するまでずっと減産をしながら、

手持ち在庫の調整をしながら製造をして来たところでありますけども、ご承知のように平成１８

年前後から急激な第２次焼酎ブームと言うのがありまして大幅に販売量が伸びました。それに併

せて製造も一定の方向性が出たという事で製造を大きく延ばしながら来た訳でありますが、その

部分も急激に衰退をして来たと言う様な中で、ここ２、３年ですね非常に厳しい販売状況になっ

ているという事で、先ほども申し上げましたようにここ２年程はですね、前年対比で常にマイナ

スと言う様な販売に留まっている様な状況でございます。そう言うような状況の中で現時点では

４７０キロぐらいの在庫になってございます。これはですね、この在庫が急激に積み上がった、

先ほど言いましたような第２次焼酎ブームで増産をし販売も増えたんですが、それ以上の増産の

体制の中で行われたということでございます。そしてそれらの経過については手元に先ほど別に
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２枚の資料が届いたと思います。１つは製造販売の、製造が始まって今日までの製造と販売の推

移を記載したものです。それから、もう１枚横の表になっておりますのが収支と言うことで、決

算書を調べればすぐに分かるんですが、昭和６２年度以降のですね決算の収支状況を記載した用

紙の配布をさせて頂いております。その中で、収支ですから販売の状況または繰入金、繰越金、

その他歳出においても総務管理費、醸造製造費それらのこと。それと繰越額についても記載をし

ております。また、財産であります木樽のリッターでの所有本数、またタンクについてもリッタ

ーの所有本数を記載をしております。在庫量については、平成２０年の一番右端に在庫量と言う

事で４５８.７キロリットルと言う在庫でありますが、これは２０年の時点でございまして、今現

在では４７０程度の在庫になってございます。という事でご理解を頂きたいと思います。こう言

う経過を踏まえながら次のページになりますが、当面する焼酎事業に対する対応策と基本的な考

え方と言うことで、それぞれ３ページに渡って考え方を示してございます。基本的には一番上に

書いてございますように、製造・販売・在庫・収支のバランスを取りながら持続的な経営を続け

て行きたいと言う事での考え方でございます。そうした時にそれぞれの数量についての設定を、

当面する経営の中でしていかなければならない、と言う様な事で１番から３ページの１０番まで

それぞれの項目に渡って考え方を記載をいたしております。また１点目の販売数量との設定の関

係でございますが、基本的に今までの在庫等のことがあります。それと販売をして来た数量の一

定の方向性が、その表の中でも入れておりますのであまり無理をしない、また、そうかと言って

収支のことがありますので、一定の量を確保するということで目標の額を６０キロに設定をして

販売して行きたいと言うふうに考えてございます。但し、在庫が４７０キロ近く販売できるのが

ありますので、その中の適正在庫を除いた数量分については販売に回して行くと言う事に努めて

行かなければなりませんので、６０キロにしますが、適正在庫等で計算的に考えておりますのは、

２点目にあります様に概ね３ヶ月程度を３年分程度の在庫を置かなければならないと言う事で行

きますと、６０キロ×３ヶ年で１８０キロを適正在庫として抜いて、残りの在庫の部分を売って

行くと言う事になりますから３００キロ前後を消化して行くと言う事になります。それで６０キ

ロを販売する内の、あとは製造との兼ね合いになっていますので、３点目にありますように当面

は製造数量については、そこにありますように３０キロを製造数量の当面する目標と言うことで

３０キロを作りながら６０キロを売る。要は３０キロ、半分は在庫を処理して行くと言う形で行

きますが、必ずしも６０キロに固定している訳ではなく在庫が適正在庫に達するまでについては、

６０キロが６５キロ、７０キロ、売れれば売れるほど在庫からの持ち出しになりますから収支が

楽になると言うことになりますので。まぁ６０キロの販売は、今までの経過から行きますと捌い

ていけるだろうと考えております。それで３０キロと言いますのは、じゃがいも焼酎、麦焼酎、

かぼちゃ焼酎、全体の在庫のバランスを見ながら仕込み回数もある程度確保しなければならない、

技術の継承もありますので、そう言うものも含めて今までの製造の状態も併せて３０キロを製造

する、当面の間は、と言うことで数値をまとめたものでございます。そうした時に４点目にあり

ますように経営収支のバランスでございますが、独立採算でバランスが取れるのが１番いいのは

当たり前のことでありますが実際には経営でありますので、その時その年の状況によって売れた

り売れなかったりすると言うようなこともございます。基本的には３０キロ売れて収支のバラン

ス、これから計算しますが進めて行きたいと思いますが、先ほど言ったように年によっての販売

状況等の経過がありますので、そう言う時点において一般会計からの繰入れもある程度頭に入れ

ながら進めて行かなければ経営的には順調に進むことが出来ないと言うふうに考えてございま
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す。これにおいても、ただ入れれば良いと言うことにはなりません。平成１８年の段階では一時、

予算的には繰入れしなくても済むんじゃないかと言うことで予算を組んだ経過もございます。そ

う言うところを狙いながら進めて行きたい。但し、結果論としてはそう言う繰入れせざるを得な

いと言う場合も大きく想定されておりますので、それらについても勘案しながらバランスを図っ

て行きたいと言うふうに考えてございます。そうした時に、５点目にありますように販売の戦略

もきちんとして行かなければならないと言うことでありまして、６０キロの販売を一つの目標に

上げれば今までの実績から行くとそんなに極端な話ではなくいけるだろうと思いますけれども、

ただご承知のように流通体系が大幅に変わりつつあります。従来は卸業者のほうに、これだけ製

造しましたので頼みますよと言うことで品物の販売数量の一定数量を申し上げておけば頑張って

売ってくれたと言うこともありますが、現在は大型店、ディスカウント店に大量に  卸問屋が

卸すようになりまして、収支の小さい小売店にはなかなか品物が回らないと言う実情にあります。

要は、それだけ細かく置いて行くことは卸問屋にとってもお金が掛かる、流通経費が掛かるので、

それを省くために大きなスーパーであるとかディスカウント店にどーんと卸してしまう。そう言

うところと取引のない小さな製造メーカーはどうしても窮地に陥ると言うような実態で、今も、

先ほども言いましたが１１月においてもメーカーから卸にいくので２００万円落ちていると、前

年対比で、と言う大きなことがございます。そう言いながらも全体に占める販売数量は、卸業者

が占めている割合と言うのは、うちの焼酎においてもかなり大きな、８割方、そう言うことにな

っていますから大事にして行かなければなりません。そんな事を含めながら進めて行きますが、

ブームが来たからどっと造ってどっと売ると言うようなことではなかなか、前回の時もそうでし

て、今回も実際的には在庫を抱えて最終的には苦しい経営と言うような事になって参りますので、

この辺については充分な体制で臨んで行きたいと考えているところでございます。また、特に町

内の関係になると、今まで流通の関係もありまして卸業者にお願いをしたと言うような経過の中

で取扱いを卸業者を中心と言うことで進めてきましたが、これらも今となれば流通体系が大きく

変わっていると、そう言う部分もきちんと踏まえながら、全てが、卸との兼ね合いもありますか

ら即、直売方式と言うのも難しいところもございますが各種イベントとか特売とか、そう言うよ

うなものを常に設定、密にしながら柔軟に対応して行きたいと考えてございます。今年の１２月

も地元の小売店さんにお願いをしながら協力体制を組んでもらいまして、１２月のお歳暮セット

商品を置いて頂くことにしました。これらについても特売と言うようなことで卸を通さないと言

うことで、メーカー直渡しと言う形の中でご協力を頂きながら進めておりますので、今後におい

てもなるべく、そう言うような形を利用しながら柔軟な体制で臨みたいと言うふうに考えている

次第でございます。それから次の３ページになりますが、６点目にあります新技術・新製品の開

発研究等の関係でございます。今までも新しい技術や新製品と言うことで、いろいろ口コミでの

新しい原料を使った試験等もやってきております。こう言うのもありますし長期貯蔵のこともあ

ります。貯蔵方式については先ほども申し上げましたように在庫を相当抱えておりますので、タ

ンクの数から言ってもきちんと分類した貯蔵ができていないと言うのが実態であります。単に５

年以上のものと言う貯蔵になっております。何年もののビンテージと言う形がとれないと言うこ

とでございまして、先ほど来のことを進めていけばタンクも一定の確保ができて参りますので、

今後においては、毎年と言う部分は難しいですが５年もの、１０年もの、１５年ものと言う形で

のビンテージものの販売もやっていけるような体制を含めた長期貯蔵の方式を考えて行きたいと

言うふうに考えてございます。そのようなことを、色んな技術を取り入れながらより美味しくて



 

- 16 -

飲みやすい製品についても、常に、麹の研究も進めて行くようにしたいと思っております。新し

い技術という中で、今、廣谷君が独立行政法人の広島のほうの、昔で言う酒造の研究所でありま

すが、そこに研究に行かせておりますので、これらの技術についてもこれから取り入れて行きた

いと思っております。次の７点目の事業所の組織等の関係であります。これらについてはご承知

のように今回の町の行政機構改革に伴って答申を頂いた部分がございまして、将来的には産業課

の焼酎グループへ移行ということも視野に入れながら全体としての体制を作って行きたいと言う

ふうに考えております。８点目の後継者の育成関係については基本的には２名体制で進めて行き

たいと。ただ、今現在は３名体制となっておりますが、これはご存じの通り廣谷主事を採用致し

たと言うのは退職間近かの職員が居ると言うことで、技術的な継承等を含めて研究させる期間を

求めたと言うことから３名体制でありますのでご理解頂きたいと思います。９番目、１０番目に

ついてですが、まず、先ほど言いました製造３０キロの前にクリアーしなければならない事がご

ざいます。ついては今年の当初の予定では８８キロの製造を予定しておりましたが、こう言う販

売情勢の中で計画変更をさせて頂いております。その結果として７３キロの製造に相なった訳で

ございまして回数も大きく変更いたしました。そうした関係で今年購入いたしました大麦の在庫

で１１トン来年に繰り越すと言うことになります。その繰り越した在庫を消化しなければ、３年

間の足踏みをさせられませんので。それと今年製造した既に出荷されております大麦はホクレン

から配分を受けることになっております。当初の予定で５０トン受けることになっておりました

が、今こう言う計画の中でまともに受けてしまうと大変なことになりますのでホクレンと協議を

いたしまして最低３０トンの購入に留めたいと。そうしながらも、それらを消化するまで５０ト

ンの製造をしなければならないと言うことに相なって参りますので、基本的には６０キロですか

ら、来年の部分でいえば１０キロリットルの在庫消化と言う形になります。ただ、２３年度以降

につきましては、同じ形で行きましてもそう言う在庫を持ちませんので予定通り３０キロで進め

て行けると言うことで、ここでは激変緩和の措置をどうしても打たなければならないと言うこと

でございますのでご理解を頂きたいと言うふうに思います。以上、基本的な考え方について申し

上げたところでございますので、色んなご意見を頂きながらより良い方向性を求めて行ければな

お良いかと考えておりますので、宜しくお願いいたします。以上経過についてご説明させて頂き

ました。 

 

○委員長 

 販売状況と今後の在り方というか、基本的な考え方が出された訳ですが、健全財政と言うこと

で今後のことにつきまして委員の皆さんの質問がございましたらお願いしたいと思います。 

 

○副町長 

 皆さん方、既に前の段階で考察されておりますので経営・運営の在り方についてはご理解頂い

ているかと思いますが、今回、改めて税務署等にも確認をさせて頂きました。昔であれば第３セ

クターで良いですよとか色んな話があったんですが、だいぶ法律が変わっておりまして非常に難

しい状況にあります。町としても色んな方向性として可能性があるのは検討しなければと言うこ

とで、昨日税務署の方とも協議しました。今の、うちで貰っている免許、これは違う形になると

全部返上しなければならないと言うことです。新しい免許が取れるかどうかと言うのは分からな

いと、今の条件がありますので。そう言うことで、昔は第３セクターになれば良いと言っていま
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したが、そうではないと言うことです。それから、もう一つ考えたのは指定管理者制度でどうな

のかと言う話もしましたが、指定管理者制度についても全く同じだそうです。要は、同一事業所

の所に同じ免許を２つ出すことが出来ない。新たに欲しいのであればまず先に返しなさいと。そ

して新たにくれるかと言えばそうではない。別の話だと、そう言うことだそうです。第３セクタ

ーへの方式、指定管理者制度への方式も頭によぎりながらやったんですが、非常に厳しい回答で

ありました。もし、他の酒造メーカーへ醸造委託と言う方法の話も出たんですが、他の醸造メー

カーも場所で許可を貰うもんですから、うちの場所で取れるか取れないかは別の話。同一箇所に

２つは無いですからまず先に返しなさいと、こう言うことです。仮に許可を貰ってうまく製造が

できてればそれで良いんですが、途中で調子が悪くなって撤退しますと言うことになった時に清

里でもう１回取りますがそう言う場合はどうですかと、そう言う場合は全々話になりません、１

回返したものにはいきませんと言う話だそうです。非常に、考えていたのとだいぶ様相が変わっ

ております。参考までに、そういう状況があると言うことをご理解頂きたいと言うふうに思いま

す。昔は第３セクターであれば可能なんですよと言う話もちょっとあったもんですから、その辺

も含めて話をさせて貰ったんですが今現在ではそう言うことには一切ならない、それはそれ、こ

れはこれだと言う話です。それ以上に、逆に同一事業所に２重の許可は一切認められないんです

よ、そう言う体制が考えられるんでしたら返しなさいと言うことです。１回返上すると基本的に

はもういきませんよと、そう言う話です。基本的には、前回の段階でもそこら辺も踏まえながら

色んな手法という中で、特産品としてこの醸造事業は続けて行くというご理解は頂いております

ので、そこら辺についても再度確認を取ってみたと言うことでありますのでご報告させて頂きま

した。 

 

○委員長 

 先般、１１月２５日に委員長と副委員長で副町長に会って抜本的な考えを頂くと言うことで、

返答は早々に頂きましたので、２人で副町長と話をしたと言うことを皆さんに報告いたします。 

 

○委員長 

 ３番目の、２１年度焼酎事業特別会計補正予算（第１号）についてお願いしたいと思います。 

 

○焼酎事業所主査 

 ２３ページの、平成２１年度焼酎事業特別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。

今回の補正につきましては歳入歳出それぞれ１千５９９万８千円を減額し、歳入歳出の総額をそ

れぞれ９千８１６万２千円とするものであります。歳入よりご説明いたします。歳入は１千５９

９万８千円を減額いたします。財産収入は当初予算額１億円から１１月末の販売額５千９５４万

４千円を差し引いた残額４千４５万６千円に、前年実績で試算いたしました１２月から３月まで

の今後の部分でございますが、財産収入を加えて不足が見込まれます１千８７３万８千円につい

て減額をして参ります。繰越金は２７４万円を増額いたします。次に歳出についてご説明いたし

ます。歳出は１千５９９万８千円を減額いたします。総務費、共済費、共済組合負担金につきま

しては負担率の改正によりまして２５万円の増額でございます。製造費につきましては製造数量、

販売数量の減に伴います経費について減額いたします。賃金・人夫賃は１５６万円、需用費・消

耗品費は５３０万円、燃料費は１３７万円、印刷製本費は２４４万円、光熱水費は４５万円、役
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務費・手数料は３１万円、原材料費・加工用原料費は５６万円、公課費・酒税は３８５万５千円、

消費税は４０万３千円をそれぞれ減額いたします。以上でございます。 

 

○委員長 

 １２月補正予算の説明でございますが、これについてご意見ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

 

○委員長 

 焼酎事業所全体でご質問があれば受けたいと思います。 

 

○加藤委員 

 大きく、現状に合った形に修正をして行くと、こう言うことですが、この計画でも基本的な適

正在庫にするまでと言えば１０年近くの月日が掛かってしまうのかなと。こう言う中で、今ある

計画に出ていた費用の部分というか、品目の部分での焼酎の銘柄が莫大にあると言うふうに思う

訳です。こう言う体制に、現状になっても、今、色んな形で販売していると言う部分というのは、

そのままやって行くのか、ここで思い切った感覚、計画に合わせるような処置というもの、どう

言うふうに捉えているのかお聞きします。 

 

○副町長 

 まず製品の種類のことかと思いますが、基本的には平成１８年以降かなり整理をさせておりま

す。そんなことで現在はパパスファムとかオムとか新オホーツク関係、それらの関係については

廃版になっておりますが、実際には在庫で抱えていたのがありますから、それだけは売っている

と言うことはありますが新たに瓶詰めはしていないと言うことでの廃版、と言うことでご理解し

て頂きたいですがかなり整理してございます。実質的に工場として持っているのはそんなに多く

はないんですが、実はご承知のようにＰＢ商品と言うのがあるんです。ラベルだけ張り替えて欲

しいと言う。そう言うのがありまして、例えばウトロの道の駅であれば、今年から始まったんで

すが、うちのじゃがいも焼酎で大漁という名前でラベルを貼って欲しいとか、そう言うのがかな

りあります、実際には。北都千国会もそうですが、麦焼酎は、うちは普通に麦焼酎で売っていま

すが、向こうで売るのは麦焼酎ばくばくと言う名前で、今度また蝦夷ふくろうと名前えを変える

らしいですが、そう言うことでやって同じものですが、そう言うＰＢ商品が北都千国会やそれか

ら網走酒販で２つ、札幌にＨＰＩと言う卸問屋と小売を兼ねているのがあるんですが、そこでは

７種類、その他に今回小清水町のＪＡさんがうちの焼酎を使いたいと言うことで、小麦色の街か

らと言うことで浪漫倶楽部と麦焼酎にそのラベルを貼ると言うようなこと、それらの事があるも

んですから、すごく種類が有るように見えるんですが実際には完全に瓶もラベルも全く違うと言

う部分については、こちらの方で用意しているのは２商品しかございません。他はみんな、ＰＢ

のはそこで作って持ち込んで来てもらって張る作業だけをしていると言うことで、これらについ

ては同じ種類ですので、貼るだけですからそんなに手間ひまは掛かりませんのでご理解を賜りた

いと言うふうに思っております。どうしても小売の方でうち向けのを造って欲しいと言うことが

結構あるもんですから、そのような取引きをさせて頂いているものもございます。それ以外には

委託醸造の形で進めております。前にもお話した東藻琴のむら根については現在有るのを出した
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ら全部終わり、新たな醸造は一切いたしておりません。残りは保原のが出て参りますが、これは

完全委託醸造方式ですから毎年１７０万くらいづつ確実に取引きがされておりますので、これは

現状通りに進めて行きたいと考えております。あと新規に、この間もお話したと思いますが訓子

府町から、今年からですがお願いをされました。これらについては委託醸造でありますから今年

掛かった経費は今年貰うと、品物は来年しか行きませんけれど。うちは掛かる経費は先に掛かっ

てしまいますので、経営が厳しい中でそこまで踏まえてやれないと言うことで、そう言うお話を

した中で今年掛かった製造に掛かった経費は頂き、来年は瓶詰めして出しますので、その段階で

掛かった必要経費は貰います。当然、利益も含めて貰うと言うことで進めておりますので、これ

らについて前回の東藻琴のむら根は売れるだけは捌いていったということですが、今回は、新た

に始めたものは、来年２ヶ月か３ヶ月になると思いますが一気に引き取って貰って全部精算して

もらうと、在庫は持たないと、うちは。と言うやり方に切り替えましたのでそう言う形でさせて

頂きたいと思っていますので宜しくお願いしたいと思います。それから、これからの部分で、う

ちで持っている部分でパパスオムについては極めて販売量が減ってきております。と言うのは浪

漫倶楽部に大きくシフトされているのが事実でありますから、そう言うのについてはパパスオム

の瓶はそのまま斜里岳とか神の子とか、観光地用に使えますから、そちらの方の状況を見ながら

廃版を、タイミングを見ながらしたいと。昔はパパスのオムが主流だったものですから、なかな

か廃版の足を入れるとなるとつらい所もありますが、現状ではそう言うことでありますので、そ

う言う部分については検討を加えさせて頂きたいと言うふうに思っております。以上でございま

す。 

 

○加藤委員 

 充分な整理がなされていると言うふうに理解をする訳ですが。今、副町長の答弁に中にも当然

利益を頂いておりますよと、こう言われた訳ですがその前提は普通の企業とはちよっと違う訳で

すが減価償却と言いますか、一般の関係の中のそう言った関係に合う分、充分頂いた中での、或

いは今日まで築いてきたその努力と言いますか価値観と言うのを踏まえた形で運営されていると

理解して良いのかどうなのか。 

 

○副町長 

 全ての製品の単価、基本的には今お話を頂きましたような焼酎工場に係る償却費を、補助金分

は除いていますがきちんと計算をして製造経費の中に分類して入れておりますので、基本的には

その部分では計算がなされていると言う状況であります。 

 

○細矢委員 

 １点いいですか。昨日、たまたま酒屋さんに行ったんです。用があって。一升瓶の浪漫倶楽部

をお土産に持って行きたいと言うことで、お客さんがおりまして。箱と言うと箱が無いと言うこ

とで、困ったねと。ただの箱に入れると言うことには成らないでしょうし、一升瓶の話を聞いた

ら、結構たまたま出ているみたいだし、特にお土産用に持って行くには箱がないと言う話です。

そして、昨日も店の方に特に言われたんですが、だたの段ボールの箱でもいいから一升瓶が入る

ような形のものが何とかならないんだろうかと、そんな話をされたんです。その辺はどうなんで

しょうね。まさか店で作らせる訳にも行かないでしょうし。 
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○副町長 

 一升瓶の化粧箱は作っていないんです。と言いますのは、一升瓶は基本的には地元販売で地元

で消費して貰う、安くして消費して貰う、値段もかなり割安で一升瓶で２千３００円、まともに

計算したら４千円超になるんです。地元で飲むのを目的にしたもんですから、箱をつけてお土産

用と言う発想ではなかったんです。ただ、焼酎工場に段ボールの箱がありますけれども、それで

はちょっと。新たに版を起こして作るとなると枚数を相当作らなければ、一つ何十円にならない

もんですからとても割高になってしまう場合もありますんで。対処方法、検討させて頂きますが

答えがうまく出るかどうか、非常に疑問ですが分かりました。 

 

○委員長 

 宜しいですね。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 焼酎事業所終わります。どうもご苦労さまでした。 

 

○委員長 

 ２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６件ございます。記載の通り、それぞれ持参提出されております。 

１番目は２４ページからございますが２８ページで説明させて頂きます。共済制度の改正を求

める内容で、農業災害に対する補償内容の充実を図るべく要請がされております。記書きの１、

降雹等の特殊災害時の補償対応、２、補償割合の引き上げ、３、共済金仮払いの実施、４、一般

麦と種子麦の分離という要請項目でございます。 

２番目は３０ページからございますが３３ページで説明させて頂きます。季節労働者対策を求

める内容で５項目の要請がなされております。記書以下の朗読をさせて頂きます。 

（以下朗読） 

３番目は３４ページからでございますが３７ページで説明いたします。道立衛生学院の存続を

要請する内容でございます。この学院は平成１８年度に廃校の方針が打ち出されたため、現在５

つの学科の内２学科は２２年度の生徒募集は中止、残り３学科についても２４年度の卒業生を待

って廃校となる状況にあります。よって、北海道内の看護職員等医療従事者確保に寄与している

この学院の存続を求めると言う内容になっております。 

４番目は３８ページからございますが４１ページの記書き以下の朗読をさせて頂きます。 

（以下朗読） 

５番目は４２ページからございますが４８ページと４９ページが意見書案でございます。平成

２２年度から実施される米戸別所得補償モデル対策、その関連政策に対するもので、生産者の将

来展望と安心して経営を継続できる政策の確立を要請する内容でございます。 

記書きの１番、基本的な政策決定・検討の取り進めについてから、次のページ４番その他まで、

小項目１５の要請がなされております。なお、この意見書は２つの書式にて提出されております
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が、内容の詳しい方で調整しております。他方につきましては別冊の「意見書資料」に添付して

おりますので参考までにご覧頂たいと思います。 

６番目は５０ぺージからございますが５５ページと５６ページにて説明させていただきます。

平成２２年３月に閣議決定が予定されている「食料・農業・農村基本計画基本法」に対するもの

で、持続可能な北海道農業の確立を図るため１５項目の要請でございます。この意見書につきま

しては農民連盟さんからも提出されておりますが、この案はＪＡさんからの内容ですが、内容は

類似しており且つ本年２月に提出した酪農畜産政策・価格政策の意見書内容に類似している点も

ございますので、農協さんからの要望書で調整しております。農民連盟さんからの意見書は資料

にて添付しております。 

 以上６件の意見書でありますが、先ほどの１番先の農業共済制度の見直しに関する意見書案で

すが、冒頭に網走管内大空町とありますが、大空町さんからの要請でありまして大空町と記載し

たままになっておりましたが、今回提出する際には網走支庁管内と言うことで大空町という文字

は削除させて頂きたいと思います。これを含めまして、６件の意見書につき内容及び議会提出者

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 

 事務局説明の通り提出することで宜しいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○委員長 

 ３番、次回委員会の開催と４番、その他については特に無いと言うことで。 

 

 

  ●閉会の宣告 

○委員長 

それでは第１０回産業福祉常任委員会を終了させて頂きます。大変ご苦労さまでした。 

（閉会 午前１１時４０分） 

 

以下、現地調査 

（午前１１時４０分～午後１２時００分） 

 


