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第１回産業福祉常任委員会会議録 

平成２５年 １月２８日（月） 

    開 会     午前１０時３５分  

    閉 会     午後 ３時１１分 

 

 

〇会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●町民課 

  ①地域担当職員制度について 

  ②第二期国民健康保険特定健康診査等実施計画について 

 ●保健福祉課 

  ①平成２４年度一般会計補正予算（保健福祉課所管分）について 

  ②清里町福祉灯油助成要綱について 

 ●建設課 

  ①清里町橋梁長寿命化計画について 

  ②その他 

 ●産業課 

  ①指定管理者の選定（斜里岳山小屋）について 

  ②清里町中小企業融資制度の要綱の一部改正について 

  ③清里町店舗出店等支援交付金事業について 

  ④町有林管理計画（案）について 

  ⑤パパスランド業務委託の実績（第３四半期）について 

  ⑥パパスランド改修事業スケジュールについて 

  ⑦釧路港東港区水面貯木場の使用に関する要望について 

  ⑧農産加工施設等管理業務委託業者の募集について 

  ⑨庭園のまちづくり構想事業（景観・休憩スポットの整備）について 

  ⑩平成２４年度補正予算要望について 

  ⑪平成２４年度清里焼酎販売実績（第３四半期）について 

  ⑫清里焼酎の販売促進活動について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 
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○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■町民課長       澤本 正弘    ■町民生活Ｇ総括主査  清水 英勝 

 ■町民生活Ｇ主査    阿部 真也 

 ■保健福祉課長     薗部  充    ■福祉介護Ｇ総括主査  進藤 和久 

 ■建設課長       古谷 一夫    ■建設管理Ｇ総括主査  清田 憲宏 

 ■建設管理Ｇ主査    酒井 隆広    ■建設管理Ｇ主査    山本 卓司 

 ■上下水道・公住Ｇ主査 荒  一喜 

 ■産業課長       斉藤 敏美    ■農業Ｇ総括主査    武山 雄一 

 ■農業Ｇ主査      山嵜 孝英    ■商工観光・林政Ｇ総括主査 野呂田成人 

 ■商工観光・林政Ｇ主査 北川  実    ■焼酎Ｇ主幹      松浦  聡 

  

 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  柏 木 繁 延 

      主  任  鈴 木 由美子 

 

 

●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１回産業福祉常任委員会を開催したいと思います。 

 

 

○村島委員長 

 まず、町民課から説明をお願いいたします。 

 

○町民課長 

 それでは、町民課より２件の協議・報告事項について、ご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 まず１点目の、地域担当職員制度につきましては、１１月２０日に開催されました委員会にお

きまして、地域担当職員及び自治会連合会役員との意見交換による、当制度のあり方の検討経緯

につきまして、口頭ではございますがご説明をしてきたところでございます。 

 その後、１２月４日に開催されました自治会長会議終了後に、自治会長と地域課題の解決など

に向けた地域と行政のさらなる協働体制が図られる新たな取り組みの方向性について、意見交換

を行ってきたところでございます。今回行いました意見交換により、新たな取り組みの方針につ
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いて方向性が定まりましたので、後ほど担当よりご説明をさせていただきたいと思います。 

 ２点目の、第２期国民健康保険特定健康診査等実施計画につきましては、国の法律により、将

来の疾病リスクを少なくすることから、生活習慣病と深く関わりのあるメタボリック症候群に着

目した健診と指導事業が、健康保険者の責務として義務付けされているところでございます。 

 実施にあたっては、５年ごとに特定健診等実施計画を策定することとなっており、現在２４年

度は、第１期の最終年度となっております。現在、国の指針及び第１期の反省評価等により、平

成２５年度～平成２９年度までの第２期国民健康保険特定健康診査等実施計画書の原案を、関係

課と連携しながら策定しているところでございます。 

 今後、国民健康保険運営協議会により、計画書の原案を提示しながら協議会における意見など

を反映して、最終的な計画書の成案を策定してまいりたいと考えてございます。成案となった時

点におきまして、再度、委員会にご報告いたしますので、ご理解を賜りたいと存じます。 

 それでは、担当者より随時ご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 それでは、１ページ目をご覧ください。協働によるまちづくりの新たな取り組み方針について、

ご説明いたします。 

 地域担当職員制度により、協働によるまちづくりに取り組んでまいりましたが、まちづくり、

地域づくりを充実させるため、さらなる高みを目指し、新たな仕組みに移行いたします。 

 実施内容といたしまして、広報等により周知を行い、自治会ばかりでなく、町内の各種団体に

つきましても町長との対話懇談会へ申込みができるものといたします。 

 また、それと合わせまして、各自治会が自分たちで懇談会を開催できるような体制づくりやま

ちづくり活動を支援いたします。なお、懇談会につきましては、町長に同行する形で地域課題に

対する担当課長等も参加し、意見交換を行うこととします。加えてこの懇談会で話し合われたこ

となどにつきまして、職員一人ひとりが情報共有を図るため、地域課題や解決方法等を議論し、

意識を高めていくよう努めてまいります。全町的な課題につきましては、企画委員会等で対応い

たしまして、施策への反映と地域課題解決への方向性を地域にフィードバックすることといたし

ます。 

 ただ今説明しました実施内容を、３のフレームにて示しております。今後につきましても町民

の皆さんと町が共に考え、共に行動する多様な主体による協働の取り組みを進めてまいります。

以上です。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 続いて、２ページをご覧いただきたいと思います。第２期国民健康保険特定健康診査等実施計

画についてでございますが、１の経緯につきましては、平成２０年の国の法律「高齢者の医療の

確保に関する法律」の改正によりまして、健診を受けた結果と、その後の保健指導の関連付けを

評価しまして、ひいては、将来の疾病リスクを少なくしていくという趣旨の事業でございます。

いわゆる生活習慣病から起因するメタボリック症候群に特化した健診ということで、対象者は４

０歳～７４歳までがこの事業の枠にはまっているという状況にございます。 

 これは５カ年ごとの計画という形で国の法律で定められておりまして、現在は平成２０年度～

２４年度までの５カ年間の実施の最中で、最終年度でございます。そのことから、２５年度～２



 

- 4 - 

９年度までの第２期の５カ年間について、現在関係課と調整をしながら計画の策定を行っている

ところでございます。 

 ２の計画書の構成ですが、こちらは国・道による参考構成ですが、どのようにして各自治体で

行われているのかという部分を章立ててある構成案でございます。これに沿って行っていきたい

と考えてございます。 

 次に３の表ですが、その中で盛り込むのは第１期の状況ですとか、第２期に向けての考え方と

いうことでありますが、平成２０年度からの実施につきまして、現在２４年度の分は最終集計で

出ておりませんが、速報値として掲載させてもらっております。国民健康保険全国全体の計画目

標は、受診率が被保険者に対して６５％、そしてその６５％の受けた中で、さらに指導を受けて

ほしい割合として４５％。これが平成２０年度に定められた率でございます。左は清里町の数字

ですが、残念ながら受診率は２２年度をピークに減少状態、指導率につきましては概ね受けた方

の指導は行っているということで、保健事業としては推移している状況でございます。全国的に

もこの数値をなかなかクリアする自治体は多くありませんで、一番右に第２期の目標数値が受診

率６０％、実施率６０％で示されているところでございます。この数値を参考にいたしまして、

第２期の全体的な清里町の数値を求めていきたいと考えております。 

 また、こういったことも鑑みまして、４の未受診者のアンケートですが、清里町では６月と１

２月に町内で特定健診や他の健診も含めて行っております。その中で、４０歳～７４歳までの特

定健診を受けられなかった方につきまして、年末にアンケートを差し上げて、先日集計を終えた

ところでございます。回答率３３．５％、未受診者の人数は８４５名でございました。その方々

に、氏名の無記入形式で、年齢、性別、健診を受けなかった理由、今後どのような形なら受ける

のか、という部分を大枠で設問を設けてアンケートを行いました。その結果の傾向としましては、

現在既に病院に通っている方が非常に多いです。それによりまして、病院での検査の中で血液検

査ですとか、各種項目をご自身が把握されているということから、毎月もしくは毎年の健康状態

をわかっているので、健診には出向かないというような回答が多くありました。また、４０代・

５０代によりますと、農協等で推奨しているドックですとか、別な部分で受けているので、町の

ドックに行かなくても把握しているという回答も出てきておりまして、それぞれに健康状態を把

握されているという状況、通院しながらという方もいらっしゃいますが、自分のことは概ねわか

っているという傾向が出ております。ただ、この中でも、この特定健診事業と合わせて合致して

いくものを取り込んでいくような形を、第２期では検討しながら進めていきたいと、今後策定に

向けて進めていきたいと思っております。 

 また、策定にあたりましては、国民健康保険運営協議会がありますので、こちらに原案を提示

しまして、その中でご意見等を聴取いただいた後に、成案として諮っていきたいと考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。説明は以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、町民課より①、②について説明がございました。各委員の皆さんから質問を受けたい

と思います。何かございませんか。 

 

○勝又委員 

 ①の地域担当職員制度ですが、協働によるまちづくりの新たな取組み方針とありますが、かね
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てから、地域担当職員制度は僕も若干質問したことがあると思うのですが、地域において担当職

員がどういう仕事をする人か、きちっと町民が把握していないということがあったと思います。

今回、新たな取組みについて方針を立てたということですが、この中には担当職員と言う言葉は

どこにも出てこないということで、どういう形で機能していくのかと思うのと、基本的にこの担

当員制度ができた時に、役割と言うか、定義と言うか、そういうものがきちっとあるのかどうか、

一度聞かせてもらいたいと思って。それがあるとすれば、どうすればそれが発揮できるのかとい

うところが見えてこないと、新たな取組みの中で自治会とも話し合いをしましたと。実施内容も

職員自身が情報の共有化なり、意識を高めるとなっていますが、これが町民にきちっと伝わって

いかないと、なかなか協働のまちづくりを掲げても、そこにいかないと思うので、そこら辺も含

めて、役割とか定義を聞かせてもらうと言うか、考え方をお聞かせいただきたいのですが。 

 

○町民課長 

 今の地域担当職員制度の関係でございますが、この制度につきましてはご存知のとおり平成１

７年から導入ということで、地域と住民が密接な関係を持ちながら、協働のまちづくりをしてい

きましょうという形で立ち上がっていた制度でございますが、実施から７年が経過したというこ

とで、今まで地域に入りながら活動してきたところですが、なかなか当初思い描いていたような

成果が上がってこないと。前回の委員会の時にもお話したと思いますが、ただ総会に出て、懇談

会に出るですとか、それぐらいの活動しかなかなかできていかないということもございまして、

本当の意味での地域担当職員制度が７年間なかなかできなかったという反省評価を加えていると

ころでございます。今回、そんなことも踏まえながら、実際に自治会長なりといろいろと意見交

換をさせていただいた中で、もっともっと行政が地域に出て行って意見交換をするような場を作

っていただきたいというようなお話も伺っております。今回、そういうことも踏まえて、行政が

直接地域に行きながら、その地域の課題についていろいろ意見交換をしながら方向性を定めて、

そして、フィードバックをしていくというような取り組みをしていきたいと考えてございます。

地域担当職員制度について、廃止という言葉は使いたくはありませんが、一時休止というような

意味合いも踏まえて、今回の新たな取組みに移行していきたいと考えてございます。 

 また、職員の対応の仕方でございますが、１ページのフレームの中にも書いてありますとおり、

各地域のいろんな課題について町長なり、その課題を担当する課、職員等が地域に出向きまして、

いろいろと意見交換なりをしていきたいと考えてございます。その地域課題について、その担当

課だけでなく、職員全体が共有できるようにフォーラム等を活用しながら、地域の課題等を全職

員に周知・情報の共有化を図っていきたいと考えてございます。そして、その課題等につきまし

ては、グループリーダーの会議ですとか、企画委員会等々でその課題を議論しながら方向性なり

を出していって、地域に再度フィードバックする、または、施策の方にも反映していくというよ

うな、一つの大きな流れの中で進めていきたいと考えております。 

 今後、もう少し具体的な内容につきましては、要綱等を定めながら進めさせていただきたいと

思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員 

 そうしたら、担当員制度は一時休止という形を取って、新たな取組みを進めていくという形に

移行するということですね。 
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○町民課長 

 はい。そうです。 

 

○池下委員 

 １ページの目的及び実施内容のところの（２）に、「各自治会で懇談会を実施できる体制づく

りを行い、町民自ら取り組むまちづくり活動を支援する」とありますが、これはあくまでも自治

会が懇談会をするのに対して、要するに自治会主導でセッティングしてくれと捉えて良いのか。

それとも、行政側が例えば年１回なり、こういう形で各自治会とやりたいということで進めてい

くのか。その辺はどうなんでしょうか。 

 

○町民課長 

 今の関係でございますが、各自治会でさまざまな課題があって、町に要請が来る場合もござい

ますし、逆に行政の方からも町で抱えている大きな課題がございますので、それについて行政の

方から各地域に懇談会なり、会合を開催させていただきたいというような、両方の取組みの仕方

をしていきたいと考えてございます。 

 

○加藤委員 

 その時に、そういう方法でしかないと思うのですが、それは定期的に行われるのか。例えば最

低でも年に１度は行政側から呼びかけをしますだとか、その辺はどういうスタンスになっていく

のか。全自治会との段取りなのか、あるいはブロックに分けて協議を行うのか、その辺はどうい

うふうに捉えていくのか。 

 

○町民課長 

 基本的には２９自治会ございますので、年に１回は自治会といろんな形でそういう対話懇談会

なりを開催していきたいとは、今のところは考えてございます。それにつきましては、今後、要

綱等を作成しながら、各自治会の方にもＰＲしながら進めさせていただきたいと考えてございま

す。 

 

○加藤委員 

 ２９自治会を年１回やるということになると、スケジュールの関係が大変かなと思うのが１点

と、もう１点は事業展開する時には４月から翌年３月までの年度の中で、次年度に向けて協議が

できる団体と、そうじゃなくて、入ってから協議をしなければならない団体、そういういろんな

問題。これは継続性の問題ですから、そう言ってしまえばやむを得ないという部分もあるんです

けども、そういうことを捉えていった時に、どういう形であれば効果のあるような、成果のある

ような懇談会が取り組めるのか。具体的にはどのように捉えているのか。 

 

○町民課長 

 今の実施時期等々もございますが、農家の方であれば農作業時期は忙しいということもありま

すし、時期は限定されるとは思っておりますが、やはり次年度以降の政策に反映するということ
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になってくれば、１０月なり、１１月ぐらいまでにはある程度、各地域ごとでいろんな課題に向

けた懇談会をしていかなければ、次年度以降の事業展開等には反映されてこないのではないのか

なと考えてございますので、時期的には４月辺りから１１月ぐらいの中で、２９団体ですから、

時間的には大変難しいかとは思いますが、その中でなるべくならやっていく方向で協議を進めさ

せていただきたいと考えてございます。 

 

○澤田副委員長 

 現状はどのぐらいの地域と懇談をやっているのか。 

 

○町民課長 

 平成２４年度でいきますと、今のところ４団体ぐらいが町長との懇談会と言いますか、新年会

も含めてですが、そういう中でいろいろなご意見なり、情報交換なりをしているという状況でご

ざいます。今後、そういう団体がだんだん増えてきまして、最終的には２９自治会全体で、年１

回はこういう懇談会なりができるような場がセッティングできればなと考えてございます。 

 

○澤田副委員長 

 現状は大分少ないようなんですけども、うちの自治会でも昔は来てもらって懇談していたんだ

けど、議題の中に陳情型が多いので、陳情するのであれば呼ばないでくれと言われたという経過

もあるんだけども、その中では話もいろいろ出てくるので、陳情も受けながらうまくやってもら

いたいなと思うんだけども。 

 

○町民課長 

 今のお話は私も聞いてございます。ただ、地域から出てくる中で、町民課がやはり窓口になる

のかなと思っておりますが、その中で、原課で対応できるもの、いろいろあろうかと思います。

その辺は整理しながらやっていきたいなと思います。中にはそういう陳情型と言いますか、そう

いうこともあっても良いのかなと、私個人的には思っておりますが、その辺は整理しながら進め

させていただきたいと思っております。 

 

○池下委員 

 地域担当職員制度について、ちょっとお伺いしたいのですが、平成１７年から２４年までとい

うことだったのですが、ちなみにその成果はどういう成果があったのでしょうか。 

 

○町民課長 

 成果と言いますと、基本的には先ほどお話したとおり、各自治会の総会ですとか、さまざまな

イベントに職員が参加して、ある程度地域と職員間の繋がりが増えてきたということは、１つの

大きな成果なのかなと思っております。そして、若い職員たちが地域に行きながら、町民の方と

一緒にいろんな意味でお話をしながら進めてきたというのが、１つ大きな成果かなと私は捉えて

おります。 

 

○池下委員 
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 ７年間やってきたということで、今回こういう取組みになったんでしょうけども、実は７年も

経たないうちに、例えば３年なり、５年経った段階で、今の状況は変わらなかったと思うんです

よ。であるならば、町長が代わった時に、こういう新たな取組みを行ってもらいたかったなとい

うのが率直な意見です。 

 

○町民課長 

 そういうことも含めまして、去年１年間、いろいろと担当職員や自治会連合会の役員、自治会

長等とも意見交換をしながら、今回こういう形に至ったということで、ご理解いただきたいと思

います。 

 

○前中委員 

 担当職員制度の見直しということで、こういう形が出てきた中で、やはり行政あるいは町長サ

イドと町民とのキャッチボールと言いますか、お互いの交流の場が希薄だったという反省を踏ま

えた中で、こういう形でかなりフットワークが軽い、そういう施策に移行するという説明で、本

当に前向きに動いてほしいというのがあります。 

 そして、やはりその中で、基本となる「自助・共助・公助」の部分で、行政が助ける部分、町

民が自分たちでやる部分、そして地域、自治会を踏まえた中で、そういう部分も同じようにどう

取り組むか。まちづくりの中でいろんな案件が出てきた時の地ならし的な要素も絶対必要だと思

うので、そこはやはり回数と言うか、懇切丁寧に開催できるよう、しっかりとやっていただきた

いと思います。 

 それと、ちょっと聞きたいのですが、企画委員会というのはどのようなメンバー構成なのか。 

 

○町民課長 

 前中委員のご意見も受けた中で、今後進めていきたいと思います。 

 企画委員会につきましては、管理職による会議でございます。ですから、全ての管理職ではご

ざいませんが、概ねの管理職が入った中で、町のいろんな課題等について検討する組織でござい

ます。 

 

○池下委員 

 特定健診の方でちょっと聞きたいのですが、３番の表の中で、平成２４年度の受診率が２６．

１％、対象人数が１,１８０人となっているのですが、この対象人数というのは、例えば役場職員

とか農協職員とか、そういう団体に所属している人も含まれている数字なんですか。 

 

○町民課長 

 この分母の１,１８０人の数字は、国保に加入されている方という考え方です。 

 ちなみに、平成２４年度が２６．１％ということなのですが、先ほど担当からお話したとおり、

この数字につきましては、受診者３０８人は町が集団検診を行った人数でございます。この他に

農協ですとか、いろんな所で健診等を行っているかと思います。その数字は今回入っておりませ

ん。と言うのは、いろんな要素がございまして、制度的にはこの数字には入ってこないというこ

とでございます。そして今回、農協等々で受診した方を入れてある程度出した数字で約４５．８
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％ぐらいの方が、健診等を受診しているということでございます。今回の国で定められている数

字でいきますと２６．８％でございますが、現実には他の機関等で受けている方も含めると、約

４５．８％という数字になるということでございます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。 

 ないようですので、これで町民課終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは引き続き、保健福祉課より２件について説明願います。 

 

○保健福祉課長 

 ご協議をいただきますのは、福祉灯油についてでございます。昨年末より厳しい寒さによる灯

油需要の伸びと、円安により灯油価格が高騰しております。清里町の契約単価も秋には９１円で

ありましたが、１２月１０には９５円、１月１５日には１００円、先週の２５日には１０４円と

なり、さらに値上がりの傾向が続くと予想されております。 

 そこで、特定の条件を満たす低収入層を対象に、冬期間の灯油の一部を現物で助成するもので

ございます。具体的には、進藤総括主査よりご説明申し上げます。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 それでは、３ページをご覧いただきたいと思います。３款民生費・１項社会福祉費・１目社会

福祉総務費に伴います、保健福祉課所管分の補正予算について、ご説明いたします。 

 始めに、今回補正いたします福祉灯油の助成につきましては、過去にも実施をしておりますが、

本年度につきましても近頃の灯油価格高騰に対する施策として、低所得の高齢者世帯等の負担増

加を軽減するために、１世帯当たり１００リットル分の灯油を助成するもので、灯油高等の最高

額を１リットル当たり１２０円と見込みまして、対象世帯２１７世帯を想定した、総額２６０万

円を補正するものでございます。 

 続きまして、４ページをご覧いただきたいと思います。ただ今説明いたしましたが、本年度の

灯油価格の高騰に対しまして、生活保護世帯ですとか、高齢者世帯、身体障害者世帯、ひとり親

世帯などの低収入層の方々に、冬期間の灯油購入費の一部を助成するということで、対象世帯に

つきましては２５年１月～３月までの間に町内に住所を有し、要綱の（１）～（６）のいずれか

の条件と、さらに収入基準に該当する世帯といたします。但し、社会福祉施設等の入所者ですと

か、病院等に入院している方は除かれます。次に、収入基準につきましては、単身世帯で１００

万円、２人世帯で１５０万円、以後世帯員１人につき５０万円を加算した額以下の世帯となりま

す。この助成の制度は時限により、２５年３月３１日をもって終了いたします。先ほど申し上げ

ましたとおり、助成の内容については、１世帯当たり灯油助成券で１００リットルを助成いたし

ます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、保健福祉課より説明がございました。委員の方で何かございませんか。 
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○加藤委員 

 非常に大切なことだと思うのですが、１世帯当たり１００リットルと決めた基準というのは、

どういう理由からですか。 

 

○保健福祉課長 

 今後の灯油単価の値上がり等見通せないところもございますが、年間で概ね４００リットル程

度は１人世帯でも焚くのかなという、大きなつかみの中で１００リットルとさせていただきまし

た。具体的に目安ということではないですが、過去においても１００リットルでございましたし、

４分の１程度で、これからまだ上がって１２０円を想定しておりますので、そういうことで考え

てございます。 

 

○加藤委員 

 今の説明でいくと、過去に１００リットルだったので、今回も１００リットルが適当ではない

かという表現に聞こえてしまうのですが、援助しないよりは、した方が良いのですが、実際に今

年みたいに厳しい温度で推移しているというのが実態なので、検討してもう少し増額しても良い

んじゃないかと思うのですが。リッター数の関係でこの辺の捉え方。じゃあ、前回はリッター何

円の時に助成したのかっていう部分もあるかと思うので。もう少し充実してあげても良いような

気もするんですけども。こういう人方に手厚いと言うか、暖かい環境で過ごしてもらうように、

もう少し増額したらどうかなという気持ちも私は持つのですが。この辺の考え方の変更も可能な

のか。捉え方としてこれで十分ですよという一言で終わってしまうのか。 

 

○保健福祉課長 

 先ほども、過去にも１００リットルでしましたということと、９０数円から始まって１２０円

程度まで上がる見込みで２５％程度と考えたところで、年間４００リットルとして４分の１程度

というような、私なりの理屈ではありますが、１００リットルを目安とさせていただきました。 

 今後、灯油単価が想定を超えるということがございましたら、その辺はまた検討させていただ

きたいと思います。以上です。 

 

○加藤委員 

 できれば、今度上がった時ではなくて、今の時点で１５０リットルぐらいにしてあげたらどう

かなと。数字はともかくとして。 

 それと同時に、今回の臨時会で補正して、すぐ交付という形になるのですか。 

 

○保健福祉課長 

 要綱の附則におきまして、臨時会の２月１２日からを予定しております。補正予算可決となれ

ば、これをもって執行していきたいと。１５日のお知らせには出していきたいと考えております。 

 

○池下委員 

 １点だけ聞きたいのですが、これは現金を支給して、現物じゃないですよね。１００リットル
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現物を各世帯に業者が入れに行くということなんですか。 

 

○保健福祉課長 

 収入要件等がございますので、申請をいただきまして決定しましたら、灯油券をお渡しします。

その灯油券を日頃給油されている業者さんに渡していただければ、１００リットル相当分は業者

から町に請求していただくという手法を取りたいと思っております。現物支給でございます。 

 

○前中委員 

 助成の申請方法なのですが、これはあくまでも行政に出向いて申請を出して処理すると謳って

いるのですが、その辺は、行政サイドから申請を啓蒙活動あるいは促すようなことも考えている

のか。その辺は。 

 

○保健福祉課長 

 ２月１５日のお知らせでの周知は当然のことですが、高齢の方も多くいらっしゃいますので、

訪問介護などを利用されている方については当然そちらから、あるいはケアマネージャーを通じ

て。また、民生委員さんにもご協力をいただこうと考えてございます。 

 

○田中委員 

 今の話なのですが、申請については漏れなく実施しようという考えだとは思いますが、いらな

いという人は別にして、本当に漏れなく、知らなかったとかわからなかったとか、そういうこと

のないように気を付けて実施していただきたいなと思います。 

 そしてもう１点、先ほど加藤委員も言われたように、実施する時に、やらないよりはやった方

が良いんですけども、足しになるように、ただやったというようなことじゃなくて、やるからに

は本当に助かったってなるように、そういうことも頭に入れて今後やってもらいたいなと思いま

す。 

 

○保健福祉課長 

 心してやっていきたいと思います。 

 

○池下委員 

 灯油券と書いてあるんですけども、薪を焚いている人はどうするのですか。 

 

○保健福祉課長 

 この制度は近年の石油単価の高騰ということで考えておりますので、灯油現物支給ということ

で、基本的に薪の方は該当にならないという考え方でございます。 

 

○池下委員 

 であるならば、低所得者でももらえない人もいるということでしょ。それは、本当にそれで良

いのですか。 
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○保健福祉課長 

 基本的に石油高騰に対する緊急的な支援ということで考えております。低所得者層への生活支

援というところとは基本が違っているのかなと思っております。灯油以外にも暖を取る方法はあ

るわけで、薪の値段の推移は把握しておりませんが、今回は灯油ということで考えております。 

 

○池下委員 

 であるならば、灯油を焚いているか、焚いていないかというのは、行政側で把握できないと思

うんですけども、例えば、薪を焚いている人でも灯油券をもらいに来たら、渡す可能性があるん

じゃないですか。 

 

○保健福祉課長 

 灯油券を使って灯油を入れていただいた、そのものに対しての町からの支援という形になりま

すので、薪を焚いている方が灯油を１００リットル買って使わないということであれば、それは

把握することはできませんが、そこまでの把握は考えておりませんでした。 

 

○田中委員 

 この点については、主に薪を焚いている方でもポータブルストーブなども使っているかもしれ

ないので、それは使えるんでしょ。 

 

○保健福祉課長 

 灯油現物支給ですので、もちろん薪も焚いて、灯油も焚いてという方には当然、灯油の支給は

できるので、薪を焚いているから灯油券は出しませんということではなくて、灯油を焚くという

方は助成の対象となります。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

 

○村島委員長 

 これで、保健福祉課終わります。 

 続いで、建設課、①と②について説明願います。 

 

○建設課長 

 建設課からは２点のご協議・報告を申し上げたいと思います。 

 まず１点目の、橋梁長寿命化計画についてでありますが、ご存知のとおり、国の社会資本の補

助金・交付金の具体的な交付要綱が変更になってございまして、長期計画を作り国に届出を行う。

さらにあわせて町民に公表していくといった前提で、平成２６年度以降、町村に対しては橋梁等

の修繕と行う場合について補助金を交付するといった内容になってございまして、現在までその

計画の策定を進めてまいりましたが、その原案が固まりましたので、ご報告をさせていただきた

いと思います。 
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 ２点目のその他の関係でございますが、１２月より非常に降雪量が多く、災害に準じるような

状況になって、町民の皆さんにもご迷惑をおかけしております。そういった状況でございますの

で、現在までの除雪等の状況、今後の対応の関係、さらには指定管理になってございますが、町

民の皆さんの生活に支障のないような形の中で、補正を加えて今後も１月末から２月、３月と、

しっかりした除雪体制、排雪体制にしていきたいという考え方を持ってございますので、その点

について説明させていただきたい、かように考えてございます。 

 あわせて、ご案内のとおり、国の緊急経済対策という形の中で、１０兆円を超える補正予算が

動いてございます。その中において、建設課所管の事業の中において対応すべきものが２件ほど

出てきてございますので、その方向性についてご協議・ご報告を申し上げたい、かように考えて

おりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 まず１点目の、清里町橋梁長寿命化計画でございますが、お手元に別冊の資料があるかと思い

ます。この内容について、概要を要約しながらご報告を申し上げたいと思います。 

 まず、１の橋梁の現状と長寿命化計画策定の目的でございますが、一般的に橋についてはコン

クリート橋、ＰＣ橋、そういった物があるわけでございますが、普通５０年の耐用年数と言われ

てございます。当町においては全体で５２橋がございまして、現時点で５０年を超えた物はござ

いませんが、２０年後には全橋梁５２橋のうち１７橋が５０年を超えるといった状況にありまし

て、当然、劣化等の中において調査等を行った結果に基づきながら、修繕及び架替えが必要にな

るということが予想されております。ただ、従前のやり方でまいりますと、大きく壊れたり、架

替えになって建設工事を行っていくことになりますと、莫大な費用が発生するという中で、国に

おいても今般の緊急経済対策でも予防的な修繕・保全といったものを先行する中、あわせて通常

におけるメンテナンスをしっかり行った上で、総体的な経費の軽減を図っていくと。こういった

考え方に立って、国が大きく動いているわけでございまして、当町におきましても５０年ではな

くして、７０年、８０年、９０年と、長寿命化を図る中、全体的なコストの削減・縮減を図って

いくという方向で、今般この計画の原案を策定させていただいたところでございます。 

 考え方の中に、保全・更新の費用の推移ということで、国では今後５０年間における修繕・架

替えを含めた費用効果といったものをきちんと出した上で事業を行うといった指導要綱になって

ございますが、今般お示しする５０年間における予防的な修繕・架替えを行った場合のコストで

ございますが、従来の大規模補修・更新を行った場合、約１１０億円の費用が必要となってくる

と。一定の国で示した計算式がございまして、当てはめますとこういった数字になりますが、今

般予防的な保全・修繕を行うという計画で進めますと、６０年間で約６０億円のコスト縮減が図

られると。５０億円程度の修繕・架替え経費に圧縮されるといったシミュレーションとなってお

ります。 

 ２の現状の橋梁の損傷状況でございますが、既に５２橋の全橋梁について検分を行っておりま

して、それぞれの損傷状況に応じて判定区分をⅠ～Ⅳまで、点検の結果から損傷は認められない

場合についてはＯＫといった、損傷の評価を既に行っております。 

 ３の維持管理区分の関係でございますが、経過年数だけではなくして、主要な市町村道にかか

っている橋なのかどうか、さらに長大橋なのか、短い橋なのか、そういった条件も合わせて、維

持管理区分をＡ～Ｃまでの３区分として、先ほどの現状橋梁の損傷状況と相対的にクロスさせな

がら現行の押さえを行っているところでございます。その結果、次のページでございますが、全

体の維持管理区分の一覧表の下段をご覧いただきたいと思いますが、Ａ区分が１８橋、Ｂ区分が
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２０橋、Ｃ区分が１４橋、総体で５２橋となってございます。 

 今般策定した計画原案でございますが、道建設技術センターが提供している支援システム、北

海道も同じような方法で長寿命化計画を作っておりますが、その同じシステムを用いながら、現

状の橋梁の損傷状況から将来の損傷の進行を予測した中で、いかにコスト縮減を図っていく最大

限とするその補修の具体的な数字的なものを算出する、そういったソフトを使用しながら今般の

計画の原案を策定させていただいたところでございます。補修及び架替え対象の「早期に実施す

るもの」、「次回点検以降に要否を判定するもの」に分類し、今般長い期間における計画を作っ

たとしても、それがそのまま未来永劫その計画に基づくのではなく、５年ごとに必ず全橋の見直

し、橋も道路も全て生き物でございますので、使い方や環境条件、そして現段階においてこうい

った損傷が見られるので、早期にやる必要があるという判断に立ったとしても、その後５年間に

おける進捗状況が、当初予想したよりゆっくり進んでいるとか、また、５年使った中で、当初検

分した時よりもかなり進捗状況が早いという場合については、前倒しする必要がございますので、

この計画については５年ごとに必ず全橋の点検検分を行った上、計画を修正しながら、そういっ

た緊急性の高い物を修正して行っていくといった全体計画として調整をさせていただいていると

ころでございます。従いまして、記載のとおり損傷が進行しても構造上の補修によって延命化が

困難である物については、どうしても経費をかけても架替えが必要になってきますので、そうい

った物については、早期に実施する物として架替えを行っていく考え方。損傷は進行していない

が、損傷が進行した場合には構造上の延命化が困難である橋については、次回点検以降に要否を

きちっと判断しながら、計画の中の修正を行っていく等々、それぞれ先ほどお話したとおり、進

捗状況や損傷の度合い、進行状況といったものを適時この計画の再点検した中で計画の修正を図

り、それぞれ年度ごとの予算でありますので、所管委員会にも予算の協議をさせていただきなが

ら、全体計画を推進させていただきたい。このように考えているところでございます。 

 また、財政負担の観点からいきますと、ある一定の年度に集中的に事業を実施するとなった場

合については財政負担が極端に生じますので、全体的な年度における平準化、あまり大きなばら

つきが生じない形の中で、毎年ある一定量をきちんと平準化した中で行っていく、そういった調

整も合わせて加えさせていただいているところでございます。 

 その結果、早期に実施する計画、次回点検以降に要否を判定する計画という形の中で、直近の

１０カ年における計画を具体的な方向性として、今回の計画案の中に示させていただいていると

ころでございます。架替橋については表の下の方の欄に「早期に実施する橋梁」、「次回点検以

降に要否を判定する橋梁」、「定期点検の結果によっては架替となる橋梁」、「現段階で対策を

必要としない橋梁」という区分をさせていただき、早期実施の架替えについては３橋、補修につ

いては１４橋、次回以降に要否判定する橋梁の補修については３３橋と、現段階の計画での区分

となってございます。総体的にこの部分でいきますと、早期実施と次回点検を含めた１０カ年で

いきますと、総体的な事業経費が１２億強という形になりますが、前段でお話したとおり、基本

的には計画を策定し、国に届出をし、さらに公表していくという形でいきますと、国の社会資本

の交付金・補助金の対象となりますので、基本的には５５％の補助、裏については過疎債の充当

事業になってまいりますので、基本的な当町におけるこの計画を前提とした部分で考えますと、

年平均１億８千万程度になってくるかなと。但し、過疎債、交付金を前提とすると、実質的な一

般財源の部分については約３千万弱、過疎で使った場合については２千万を割る年度負担、こう

いった中で、財源手当を十分にやった上で、今言った平準化を行う。さらに５年ごとの見直しを
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きちっと行った上で修正を行っていく。さらに予算段階においては、当然年度ごとの予算でござ

いますので、議会と協議をしながら全体的な町の施策で調整させていただく。こういった考え方

に立って、今般計画をお示ししているところでございます。 

 次のページからは具体的な位置図、さらにはそれぞれの個別的な橋梁における修繕項目等を記

載させていただいておりますが、今般の計画については既に１２月段階で国の要綱におきまして、

行政計画だけではだめだという形の中で、第三者の意見を付した上で計画を立てるといった形に

なってございますので、北海道の橋梁長寿命化計画の審査委員を担当していただいた、現北海学

園大学の教授など、そういった第三者意見のヒアリングを受けながら、今般そういったものを組

込んだ中で調整させていただき、今日議会に報告させていただいている、このようにご理解をい

ただきたいと思います。 

 具体的な内容につきましてはご覧いただきながら、逐次年度ごとの予算要求の審議の中でご検

討いただければと思いますが、担当課としては、例えば平成２５年度に頭出しで調査設計に入っ

たとしても、２年後に交付金の対象になっていく、そういった国の制度でございますので、でき

るならば、２５年度の当初予算において、本橋梁の長寿命化に向けた事業の頭出しを町としては

していく、そういった中において１０年間、さらには将来的な６０年間のインフラ整備といった

ものを、できるだけ適正な経費の中で執行できるような仕組みを、まずは作らさせていただきた

いと、このように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 詳細な説明については、省略させていただければ大変ありがたいと考えております。よろしく

お願い申し上げます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、建設課より橋梁長寿命化計画策定についての説明がございました。委員の方より何か

ございませんか。 

 

○加藤委員 

 ２０１３年度に調査設計の予算組みしていくということなんですが、この時に架替えが３橋あ

ると言いながら、これについてはそれ以降にという処理なのか。架替えに関しても計画的にと言

いながら、架替えの予算は同時に挙げないというのは、予算の平均化ということのためだと。尚

かつ、耐えることができるだろうという判断の基に、架替えの部分ではこういうスタンスなのか。 

 

○建設課長 

 新年度以降の前半部分につきましては、全体的な平準化を図るという形と、今般ご承認をいた

だいた場合には国にこの計画を届出て、さらには町民の皆さんに公表しながら、社会資本の交付

金の対象事業となりますので、１年目、２年目はそういった形の中で、計画設計が終わっていな

いと対象として現実的な修繕・架替えに入れないということもございますので、まずそこで、き

ちんと国の交付金事業として当該計画を認定いただく中で、具体的な多額の費用がかかる架替え

に入っていく。町における財政負担といったものが、先にやりますと当然、町単費と起債になり

ますから、そうではなく、補助金を５５％入れた中でできる環境、そのタイムスケジュール的な

調整を今回の計画の中ではさせていただいた、そのようにご理解いただきたいと思います。 

 あわせて、年度的な調整の中において、３橋は架替えでございますが、明日、明後日に落ちる
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という状況ではございませんので、２、３年は橋の状況をきちっと見ながら、点検をしながら、

その年度においても十分耐え得るという今回の点検評価に基づいて、今般の計画を提出させてい

ただいておりますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、②のその他について。 

 

○建設課長 

 その他について、まず１点目は、前段申し上げた除排雪等の関係でございまして、既に昨年１

２月から近年にないほど降雪量が多く、１２月の降り始めから１月２０日までの累積積雪量が約

１８０センチ弱までいっているといった中で、除雪・排雪の出動回数でございますが、１２月分

だけを見ますとそれぞれ拡幅除雪、路面修正や運搬除雪、雪割りを含めて１２月だけで３８回。

ちなみに２３年度の１２月は１６回、２２年度は１４回、２１年度は１１回と、近年にない、昨

年の倍以上の出動回数になってございます。さらに、具体的な重機等の稼働時間数でございます

が、これにつきましても１２月については前年度の約３倍の時間を稼働しながら除雪等をやって

いる状況でございます。 

 そういった中において、本来ですと道道が先週調整して排雪を終えましたので、今日から３日

間で町内の排雪を計画しておりましたが、昨日からの猛吹雪や降雪によって、まず優先すべきは

道路の除雪で、昨日の吹雪が終わった後から既に入っておりまして、今日もやっておりますので、

明日までは除雪を優先し、さらに幅出しをやらなくてはいけない状況でございましたので、今日

月曜、火曜については除雪、そして水曜日からは１回目の排雪を入れていきたい。それでなけれ

ば、通学路もしくは車両の通行の関係、小さな町道等についてはほとんど通行が不可能な状態に

なってきておりますので、まず１回入れたいと思います。通常ですと２月末か３月初めに１回目

の排雪を入れておりますが、そういった現在までの状況でございますので、特に町民の皆さんの

生活に既に支障をきたしているといった状況でございますので、町の方としては災害に準じるよ

うな形の中で、町民の皆さんの生活や生産活動、経済活動に支障のない、また、安全対策も含め

て、１月の残り、２月、３月、しっかりと除排雪体制を組みながら行っていきたいと考えてござ

います。 

 従いまして、回数で既に１２月段階で２倍強、実働時間で３倍強という状況になってございま

すので、早い時期に排雪を行っていくといったことを考えた場合、当然経費的な不足が生じてく

る。こういったことになりますので、町としては３月定例会に合わせて、それに係る経費につい

て補正を提案させていただきたい。本来はもっと早くやりたいわけでございますが、今の段階で

は見込みがつかない状況でございますので、ある一定の幅の中で３月に見込まれる額を補正をさ

せていただいて、３月３１日まで。そして実績に応じた専決の中で最終的な調整をさせていただ

きたい。このように考えておりますので、お願いを申し上げたいと思います。 

 なお、指定管理に係る除排雪の経費のその考え方でございますが、今般につきましては、予想

を超えた災害に準じたものでございますので、そういったリスクを指定管理者にかぶせるという
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のは本来的なあり方ではないと、担当者としては考えているところでございますが、その辺につ

いて担当部局としては実績の実勢的な精算を前提としながら、今後算定を図りながら、議会の方

にご協議申し上げ、補正予算の具体的な中身について詰めさせていただきたいと、かように考え

ておりますので、今般の災害に準じるような状況も勘案しながら、ご理解賜りますよう、この場

をお借りしてお願いを申し上げたいと思います。 

 続いて２点目でございますが、国の大型の経済対策の補正予算の関係でございますが、今般、

１０兆円を超える部分でございますが、当町建設課所管分につきましては、２５年度当初予定し

ておりました公営住宅１棟４戸、この部分について国の補正前倒しといった調査が入っておりま

すので、それに対応していきたい。 

 また、道営農道保全事業でございますが、上斜里南の１７号道路、さらに江南西６線の関係、

この件については道営でございますので農道保全負担金事業でございますが、この分について道

を通じながら補正対応の要請がまいっておりますので、この２事業について、まだ財政当局から

の指示はございませんが、今後の国の緊急経済対策に対応する建設課所管の補正事業としてお願

いしてまいりたい、かように考えてございます。ご存知のとおり、補助の関係について、国とし

ては地方の財政負担を軽減するために、地域元気臨時交付金といったものも地方債の事業につい

ては認めていくという方向で、最終的な具体的内容が今後財政を通じ指示されると思います。今

流れている情報では、こういった事業についても臨時交付金の対象として検討されているという

状況でございますので、道営保全の関係も負担金については従来は過疎債でやっておりましたの

で、そういった財源も含めながら財政当局との調整を図る中、優位性のある中で事業を展開でき

るような準備を今後とも進めていきたいと考えております。また、実際の補正の段階になりまし

たら具体的な内容について、所管の委員会にご協議を申し上げていきたいと考えております。 

 また併せて、２点目の農道保全の関係については、２５年度の国の予算の中で前倒しすること

によって、２６年度を２５年度に前倒しという、そういった事業が少し短縮されるといった動き

もありますので、これについては国の２５年度予算が１５ヶ月予算という形の中で、５月連休明

けでなければ確定しないこともありますので、もし、２６年度事業が２５年度に前倒しになった

場合については、新年度の６月補正等の対応も前提としながら、その辺は所管委員会とご協議し

ながら進めてまいりたい、かように考えてございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上、２点について、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

○村島委員長 

 その他の２点について、説明がございましたが、委員の方で何かご質問等ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 なければ、これで建設課終わります。 

 ここで、昼になりますので、産業課については午後１時からとしたいと思います。 

 

                               休憩 午前１１時５３分～ 

                               再開 午後 １時００分 

○村島委員長 

 午前中に引き続き、会議を再開します。 
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 産業課の前に、保健福祉課よりお話があるようですので、課長よりお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 先ほどの福祉灯油助成要綱につきまして、灯油によらない暖房の燃料を用いられている方につ

いての対応を協議してまいりました。 

 この件につきましては、現金をもって支給するということで考えてまいりたいと思います。な

お、要綱の方の改正が今は間に合いませんが、第５条第２項の次に１項増やしまして、第３項を

第４項に改め、新たな第３項として「現金により支給する」ということで加えさせていただきた

いと思います。金額につきましては１万円の定額にさせていただければと思っております。１０

０リットルで単価１００円として１万円で。 

 

○村島委員長 

 今の説明について、何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 名前はそのまま「福祉灯油助成」ということにするのか。あるいは「光熱費助成」とか名前を

変えるのか。 

 それと、１００円単価で１万円ということだったのですが、実際に灯油を支給する場合は単価

がもっと高いような、そんな問題の中で、統一して全部現金でいくらってことにする方法もある

と思いますが、その矛盾が生じることについてはどのように整理されていくのか。 

 

○保健福祉課長 

 要綱としては「福祉灯油」でやらせていただければと考えております。 

 それと、１００リットルの現物支給の場合はその時の単価の変動によって、申請のタイミング

で、今予想されているところであれば今よりも単価は上がっていくだろうと。遅れた方について

も現物支給ですので１００リットルを保障するということで考えてございます。現金については

申請があれば即座に支給したいというところで、その時点での単価の設定ということになると、

また難しいということもございまして、１リットル当たり１００円で１００リットル１万円とい

うことでいかがでしょうか、ということなのですが。 

 

○加藤委員 

 良いとは思いますが、例えば２月１２日で施行するとすれば、１２日現在の１００リットルの

金額で、その後の変動については現物支給なのか、こういう形がベターなのかと思うのですが。

どこかの時点での基準をきちっと決めた方が良いような。１００円以下であれば良いけども、実

際は１００円より高いのに、最初から差がつくような金額というのはちょっといかがなものかな

と思うので。 

 

○保健福祉課長 

 基準日を定めるということにさせていただければ。現金支給については基準日においての１点

で変動なしということでやらせてください。 
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○村島委員長 

 よろしいですか。それでは、終わります。 

 

○村島委員長 

 それでは、産業課より説明をお願いしますが、項目が多いので１件ずつお願いしたいと思いま

す。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項１２件について、それぞれ担当よりご説明申し上げますので、ご審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 それでは、指定管理者の選定（斜里岳山小屋）についてご説明いたします。６ページ目をお開

き願います。 

 清里町農山村景観自然環境保全施設（斜里岳山小屋）の指定管理者につきましては、１１月２

０日開催の本常任委員会におきまして、清里町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する

条例第５条第１項により、公募によらない指定管理者の選定で、特定非営利活動法人きよさと観

光協会を選定し、スケジュール、指定管理の内容、指定期間についてご説明させていただいたと

ころであります。この度、平成２４年１２月２１日付けで特定非営利活動法人きよさと観光協会

より指定管理の申請があり、２５年１月１６日に選定委員会による書類審査及び公募者からのヒ

アリングを実施し、審査の結果、指定候補者として選定しており、１月２１日に選定結果通知を

しております。指定期間につきましては、平成２５年４月１日～平成２８年３月３１日までの３

カ年、基準価格、応募価格とも１５９万円となっております。債務負担行為につきましては、限

度額４７７万円を平成２５年度予算に計上してまいります。以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、指定管理者の選定について説明ございましたが、ご質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 ないようですので、次に②清里町中小企業融資制度の要綱の一部改正について、説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 清里町中小企業融資制度の要綱の一部改正について、ご説明いたします。７ページ目をお開き

願います。 

 清里町中小企業融資制度の要綱につきまして、貸付額及び利子補給について改正するものであ

ります。改正内容につきましては、８ページの新旧対照表でご説明いたします。要綱第４条貸付

条件につきまして、２号貸付額で林産企業者の運転資金１企業者「７００万円以内」を「１,５０

０万円以内」に。設備資金１企業者「１,０００万円以内」を「２,０００万円以内」に。林産企業

者以外の中小企業者運転資金１企業者「５００万円以内」を「１,０００万円以内」に。設備資金
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１企業者「８００万円以内」を「１,３００万円以内」に改め、町長が特に認めた場合の特認事項

を削除いたします。また、第６条利子補給につきましては、設備資金「２．２５％」を「１．５

％」に繰下げいたします。附則につきましては施行期日の記載で、平成２５年４月１日以降の貸

付から適用する旨を謳っております。以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、②について説明がありましたが、何かご質問ございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 ないようですので、次に③の説明をお願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 清里町店舗出店等支援交付金事業について、ご説明いたします。９ページ目をお開き願います。 

 清里町店舗出店等支援交付金事業につきましては、１１月２０日開催の常任委員会で、申請者

の報告をしているところでありますが、１件、水元町１７番地 株式会社しれとこ丑代表取締役

村尾幸蔵氏より、１月２１日付で交付金事業の変更申請がございましたので、ご報告いたします。 

 当初申請では、店舗の新築での申請となっておりましたが、事業実施に係る空き店舗を村尾氏

が購入されたことにより、村尾氏が株式会社しれとこ丑に賃貸する空き店舗改修事業への変更と

なります。事業の効果につきましては、空き店舗の活用により工期の短縮及び木造から鉄骨造り

による建物耐用年数が長くなることです。補助経費につきましては、対象経費の３分の２、限度

額の３００万円については変更ございません。以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、③について説明がございましたが、何かご質問ございませんか。 

 

○前中委員 

 空き店舗活用に変更になった部分についてなんですけども、具体的にどこの店舗なのか、お話

できればお願いしたいのですが。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 前中委員のご質問にお答えいたします。店舗の場所等につきましては、旧辻組の事業所を村尾

氏が購入しまして、賃貸をして実施するという形で変更申請があがってきております。 

 

○池下委員 

 旧辻組という話なのですが、事務所だった所ということですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 今、池下委員からご質問があったとおり、事務所の１階部分を改修して店舗を実施するという

ことでございます。 
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○池下委員 

 確かあそこの物件は、斜里の開発工業が所有していたと思うのですが、そこから借りるという

ことで理解してよろしいですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 うちの方に申請がきた部分では、斜里の企業者の方と村尾氏の間で売買契約が行われて、村尾

氏が購入をして、しれとこ丑に貸出して、そこで店舗を実施するという形になります。 

 

○池下委員 

 それは村尾氏が個人的に買ってということですか。しれとこ丑という会社で買ってということ

ではなくて。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 変更申請の中身では、村尾幸蔵氏が購入して、村尾幸蔵氏からしれとこ丑の方に賃貸するとい

う形になります。 

 

○池下委員 

 今の説明を聞いていますと、村尾幸蔵氏が購入ししれとこ丑に貸すと。それを要するに空き店

舗活用の３００万の補助金でということなのですが、これってどうなんでしょうか。全く関係な

い所の建物を購入して事業をやるということなんでしょうけども、それは３００万の対象になる

のですか。 

 

○加藤委員 

 制度の中で、購入者と経営者が一緒という捉え方であるということで良いということなのです

か。個人が買った物を会社に貸付をして、その会社が事業展開をする。その事業展開をする時に、

代表者が一緒だから問題ないという捉え方なのか。あるいは、基本的に別であろうとも、空き店

舗の活用に事業展開される場合については、補助の対象になるという解釈なのか。その辺の捉え

方の部分だけ。 

 

○産業課長 

 加藤委員のご質問にお答えいたします。自ら買って自ら展開する場合も要綱に該当いたします。

そして、買った人と借りる人が、今回のように長期賃貸契約などを結んだ上で実施する場合も該

当いたします。店を展開する人と建物の所有者が別の場合でも該当しますので、どちらも補助要

綱に該当するということで整理しております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。なければ、次に④について説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 それでは説明させていただきます。別冊の清里町有林管理計画（見直し）をお開きください。 
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 中の黄色い部分につきましては、現計画からの変更部分となっております。 

 町有林管理計画につきましては、平成２５年度～平成２９年度までの５カ年を計画期間として

策定しております。この計画におきましては、森林形成を行っていくために必要となる方針や事

業の大まかな方向などを定めており、将来に引き継ぐための適切な管理を行っていくようにする

ものであります。全体の方針といたしまして、これまで長伐期施業ということで大径木の生産を

目指しておりましたが、近年の市況を見ますと、製材会社等の設備の関係上、大径木に対する需

要が少なくなってきており、中径木、小径木の需要にシフトしている状態にあります。今後は需

要側のニーズも考慮いたしまして、また森林の状況も踏まえながら適切な時期に施業を行うよう

にしていきたいと考えております。 

 計画を策定するにあたり、１ページの下段、Ⅳ．他計画との整合性ですが、他の計画との整合

性を図っております。特に清里町森林整備計画、平成２５年４月よりスタートする予定の清里町

森林経営計画におきましては、町有林のみならず町全体の森林施業のあり方を示しておりますの

で、こちらの内容に沿った計画になっております。 

 町有林の内容につきましては、２ページ～７ページまで詳細が記載されておりますが、現在２

９４．９ヘクタールの面積があります。それぞれ水源涵養林、防風林、保安林といった機能を持

たせております。樹種につきましてはカラマツが全体の５６％、トドマツが２１％となりまして、

この２樹種で町有林全体の７７％を占めております。７ページをお開きください。図２、表３の

とおり、町有林の半分以上を占めるカラマツにおきまして、４０年生以上の高齢級のものが８８

％を占めております。トドマツにつきましては現在、全てが４０年生を超えており、極端に偏っ

た齢級構成となっております。８ページからの管理実績としましては、皆伐、択伐、除伐といっ

たものが計画実績の方に取扱いがありませんでした。その他間伐や下刈につきましては、計画量

を下回っております。特に間伐につきましては事業執行量が計画量の２０％強となっております

が、これは、今後更新をしていくスケジュールの中で、調査・伐採等の順番待ちがありまして、

伐採や間伐を控えているところが原因であります。９ページの管理計画ですが、今後の経営方針

を各機能別、樹種別に記載しております。今後の施業方針としましては、高齢級に偏っています

町有林の齢級構成を、できるだけ早い時期に平準化を図っていくために更新を行っていくものと

しております。また、現在の町有林としての区分けには入っておりませんが、青葉牧場跡地、江

南牧場の麦用地を含む町有林につきまして、森林として植栽が可能な場所につきましては、でき

るだけ早い段階での施業を行うようにしていきたいと考えております。アカエゾマツにつきまし

ては、現在１２、３年の若齢級しかありませんので、保育のみの対象となりますが、カラマツ、

トドマツにつきましては、今後早い時期での更新を行うことが必要となります。特にトドマツに

つきましては、東部森林室の協力により調査を行っておりますが、高齢級の芯腐れが発生する可

能性等が高いということ、それに伴い商品価値がなくなることも予想されるとのことでしたので、

ここしばらくはトドマツ林を中心とした施業を考えており、カラマツはそれに伴い６０年以上の

年生が多くなりますが、腐れの少ない状況ということもありますので、間伐等による保育を行い、

皆伐等は後回しの施業を行っていきたいと考えております。１３ページの施業の方法以降につき

ましては、清里町森林整備計画により標準的な施業方針等を抜粋して記載しております。計画に

沿った内容となっておりまして、特別な内容とはなっておりません。実際に来年度から行う予定

となっている事業計画量につきましては、造林業者が施業できる量を見極めまして、多大な負荷

とならないようにしていきたいと考えております。また、皆伐や間伐につきましては、清里町森
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林経営計画により、それぞれ伐採量の上限値及び間伐量に対する下限値が示されることとなりま

すので、その範囲内での計画となります。なお、経営計画での上限値・下限値につきましては、

町有林のみならず町内全域、民間所有林を含む数値となりますので、年ごとに変動していくこと

が予想されます。これにより、町有林管理計画の計画値を全体の中で調整していくこととなりま

す。各小班の詳細の施業につきましては、清里町森林経営計画により計画されることとなります。 

 簡単ではありますが、説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、④の説明がありました。委員の方何かございませんか。 

 

○前中委員 

 今の説明を聞いていると、芯食いの発生の可能性が高いカラマツの所を優先して皆伐等々を行

っていきたいという説明なのですが、その計画現地での皆伐をやる段階で、例えば支障がないの

か。手前に例えばカラマツがあるとか、その辺に関してわかっている範囲でローテーションをゾ

ーニングしながら、おそらく皆伐していくと思うのですが、その中で植林も合わせて森林計画の

中でやっていくという話だと思うのですが。ちょっと今思ったのは、そういう部分でうまくゾー

ニングの中で皆伐できるのかどうか。 

 そしてもう１点。町営牧場の関係で緑の青葉牧場、江南牧場の第７牧区も合わせて森林計画の

中で植樹等をやっていくという話なのですが、緑に関してはある酪農組織が賃貸している。その

辺との話合いは今後のスケジュールとして、進めていってもらわなきゃ困るのですが、その２点

についてお話してほしいと思いますので、よろしくお願いします 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 まず１点目の、皆伐のゾーニングの関係ですが、こちらはトドマツ林を中心に行うということ

で、トドマツ林につきましては現在、青葉町有林のみに植栽されている状態となっております。

青葉町有林はご存知のとおり、ひょろ長い状態で両サイドに各小班が点在する形となっておりま

して、トドマツ林を切るにあたり、それに支障になるような小班はございません。さらに、こち

らを全部切ってしまうと木がなくなってしまうので、なるべく木が複層林という形で、全てがな

くならないように気を付けて施業を行っていく形になると思います。 

 

○産業課長 

 今、北川が説明した内容に追加いたしますが、皆伐につきましては、基本的に毎年１０ヘクタ

ール前後を目安に進めていきたいと考えております。樹種につきましては、芯腐れ等が入ってい

る可能性が高いので、トドマツを優先して進めてまいりたい。そして皆伐が終わった跡地につい

ては、翌年春植えなどをして全面積新植をして森に戻していくという考え方で、計画を今策定し

ているところでございます。 

 次に２点目の、旧青葉牧場並びに旧江南牧場の植林についての関係です。青葉町有林の皆伐跡

地で１０ヘクタールずつ推進いたしますと、毎年度の植林面積を青葉・江南で大幅な面積を実施

することは無理だと考えております。さらに、青葉牧場の方を優先して新植していく計画でござ

いますので、今作っている町有林管理計画の５カ年では、江南の旧牧場跡地まで新植に入ってい
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くことは不可能だと思っておりますが、牧場の牧野条例等も改正していく計画の中であって、条

文として１０ページの新規植栽地の確保の所に項目を加えさせていただいているところでござい

ます。青葉町有林につきましても、最大限５ヘクタールぐらいずつ新植していければ良いかなと

いう考え方を持っているところでございます。以上です。 

 

○前中委員 

 今、トドマツを優先して伐採していく計画が出て、景観上、やはり一気に伐採してしまうと、

かなり景観だとか強風だとかの関係でみっともないと言うか、ある程度の景観を損なわないよう

な計画だと説明があったのですが、じゃあ、トドマツが終わった後、カラマツ林の方はどのよう

な方法で、平準化という言葉が出ていたんですけども、その辺はまだ見えていない。要するに、

大径木の６０年超えのカラマツがかなり増えてきたと。やはり有利販売をするのであれば、説明

では中径木が良いと。でも、現時点では大径木のカラマツもそこそこ需要はあるのかなと思うん

ですけども、その辺の検討はどう考えているのか、お示ししてほしいと思います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 ただ今の質問ですが、トドマツにつきまして今後１０カ年の中でやっていく形になろうかと思

います。大体そのくらいでトドマツ林はなくなるかと思いますが、その後、カラマツ林に入る中

で、今現在、適齢伐期に至っているという状況にありまして、こちらの山を存続させていくには

間伐なりの保育、適正な材積量を保っていくという形になると思います。その後、間伐を終えま

して、その次には皆伐という形になりますが、それはトドマツが終わってからになりますので、

１０年なりの月日が経つかと思いますが、今度、トドマツの跡に植えた物がある程度育ちます。

そちらで補完しつつ、カラマツも広い範囲に植わさってますので、例えば１、２、３となってい

る場所を、１切って、２切ってという順番ではなく、１切ったら次は５を切るとか、そういう形

でちょっと場所を離しつつ、そこも山としての機能を保全しつつ施業を行っていくということが

必要になってくるかと思います。今後、山の調査なりも行いつつやらなければならないかなと思

いますが、現在カラマツにつきましては、倒木等がひどく発生していない限りは、間伐なりで対

応していきたいと考えております。 

 

○前中委員 

 そうしたら、トドマツの計画が終わった段階で、カラマツに移行すると。尚かつ、観賞機能も

持たせた中の皆伐計画で進めていくと。 

 そしてもう１点、聞き忘れたのですが、植樹の樹種はトドマツの後にはトドマツってことで良

いのか。あるいは違う物になるのか。具体的な樹種の選定についてまだなんですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 樹種につきましては現在、カラマツ・トドマツ以外にも新しい樹種としましてスーパーＦ１や

グイマツＦ１、鼠に強いとかそういった物もありますので、その中で手に入る物でなるべく良い

樹木を使うようにしたいと考えております。うちの町有林につきまして、広葉樹という物があま

り新植されていませんので、山の生物の保護も叫ばれておりますので、そのことから考えまして、

広葉樹につきましてもなるべく推進していきたいと考えております。 



 

- 25 - 

 

○加藤委員 

 トドマツ林から１０年間の計画だと言われたわけですが、既に標準伐採期を超えていて、非常

に製品としての問題点が心配される中で、１０年という期間は適当と捉えているのか。採算ベー

スやいろんなことを考えた時に、これが本当に最善の期間だと捉えているのですか。 

 

○産業課長 

 今、町有林の全面積は約３００ヘクタールで、４０年を超えている物がその内の９０％近くあ

るということですから、２００町を超えております。長伐期計画を立てた時に、８０年という年

数もあります。今、カラマツでは６０年を超えている物もございますので、２００ヘクタールを

１０年ずつ切っていっても２０年かかります。そうすると今、６０年の物が８０年になってしま

いますので、やはり２００町からある物を毎年１０ヘクタールずつ切ったとしても２０年かかっ

て、そうすると今年植えた物が２０年経つということになれば、山が裸になることもなく、また、

順番に森づくりがされていくということを考え、さらに今ある６０年を超えている物も８０年、

９０年までだと倒れることもない内に皆伐ができるというようなことを十分考えた中で、１０ヘ

クタール前後を切っていくというのが一番最適ではないかと考えております。 

 また、地元企業等から見ても、あまり大きな面積を毎年切っていくことは、企業的にも難しい

ことになる可能性も出てきますので、１０ヘクタール前後が最も適切な面積で、適切な期間では

なかろうかということで、今回の５カ年計画を立てているところでございます。 

 

○加藤委員 

 言っている意味はわかるのですが、森林としてきちっと整備していくというのは当然のことな

のですが、その時に、１０年間の間に製品としての価値が落ちないかという心配がある中で、森

林としての計画は良いけども、そうなった時に大きな負担を伴うような状況になった時に、また

変更、変更となっていかないのか。そういうことを踏まえた中でのある程度の計画を、現時点で

そういう状態の中で、今のトドマツを伐期した状態の中で、製品としての状態がきちっと可能で、

それが７０年になっても同じように可能な状態だという目途がたっているのかどうなのか。基本

的には今日まで置いたということに大きな問題点があるのではないかと思いますが、この論議は

もうしても意味がないことですので、これからの中で森林を再生していくという中では、短期間

でできることではないというのは十分にわかりますが、そういうことを踏まえた中で、本当に最

善な方法なのかどうか。あるいは町内業者がこれしかできないからということで、やってしまっ

て良いことなのかどうか。あるいはここまで来てしまったことについては、ある程度の自然の環

境の中では、やむを得なく早期にやらなければならない部分がないのかどうか。トータルとして

本当にうまくいく状態なのかどうか、ちょっとこれを見ていると、こっちの都合、こっちの都合

で、本当に製品としての価値が今の下り坂に来ているのに、尚かつ１０年かけますと。それはカ

ラマツも同じですから。町内業者だけの問題だけで整理していける状態なのかどうか。これにつ

いての考え方はどうなんでしょうか。 

 

○産業課長 

 毎年１０ヘクタール前後を皆伐し、新植していくという計画になっておりますが、木材市況な
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どもございますし、来年度トドマツからという考え方ですが、トドマツを切った時に東部森林室

が一番心配している芯腐れが入っているのではないかという想定は、切って見ないとわからない

部分もありますので、それらの状況も踏まえて、場合によってはもっと早く先行しなければなら

ない場合も出てくるかと思いますし、木材市況もありますし、いろんなことを検討しながら計画

に基づきながら、柔軟に対応してまいりたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 柔軟に考えていくと捉えた時に、確かに意味はわかりますが、実際問題として本当に製品とし

て最高の時期から下っていくということがあるとすれば、本当に計画そのものの変更は大幅にし

ていかなければならないと思うんですよ。まず、伐採を来年やるということですが、その辺を十

分に考えて進めていただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 行政がある程度、森林計画を立てた上での伐採許可が道なりから出てくるとなると、２６０町

のうち３０町とかっていうのは可能なんですか。今の話だと、あくまでも森林計画を策定して、

計画に基づいた中の植林の補助事業が一緒にセットで付いてくると思うので。先ほど加藤委員が

言ったように、柔軟性はあるかもしれないけども。そこら辺、確認の意味で。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 分量につきましては、先ほど課長からありましたとおり、１０ヘクタール前後ということであ

ります。ただ、これは先ほど説明しましたように、森林経営計画の中で伐採量と間伐量というも

のの上限値・下限値が発生してきます。こちらは町全体、民有林・町有林含めた全体の量から切

れる材積量が決定してきますが、これではできませんということになっておりますので、こちら

の方での調整ということになります。但し、切った後に新植ということで木を植えていきます。

木を植えますと、材積が発生してまいりますので、こちらもカウントしながらという形になりま

すので、全部がなくなるという形にはなりません。木は切りましたら植えるという原則でやりな

がら、進めていくという形になろうかなと思います。 

 

○澤田副委員長 

 民間の森林はどのくらいあるのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 町有林を含めて約１,３００町くらいあります。その内町有林が３００町です。 

 

○澤田副委員長 

 民間も含めた町全体の伐採面積というのは、道に提出されると言うか、カウントされるんだと

思うんですけども、民間が勝手にどんどん切り出したら、いくら町で伐採計画を作っていても、

１町村でそんなに切られては困るということにはならないのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 
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 こちらは民間も含めましての全体の伐採量という形になりますので、例えば、民有林で１００

町をいっぺんに切りますと言った場合には、どちらかの分量を減らす形、調整する必要は出てく

るかと思います。ただ、清里町におきましては、そういった大規模伐採というものができるよう

な場所もないと。大体が小さい場所で、１０ヘクタール未満の所がほとんどでありますので、そ

ういったことは発生しないとは思いますが、こちらについては今後、森林経営計画による伐採量

等の上限値・下限値が出た後に、それぞれの年度、その時々に、伐採しますという伐採の届出が

あってからの協議になるかと思います。 

 

○澤田副委員長 

 木の一定の採算性とか、そういうことはどういうふうに捉えているのか。従来、採算はあまり

合っていない状態なので、新植するにもお金がかかると思うので、その分くらいのお金にはなる

のか。サイクル的にやっていけるのか。そんなことは関係なく、伐期も既に遅れているからやら

なければならないんだけど、販売の方法だとかも今まで通りなのか。今後は違う方法でやってい

くのか。 

 

○産業課長 

 その山の樹種、林齢が何年経っているか、同じ面積でも３００本立っているとか６００本立っ

ているとか、いろんな差がございますので、単純に一山、１ヘクタールいくらになるとは言えな

いのですが、昨年辺り、東部森林室で計算してもらった部分からいきますと、カラマツで１ヘク

タール当たり約１５０万くらいかなという説明を受けております。そして、その木を切るのにか

かる経費が約１００万くらいかかりますから、差引すると５０万くらいという大まかな概々算で

ございます。ですから、澤田副委員長からお話がありましたように、新植する経費などは十分出

ます。新植については道の補助金もございますので十分出ますが、それからまた立派な山になる

までには当然経費がかかりますので、大きな儲けが出るということはあまり期待できないのかな

と思います。 

 あと、市況が下がってマイナスになっても、伐期が来ているから切るのかということについて

は、町長と話している中では、明らかに赤字になるのがはっきりしているものについては、十分

検討してからかからなければならないと。何が何でも切らなければならないというものではない

というスタンスでおります。 

 それから、山の木の販売について、今まで説明しているような内容で考えているのかというこ

とについては、津別町などでは計画的にずっとやっているのですが、一山いくら、ここにある山

の木をいくらで売ります、買いますというやり方をしているようでございます。この場合にはい

くつかのルートがございまして、入札にかける前に、そこの面積にある全ての樹種を１本１本、

毎木調査を実施した上で、切る前にこのくらいの材積があるから今の市況でいくとこれくらいの

価格になりますが、といったやり方をしているようです。こういうやり方も一つの方法ですし、

今まで説明してきました切る部分については切る経費を払って、出てきた材積は材積として売り

ますという方法もあるようです。ですから、どちらでやるかは今検討しているところでございま

すので、もう少しお時間をいただきたいと思います。 

 

○澤田副委員長 
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 売り方の方法は検討できるのですか。前に一般質問をした時には、切るのは切る、出た物を売

るのは売る、入札という形でしかできないと言っていたと思うのですが、有利な方法と言うか、

選択できる余地があるのか。 

 

○産業課長 

 一山いくらという方が有利とか、そういうことではございません。指名競争入札にかける時に、

ここの山にある木をいついつまでに切り出して持って行ってくださいというやり方と、町がきち

んと切って、土場にある材積を確認した上でこの木を買ってくださいという、２通りのやり方が

あるということです。どちらを選択するかについては、指名競争入札をかける町の考え方ででき

るということです。ただ、一山いくらでやる場合については、条例とか規則の部分を整備する必

要があるようでございますので、その辺の事務処理の部分を今、十分に検討しているという状況

でございます。 

 

○田中委員 

 従来は業者に頼んで切って、その木はまた売るというやり方だったわけでありますが、町内の

山の関係をやっている方に聞いたのですが、うちの町はなぜ一山で、面積で売らないのかと、そ

ういう話も聞くわけです。さっき課長が言われてましたけども、１ヘクタール当たり１５０万く

らい、切るのに１００万くらいかかるという話なのですが、私が聞いた話では最低でも大体１ヘ

クタール１００万くらいでは売買になるのではないかと。町の場合は毎木調査とか、そういうこ

とをしなければならないのか。条例なりでそういうのがあって、いろいろあるのかもしれないけ

ども、いずれにしても、これは町名義の土地と言えども、町民の貴重な財産ですので、少しでも

有利な方法で実施していってもらいたいと思います。どっちの方法が良いのか、有利なのか、町

として本当に十分に検討して取り組んでいただきたいなと思います。 

 

○産業課長 

 町の場合は財務規則などもございますので、今まで町長も一般質問等で言っているとおり、切

るのにいくらかかるかとか、切った木がいくらの価値があって売れるかとか、そういう部分での

やり方で明確にしていくか。一山いくらでやるにしても、樹種別に全木の材積を把握した上でや

れるかという部分で、いずれにいたしましても、明確な積算などをした上でなければ、行政の場

合はできないということであります。個人の場合は一山１００万でどうだろうとか、１２０万で

どうだろうということが可能かと思いますが、町の場合はそういうことはできませんので、その

辺は規則なり条例があるということで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○澤田副委員長 

 一山いくらで買う人も、材積と言うか、積算はきっちりしていると思うんですよね。積算はき

ちっと合うように一般業者もやっていると思うので、その方法だと思うんですよね。 

 

○産業課長 

 民間の人が売ったり買ったりする場合も、正確に１本１本はしないにしても、大まかな部分で

このくらい材積があるからこのくらいでどうかということで、取引きされているのではなかろう
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かと思います。ただ、町の場合は入札書などを作る時に、明細書を付けて、このくらいの材積が

あるということで入札に出します。その時にあくまでも概算でこのくらいとは付けれませんので、

どうしても毎木調査も必要になってきますし、そういう形になろうかと思います。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。よろしいですか。なければ、次に⑤について説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 パパスランド業務委託の実績（第３四半期）についてご説明いたします。１０ページ目をお開

き願います。 

 パパスランドの４月～１２月までの収支状況についてご説明いたします。本年度、パパスラン

ドの新設に伴い、既存パパスランドの管理運営形態を指定管理者ではなく業務委託で行っており、

収入につきましては町に全額を収入し、支出につきましては業務委託費として町が支出している

ところであり、今回、第３四半期の歳入・歳出状況をご説明いたします。 

 表の左側が収入・支出の金額、一番右側が当初予算計上時に算出した項目別の予算額となって

おります。収入につきましては、当初３,４２０万円を計上しておりましたが、１２月末現在で２,

７５５万９千円となっており、当初予算対比で６６４万１千円となり、残り１月～３月までの３

ヶ月で予算を上回るのは厳しい状況にあります。支出につきましては、当初予算計上が人件費１,

７６０万円、原材料費１,４７０万円、業務推進費１,９５５万９千円の、５,１８５万９千円とな

っており、現在までの結果で推移いたしますと、人件費・原材料費が予算を上回り、業務推進費

につきましては予算を下回り、支出合計も委託費を下回ると思われます。なお、３月分の委託費

におきまして精算を行ってまいります。以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑤について説明がございました。何かご質問はございませんか。 

 

○加藤委員 

 基本的に売上が計画当初より下がる状態にあると言われていまして、この表の中で、販売と食

堂売上の部分が下がるであろうと。しかし、支出の食堂部門の材料代については既に予算と同等

だと。売上が少ないのに、もう既に材料関係、消耗品関係については満度まできちゃっていると

いうことですよね。この辺の精査はされているのか。 

 

○産業課長 

 人件費とか原材料費の個別の業者との付け合わせは行っておりませんが、全体としまして１２

月末現在で、収入については当初予算額に比べて厳しいような状況にあるようですが、支出につ

いても収入が減収する部分については、できるだけ支出もそれに近いだけ抑えていただくように、

鋭意努力していただくようにということについては、社長にお伝えをしているところでございま

す。そのような中で、業者の方でも今後３ヶ月間でできるだけ収入を増やすように、そして支出

は抑えるような形の中で、収入と支出の差が大きくならないように最大限努力していくという話

をされているところでございます。 
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○加藤委員 

 それは当然のことなのですが、部分的には精査していませんと。そして３月に精算しますと言

う話で良いのか。食堂売上が見込みまでいきませんと言っていますが、ここの当初予算額は１２

月までの計画数字なのですか。それとも１年間の計画数字なのですか。１２月までで１,２７１万

６,７８０円というのが売上額なんでしょ。 

 

○産業課長 

 当初予算額は平成２４年度１年間の金額となっております。 

 

○加藤委員 

 食堂の売上は現時点の見込みで足りない。これは終わってみないとわかりませんが、その原材

料費の食堂部門の材料費が、既に年間予算とほぼ同額使ってしまっている。売上が上がらなかっ

たら、肉や野菜などの材料も当然減ってこないとならない。これ以上、１月からは購入がなされ

ないのかどうかはわかりませんが、業務委託ですから、売上はこれしかありませんでした、かか

った経費はこれだけかかりましたと。確かにそういうことですが、実際には売上と比例していく

経費も出てくるはずです。この辺について十分調査・精査しながら、今後に向かって指導してい

ただきたいと思います。 

 

○産業課長 

 今後３ヶ月間で、収入についてはより一層、当初予算額に近付くように、また支出につきまし

てはできるだけ経費を抑えるように努めるように、申し入れてまいりたいと思っております。ま

た、食堂部門の材料費につきましては、残り３ヶ月で当初予算に対してかなり近付いているとい

うことで、その辺の原因についても確認をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○勝又委員 

 今、食堂売上の関係で、当初予算の額は材料費の額から見て、見込みが甘かったのかどうかわ

からないけども、売上から材料費を引くとこれは売上原価ですよね。その中で今の推移で見ると、

合計が約５０％と。僕も店をやっているのですが、原材料費で半分もかかると、儲からないよう

な仕組みになってしまっているように見えるんだよね。当初予算額から追っていくと大体良いん

じゃないかなと思うんですけども、今の時点では材料費がちょっとかかり過ぎているのかなと。

この辺を含めて、当局側にどれだけ認識があるのかなと。通常の観点で捉えた時に、あまりにも

売上原価がかかり過ぎている気がします。ただ、これは今、業務委託でやっていますが、４月か

らは指定管理でやるわけですから、そういう部分も含めてこれからの経営について、適切なアド

バイスができるようにしてもらいたいなと思います。 

 

○産業課長 

 売上に対する原材料などの経費率の専門的なところで今、教えていただいている部分もありま

すので、その辺も含めながら業者の方に調査・確認をしていきたいと思います。 
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○村島委員長 

 他にありませんか。よろしければ⑤についてはこれで終わります。 

 次に⑥について説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 パパスランド改修事業スケジュールについて、ご説明いたします。１１ページをお開きくださ

い。 

 パパスランドの建設工事につきましては、３月８日の工期に向けて、施工業者において鋭意努

力をしているところでありますが、全国的な型枠大工の人夫不足と１２月の降雪で、工事が遅れ

ている状況にあります。現場では遅れを取り戻すよう努力しているとの報告を受けております。

現段階では４月１日より指定管理業務を開始し、早い段階で町としてのオープンセレモニーを予

定しております。なお、平成２５年度に駐車場工事を実施しますが、現パパスランドの解体工事

の状況により、並行して駐車場工事も実施してまいります。それまでの間、来場者には不便をか

けることもございますが、極力来場者の動線が取れるよう、工事区間を分割し実施するように考

えております。以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑥の説明がございました。委員の方何かございませんか。 

 

○池下委員 

 当初は４月１日オープン予定ということでスタートしたのですが、ここに４月上旬と書いてあ

りますが、大体の見込みはいつ頃なのか。それは工事の状況によって変わると思いますし、今後

また雪の状況がどういうふうになるかとか、業者が人がいなくてどういうふうになるかという問

題も絡んでくると思いますが、例えばこれが半月とか２０日とかまでオープンが遅れた場合、指

定管理の金額とか、当然算定した当初の１,２００万にはならないと思うのですが、その辺は町と

してはどのように考えているのか。 

 

○産業課長 

 工事に関する工期につきましては、３月８日ということで契約しておりますが、この３月８日

に対しまして、ただ今野呂田総括が説明したように、業者からは遅れているという報告を受けて

おりますが、工期内完了を目指して最大限努力するということで、町長の方に報告がありました

ので、工期の影響でオープンが遅れるということは現時点では考えておりません。以前に出して

いるスケジュールでは４月１日オープン予定と書いてありましたが、４月１日から指定管理業務

がスタートしますので、その日にいきなりオープンということは、指定管理業者の方も準備もあ

るとおっしゃっておりますので、４月１日以降の良い日取りの時にオープンする日を決めていき

たい、いきましょうということで今進めているところでございまして、オープン予定については

４月の早い段階でオープンできればということで、これから日にちを決めていきたいと考えてお

ります。 

 



 

- 32 - 

○加藤委員 

 加工室・屋内遊技場は４月１日から休館して、５月上旬から工事して１０月下旬に完成という

スケジュールになっているわけですが、先日の広報の中に、この管理者の募集要項があったわけ

ですが、これだけ休館する中での応募内容について、どういう状態になっているのか。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 この後、説明をさせていただこうと思っておりましたが。 

 

○加藤委員 

 それなら後からで良いです。 

 

○村島委員長 

 現在の進捗状況で、実際のところどのくらい遅れているのですか。 

 

○産業課長 

 先ほども申し上げましたとおり、１２月下旬に業者の方が町長に報告した中では、遅れている

と。２週間とかと言ったと思うのですが、最大限努力して挽回していきたいということでござい

ます。業者の方には工期が過ぎてから遅れましたとかではなくて、その場合にはきちんとした書

面をもって報告をという話をしているのですが、今のところ町長の方に遅れているから云々とい

った書面は来ておりません。ですから、私の方でも今段階でどのくらい遅れているかということ

は把握しておりません。いろんな情報を耳にしていると思いますが、町としては最大限努力する

ということで、整理をしているところでございます。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。なければ⑥を終わりまして、次に⑦について説明願います。 

 

○産業課長 

 釧路港東港区水面貯木場の使用に関する要望について、１２ページ～１３ページで説明いたし

ますので、お開き願います。 

 昨年１２月の新聞報道により、釧路港東港区水面貯木場の廃止に関する記事が掲載されたこと

に伴い、貯木場の廃止は札鶴ベニヤ株式会社にとって、創業自体が危ぶまれる状況になることも

想定されることから、札鶴ベニヤ株式会社の本社がおかれている清里町と、従業員３６０人を擁

する白糠工場、恋問工場を有する白糠町の両町で、水面貯木場の管理運営をする釧路市長に対し、

１２ページの要望書を手渡し、要望を行っておりますので、ご報告いたします。要望年月日につ

きましては、平成２４年１２月２７日、要望場所は釧路市役所でございます。要望者は清里町、

白糠町の両町の町長並びに議会議長、オブザーバーとして釧路市議会議長、高橋道議、小松道議

が出席しております。要望の趣旨につきましては、要望書の下の方に記載のとおり、当分の間貯

木場を使用できるようにとの要望を行いましたが、結果といたしましては１３ページの新聞報道

のとおり、釧路市長が廃止方針を譲らなかったため、時間切れで物別れとなっている状況でござ

います。 
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 それでは、貯木場に係る経過等について、若干お知らせをいたします。釧路港東港区水面貯木

場は昭和４２年に南洋材の購入を容易にするために、国費事業により整備が図られており、ピー

ク時には６社が使用してきましたが、南洋材の取扱量の減少などにより、現在は札鶴ベニヤ株式

会社が最大のユーザーとなっているものでございます。また、平成２３年７月に釧路市役所の担

当者が清里町に来られております。その時の情報説明では、現在ある貯木場２４ヘクタールの内、

１４ヘクタールは埋立てをしますが、１０ヘクタールについては残すので、札鶴ベニヤの水面貯

木場の使用について問題は起こらないという説明が、釧路市役所の担当者から清里町にあったと

ころでございます。従いまして、昨年末の新聞報道のように、水面貯木場を廃止するという話に

ついては、当町にとりましては全く想定していなかったものでございます。また、先般１２月２

７日に釧路市役所に要望に行った際に、白糠町の担当者も来ておりましたのでお話を聞いたとこ

ろ、白糠町においても当町と全く同じような内容を、釧路市役所の担当者から説明を受けており、

新聞報道があって初めて廃止することを知ったという状況でございましたので、お知らせをいた

します。 

 なお、１３ページにつきましては、両町長、議長が行って要望した時の翌日の新聞記事ですの

で、ご参照いただければと思います。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、⑦の説明がございました。委員の方から何か質問はございますか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、次に⑧について説明願います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは、パパスランド活動施設及び屋内遊技場、パークゴルフ場の管理業務委託について、

ご説明申し上げます。１４～１５ページをご覧ください。 

 まず、１４ページでございますが、対象施設につきましては、活動施設５９４平方メートル、

屋内遊技場６０１平方メートル、パークゴルフ場１６,３７９平方メートルの管理について、管理

業務委託方式として進めてまいりたいと考えております。業務内容につきましては、大きく分け

て、保安防災業務、フロント業務、清掃・除雪業務のそれぞれの項目ごとにありますが、それら

を業務委託するものでございます。業務委託費につきましては２０１万３千円（業務精算方式）

を予算計上してまいりたいと考えております。積算の内訳につきましては１５ページでご説明申

し上げますので、１５ページをご覧ください。パパスランド活動施設等収支予算（案）でござい

ますが、こちらの記載の支出の項目、社会保険料３万３千円、賃金１８３万円、除草剤散布委託

１５万円、合計しまして２０１万３千円となってございます。業務委託者の募集期間は２月１日

～２月２０日までとし、応募資格につきましては、町に事務所及び事業所を有し、定められた業

務を円滑に管理できる法人、その他の団体で、従業員は清里町内に在住することとして、募集を

進めたいと考えております。業務委託費につきましては、新年度当初予算で計上させていただき

たいと考えております。以上で終わります。 

 

○村島委員長 
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 ただ今、⑧の説明がございました。何かご質問はございませんか。 

 

○加藤委員 

 基本的にこういう状態でやるということですが、既に募集かけていますよね。２月１日から募

集をかけますという要項で出ていますよね。これを今の時点で委員会に出てくるというのはどう

いうことなのか。しかも、先ほどちょっと言おうと思ったのですが、ああいう形で９月まで休止

すると言いながら、その採用内容、その報告、募集した人員１名については、どういう形で。こ

の業務委託は個人に業務委託するのもＯＫなのか。これを見ると個人ではないような資格内容に

なっていると思うのですが。それから、金額についても当初言われていたものとは違うような数

字が出ているようなのですが。そういう検討する場もなしに、事業が展開されているような気が

するのですが。報告だけというならそれで良いですが。 

 

○産業課長 

 １５ページの平成２５年度予算案の支出の部で、総額２９６万２千円になりまして、その内、

業務委託に出す分として社会保険料、賃金、除草剤散布委託の部分を業務委託に出すという考え

方でございます。総額２９６万円についてですが、昨年９月の時にパパスランドの指定管理の関

係に合わせて、１年間業務委託を実施した場合については３２７万２千円かかるという説明をし

ていた数字を基礎といたしまして、平成２５年度については加工室の部分が一時休館する部分が

ありますので賃金の部分、社会保険料の部分については、予定している営業期間をもって人件費

を積算し、行っているものでございます。なお、担当から説明いたしましたとおり、オープン時

期などが未定なことから、委託料については精算方式で行わせていただきますということをもっ

て、１月１５日付お知らせで募集をかけているところでございますので、ご理解を賜りたいと思

います。 

 

○村島委員長 

 他にないですか。良いですか。なければ次に進みます。⑨について説明願います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは、庭園のまちづくり構想事業（景観・休憩スポットの整備）について、ご説明申し上

げます。１６ページをご覧ください。 

 現在、道道摩周湖斜里線沿線において実施されております、道道の拡幅工事に合わせまして、

平成２５年度に北海道が駐車帯を整備することが決まりました。場所につきましては、図面に記

載しておりますが、上斜里１３４０－１の土地になります。北海道では平成２５年度に入りまし

たら用地確定・用地買収をするということで、現在進められております。この全体面積３,５４９

平方メートルの内、駐車帯で買収されます用地を除いた残地について、駐車帯と一体となった景

観・休憩スポットとして整備を進めてまいりたいと考えてございます。この整備に係る用地買収

について、所有者と売買のお話を進めさせていただきたいと考えております。 

 なお、用地買収及び整備に関する費用につきましては、道道の用地確定後の積算、予算計上と

考えておりますので、ご理解賜りますようよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。 
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○村島委員長 

 ただ今、説明がありましたが、何かご質問はありませんか。 

 

○加藤委員 

 畑の面積が３,５４９平方メートルで駐車帯を除いて残る面積は、大体どのくらいなのですか。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 道の測量がまだ確定しておりませんので、正確な数字は申し上げられませんが、２反分程度は

残地として残ると考えてございます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。なければ、次に⑩について説明願います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 平成２４年度補正予算要望について、ご説明申し上げます。平成２４年度国の補正予算に関連

しまして、３月で補正を予定している事業について、１７ページを武山、１８ページを山嵜がご

説明申し上げます。 

 それでは１７ページをご覧ください。清里町農業協同組合の澱粉工場で現在導入しております

深層曝気処理施設の増設について、国の平成２４年度補正予算に関連して要望を行っております。

要望の内容については、深層曝気処理設備 直径１．５メートル×５２メートル×３基、処理液

貯留槽１万立方メートルの造成、付帯機器及び工事で、全体事業費３億４,６５０万円で要望をし

ております。お手元の資料には強い農業づくり事業交付金に係る資料となっておりますが、現在

は農水省直轄事業であります、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金の事業として、採択要望

作業を進めております。採択になりましたら、３月の補正予算に計上することとなりますので、

ご理解を賜りますようお願いいたします。 

 

○農業Ｇ主査 

 続きまして、私の方から農地開発分の事業について説明させていただきます。１８ページをご

覧ください。 

 国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会で管理しております、緑ダムなどの農業用配水

施設が老朽化に伴い、通信エラーなどが発生しております。そのため今回、国の平成２４年度補

正予算を活用いたしまして、農業水利施設保全合理化事業を行い、用水管理システム等の更新を

行うことになりました。総事業費５億円、国の補助率５３％で国費２億６,５００万円。残りの２

億３,５００万円が地元負担となります。申請等は国営畑地かんがい斜網地域維持管理協議会で行

います。このことにより、国営畑地かんがい斜網地域維持管理協議会負担金の増額が見込まれま

すが、詳細はまだ決定しておりません。１８ページに記載されております、地域の元気臨時交付

金ですが、こちらもあくまで参考となっており、まだ詳細は決まっておりません。詳細が決定次

第、常任委員会にお諮りしたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。 

 

○村島委員長 
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 ただ今、説明がございましたが、何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 なければ、次に進みます。それでは⑪について説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 平成２４年度清里焼酎販売実績（第３四半期）についてご説明申し上げますので、１９ページ

をお開きください。 

 ４月～１２月までの販売累計額は５,７１８万４,１０７円となっております。アルコール度数ご

との内訳で申し上げますと、表の一番右側が前年度対比ですが、１２％製品で１万６,５９６円の

減、２０％製品で２４万９,４０７円の増、２５％製品で８１万３,８９８円の増、３５％製品で６

万７,６５６円の減、４４％製品で１２６万４,９０５円の増となっております。製品では２５％製

品の浪漫倶楽部、４４％製品の北緯４４度、清里セレクションが増えております。その他酒類が

減となっておりますが、これは昨年終売いたしましたパパスファームオム、オホーツク等の関係

で減となっております。酒類全体では５８万５,２８０円の増となっております。清里の水につき

ましては前年度対比で６６万７,８６５円の減となっておりますが、昨年は東日本大震災の関係で

増えております。合わせて送料が６５万３３０円の減となっておりますが、昨年度は焼酎ボンボ

ンを焼酎工場で販売しており、その売上分１,６３４個、５８万３,３３８円が計上されております。

なお、焼酎ボンボンにつきましては、一昨年１０月に町内の小売店に引き継いでいただいて、販

売を継続しております。全体的な予算執行率では、財産収入予算６,７２０万円と比較して、執行

率は８５．１％となっております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、１９ページについての説明がございましたが、何かご質問ございませんか。 

 

○前中委員 

 焼酎の各度数ごとの製品、浪漫倶楽部や北緯４４度については出荷本数も増えている中で、そ

れなりの売上があるのかなと思います。それで、小売店向けの価格で浪漫倶楽部についてはかな

り出していることは承知しているのですが、町内の飲食店に限って言えば、なかなか町内の飲食

店での浪漫倶楽部の利用が現状では単価が高い。そこら辺、わが町の焼酎の飲む量を増やすため

の何か仕掛けと言うか、何かその辺の方策を考えてほしい。それはやっぱりおいしいので、他の

メーカーの焼酎もいろいろありますが、それに比べて飲食店で飲む時の単価に結構開きがあるか

なと。何とかそこの差を縮めるなりして、町内の飲食店で飲むということを喚起と言うか、そう

いう施策をちょっと考えてほしい。せっかくグループ制になって、いろんな部分で販売促進をグ

ループ制の中でやるということが町長からも出ているので、もう少しリーダーシップと言うか、

何か説明できるものがあればお聞きしたいのですが。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 前中委員ご指摘のとおり、昨年４月から地元の小売店には卸を通さないで、直接工場から卸さ

せていただいておりまして、売っている価格も従来よりは下がった価格になっております。飲食
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店における販売価格との関係でございますが、なかなか現状ではあまり小売店に飲食店に渡す価

格についての話は、独占禁止法等の話もあって、なかなか難しいところではございますが、現実

的に他の焼酎と比べて、飲食店での提供価格が違うことによって、量が進まないという部分もあ

ろうかと思いますので、相手のあることではございますが、強制にならないように小売店にお話

をできればと。内部でも十分協議させていただいて、進めていければと考えております。 

 

○前中委員 

 問題は飲食店組合に対しての行政からのインセンティブが何かできないかということなので。

指導ではなくて。町内の飲食店で浪漫倶楽部をお客さんに提供する時に、金銭的な部分でなくて

も、ポイントでも良いし、何か考えてほしいなと思います。そこら辺をもう少し熟慮しながら、

何か方策を練ってほしい。そうすれば、またわが町の焼酎ということで飲食業も伸びる、あるい

はそれがいろんな分野に発展して、町民個々がＰＲできればと。自分たちも町内の飲食店であま

り飲まれないのは寂しいので、やはり清里の地酒なので、その辺を喚起することも含めて飲食店

組合の方にも施策を今後考えていってほしいと思いますが。 

 

○産業課長 

 昨年４月から小売店には今までよりも１００円くらい安い価格で入れているので、私たちとし

ては勝手な判断ですが、小売店から飲食店の方にも価格が下がっていってくれれば、飲食店でも

少しは価格が下がるかなと期待していたのですが、現実はあまり金額は変わっていないのかなと

思っております。それから、他社の焼酎と比べて高いということについては、何とか清里町の地

酒だから小売店だけでなくて飲食店でも、例えば他社の焼酎と同じくらいの価格で、気軽に飲ん

でいただけるような雰囲気を作りたいと思っておりますが、なかなか名案が浮かびません。我々

も十分考えていきますが、何か良い案がありましたら教えていただきたいと思います。 

 

○田中委員 

 今、課長が言われたとおり、卸を通さないで工場から直接地元の小売店に出していることによ

って、地元の小売店も焼酎販売に対しては意欲を持って売り込んでくれるのかなと、そんな期待

もあったわけですが、実際には値段も変わっていない。焼酎を製造している方としても、小売店

にもう少し呼びかけて、努力してもらうようにしていただきたい。未だに町外から買ってきた方

が安いという状況もありますので、何か良い方法を考えていっていただきたいと思います。 

 それと、この表の中にある訓粋なんかはすごく安いんだけど、この金額で合っているのか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 今ご質問をいただきました訓粋ですが、訓子府町のじゃがいもを使用した製品でございますが、

こちらにつきましては製造はもちろん私どもの工場でしておりますが、瓶、ラベル、表示シール、

段ボール、原料のじゃがいもと全て、ＨＰＩという会社が元請けになっておりまして、そちらの

方で現物を提供していただいておりますので、その部分をはじいて原価を計算しておりますので、

それでこういった単価になっております。 

 

○村島委員長 
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 他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、最後⑫について説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは、２０ページをお開き願います。製品リニューアルアドバイスの関係でございます。

焼酎資材として容器・キャップ・ラベル・化粧箱等のリニューアルということで記載させていた

だいておりますが、昨年９月にデザイナー３名にお願いをして、製品のリニューアルのデザイン

などを検討していただくということで、まず左側の当初の部分から説明させていただきます。９

月にアドバイス奨励報償金ということで１２０万円補正させていただいております。当初ご説明

した中では、平成２４年度中にまとまる形になるということでお話を申し上げておりました。初

回は１０月２８日～３０日まで、デザイナー３名が来られまして、いろいろと打合せをさせてい

ただいたところでございます。その時の予定としましては、中間報告としまして、１回目を昨年

１１月下旬、２回目を今年の３月上旬頃、その成果としての納品時期を今年度中の３月下旬とい

うことで予定しておりましたが、その後、打合せ等を重ねてまいります内に、変更が生じてきて

おります。変更部分についてご説明申し上げたいと思います。まず予算的な関係でございますが、

これはこれからの予定ですが、今年度中にあと１回の来町ということで、予算額は１００万円で

２０万円の減額となります。これはあくまでこちらの予定でございます。内訳としては１回目は

変更ありませんが、２回目以降を１０万円×４人で４０万円ということで、２０万円の減額を予

定しております。そして、デザインの成果が完成するまで、期間的に延びることが予想されてお

りますので、新年度の平成２５年度でデザイナー４人分、１０万円×４人×３回で１２０万円、

さらに完成報告書の印刷に２０万円、合わせて１４０万円ほど新年度で予算計上してまいりたい

と考えております。中間報告の日程の部分ですが、２４年度は３月１日～３日にかけて一度来町

して、打合せを重ねてまいります。それから新年度に３回ほど打合せ、中間報告等を重ねてまい

りまして、今予定しております納品時期は２５年１０月下旬となっております。デザインの概要

につきましては、焼酎のブランドに向けた総合的なデザインということで変更ありません。こう

いった日程等の変更の理由としましては、打合せを重ねてまいります内に、総合的なデザインを

行うためには、清里のことをもっと知る。１回、２回じゃなくて、何回か来て季節的なもの、ま

たは住民の方との交流等でイメージを膨らましていきたいというデザイナーの意向がございまし

て、こういった形で変更をしてまいりたいと考えております。 

 次に、２１ページをお開きください。米麹試験についてでございます。表に記載されておりま

すように、麹原料に従来使用している麦ではなく、米を使用した焼酎の仕込みを実施いたしまし

た。試験の内訳をしましては、麹菌は白麹菌、これは現在使用している物です。それと黒麹菌と

黄麹菌の３種類でございます。仕込みの規模としましては、麹原料に使う米が４キロ、主原料の

じゃがいもが４．５キロで実施しております。１１月２２日の白麹の仕込みから実施しまして、

本年１月５日にかけてそれぞれ蒸留をしております。製造数量につきましては、白麹で２,６００

ミリリットル、２．６リットルでございます。黒麹で３,１７０ミリリットル、黄麹で１,７５０ミ

リリットルでございます。なお、黄麹の製造数量が少なくなって、アルコール度数も低くなって

おりますが、これは最後の蒸留作業の工程の中でミスをしてしまいまして、製造数量が少なくな
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っております。現在、製造いたしました焼酎につきましては、貯蔵・熟成をいたしておりますが、

３ヶ月程度で酒が落ち着いて、試飲等ができるのではないかと考えております。以上で説明を終

わります。 

 

○村島委員長 

 最後の⑫の説明がございました。何かございませんか。 

 

○勝又委員 

 参考までに、麹の試験なんだけど、できる数量とアルコール度数が、原材料が同じでこれだけ

違うのはどういう理由なんですか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 同じ原料を使いましても、温度経過を同じようにしてはいるのですが、やはり微生物を扱って

おりますので、発酵する量の違いですとか、使っています蒸留器が大体２０～３０リットル入る

物なのですが、同じように操作しているつもりではありますが、やはり違いが出てくるようであ

ります。 

 

○池下委員 

 この販売促進活動についてお伺いしたいのですが、当初１２０万円の予算が１４０万円になっ

たと。デザイナーも３人から４人に増えたと。当初３月下旬だった納品時期も１０月下旬に変更

ということで、実際半年くらい遅れているわけですが、やはりこれだけお金をかけて、良いデザ

イナーで、良い物を造っていただいても、販売の仕方によって売れる、売れないというのがある

と思う。その辺焼酎事業も所管の産業課のグループ制の中でやっていくということで話は聞いて

おりますが、今後これだけお金をかけた物をどういう活動で売っていくのか。その具体案はある

のですか。課長にお伺いしたいのですが。 

 

○産業課長 

 清里焼酎につきましては、昭和５０年くらいから本日まで約３０数年経っておりますが、ラベ

ルや瓶やキャップについては、専門的な方に支援をいただきながら作った経過はないと伺ってお

ります。そういう中で今回、きよさとやマイルド２０については昔は角瓶でしたが、その瓶がな

くなったことから丸瓶になっているということもありますし、専門的な方から見れば、このラベ

ルでよくここまで焼酎が売れてきましたねと言われるようなこともございまして、今回、私はこ

の江戸川大学の鈴木先生とか、３人の若いデザイナーとは面識はなかったのですが、こういう新

人賞を取った優秀な方がおりますよということで、今回お願いをすることになりました。この先

生方の感想を聞きますと、商品はおいしいだけで売れるのではなくて、ラベルとかそういう物に

よって消費者が買ってくれるということもあるということでございますので、最終的にどういう

デザインが出てくるかは想定できないのですが、そういうデザインのもとに、清里焼酎の販売が

促進されることを期待していきたいと考えております。 

 それから、焼酎工場としての販売促進についてでございますが、昨年中国にも行っております

し、首都圏でマックスバリューが本格的に扱っていただけるということもありまして、１１月に
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はそちらの方にも店頭ＰＲに行ってきておりますし、オリジナルラベルを作って販売を進めたり、

今までネット販売や過去に購入された方にチラシを送って申込みを受けるなど、いろんな面で活

動は行っておりますが、結果としては、先ほど販売実績で説明したとおり、焼酎ブームでないだ

けに販売を伸ばすには時間がかかっておりますが、今後あらゆる手段を使いながら、焼酎の販売

実績に努めてまいりたいと考えてございます。 

 

○池下委員 

 今の課長の答弁を聞いて、要するに具体的にＰＲをこういうふうにするとか、販売網をこうい

うふうにするとか、今１月ですけども、来年度に向けて１０月にデザインができる前に、販売網

の具体案とかそういうものを打ち出していかないと、せっかく町長が産業課に焼酎を持ってきた

意味合いがなくなるんじゃないですか。グループ制でやれるから大丈夫だという町長の考えに、

今の課長の答弁ではちょっとそぐわないような気がするのですが。 

 

○産業課長 

 私の力不足なのかもしれませんが、確かに産業課グループには来ましたが、今まではそのスタ

ッフとして副町長も焼酎工場の仕事を手伝っておりましたが、人員が減って産業課に持って来て、

新たなことを出そうと思っても、私の力不足でなかなかそこまでいっていないというのが現実で

す。大変申し訳ないです。 

 それは別といたしまして、ラベル関係が３月１日に来て中間発表がなされるのですが、どのよ

うな形で出てくるのか全く皆目見当がつきませんので、それらが少しずつ描かれてきてから、２

５年度の予算の中で十分検討してまいりたいと考えております。３月１日から３日間でまず１回

目の中間報告が出ますので。そして５月くらいに来た時は、いろんなプレゼンテーションのよう

なものも行いながら、町民にＰＲするということもできてきますので、この辺で色とか形とかも

出てくると思いますので、その辺を踏まえながらどういう形で戦略を進めるか、十分考えて進め

てまいりたいと考えております。 

 

○前中委員 

 販売促進活動として、デザイナーの件が出ていたのですが、僕はちょっと違った観点で考える

と、商品を販売するとなると、それなりの広告料なり販売経費がかかるんですけども、ある面、

新進気鋭の若手のデザイナーはデザイナーの世界があって、その中で仮にこの地域貢献の中で１

つのラベルを作ったというのは、一つの広告媒体として活用されれば、単純なラベルの開発費じ

ゃなくて広告的な要素も、費用対効果ではないですが、その辺もやはり考えられるのかなと思い

ます。だから、そういう部分もチャンネルとして焼酎事業の中ではきちっと活用するということ

を、やはり一緒に考えていただかないと、ただデザイナーでラベルを作りました、キャップを作

りましたという情報発信ではちょっと困るので、そこら辺を整理して反映してもらわないと、や

はり町民の財産の面でデザイナーが作るわけですから、そういうことも一緒にリークしてかんが

えていただきたい。要するに、広告的な部分もあるんだよというのも、どう発信していくかとい

うのは大切だと思うので。僕はそういう考えがあるので、それを意見として述べさせていただき

ました。 
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○産業課長 

 ３人の新人デザイナーの中で、大黒大悟さんという方が中心となって動いておりますが、この

方は多くの町民と物作りを共有する中で作っていきたいと。我々の意見だけで作っていくのでは

なくて、町民と一緒に共有しながら作っていきたいという話をされております。そして、デザイ

ンをアピールする機会として、中間報告会とか完成報告会とか町民プレゼンテーションについて

は、報道機関に積極的に来ていただく中で発表会もしていきたいということも言われております

ので、清里町民だけの問題ではなくて、新聞やいろんな報道機関も使いながらＰＲしていきたい

と思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○村島委員長 

 それでは、産業課の関係はこれで終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは、次回の委員会について。 

 

○議会事務局長 

 総務文教常任委員会で申し上げたとおり、２月２５日で予定していただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 ３．その他について。 

 

○議会事務局長 

 事務局からはございません。 

 

 

●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 これで、第１回産業福祉常任委員会を閉じます。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ３時１１分） 


