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第１０回産業福祉常任委員会会議録 

平成２５年１０月２８日（月） 

    開 会   午前１１時２７分 

    閉 会   午後 ２時０６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斜里郡３町終末処理施設改築整備事業について 

 ●建設課 

  ①水道使用料金及び下水道使用料金の改定について 

 ●産業課 

  ①町民活動施設屋根改修工事について 

  ②町民活動施設の開館について 

  ③神の子池周辺希少動植物等調査業務委託結果について 

  ④さくらの山整備事業調査設計測量業務委託結果について 

  ⑤パパスランド外構整備工事進捗状況について 

  ⑥ふるさと産業まつり出展者アンケート調査集計結果について 

  ⑦江南パークゴルフ場営業期間の延長について 

  ⑧清里焼酎販売実績（上半期）について 

  ⑨清里焼酎ブランドデザイン最終報告会について   

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 

 

 

○欠席委員    なし 
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○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 

 ■建設課長       藤代 弘輝    ■建設管理Ｇ総括主査  清田 憲宏 

 ■上下水道・公住Ｇ主幹 鈴木  敏     

 ■商工観光・林政Ｇ主幹 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  小 貫 信 宏 

    主  査  鈴 木 由美子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１０回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 それでは第１０回産業福祉常任委員会を開催いたします。まず町民課から町からの協議報告事

項について１点説明願います。委員長 

 

○町民課長 

 町民課より斜里郡３町終末処理施設改築整備事業について御報告をさせていただきます。１ペ

ージをご覧になっていただきたいと思います。 

斜里郡３町終末処理施設改築整備事業につきましては、平成２５年度、２６年度の継続事業と

して事業実施しているものでございます。工事の入札が９月４日に執り行われ、９月２５日開催

されました斜里郡３町終末処理事業組合臨時議会におきまして工事請負契約の締結について組合

議会の可決をいただいたところでございます。 

工事請負契約の締結の内容でございますが指名競争入札により執り行われ、契約金額３億２千

４９７万５千円を持って株式会社クリサスが請け負ったところでございます。工事工期につきま

しては、平成２５年９月２７日より平成２７年３月１０日の予定となってございます。なお予定

価格につきましては３億６千６０５万１千円でございます。 

また同臨時会におきまして管理者であります斜里町長より斜里町エコクリーンセンターから生

ごみ汚水の一部受け入れの要請があったため緊急的短期的措置としまして斜里郡３町終末処理施

設で受け入れを行っており、おおむね年内をもって終了するという旨のご報告がなされてきたと

ころでございます。以上をもちまして斜里郡３町終末処理施設改築整備事業についてのご報告を

終らさせていただきます。 
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○勝又委員 

 今、斜里の生ごみの関係の話が合ったんですけど、年内に受入終了する。生ごみの汚水の関係

なんですけど、引き受けても終末の処理の関係で別に支障にならなかったのかな。 

 

○町民課長 

 今回受けております生ごみの汚水処理的には問題はないということで執り行っております。そ

れで今年の工事におきまして、第２消化槽というのが取り壊されるという形で、今工事が行われ

ておりますので、それに伴いまして今年度中に斜里からの受入を終了させていきたいということ

でございます。 

 

○勝又委員 

 もう１点、処理は当然無償では無いでしょ。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 受入の料金につきましては、斜里町のし尿処理分といたしまして負担金として２６年度からの

負担として徴収するような形になると思います。 

 

○勝又委員 

 ２６年と言うことは、この分については、今年は年内に終了して、またずっと継続して行くっ

てことですか。 

 

○町民課長 

 今年のみと言う考えでございます。それで負担金つきましては前々年度の実績に基づきまして

負担金を徴収するような形なっておりますので、２６年、２７年という形の負担金の徴収という

形になろうかと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。それでは終わります。 

 

○町民課長 

 ありがとうございました。 

 

○村島委員長 

 それでは引き続き、建設課①水道料金及び下水道料金使用料の改正について。２ページから４

ページ説明願います。 
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○建設課長 

 それでは、水道使用料金及び下水道使用料金の改定についてご説明させていただきます。 

９月開催の委員会におきまして消費税増税決定後の使用料改定の予定のお話をさせていただき

ました。その中で、会計の運営上可能であれば、国の増税に合わせる必要ないのではという御意

見いただき検討させていただきまして、今回の提案をさせていただくことにいたしました。 

まず簡易水道事業会計の運営状況ですが、財源としております基金の残高は地方債の償還やメ

ーターの更新費用に加え、使用料を収入の減少により、平成１６年度より下降し、平成２４年度

末では３千２００万ほどとなっております。または集落事業会計におきましても一般会計繰入金

が一定の目安としておりますその年の起債償還額にほぼ近い状況から、今回の増税に併せた料金

改定のご提案をさせていただくことといたしました。議案２ページから３ページをご覧いただき

たいと思います。 

新料金の算出方法といたしましては、現在内税としております使用料から現行の５％の消費税

を除いた金額に８％の消費税を加算したものといたしまして、対比を２ページから３ページに記

載しております。まず２ページの水道料金つきましては、基本料を現行の１千４０円から１千７

０円。超過料を５０立米までを１３０円から１３３円、５０立米以上を７０円から７２円として

おり、メーター使用料につきましても同様に表の通りとしています。表の下に料金例を記載しお

りますが、改定後の一般的な使用水量で家庭への影響額は改定前の２千９７０円に対しまして３

千４０円の７０円アップとなります。 

３ページの下水道料金につきましても基本料１千３６０円を１千３９９円、超過料１４０円か

ら１４４円、メーター使用料水道と同様としております。一般的な使用水量で家庭への影響額は

改定前の３千４０円に対して３千１２０円と８０円アップとなっております。 

今後とも使用料金の改定につきましては、会計運営の状況を踏まえご提案させていただきたい

と考えてございます。 

４ページには管内におけます９月現在の上下水道料金の比較をグラフとしております。 

以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今説明ございましたけれど、ご意見ございませんか。よろしいですか。 

 

○池下委員 

 建設担当には、直接どうなのかなと思うんですが、実はこの水道使用料に関して町長の進めて

いる庭園のまち作りと言うことで花を植えていて水をやっている皆さん知っていると思うんです

が、実態に自分の家の中で使っていないにも関わらず水道料を使うと下水道料に跳ね返ってくる

と。これ建設課に話してもしょうがないのかなと思うんですが、なんともならないんですね。 

 

○建設課長 

 現在の課金の状況から行きますと使っているメーターが一つなもんですからそのようになって

おります。 
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○村島委員長 

 他にありませんか。よろしいですか。 

 

○村尾議長 

 水道料金で７０円それから下水道で８０円なんですか、これあげてどのくらいの年間金額違っ

たんですか。 

 

○建設課長 

 今回の料金改定をやった場合の試算ですが、水道の方で約１４０万円ほど、下水道の方で約１

１０万円ほどが使用料アップが見込めると算出しております。 

 

○村尾議長 

 これ年間で、水道で１４０万。下水で１１０万。数年経つと消費税１０％っていうことで、ま

た値上がりする。この程度なら１０％上がるまで我慢できる金額でないの。１００万や他の予算

で何ぼでも努力出来るんでないの。 

 

○建設課長 

 今回８％ということで決定いたしましたが、まだ来年につきましては１０％まだ確定されてい

ない部分があります。それで水道会計につきましても先ほど申し上げました通り基金が減ってい

るという状況と下水道会計がルールとしているその年の起債の償還額もぎりぎりの所で運営して

いる様な状態ですのでなるべく消費税増税に合わして１年でも早く資金の方を確保していきたい

と考えております。 

 

○村尾議長 

 課長の言うのもよく解るんだけど、どっちにしろ人口が減れば上下水道の特別会計は厳しくな

るのははっきりしている。上げられる時にあげておくかと言う発想はちょっといかがかなと思う

かなと。それ位の覚悟は持ってやってもらわなきゃ困るなと言うこと。たかだか１００万ぐらい

でビクついて上げるんじゃどうしようもならんなと気がする。それよりもいつ上がるかわからな

いけど１０％の時に一緒にやらしてもらおうと、毎年毎年上げているんじゃ事務手続き大変だろ

うと思うんで、それ位の思いはあっていいかなと思うんですけど。 

 

○建設課長 

 確かに来年もまた１０％が確定した場合には、また１０％と言うことで提案させていただくこ

とになるんですが一応、管内の情勢というも一応調べさせていただきまして調べた限りで、来年

度料金改定しないっていうのは小清水町と北見市がしない。小清水町はなんでかと言いますと、

昨年料金改定したばかりで今年はしない、北見に関しては、留辺蘂、端野、常呂と合併した時に

それぞれ料金の差がありますので激減緩和と言うことで平成２２年、２４年、２６年と料金改定

していくというふうに決まっているので、この消費税に関して消費税の部分のアップと言う料金

改定はしないという。その他の町村につきましては、ほとんどがやる方向で検討中、決められて

いるところも３カ町村ありますけど、そんな状況の中でうちも法の決まりに合わせて料金改定を



 

- 6 - 

していきたいということで今回ご提案させていただいております。 

 

○村尾議長 

 わかりました。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 参考までなんですけどね、確か美瑛かどこかの町村水道料金が、ただっていう、僕のうる覚え

かもしれませんけども、湧水だと地下水の豊富な町だった記憶があるんですけども。正直清里町

も湧水が出て、こうやって見ると管内で一番安いのかなと思ったらそうでもなく斜里が一番トッ

プになっているんですけどね、現状の中で水道水の世帯数の減少が一番大きいのかなというのが

議長の中の意見でもあったんですけども、やっぱり何とかそのぐらいかぶれるって言ったら言葉

語弊あるかもしれませんけども我慢できる範疇で、更新は更新でそのどうしても避けて通れない

部分あろうかと思いますし、基金の財政上の問題もあろうかと思いますけども、何とかその部分

できる術がないのかと言う検討もして欲しい。僕個人としての意見なんですけど、どうでしょう。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○建設課長 

 基金の減少の要因といたしましては、平成１６年に収容しました第１施設清里の市街地の方に

給水かけている江南地区の整備の起債の償還、それともう一つはメーターの更新が計量法により

まして、８年に一度という２つが大きな要因となって基金が減ってきている状況にあります。 

それと今後考えまして、当町におきましては、確か水を引っ張る時点での湧水を利用していま

す。その辺のコストは浄化槽でなくで、川から取水しているところではかなり安い単価で、水は

供給出来ていると思いますが、メーター更新やら今後は第２施設、緑札弦の方に給水している施

設の方の更新も具体的に何年かというふうに申し上げられませんが、それも近づいていますので、

幾らか基金の方を事業に備えた形で戻していくような形で、今後やっていきたいということから

今回の料金を改正したいという事です。 

 

○前中委員 

 ただとだったらメーターも更新が必要ないのかなと。使いっぱなしで良いわけですからね、そ

ういう事で前振りとしてそういう意見ちょっと述べたんですけども。 

もう１点は、当町の水として売っている部分清里の水ですか、それも絡めた中で、上水道で使

って実態であるならば、そちらの方の中で吸収できる財源として捻出できないのかなと。そうい

うに何１００万の世界なんですけど。 

 

 



 

- 7 - 

○建設課長 

 会計が厳しいと何度もお話させていただいていまして、今回の料金改正につきまして会計だけ

を考えるのであればもう少しアップもご提案させていただきたいという気持ちはあるんですが、

利用者の方のご理解が第１条件でしょうから、その辺考えまして消費税の３％だけのアップとさ

せていただいております。 

今後長期的に考えますと、今回の改定によって上がる料金というのは１４０万円ほど年間で、

少額でありますが、利用料増えてプラス支出の方も出来るだけ少額でも削りながらも、なるべく

最低限のアップによって会計を運営していきたいと考えておりますので、ご了解お願いしたいと

思います。 

 

○村島委員長 

よろしいですか。はい。 

 

○加藤委員 

 説明の中は非常に理解できますし、しかも料金の見直しと言うのは事務事業の中でも謳われて

いて検討はしないとならんという十分に解る。ただ実態として、これを上げることによって結果

として基金が増えて、それぞれ特別会計が維持出来ていくなら良いんですが、先ほどから議題に

なっている通り、利用者の減少と環境の中でどんどん悪化していくわけです。これは抜本的に利

用者負担ということでの特別会計というのは不可能になっていくことがはっきりしている。一般

会計から持ち出しもしないとならないということは、行政としてこのまちづくりの中における環

境の中として、ソフトの部分で住み続けることのできる環境というものをどうしていくかってこ

と。私は、この部分で上げるなとは言いません。上げるなら上げてもいいですが、すべての部分

が来年消費税で上がってくるときに行政も単純にそれに付随していって良いのかどうなのか。高

齢者の年金生活、国民年金だけで生活しているという現状を踏まえた時に、その政策の中で、町

として今上下水道の話をしているわけですが、政策の中でそういう対応で、例えば地域振興券み

たいな形でまた経済対策をそういう人方のために見合うだけの他の政策をきちっとするのか、そ

んなこともしないでいて掛かるものはかかりますっていうスタンスをこうやって続けていくの

か、町長と十分協議されていると思うんですが。 

ちょっとこれ話がとんじゃうかもしれないけど、その経済対策なりそういう環境をきちっと明

年度に向けてとっていくって言うんであれば、私は良いだろうと。そんな新しい事もしないで、

ただ上がるんだから、上がるんだということであれば、それはやっぱり１0％のときが適当なのか。

あるいは本当に町名でないですけど、清里という清い水が一番豊かなこの環境の中で言ったら、

少なくても斜里よりも上流にある清里は水道代が安くても良いぐらいの話になると思うんです。

そういう方法がどうなのかっていう、１つを見ればゴーサインは出したい、だけど町づくり全体

としてそのことを考えたときにどういう方向でいくのか。もう１回持ち帰って突き合わせて今日

概算要求の方向性について総務課から説明ありましたけども、各課の実態と内容については十分

協議をしていくと言いながら、この町全体としてどういう方向を向いてくるんだと。上げるもの

を上げるけども結果として、それだけ手厚い政策なり住みやすい環境つくってきますよって言う

んであれば良いんです。両方とも中途半端にならんようにだけを考えていただきたいと思います。 
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○村島委員長 

 課長。 

 

○建設課長 

 仰られます通り、会計的に国の行政に合わせなくてもやっていける体力があれば一番良かった

と思いますが、現在の水道会計、下水道会計共にぎりぎりのところでやっている状況であります。

それで料金改定につきましてはやはり水道だけ下水道だけという改定はできませんので、両方合

わせた形での今回の料金改定と言うことで考えております。 

その中で下水道会計の方、これ基金を持っていない会計ですが、それで札弦の下水道整備が終

わった段階で一般会計の繰入金そこまで建設事業費分だけいただいていました。建設が終わった

段階で起債の償還額は一般会計から繰り入れしましょう。但し、日常の年間的運営費に関しまし

ては、事業費使用料収入で賄う努力をしなさいと言う、財政からの話で、平成１７年に一度料金

改定をさせていただきまして、何とかぎりぎりの所ですけども、そのルールの中で会計運営をし

ております。しかしながらぎりぎりの状態と言うのは続いていまして、それを毎年続けていくわ

けですから、今回につきましても国の決定に合わせないでその分のルールが崩れる可能性が多々

あると考えて、それで１年でもそういうことが無いようにそういうルールを継続して会計運営を

させていただく様にということで、国の決めた来年４月１日に合わして我々の方も料金改定の方

のご提案をさせていただきたいということで、今回のご説明となっております。 

 

○加藤委員 

 十分に解りますが、その独自で下水道運営していくというのは、ある時点では崩れちゃうと思

うんです。どこまでもそのルールを持続できるか、清里町においては非常に難しい問題が出てく

る。政策的に何かをしていかないとならないと思います。担当の課としては十分に解りますけど

も、だからそういうことを踏まえて、政策として何かの対応というものが必要になってきません

かって事ですよ。提案されているってことは、その辺十分に町長も理解をした上で今回のゴーサ

イン出していると思うんですが、だとしたらその辺についてどうなんですかって事なんですよ。

今課長の説明で行くとしたら延々と１０年後もそのルールでやれるんですかとのことですよ。 

 

○建設課長 

 下水道につきましては機能強化という話を度々させていただいております。今後これも具体的

に何時かというふうにお話していませんが、近い将来機能強化事業が立ち上げなければならない

と考えております。その時につきましてはやはり新たな資本的な部分に関する事業費っていうの

は一般会計からその分は全て繰入していただかなければならないと、その時点では現在のルール

と言うのは崩れるという表現ではないですけど、その部分は一般会計の方に頼らなければならな

い状況になると思います。それは現実的にはそうなっていく、その辺については日常の運営費に

ついてはなるべくその使用料収入で賄っていきたいと思いがあるもんですから、それで今回提案

させていただきました。 

 

○村島委員長 

 他に。勝又委員。 
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○勝又委員 

 今言われたルールと言う部分なんだけど、対清里と町民に対してって部分で、国に対してのル

ールでもあるのか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○建設課長 

 国に対してではありません。あくまでも町の財政的な中身の話です。 

 

○勝又委員 

 今水道料は下水道と一緒になってメーターが下水のメーターがない。 

 

○建設課長 

 井戸水の所は下水道の為にメーター同じものですけど、ほとんどが水道のメーターと兼用して

やっています。 

 

○勝又委員 

 そうなると僕は思うんだけど、先ほどから水の宝庫だと言う部分であれば、全国でメーター付

いているところと付いていないところがどんだけあるか知らないけど、水道は自由に使ってくれ

と。但し、その下水に関しては、メーター使わなくても世帯割でも十分にやっていけるじゃない

かなと。概ねこの維持できるだけのものが金として入ってこえば良い訳であって、そうなると前

からそのメーカーの関係について質問したりしているんですけどね、メーターのリース料とかそ

のいうものが更新何年かに一遍更新するし、結構な金額だと思うんですよね、そういうものを無

駄を省いていくような形の中で、これルールだというんであれば町と町民との間の部分での町の

中の一つのルールであるんであれば、そういうものもやっぱり改正していくような考え方も  

進めるっていうのも一つの方法かなと思うんですよね。 

 

○村島委員長 

 はい、課長 

 

○建設課長 

 確かにメーターの更新費用と言うのはかなり掛かっています。現在課金のシステムからいきま

すと今メーターをなくすという形にはならないものですから、料金かかりますが、更新を計量法

に基づいて８年に１回の更新を続けているところです。そんな話も出たということで。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。無いようですので、これで建設課を終わります。ご苦労様でした。昼食の時

間がもう１２時なりますんで昼からということで、産業課よろしいですか。昼からと言うことで
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１時から再開します。 

 

休憩 午前１１時５７分 

再開 午後 １時００分 

 

○村島委員長 

 産業福祉常任委員会を開催いたします。産業課９項目ございますけれども、１項目ずつ説明を

よろしくお願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 本日、課長が所用のため不在ですが、産業課の案件について、１番目、町民活動施設屋根改修

工事についてから９番目、清里焼酎グランドデザイン最終報告会まで、９点を担当よりご説明い

たします。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 町民活動施設屋根改修工事について、ご説明申し上げます。５ページをお開きください。 

現在、改修工事を進めております町民活動施設の屋内遊技場において、９月１５～１６日にお

ける台風１８号の強風により、雨が吹き込み、雨漏りの発生が確認されました。原因としまして

は、屋根の板金には異常がないことから、板金を重ねて折り返している部分についてすき間が生

じ、吹き込んだものとして、折り返し部分に防水素材を挟み込んで締め直す工事を緊急に実施す

ることといたしました。 

予算科目につきましては、５款農林水産業費・１項農業費・８目町民活動施設費・１５節工事

請負費の町民活動施設改修工事請負費の執行残額について活用させていただいております。 

なお、足場組等の活用による経費節減の観点から、改修工事を請け負っております野村興業株

式会社の１社特命随意契約により、１０月８日～１０月３０日の工期として、２３３万１千円で

１０月７日に契約をしておりますので、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。 

 

○村島委員長 

 ただ今、説明がございました。何かございませんか。よろしいですか。（「なし」との声あり） 

 

○村島委員長 

 それでは、②をお願いします。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは、町民活動施設の開館について、ご説明申し上げます。資料６ページをお開きくださ

い。現在、改修工事を進めております、町民活動施設の利用開始につきましては、１１月１５日

金曜日から、施設利用を開始する予定で準備を進めてまいります。利用申し込みの受付につきま

しては、１１月６日水曜日から電話等による予約を実施してまいります。利用の方法等につきま

しては、３月に周知した方法で実施をしてまいります。なお、農畜産物加工室の機器を更新して
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おりますので、機器操作等をご理解いただくため、講習会を開催してまいります。日程につきま

しては、１１月１２日火曜日、午後２時からと午後７時から。翌１３日水曜日、午後２時からの

計３回実施してまいります。講師には納入機器メーカーより講師を派遣いただくこととなってお

ります。これらの情報につきましては、広報きよさと１１月号で周知を図ってまいりますので、

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。 

 

○村島委員長 

 ただ今、説明がございました。何かございませんか。（「なし」との声あり）それでは、③に

ついてお願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 神の子池周辺希少動植物等調査業務委託の結果について、ご説明をいたします。７ページ目を

お開き願います。 

本業務は、神の子池の観光客増加による自然環境の悪化が近年問題となっていることから、木

道整備計画の前段に、工事による希少動植物の影響について調査したものであり、その結果をご

報告いたします。 

１番目、植物調査ですが、選定基準といたしまして、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保

存に関する法律から、４番目、北海道の希少野生生物北海道レッドデータブック２００１の基準

により調査を行っており、分類階級別種類数で６３科１７９種の植物が分類しており、そのうち

重要種につきましてはバイカモが北海道レッドデータブックで希少種に、ハルカラマツ、エゾビ

ョウタンボクが環境省第４次レッドリストに該当し、重要種につきましては３種該当となってお

ります。 

次に、動物調査でありますが選定基準として文化財保護法から北海道の希少野生生物北海道レ

ッドデータブック２００１の基準により固定カメラで調査を行っており５種の動物がカメラ撮影

で確認され、このうちエゾクロテンが環境省、第４次レッドデータに該当致します。なおエゾサ

ンショウウオにつきましては卵が発見されておりますが動物本体の確認をとれませんでした。８

ページ目をお開き願います。 

３、木道施工における留意点といたしまして①神の子池周囲周辺ではなく、現在歩いている散

策路ですが動物の重要性は確認されておりません。②周辺にはエゾシカやエゾアカガエル等の複

数種の動物が生息していることが確認されましたが、もし木道を設置いたしましても散策路を横

断する痕跡は確認されませんでした。樹木につきましては人の往来により踏み固められ根が露出

している箇所があり踏圧により樹木が傷む可能性を指摘されております。 

４、木道計画につきましては生育する樹木への根の踏圧があり環境への配慮の観点から木道設

置に当たっては現在木を保全し根への踏圧を可能な限り低減する計画とするよう、報告書に記載

されております。 

この報告書を基に今後レクリエーションの森の指定を受けております網走南部森林管理署と協

議を行いレクの森計画の変更等の手続を行っていきたいと考えており、スケジュール的には来年

度実施設計をかけ事業費の試算を行っていきたいと考えております。 

今回は希少動植物の調査結果の御報告ということでご理解を賜りたいと存じます。以上で説明

終わります。 
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○村島委員長 

 ただ今、神の子池の説明がございました。何かございませんか。（「なし」との声あり） 

 

○村島委員長 

 ないので、次に④のさくらの山の説明を願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 さくらの山整備事業調査設計測量業務委託結果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。本業務は庭園のまちづくり構想の事業であり、植樹祭及び少年団の活動で植えた旧

１６号スキー場にありますさくらの山の整備を行うものであり、今回業務が終了いたしましたの

で図面によるレイアウトを御報告するものであります。 

図面の上側が北になり１６号道路となっておりピンク色の樹枝が桜で緑色が楓と白樺になって

おります。今回の計画では、駐車場と四阿、階段ベンチを置く設計となっており植樹された木の

位置取りから植樹に影響のない土地の形状に合わせた設計としております。工事にかかる積算額

は、設計上現段階で約３千万円となっており、今後最上部までの階段を設置するかも含め内部検

討を行い、御報告していきたいと考えております。四阿までの、設置であれば約半分の施工費に

なると思われます。なお先ほど申しました約３千万円には現存する旧スキー場のヒュッテ取り壊

し及び図面右上のトイレの価格は入っておりませんのでご理解を賜りたいと存じます。 

また実際の工事着工につきましてはよりよい補助メニューを検討させていただき、平成２７年

度以降の工事としていきたいと考えております。以上で説明を終わります 

 

○村島委員長 

 ただ今、さくらの山の説明がございました。何かございませんか。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 これ、３千万と今、数字が出たのですが、トイレとかは含まさってないと。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 この３千万の数字の中には、右上のトイレの部分、それから、３千万の部分には含まさってい

ないような状況であります。 

 

○池下委員 

 そうしたら、図面通りにやるといくらかかるのか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

今回の測量設計業務委託の中では、発注段階で図面のレイアウトと数量の計算までが業務委託

の中に入っておりまして、実質この図を見て、うちの建設課の方で金額をたたくのですが、本当



 

- 13 - 

のざっくりでいきますと、昨年、トイレの部分で私が調べたところでいきますと、バイオのトイ

レ等を活用した場合は、約１千３００万程度かかってくるのではないかなと思われます。この他

に先ほどちょっと申しましたが、旧１６号スキー場のヒュッテの部分、物置として使っていた部

分ですが、それの取壊し費用も入っておりませんので、それも今後積算を建設課に依頼をしてい

くというような形になりますので、ざっくりなんですが、３千万プラス１千３００万プラスアル

ファがかかってくるようになりますので、また金額が積算できた段階で、ご報告はさせていただ

きたいと考えております。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 この設計業務を委託したのは確か春の当初予算で出された案件なんだけども、今、こうやって

ざっくり聞いていると、４千３００万プラスアルファと。このさくらの山に関しては、１６号と

いうことで、客観的に言わせてもらうと、桜は咲いている時期が１週間から１０日の中で、こう

いった金額のもの、まして四阿まで造る。どれだけの人間が行くと算定しているのか。ほとんど

ないんじゃないかというぐらいの人数じゃないかなと思うんだけども、それでもなぜ、こうやっ

てやると言って決めたから、こうやって出しているんだろうけども、算定しているのですか。ど

のくらい来るのか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 完成してからのどれぐらい来るかというのは、算定していないのが現実であります。ただ、庭

園のまちづくり構想の中で、これらのものが謳われておりまして、種々総務課なりからも説明が

あったとは思いますが、町の方といたしましても、今言った金額がどこまで下がるか、まだわか

らないような状況ですし、先ほど申しましたように、上まで階段を造るかどうかもまだ決めてい

ない状況ですので、今後、池下議員言われたように、どれだけの人が来るか、まだわからないよ

うな状況でありますが、植樹祭、それから子供たちが植えた木、それを見ていただくということ

で、四阿等も設置して、来ていただける方は自由に休んでいただく。このような形の施設づくり

を考えていきたいと思っております。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 町長が言われているように、庭園のまちづくり構想の中で進めているのはわかるのですが、例

えば、札弦、緑までの野川道路沿線であるならば、まだしかりなのですが、この１６号は単発で

すよね。こういう道路に交流人口がわざわざ行くのか。すごく懸念されるところなんですよ。ま

して町民の多くの方も、ここにさくらの山があるということも知らない人間が結構いると思うん

ですよ。そこでこうやって、例えば、四阿までだと約１千５００万くらい。でもそこから上まで

やると３千万。さらに１千３００万プラスアルファ。本当にこんなにお金をかける必要があるの
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と、ちょっとおかしくないですかと、私は思いますが。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ちょっと課長がいない状況ですが、今日、説明させていただくのは、実質的に当初予算で取ら

せていただきまして、設計業務をやったという形の結果報告ですので、今後、内部の方でも検討

して、内容を協議した結果につきましては、常任委員会にまたご報告させていただきたいと考え

ておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今、主幹からありましたが、確かに当初予算で出されたんですよ。私は議員をやって１期目で

すが、当初予算を否決するわけにはいかないと思ったので、私は賛成しましたが、言っちゃ悪い

ですが、この案件だけで例えば臨時議会で提案されたら、間違いなく反対する議員が多かったと

思います。ただ、当初予算ということで通ったということを、肝に銘じておいてほしい。それと、

この案件に関しては、他の議員も反対されていた議員もいますので、その辺の意見も聞きたいな

と思います。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 

○加藤委員 

 反対とか何とかと言う前に、とりあえず今、説明があったとおり実施しただけと。ただ、その

説明の中で、２７年度以降という表現だったのか、２７年度に実施設計をしたいのか、その辺ち

ょっと。私は年度を決める必要がない案件だということだけ、強く申し添えておきます。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今の加藤議員のおっしゃられたとおり、平成２７年度以降に実施する方向でいくならば、

補助メニュー等を考えながら、またご協議をさせていただきたいと考えておりますので、よろし

くご理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 確認だけ。これは立木調査も入っているんですね。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 今回の設計業務委託の中では、今、植さっている木、サクラやカエデ、当時３種類植えたと思

いますが、シラカバは自然に生えた雑で、エゾヤマザクラとイタヤカエデとヤマモミジ、この３

種をニトリの助成をいただきながら、植えて本数にいたしますと、サクラが３００本、イタヤカ

エデが７５本、ヤマモミジが７５本で、年間１５０本ずつ植えさせていただいた形となっており、
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現存する木につきましては、先ほど申しましたピンク色がサクラ、それから緑色がカエデとヤマ

モミジも入っておりますが、シラカバ、自然に生えたシラカバも入っております。 

 

○前中委員 

 植樹は実は僕もしているんです。３種類。ところが、多分実際に生存している本数はちゃんと

プロットしていると思いますが、結局は枯れている木が結構あるんですよ。正直なことを言うと。

それで、この木道の図面から言うと、左側、これはかなり以前ですが、発煙筒等でイルミネーシ

ョンに使った山肌なんですが、かなり急斜面であると。そして、現状の中でどう考えたって生育

するにはなかなか難しいのと、向かってこの木道から右側は、日が入らないような沢なのですが、

そういう部分でなかなか樹木の成長度合いが厳しいという実態があって、こう見たときに結構欠

株があるんじゃないのかなと思ったんですよ。実際問題、トータルで４５０本くらい植えている

のですが、おそらく現状ではそんなにないですよね。それは、数として押さえているのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 今回、木道計画のこの出ている部分を押さえたような形なので、左側の方ですとかはちょっと

押さえておりません。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。それでは終わります。続きまして、⑤のパパスランド

について説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 パパスランド外構整備工事進捗状況について、ご説明いたします。１０ページ目をお開き願い

ます。パパスランドの外構工事につきましては、パパスランドの営業を行いながら工事を実施し

ており利用者には不便をおかけしているところであります。 

６月２１日に着工し１０月２０日現在３０％の進捗率となっておりますので、ご報告いたしま

す。工事実施により１点懸案事項があり、来場者利用者から子どもの遊具設置の声が上がってい

き来ているところであります。当初発注段階で、事業費精算により遊具の設置を取りやめており

道の駅として観光客来場者の期待が大きくなれば来年度以降設置を検討していくことになり、見

栄えの良い遊具の設置には、約４００万円の積算となっております。 

本来であれば平成２６年度以降の予算提案を行い、議会の御理解承認を得て工事を発注するこ

とになりますが１０ページ、９番目にありますとおり、今回の入札残が約５２０万円ありますの

で本常任委員会で了承が得られれば来年度以降消費税の増額も決定していること、震災復興関係

で作業員が手薄になり、作業員単価の増も見込まれることから本年度遊具分を別途発注させてい

ただきたいと考えております。御協議のほどよろしくお願いします。以上で終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、パパスについても説明がございました。田中委員。 

 

 



 

- 16 - 

○田中委員 

 今の話で突如、遊具の希望があったということですが、これは観光されている方の希望なのか、

それとも地元の町民の声なのか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 観光で来られている方もいらっしゃいますし、昨年までパパスランドには簡単な滑り台、それ

からバネの付いた子供が乗るような遊具があったわけですが、それも見て、今後、遊具はどうな

るのと、地元からも声が聞かれていると、パパスの支配人にもお話があったように聞いておりま

すので、これらの物の設置を考えていきたいと考えております。 

 

○田中委員 

 これは、額的にはそんなにびっくりした額ではないのですが、スペース的にはどうなのか。裏

の方の芝生もあるから、そこら辺で邪魔にならないのか。邪魔にならないところに作るとあまり

利便性が良くないだろうし、その辺どう考えているのか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 設置の箇所については、今後検討していかなければいけない部分ですが、今考えているのは新

たにドッグランを造らせていただきました箇所と温泉の休憩室の間、もしくは、それよりか左側

の、入って左側の奥側、入り口の方から見えるような形、田中議員が言われたように、後ろの方

にいってしまうとなかなか利用者の利便性も落ちるので、入り口から見える位置には設置してい

きたいとは考えております。 

 

○勝又委員 

 今まであった遊具はどうしたのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 今まであった遊具につきましては、過去から設置しておりまして、もう結構破損がひどく、そ

して、バネの付いた遊具につきましても外国製なもので、それらも古くなって危険な部分も出て

きておりますので、それについては廃棄をしていく形で、新たに遊具を設置していきたいと考え

ております。 

 

○加藤委員 

 付ける前に、パパスランドの外構工事の中で予算が余っているからといって、果たしてどうな

のかなと、私はちょっと疑問を抱くのですが、少なくとも遊具の問題となると、札弦保育所につ

いては十分な遊具がきちっと完備されているのかどうなのか。ここは確かに皆さん要望すればあ

れだけども、それでなくても採算性やいろんなことの中から出てくる中で、例えば１つか２つ、

置くと言うのであれば良いけども、少なくとも４００万の投資をして、それを設置することが果

たしてどうなのか。しかも、提案の仕方が明年度から消費税が高くなるからとか、外構工事の予

算が余っているからとか、こういう発想ではすべきではない。きちっと一からこういう環境であ

るのでと提案すべきだと、私は思います。 
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○商工観光・林政Ｇ主幹 

 実質的にはやはり加藤議員が言われるように、平成２６年度以降、新たに工事を実施するのが

現実でありまして、本来の趣旨かと考えております。加藤議員ご指摘のとおりの部分はあります

が、現実的な部分、消費税の関係は決まっているようなこともありまして、ここで協議をしてい

ただけたらと思いまして、私からご説明させていただきました。 

 

○加藤委員 

 まずは予算があるからではなくて、そのものがこの施設にどうしてもいるのか、いらないのか。

ここの部分、非常に私は曖昧な提案の仕方だと思うので、その部分については、私は賛同しかね

ます。 

 

○村島委員長 

 他に。 

 

○田中委員 

 この件については、今、加藤議員が言われたように、予算が残ったからとか、消費税が５％か

ら８％になったからと言って、そんなに慌ててやるようなものでもないと私も思うので、場所、

それからどういう遊具なのか、その辺もう少し細かい、具体的な資料を提示していただいて、委

員会にかけていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 田中委員の質問の答弁を。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 現実的にどのような遊具を造るか、それらも含めて今後、お話をさせていただきたいと考えて

おりますが、先ほど申しましたとおり、課長がいないものですから、内部の方で検討させていた

だきまして、本来であれば皆様方が言われるように、新年度予算でどのような遊具を付けるか、

それらをはっきりさせて実施するのが、本来の姿かなとは考えておりますので、また本常任委員

会で提案をさせていただ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。 

 

○前中委員 

 パパスの遊具に関して、既存の物が今までもありました。バネ付きの１人乗りの遊具と、滑り

台。確かに観光客もあれば、子供たち、小学校低学年も、学童保育の体制が取られていない中、

あそこで子供たちが遊んでいる実態が確かにありました。あるいは、保育所の遊具も充実した設

備は現状の中ではないのも実態で、保育所の園児たちが利用したという実態も僕も見ています。 

ただ、やっぱり今回のような提案の仕方はどうなのかなと。トータルの中でどういう物かは僕

はわからないですが、現実、観光客ばかりでなくても、実態の中で子供たちの利用もあった事実

は、僕は認めますが、ただ４００万円程度が、確かに遊具は高いという実態はわかりますが、仮

にこれぐらいの予算であれば、どのぐらいのものが付くのか、僕はわかりませんが、ある程度そ
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ういうのも考えておられるのかどうか。あれば聞きたいのですが。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今、前中議員おっしゃられたとおり、遊具についてはかなり高額なものとなっておりまし

て、この４００万で見た中ではいろいろなカタログを見させていただいて、滑り台が２個、３個

付いて、あとは雲梯なりができるような、今まであった滑り台だけと、バネの付いた遊具、そう

ではなくて、一体となった遊具として活用できるものを考えております。この４００万の部分に

つきましては、大体大きさ的には１０メートルの６メートルぐらいだったかと思いますが、それ

らのものにつきましても、まだ確定はしていないような状況でありますので、また常任委員会で

ご報告させていただきたいと考えております。 

 

○勝又委員 

 遊具は必要だと言えば必要なのかもしれないけども、僕もドッグランのことで何回か言ったと

思いますが、問題はどれだけの人間に的を絞って、それに対処していかないといけないかという

ことだと思うんですよね。確かに、犬を連れている人より、子供を連れている人の方が多いです。

それはわかります。だけど、実際に僕も今年の夏からずっと行っていますが、じゃあ犬を連れて

いる人がどれだけいるのかと言うと、本当に数えるくらいしかいないんです。そうやって考えた

時に、僕はもうドッグランはやるようになったからあまり言いたくはないのですが、ドッグラン

よりも遊具の方が必要でないかなと思ってしまうんですよね。ですから、そういうような部分で、

必要性をよく考えた中で、提案をしていかないと、なかなかわかってはいながらも、委員会の中

で反対される部分じゃないかなと思うんですよね。確かに、遊具は高価で、金のかかるのもわか

りますから。そこら辺の提案の仕方を考えてほしいと思います。以上です。 

 

○加藤委員 

 今、勝又委員も言われたけど、本当にどこが重要かなと思うんですよね。ですから、札弦地域

の中に遊具の施設が１つもないというのであれば、これはまたちょっと違いますが、保育所の問

題、小学校の低学年のこと、いろんな問題があると思うんですよ。でも、パパスに来ているから

パパスの人のため、その地域の人のためとかって言うのではなくて、もっと計画性を持って本当

はすべきだったと、私は思います。勝又委員じゃないけども、私も今からでもドッグランをやめ

るのなら、やって良いって言いますよ。そのぐらいの部分でないかなと思います。もう少し計画

性を持ってすべきだと思うし。これ無かったらどうしたのってことですよ。予算が無かったらど

うしたんですかってことです。だから、今説明された、予算もあることだし、消費税も上がるこ

とだし、なんていう話は全然理由にならない。説明にならない。そんなことは一言も言わなくて

も良い。私はやっぱりそういう観点からいくと、この問題については一から仕切り直しをすべき

だと思います。 

 

○村島委員長 

 今、各委員から話を聞いている遊具についてなのですが、これはやっぱり外構費が余ったから

とかでなくて、ちゃんとした提案の仕方でないと、委員会としてもまとめるのがなかなか難しい

です。認めてもらったらそれでやりたいと、さっき話がありましたが、ちょっと順序的に、私か
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ら考えてもまずいと思います。これは本来からいくと、順番もあるだろうし、そういうお金が余

ったからだとか、町の方々から要請があったからとか、そんなのは全然理由にならないですよ。

ですから、先ほど言われていた２６年度という年度があるのであれば、その前にきちっと順序を

踏んで提案してもらって、そして、２６年度に間に合わすように、というような方法でないと、

私もなかなか各委員の話を聞いているとまとめづらいので、そこをもう一度、今日は課長もいな

いですが、そんなことでこの部分についてはやってもらいたいと。遊具についてはそう思います。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 私は遊具のことではないのですが、ここに進捗率が２８．５％とありますが、これも実は、６

月２１日から４ヶ月経っているんですよ。４ヶ月経っているのにも関わらず２８．５％。残り１

月３０日まで３ヶ月しかないのですが、終わるのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 現実的には隣の施設の農産加工施設の工事も一緒に行っておりまして、足場等が組まれていた

こともありますので、向こう側の工事等も一切かけれなかったような形になっておりまして、建

設課や工事の担当者に確認しておりますが、終わる予定ではおりますので、ご理解をいただきた

いと思います。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 先ほど委員長からお話いただきました件につきましては、また持ち帰って、産業課内でも協議

するとともに、副町長、町長にもご報告させていただきまして、また本常任委員会の方でもお話

をさせていただきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 先ほどの池下委員のお話の中で、工事の経過が２８％ということですが、１月までにはでき上

がるという話だったのですが、私がちょっと聞いている話では、予算が云々で工事が遅れている

ような話も耳にしているんですよ。私も詳しくはわからないのですが、そういうことがあって、

池下委員が言われたそれだけの期間でこれだけのパーセントの進捗率しか進んでいないのではな

いか、その辺を聞きたいのですが、どうなのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 予算に関しましては、入札で適正に入札が行われて実施をしておりますので、それの予算の絡

みで工事が遅れているというようなことではないと、ここで話をさせていただきたいと思います。

現実的に農産加工施設、それから営業しながら工事が進んでいるという形ですので、車を停める



 

- 20 - 

所を確保しながら、またこっちの工事に入るというような形を取っておりますので、お客さんに

は本当に不便をかけているのですが、現在のところ、２８．５％、約３０％の進捗率とはなって

おりますが、予定工期内には今のところ終わるということで、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。（「なし」との声あり）それでは、パパスの件については終わります。

続きまして、⑥の産業まつりについて、お願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 それでは、第３４回清里町ふるさと産業まつり出展者アンケート調査結果について、ご報告い

たします。１１ページ目をお開き願います。本年度、ふるさと産業まつりは大幅な変更を行いま

して、９月１日に実施してきたところであります。このことから、祭り終了後出展者にアンケー

トを実施し率直な意見をお聞かせ願い集計したものが１１ページから１５ページまで記載してお

ります。来年度以降の開催につきましては本アンケートの結果を参考に実行委員会で協議をし、

進めていきたいと考えておりますのでご理解を賜りたいと思います。集計結果につきましてはご

報告とさせていただきます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、産業まつりのアンケートについての説明がございました。何かご意見ございませんか。 

 

○加藤委員 

 産業まつりの関係は良いのですが、こういうアンケートを基に明年度からどういう方向でいく

のかということは定まっているのか。あるいはどういうふうにしていこうとしているのか。その

辺だけお願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 このアンケートが全てではないと考えておりますし、先ほどちょっと申したのですが、このア

ンケート結果を基に、産業まつり実行委員会がございますので、その中で、アンケート結果もお

話しながら、今後の方向性、どこで実施ですとか、いろいろな面につきまして実行委員会でまた

話をさせていただきたいと考えております。 

 

○村島委員長 

 それでは、⑥の産業まつりについては終わります。⑦の江南パークゴルフ場の営業期間の延長

について、口頭説明でよろしくお願いします。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 江南パークゴルフ場、営業期間の延長について口頭で御報告をさせていただきます。当初江南

パークゴルフ場の営業期間につきましては１１月４日までということで住民周知及び町ホームペ

ージで町外者に町外者に周知しておりましたが利用者からの要望と春先の降雪で開始日が５月１

１日と約２週間、遅くなってしまいシーズン券購入利用者等にご不便おかけしたことから１１月
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１７日までの営業期間を延長してまいります。なおシルバーセンターに委託しております草刈り

は芝の伸びも既に余りいないため行わず、営業時間も日没が早まるため９時から３時までという

ことで管理人を置き実施してまいります。利用料金は条例で定めておりますので変更いたしませ

ん。なお管理人に係る人夫賃の予算につきましては当初予算内で執行できる試算となっておりま

す。また延長期間であっても降雪でコースが利用できないと判断したときは営業を終了してまい

ります。住民周知につきましては広報１１月号と江南パークゴルフ場に延長のお知らせを張り、

周知をしてまいりたいと考えております。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、延長についての説明がございましたがよろしいですか。それでは次⑧の清里焼酎販売

実績上半期について１６ページ説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは１６ページをお開きください。清里焼酎販売実績上半期について御説明いたします。

４月から９月までの、焼酎の販売額は３千５５５万２千３９円で前年対比４０万９千４１５円パ

ーセントで申しますと前年対比９９、０％でございました。製品のアルコール度数別では１２％

製品で２６千３円の増、２０％製品で２１万６千１５２円の増、２５％製品で１１８万３千３４

４円の増、３５％製品で７万５千７０８円の減４４％製品で６２万８９４円の減、その他酒類で

１４２万８千１２４円の減。なおこのその他酒類につきましては昨年終盤いたしましたパパスフ

ァームオムオホーツク等の製品でございます。焼酎以外の部分につきましては、清里の水及び包

装資材送料で３０万９千４７６円の増となっております。以上で説明を終了させていただきます。 

 

○村島委員長 

 ただ今、上半期についての説明がございました。何かございませんか。よろしいですか。なけ

れば、進みます。 

 

○前中委員 

 ちょっと１点だけ良いですか。 

 

○村島委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

浪漫倶楽部が顕著に伸びている理由というのは、何が理由か、検討されているのでしょうか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 正確に各販売先ごとの本数等はチェックはしておりませんが、７月から焼酎工場で直売を始め

てございまして、７、８、９月で本数的には正確には個別に押さえてはいないのですが、２００

万円ほど売り上げが上がっておりまして、その内半分以上が浪漫倶楽部が出ておりまして、その

部分が影響しているのではないかと考えております。 
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○前中委員 

 焼酎工場で前年比３ヶ月ベースで２００万アップと捉えて良いのですか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 焼酎工場自体では、昨年度まではレストハウスが休み、定休日の月曜日ですとか、そういった

時には販売しておりましたが、今、工場のロビーの所に小さいながらも広げているのですが、以

前は全然広げていませんでしたので、実質ほとんど売り上げが、昨年６月以前についてはござい

ませんでした。 

 

○村島委員長 

 他に。 

 

○加藤委員 

 ちょっと今の副所長の説明を確認したいのですが、去年はレストハウスが売っていたわけです

よね。当然のように、お酒の卸しはしていたわけです。レストハウスに卸していた本数よりも、

今年度はその時期伸びたという解釈で良いのですか。去年のレストハウスでその時期、３ヶ月間

で売れていた本数、それは何本ですか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 ちょっと正確な数字は今、手持ちがございませんが、レストハウスで販売していただいた時に

は、北緯４４度ですとかそういった部分のいろんな製品が多く出てございまして、ただ、私ども

で、焼酎工場に見学に来ている人たちには、どれが売れ筋ですかということで、新コーナーのと

ころでも浪漫倶楽部が一番の売れ筋ということでＰＲしておりますので、そういったことで割合

が増えてございます。ただ、先ほど私は、これが主な原因というふうには申し上げましたが、１

つの要因でございまして、直売、インターネット等につきましても、やはり浪漫倶楽部の割合が

以前に比べて増えているような実感を持っております。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今、松浦副所長からもお話がありました、浪漫倶楽部の関係ですが、やはり、パパスラン

ドで営業が始まってから、パパスランドの記念ボトル、ラベルを替えさせていただきまして、１

０１という道の駅の番号を入れた記念ボトルが非常に売れております。すごくお客さんが増えて

購入していることもあります。ちょっと本数的には私の方でも把握をしていないのですが、その

他、斜里岳登山の記念ボトル、それからこのたび行われましたマラソン大会の記念ボトルと、浪

漫倶楽部を活用させていただきまして、ラベルを替えた記念ボトルが数多く出てきているような

中でありますので、それらも浪漫倶楽部の売り上げが上がっている要因ではないのかなと、考え

ております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。（「はい」との声あり） 
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○村島委員長 

 それでは、ブランドデザインの関係について、説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは、１７ページの清里焼酎ブランドデザイン最終報告会についてご説明申し上げます。

現在来月の１１月１７日午後６時より生涯学習センターの小ホールにて最終報告会を計画いたし

ております。報告会に参加する報告者につきましてはデザイナーが３名、コーディネーター１名、

コピーライター１名、カメラマン１名の計６名で予定しております。 

最終報告会の主な内容でございますけれども本年の８月に提案されました、中間報告書に基づ

きましてネーミング、ラインナップ、ボトル、デザインポスター、ロゴ販売戦略などについて提

案される予定となってございます。報告会は、町民参加型で瓶やキャップラベル、ロゴ手提げ袋

ポスターなどが展示され、多くの町民に見てもらう内容で実施する予定でございます。 

なおその後報告会の後のスケジュール予定でございますけれども報告会を受けまして１１月下

旬に焼酎の名称並びにデザイン変更等について常任委員会当常任委員会にご協議していただきた

いと考えております。１２月上旬に焼酎の名称並びにデザイン変更等に係る所要額つきまして常

任委員会当常任委員会に補正予算の協議をさしていただきたいと考えてございます。 

なおこの場合の主なものは現在考えておりますのはボトルを新規にもしつくる場合のボトルの

型代の製作費ということを主な補正として考えてございます。そこでご協議させていただきまし

て後に補正予算を提出して進めていきたいというふうに考えております。 

次に５番目でございますけども清里焼酎事業中期計画策定ございますが、現在の中期計画は平

成２５年度本年度で終了いたしますので、焼酎の名称並びにデザイン変更など生かした焼酎の製

造計画販売計画、施設整備計画、新商品開発販売戦略など今後の５カ年中期計画つきまして、今

年度中に作成してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ⑨のデザインの報告についての説明がございました。何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 最終報告会については良いと思うのですが、私はこの５番目の特に今後５カ年の中期経営計画

を平成２５年度中に策定すると。その内容については、製造から販売から販売戦略全てについて

やると言っていますが、本当に大丈夫ですか。 

もう１点、この中でともかく最終報告会があって、委員会にかけて補正も良いですが、ただ、

１１月下旬と言いながら、１１月１９日を委員会の日程にしていますが、別に別個に産福は開い

ても私は良いと思いますが、ただ、こういう過程の中で、明年度、いつ売り出しをしていくのか。

どういう形になっていくのか。２５年度中に策定するというのだから、その計画は既にもうある

と思うので、ちょっとよろしくお願いします。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 中期計画の関係でございますが、その前段でご説明申し上げましたブランドデザインと密接に
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絡んでまいりますので、今のところ、具体的に計画については進んではございません。いつから

新しいブランドで発売するのかということでございますが、それにつきましては、ブランドデザ

インの報告会において提案を受けまして、一番時間的にかかるのはボトルの製作でございますが、

大体一般的にはボトルの型で２ヶ月程度、実際にボトルを製作して出来上がるまで２ヶ月程度、

大体４ヶ月程度かかるとお聞きしておりますので、それに付随してラベルですとか、化粧箱、段

ボール等の製作にかかってくるわけでございますが、今現在では来年度、２６年度のいつの時期

かということについては、確定しておりませんので、日程的に行程が固まり次第、また当委員会

でご協議させていただきたいと考えておりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 

○池下委員 

 １７日に来月、最終報告会ということで、この最終報告会の時にいろいろとポスター、ロゴ、

販売戦略などについて提案されると。これは向こうから来る人が多分やるのでしょうけども、そ

れとは別に、清里の焼酎事業として、これ大分前から進んでいるもので、今回最終ということな

ので、町として新しく来年から型を作って４月からというのはなかなか難しいのでしょうが、売

り出すにあたって、どういう販売戦略を考えているのか。ちょっと町としての考えを聞きたいの

ですが。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 今の池下委員のご質問でございますが、来月の１７日に行われる報告会を受けてということで

ございまして、具体的にこういった形というものはないのですが、実際的には固まった時点で各

マスコミですとか、いろんなところに宣伝・ＰＲをしながら、取引先にももちろんそうですが、

この報告会で出たものと連動しながら進めていきたいとは考えてございます。 

 

○池下委員 

 今の松浦副所長の話を聞くと、全て向こうから来てくれている６名の方に全ておんぶに抱っこ

だと、言わんばかりの回答ですよ。うちの町で売っているんですよ。この６名の方よりうちの町

の産業課が所管になったのですが、うちの町の産業課が町長ひっくるめて、本腰入れてこの６名

の方よりも力を入れてやるんだという意欲は全く見えない。こんな状態で新しく全てのものを変

えても本当に売れるのかと言わざるを得ないんですよ。今の説明を聞くと。やはり、もう来年度

からやるってことは、１年切っているわけですから、具体的に例えばどういう所にポスターを持

って行くとか、航空会社に持って行くとか、いろんな所がありますよ。だから、そのために焼酎

の販売実績、道内だけでも良いですよ。観光施設だけでも良いですよ。把握していないと、物を

売りようがないじゃないですか。商売ってそういうものなんですよ。そこら辺を十分踏まえた上

で、２５年度中とここには書いてありますが、早急に自分たちだけでも内部協議をするなりして、

やっていってもらいたいなと思いますよ。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 ただ今の池下委員のご指摘、ご意見を十分に肝に銘じながら、今後進めていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 
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○村島委員長 

 そのようにお願いいたします。他にございませんか。 

 

○澤田副委員長 

 そうしたら、新しい入れ物で年内に詰め込んでやっていくということですか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 ガラス瓶の場合ですと、まず形状によっても違いますが、一般的には型を作るのに２ヶ月程度

かかるとのことでございますので、最終報告会で提言を受けて、それに基づいて、今のところで

すと１２月に補正予算を計上させていただいて、その後、実際的には補正予算を通させていただ

いたと仮定してのお話ですが、実際の発注は１月に入ってからになってこようかと思います。現

在の私どもの工場でも取引している、瓶メーカーと直接ではないのですが、瓶の卸業者は何社か

ございますので、そういったところに見積依頼と言いますか、入札しまして、それで決まりまし

て、型で２ヶ月、実際に作るのに２ヶ月くらいかかると聞いておりますので、その形状の複雑さ

とか、そういうのによって多少期間は変わってくるかと思いますが、実際的には４月以降になろ

うかと考えております。 

 

○澤田副委員長 

 それまでの間は在庫品を売るなり、旧瓶で詰めていくということですか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 副委員長、ご指摘のとおり、現状の製品を販売してまいりますので、資材がいつできるかとい

うのも見越してなるべくと言いますか、資材の在庫が残らないように発注数量も極力抑えて進め

ていきたいと考えております。 

 

○前中委員 

 今説明あった中で２件ほどちょっと願いしたい部分あるんですけど、午前中の総務文教委員会

の中でも出たんですけどレストハウスのあり方についての協議の中で企画委員会を立ち上げるっ

ていう答弁であったんですけど、レストハウスのあの規定従来どおりで考えれば焼酎の販売戦略

としての大義名分という部分議論が出ていたんですけども、今回も同じような形で整合性をとっ

た議論と言うかな、話の中で物事を進めていかないと。製造計画は製造計画ですよ。販売計画は

産業課に移っていますけども全体像のブランドデザインの中でやはり共通の中で、意見統一して

進めていかないと、中々やはり難しい部分。 

そしてもう一つ、もう少し丁寧な新しい焼酎のラベルでも、ボトルの変更もあるんですけども

どうしても新しいものにかわるときにはどこかで重複する工程表なりをやはりもう少しわかりや

すく委員に提示していただけないと。今の口頭だけの話じゃここはどうする、金型は出来たんだ

けども、じゃあその間古い空容器は、そこら辺の全体の工程表なりをやっぱり議員各位が解りや

すいように資料を提示していただかないと。今、製造の話です。これからはやはり販売戦略もや

はりどうするんだ、今は焼酎工場で作っているんだけども将来的にはずっと焼酎工場でずっと売

るのかそういうことだってある程度のものもやっぱり検討していくのが、この焼酎中期計画の中
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ではどこかでは組み入れてくると思うんですけども。そういう部分も加味して検討するというこ

とで理解して良いんですよね。 

 

○村島委員長 

はい松浦君。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

今の部分でございますけども製造販売さらには新しいブランドに切りかえて新しい方の工程更

には現在している焼酎工場の直売ということ過去には５年計画で進めております中期計画こうい

ったものを全体的に網羅しながら、今後進めていきたいと考えておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 

○前中委員 

 やはり焼酎工場自体が、このやはり町が主体性を持った中で今展開している。僕の考えですけ

ども、今で叫ばれている６次化産業のやはり先駆者的な部分がある加工農産物の加工に付加価値

を付ける。だとすればやはりそれを精力的にも製造することは良いんですけれども、販売ですよ

ね、それをどうするかっていうのが間違いなくやるべき第１段階のステップだと思うんで、そう

いう部分で、町が６次化産業やっているんだというふう意気込みでやはり販売戦略もしっかり練

ってほしいというのは僕個人としての意見なんで、そこやはりしっかりと噛み締めた中で検討し

てください。 

 

○村島委員長 

 良いですか。前中君が言われたことは、言われたように色々とこの５カ年間のこれが作成でき

ると断言されたわけだけども、この一番下に書いてあるでしょう、加藤委員から言われて出来ま

すと言うことで、年度替わりの３月までにこれをきちっとやってもらわないと。古いやつから新

しいやつに変わってくる訳ですから、きちんとやっていかないと。さっき前中君が言うとおりい

ろんなことが生じますんで、そこら辺はきちっとやってください。はい。それじゃ産業課９件に

ついてこれで終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 ２、次の２、次回委員会の開催について 

 

○議会事務局長 

 総務委員会と同じで１１月の１９日火曜日と言うことであります。 

 

○村島委員長 

 １１月の１９日火曜日ということでございます。③のその他ないですか。それでは第１０回産

業福祉常任委員会を閉じます。ご苦労様でした。 
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  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第１０回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後 ２時０６分） 

 


