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第１２回産業福祉常任委員会会議録 

平成２５年１１月２８日（木） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１０時１８分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●産業課 

  ①清里焼酎ブランドデザインについて 

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 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■産業課長       斉藤 敏美    ■商工観光・林政Ｇ主幹 野呂田成人 

 ■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 
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  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１２回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○産業課長 

 ブランドデザインの最終報告でございます。３月の１回目の中間報告を経て、皆様から頂いた

色んな意見を振り返りながらブラッシングされたものでございます。 

最初に清里町の場所といいますのは、北緯４４度線、いわゆる世界のど真ん中にあるというこ

とでありました。 

続きまして世界の町のスタンダードを目指してということで、清里町には既に自然・農業・人

がある。そこに息づく文化があるということで示されております。 

続きまして北海道清里から、焼酎のグローバルスタンダードにしていきたいということで焼酎

の価値の転換、焼酎の新しい価値やスタイルを通じて、北海道清里を世界に発信していくという

ことでなっております。次の写真は自然と農業・人が１つの固まりとなった一体的なものを示し

ていきたいという内容でございます。この後につきましては清里町の自然が写真で示されており

ます。この辺は農業、観光そしてこれは澱粉工場のジャガイモ、綺麗な花壇、そして人、札鶴ベ

ニヤ工場の関係です。農業に働く人たち、焼酎工場の人たち、酪農家の皆さん。それと広々とし

た農業の畑の状況、農業する人たちということで載ってございます。このような中で自然と農業

・人が新しいチャレンジに取り組むという中で３つの魅力的伝えていく柱が示されております。 

ハード・ソフト、サービス。ソフト面についてはいかに魅力を伝えていくかということでライ

ンナップの整理をなされております。現在清里から浪漫倶楽部、北緯４４度がございますが、こ

れを大きく３つに整理していくということで、定番これにつきましては樽でもなく原酒でもない

ものを一纏めにしていく、それと原酒につきましては、北緯４４度とセレクション。樽につきま

しては、樽に入れた浪漫倶楽部ということで３つの種類に整理をしていくということで、逆にマ

イルド清里や斜里岳・神の子摩周の雫などについては整理をしていくという提案がなされてござ

います。 

ネーミングにつきましては、じゃがいも焼酎北海道清里ということでいきたいという内容で提

案されております。これはミニ瓶そして定番・原酒・樽の瓶を並べたものでございまして、これ

は１回目の提案の内容でございます。 

カタログやポスターはこのような形で作ってはどうかという提案でございます。これはポスタ

ーです。皆様の後ろの黒板にもつけてございまして、例えばあのような形のものでございます。  

次にいかに商品を見せるかという部分のハード面でございますが、これは商品を例えば陳列し

た場合、直売所のイメージなど出されております。 

次に、試飲のあり方でございますが、現在は無料でどうぞお飲みくださいという形をとってご

ざいますが、そういうことではなくて５０ミリのミニ瓶を作って、自ら試飲を買って試飲をされ

ているという形にした方がよろしいのではないかという提案でございます。 

次にいかに発信していくかということでございます。これにつきましてはホームページやイン
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ターネットを使ったいわゆる申し込みができるようなサービスをしていってはどうか、次にシン

ボルマークなどを使って、清里には花壇などをやっている方がたくさんおりますので、それらの

グッズにシンボルマークを入れていくこともよろしいのではないかという様な考え方でございま

す。 

そして１回目の中間報告のときに出された最後の文言はこれでございますが、世界とつながる

町、北海道清里。本プロジェクトは、じゃがいも焼酎を始め息づく固有の魅力を日本の宝、世界

の宝といって発信し、北海道清里の文化をつくる新しい試みでございます。ということで１回目

閉められてございます。 

この中間報告を経て、町民の方々からアンケートを取ってございます。そのアンケートの結果

が随時これからご説明申し上げますが、デザインのコンセプトについてはどうかという分につい

ては５８．２％の方が非常に良いという結果が出てございます。また商品の名称につきましては

非常によい、よいで７６．７％でございます。またシンボルマークにつきましても５１．１％の

方が非常によい、よいという結果であり、新たなボトルデザインにつきましても非常によい、よ

いという方が７９％となっているところでございます。 

次に、商品のラインナップ８種類を３つに絞る関係につきましても妥当だという方が７９．１

％でございます。次にシンボルマークやデザインの地域周辺の展開についてはという分について

は意見が２つに分かれているというというふうに読み取れるんですが、進めるべきという方が５

３．５、様子を見て検討すべきという方が３７．２、さらに清里焼酎にのみ、このデザインをす

べきだという方もおりました。この辺については今後十分またデザインの方で検討のなされたと

ころでございます。さらに少数意見ではございましたが、このような意見が出ておりましてクリ

エイター人はもう少し清里を体験すべきだとか瓶などについても和の印象が強く焼酎よりも日本

酒に近いイメージになっているのではないかとか、シンボルマークは再考の余地があると思う、

食品っぽいは中学生の子供から出た素直な意見だったんでこんな意見も出てましたし、また見た

目だけでなく品質やマーケティングの公示が必要である地元に愛されてこそ、清里のブランドだ

という思いなどのいろんな意見が出されておりました。 

これらを踏まえてデザイナーの方では３つのテーマを持ってブラッシングがなされておりま

す。１つが、地域が誇りを持てるものにしよう、地元にも世界にも長く愛される焼酎でなければ

ならない。清里焼酎の精神を次につないでいくということでございまして地域が誇りを持てる提

案という分については、清里町民からのフイードバックを踏まえてシンボルマーク、パッケージ、

ボトルデザイン、名称、ラインナップとの精査を再検証していく。次にラインナップにつきまし

ては、アンケートでも８割近い方から妥当という回答得ておりますので定番、原酒、樽酒という

３本の柱を持って進めてまいりたい。さらにシンボルマークにつきましてはいろいろな自然・人

・農業の３つの塊を持っていろんなデザインをいたしましたが、最終的にはこの３つのかたまり

をで進めてまいりたいという結論でございます。３つの塊は清里の原動力である自然・農業・人

の三要素をシンボルマークに表現し、また見ようによっては、じゃがいもの形でもあり、また見

ようによっては清里の清という漢字をも、見てとれるようなことからこれに決められてございま

す。これはじゃがいもを３つ並べた時のものでございます。 

次にネーミングにつきましては先ほども申しましたが、多くの方からよい、非常に良いという

回答を得られていることから観光地などにおきましても、行政登録名称であります漢字の清里を

使うことによってＰＲ戦略にも効果を発揮できるのではないかということで決められてございま
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す。これがじゃがいも焼酎北海道清里のそれぞれのネーミングを羅列したものでございまして、

これはシンボルマークと文字を組合せたものでございます。これはローマ字と組合せたものでご

ざいます。 

次に清里の観光地や景観とシンボルマークを組合せたものでございまして、これは、神の子池

との組合せ。これは、小麦畑との組合せ。これは冬の情景との組合せでございまして、これを基

本カラーとして３つ示されておりまして左から神の子池の美しい水面との組合せで清里ブルー。

真中がじゃがいも畑や小麦畑やビートなど清里町の豊かな恵みとの組合せで清里ゴールド。そし

て一番右側斜里岳の色や雪の色やじゃがいもの花の色との組合せで、清里ホワイトということで

この基本３色を今後いろんなものに使ってまいりたいという提案でございます。 

これは名刺や封筒などにロゴを使った場合のイメージでボトルデザインにつきましては一般的

な薩摩芋焼酎に対して北のじゃがいも焼酎というストーリーを描くことによって、また木箱に入

れるなどして差別化を図っていくことでＰＲができるんではないかという提案でございます。こ

れが定番の文字入り神の子ブルーで示した瓶でございまして、今中央ぐらいにある瓶がイメージ

でございます。テーブルの真ん中ぐらいにあるのはイメージでございます。これは白い瓶に原酒

を入れた、清里ゴールドの入れたイメージでございまして、それが木できているものでございま

すが、実際はガラス瓶の白色になりますが若干イメージが変わるかと思いますが、そのようなイ

メージになろうかと思います。 

次に北海道清里の樽でございます。白い瓶になっている瓶に浪漫倶楽部を入れることによって、

この今の写真のような色合いのものになるのではないかというイメージでございます。一番私側

の方にあります小瓶の色が大分そういうイメージかと思います。 

続きまして新しい瓶の関係でございますが、容量につきましては７００ミリリットルにしてい

きたい。一般的に日本酒や焼酎は１合１８０ミリですので、４合瓶で７２０ミリリットルが定番

でございますが、清里の焼酎は、浪漫倶楽部はウイスキーやワインに匹敵するような価値観があ

りますので、それらと合わせた７００ミリリットルにしてはどうかということでございます。ま

た販売店の収納棚というのは日本酒などで一般的に約３０センチの高さの陳列棚が用意されてい

るところでございまして、今つくろうとしているオリジナル瓶も２８センチ前後の高さでござい

ますので各販売店等におきましても流通面においては大きな問題点はないのかなということでつ

くられてございます。 

次に一番皆様から懸念されておりましてましたボトルの安定性でございます。今までの瓶と違

いましてこの瓶は、下に行くに従って細くなっている関係から倒れる心配性があったわけでござ

いますが、瓶の底をへこますとかそれから瓶の底の方に全体的な重心を持って行くことで転んで

も立ち上がるだるまの方式で倒れることのない安定性が保たれているというふうに示されてござ

います。 

次にボトルの輸送等にかかる経費等でございますが、画面の上の方は現在の浪漫倶楽部の箱だ

ったり北緯４４度だったり、セレクションだったり、いろんな大きさの箱があって梱包するとき

に大変苦労されて輸送費にもお金はかかっている様な形状でございましたが、今後につきまして

は焼酎については、すべて同じ高さ同じ大きさのものになりますので梱包面とか、それから発送

用の段ボール箱などについては、ロスを少なくすことはできるという提案でございました。試作

ボトルにつきましては様々な検証を行いながら市場に送り出していくということで進められてご

ざいます。 
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次にボトルの気密性でございます。今まではクルクルって回すスクリューキャップでございま

したが、今後につきましてはコルク式にしていきたいということで提案なされておりまして、コ

ルクによります蒸発とかいろんな心配もありましたが、専門家と十分進められた結果、全く問題

ないということでここに記載のとおりでございます。 

次にミニ瓶、今一番私側の方にありますミニ瓶でございます。５０ミリの瓶でございますが、

これらについてはお土産用とかちょっとしたバックに入れて持って歩ける形としてこういうもの

もつくってはどうかという提案がなされてございます。これはミニ瓶と定番原酒樽をそれぞれ並

べた瓶でございましてミニ瓶については容量５０ミリで進められてございます。これは定番原酒

樽それぞれ箱に入れた場合のイメージでございます。 

次にこれは札鶴ベニヤの突板を使って贈答用などに使ってはどうかということで提案されてい

るものでございましてテーブルの上にも置かれているかと思います。普通木などで箱をつくった

場合には完全な箱目にするんですが、あえて額のような形にすることで焼酎のみ終わった後も茶

箪笥などに入れて飾ることもできるんではないかということでこういう提案がなされているとこ

ろでございます。そしてそこの隣にあります真四角の箱かぶせることで、もう１つの箱として出

荷できるということで提案がなされてございます。 

次のページが箱の中にボトルを加えた状況でございます。これが清里フレームとして、ただの

パッケージではなくエコにも配慮したすぐれた汎用性がございますというようなことが示されて

ございます。 

次は清里の水についてのボトルでございます。そこにあります背の低いのが清里の水のボトル

でございまして５００ミリリットルでございます。 

次に商品の展開についてでございますが、今まで斜里岳とか、神の子池等の商品名がございま

したが、それらの部分についても今後ギフトセットとして存在させていってはどうかと言うこと

で、これは焼酎の定番原酒樽を３本セットにしたものを斜里岳として出してはどうか。委員長さ

ん側の方の箱３つをその下になっている箱に入れて斜里岳という名前で出してはどうかという提

案でございます。次は神の子池として樽と清里の水をセットにしたもので出していってはどうか

という提案でございます。 

次につきましては包装紙などにつきましても先ほど清里の景観で出しました斜里岳や神の子そ

れから清里ゴールド清里ホワイトなどで包装紙を使いまして、四季折々にこれらの包装紙を使っ

て包装することで贈答等に使っていってはどうかという提案でございます。あの中元とか歳暮に

も使える形で出していくことで、販売戦略がなされるのではないかと言う提案がなされてでござ

います。それは手提げ袋についても市販品を使うよりは清里焼酎をお使いになっていただいてい

るんだなということがわかるように北海道清里をイメージしていくってものでございます。これ

につきましては出荷箱にも、清里のシンボルマークなどを入れていくことで PR がかかるという

ようなことで、これは直売場などもこういうことも１つのイメージとして提案されてございます。 

直売所の関係については、試飲の仕方につきましては一番私側の方にありますミニ瓶のできた

てというイメージでございます。 

次にじゃがいも焼酎の顔は樽酒ということで考えておられるようでございます。一番出荷量の

多い樽を清里焼酎の看板としていってはどうかということでございまして、このようなパンフを

つくったり、またポスターをつくったり、また web などによる注文書などを作ったり、じゃがい

もの価格の乗ったパンフレットをつくるなどいろんな面でＰＲ戦術が必要ではないかという提案
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がなされてございます。 

次に地元にも世界にも長く愛される焼酎としていかなるＰＲ戦略をするかということでござい

ますがデザイナーの方からは、主役は町民全員でございまして町民一人ひとりが焼酎を愛しＰＲ

することが一番大事だという提案がなされてございます。 

次に、いかに認知度を上げるかということで、入り口をしっかりと押さえていくということか

ら清里で言いますと飛行機で言えば女満別空港さらには道の駅とかコンビニなどに、ポスター等

を貼っていくことが必要ではなかろうかということで、この写真は女満別空港の売店の上に、こ

のような例えば清里焼酎の看板を上げるとか、それからこういう様な形で清里焼酎のロゴ入りの

ものを正面に置くとか、そういうことでまた幟を立てることでＰＲ効果があるのではないかとい

う提案でございます。さらに清里にはＰＢボトルがたくさん出回っておりますが、基本といたし

ましては、北海道清里の統一が図られるべきであると一気にはいかないと思うんですが、基本的

にはそういう形にしていくのが望ましいという提案でございます。これはある売店の様子でござ

いますが、今まではこういう形になっておりますけど、こういう中に一番右側になろうかと思う

んですがこういう箱などがありますとまたインパクトも違って新たな戦術になるのではないかと

言う提案でございます。 

次には長く愛されるためにどんなメッセージが必要かということでございまして、清里町長自

らがＰＲするチラシをつくったりしていくことが必要ではないかと。やっぱり町長自らが先頭に

なって清里じゃがいも焼酎をＰＲしていく町民の皆の夢だということを語っていただくことも必

要ではないかという提案がなされております。これらはそれらのチラシとなるものでございます。

さらに清里焼酎をブランド資産としていくことが必要だということが出されております。でそれ

らのロゴとかいろんなものを清里町で出されますマップであるとか、それから清里の特産品など

にロゴなどをしっかりと付けて統一したＰＲが必要だということが示されております。 

そしてもう１つは今回のネーミングの変更に伴いまして長年使っていく流通しておりました浪

漫倶楽部とか北緯４４度とか、セレクションという名前は市場から一旦消えますけども、過去の

歴史というものをきっちりと残していく必要があるのではないかということで出てきておりま

す。これが現在の主な商品でございます。最後にはこれからもしっかりと焼酎造りの部分をこれ

からの引き継いでいく必要もあると、また焼酎づくりに携わった長屋所長の事などもしっかりと

記すべきではなかろうかとで、最後に、書かれておりますのはじゃがいも焼酎の挑戦はこのデザ

インだけで終わりではなく、今後みんなで盛り立てていきましょうということでの最終報告がな

された所でございます。 

議案書の１枚めくった１ページをお開きいただきたいんですが、ただいまの提案をデザイナー

の方から受けまして町としての考え方でございます。２ページをお開きください。２ページは最

終報告が１７日になされた３日後に、北海道新聞に載った記事ではございますが、町長もこの記

事を見まして基本となすのはこの最終報告を受けたものに沿って進めていくということではござ

いますが、右から３行目位に東京のデザイナーから提案を受けた櫛引町長は方向性は決まった。

次の段階に進めていきたい。と話来年の秋のリニューアルを目指す方針を打ち出したというふう

に記載されておりまして、町長もこの部分についてはおおむねそういう方向だということを確認

をしております。また中間ぐらいになりますが、最終報告会の提案では現在の８銘柄を整備して、

北海道清里という統一ブランドを採用し、定番・原酒・樽酒の３種類を販売していくという部分

についても町長は最終報告受けた提案の内容であって、この分についてはこの通り進めていきた
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いという考え方を示されてございます。それで町長は来年の秋にはリニューアルする形を進めて

いくためには、今すぐやらなければならない部分があるので、必要額については１２月の補正予

算そして来年の当初予算にしっかり予算を組みながら９月頃目途に進めてまいりたいという町の

考え方でございます。 

それでは１ページに戻っていただきたいと思います。ただいま御説明いたしましたような内容

からスケジュールの４つ目になりますが、ブランドデザインにかかわる住民の周知でございます

が随時行ってまいりますが、来年２月号のきよさと広報で具体的に説明をしていきたいとお知ら

せをしてきたいと考えてございます。また、ブランドデザインに係る新商品の住民のお披露目で

ございますが、これについてはまだ予定でございますが、来年の９月７日の産業まつり会場でお

披露目させてはどうかということで思案をしているところでございます。さらに新商品の発売開

始日につきましても９月７日の産業まつり開催日に各小売店舗に商品が出回り、発売されるよう

に焼酎工場から卸問屋等を通じて流通させる手はずを進めてまいりたいということで今進めてい

るところでございます。なおこれに向けて町民還元をするかとかいろんな部分がまだ細かい部分

はございますが、それらの分についてはまだ具体的に決めてございませんので論議してございま

せんので新聞にも出ていますとおり、９月上旬を目途にお披露目新発売をしていきたいという方

向で今進めているところでございます。 

次にこのようなスケジュールで進めていく場合に、必要経費が掛かるわけでございますが、大

きくボトルの型を作る経費、それからボトルを製造する経費、さらにコルク栓などのパッケージ

等をつくる経費に大きく分かれるものでございますが、ボトルの型製作にかかる期間が約２カ月

から３カ月かかるというふうに製造業者の方から確認をとっているところでございます。型が出

来てから、さらに瓶を製造するのに２カ月ぐらいかかるというふうに聞いております。したがい

まして、まずは先行してボトルの型製作を１２月定例議会で補正させていただきまして進めてま

いり、ボトルの製造、並びにポスターやパッケージ等ついての総額につきましては２６年度の当

初予算計上をお願いしたいと今考えているところでございます。なおボトルの型製作費につきま

しては透明の定番樽用の瓶についての型と原酒を入れます白瓶の型とそれぞれ２種類必要となる

ものでございまして、現在清里焼酎の瓶や資材を納入していただいております業者さんの方にこ

のような形でつくった確認をいたしましたところ、おおむねボトルの透明瓶については最大で４

２０万円。白瓶の原酒につきましては２６２万５千円かかるというふうに確認をとってございま

すので、合わせて６８２万５千円を１２月の定例議会に提案させていただきたいということで、

考えております。なおまだ詳細の部分が詰まってございませんので、この金額が変わるようなこ

とがあれば１２月の定例会の前の委員会に報告し、提案してまいりたいと考えているところでご

ざいます。 

なお来年度の当初予算に向けたボトルの製造パッケージ関係につきましては最終報告を受けて

からまだ期間もなく、瓶の封印とか細かい部分も多々あり積み上げができてございませんので、

早急に積み上げながら皆様に報告協議するとともに３月の定例会の当初予算に向けて進めてまい

りたいと思っております。あわせまして焼酎の中期計画を今策定進めてございますので、その策

定計画の中での焼酎販売ＰＲと合わせながら、焼酎に掛かる経費等もあわせて一体的に３月定例

会に向けて進めて今おるところでございますので御報告を申し上げます。 

次にブランドデザインに関わる住民周知等ＰＲでございますが、流通業者、地元小売店また地

元飲食店さらにはＰＢボトルを取り扱っていただいている業者等につきましては、１月から２月
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に１回目の説明を行いまして、その後も随時行いますが、２回目に６月から７月くらいに行いま

して発売日等を十分説明し、いきたいというふうに思っておりますし、ＰＢボトル取扱業者につ

きましては、取扱量の少ないものにつきましては、今後どうするかの部分を十分議論協議をし、

整理をしてまいりたいというふうに考えております。 

次に新商品発売開始後の現在の旧商品の取り扱いでございますが、旧商品は、販売開始日以降

は清里焼酎工場からは一切出荷いたしません。なお事前説明を丁寧に実施いたしまして、原則出

回りしている商品については焼酎工場では引き取らない。従いまして小売店等におきましては、

９月７日から発売開始した以降も多少残っている分については、できれば一時新商品で旧商品が

ダブル場合もあるかと思いますが、小売店の方で整理していただきたいということで今考えてる

ところでございます。長時間にわたりまして説明をいたしましたが、今現在の最終報告に対する

町の考え方並びに掛かる必要経費等についての考え方をご説明したところでございます。どうぞ

御審議の程よろしくお願いいたします 

 

○村島委員長 

 只今１１月１７日の最終報告に基づく清里焼酎ブランドデザインについての説明が A4 の用紙

で説明されました。何か委員の方この件についてご意見ございましたら、ありませんか。はい、

前中委員。 

 

○前中委員 

 私もこの発表会に参加しまして町民の方も何人か質疑に立っておられた部分がありまして、そ

の中で町民向けの還元と言うわけではないんですけども、一番の問題は、コストはどうなってい

るんだという質問は端的にでていたと思うんですね。一升瓶の話も出ましたし、今回金型の提案

は出ていますけども、全体的に販売まで持って行った時のコスト計算ですか、そういうのはある

程度は叩き上げているのかなと思うんですけど、その辺についての説明と、もう１点、金型の製

作の中で出ているんですけども、２種類必要という理由付はちょっと説明がなかったから解らな

いんですけども。その点の２点。そしてもう一つＰＢボトルの取扱業者なんですけども、今昨北

九州から来ていると言われる業者さんも、かなり清里焼酎に対してＰＢ向けの製品をという話を

進めたいという話は出てましたんで、その辺の説明もあわせてお願いしたい。 

 

○産業課長 

 最初にコスト計算でございますが、最終報告受けるまで町としましても小さい事で言いますと

つくりつけのキャップになるのか、コルクになるのか瓶もオリジナルになるのか、企画品を使う

のかなど明確な報告がまた受けられていませんでしたので、それぞれの見積もり等はまだ取って

いない段階でございますので、詳しいコスト計算はまだできていない状況でまさにやっていると

ころでございます。 

その中で概数ではございますが申し上げられますのは、ボトル自体がオリジナル瓶に変更した

ということがありますので定番と言われます清里や樽の浪漫倶楽部については資材単価が今より

も高くなる見込みでございます。次に原酒の今までの北緯４４度については概ね同じぐらいな資

材単価になるのかなというふうに想定をしております。が、セレクションにつきましては、皆さ

んも御存じのとおり陶器の瓶でつくられておりましてオリジナルであるというようなことそれか
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ら箱なども独自に作っているというようなことからかなり高価な資材単価になっておりますの

で、これについては、単価は下がるのではないかという下がる見込みで今おります。ただ現在ま

さに積み上げているところにございますが、どのくらいになるのかという分についてはもう少し

お時間をいただきまして、解り次第委員会に報告をしてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

次に型の部分でございます。私どもも同じ瓶で色が透明と白だけの違いですので、一つの型で

良いだろうというふうに思っていまして、随分業者とは議論をいたしたところでございますが、

一緒にはならないということでございましたので、この辺については専門的な部分でやむを得な

いのかなと両方必要であるという状況でございます。それからＰＢボトルの取り扱いの関係でご

ざいますが、以前の委員会でも報告したことがございますが、取扱量が極めて少ない本数の所も

ございますが、そういうところにつきましては基本的に十分お話し合いをしてしながら、今後Ｐ

Ｂボトルとしての取り扱いはやめていただくとかいろんな部分で進めていきたいというふうに思

っているところでございますが、現在も鶴雅リゾートなどは独自の名前をつけたＰＢボトルをも

ってございまして、年間何千本単位で出荷していただいている所もございますし、そういうとこ

ろにつきましては恐らく今後もＰＢボトルで続けて欲しいというふうに言われる可能性があるの

かなというふうに今思っているところでございまして、同じように、今前中委員さんのほうから

ほがじゃさんの山口福太郎さんの関係につきましても、今後どう進むかわかりませんが２０００

本単位とかで購入していきたいと考えているんだよという話なども伺っておりますので、そうい

う大きな単位となれば、当然ＰＢは全部だめということではなくて、十分検討していかなければ

ならないとこの様に考えているところでございます。 

 

○村島委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 ちょっとまだ積み上げがなされていないという説明なんですけれども、従来のボトル多品種に

渡ってデザインだとか質だとかボトル数が多いわけでしょうね。そのボトルの製造費自体もやは

り全体の出荷量販売額に占める割合の中のボトル製造費っていうのは大体分かると思うんですけ

ども、今回正直言って、ボトルの形状はある程度規格化されて、単純に１つというふうに捉えれ

ばと思うんですけども、そうなったときに要するにボリュームデスカウントというかな、同じ単

一の品種を例えば１万本のところは仮に５万本になれば交渉能力は持っているというふうに僕自

身は考えるんですけども、それを行政として可能かどうかというのはちょっと逆に質問したいん

ですけどもどうなんですか。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 現在までは例えば主に８品種ありまして、浪漫倶楽部などは一番定番でございましたので年間

２万本とか出ておりますけど、他のやつは１千本単位とか５千本単位ぐらいしか出て来ていませ
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んでしたので、確かに瓶など全ての物が小ロットで納めてもらう関係から割高になったことは事

実でございますが、今後は大きく２つで白と白以外のやつと、２つに分かれますのでそういう瓶

から言いますと年間販売量が合わせて５万本だとすれば大きなロット数で製造もできますし、購

入できますので単価は下がっていくというふうに今考えているところでございます。その辺が今

回型の見積もりをとるときには、ロット数の関係も含めて、今後瓶をいくらで入れていただける

かという分も含めた総体的な見積もりの中で型の業者を決めていきたいというに思っているんで

すが、型が高いところはどちらかと言うと瓶の値段安いんです。１本当たりの瓶の値段が安いん

です。ところが型の安いところは１本当たりの瓶の値段が高いですので、今我々が計算している

のは３年後、５年後のトータルでどっちが安いかということも、今含めながら計算しておりまし

て、その中で型の業者も決めていきたいということでございまして、只今説明申し上げました多

品種から絞っていますので、当然大きなロット数で安い単価で求めて行ける形を取っていく中で

総体的な経費は下がるまでいかなくてもそんなに増やさないでできるのかなという思いで、積み

上げをしているところでございます。 

 

○村島委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 いろんなオファーを出した中の１社に絞った話なのか、あるいはいろんなところに当たりなが

らリサーチの上での積み上げなのか、今後その辺検討されているとは思うんですけども、何かあ

れば、従来通りの今の話ですと業者さんって話で説明があったんですけどね。 

 

○村島委員長 

 はい、課長 

 

○産業課長 

 今型で補正を申し上げている金額も６００万とかの大きな金額でございますので、本来は入札

でございます。が、入札の場合には清里町に入札業者の登録者名簿に載ってなければ登録できな

い部分がありまして、焼酎の瓶を取り扱っている業者さんの登録は無いようでございます。清里

町が瓶やなんかを納品いただいている業者もないわけでございますので、入札という方向ではな

く瓶を取り扱っている業者数社と主な業者数社と入札と変わらない仕様書をつくって見積もり合

わせでやっていくという考え方でございます。入札にも指名選考の場合と一般競争入札の場合あ

るんで、一般競争入札になると余りにも範囲が広くなりますので指名選考ですと登録されていな

い業者がなければできませんので、入札と同じような方式の中の見積もり合わせでやっていきた

いというふうに考えているところでございます。 

 

○前中委員 

 わかりました。 
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○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ボトルの入札と言いますか契約方法についてお伺いをしたわけですが、年間使用するボトル数

は大体解るわけですが、今回そういう環境の中で概算見積もりをする場合に何年分の契約を概算

の中で抽出をしていくのか。例えば１年分の型と１年分の瓶だけでその判断をしていくのか、５

年間という規模を持って判断していくのか。１０年という規模を持って業者を選定していくよう

にしていくのか。この辺の考え方ということによってこのボトルの部分って非常に大きく変わっ

てくるような気がする。 

今回焼酎は新しく、デザイン的あるいはボトルの変更をしていく。それにかかわる栓のコルク

の問題ポスターの問題、販売計画こういうものの中で、概算でボトルの型代の予算を１２月の定

例会で補正をかけたいという意味合いは非常にわかります。しかしこれ全体としてこの清里にお

ける焼酎が今日まで歩んできた過程の中で非常に大変苦労してきた時期もあり、また企業的な感

覚の中で言ったらどういう環境で来たのかということも十分あると思うんです。こういう中で、

今回、ボトルに関してはほぼ同じぐらいの経費で済むであろうという概念ですが、これ全体のポ

スターから何からすべての部分考えたときのコスト計算。今まさにやっている最中ですと言いま

すが、こういう形の中で本当に焼酎の販売関係に関して、町民向けに対して同時にスタートかけ

られていかなければならない問題なんですよ。スタート切っちゃってから結果として大変な経費

の増による問題点って出てきては何ぼ素晴らしいものであっても、本当にこれからの自治体の環

境の中でどこまでそれを支え切れていけるのか。そこにどこまで交渉しても町民の皆さんの納得

いく、理解のいく焼酎であり、町民が誇れる焼酎であり世界に発信できる焼酎になるのかってい

うこの辺を十分にこのここで改めてきちっとした感覚のもとに、その経費の部分についてもおさ

えてなくて、しかも今言われたこの中期計画、焼酎の中期計画と言うのは非常にこの今年度で切

れる訳ですよ。これ空白になっちゃうんですね。どうしても大きな転換をするこの時期に来年９

月にって言っていますけども、それまでの間に本当にこれ３月に瓶やりますよ、ポスターやりま

すよ、６月行っちゃいます。スタートをかけてやって販売量が全然伸びなかったら大変なことな

んです。目に見えない経費っていうのも当然こういうことをしたときにはかかってくると思うん

ですよ。これらを十分に踏まえて本当にどうしていくのか、今やっている最中ですからとりあえ

ず型だけ先行、これもやむを得ないという理解はしますが、ただ本当にここで大きく清里焼酎を

転換して運営をしていくっていった時に、この最終報告でも言われている町民に親しまれる飲ま

れる焼酎このあり方をまずどうするのかを、３月の定例会前に提案してかないとならない。 

２月に町民に周知をするという時点は、その方向性も同時に打ち出していかないと駄目だと思

うんです。そうでなければ３月の２６年度の当初予算に全部組みますってこれは非常に町民の皆

さんから理解を得るに私は苦労すると思います。だからトータルとして、今までの原価計算の中

における新しいボトルと、このパッケージの環境の中でどういう単価になっているのか。現状の

数字の中で、これは大体の概算数字っていうのを少なくても議会には提案をして前へ一歩進んで

いかないと後から結果的に足りませんでしたということには私はならないと思うんです。 

このアイデアと環境で進むことは良いです。ただその時に、どういう焼酎事業の収支になって

いくんであろうか。あるいは仮に原価割れしてでも町民の皆さんに本当に親しんでもらい飲める
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焼酎の環境をどう築けるのか。ここの部分が私は最大だと思って、この部分の論議の中で前に進

むって言ったって私は進みようないと思うんです。私も賛成はします。但しそこの部分の提示を

しないとこれは前に進めないと思います。焼酎はアルコールです。アルコールを町民皆さんに飲

んでくださいって言っても、アルコールの飲めない人もいる。色んな問題があるんです。でも飲

めない人にも理解してもらえる清里のブランドそしてイメージが私は理解して貰う為の手法を出

さないと。 

それと少なくてもこの焼酎が行政の中において効率化、行財政改革という名のもとに、グルー

プ制の中の環境にあった。でも、答申の中にはやっぱり町民主体で焼酎をやっていきましょうと

いう中では町長先頭になってやってください。こうなればむしろもっと町長とは言いません。副

町長をトップにしたやっぱり焼酎事業計画なり、そういうものの具体的な体質をつくっていく。

そして同時に、町民一般サイドやそういう環境の中からもメンバーを募って同時にまずは清里町

内における消費のあり方。あるいはその拡大の仕方人口がここまで減少してきた時の中における

アルコールが飲める量ってどこまであるのか。言葉ではわかるけど清里町で全体で消費できるよ

って言ったら、どこまで飲める増やすことができるんだ、一般の焼酎を飲んでる絶対量がどこま

であるんだ、色んなデータの中から前１歩進んだ提案を少なくても提案されることが先な様な気

がします。これは１年前から言われていた訳ですから、当然のように今日の最終報告の中におけ

るこの１ページ目に書いてある町の最終的な考え方を提案するって言っているんです。でもそう

いうことの提案なしに瓶を替えます、容器代の提案ということでは、私は余りにもどうなのかな

と。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

デザインの関係につきましては、昨年の１０月に町の方からデザイナーの方に今お願いをしな

がら最終報告を受けまして、この様な形であがってきたところでございまして町長も概ねこの方

針に基づいて進めてまいりたいと、先ほども申しましたが、型については２カ月間位かかります

し、瓶を製造するまでにまた２カ月位かかるということから型については瓶についてはこの形で

決めていくということから先行する形にはなるけれども１２月で提案させていただきたいという

のが提案でございます。 

さらに皆様から申し上げられていますとおり、中期計画も何も総額予算も示されない中で予算

だけが先に走っていく状況の中では、町民理解が得られないのではないかなと言う部分は、私も

思っておりまして、まさに進めているところでございますが、中期計画につきましては過去の実

績や過大問題でどう検証しながら、さらにはただいまのデザインの報告とも受けて総額予算でど

の位かかるのか１本単価にしたらどうなるのかという販売戦略も含めて来年の１月、２月の委員

会で議会の方にお示ししていきたいというふうに、今考えて進めているところでございます。 

合わせまして今回のデザインの変更に伴います瓶代などがどうなるのか、総額予算どうなのか

ということもこの中期計画と一体的に併せまして、中期計画は来年の４月１日からのスタートに

なりますので併せまして進めて参って、３月の委員会、議会等で総体予算が中期計画に基づいて

提案する形ができるように鋭意努力しているところでございますので、御理解を賜りたいという
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ふうに思います。 

 

○加藤委員 

 その中期計画の中における町内での販売計画あるいは消費拡大そして親しまれる焼酎の関係に

ついてはどういうようなことを踏まえて、同時にそれも１月、２月の中に方向性の提案あるいは

具体的事業展開というものを示されるっていうことですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

中期計画も本当にまさに作っている最中でございますが、どこまでその詳細の分まで中期計画

に示せるかという部分についてはまだ不明瞭なところもございますが、できるだけ解りやすい内

容になるようにつくっていきたいというふうに今考えております。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

言葉では解るんですが、結果として消費拡大につながらないとならないんですよ。町内であろ

うと町外であろうと、世界であろうと。その計画を同時にどうやってしていくか。まずはそれが

大変であったとしても、少なくても町内で飲まれている焼酎の量の５０％は清里焼酎にかわる環

境づくりをどういうふうにしたら良いのか。これが不可能だとしたら、私はこの事業を進めるべ

きでないと。最終的提案が何という言葉でまとめられているのか。ここのところは十分に１つ踏

まえて前へ進んでいただきたいと思う。 

 

○村島委員長 

 他に何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 もう一つつけ加えておきますと、焼酎事業所だけでのこの問題でのコストっていうのは、非常

に私は難しい問題が出てくるだろうと。町内における消費拡大については別な事業展開の方法も

私は良いと思うんで、要するに清里焼酎の単価と一般の焼酎の単価の格差はやむを得ない状態の

中にあるわけですから、焼酎事業所としてこの問題をどう取り組むかというのは非常に難しい問

題があろうと思う。清里町全体として、一体となってこの事業を展開していくとすれば、清里町

の焼酎の５割以上を清里焼酎に置き換えていく努力、親しまれる焼酎をどう清里町の事業として

展開していくのか。そして理解される事業として認められていくのかを検討すべきだと思います。 

 

○村島委員長 

 課長。 



 

- 14 - 

 

○産業課長 

例として申し上げるならば、例えば富良野も池田も、町民還元用ワインを造って流通させてい

る経過があります。恐らくあそこの焼酎事業所はとは別に町のどこかのところで補助支援をする

なりして、町民還元用を出しているっていうふうに思われます。そういう意味合いからいくなら

ば清里町もそういう方法も例えばあるでしょうし、町内の小売店などに例えばもっとあの他社の

焼酎と大差ない価格で小売り飲んでいただける様な方法とか色んな方法があろうかと思います。 

確かに今加藤委員さんいう様に、焼酎事業所の問題だけとではなくて他の課とも連携する中で

いろんな知恵を出していきたいとふうに思っておりますのでご理解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。前中委員 

 

○前中委員 

 課長から説明ありまして、最初に僕も質問したんですけど、やはり物を売る私たちも農業です

けども実際対面で物を売ったことがない職種なんですけども、販売価格自体というのは、やはり

製造それをまた加工する次の１つとして販売、その中には流通もあるんですけど、それらが一体

となって物を売り込むということなんで、今加藤委員言われたように販売戦略はきっちりと今後

提示しながら、製造の部分の話はここでこうですよ、最終的な販売そして消費者までの流れ消費

者は、町民の人らもいれば町外の人のマーケティングがやはり大きいことだから、それがフロー

チャートの中で説明できるものをやっぱり提案していただければ、もっと解りやすいのかなと思

うんで、そこら辺大変だと思いますけども、そこら辺は１つの形として動き出す。 

この焼酎事業を今、六次化産業の先駆けだなと僕はずっと思っていた一人なんですけども。そ

れを行政がやっているのもこれまた珍しい。本来であれば三セクなんか入っていろんな事業展開

しやすいですけども、現実は直轄、特会もくんでいた。そういう歴史もありますから、そこら辺

も含めて５年後１０年後の形まで公表まではいかないですけども、喧々諤々の議論は必要じゃな

いのかと思いますので、その辺も合わせて議論をしていただきたいと。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 十分検討いたしまして、１月、２月の委員会には中期計画等の中に色んなものを示しながら、

提案してまいりたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 田中委員 

 

○田中委員 

 今回のこの４０年を経過しようとしている中でボトルのイメージアップと。その中で今２６年



 

- 15 - 

の９月の産業まつりまでの計画があるわけですけれども、ここでやはり焼酎この４０年を節目と

して、なんかもっとばっとした様な計画だとかを密かに持っておられるのか。それとやっぱり今、

皆さん、言われている中々行政がその焼酎販売だとかなんかっていうのも限界があって、難しい

面もあろうかと思うんですけども、これ販売については、もう専門のプロに任せるとか、委託を

するとかそういった方向だとかもするしない別として検討研究もする必要があるのかな。そんな

ふうに考える訳です。そこら辺ちょっと。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

９月の販売開始日に向けたイベント関係につきましては、先ほど前段でお話しましたとおり、

今いかに町民に愛される焼酎にしていくかっていう部分も含めて、町長の方も検討しております

ので、今何々をするとかという話しはちょっと出来ません。言えませんが検討しておりますので、

後はどっかの時点で報告したい。それから焼酎のこの流通関係につきましては、北酒連とか酒連

国だと日酒販とか色んなあの大手の流通卸売業者を通じてやっている部分がやって広めているん

ですが、広く進めていくって言う部分については、いろんなやり方があろうかという分で、現在

あの北都千国会というところの方にもかかっていただいたり、色んな形でやっておりますが、中

々販売専門員を置く形なども検討はしておりますが、そういうなり手の関係難しい。色んな部分

がございますので、いかにしてその焼酎の売り上げを増やしていくかというふうについては、十

分今後も色んな知恵を出していただきながら、自分たちも出しながら検討していきたいと思って

いるところでございます。 

 

○田中委員 

 先ほどの説明の中に、小清水の今回も煎餅の山口商店の社長も２千本単位販売とかが取れれば

やっていきたいというような強い見方というかすごく良い話もあるわけですけども、そういった

大手のそういう会社、やはり北都千国会だとかも売れた分だけと言うようなことでない、責任を

持ってある程度も力を入れてやっていくってそういう様な業者が出てくれれば、大変都合が良い

わけですけど、そういった部分についても色々と模索しながらやっぱり進めていけたらいいのか

なとそんなふうに。 

 

○村島委員長 

 はい課長 

 

○産業課長 

小清水の山口福太郎この関係につきましては、テレビ放映などもなされたというふうに聞いて

おりますが、清里の焼酎とコラボしてできれば、２千本単位でと言う話は報道で流れてございま

して、私ども話している区分では箱は向こうで作るよと瓶も向こうの、例えば瓶は使いたいとい

うようなことで進んでいまして、今のほがじゃさんの方は、小売免許はあるんですけど、卸免許

がないと言うようなことで、例えば清里の焼酎を箱に入れて作っていって小清水の北陽工場に持
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っていくと、北陽工場では売れるけど北陽工場以外のほがじゃさんでは売れないということから

今卸免許を取ることを今進めているというふうに伺っているところでございます。 

それらが北陽工場に例えば清里焼酎が卸したやつを例えば福岡にも送れるし、色んな流通範囲

が広がるということで、進められている様ですので、卸免許を取る関係については色んな北見の

国税局に調べたりしながら情報提供もしつつ進めておりますので、今後良い方向に進むことを今

願いながら行っておりますので、また何かの機会にご報告できればというふうに思っています。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。 

 

○加藤委員 

 先ほど町内の関係についての消費の部分ってあったですか。今回この最終報告に言われている

世界に打ち出すというところまで行けば最高ですが、少なくとも九州の焼酎に対抗する北海道の

じゃがいもということで、今回の中でも提案されていますが、女満別空港と言うところじゃなく

て千歳空港ぐらいにやっぱり発信していくというのが基本的なスタンスの視野の考え方でないか

と。これもすぐにつけるとかという話でもないし、予算的な問題も話ではわかるけども、これを

本当に具体的にどこまでどうやっていくのか。こういうものだって、３月の当初予算に例えば今

その煎餅とやってくれる企業もあるよ、こういうスタンスの中で行ったときにやっぱり商品の宣

伝というのも同時に出てこないと、思い切ったことをしようとして力を本当に入れようとするん

であれば、女満別道東ということじゃなくて北海道にまず発信を来てくれる人に発信をするとい

う部分で千歳空港あたり、あるいはＪＲも札幌駅辺りに、大々的に出す方法を。あるいは相手の

あること、あるいは予算のあることも９月になって同時にのぼり１本持ってお願いしますという

話じゃなくて、ここに提案されているようなデーンとしたような広告棟をやっぱり提示していく

ということになれば、相当な予算もかかっていく。何年計画になるかもわかんない、でも当初ス

タートかける３年なり５年はやってみようとか、それには宣伝だけでなく販売部分というものを

きちっと組み合わせながら、同時に宣伝していくということこれを忘れないで行くっていうこと

を同時にやっていかないと、どうなって行っちゃうのかなと。 

予算的な問題が大変だとすれば補助事業とは言いません。前中委員の言われていた、この自治

体が六次化の先端に行っているんじゃないかという過去の経緯から色んな形の中から、その方法

なりあるいはスタンスなりっていうものをしていく。その後手後手にならない。大きく転換をし

てスタートをかけるんであれば、それ相応の努力もしないと駄目。ただ経費をかければ良いだけ

じゃなくて同時に進めるということ。ここの部分を本当に練り直していく、そのためにはグルー

プ制の中だけでは大変に非常に難しい問題がたくさんあると思う。この問題は、即時１２月の定

例会位に町長あたりはこの焼酎全体の特別部門を結成しますと、そして町民と一体となって進ん

でいきますと、４月からは機構改革しますというぐらいのスタンスがないと中々前進まないよう

な気がしますが。 

 

○村島委員長 

 課長。 
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○産業課長 

ただいまありましたご意見は、町長の方には十分伝えておきたいというふうに思います。グル

ープ制とか特別班の話になりますとなかなか私の方では答えでない部分がございますので、町長

の方には十分伝えて置きたいというふう思います。 

それからあの女満別空港とか千歳空港の関係。皆さんも飛行機よくご利用されるからご存じと

思いますが、実際はあの売店の上には全部看板貼ってあって空いているスペースがない位の状況

です。しかしながら空いてないから最初から駄目と言うんではなくてひょっとしたら、コカコー

ラさんだとか白い恋人さんとか上がっているけど、話によっては更新して、清里の焼酎を上げて

くれるかもしれないし、価格面もどのくらいあるかわかりません。今まさに加藤議員さん言って

いる通り、予算もあって相手もあることでございますけどもアタックしないと駄目なんで、私達

はアタックしてみて、そして予算と絡めながら十分議会と協議をさせていただきたいと思います

ので女満別空港でなくて、北海道の入口千歳空港であり、JR 札幌駅であり、色んな部分で進めて

いきたいと考えておりますのでご理解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。議長。 

 

○村尾議長 

 今回の焼酎のデザインを４０年経過しているってことで一新をするということで、この件につ

いては大変理解が出来る事ですし、世界に飛び立つということも大きな目標の中でやられている

訳でございまして理解できるんですが、問題はデザインが先行して販売の方のマーケティングの

方が同時に進んでないというのが、今各委員からの話でないかと思うんですね。例えば末端価格

だけ一つ取り上げてみても３％量減るわけです。この計画から行くと７２０から７００になるわ

けです。そうすると単純に町民にしてみれば千円で売っている分については３％安くなるのかな

と思うわけですよ。ところが、先ほどから話聞いていますと型代の製作費が出てきているだけで、

瓶がいくらになるのか解らないということで、この容器に変更することだけが先行しているだけ

で、先ほどから言っているように販売戦略の方になると全然一緒なって進んでいないと。 

課長の話の中では新年度予算までは作り上げますよと９月の発売までには間に合いますよとい

う話なんですが、それぞれの委員が心配しているのは同時に進行しなきゃならんと言う事ではな

いかと思うんですね。瓶は出来ちゃった、末端価格は３％量減る、これ瓶が新しくなっても中身

同じでしょ、味が美味くなるとかそういうことは今考えてないんでしょ。そうすると値段が大幅

に騰がったりすると、騰がらなくても加藤委員が言われているように騰げなければ経費がかかる

コストが高くなれば、まず焼酎工場の持ち出しが増えるだけで、先ほど言っているように３％安

くならなければならないんですよ。量的にはそういう事も進んでいるんですかということです。

多分進んでないと思うんだわ。デザインの方が先行して間に合うんですか、そういう事で。 

そういう販売戦略が後追いになっていると。課長は４月からの中期計画が出ますよ、なんて言

っていますけど、これ同時にやってもらわなきゃならないわけです。それをやってないわけです

よ。ですからデザイナーにこのデザインをお願いすると同時に広告代理店あたりに頼んで、販売

戦略を一緒になってやってなきゃならんわけですよ。現実に瓶だけのデザインを更新するという

ことで、先に進んじゃったもんですから、こういうちょっと歪な形になっちゃっている訳なんで
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すけど、それぞれの委員が心配しているのは新年度予算までに販売戦略なりが間に合うのかとい

うことを危惧しているわけで、課長にしてみれば間に合うというより方法ないのかなと思うんで

すけど、後で町民が困らないように。それから焼酎事業所が困らないような形で進めていかなけ

ればならんわけで、その辺を早急に精査してもらわなければ困るなと危惧しているんですけどね。

それいかがですか。 

 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 中期計画にいたしましても販売戦略にしましても指摘は十分あるというふうに思っております

が、先ほど来も申し上げました通り３月の予算計上に間に合うように中期計画の方も１月、２月

の段階で作りつつ並行して販売戦略並びに総額予算なども同時に示しながら進めてまいりたいと

いうことで、今鋭意努力しているところでございますので、もう少し時間をください。お願いし

ます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。色々と各委員から議長はじめ委員から出ている要望と言いましょうか。

提案でしょうか、今議長からも話し合ったように同時進行していないという事実、瓶だけ６百ウ

ン十万１２月の議会で承認していただきたいという課長からの話なんですけども、やっぱりバラ

バラではやっぱり中々スムーズにいかない。そのためにも議会の委員会としても進めてくことに

対して、委員はみんな心配しているんですね、色々と。この大きな転換４０年間になって、こう

いうラベルを変える。そしてこれからどうするこうするということで心配した上での意見が前中

委員、加藤委員、議長から出ていましたけれども、心配しているんですね。ですから瓶だけ作る

んで６百ウン十万補正予算を組んでくれということじゃなくて、ただ９月までの産業まつりに間

に合えば良いなんていうような安易な考えでなくて、同時進行するような形で委員会の方に提案

してきていただきたいと。私もその様に思いますんで、お帰りになったら町長に伝えるというこ

とですから、委員から出た御意見は正しいことだと私思っていますので、その通り伝えて次回の

委員会にきちんとした形で提案していただきたいと思います。他によろしいですか。ご苦労様で

した。 

 

○村島委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、１２月６日でございます。 

 

○村島委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 
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 無ければ、事務局から。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、１２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 午前１０時１８分） 

 


