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第８回産業福祉常任委員会会議録 

平成２５年７月２５日（木） 

    開 会   午前１０時１３分 

    閉 会   午後 ０時０８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まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金認定状況 

 ●産業課 

  ①江南牧草地（町有地）湧水災害について 

  ②平成２５年度一般会計補正予算（産業課所管分）について 

  ③美里地域湧水災害について 

  ④「清里町１１５年」「開町７０周年」記念事業 第３４回清里町ふるさと産業まつりにつ

いて 

  ⑤青葉町有林皆伐事業入札結果について 

  ⑥温泉入浴料の見直しについて 

  ⑦パパスランドパークゴルフ場の有料化について 

  ⑧平成２５年度清里焼酎販売実績（第１四半期）について 

  ⑨清里焼酎事業所焼酎直売について 

  ⑩清里焼酎ブランドデザイン中間報告について 

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 

 ■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    梅村百合子    ■税務・収納Ｇ総括主査 永野  宏 
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 ■保健福祉課長     薗部  充    ■保健Ｇ主幹      伊藤 浩幸 

 ■建設課長       藤代 弘輝    ■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主幹 鈴木  敏     

 ■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８回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 １．町からの協議報告事項について、町民課より１点ございます。説明願います。 

 

○町民課長 

 それでは、町民課より、平成２５年度まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付

金の認定状況につきまして、担当よりご説明申し上げますので、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、まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金認定事業状況について、

ご説明いたします。１ページをご覧ください。 

１、平成２５年６月２５日付まちづくり運動推進協議会推進会議における認定状況です。①で

すが、昨年度までの「産後を考える会」から名称変更しました「こぐまクラブ」の健康子育て事

業です。内容は、産後のボディケアとフィットネス教室の年２回の開催を予定してございます。

申請額は１７万９千６００円、経費は受講費、施設使用料などです。決定された交付率は５分の

４で、交付決定額は１４万３千円となります。次に、②「きよさと移住者ネット」のきよさと移

住者ネット事業です。内容は、清里町に移住してきた方やこれから移住をしようと考えている方

の不安や悩みを共感・共有し、問題解決に向けた方法を提案するネットワークをつくるというも

ので、快適で安心して暮らしていけるように心のサポートについても実施するものであります。

申請額は３３万円、経費は研修費、印刷製本費などです。決定された交付率は３分の２で、交付

決定額は２２万円となります。次に、③「清里町市街連合自治会」の大人盆踊り事業です。内容
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につきましては、昨年度６年ぶりに復活しました大人盆踊りを今年度も実施するということです

が、お盆の町に交流の輪とにぎわいを創出するとともに、里帰りされた方たちに対し、故郷の良

き思い出を感じていただくことが目的となります。申請額は４２万円、経費は設備費、宣伝費な

どです。決定された交付率は５分の４で、交付決定額は３３万６千円となります。④ですが、「東

京大学陸上運動部清里町後援会」の東京大学陸上運動部交流事業です。内容は、合宿地として訪

れる東京大学陸上運動部を応援するとともに、地域や町内の子供たちとの交流及び東京清里会と

の合同による交流事業を実施するものであります。申請額は６０万円で、経費は中学校陸上教室

などの交流会となります。決定された交付率は１０分の１０で、交付決定額は５０万円となりま

す。 

次に２、次回審査予定事業です。次回のまちづくり運動推進協議会の推進会議は、平成２５年

７月末を予定しております。昨年度も実施しました「江南明日を考える会」の江南地区夏まつり

事業申請額６３万円、「みずもと第１有志の会」の光り輝く街並みづくり事業、申請額１８万５

千円、「ゆいま～る清里」の地域おこしで考えるまちづくり事業、申請額５０万円について、審

査を予定しております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今、まちづくり地域活動推進についての説明がございました。委員の方、何かご意見ござ

いませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 確認なんですけども、東京大学陸上運動部後援会の関係で、交付率１０分の１０で決定額５０

万円となっているのですが、ここら辺、ちょっと説明をお願いしたいのですが。 

 

○町民課長 

 交付率につきましては１０分の１０なのですが、限度額５０万円という上限がございますので、

それで今回、決定額は５０万という内容でございます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 １点、聞きたいんですけども、２番のきよさと移住者ネット事業ということで「清里町に移住

して来た方やこれから移住しようと考えている人の不安や悩みを共感・共有し」と書いてあるん

ですけども、こういうことを個人でやるよりも、町が一番先に率先してやらなきゃならない事業

じゃないの。それに対して、お金が３分の２の２２万円云々じゃなくて、個人から上がってくる

こと自体がおかしいんじゃないですか。その辺はいかがですか。 

 

○町民課長 

 今回、新たに出てきましたきよさと移住者ネット事業なのですが、この代表の方といろいろお

話をさせていただきながら、協議会の方で審査をさせていただきました。その中におきまして、
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移住された方で、なかなか清里町に馴染めなくて離町される方が結構いらっしゃるということも

含めた中で、心のサポートをしていきたいということで、今回６名ほどの方でそういうネットワ

ーク事業を展開していきたいという内容でございます。そして、将来的にはホームページの作成

等々もしていきたいということでございます。 

池下議員の方からご質問ありました、町としてどうなのかということでございますが、これに

つきましてもさまざまな角度から、例えば産業課の花嫁対策という関係もございますし、移住・

定住事業等々もございます。その辺との絡みも含めながら、いろいろお話をさせていただいたと

ころでございます。現在におきましては、６名でとりあえずそのネットワーク的なものを立ち上

げていきたいということでございます。今後、この移住者ネットがどういう形で進んでいくか、

その辺の推移を見ながら、町でできる支援がどういうことがあるのか、これからの検討課題だと

いう認識しております。以上です。 

 

○池下委員 

 課長の答弁を聞いて、ちょっと思ったんですけども、６名の方がこういう事業をやると。それ

に対して、町が本来は率先しやらなきゃならない事業だと私は思っておりますけども、こうやっ

て個人の方がやることに対して、その事業の推移を見ながら協力していくっていうスタイルでは

なくて、主導権は常に町が持ってこういうことをやっていくという、そのスタンスですよね。こ

ういう事業ばかりでなくて、いろんな事業に関してもそうなんですけども、よそから上がってき

たものに対して協力してくということじゃなくて、町側から提案して、それに対して行政職員ま

たはそういうことに賛同してくれる方を引き込みながら、一緒にまちづくりをしていかないと、

本当の協働のまちづくり事業とは言えないんじゃないかと。厳しいことを言っているかもしれな

いんですけども、私はそういうふうに思うんですよ。 

それと、この一番上の「こぐまクラブ」の健康子育て事業ということで、産後のフィットネス

教室とかとありますが、これとは別に子育て支援センターというものがありまして、私も実際行

ってきましたが、平日の午前中でも約１０名ぐらいのお母さんたちが、お子さんを連れてきて遊

ばせているんですよ。私はそこに行っていろんな話を聞いたんですけれども、町に対して「こう

いう施設があるってことはすごく良いことなんです」と。それで「何かもっと不満がありません

か」という質問投げかけたんですよ。そうしたら、「今のところないです」という答えだったん

ですよね。それとはまた別なんですけども、こうやって出てくるってことは、やっぱりそうやっ

て考えている人もいるってことですから、もっと間口を広げて、子育て支援センターを利用しな

がら、事業展開していってもらった方が良いかなと思うんですよね。 

 

○町民課長 

 まず１点目は、共創のまちづくり事業の考え方なのですがこれにつきましては、行政が支援し

ながら前へ進む事業と、町民自らがいろんなことを考えて、いろんな運動を展開していきたいと

いう２通りがあろうかと思います。 

今回のこの共創のまちづくりというのは、あくまで町民の方が自らいろんな考えを持って、企

画運営していくというものに対して、町が支援をしていくという事業でございますので、まずは

その辺をご理解いただきたいと思います。あと、池下議員がおっしゃったとおり、行政で支援し

なければならないという事業も多々あろうかと思いますが、その辺の仕分け、区分けをはっきり
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しながら、事業を推進していきたいと考えてございます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 いいですか。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、これで町民課終わります。 

 

○村島委員長 

 それでは続きまして、産業課。①から⑩までございますので、１項目ずつ説明をお願いいたし

ます。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項１０件につきまして、協議・報告をさせていただきます。 

今回は江南牧草地の湧水災害について、それに伴う一般会計補正予算など、提案案件が多くあ

りますが、各担当と共に説明いたしますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

最初に江南牧草地の湧水災害について、２ページ～４ページで説明いたしますので、２ページ

をお開き願います。湧水が発生した場所は、江南の西５線東側２７号付近の被害箇所として赤丸

で示している所でございます。３ページをお開き願います。土地の地番は清里町字江南８４８番

地で土地所有者は清里町です。昭和５５年頃から清里町酪農組合に貸付している牧草地でござい

ます。湧水の発生を確認いたしましたのは、７月上旬、酪農組合員が一番草の収穫作業において

現地を確認し、町に報告があったものでございます。次のページをお開き願います。本日、委員

会終了後に現地確認をお願いしておりますが、左側の写真のように、高さ約５メートル、幅３０

メートル以上にわたり、土砂が崩落し、湧水が右側写真のように川になって流れており、現在も

流れている状況でございます。今後の気象状況によっては、大雨などにより土砂崩落並びに流失

の拡大が想定されることから、復旧工事を計画するものでありますので、ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

なお、復旧に係る工事費の補正については、次の項目で説明をさせていただきます。以上、１

番目についての説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ①について説明がございましたが、委員の方、何かございませんか。田中委員。 

 

○田中委員 

 この牧場の湧水の原因は、春先の大風が吹いた時の関係で、一気に雪融けで流れたのか。それ

とも美里地区みたいに、突如地面から湧き出ているのか。どういう状況なのか。 

 

○産業課長 

 原因については、はっきりしたことは申し上げられませんが、春先の融雪水による水とは違う

のかなと。どちらかと言うと、美里のように湧き出てきた水が、今この時期になっても出てきて
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いるのかなと感じております。この後、現地に行きますので、皆さんも水の出ている場所などを

見ながら、現地を確認していただければと思います。 

 

○田中委員 

 この工事費の予算３００万って出ているわけですけども、これについては、枡か何かを入れて、

排水のそういう施設を造るのか。それとも、ただダンプか何かで土砂を運んで、埋め戻して平ら

にするのか。そこら辺の工事の内容はどうなのか。 

 

○産業課長 

 工事の詳細につきましては、現地で建設課の技術者もまいりますので、詳しい説明をさせたい

と思いますが、写真でもありますとおり、落差が５メートルということで深いこともありますの

で、一段目は蛇籠というもので留めて、さらにその上にもう一段、芝生を張る形で留めながら、

法面を作っていく形で、経費の一番かからない方法で工事を行いたいと思っております。従いま

して土砂を持ってきて入れるとかではなくて、現状の土を少し押し流すような形の中で復旧させ

てまいりたいと、このように考えております。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 １点聞きたいんですけど、これの原因がわからないと。今現在も水が出ている状態だと思うん

ですけども、３６０万ぐらいの予算が出ているんですけども、早急にやってもまたなるんじゃな

いかという心配があるんですけども、その辺はどうですか。 

 

○産業課長 

 今回の工事をすることによりまして、現在出ているような水の量が仮に枯れても、また来春出

てきても、現在の量の水については崩落しない形の中で水処理ができる工事で改修してまいりた

いと考えております。 

 

○池下委員 

 と言うことは、工事が終わった後、水が出ていても、その水の行き場が全て地下に潜るような

仕組みにしているってことですか。 

 

○産業課長 

 この場所につきましては、水が出ている下に沢がありまして、その沢の中を水がずっと流れて

行くような形。今回の水が出る以前から上流から流れてきている水がありまして、その沢に今回

の水が流れて行くような形に処理いたしますので、改修することによって、崩落をそれ以外の地

域に影響及ぼすことはないものと判断をしております。 
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○村島委員長 

 他にありませんか。（「なし」との声あり） 

 

○村島委員長 

 それでは続きまして、②平成２５年度一般会計補正予算について、説明願います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 平成２５年度一般会計補正予算（産業課所管分）について、５ページでご説明申し上げます。

１２款災害復旧費・１項災害復旧費・３目江南地域湧水災害復旧費において、江南牧草地災害復

旧工事を実施するものでございます。江南牧草地湧水災害による法面崩壊を防止するため、緊急

に法面整備工事を行うもので、事業費総額３６１万２千円を一般財源同額で計上しており、８月

２日開催予定の臨時議会に補正予算案を提案させていただくものでございます。以上、説明を終

わります。 

 

○村島委員長 

 ②について、ご質問ございませんか。（「なし」との声あり） 

 

○村島委員長 

 それでは、③美里地域湧水災害のその後について、口頭説明ですがお願いします。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 ６月４日に発生しました美里地域湧水災害につきまして、その後の経過について報告させてい

ただきます。美里地域湧水災害につきましては、発生後、６月１４日に北海道オホーツク総合振

興局網走東部出張所の指導により、観測点を設置し、水の流量などを計測しておりましたが、６

月２２日土曜日に、最後の地点の湧水地点の渇水を確認しており、全部が渇水をしている状況で

ございます。６月１２日、北海道開発局及び北海道オホーツク総合振興局において、恒久的な対

策に必要な調査を行う旨の申し入れをいただいており、北海道オホーツク総合振興局網走東部出

張所において、水量調査をすべく、道営清里地区において調査を発注しております。７月２４日

から調査地点２カ所でボーリング調査を開始しております。この調査事業につきましては、道営

畑総事業において実施いたしますので、地元負担が生じますが、負担金の増額については、９月

定例会において補正予算案を提案させていただきたいと考えております。なお、６月定例会補正

予算により実施しておりました、第９道路の側溝改修などの復旧工事は計画どおり進んでおり、

小麦の収穫作業には影響がない、支障がないと考えております。以上、説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、美里地域の湧水についての説明ございました。何かございませんか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的に経過措置と現状の報告を受けたわけですが、それらの調査をし、事業が仮に展開され

るのは、いつ頃の予定なんですか。 
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○産業課長 

 総合振興局並びに開発局の方の担当者とも話しているのですが、一番は、来春にまた今年のよ

うな水が出てくるということになれば、来年度早々にでも事業が展開できることにもなろうかと

は思っておりますが、逆に水が出なければ、１年ぐらい遅れてから恒久対策になるのではなかろ

うかということで、今現在では地区指定の関係とか予算の関係とかがありますので、緊急性を伴

う場合は、即来年度にできる可能性もあるし、水が出なければ１年ぐらい遅れて、計画書を作っ

て実施するということでなるのではなかろうかということで、今段階でははっきりしたことは申

し上げられません。ただ、いずれにいたしましても、総合振興局も開発局も、流末がないという

現状を踏まえて恒久的対策は必要だという判断のもとに、計画的に道営事業もしくは国営事業で

きちんとした流末処理ができるような事業を進めてまいりたいということで、お話をいただいて

いるところでございます。以上です。 

 

○加藤委員 

 来春に仮に出た場合でも、その事業が速やかに執行される。そう言いながら、出た瞬間にその

対策というのはまた現状みたいな形にならざるを得ないわけですが、そういう場合における経費

というものはどういう形になるのか。また町負担という形になっていくわけですか。 

 

○産業課長 

 今回の災害における事業についても同じことが言えるかと思うのですが、行政としてできるこ

と、地権者がするべきことの区分を明確にしながら、地域の関係者とも協議をしながら進めてい

かなければならないと思っております。それで、いずれにいたしましても、恒久的対策について

は先ほども述べましたとおり、開発や振興局の現在これから行おうとしております水量調査など

の実施結果を踏まえて、対策を検討してまいりたいと、このように考えております。 

 

○加藤委員 

 恒久的対策は良いんですよ。ですから、今最初に課長が言われました町がすべきこと、受益者

がすべきこと、そういう環境の中で、その恒久的事業が展開される前に発生した時に、手遅れに

ならない措置と進捗状況は地域の方々とどういう話をして、町としてどういうふうに進んでいる

のか。これ、いつ出るかわからないわけですよ。秋の大雨で出るのか、来春の湧水で出るのか、

その後なのか。でも、それまでに恒久的事業が終わっていないという現実があるわけですから、

そうなった時に課長が言われた方法での進み具合はどういう状態なんですか。現状として。 

 

○産業課長 

 ６月の中旬に、東側路線、西側路線の全て関係する方々においでいただきまして、経過報告を

しております。その段階ではまだ国、振興局の考え方がまとまっておりませんでしたので、あく

までも経過報告ということでさせていただいたところでございます。しかしながら、今加藤委員

からのご質問のとおり、大雨などによる水が発生することも考えられますので、最低限、今しな

ければならないことといたしまして、町有林の中の沈砂池の整形の関係、さらにはその下にあり

ます道路の側溝に掘った沈砂池の現状復旧、さらには中田氏の土地先にあります沈砂池の中にも
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多少土砂が入ったということがありますので、その土砂の鋤取りなどの作業につきましては、こ

の秋口までに実施をしてまいりたい。それで、今年の春のような大水が出ますと、その３つの沈

砂池では飲み切れないかもしれませんが、できるだけ仮に東側へ流れてきた水についても、最大

限沈砂できるような改修工事を秋口までにしていきたいと、このように考えているところでござ

います。 

 

○加藤委員 

 それらについて受益者と言いますか、その関係者と十分な協議をし、執り進めるということも、

了解あるいは現状として進んでいるのですか。６月の何日かに行われた会議の中では経過説明だ

けで、今後の対策について何やっているんだという意見が非常に多く出たという話も聞いている

わけですが、事業を行政として、報告じゃないんですよ。基本的には、そういう対策を前もって、

どういうふうに減災を心がけていくかということが非常に大切だと思うのです。今回の場合は。

そういう意味から、町は考えているっていうのではなくて、実際に受益者の人方と話をして、ど

ういう形で本当に進められるのか。スピード感を持ってやっていかなければ、例えばそこにユン

ボや重機が行く時に、秋蒔き小麦を蒔かれてしまうとまた行けないだとか、作業日程やいろんな

問題が出てくるだろうし、そこのところの明渠の問題など、いろんな部分があると思うのです。

だから、非常に多いのが、今回の委員会もそうなのですが、報告事項ばっかりになっているんで

すよ。物事をしようとしたら、その前にきちっと計画の段階で、あるいは方向性が決まった段階

で説明が必要だと思うんですよ。この後出てくる案件、全部報告事項ですよ。 

 

○産業課長 

 先般、湧水が発生しました岡本さん、並びに岡本の土地の先の吉田さん、それからその下の春

名さんとか川筋さんとかありますが、その方々にはただ今説明しました町の考え方をご説明し、

十分お話をしながら、９月秋口までに工事を進めてまいるということの説明とご理解をいただい

ているところでございますので、今後そのような形の中で、機械の出入りなども当然ありますの

で、地域の方々の協力をいただきながら、工事を進めてまいりたいと思っているところでござい

ます。 

 

○加藤委員 

 そういうことであれば良いですが、その中でもう１点、町がすべきこと、その当事者がしなけ

ればならないこと、その割合というのは事業が終わってから決めるのですか。あるいは前もって

大まかな方向性についての提示はされているのですか。 

 

○産業課長 

 行政がすべきことという部分の区切りにつきましては、中田さん地先の所の沈砂池は町の土地

でございまして、町が整備した沈砂池でございますので、これは町が責任を持って行います。そ

れから、町有林内の沈砂池につきましても町の土地でございますので、当然町が行います。それ

から、その下の道路の所の沈砂池につきましては、元々あった沈砂池を今回の災害のために道路

敷地と隣接する土地の境界の辺りを掘り起こして、再度留めたという関係もありますので、その

復旧については町が行います。それで、先般の話合いの中で地権者の方とお話したのは、そこの
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道にひいてくる畑の小さな側溝を造るとかについては、地権者の方々で進めてくださいというこ

との話合いをして、ご理解をいただいているところでございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。（「なし」との声あり）それでは、次に進みます。④

「清里町１１５年」「開町７０周年」記念事業 第３４回清里町ふるさと産業まつりについて、

説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 「清里町１１５年」「開町７０周年」記念事業であります、第３４回清里町ふるさと産業まつ

りについて、ご説明いたします。６ページ目をお開き願います。 

６ページ目には、本年度の第３４回ふるさと産業まつりの実施要領について記載しているもの

でありまして、本年度は昨年度と変更箇所がございますので、７ページ目でご説明させていただ

きます。７ページ目をお開き願います。 

本年度の産業まつり開催にあたり、実行委員会の主要団体であります商工会、観光協会、ＪＡ、

役場の４団体にて、事務的な打合せを本年５月２０日に実施しており、町からの実施に向けた変

更点を協議させていただき、それぞれの団体への説明をお願いしてきたところであります。その

後、１ヶ月後の６月２１日に昨年の参加団体の担当者説明会を開催しているところであります。

なお、７月１９日に出店者が決まりましたので、８月６日に出店団体の説明会を開催する予定と

なっております。前夜祭につきましては、議員各位にも参加していただいておりますじゃがいも

踊りを、本祭の前日であります８月３１日に開催となります。本祭につきましては、９月第１日

曜日で周知されておりますので、本年度は９月１日に実施となっております。開催時間について

は変更ございません。開催場所につきましては、緑ヶ丘公園からモトエカ広場に変更いたします。

会場の変更につきましては、緑ヶ丘公園では平らな場所が少なく、出店者に不便をかけていたこ

と、ステージショーを見に来られる足の不自由な方が少しの高低差でも苦慮されていたこと、駐

車場の台数確保が見込まれること等により、本年度はモトエカ広場にて開催をしてまいります。

懸念される部分は、緑ヶ丘公園のように日影の部分が少ないこと、近くに民家があり、多少なり

とも音が出ること等があります。日影につきましては、休憩テントを設け、対応するよう現在進

めており、音の関係は、６月２７日に周辺民家に職員が直接出向いて、音の関係等を説明し、ご

理解をいただいてきたところであります。 

予算に関しましては、昨年まで役場補助金、商工会、ＪＡの負担金をもって実施してきました

が、本年度より町補助金をもって実施してまいります。出店方法につきましては、実行委員会か

らの依頼ではなく、公募方式に変更しており、保健所の申請についても原則出店者自ら申請して

いただく方式にしており、実費負担により実行委員会で代理申請を行っていくような形をとって

おります。出店参加費につきましては、昨年まで決め事がなく、実際、町外からの出店も無料で

出ていた現状もありましたので、今回の公募制から町外者に対しては２千円を徴収することとし

ております。テント設営につきましても、出店者自らが行うのが基本でありますので、設営・撤

去につきましては出店者にお願いすることとしております。出店者数につきましては昨年より３

軒増え、４５店となっております。このうち、町外者の出店は９店となっております。また、本

年度、出店に際しましては、農商観工異業種連携補助、店舗出店支援交付金事業者には出店の呼
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びかけをしてきたところであります。ステージイベントにつきましては、ＨＢＣの公開録音を例

年どおり実施いたしまして、本年度は歌謡ショーのみではなく、お笑い２名のステージを実施し

てまいります。歌手につきましては中条清、お笑いにつきましては小石田純一、八幡カオルとな

っております。ステージイベント終了後の催しは清里竜神太鼓と斜里のバトントワラーを実施し

てまいります。昨年実施しておりました焼肉炉の貸出しは実施いたしません。このことにより、

１団体から多種の意見をいただいておりますが、事務担当者会議におきまして、負担金の徴収は

行わないので、それぞれで実施方法等の検討をお願いしてきているところでありますが、その結

果、今回は参加できない旨の報告があったことも事実であります。また、出店者へのお弁当の配

布を行わず、それぞれの出店ブースでお互いに買っていただく方式に変更しております。弁当を

配ることにより、ご飯物の販売がありませんでしたが弁当廃止を説明してきた結果、出店者の販

売品目の幅が広がったことも事実であります。 

以上、元々は収穫祭からスタートしたイベントであり、役場のためにやっているということで

はなく、自らの意思での出店である原点に戻った産業まつりに少しずつ戻してまいりたいと考え

ております。以上、説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、④について説明がございました。何かご意見はございませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 催しのことでちょっと聞きたいのですが、竜神太鼓とバトントワラーというのはステージイベ

ントの前段でやるということになるのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 歌手、お笑いが終わった後にやるような形になっております。昨年もどうしても歌手の方が終

わった後、お客さんがはけてしまうような部分もあるのですが、その中で何とか残っていただけ

るような形もとっていきたいなというのがありまして、その後のイベントという形で考えており

ます。 

 

○池下委員 

 ステージイベントって多分１２時から、ＨＢＣの公開放送ということで、１２時から毎年やっ

ているはずなのですが、やっぱり、今言われたとおり、ステージイベントが終わってしまうと一

斉にお客さんが帰っちゃうんですよ。逆に、そこに携わっている人間が、竜神太鼓やるからとか、

何をやるからとかと言っても、ほとんどもう７割、８割が帰ってしまうということがあるので、

何とか１２時前にやるようなことはできないのですか。竜神太鼓だって久しぶりに復帰して、熱

が入っていると思うんですよ。やっぱりやる側は、お客さんがいないと力入らないんですよ。バ

トントワラーにしたって斜里から来るのでしょうけども、にぎわいまつりなんかにも来ています

けども、お客さんがいないところでやるという、そういう寂しい状況をなるべく味あわせないよ

うに、何とかステージ公演をやる前にできるものであればやっていただきたいなと。見ている町

民もそれを望んでいると思うんですよね。ちょっとそこら辺、もう一度検討してもらいたいなと

思います。それともう１点なのですが、この役場補助金が４６６万３千円で、農協と商工会は一
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切かからないようになっているのですが、この理由は一体何なのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 時間配分につきましては、公開録音で前段の準備等もあるのですが、中で可能かどうかはもう

一度検討してみたいとは思いますが、先ほど申しましたとおり、池下委員ご指摘のとおり、お客

さんがはけてしまうという部分がありまして、僕たちとしてもお客さんには、実質２時半までや

りますので、それぞれお客さんが残るような形で、実はいろんなところに「やりませんか」と依

頼をかけてきたのは事実なのですが、どうしてもちょっと難しいということがありまして、この

２団体を終わった後のイベントということで入れさせていただいたのも現実であります。先ほど

申しましたとおり、公開録音の関係等もありますので、時間配分ができるかどうか、もう一度考

えていきたいなとは考えております。 

また、役場の補助金のみにしたという部分につきましては、先ほど何回かお話させていただい

た公募制の部分、自ら進んで出ようという部分ありますので、実質的に各団体で自らというのが

ありますので、そういう考えでおりましたので、町は町の補助金でお客さんを集めるので、各皆

さんは自分たちでその２６万円を利用して、いろんな物を出してお店の方をやっていただくとい

う形を取らせていただこうと思いまして、先ほど申しました保健所の申請も自らという部分では、

ここからお金を支出していただくというような形で進めていくということで、町の補助金のみと

したようなことであります。 

 

○池下委員 

 今、説明を受けたんですけども、この催し物、竜神太鼓とかそういうものは、基本的には誰の

ためにやっていただくのかってことを、もう一度考えてもらいたい。やはり町民、そこに来てく

ださった方、いろんな地域から産業まつりは多数来てくれるんですけども、来てくださったお客

さんのためにということが原点だと思うので、もう一度考えていただけるようお願いして終わり

ます。 

 

○勝又委員 

 今年は記念事業ということで、このモトエカ広場については、今後ともずっとモトエカでやっ

ていくということなのか。また緑ヶ丘公園に戻るのか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 担当といたしましては、モトエカ広場で開催ということで考えてはいるのですが、先ほど申し

ました音の関係ですとかもございますので、今回の様子を見るような形にはなってしまうのです

が、ただ、やはり出店者の方の関係ですとか、先ほど申しました歌を見に来る方、昨年も実は、

美幌町からタクシーに乗ってわざわざ来たのですが、足が不自由でステージの所まで行けないと

いうお客さん等もいらっしゃったのも事実でありますので、できれば、平らなモトエカ広場で続

けていきたいなというのは本音でありますが、今年一年ちょっと経過を見させていただいて、来

年度の開催場所については決めていきたいなと考えております。 
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○田中委員 

 今、隣接されている住宅だとか、そういう意見を聞きながらということなんですけども、私が

気になるのは病院と老健があるんですけども、過去にも大谷先生の頃だったんですけども、青年

部があそこでバンドか何かをやった時があったんですよね。その時やはり、あそこで入院されて

いる人たちが。戸を閉めても響くし、すごいんですよね、本当にあそこの中が。今回やるという

ことなんですけども、そこら辺は十分に気を配りながら、進めていただいて、様子も見ながらと

いうことなんですけども、そういうことでお願いしたいなと思います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 平成９年に一度モトエカ広場で産業まつりをやっております。その時もステージにつきまして

は、西側の方にステージをつくって、スピーカーが全部東側、斜里岳側に流れるような形をとっ

ております。それで、音が後ろには行かないとは言えないんですけども、やはり音の関係出てく

るのかなと思います。 

ただ、副議長が言われたとおり、前の先生は音がうるさいと言われていたのですが、今の現院

長は、社会福祉協議会でやっているふれあい広場にも積極的に参加してくださるような方で、ど

んどんやろうという、逆の立場の考えを持った方でもありますので、先生にもお話をさせていた

だいてるような状況ではありますので、何とか今の現状についてはご理解をいただいております。 

 

○田中委員 

 今回のクリニックの先生は、そういうのにも極力顔を出されていて、協力はいただけると思う

んですけども、やはり、一番肝心な入所や入院されている方への関係、その人たちへの配慮をし

ていっていただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 細かい話になって恐縮なんですけども、前段、モトエカ広場で恒久的にふるさと産業まつりを

今後開催するのであれば、それなりの対応も重々考慮しなければならない点があると思うんです

よね。例えば、灼熱ではないですけども日影対策、あるいは出店者に対するケアの中で、今回は

公募という形なんですけども、電源あるいはその水あるいはその汚水等々の処理の末端の話にな

るんですけども、そういう対応もやはり今後、重々検討しながら進めなければならない。あるい

は仮設のステージでやるとなると、毎回、設置・解体ということを今後永続的に続けるのかどう

か。その辺もどちらの開催にしても利害関係、良い所もあれば悪い所もある。そこら辺の整合性

だけで、今回こういう形で英断したと思うんですけども、今後その辺の詰めの話をきっちり詰め

ながら、この産業まつり、フェスティバルの中で担当主幹がおっしゃったように、その原点に立

ち返った部分をやはり重々尊重しながら、町民のフェスティバル、町に対する位置づけを、もう

一回原点に立ち返るという部分で、懇切丁寧に今後説明していただきたいというのがあるので、

その辺を説明お願いします。 
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○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今、前中議員からご質問ありましたが、出店団体の担当者会議を行わせていただいた時も、

お水の関係はやはり出ていました。ただ、あそこの所は実は水道管が入っておりますので、簡易

的なのですがリース事業で流し台と言いますか、それを借りて水の確保はしていくのと、排水に

ついてもありますので、それの活用についてはとっていくような形をとっております。また、ス

テージにつきましては、いろんなイベントに行かれると解ると思うのですが、トラックのステー

ジがありますので、都会とかに行くと結構それを使って実施しているという形で、造るステージ

とそんなに遜色がないようなステージにはなりますので、それで今回は準備の方を進めていくよ

うな形をとっています。一番の問題につきましては、今回、商工会で行いましたにぎわいまつり

でも、暑くて倒れられた方がいらっしゃったのですが、先ほど申しましたとおり、テントを余分

に用意して休憩できるような箇所を造って、対応を考えていきたいなと思っております。ただ、

どうしても歌の好きな人は、炎天下でも一番前を陣取って座るというのは、昨年のステージの時

もそうでしたので、熱中症対策につきましては、個人の対応もしかるべきところなのかなと考え

ておりますので、アナウンスなどでも「熱中症対策をお願いします」ということで、会場内では

行っていこうかな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 

 他にございませんか。（「なし」との声あり）それでは、続きまして⑤青葉町有林の入札結果

について、説明願います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 それでは、説明いたします。本年度、町有林立木売払事業といたしまして、１８林班１７小班

のトドマツ６０年生を皆伐するとしまして、全１４．１３ヘクタール中、５．０１ヘクタールず

つ２本の、計１０．０２ヘクタールの売払いを行っております。 

場所につきましては、９ページの図面にあります青葉町有林内、最終処分場周辺という形にな

っております。今回、１７小班を分割して売払いを行いましたのは、伐採後に植林を行う予定と

なっておりまして、伐採前に小班の分割区域を中間に通っております林道に沿って確定すること

によりまして、今後の造林補助金、樹種の選定や保育管理など、スムーズな造林を行うためとな

っております。 

また、今回対象木をトドマツといたしましたのは、寿命はカラマツよりトドマツの方が長いと

言われておりますが、東部森林室との打合せの中で、芯腐れ等の悪状況が懸念されておりまして、

経過を確認する意味を含めまして、今回カラマツに先行して伐採することとなりました。内容の

説明を行わせていただきます。８ページをご覧ください。 

立木売払事業その１につきましては、予定価格５５５万４千５００円に対しまして、落札額５

７７万５千円となっております。また、その２につきましては、予定価格４４４万１千５００円

に対しまして、落札額４６２万円となっております。ともに有限会社河原木材が落札しておりま

す。その１及びその２につきましては、１００万円ほど落札額に開きがございます。面積は同じ

なのですが、表の下の方にあります伐採対象木本数が、総本数がその１で３千７７５本、その２

で３千７８７本となっております。こちらの本数、総本数は同じなんですが、その内数としまし

てトドマツ等針葉樹の本数が、その１で３千１６４本、その２で２千３８３本となっておりまし
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て、製材用原木本数とパルプ用の原木本数に差があるために生じたものと思われます。こちらは、

山側のその１の方と、その２の方に多少の育成の違いがあるということになりまして、こういっ

た差も生じていると思われます。 

なお、皆伐に先立ちまして、本年４月～５月に清里町森林組合によりまして、対象区域内の毎

木調査を行っておりまして、その結果に基づき、今回この本数が出ております。それによりまし

て、積算仕様の作成を行っております。事業期間につきましては、平成２５年６月２１日～平成

２６年３月１０日までとなっております。以上で、説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今、青葉町有林の伐採事業入札結果についての説明がございました。何かございませんか。

池下委員。 

 

○池下委員 

 森林組合の毎木調査により調査したということなので、５．０１ヘクタールずつで、大体１０

ヘクタールですね。それで、両方合わせると、１千万円ちょっとくらいの金額なんですけども、

調査する時にどのぐらいの経費がかかっているのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 今回の調査経費としまして、９０万円ほど調査経費がかかっております。２つ合わせて９０万

円ほどという形になっております。 

 

○池下委員 

 今、入札結果についてという資料をいただいているのですが、こういうふうな調査をして、売

りますよということを、一切委員会に出されていなかったですよね、これ。 

 

○産業課長 

 青葉町有林の皆伐につきましては、平成２４年度に作成しました町有林管理計画並びに平成２

５年度の当初予算において、１０ヘクタールについて皆伐をし、売払いしてまいるということを

説明提案してきたところでございます。今回、入札結果について報告いたしますのは、今後継続

して何十年か続いていくであろう青葉町有林の皆伐事業について、このくらいの価格で売払いが

なされましたよということの報告も含めて、今年度させていただいものでございます。 

 

○池下委員 

 先ほどこの事案ではないですが、加藤委員から、全て委員会において報告事項になり過ぎてい

るという指摘があったのですが、私が思うに、確かに当初、予定はあったのかもしれないですけ

ども、なぜ、これをやる前に一言、委員会の方にこういうことでやりますよという計画案が出さ

れなかったのか。それと、あそこの地域に議員で視察に行っておりますよ。その前段で、町が売

るための調査をすると売るよりもお金がかかると言っていたんですよ。当初は。ここにいる議員

さんはほとんど耳にしていると思うんですけども、実際にこうやってみると９０万円しかかかっ

ていないじゃないですか。両方で。であるならば、伐採のその時期っていうのがこれはもう経ち
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過ぎていると思うんですよね。本来だったら３０年とか、それぐらいでやらなきゃならない。そ

れが５０年、６０年経ってきている。実際にこうやって９０万円でできるにも関わらずやるため

にはお金がかかると。何て言うか、もうちょっとしっかりと考えてもらった中で、やっぱりでき

るものはやってもらいたい。それと事前に、当初の計画がどうのこうのじゃなく、新年度始まっ

た時に今年こうやってやりますよと、委員会に提出をしてもらいたい。あくまでもこういう事後

報告ということにはなってもらいたくないと、私は思います。 

 

○産業課長 

 本来、入札結果につきましては、条例などに基づきまして、工事契約については５千万円以上、

このような売買については５００万円以上、１回の契約です。これについては、条例に基づいて

議会の議決を求めなければ契約できない事項になっておりますので、これについては議会の方に

当然報告いたしますが、これらの内容を事前に委員会の方に報告していく部分については、予定

価格などは当然示せないものでもございますので、あくまでも先ほど申しましたように、説明不

足の部分はあったかもしれませんが、当初予算の段階とか、計画の段階で、今年度は１０ヘクタ

ール、売払っていきますということの中で、ご理解を賜りたいと思います。 

それからもう１点、売払いにかかる経費が９０万円しかかからないという部分でございますが、

今回の９０万円というのは、調査に要する費用です。過去に説明してきている中では、この土地

に植林をしたりするといろんな経費がかかりますよと。そうすると調査をして売却しなければ、

収支が大きく変わってくることもありますとの説明をさせていただいていたのではないかと思っ

ているところでございます。この土地につきましても、来年度におきまして、計画的に植林をし

てまいりますので、それにかかる経費につきましては、来年度また計上させていただきたいと思

っております。物品等の売払いの金額を、先ほど５００万円と言ったようですが、７００万円で

ございます。７００万円を超える場合については、条例に基づいて、議会の議決を求めなければ

契約できないということで、訂正いたします。 

 

○池下委員 

 伐採したら、植林計画があるということなんですけども、植林するためにまた調査をする。そ

れに対してお金もかかる。なるべく経費のかからないようにやっていただきたいと、そのように

考えております。売払いにつきましても、また、今後植林につきましても、町民の貴重な財産で

ございますので、今、池下委員から言われましたように、最小限の経費できるように努めてまい

りますので、よろしくお願いします。 

 

○前中委員 

 今、説明あったんですけども、町有林の立木売払要綱の部分って、２月くらいに委員会にちょ

っと出たのかなと思ったんですよ。それで、その時に１０ヘクタールっていう話も出て、森林計

画の中で順次計画したいという説明はちょっと覚えていたので。その前段で、２４年度予算の中

でＧＰＳを購入した中で、立木調査をする面積の確定、これが大変コストが高いという話だった

ので、その購入、確か５００万円ぐらいのＧＰＳ購入だったのかなと。確かに面積の確定はかな

り大変なんですよね。そういう部分もあったのかなという部分で、今回これだけ安く、９０万円

ということで、そういうことが影響したのかなというふうに、僕は理解しています。 
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今回、カラマツじゃなくてトドマツの売渡しってことになっているんですけども、やはり、僕

もちょっと森林の関係は持っているんですけども、トドマツのあの芯食いっていうのは６０年過

ぎたら本当にひどいんですよね。だから、やはり本来ならもっとスピードをもってやらないと半

分がだめというふうになる可能性もあるのかなと思うんですけども。これは計画の中ですけども、

じゃあ、これからカラマツはどうするんだというのも、今ちょっと考えるので、それについて、

もし説明があればちょっと聞きたいと思うんですけども。 

 

○産業課長 

 先ほど、担当から説明いたしましたとおり、トドマツの方が、芯食いが入る可能性が高いとい

うことで、今年度トドマツから入りました。河原木材の方で既に道路の西側の方の皆伐が始まっ

ております。昨日行って、河原さんの方に芯食いの関係等を確認いたしましたところ、今切って

いる部分では芯食いが入っているような様子はないということで、大丈夫だという話をされてお

りましたので、私としても良かったかなと思っております。それから、木の材質とかいろんな部

分でも、特に不平不満はありませんでしたので、それなりの材質の物が採れているのかなと感じ

てきております。太い物は３８センチとか４０センチの物からありまして、その辺については、

丸玉木材の方に搬出するということで、その決まった規格に切っておりましたし、細い物でちょ

っと傷物については女満別の方に下げるということで、それもその工場に出す規格に合わせた長

さに切っておりまして、大分進んでおりますが、芯食い等の部分については、今のところないと

いう説明を受けてきたところでございます。 

今後、来年以降ですが、今度はカラマツを先に切るかどうか、その辺につきましては、また十

分に検討した上で、議会の方に報告させていただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 追加になるのですが、今この２つの林班と言うか、今、伐採入札になったんですけども、この

近くにさくらの滝があるんですよね。それで、伐採後の管理・維持という町としての責任の部分。

例えば湧水がまた同じように出るわけじゃないんですけども、そこら辺もやはり慎重にというわ

けじゃないんですけども、早急な植林ということも考えなければ、こういう時代ですから、なら

ないのかなって部分を危惧するんですけども、その辺はまた同じように注意を払って考えている

のかどうか、ちょっと聞きたいんですけども。 

 

○産業課長 

 本当に近くに斜里川がありまして、その中にさくらの滝もありますので、その辺のことも随分

考慮しながら、来年度以降の皆伐の場所選定について配慮してまいりたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 計画どおりってことになれば、毎年１０ヘクタール以上はなされていくんだろうと思いますし、

こういう環境の中での売渡しが初めてだと思うのですが、こういう形で行くとすれば、私は迅速
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に的確に行っていけるものだと理解はいたします。 

同時にこの伐採後の植樹の問題なのですが、今回の伐採の中で、完全に何センチ以下のものは

そのまま放置しておくように指導されているのか。全部伐採をしろということになっているのか。

これ、植樹をする時に全くきれいしてやるのか、あるいは伐採に影響のあるものはやむを得ない

としても、極力自然林の状態を保ちながら、その残った所に植樹していくという方法をとってい

くのか。これは非常に大切な部分でもあるし、この辺の考え方、捉え方というのはどのように整

理されているのかだけ、確認をしておきたいと思います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 こちらの方なのですが、今回、調査対象は８センチより上のものを調査対象としております。

それにナンバリングを付けて業者の方で伐採という形になっております。ただ、支障木としまし

て、ブルが通るなどの邪魔になる木につきましては、それ以下のものについては雑木扱いとしま

して、倒したりする形になります。今後、造林するに当たりまして、地ごしらえというものが発

生しまして、例えばカラマツを植える、トドマツを植える、針葉樹類ですと、広葉樹類がありま

すと、逆にその本樹と言いますカラマツ、トドマツの生育の邪魔になるものですから、そちらの

方は一切排除いたします。ただ、天然林として更新する場合につきましては、こちらの方を十分

に生かしまして、そちらの方が早く育つということで、天然更新する場合にはそちらを生かすと

いう形になりますが、今後、その１、その２の方で樹種がどちらになるか。川の近い方が天然林

の方が良いのかというのもありますので、そちらについては東部森林室なり技術の専門家の方と

十分検討しながらやっていきたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 現段階でと言うか、調査してみないと分からないということなんだろうと捉えるべきなのでし

ょうけども、自然林と植樹する割合というのは基本的にどういうふうに考えているのか。自然林

でも良いですよということになれば、そのまま自然林の方法をとっていくのか。基本的には５割

は植樹をしていくというふうに捉えているのか。その率はいいですけど、その辺の考え方はどう

なのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 基本的に、この伐採しておりますのがトドマツの植林したものという形になっております。そ

れで、基本的に植林された針葉樹林というものは、天然更新というのがなかなか難しい形になっ

ております。天然林を切った後というのは切株からいろいろ出てくるのですが、針葉樹林の方は

切ってしまうと何も出てきませんので、なかなか難しいものがありまして、一応私の中ですが、

植樹という形、植林していくという形を考えておりますので、多分地ごしらえをしながら、ちょ

っと残っているものについては排除していく形になるかと考えております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。（「なし」との声あり） 
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○村島委員長 

 次に、⑥の温泉入浴料見直しについて、口頭説明ですが、お願いします。 

 

○産業課長 

 ６番の温泉入浴料の見直し並びに７番のパパスランドパークゴルフ場の有料化につきまして

は、過般の開催されました議会常任委員会におきましてご質問があった件で、私の方で検討する

と説明していた件でございます。大変報告が遅れましたが、町長との協議を行った結果につきま

して、ご報告をさせていただきます。 

温泉入浴料の見直しにつきましては、シーズン券のようなものを創設することはできないだろ

うかというご質問でありましたが、結果といたしましては、当分の間は現行どおりの形で進めて

まいりたいということでございます。その１つの理由といたしましては、清里町内の温泉入浴料

金につきましては１回券は３８０円、回数券１２枚綴りでございますが３千８００円となってお

ります。また、７０歳以上の高齢者につきましては、子供料金と同じ割安料金を設定しておりま

すし、加えて、福祉入浴券が年間２４枚交付されるということもございまして、他町村の温泉入

浴料金に比べまして、清里町の料金は割安で利用しやすい価格であると判断したものでございま

す。従いまして、当分の間は現行どおり進めてまいりたいという内容でございます。 

続きまして、パパスランドのパークゴルフ場を有料化にしてはどうかというご意見がありまし

た。この件につきましても、町長と協議した結果、現行どおり無料で進めてまいりたいという内

容でございます。江南パークゴルフ場がオープンする際に、江南は本格的なパークゴルフ場とし

て有料化とし、他の施設につきましては無料とした経緯もあり、今後も現行どおり地域の健康増

進施設として多くの皆様にご利用されるよう、今後も無料で継続してまいりたいという内容でご

ざいます。報告が遅れましたことをお詫び申し上げまして、ご報告させていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 ６、７につきまして、説明がありましたが、何かあれば受けたいと思います。ございませんか。

（「なし」との声あり） 

 

○村島委員長 

 それでは、続きまして⑧の平成２５年度清里焼酎販売実績（第１四半期）について、説明願い

ます。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 平成２５年度清里焼酎販売実績（第１四半期）について、１０ページで説明いたしますのでお

開き願います。 

平成２５年度の４月～６月までの販売額合計は一番下の太枠の欄で１千４３０万２１１円で、

右端の欄、前年度対比では６７万２千１０８円の減となってございます。製品の度数別では、一

番上の欄１２％製品は４万５千円で前年並みでございます。５行下の太枠の２０％製品は９３万

７千円で３２万５千円の増、２５％製品は８３９万３千円で２３万６千円の増、３５％製品は３

８万２千円で４万７千円の増、さらに４４％製品につきましては３５６万７千円で４５万８千円
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の減、その他酒類は本年度の売上げはなく、８７万５千円の減となってございます。清里の水な

どその他の商品につきましては、ほぼ前年並みとなっております。第１四半期におきまして６７

万２千円減少いたしました。主な理由は、昨年６月末で終売いたしました商品の売上げが減少し

たことによるものでございます。以上で、説明を終了させていただきます。 

 

○畠山委員長 

ただ今、⑧についての説明がございました。何かございませんか。田中委員。 

 

○田中委員 

 焼酎も年々売上げが多少なりとも減少しているような形なんですけども、その原因について、

昨年から６０何万円程度なんですけども、この要因はどう考えているのか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 先ほどもご説明させていただきましたが、確かに４月～６月まで３ヶ月で６７万２千円減少し

ておりますが、商品の集約化の一環といたしまして、昨年、パパスファームオム３５％、オホー

ツク４４％の新巻など商品を終売させていただいておりますので、現行の残っている製品の中で

は今のところこの３ヶ月では横ばいで来ていると考えてございます。以上でございます。 

 

○田中委員 

 地元での焼酎の販売は、もう問屋を通じないで直接焼酎工場からという形になったわけですけ

ども、このシステムになってから地元の消費というのは伸びて来たのか。そこら辺はどうなのか。

わかれば。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 ３ヶ月間の比較ということでございますが、昨年の４月～６月につきましては、直接、町内小

売店に卸を通さないで販売させていただきまして、３４４万円ほどの売上げでございまして、こ

れは卸を通じていた時よりも伸びてございます。それで、本年でございますが、本年は３８４万

円で、前年対比で３９万円ほど伸びて、町内につきましてはあくまでもこの４月～６月の３ヶ月

ということでございますけれども、今のところ順調に販売が進んでいると考えております。以上

でございます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 ちょっと手厳しいことを言わせてもらいますと、今説明あったんですけども、６７万減少にな

ったというその内容の精査を、もう少し認識を高く持って考えていただきたいというのがありま

す。それは何故かと言うと、北緯４４度に占める全体の金額のパーセンテージがこの損失の中で、

売上げの中で一番大きなウエイトを持っているんですね。一昨年も副議長が上海に行って、いろ

んなことの取り組みの中で、北緯４４度の販売促進というのも大々的にアピールしたということ
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もあるのと、浪漫倶楽部のニーズは本数的には若干落ちているけれども、それなりの確保はして

いる。これは流れの中で、町内の小売に限って言えば、蔵元ということで単価を下げた経過があ

って、健闘している。その中で町内なのか、町内以外で流通したのか、僕はそこら辺はわかりま

せんけれども、やはりもっと営業すれば、もっと売れる要素があるんじゃないかなと。その売り

方に対してのアプローチ付けがその中で何かなされたのか。そこら辺をちょっと聞きたいんです

けども。 

 

○産業課長 

 おいしい焼酎は造られるようになったのですが、問題はそのＰＲ、販売促進の部分が今、これ

からの大きな課題だと思っております。それで、本年度につきましても、鶴雅リゾートの関係で

清里焼酎を使ってもらえないかということでＰＲに行ったり、札幌の方の清里焼酎を取扱ってい

ただいている小売店を回ってＰＲしたり、女満別空港、中標津空港などにも足を運びながらＰＲ

しているところでございますが、なかなか結果に表れてきていない状況にございます。 

それで、昨年から清里焼酎を町内の小売酒屋さんについては卸を通さないで卸すということに

なりまして、前年の現状は保ててはいるのですが、何と言いましても、昨年来、大型スーパーの

閉店、また大型バス等で観光客が来られる施設で売店の縮小などが大きく影響を及ぼしているこ

とは否めないと思っております。今後につきましては、当然、中国上海という部分も含めてとい

うこともありますが、東京近郊のマックスバリューといった所の売り込みも今後やっていきたい

と思っておりますし、さらに地元でおらが町の焼酎を飲んでいただけるように、飲食店の方に何

らかの形で、いろんな方法は検討しておりますが今どれが良いか迷っている部分がありまして、

町長とも検討しているのですが、何らかの形で清里町の飲食店で清里焼酎がもっと利用されるよ

うな工夫を、今検討しているということで、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○前中委員 

 細部にわたっての説明をやはり聞きたかったんですよ。町内における販売店が何カ所か閉鎖し

た中で、浪漫倶楽部の販売本数は減っていないんですね、そんなに。と言うことは、それなりの

味だとか品質だとか。やはりおいしいんですよ。その部分をやはり全面に出しながら営業活動す

れば、僕は小売店も良いでしょうけど、飛び込みで飲食店に行くような気概の中で、産業課グル

ープの中で取り組んでいる以上、やはりもう少し頑張っていただきたい。ハッパをかけるわけじ

ゃないですけども、２割、３割伸ばしたら、それはやっぱりグループ化になったから、これだけ

販売促進で売れたんだなという部分がほしいのと、町内向けで町民が自ら飲めるような仕掛け、

仕組みと言うか、インセンティブを早めに構築して、浪漫倶楽部に関しては、他社の一般のもの

より安く、浪漫倶楽部が通常に出てくるような形に早く持っていける施策を期待したいんですけ

ども、それだけちょっとお願いです。 

 

○産業課長 

 特に、地元飲食店街に他社の焼酎と同等の価格で出せるように十分検討してほしいってことは、

早くから議会の方からも言われている部分でございますので、スピード感を持って結論を見出し

て、皆さんと相談していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 
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○村島委員長 

 他にありませんか。よろしいですか。それでは、次に、⑨清里焼酎事業所焼酎直売について説

明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 １１ページの清里焼酎の直売について、ご説明いたします。目的でございますが、焼酎工場に

隣接しておりましたレストハウスきよさとが６月末で閉店されたことに伴いまして、清里焼酎を

買い求める観光客のニーズに応えるため、焼酎工場に直売コーナーを設置し、焼酎の販売促進を

図るものでございます。販売場所は焼酎工場２階の通路で、７月１日より開始いたしております。

開設時間は職員の勤務時間でございます午前８時１５分～午後５時までとし、原則年末年始を除

き、無休といたしております。販売価格につきましては、小売店小売希望価格としております。 

その他といたしまして、焼酎工場の階段付近に直売所ののぼりを設置してまいります。現在、

のぼりにつきましては発注しており、近日中に設置する予定でございます。また、焼酎工場の２

階通路に浪漫倶楽部の熟成に使用しております２５０リットルの木樽でございますが、これを下

２本で２階建てで、その上に１本、合計３本を設置いたしまして、展示しＰＲをしております。 

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、⑨の清里焼酎事業焼酎直売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。 

 

○加藤委員 

 観光客のためにも直売については大変大切なことだから良いと思うわけですが、当然のように

去年、総務文教委員会の中でも論議されています、レストハウスの営業閉鎖に伴う方向性の中で、

管理・維持ということでのレストハウスが８月の早い段階から再開されていくだろうと。そうい

う中では、この焼酎工場２階の狭いスペースよりは前もって提案されていたこのレストハウスの

維持管理の中で管理者との話、あるいはどういった内容かということに対して、総務課長は町が

やる事業なのでそれは可能ですという表現もありました。そういう形の中で幅広い、焼酎事業と

いうのは産業課の事業じゃなくて、清里町の目玉としての販売、そしてあそこを一体した環境の

中での考え方の中で、これが仮にそのレストハウスの管理者との業務委託の中での話合いがつく

とすれば、その辺についての対策はどのようにとっていくのか。その辺について、ちょっと考え

方をお伺いしておきたいと思います。 

 

○産業課長 

 総務課長の方からは、レストハウスについては業者の公募をするという話を伺っているところ

でございまして、その後の詳しいことについてはまだ担当者間でも十分話されていないところで

ございますが、新しくあそこで営業しようとする業者さんなりが決まってきた段階で、その業者

さんの意向もあるとは思いますが、担当部署となります総務課を通じて、レストハウスの方で焼

酎も販売するということになれば、その辺は十分今後検討して進めてまいりたいと思っておりま

す。今日の総務委員会の内容を総務課長からまだ聞いていませんので、食い違う部分もあろうか
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と思いますが、広いスペースでバスが来られる所で焼酎がどんどん販売されるということであれ

ば、そちらの方で販売することも効率的だと思いますし、その辺は新しく入られる業者さんが決

まった段階で、担当部署であります総務課長を通じて、その辺は十分今後検討させていただき、

調整してまいりたいと思っているところでございます。 

 

○加藤委員 

 そういうことで了解しますけど、このレストハウスの維持管理を８月から早急にするという、

８月２日の臨時会に補正を提案されていますよね。そのことすら知らないということですか。 

 

○産業課長 

 協議とかは特にされておりません。 

 

○加藤委員 

 解りました。良いです。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 今、加藤委員から言われましたけれども、前常任委員会が行われたのは７月１０日なんですよ。

その時にレストハウスの問題だけで委員会をやったんですよ。議員提案としてそういうふうにし

たらどうかという話が７月の１０日の段階で出ていたと。今言われたように、課長ね、これ、レ

ストハウスだけの問題でなく、焼酎工場だけの問題でもなく、全てトータルでものを考えた時に、

総務課長が言っていたけども私は知りませんというのは通用しないんですよ。やはりレストハウ

スに、例えば先ほども出ましたけども、業者の委託によりその業者さんが承諾をしてもらったら

売れるっていうスタンスじゃなくて、業者の委託に関して本来は組み入れなければならない問題

なんですよ。焼酎も販売してくれということを。委員会は違うけども、総務課長もその業者が決

まった段階で相談してみますなんて生ぬるいことを言っているけども、本来違いますよ。産業課

に焼酎が移った。これはやっぱり町全体で焼酎に対する考え方をもう一度改めなかったら売れな

いですよ。だって、レストハウスにトイレだけ開けて、バスとか乗用車も入ってきますよ。だか

らといって、必ず焼酎工場まで来るとは限らないでしょ。そんなお客さんばっかりじゃないでし

ょ。必ずしも焼酎工場に行くという。であるならば、やはりレストハウスにも焼酎の３本や５本

並べて置くというのは、町としては当然のことだと思うんですよ。そこら辺、もう一度原点に戻

って考えていただきたいと思います。 

 

○産業課長 

 レストハウスの今後がどうなるかというのは、まだ決めつけることはできませんが、いずれに

いたしましても焼酎の販売、売り上げが向上するように、町全体で検討してまいりたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 
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○池下委員 

 最後に、ちょっと一言言いたいんですけども、総務課長の話だからとか、町民課長の話だから

という、そういう問題でなく、課長もそうですし、職員も横の繋がりがなさ過ぎる証拠だと思い

ますよ、これは。その辺ももう少し、皆さんで勉強していってもらいたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。そういうことでよろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 それでは、次に進みます。⑩の清里焼酎ブランドデザイン中間報告について、１２ページ説明

願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 １２ページの清里焼酎ブランドデザイン中間報告について、ご説明いたします。 

現在進行しております清里焼酎のブランドデザインの中間報告のため、８月９日金曜日から１

１日月曜日までの３日間、デザイナーが来町いたします。来町者はデザイナー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名でございます。 

中間報告の主な内容としましては、本年３月に提案されました報告書に基づくボトルデザイン、

ポスター、販売戦略などが提案される予定となっております。 

今後のスケジュールとしましては、１０月下旬に最終報告会、１２月定例議会に補正予算の提

案を提出し、平成２６年４月１日より販売を開始する予定で進めております。なお、過般の委員

会において、デザインの町民ＰＲを９月１日開催の清里町１１５年開町７０周年記念式典に合わ

せて実施できないかとのご質問をいただきました件につきましては、中間発表からの期間が短く、

デザインがまだまとまっていない状況から、難しいので、新たな日程を調整させていただきたく

ご報告いたします。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、ブランドデザイン中間報告について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。 

 

○池下委員 

 前回、中間説明会に私も行って感じたんですけども、今回の焼酎のデザインは入り口の一つで

はないかなと思っているんですよ。と言うのは、焼酎のデザインからスタートして、あの時もい

ろんなものをスライドで出ましたけども、要するに、町の一つのまちづくりの一環としてそうい

うふうなものを捉えていると。と言うことは、清里のまちづくり全体を変えていくんだっていう

イメージ作りと、私はそう感じたんですけども、それに対して、デザインばかりが先行するので

はなくて、やはり行政としてやらなきゃならないことっていっぱいあるんですけれども、今回の

このデザイナーのデザインの中間報告とはちょっと異なることになるんだけども、やはり総体的

なものの考え方として、この焼酎のデザインが原点となって、いろんな部分に裾野を広げていき

ながらまちづくりをしていくという、それが原点だと思うんですよね。だから、今回こうやって
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１０月の下旬に最終報告会があって、来年４月１日からやりますよと。それに対して、今ある在

庫の整理だってどういうふうにするのか。全てもう今の段階から提出されなきゃならない資料で

すよ。その辺はいかがですか。 

 

○産業課長 

 ただ今、池下委員からお話がありましたとおり、３月に来られて、１回目の中間報告を受けて

おります。例えば、名前については清里に統一しましょうとか、ボトルについても同じ形にしよ

うとかということで、ロゴサイン、ポスター、いろんな部分が示されたところでございます。 

今回は、１回目の報告にさらに詳細な部分を付け加えて、実際にボトルはこういう形の物が良

いのではなかろうかとか、ポスターにつきましても１回目の時は清里町以外の写真を使われてお

りましたので、清里町の写真を使ったら良いのではないかということが示されるものと考えてお

ります。 

ただ今、池下委員が言われましたとおり、焼酎デザインの変更は、ゆくゆくは清里全体のデザ

インに発展していくものかなと。その入り口が今焼酎から始まったと、私どもも理解していると

ころでございますので、とりあえずは１０月か１１月で最終報告会が終わりますが、今後も引き

続き、町のデザインというものは進めていかなければならないと思っております。 

最終的に、この予定通り１２月に補正予算などが提案できる状況になりまして、来年４月１日

から新しい焼酎ということになりますと、当然在庫の関係等がございますので、それらにつきま

しては、今回の２回目の報告を受けた段階から、適切に在庫管理等含めて進めてまいりたいと思

っております。ちょうど６ヶ月前になりますので、今からやらなければ間に合いませんので、そ

の辺についてはそのように進めてまいりたいと思っているところでございます。 

 

○池下委員 

 今、課長から言われたとおり、３月１日にやっているんですよね。そして、６月２２日に鈴木

教授が隈研吾さんを連れて来て、いろんな講演をやりましたが、これ全て焼酎のデザインからス

タートしていることなんですよね。であるならば、まちづくりのために町を変えていくんだとい

うイメージ作りをするのであれば、より良いものを、焼酎を含めて本気で取り組むという姿勢を

もって前進してもらいたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。 

 

○村尾議長 

 ちょっとよろしいですか。 

 

○村島委員長 

 議長。 

 

○村尾議長 

 今日の委員会間に合わなければ、次回の委員会に出していただきたいと思うのですが、焼酎の
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品質向上ということで、麹菌の試験をしているということが言われているわけですが、いまだか

つて結果報告を受けてないということで、麦麹を使って清里焼酎を造っていたわけでございます

が、白麹でやっていたやつを黄色と黒麹も試験をするということを言われていたのですが、その

結果報告が１回もない。米麹についても試験をするってことだったのですが、その件についてど

ういう状況なのか。結果報告を次回の委員会には報告を願いたいと思います。以上です。 

 

○産業課長 

 今年と３月定例議会後だったと記憶しておりますが、レストハウスで米麹で造りました白・黄

色黒の試飲を、現在の焼酎と比較する形で４種類でやってもらった経緯はございますが、その後

のきちんとした書類等での報告はまだしておりませんでしたので、次回の委員会にその数値につ

いては報告させ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 

 よろしいですか。なかったら次に進みますが。産業課長。 

 

○産業課長 

 案件としてはなかったわけでございますが、大変申しわけないのですが、１件追加提案をさせ

ていただきたいと思うのですが、よろしいでしょうか。 

緑ダムの水位施設を使用した小水力発電の検討についてということでございます。緑ダムにつ

きましては、１市４町で作っております国営畑地かんがい事業斜網地域維持管理協議会で決定す

ることではございますが、先般、７月１１日にこの協議会の総会が開催されまして、導入の可能

性、緑ダムの用水を使った小水力発電の導入可能性調査を実施し、収支バランス等が十分とれる

ということであれば、導入に向けた検討を進めてまいりましょうということが、１市４町の協議

会で確認されたところでございます。これが実施されるとなれば、当然、畑かんの負担金と同じ

ような形の中で町村負担も発生いたしますので、協議会の経過報告としてお知らせをするもので

ございます。 

なお、農林水産省からはこの事業の実施に対して５０％補助の協力ができるということの意思

表示を、協議会として農水省にあたった段階で受けているところでございまして、また、農業振

興局の方の小水力発電導入可能性調査という１００％補助がございまして、協議会の会長でござ

います小清水町がこの事業を導入しまして、事業費２００万円で今年、１市４町の協議会で緑ダ

ム小水力についての導入調査可能性調査を実施するという運びで今、進んでいることをご説明い

たします。追加で大変申しわけないと思っております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。（「はい」との声あり）それでは、産業課全体を通して何かございませんか。

勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと１点、パパスの関係についてお伺いしたいと思います。町当局として認識しているん

じゃないかなと思いますけども、実は、駐車場での宿泊はだめなんですよね。看板も建っていま
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す。ところが連日１０台から１５台、多い時には２０台の車が、夜７時過ぎくらいに風呂に行く

と停まっています。おそらく車中泊していると思います。それで、だめだという看板があるのに

しているから、仕方ないと言えば仕方ないんですけども、宿泊する方にしてみれば、実に泊まり

やすい状況がそろっていると。風呂はある、洗濯する所もあるという部分は否めない部分なんで

すけども、問題は、風呂に入り来たお客さんの車の駐車スペースがない。そして、停まっている

車から人がちょろちょろしているから実に危ない。そのことも含めて当然、当局の方でもわかっ

ているんじゃないかと思いますけども、早急に何らかの対策を講じるような形を取らないと、万

が一事故が起きた時にはちょっと大変ですので、伝えておきたいなと思います。看板も１個なん

ですよね。小さな字で書いた看板で目立たないと言えば目立たない。ただ、目立ったからと言っ

ても、する人はするんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺の対処もどのような形が良い

のかも含めて、検討されたらいかがかなと思います。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今の勝又委員からのご質問でございますが、以前、議長からもキャンプ場があるのにとい

うことでご指摘を受けた部分もございます。それで、今年キャンプ場がオープンの時に、見てい

ただいたとおりちょっと小さいのですが、オープンと同時に看板を立てさせていただきました。

そして、指定管理者の方にも話して、車で泊まらないようにという形をとろうと思ってはいるの

ですが、現実的には、車中で泊まるというのはだめなのですが、その方々もお風呂を利用されて

いるのでなかなか難しいんですということで指定管理者の方からも報告を受けているのが現実で

すし、ただ、指定管理者の方も迷っているところは、ただ今ご指摘を受けたように、一般客のお

風呂に入りに来られた人の駐車場がちょっと困っているんだという部分でお話はあるのですが、

指定管理者としてはなかなか言いづらい部分があるということでお話は伺っております。 

今、新しく外構工事をこれから進めていくところなのですが、その際にはもうちょっと大きい

看板もということで、工事の監督員にも話してはいるのですが、なかなか難しい問題なのかなと

思っております。ただ、工事が済めば大きい駐車場になりますが、基本的には道の駅は休憩する

場所ということで、車中泊については禁止という形で進めていきたいなとは考えております。以

上です。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 指定管理業者がそうやってお風呂に入りに来ているのに泊まるなって言うのは、なかなか言い

づらいって言うのはわかるんですよ。でも、一般の人がお風呂に入りに来ても車を停める所がな

いと。確かパパスの横に太田マートだと思うんですけども、あそこの空きスペースは借りられな

いのですか。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 あの場所は以前、太田マートさんが入っていたのですが、現実的には中標津の方で、実際には

網走の不動産を通してあそこを借りて住んでいらっしゃる方がいらっしゃるんですよね。それで、
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その方とコインランドリーは契約してやっているような形ですので、勝手に入っていくというの

はちょっと難しいのかなと思います。以上です。 

 

○村島委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 １点だけ。オートキャンプ場の絡みの話が勝又委員から出たんですけども、ごみの問題も併せ

てあるんですよね。これはいたしかたない部分なんですけども、そこら辺、そのごみをどうする

か。生活ごみがあの近隣の町道に散見される。細かい話あまりしたくないんですけども、例えば、

コーヒーをおとしたコーヒーがらが落ちている。それも買い物袋に入れて。これが頻繁にあるん

ですよ。これは完全に生活ごみですからね。だからどうのこうのではないですけども、ごみの対

応はやっぱりマナーとして、何か啓蒙できる方策を行政としては考えたらどうかなというのも、

併せてお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○産業課長 

 道の駅が出来まして、いろんな人がたくさん来てくれて良い部分もあるのですが、今本当に皆

さんがおっしゃられているとおり、ごみの問題、それから駐車場があるからキャンピングカーで

来て車中泊するとか、逆にいろんな問題点も多くあります。特に今、パパスにつきましては工事

中ということもありまして、本来パパスを利用されている人に大変ご迷惑をかけているなという

部分については危惧しているところでございます。それから、駐車場などにごみ箱を設置しない

と、逆に車の中から道に捨てられるというようなことが多々見られるという部分もありまして、

本当に困った問題だと思っておりますが、いろんな部分を通じまして、啓蒙するような形をとっ

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 

 よろしいですか。（「はい」との声あり） 

 

○村島委員長 

 それでは、産業課これで終わります。 

 

○村島委員長 

 次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 先ほど言いましたが、８月１２日を予定しております。 

 

○村島委員長 

 次に、その他。 
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○村尾議長 

 ちょっといいですか。１点。 

 

○村島委員長 

 議長。 

 

○村尾議長 

 議運に協議をしようと思っているのですが、今日、産業課長の答弁を聞いて、所管以外の件は

全く認識がないということで、これは大変な問題だなと。それで、職員会議なり、課長会議なり

のあり方はどうあるべきなのかということで、議運にかけてしかるべき措置を取りたいなと思っ

ているのですが。これ、議運でやらなきゃならないと思ったのですが、ちょっと皆さんにご協議

願いたいなと。大事な話が全然伝わっていないってことは、問題だなと思うんですよ。 

 

○村島委員長 

 今、議長からの意見がありましたが、私もさっき聞いておりましたけども、産業課長の話を聞

くと知らないというような話で、それで済んだような形になっていますけども、今、議長が言わ

れたとおり、やっぱりこんなことではなかなか行政マンとしても、反していると思って聞いてお

りました。ですから、委員の方々もご意見があれば受けたいと思います。何かあれば議員側から

行政側の方に、もちろん副町長、町長に総務委員会も含めて、議員としてやった方が私もよろし

いのかなと思います。何かご意見ありませんか。この件について。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 意見と言うより、全く議長の言ったとおりだと思いますし、これは課長の問題でなくて、町と

して進めていく姿勢の問題があるのかなって思うので。それで、８月２日に臨時会が予定されて

いて、１日間の会期だと思うので、前もって両委員長と議長とで今日伝えておいてもらって、８

月２日の本会議が始まって、休憩を取って、もう一度、総務課長なり、産業課長から委員会説明

を。レストハウスと焼酎は別々の課ではあるけども、あそこ一帯の問題、そして今後どうするか

という話なわけですから、それをもう一度、町の一つのまとまった方向性としての説明を聞いて、

そして臨時会を開催していくという方法をとった方が良いような気がするんですけども。 

 

○村島委員長 

 今、加藤委員からもお話がございましたけども、方向性としてどうでしょうか。両委員会の方

からで。 

 

○畠山総務文教委員長 

 ちょっとよろしいですか。 

 

○村島委員長 

 どうぞ。 

 



 

- 30 - 

○畠山総務文教委員長 

 これは委員会としてなのか、議運なのか。 

 

○村島委員長 

 休憩します。休憩を解きます。それでは、この後現地調査が予定されているのですが、１時半

からでよろしですか。（「はい」との声あり。） 

 

○村島委員長 

 それでは、１時半でよろしくお願いします。これで、第８回産業福祉常任委員会を閉じます。

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、未定でございます。 

 

○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。 

 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、第８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０時０８分） 

 


