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第１回産業福祉常任委員会会議録 

平成２６年１月２９日（水） 

    開 会   午前 ９時１５分 

    閉 会   午前１１時３８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町終末処理事業組合のし尿処理手数料について 

  ②小型家電リサイクルについて 

  ③まちづくり地域活動推進（共創のまちづくり事業）交付金認定状況について 

 ●産業課 

  ①清里町農業振興計画について 

  ②美里地域湧水発生に伴う調査経過報告について 

  ③町民活動施設管理業務委託について 

  ④町民活動施設（パークゴルフ場）用地賃貸契約の更新について 

  ⑤庭園のまちづくり構想事業（景観・休憩スポット事業）について 

  ⑥清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）実施要綱について 

  ⑦清里町店舗出店等支援交付金事業実施要綱について 

  ⑧パパスランドのグランドオープンについて 

  ⑨清里町焼酎事業経営計画について 

  ⑩平成２５年度清里焼酎販売実績（第３四半期）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 
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 ■町民生活Ｇ主査    梅村百合子     

 ■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    ■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１回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 町からの協議報告事項ということで町民課①から③までございますけども、１点ずつ説明を願

います。はい課長。 

 

○町民課長 

 町民課より３件の協議報告事項について御説明をさせていただきたいと思います。１点目は、

４月からの消費税の引き上げに伴いまして、斜里郡３町終末処理事業組合し尿処理手数料の改定

についてでございます。２点目は使用済み小型電子機器類等の再資源化の促進に関する法律が施

行されたことに伴いまして資源の有効な利用の確保と廃棄物の適正な処理及びごみの減量化を図

る上で平成２６年度より使用済み小型家電のリサイクルに取り組んでまいりたいと考えてござい

ますので、概要についてご説明をさせていただきます。３点目は平成２５年度における共創のま

ちづくり事業の認定状況について御報告いたします。 

それでは１ページ目をご覧になっていただきたいと思います。斜里郡３町終末処理事業組合の

し尿処理手数料につきましてご説明いたします。今回の斜里郡３町終末処理事業組合し尿処理手

数料の改定につきましては、今年の４月から消費税の税率が現行の５％から８％へ引き上がるこ

とに伴いまして、これまでの経過を踏まえて現行の手数料に消費税率引き上げ相当額を加えるも

のでございます。下段の表につきましては現在までのし尿処理手数料の改定経過について取りま

とめてございますので、ご参照をしていただきたいと存じます。 

２点目の条例の改正内容につきましては、条例新旧対照表にて記載のとおり手数料の額１リッ

トルあたり５円５６銭を５円７２銭に改めるものであり、施行期日につきましては本年の４月１

日とするものでございます。 

今回の条例改正内容につきましては、昨年の１２月２５日開催されました斜里郡３町終末処理

事業組合議会全員協議会におきまして協議をしているところでございます。今後町民への周知を
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行いながら、２月に開催予定の斜里郡３町終末処理事業組合議会定例会におきまして条例改正を

行うこととなっておりますのでご理解を賜りたいと思います。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただいま①の斜里郡３町終末処理事業組合の説明がございました。委員の方、何かございませ

んか。良いですか。ございませんので、次に進みます。②の小型家電のリサイクルについて説明

願います。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

それでは小型家電リサイクルについてご説明いたします。２ページをご覧ください。 

廃棄物の適正な処理、及び資源の有効な利用を確保するため、使用済み小型電子機器等の再資

源化の促進に関する法律が施行されております。この法律につきましては、使用済み小型電子機

器等の主な回収者としまして、市町村が想定されており、実施につきましては努力義務と規定さ

れているところです。 

しかし現在使用済み小型電子機器と主にパソコンや周辺機器調理家電などですが、こちらはほ

とんどが埋め立て処分されていることから最終処分場の延命化が課題となっております本町にお

いても取り組む必要があると判断し、事業者の認定と事業者の選定と、町民への周知などを考慮

しまして、平成２６年６月頃を目途に実施を計画しております。 

実施に当たり回収方法としまして、２にありますが、ボックスを公共施設に常設し、排出者が

直接投入する方式とリサイクルセンターへ直接搬入する方式を検討しております。 

次に改修品目ですが消費者が、通常、家庭で使用する電子機器電気機械器具でありまして、効

率的な収集運搬が可能であり、経済性の面における制約が著しくないものを２８分類し、制度対

象品目として政令で定めております。なお、市町村は携帯電話以下特定対象品目としてあげられ

ている中からそれぞれの実情に合わせた形で回収する品目を選定することとなっておりますの

で、実施に向けまして、どのような品目を対象にするか。検討を進めてまいります。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただいま②につきまして小型家電リサイクルについて説明がございました。委員の方何かあり

ませんか。良いですか。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 １番下に４品目は対象外と出ておりますけども、これはあくまでも搬入方法は２通りっていう

ことなんですけども無料でっていうこと。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 今回の小型家電リサイクル品目等については、今担当者述べたとおりこれから選定はさせてい

ただきたいというふうに考えていますが、あくまでリサイクルですんで、無料で行政の方が引き
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取っていくという形にしていきたいというふうに考えてございます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。よろしいですか。それでは次に③の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について説明願います。 

 

○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状況についてご説明いた

します。３ページをご覧ください。申請予定も含みますが、平成２６年１月末現在の認定状況を

一覧にしております。 

第１回、第２回につきましては既に当委員会で説明を終えておりますので第３回、第４回の新

規の認定状況及び第５回の申請予定の事業についてご説明いたします。４ページをご覧ください。 

第３回は、１１月２８日付まちづくり運動推進協議会推進会議における認定事業となります清

里盛り上げ隊のサンタクロース事業です。継続事業となっておりまして、事前の申し込みにより、

各家庭等から預かったプレゼント等をサンタに扮した隊員が届けるサービスを行うものです。申

請額は６万６千円、経費は材料費などとなっております。決定された交付率は１０分の１０で交

付決定額は申請額と同額の６万６千円となります。 

次に、第４回は１２月１９日付まちづくり運動推進協議会推進会議における認定事業となりま

す、清里盛り上げ隊の雪祭り事業です。こちらも継続事業で例年開催される斜里岳雪合戦にあわ

せて、出店、滑り台、雪像、ゲームコーナーなどを提供し、冬のイベントとして定着しつつある

雪合戦を一緒に盛り上げていくという内容となっております。 

申請額は３９万円経費は景品代などとなっております。決定された交付率は５分の４で交付決

定額は３１万２千円となっております。 

なお、第５回予定ということで、町おこしネットオール札弦、神威によります町おこし活性化

事業の申請がありました。スノーモービルによる雪上滑走、宝探し大会、食のフードフェスティ

バル等のイベントを実施するもので、会場内において交通安全に関する啓発活動についても計画

をしており申請額は、３５万８千円。経費は宣伝費などとなっております。次回の２月上旬開催

のまちづくり運動推進協議会推進会議におきまして審査を行う予定となっております。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今③につきまして、その説明がございました。委員の方何か御質問ございませんか。あり

ませんか。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと確認のために聞きたいんですけど、こうやっている中で交付率というのが３分の２で

あったり５分の４であったり１０分の１０であったり、このへんっていうのはこれ一律じゃない

わけですけど、何かを基準にしていると思うんですけども、ちょっとお伺いしたいなと。 

 

○町民課長 

 このまちづくりの事業につきましては前にもご説明したかと思うんですけども、住民の代表で
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ありますまちづくり推進運動協議会というところで、この申請者のヒアリングを行いまして、そ

の中において協議会で交付率を決定していくという内容になっております。そのヒアリングにお

きまして事業の趣旨ですとか予算の内容等々を協議させていただきながら、ある程度点数化をし

ていくと。その点数によって、３分の２、５分の４、１０分の１０というような交付率を決定し

ていくという内容でございます。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。全般的に何かありますか。それでは町民課、これで終

わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは、引き続きまして産業課①から⑩までありますが中２点ほど、口頭説明が入っており

ますが、１点ずつ詳しく説明していただきたいと思います。はい課長。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項１０件につきまして、担当よりそれぞれ説明をさせていただきます。今回の提

案の中には２６年度に向けた要綱の改正など、また焼酎の事業経営計画などもあり、盛りだくさ

んとなっておりますがご審議のほどよろしくお願い致します。それでは１点目から担当よりご説

明いたします。 

 

○農業Ｇ総括主査 

それでは１点目清里町農業振興計画の策定について御説明申し上げます。５ページをお開きく

ださい。清里町農業振興計画につきましては、清里町総合計画における農業の振興施策を具体化

し、推進するための基本計画と位置づけ策定するものであります。現行の計画は平成２１年から

平成２６年の５年間となっており、次期計画については、平成２７年から平成３１年の５カ年計

画として、平成２６年度中に策定作業を進めてまいりたいと考えております。策定につきまして

は、清里町内の農業関係団体から委員の推薦をいただき、策定委員会を設置してまいりたいと考

えております。策定作業につきましては資料５ページに記載しております資料の策定スケジュー

ル案に基づき進めてまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。

以上説明終わります。 

 

○村島委員長 

 ①の清里町農業振興計画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。無いよ

うですので、次に進みたいと思います。②の美里地域湧水発生に伴う調査結果報告について。 

 

○農業Ｇ主査 

それでは、昨年向陽美里地域で発生いたしました湧水について北海道が実施しました水量等調

査結果の報告と今後の対応についての検討を行いましたので説明させていただきます。６ページ

をご覧ください。 

湧水発生及び経緯については記載のとおりです。調査につきましては、ナンバー１岡本ほ場及



 

- 6 - 

び隣接地のナンバー２吉田ほ場との境界２箇所について、地下水の観測溝を設けまして、地下水

位の継続的な観測を実施してきました。ボーリング調査による地質等の結果については下記のと

おりになっております。 

次に７ページをご覧ください。地下水位につきましては、図－１で示されておりますが、観測

開始後、徐々に低下し、ナンバー１では溝の底の付近で停滞、ナンバー２についてはほぼ枯渇し

ております。その後、ナンバー１では、３回の降雨に対しまして水位の上昇を示しましたが、ナ

ンバー２については、降雨に対する地下水位の上昇はありませんでした。湧水発生位置付近では

地下５メートル付近に地下水面がありまして、多量の降雨があった場合、水位上昇を伴うことが

確認されたため、融雪時にも同様の地下水位上昇を示す可能性があります。 

今回の湧水は、５月の豪雪とその直後の高温期に一度に大量の融雪水が発生したことが原因で

発生した特異現象と思われます。今後は、湧水発生予測に必要な気象データ等の蓄積が重要にな

ってきます。今後の対応につきましては、地下水位調査を継続し、次年度融雪機の状況と地下水

位の経過を見た上で判断する必要がありますが、岡本ほ場及び斉藤ほ場の整備につきましては、

現在継続中の道営農地整備事業、清里地区において特に軽微な計画変更を行い、区画整備による

整備を進める予定でございます。以上簡単ですけれども説明にさせていただきます。よろしくお

願いします。 

 

○村島委員長 

 ただ今、美里地区湧水発生に伴う調査経過の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。よろしいですか。それでは続きまして③の町民活動施設管理業務委託について

説明願います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

町民活動施設管理業務委託について御説明申し上げます。１１ページをご覧ください。町民活

動施設における管理業務につきましては、平成２６年度より、通年管理となることから施設にお

ける設置機器等の知識の習得及び職員の雇用確保の観点から長期継続契約により実施してまいり

たいと考えております。契約方法につきましては、入札により執行し、契約期間につきましては

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの３年間で進めてまいりたいと考えておりま

すので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。以上説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただいま町民活動施設管理業務委託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。④の町民活動施設パークゴルフ場用地賃貸契約の更新についてということで口頭説明です。 

 

○農業Ｇ総括主査 

町民活動施設、パークゴルフ場用地賃貸契約の更新についてご説明申し上げます。町民活動施

設のパークゴルフ場につきましては５年間の賃貸借契約を締結しております。平成２６年３月３

１日で、期間を満了することから所有者ともお話をさせていただきまして購入等のお話もさせて

いただきましたが現状の形態で進めさせていただきたいというお返事をいただきましたので現在

の賃貸料年額４９万５千円を持って、５年間の賃貸借契約を更新してまいりたいと考えておりま
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す。なお現在の契約地につきましては、賃借権を設定しており、契約締結後に賃借権の設定につ

いても、更新してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます以

上説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 現在パークゴルフ場の用地賃貸契約の更新ということで、御説明ございますけども何かござい

ませんか。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 賃貸で永遠ときているわけですが、そして使用目的がパークゴルフ場という形の中でこれらに

かかる他のコスト計算を踏まえたときに相手があることだからといって、この状態を１０年から

５年という今回のスタンスの下で、５年の時期を迎えたわけですが、延々とこういう状態を続け

ていくのか。町は逆に言うと単にパークゴルフ場の環境を整備し、これを売買がなされないって

いるんであれば、ほかの方策を考えるという考えは無いのかどうなのか。今までに投資された環

境。これから投資をしていかなければならない環境。そして、江南パークゴルフ場がある。いろ

んなことを踏まえてどうしていくのか。それについての考え方をもう一度お伺いしておきたい。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 ただいま担当が説明しましたとおり、今回の契約更新につきましては町としては、お買い求め

していきたいということで提示したところでございますが、３年から５年前と同じように現状は

変わっていない。お母さんが健在であるということから、今までどおりの更新をしてまいりたい

という話をされたところでございます。 

その後状況は変わってきております。今御相談するという時期でもないと思っておりますので、

３月になって行ったときには、改めてその旨も伝えながら、町としては買い求めしていきたいと、

それから５年間の時期をもう少し短くしたら良いのではということも含めて、今後町の考え方も

示しながら更新の手続を進めてまいりたいと考えております。町として売っていただけるのであ

れば、買い求めしていきたいという考え方でおります。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 １０年から５年に契約があり、相手があることだと言いながら、町としてどういう形でパーク

ゴルフ場の利用を今後していくのか。今回の相手があることだと言いながらも、今課長の答弁の
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中にありました契約年数の縮小、契約時にもう一度確認をすべき項目だと思いますし、その前に、

町として将来にわたってあれだけの環境のパークゴルフ場を札弦地区に整備することが必要とい

う判断を永遠としていくのか。それと同時にそれだけの投資をかけざるを得ないのかという判断

をもう一度整理をすべきだというふうに思います。 

今回の契約する時点であっても、例えば永遠とそういう環境が続くんであるとすれば、ほかの

方法を模索することも必要だというふうに私は考えます。当然のように、今回いろんな状況で変

わるとすれば、私は個人的意見ですけども、例えば３年間の間にその方法についての模索をする、

そうでない場合については、町は返却をし、他にその環境をするというような姿勢も私は考えの

一つで必要でないかと考えます。 

 

○産業課長 

 近年になりましてお母さんが他界ということで状況が変わってきてございますので、４月１日

に向けての契約更新に向けては、加藤委員さんからもございましたことも含めて期間の短縮であ

るとか、町の基本的な考え方というものも含めて検討とさせていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 ほかにございませんか。よろしいですか。それでは進みます。⑤庭園のまちづくりの構想事業

景観休憩スポット事業について、説明願います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

庭園のまちづくり構想事業、景観休憩スポット事業について御説明申し上げます。１２ページ

をお開きください。 

庭園のまちづくり構想事業の景観休憩スポット事業について、景観駐車帯につきましては、北

海道が道道の整備にあわせて整備をするということで北海道が取得いたしました用地面積が確定

し、平成２６年度に工事を進める方向であることから用地の取得費用などの経費について、平成

２６年度当初予算に計上してまいりたいと考えております。取得予定地の面積につきましては、

田中英樹氏所有の３千５４９．９６平方メートルの内、北海道が取得いたしました用地８４６．

３９平方メートルを差し引いた２千７０３．５７平方メートルを取得してまいりたいと考えてお

ります。取得方法につきましては、収用で進めてまいりたいと考えており、用地の取得費用につ

きましては。北海道の取得単価の平方メートル当たり３９０円で積算しますと１０５万５千円と

いう金額になりますが、この額を参考として進めてまいりたいと考えておりますので御理解賜り

ますようお願い申し上げます。以上説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただいま庭園のまちづくり構想事業ということで説明がございました。委員の方何かございま

せんか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 用地買収については私も賛同しますが、ただこの後で、用地の使い方の方法っていうものを同
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時にこの購入時点までに提示すべきだというふうに思います。 

それと同時に、この庭園の豊かな田園まちづくり計画の中での１つの用地買収ですが、今後こ

の用地の植樹なり、あるいは花壇なり、そういう環境の中にどういう投資を延々としていかんと

ならないのか。私はやっぱり一つの景観と長期的コスト、いろんな景環境を最大限におさえた観

光というものをしていかなければならないと思います。この部分だけでないこの田園計画、総体

の中で常に事業をしていくときに、増額という方法じゃなくて、この田園のまちづくりの総枠の

中からいろんな施行、いろんな方法を検討されていかなければ、非常にボリュームが大きくなり

過ぎるんだろうと思いますんで、毎年植える花でという考えでなく、やっぱり多年性を常時入れ

ておく。コストの掛からない、そして美しいことが持続可能な限りの環境というものを、計画性

を持った中でしていただきたいと要望だけしておきます。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 本年度は、北海道の方の工事の時期も秋口以降になるだろうというふうに伺っております。整

備が終わったあとに駐車帯の高さがどのぐらいになるのかというようなこともはっきりしません

し、想像で申しますと今の地盤より高くなってのり目がつくだろうというふうにも想定されます

ので、町が２６年度に整備することはしないで、とりあえず今年はまちの部分にキカラシ等の花

を植えておいて、来年度以降に駐車帯がきちんと整備された段階にどういう形にするかというこ

とを考えていきたいというふうに思っておりまして、今年は多額の投資をする考えはございませ

ん。 

また今後の計画でございますが、加藤委員さんからもありましたように、多額の投資をすると

いうことではなくて、同じ花を植えるので、多年性のものを入れて次の年はしなくても良いとか、

いろんな部分のアイデアを出しながら進めていきたい。そして野川道路全体の花緑事業のいろん

な点線が少しでも長くなっていくような方法を今後２６年度中に十分検討を進めてまいりたい

と、このように考えているところでございますのでよろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。それでは次に進みます。⑥の清里地域経済活性化（住

宅リフォーム）実施要綱について説明願います。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

清里町地域経済活性化（住宅リフォーム）実施要綱の一部改正についてご説明いたします。１

３ページ目をお開き願います。今回の改正につきましては、平成２３年度制定の要綱でありまし

て、要綱の効力が平成２６年３月３１日までの時限要綱となっているため１年の延長を行うもの

であります。附則の第２項平成２６年３月３１日を平成２７年３月３１日に改めます。附則につ

きましては、施行期日の記載であります。以上で説明を終わります。 

 

 



 

- 10 - 

○村島委員長 

 ただいま⑥につきまして説明がございました。何か委員の方ございませんか。それでは次に進

みます。⑦の清里町店舗出店等支援交付金事業実施要綱について、説明願います。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

清里町店舗出店等支援交付金事業実施要綱の一部改正についてご説明いたします。１４ページ

目をお開き願います。今回の改正につきましては、住宅リフォーム要綱と同じく、平成２３年度

制定の要綱であり、要綱の効力が平成２６年３月３１日までの時限要綱となっているため、１年

間延長を行うものであります。第２条第３項中、平成２３年度から平成２５年度の３カ年を平成

２６年度１カ年に改めます。附則につきましては、施行期日の記載であります。 

なお前回の常任委員会で、池下議員より要綱内容の御質問、御意見等がございました。それら

のことを勘案し、例えば店舗の承継、事業の変更等現要綱では拾えない部分について、今後課題

となること。また、店舗改修事業補助要綱も、平成２７年３月３１日で時限の終了が一緒になる

ことから、平成２６年度中に関係団体と協議を行い、商工業者、中小事業者の中長期的な展望を

勘案した要綱づくりを関係法令、町の他の条例要綱等と照らし合わせ作業に入りたいと考えてお

ります。原案ができた段階で本常任委員会に提示させていただきますので、ご理解を賜りたいと

思います。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 はいただいま⑦につきまして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。池

下委員。 

 

○池下委員 

 まず１年間伸ばすということなんだけども、これ毎年９００万予算を組んでいるんですけど、

昨年度の実績を、まずはお伺いしたいんですが。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

ただいま池下議員からご質問がありました予算の関係９００万につきましては、１件当たり３

００万ということで３件９００万の予算を計上しております。平成２５年度本年度につきまして

は３件の予算措置をしておりましたが、ゼロ件の申請という形になっております。平成２４年に

つきましては３件９００万、満度に使用しておりますけれども、平成２５年度についてはゼロ件

というような形になっております。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下委員 

 ２３年とか２４年は、件数あって利用した人もいたわけなんですけども、２５年度に限っては

ゼロ件で、ゼロ件でありながら２６年度また１年間延ばすということ。２５年度が予算使ってな

いわけですから、この辺９００万でいくのか。またそれ以上増えた場合に対応するだけの最初か
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らそういう考えがあるのか。その辺ちょっとどうですか。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

平成２６年度の予算につきましては３月定例会の方で予算計上させていただきまして、御説明

させていただくわけでございますが、とりあえず現段階では１件３００万の予算措置を考えてお

りまして、それ以降申請があった段階では町の方お店やさんが増えるということは大変喜ばしい

ことでもありますので、その時点でまた、本常任委員会に御説明申し上げまして、補正対応を考

えていきたいなというふうに考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 この事業を進めてきて、本年度２５年度無かったってことで、もう１年延ばすことは良いこと

だと思うんですが、ただ、今年度中にいろんなことでその要綱の変更なり改革を、スピード感を

持ってやらないとダメなような気がするんですよ。今言われましたけど営業してくれる人が増え

るっていうことは良いことなんですけど、１年間無かったっていうことは、非常に難しい問題の

直面までもうきちゃっているよなと。環境にあった店舗やいろんな事の中からいくと非常に難し

い部分もあるのかなと。 

レストハウスの問題もそうですけども、この町の全体を踏まえたときに、営業されている人方

にやっぱり長く続けてもらえる。そして、５年でも出来るとすれば、助成をしていく。そして改

築や利用のしやすい方法をしていくっていうことは、１年かけてやっていくような話でないと思

うんですよ。当然のように２５年度１年間無かった時点で次の方策をしていかんとならん。気づ

きましたので２６年やりますと言う。ちょっと遅いような感じがするんです。同時にそのことを

進めていく努力、なんで１年やってなかったって。結果的には、レストハウスの問題も同じって

ことだと思うんです。そういう状態が先々解っていながら結果としてなった後に、どうしていく

か、こうしていくかではないと思うんです。これはやってくれる人のためっていうことだけの話

ではなくて、最終目的はこの町全体を活性化する環境をしていこうということなんですから、そ

のためには今言われたことで取り組むっていうことは良いことなんですが、スピード感を持って

年度途中でもＧＯサインを出せる環境、今から一生懸命やったら３月に間に合うかもしれないん

ですよ。これは同時に交付金だけでなくて、一般商店に関するもう一つのリフォームの５０万で

したか、これらの部分と合わせて方法内容を検討して、逆にこっちを変えないで向こうを上げる

のか、あるいはそれを１つにまとめて事業展開していくのか。これはスピード感持たないと１年

間経ってまたやりますとかっていう話ではないかなと。 

当然のように過ぎちゃったんですけども、この１３ページのリフォームの問題についても、要

望があるから良いことなんですが、その内容と方法についてどういう形が本当に良いのか、この

まま延々といくのか。例えばこの５０万以上という枠をもうちょっと下げてあげるなり、あるい

は使える金額は下げるし、補助率はもっと上げてあげる。要するに３０万じゃなくて５０万にす

るだとか、いろんな形でこれから公共事業の大きな部分とかということじゃなくて、町長が言っ

ている最大の目標、住んでいて良かったと思える町っていうのは、逆に直面した生活に対してき



 

- 12 - 

め細かにどうやれるかなんですよ。そこのところに短時間の中にやっぱり積極的な展開を進めて

いただきたいと。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 商店街等の新たな進出または既存の店舗が、今後も長く引き続き継続していけるようにすると

いうこと等を考えますと、店舗出店事業と出店補助と店舗改修補助事業のどちらも見直していか

なければならないというふうに考えております。 

既存の店舗の方々については、先日お聞きしたところによりますと、平成６年からの商店街活

性化事業のときに資金を借りている人が大半おりまして、２０年間の返済期間が今年２６年の１

２月に完了するんだそうです。完了する前は軽微な改修、屋根の塗装だとか、壁の塗装などはで

きるんですが、抜本的な改修はできないというふうに聞いておりますので、町長とも協議したん

ですが、店舗の改修の補助率の見直しとか店舗出店の部分も含めて２７年度からは高度化資金を

借りた人も抜本的な改修をしようとすればすることができるということがありますので、２７年

度に向けて、先ほどの野呂田主幹が説明しているように関係機関とも十分協議しながら既存の店

舗も新たに入ってくる方々についても利用しやすい補助要綱を見直していきたいということで今

考えているところでございますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 説明よく解るんですが、極端な表現をするとその条件にあてはまらない店舗もあると思うんで

す。そういうところの要望も十分に踏まえた中で迅速に取り組んでいただきたい。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。はい勝又委員。 

 

○勝又委員 

 新設の９００万の予算をもってやっているっていう部分で、２４年度３件の事業が実施されて

２５年はゼロ件だった。 

その新たな進出の部分、お金を出して事業が展開されている中で、町民が行けば見れるだろう

っていう部分もあるんですけど、やった人間に対して後からケアせんというようなことじゃなく

て、きちっと新たな新店舗だとかそういうものが生まれていくような下支えって言うかを取り組

んでいくような部分っていうのは、見当たらないような気がする。せっかく事業でそうやってお

金使ってやっているわけですから、それを町民なりこれからやっていこうとするような考えがあ

る人間にアピールできるような、それもひとつの事業の取り組みの一環としてやっていかなくち

ゃいけん部分かな。税金が投入されていることが活かせるような事業展開もひとつ考えてみては
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いかがかなと感じるところです。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

ただ今勝又議員おっしゃられたことは、ごもっともなことだと思います。町、産業課サイドと

いたしましては、各種イベントを抱えておりますので、本年度につきましては産業祭りのときに

３００万の交付金を出した事業者に対しましては出店しませんかということで、御案内させてい

ただきまして、何軒か出店をしていただいておりますし、そのほか先日行われました雪合戦のこ

どもの雪合戦、大人の雪合戦あったんですけども、その時でも交付金を受けた事業者の方が来て

いただいて出店をしていただいているということで住民への周知につきましては、そういうイベ

ント時に行っているのかなというふうに思っております。 

なお２５年度ゼロ件ということでしたけれども、とりあえず町の方としては、こういう制度が

ありますよということで、ホームページ、それから年度途中でも１１月の広報等でも周知の方を

出して、制度のご理解、主旨の周知を図っているところでありましたけれども、残念ながら２５

年度はゼロ件という形になっております。今後も勝又議員言われたように税金投入しているよう

な形でお店の方開いていただいておりますので、各種イベントのお誘いの方を継続的に行ってい

きたいなと考えております。御理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい勝又委員。 

 

○勝又委員 

 おそらく３件やった部分を幾分かそういうような考え方がある人は様子見していると思うんで

すね。なかなか今までもやった人が再度そういう事業の取り組みをしていくっていうなら良いん

ですけど、そういう取り組みをするってなると、当然この先の不安とかそういうものもあります

から、そういう部分では先にやられた３件のことかなり注視されているような部分なのかなとい

う気がしますけど。その次にそういう考え方を持っている人間に対して、きちっとフォローアッ

プできるようなそういう部分にしてもこの事業自体そういう人間を生み出していけるようなお金

の使い方のできる事業にしていただきたい。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。議長。 

 

○村尾議長 

 確認をしたいんですが、１４ページの交付金については、前向きに見直しを平成２６年に向け

てしていくんだということで、２６年度中に模索をしながら２７年に向けてしていくんだという

ことで、１カ年になったのは理解をするわけですが、その前の１３ページについては、そういう

説明がないわけですが、２７年度で書いているやつと、年度で書いているやつがごっちゃになっ

ているんで、これはあくまでも２７年の１３ページも１４ページも２７年の３月で、１年で終わ

るんですよ。このリフォームの関係なんですが、先ほどの出店の交付金については、課長なり主

幹の方から説明があったとおり見直しをして、要綱変更して使いやすいやすいものにしていくん
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で１年にしたということで理解はするんですが、リフォームのやつは１年っていうのはどういう

ことなの。１年でやめるっていうことなのかな。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

私の説明不足で大変申しわけありません。リフォームの方もとりあえず１年延長して、その中

でリフォーム自体、今の工事に該当しないようなものを、例えば住宅の解体ですとか、その辺も

いろいろと中に入れていかなければいけないのかなという部分がございますので、同じように２

６年度中に内容の精査をいたしまして要綱の方を制定していきたいというように考えております

ので、ご理解をお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 はい。無ければ、前に進みます。⑧のパパスランドのグランドオープンについて、口頭説明で

すけど。はい。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

パパスランドのグランドオープンについて口頭でご説明いたします。パパスランドの外構工事

につきましては、１月３０日までの工期で事業発注を行い、明日完了を迎えることとなります。   

外構工事完了後、１２月頃にグランドオープンの式典を予定し、関係者に周知を行っており、

平成２６年度予算に式典費用分を計上し、御承認いただいておりましたが、パパスランドの営業

を行いながらの工事と旧パパスランドの解体工事と同時進行だったため、工期が１月３０日まで

となったため、当初予定の式典ができませんでした。 

町ではこの間議員各位のご出席をいただき、４月に関係者で内覧会を実施していることから、

グランドオープン記念式典はとり行わないことといたしまして、予算については３月定例会で減

額補正を予定しております。なお町の式典をとり行わないことを受け、指定管理者におきまして

オール札弦神威と共同で独自で、２月にイベントを計画されておりますことを御報告させていた

だきます。以上で説明終わります。 

 

○村島委員長 

はい。ただ今パパスランドのグランドオープンについての口頭説明がございましたが、何かご

ざいませんか。これ日程なんかは。課長。 

 

○産業課長 

 まちづくり住民大会の翌日と聞いておりますので、２月１６日です。オール札弦神威と指定管

理者の共同によりますウィンターフェスティバルをやりたいということで計画が進められている

ようでございます。 

 

○村島委員長 

 はい。今説明ございましたように２月の１６日ということでパパスの方では予定されているよ

うでございます。よろしいですか。はい。それでは⑨の清里焼酎事業計画について。 

 



 

- 15 - 

○焼酎Ｇ主幹 

それでは清里町焼酎事業経営計画について、別冊でご説明させていただきます。表紙をおめく

りいただきたいと思います。まず目次のところでございますが、大きく１から５までがございま

す。 

１といたしましては計画策定の主旨、２といたしまして計画策定の基本、３といたしまして計

画策定の背景、４といたしまして清里焼酎ブランドデザインの計画。これは抜粋で掲載いたして

おりますが、次のページに参りまして５といたしまして計画の展開というふうに記載させていた

だいております。それではもう１枚おめくりいただきたいと思います。 

１ページの計画策定の趣旨から御説明させていただきます。現行の中期計画は、２１年から２

５年までで策定しておりまして、２６年度から新しく計画をしていくということでございます。 

現在私どもの町のじゃがいも焼酎は、昭和５１年に試験醸造を開始いたしておりまして、全国

の一村一品の先駆けとなったものでございます。現在の焼酎工場自体は、１つ目は昭和５１年旧

中学校改築した工場を使用しておりましたが、昭和６０年に新農業構造改善事業によりまして農

産物処理加工施設として２００キロリットルの製造規模で整備いたしております。平成１５年か

ら木樽貯蔵方式を導入したことに伴いまして、これは現行の主力製品となっております製品浪漫

倶楽部でございますが、長期貯蔵性の比率が高まったことによりまして、新たに平成１７年さら

に平成１９年に貯蔵庫を、倉庫を増築して施設整備を図ってきております。 

全国の自治体といたしまして、唯一焼酎の醸造免許を取得しておりまして特産品としてある程

度の地名度を確保してきているところは御承知のとおりかと思いますが、間接的、直接的に色々

評価は得てはおりますが事業の性格上採算性の問題と経営の在り方等について、長年議論もされ

てきているところでございます。 

そうした経緯を踏まえまして昭和６２年からは会計方式を一般会計から特別会計へ移行し、経

営の透明さに努めるとともに１６年からは２０年まで最初の焼酎事業経営改善計画策定さらには

先ほど申し上げましたが、２０年度には２５年度までの中期経営計画を策定して経営主旨の向上

に努めてきたところでございます。 

しかしながら本格焼酎部分が下降し始める時期と相成りまして、次ページでございますけども

本格焼酎の消費量は年々全体的にも減少しております。また、オホーツクを中心としました道東

観光客の減少や大手メーカーの新製品販売等により、平成２０年以降の販売数量は、前年の実績

を割り込んでいる現状にございます。販売数量の増加を期待し、製造数量を維持してきた結果と

いたしまして在庫数量が増加する格好となりまして、平成２２年度よりは製造数量おさえながら

在庫数量調整を図りながら事業を進めるという厳しい状況が続いてきております。さらには１０

０年に１度と言われております経済危機や東日本大震災によりマイナス要因が加わり、経営復興

の長期化が懸念されている状況にございます。 

このような厳しい状況ではございますが、製造数量をおさえて経費の削減を図ってまいりまし

たことから、平成２２年度以降は一般会計の繰入金に頼ることなく自主財源による運営を行って

きているところでございます。こういった状況を加味しながら、今後も持続的発展の方向性を判

断し、今後５年間の経営計画は過去５年間の事業計画の推進状況や事業の効果を踏まえて策定し

ていかなければいけないと考えてございます。 

平成２６年度には清里町がこの事業を起こすべく職員を東京滝野川の醸造試験場に派遣してか

ら４０年目の節目を迎えてまいります。また東京の若手デザイナーに依頼しておりました清里焼
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酎ブランドデザインが提案され、清里焼酎の一新を図らなければならない節目の年を契機といた

しまして、従前からの商観光による流通販売形式と新たな市場の開拓やまた新商品開発技術力の

並びに会計収支のあり方が喫緊の課題となっておりますので、これら当面する諸問題の解決に向

けた経営計画を策定し推進していくというふうに考えてございます。 

３ページをお開きください。経営計画の経営策定の基本でございますが、計画といたしまして

は従前の方式に捉われず、新たに独自の販売をして新たな市場及び品質の向上魅力ある新商品開

発により清里焼酎の持続的な発展を図るため計画を策定してまいります。名称といたしましては、

清里町焼酎事業経営計画といたしてまいります。計画の期間は平成２６年から平成３０年度まで

の５カ年間といたします。計画の進め方といたしましては経済情勢、消費動向の変化等に適切に

対応できるよう、必要に応じて見直しを行いながら推進することといたしてまいります。 

計画の体系でございますが、次のとおりに進めてまいりたいと思います。策定の基本といたし

ましては、１の計画の趣旨から、５の計画の体系まで計画策定の背景といたしましては１の施設

規模と醸造能力から次の４ページまでにございます、１１番の清里焼酎商標登録の活用を背景と

いたしてまいりたいと思います。４ページの中ほどでございますけれども、清里焼酎ブランドデ

ザイン計画としまして、１の世界の町のスタンダードを目指してから、１１番の清里焼酎の製品

の精神を次の世代へ計画の展開といたしましては、１の流通販売計画から９番の醸造技術者要請

計画までとなってございます。５ページをお開きください。 

３の計画策定の背景でございますが、現在の施設は２００キロリットルの製造規模で、これア

ルコール分で換算いたしますと２５度の製造規模でございます。もともと建設いたしました時に

製造はできますが、貯蔵の部分につきましては旧工場では、単一製品でございましたので、その

分他の製造するために不足いたしました貯蔵タンク、貯蔵施設の増設を行ってまいりました。ま

た現在の主力製品であります浪漫倶楽部の貯蔵量増加を図るため、木樽の焼き直しを実施してま

いりました。今後につきましては製品の消費実績に見合った製品づくりを現状の施設規模と醸造

能力を最大限に活用していかなければなりません。施設規模と醸造能力については、ここに記載

の通りでございます。 

次に背景といたしまして製造販売数量２番でございますけれども、全国の酒類の全体消費量は、

平成１６年以降減少傾向にございます。焼酎につきましては、その中でも増加しておりましたが

平成１９年以降は減少に転じておりまして、乙類焼酎においても同様の傾向となってございます。

本格焼酎自体は主に西日本に強いファン層がございまして、東日本については甲類焼酎の方が上

回っている状況ではございますが、徐々にではございますけれども、東日本でも甲類焼酎に対し

ての占有率が上がってきている状況にございます。北海道におきましては甲類焼酎が依然として

９０％消費となっております。乙類は年々増加の傾向にありましたが、平成２０年以降は減少し

ており、私どもの清里焼酎も伸び悩んでいる状況にございます。下の表は、全国の酒類別の消費

数量を平成１６年から平成２３年まで記載しております。６ページをお開きください。これにつ

きましては種類別消費数量、これは北海道でございます。こちらにつきましては乙類焼酎で申し

ますと平成１６年には５千３０６キロリットルだったものが入って来まして、平成１９年には７

千１６９キロリットルとピークを迎えておりますが、その後減少して２３年度には６千２９８キ

ロリットルとなってございます。中段より下段でございますが、清里焼酎の製造販売数量を記載

してございます。製造数量につきましては、平成１７年から１９年まで１６０キロリットル台で

推移しております。販売数量につきましては、１７年８６キロ、１８年８３キロリットルと８０
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キロリットルを超えておりましたが、平成１９年度以降はやや減少傾向になってございます。ま

たそれに伴いまして、在庫調整という観点から製造数量につきましては、現在では平成２３年度

から２５キロ程度の製造となってございます。在庫数量につきましては、平成１７年に２２１キ

ロリットルでございましたが、その後の増量等の関係が増えまして、ピークでは平成２１年度に

４６２キロリットル。現状では本年は見込みでございますが、本年度末には３６８キロリットル

を決定しております。 

在庫内訳は 製品資材は記載のとおりでございます。下段の表でございますが、町内におけま

す消費額でございますが、平成１７年には２千６８０万円ほどでございましたが、２４年度では

１千６８３万円ほど減少いたしております。 

７ページをお開きください。こちらにつきましては、清里焼酎の製品別販売数量、販売額でご

ざいます。このような製品がございますが、平成２０年から２４年までの分を記載してございま

す。この中にはもう終売している製品もございますけれども、現在主力となっております浪漫倶

楽部で申し上げますと、中段ですけれども平成２０年度には販売数で２万９千本ほど昨年２６年

度で２万６千７００本ほどとなってございます。また北緯４４度で申し上げますと中段より下で

ございますけれども、平成２０年度には７２０ミリリットルですけれども１万５００本ほどの販

売数量でしたが、２４年度では６千７００本程度の販売となってございます。 

次のページをお開きいただきたいと思います。次事業会計の収支でございます。その収支につ

きましてはこの表で御説明させいただきたいと思いますけども、歳入につきましては平成２０年

度に財産収入で８千９７０万円ほどございまして、この年に一般会計からの繰入金が１千６５７

万円ほどございました。２１年度についても同様でございますけれども、２２年度からは一般会

計の繰入金はなしで推移してきております。歳出につきましては総務費につきましては、平成２

０年度には３千５３０７万円ほどでございましたが、平成２４年度につきましては２千８２５万

円ほどとなってございます。製造費につきましては２０年度につきましては７千３１６万円ほど

でございましたが、製造数量の減少に伴いまして平成２４年度におきましては３千２７４万円ほ

どとなってございます。 

この歳出の表の下の小さな表につきましては、これら歳入歳出差引額で翌年度の繰越金となる

額でございます。一番下の表では一般会計で２０年度から２５年度まで執行いたしました整備等

の関係の決算でございますが、平成２０年度に２階トイレの改修、２１年度につきましては、蒸

留廃液槽の整備を実施しております。 

次に９ページをお開きいただきたいと思います。これは今お話しいたしました部分と関連して

おりますけれども、昭和６２年から平成２５年度までの歳入歳出決算額を記載してございます。 

１０ページをお開きいただきたいと思います。施設の整備につきましては２０年度から２５年

度におきましては木樽の焼き直しと樽の購入、２５年度につきましては新規の樽の購入をしてお

ります。 

６番の事業効果でございますけれども、この表でございますけど物件費の町内到達表となって

おりまして町内で調達してます、各年度の物件費の合計額は１千１００万から３千万円程度でご

ざいまして、全体にしめる割合は２０％程度でございます。平成２４年度には１千１７９万２５

年度は見込みで１千２９０万円程度となってございます。 

１１ページをお開きいただきたいと思います。流通販売体系ということでございまして販売量

と販売額で町内、管内、道内、道外それぞれ卸業者小売その他等について記載してございます。 
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１２ページをお開きいただきたいと思います。卸業者別販売額と記載しておりますけれども、

これは全体的に取引先別と申しますか、上段の方は卸業者で、下段の方になりましては町内小売

店ですとか個人の部分も記載してございます。 

１３ページをお開きいただきたいと思います。製品種類の整備ということでございまして、平

成２０年度から２５年の９月現在まででございますけれども、各それぞれの製品の販売状況、あ

るいは終売した状況について、１４ページの中段まで記載してございます。１４ページをお開き

ください。 

１４ページの下段醸造技術者の養成ということでございますけれども、職員の配置といたしま

して、２０年度には３名の技術職員でございましたが、現在２５年度には２名となってございま

す。下段は臨時職員の雇用している配置状況でございます。 

１５ページをお開きいただきたいと思います。これは観光客の入込数を記載しております。一

番上は道内の観光、次には日帰り宿泊別、さらには圏域別の入り込み、さらにはオホーツク圏の

入り込み数を記載しておりまして、一番下の表で清里町におきましては平成２０年度に１４万人

２４年度には１０万人となってございます。 

次に１６ページをお開きいただきたいと思います。現在清里町では９件の商標登録を所有して

おります。中身につきましては記載のとおりでございますが、新ブランドに伴いまして使用しな

い商標も出てはまいりますが、清里町にかかった名称でありますから、引き続き更新を行って記

念となるプレミアム焼酎の販売などに活用してまいりたいと考えてございます。 

次に１７ページをお開きください。大きな４でございますが、こちらにつきましては平成２４

年の１０月から江戸川大学の鈴木教授の講演をいただくといたしまして、デザイナー協会に所属

するデザイナー３名にブランドを依頼してまいりました、その報告書でございます。１７ページ

から２２ページまでございますので参考にしていただければと思います。製品の集約、ネーミン

グ、ボトリングさらにはセットものオリジナルの瓶等について記載してございます。 

２３ページをお開きいただきたいと思います。今後の計画の展開ということでございますけれ

ども、平成２４年度から町内小売店に対して直接卸して実施してきております。今後も卸業者を

通じながら流通販売を主体と致しながらも小売りグループによるブランドに向けた取り組みなど

進めて新規流通ルートの開拓を図ってまいりたいと思っております。 

２の販売拡大に向けた取り組みということでございますが、職員はもとより町民全体でいろい

ろ焼酎事業を盛り上げて進めていきたいというふうに考えております。（２）の今後の独自のア

イデアということでございますけれども、ウェブ発信の中では特にクレジット決済の導入検討、

さらには焼酎工場のホームページの更新、ブログの更新等を進めて発信力を高めていきたいとい

うふうに考えています。さらにはＰＲということで各空港等でのポスターですとか観光ガイド広

告ＰＲを進めて販売促進してまいりたいと考えてございます。 

次に２４ページをお開きください。町内の加工販売事業者ですとかまちづくり有志など共同い

たしまして、コラボ商品に取り組み、皆さんの口コミ等に御協力いただきながら、全国流通の展

開を推進していきたいというふうに考えてございます。中国の上海の大型スーパー伊勢丹で北海

道物産展開催して販売してきております。引き続き現状では具体的な部分はございませんけれど

も海外に対しても販売政策を進めてまいりたいというふうに考えています。 

（３）の大型店外食産業でございますが、現在も取引いただいております、マックスバリュー

関東の１７店舗で販売しています、じゃがいも焼酎の店頭ＰＲに職員が出向き、マックスバリュ
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ーと共同して販売をしてまいります。次に外食資材卸、味のめんたい福太郎との焼酎コラボの実

施ということでございますけれども、小清水の北陽工場で今現在営業してます山口福太郎さんと

の煎餅と私どもの焼酎のコラボ商品について現在協議して進めているところでございますので、

こちらについては全国展開を目指して進めてまいりたいと思います。次にこれも現在協議中です

けれども全国大手の大型外食チェーンとも現在交渉を進めておりますのでそちらで使っていただ

けるように進めてまいります。 

（４）でございますけれども、デザイナーの方から提案されました部分でございますけれども、

現在主力の８種類を３種類の方にラインナップの整理をしてまいりたいと思います。ネーミング

も現在いろいろバラバラでございますけれども、じゃがいも焼酎北海道清里に統一してまいりた

いと思います。ボトルにつきましても同一ボトルで進めてまいりたいと思います。色といたしま

しては清里ブルー、清里ゴールド、清里ホワイトを基本にラベルを作成してまいりたい。シンボ

ルマークにつきましては清里の原動力、自然、農業、人をモチーフにしたシンボルマークを制定

してボトル、ラベル、化粧箱さらにはパンフレットなどにも統一して活用していきたいというふ

うに考えております。 

（５）の町民還元ボトルの販売でございますけども、町内限定の一升瓶をつくることによりま

して、町内での消費拡大を促進してまいりたいというふうに考えております。２５ページをお開

きください。 

（６）ですけども現在焼酎工場の２階ロビーで直売所、スペースとしては狭隘ではございます

けれども、昨年の７月から開設して直売を進めております。今後も工夫をしながら試飲の方法、

試飲用ミニボトルの販売、地方発送のコーナー設置などあわせて直売所の配置を工夫していきた

いと考えています。 

（７）でございますけれども、こちらにつきましては現在清里町焼酎醸造事業所という名称で

焼酎工場運営させていただいておりますけれども、事業所という部分を醸造所に名称変更するこ

とによりいわゆるお酒を作っている工場に相応しい名称ではないかということですることに変更

していくことによりまして、多くの観光客、見学者の来訪が期待され、販売促進に繋がってまい

るというふうに考えております。 

３番の製造販売計画ではございますけども、ブランドデザインで変更した部分を最大限に活用

し販売促進を進めていきたいと考えております。それぞれ製造する販売数量の計画については記

載のとおりでございます。製品別の販売数量は下段の表のとおりでございます。２６ページをお

開きください。販売流通戦略といたしまして、主にＰＲ等の関係で、２６年度におきましてはイ

ベントはんてん、イベントのぼり、売店における陳列棚、さらには広告看板、ＰＲポスター、商

品パンフレット等について制作してまいりたいと考えております。またブランド変更に伴いまし

て町民に焼酎の配布につきましては、２千本。各家に１本配布ということを考えております。２

７年度以降については記載のとおりでございます。 

４の事業会計収支計画でございますけれども、下段の表でございますけれども、現行の２５年

度現行予算でございますけども、この財産収入をブランド変更に伴いまして、販売を増やして参

りたいというふうに考えてございます。歳出の予定されている内訳については、この表の通りで

ございます。 

次に５番目の施設整備計画でございますけれども、現行の工場本体は６０年に建設いたしまし

てから２８年を経過しておりまして、建物の補修ですとかボイラー等損耗が見えてきております
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ので、次の２７ページでございますけれども本格的な改修を年次計画に基づいて整備していきた

いというふうに考えてございます。現状計画いたしておりますのは、木樽焼き直し各年度１０本

とボイラーにつきましては平成３０年度、蒸留器につきましては２８年度に更新をしていきたい

というふうに考えてございます。 

次に６番目の販売単価の関係でございますけれども、現状販売しております焼酎の価格につき

ましては、平成１６年度の時の原価をもとに算定したものでございまして、新たに積算していく

必要がございます。平成２５年度に提案されました、焼酎ブランドデザインによりオリジナルボ

トル等の一新に伴いまして、販売価格の見直しを実施いたしてまいります。また下段の表でござ

いますが、これは本年４月から消費税率の変更に伴う販売価格の予定でございまして、この表の

中で主なものを載せておりますけども、浪漫倶楽部につきましては税込現行希望小売価格１千１

９０円のところ３０円アップの１千２２０円。北緯４４度につきましては、希望小売価格２千６

２０円を８０円アップの２千７００円。清里セレクションにつきましては現行希望価格４千１０

０円のところ、１２０円アップの４千２２０円。水につきましては据え置きというふうに考えて

ございます。 

次に２８ページをお開きいただきたいと思います。７の製品開発計画でございますけれども、

昭和５１年の試験醸造から今日までじゃがいも主原料とした焼酎をつくってきております。平成

１９年から醸造免許の条件緩和を受け、麦かぼちゃ等の醸造を行ってまいりました。じゃがいも

焼酎の原料につきましても、現在、コナフブキを原料といたしましても他の品種についても試験

醸造を行って新たな展開を図ってまいりたいと思います。また麹といたしましては、今麦を原料

に白麹を使用しておりますけれども、現在も実施しております米原料を米によります白麹、黄麹、

黒麹の試験醸造も引き続き行ってまいりたいと考えております。また現在販売しています製品の

中におきましては消費者動向を把握し、今後拡販の見通しのないメーカーについては整理終売を

いたしてまいります。 

８番の資質向上に向けた試験計画でございますけれども、先ほど申し上げました麹菌の種類、

麹の原料等の検討とさらには札幌国税局の酒税課、鑑定官室との助言を受けながら資質向上に向

けた取り組みを重視して参ります。 

９番の醸造技術者養成計画でございますけども、平成２７年度に技術者１名が定年退職を迎え

てまいりますので、事前研修期間等を見込みまして、平成２７年度より醸造学科を習得した職員

の採用を進めてまいります。また２７年度には採用した職員を酒類総合研究所での短期研修会等

に研修させ、また現場での実務経験現職員からの醸造技術の伝承公認を進めながら、新しい職員

を養成していきたいというふうに考えてございます。この表につきましては２５年度から３０年

度までの製造技術人員の予定でございます。２５、２６は２名で、２７年度３名で２８年度から

２名体制を予定しております。 

臨時職員の配置につきましては記載のとおりでございます。以上で経営計画の説明について終

了させていただきます。 

 

○産業課長 

補足説明をさせていただきます。２６ページをお開き願います。６番の販売単価計画でござい

ますが、その６行目に２７ページの中段より少し上に６番販売単価計画というのがありまして、

その６行目ぐらいに新しいブランドデザインによります清里焼酎の一新に伴う販売価格の見直し
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を行いますというふうに書いてございまして、本来ならば新しい瓶・新しいラベル等に基づく製

品の原価を皆様に公表していくところでございますが、これをインターネットなどにも載せます

と、すべてのところに公表されるということになりますので、この計画書に製造原価の公表がす

べきではないということで出しておりませんということをまず１点目お知らせをいたします。 

次に製造原価の計算にあたりましては、昨年型代につきましては、ただいま発注しております

ので、価格が決まりましたが、その型に基づく瓶の値段、コルクの値段、それからラベル等につ

いては今後３月で予算づけをしまして４月に発注することによって価格が決まりますので、現段

階では見込み単価による積算しかできていない状況にございますので、きちんとした計算に基づ

く製造原価につきましては、今年の５月ぐらいに４月もしくは５月の委員会にきちんとしたもの

を皆様にお示ししていきたいというふうに思っております。 

ただし私どもの方でこのぐらいの金額で求められるのではないかという金額をもとに、平成１

６年度の製造原価をもとに変更点を精査いたしましたところ、１６年にただ今の製造原価がすべ

て積算されておりますので、その積算数値に基づき今回のブランドデザインに伴います、型代に

伴う減価償却費または新しい瓶コルクに伴う価格等を加えて積算いたしましたところ現在の製造

原価にほぼ近い数字におさまりそうだという判断に立ってございます。したがいまして、この計

画書の中で収支計算等に基づく製品の売上金額等につきましては、現行の単価を据え置いたとし

て積算していることをご理解願いたいと思います。２７ページの下の方に現行のメーカー価格が

載っております。浪漫倶楽部につきましてはメーカー価格の税なしの部分が卸価格になります、

７９０円でございますが、これが今後４月以降は、浪漫倶楽部が樽っていうふうに名称が変わり

ますが基本的にメーカー卸価格は７９０円、北緯４４度の原酒につきましては１千７７１円とい

うように現在の価格をもって積算しているということでご理解いただきたいと思います。以上補

足説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今清里焼酎事業計画経営計画についての別冊で説明がございました。委員の方何かござい

ませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 ちょっと指摘だけしておきたいんですけど、２５年度の清里焼酎販売実績データがあるんです

けども、ちょっと数字的に縦計算、横計算で合わない部分あるかな。１５ページ。ざっと計算し

て、前年度の販売金額ですか。僕も電卓ないんで暗算でやると１２０万ぐらい違うんじゃないの

かな。１５ページの一番最後。 

それからの今後の話なんですけど、今回このような形で浪漫倶楽部もかなり売れてはいるんで

すけども、その価格改定の中で１６年算定して約１３０キロの製造でその原価計算を当時したと。

今後に関しては新しいボトルになった時のそのコスト計算の中では、その中で吸収できるんでな

いだろうかという話もあるんですけど、果たして本当にそうなのかなというのが危惧される点が

まず１点。 

それと今当初委員会の中で提示した１５ページ資料にもあるんですけども、いろんな条件の中

で、販売数量の動きがある。毎年毎年その売り上げが減少している。あるいは銘柄によってやは

り伸びているっていう実態もある。あるいはプライベート商品の販路の中でそのウエイトが高い
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月もあれば全体を通してそのウエイトが多く伸びている時もあるんですけども、そのプライベー

トとそのノープライベート、自社とかそのブランドの割合、それによってもいろんな販売戦略の

中で変わってくるのかなと思うんですけども。 

その２点の中で、今後どういうふうに捉えていくのか。プライベート商品をもう少し力を持っ

て進めるのか。あるいは新しいニューボトルの中で今後、浪漫倶楽部、原酒、樽っていう３銘柄

の中で進めた中で、どういう形で、コストを踏まえた中で展開できるのか。そのへん机上の中の

話で大変失礼なんですけど、もう少し議論の過程が見えるんであれば、その話をしていただきた

いと思うんですけど、どうでしょうね。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 １点目の新しいボトルに切りかえて、卸価格など、製造原価が果たして今の価格で呑み込める

のかどうかという心配がされている部分でございます。例えば浪漫倶楽部などで今卸価格７９０

円なんですが、原価との比較っていう中ではこんなに何１００円も見込んでいるものではござい

ませんので、今後の瓶の価格とかによって何１０円単位の差はすぐ出てきますので、心配すると

ころもないわけではございませんが、このぐらいの金額で瓶が買えるんでないか。コルクについ

てもこうなるんでないかという見込み単価の中では大丈夫ではないかということで、進めている

ところでございます。いずれにいたしましても５月ぐらいの段階できちんとした金額をお示しし

ていきたいというふうに思っております。 

それから次に出てきました、たくさんの商品銘柄の部分の定番、原酒、樽っていうふうに分け

ていったときに、プライベートボトルやなんかに重点を置くのかどうかという部分でございます

が、基本的には定番、原酒、樽っていうことで展開していきたいというふうには思っております

が、ＰＢボトルにつきましてもかなりの本数を取り扱ってくれている業者がたくさんございます

ので、少ない取扱量については、取扱業者と事前話し合いをしましてやめていただくように進め

ていきたいというふうに思っています。少ないロットの部分でいきますとラベルなど作ってもそ

れだけ経費が割高になりますので、取扱量については整理をしていきたいというふうに思ってお

ります。計画書の１３ページ、１４ページには過去５年間整理したものなども載っておりますが、

同じように少ない取扱量のものについては整理をしていきたいというふうに思っております。今

後考えられるのは、計画書の中にも載っておりますがマックスバリューだとかそれからほがじゃ

だとかそういうところは、今後入ってきたときにはプライベートボトルになるというふうに思わ

れますので、それを定番・原酒・樽だけに限っていうことになると、逆にそのへんの町独自の販

売戦略にストップがかかることになります。 

そういうことじゃなくて、ほがじゃなど部分についてはＰＢボトルでどんどん出していきたい

こんなふうに考えているところでございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。前中委員。 
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○前中委員 

 将来的なコストの計算ということで、多分販売と製造の兼ね合いだと思うんですけども、ここ

に年次別に製造原価あるいは製造費ですか。２６ページにあるような、この歳出の部分、総務費、

製造費あるんですけど、単純に２５年度で４千１００万で、将来的に５年後の３０年であれば６

千４００万なにがしですか。これだけの製造費が見込みとしてかかるであろうという試案は出て

くるんですけども、これは簡単にこんなに上がって約６割ぐらいですか。５年間で６割ぐらいの

製造費が上がる。で、恐らくこれも兼ね合いで１年間におけるその製造数量は２５キロから恐ら

く３５年後には８０まで持っていきたい。これは単純にかなりの増量計画になるんで、そういう

部分で製造費が上がるということは理解できますが、そこにもう一つ大切なのは、ある程度でき

た部分でコストの削減。ボリュームがあるがゆえに、いろんな部分のコストが下がる、ボリュー

ムディスカウントっていう手法が働いていかなきゃならないと思うんで、そのへんもう少し原価

と精査しながら算定する必要があるのではないかという僕の見解。 

それともう１点。そのプライベートボトルで、ほがじゃさんと今後どういう動きになるか解り

ませんけども、安定的な計画数量が担保できるんであれば、そういう部分で製造年次計画の中に

ある程度組み入れながらできるのかなと思うんですけども、かなり力を割いて取り組む意欲があ

るのかどうか。それらを踏まえた中で、販売活動に対してのコストを今後どのような形で捻出す

るのか。やはりそこら辺も製造原価の中に組み入れ考えてはどうなのかなと思うんですけども。

その３点について。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 皆さん、計画書の９ページをお開き願いたいと思います。現在の製造原価を算定した平成１６

年と言いますのは、この９ページ４番、焼酎事業特別会計年度別決算額っていう表紙があると思

うんですけど、これは毎年度どのぐらい焼酎を売ったかという昭和６２年からの部分で、平成１

６年から平成２０年度ぐらいまでは左から４列目ぐらいだと思います。１億前後の販売をしてお

ります。この１６年の１億販売した当時に、現在の製造原価の算定をしておりまして、そのとき

に１３０キロ、将来的には販売するということで製造原価をはじいております。 

今まさに前中委員さんから言われていたように、たくさん製造販売することによってコストを

下げるという話はそのとおりなんですが、逆に今は１億よりも低くなってきているので、製造コ

ストが高くついている状況でございますから、１年も早く８０キロから１００キロに近づけるよ

うによって、この製造原価コストがたくさん売ることによって下がるというところに近づいてい

くというような状況で、今はどちらかというと高い製造コストで作っているという状況になりま

す。１６年のやつを抜本的に見直していくってことになりますと、また色々と比較がありますの

で、あくまでも１６年度に作ったやつの中の償却費だとか瓶詰原価だとか、そういうものを新し

いブランドに変えたときに置きかえて積算したところ、１６年当時の卸し価格で利益は目減りし

ているけれども対応できるんではないかと。そしてこれが今５５キロのやつが８０キロに増えて

いくことによって、少しではあるけども利幅コストが増えていくのではないかないかという考え

方をしてございます。 
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それからほがじゃさんのＰＢボトルの関係でございますが、現状としての経過をご説明いたし

ますと、先般山口社長がおられまして福岡の本社の方でも卸し免許を取るように国税局の方に今

とりすすめているという話を聞いておりますし、それから小清水の北陽工場でも販売できるよう

に北見国税局のほうに申請を出しているという話を聞いておりますので、近いうちに必ず社長が

テレビ等で話しているようなコラボ商品ができるものというふうに期待をしております。１回あ

たり２０００本なり出したいという話もありますが、これは話でございますが、何とも言えませ

んが私どもとしてはそういうものを期待しているところでございます。 

 

○村島委員長 

 いいですか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 まず１２ページ。ちょっと確認をしておきたいんですが、卸業者別販売額っていう欄に、町内

その他はどういう意味なんですか。役場の人は、町内役場って書いてあるんですが、この役場の

人の町内その他という販売の方法と内容の数字っていうのは、どういうものを指しているのか解

らないので。 

 

○村島委員長 

 はい松浦君。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

これについては役場関係以外の例えば社会福祉協議会ですとかそういったところで水等を購入

いただいた部分でございます。町内のいわゆる他の団体に直接販売している部分でございます。 

 

○加藤委員 

 そうことであれば、普通の小売店以外で焼酎工場から直接卸しているんですか。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

イベント等の特殊な機会の限られた場合でございますので、そういった時については販売いた

しております。 

 

○村島委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 一般の町内の小売販売をする問題とトラブルの無いようにと言いますか、消費する観点からは

良いことですが、その辺十分御配慮をされた販売の方法をしていただきたいというふうにちょっ
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としておきます。 

とりあえずざっと説明されても何が何だか解らないというのが実態なんです。ところがそんな

中で、基本的なお伺いをしておきたいというのがあるんですが、２６ページ、今後の焼酎事業の

予算額ということで前中委員からも言われている部分があるわけですが、２５年度の財産収入の

というのは今年度委員会の中に、この資料の中で１５ページに出てきているわけですよね。そう

すると販売額５千２００万という数字の中からいくと、ここの財産収入６千７００って出ている

のは、あくまでも計画でもっていった数字ですよというけど、これから計画立てるにあたって、

まず２５年度の数字というのは、実数字でしていかなければならないんじゃないかなと。この辺

の捉え方の考え方。そして、現状が２５年度の焼酎販売の実績が５千２００万、前年度対比で提

示されています、４００万前年度より落ちている。こういう中で２６年度の焼酎販売が一気に、

２５年度から見れば２千万上がっちゃうんですよ。だとしたら、この２千万上がる計画の内訳は、

どういう形で販売計画が立てられているのか。そういうことをしなければ論議する何物もないん

ですよ。製造原価がどうのっていうことは無いですよ。その辺の説明を具体的には非常に難しい

部分があるかもしれませんが、大まかにこういうことで立てたという計画をちょっと提示してい

ただきたい。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 まず２６ページの２５年の歳入、６千７２０万２千円という数字が２５年度の当初予算の数字

でございます。それと今後説明になるんですが、議案の１５ページについている、トータル５千

２９５万６千円はまず１カ所訂正していただきたいんですが、上の方に第３四半期、１０月から

１２月ってなっていますが、これ１０を４にまず直していただきたいと思います。４月から１２

月までの売り上げトータルということで第３四半期の４から１２月までということで、それでこ

の５千２９５万６千円といいますのは、平成２５年度の９カ月間の売り上げ数字でございますの

で今後１、２、３を含めていきますと６千７００万には厳しいわけでございますが、６千数百万

になるというふうに今見込んでございます。 

ただ今加藤委員さんから言われましたとおり１２月末現在で、前年比較で４００万減っている

のに、６千７００万にならないだろうと言われるのはそのとおりでございまして、今後少しでも

６千７００万に近づくように今鋭意努力しているところでございます。まずここ１点目ですね。 

次に２５年度の財産収入が６千７００万を大きく下回る中で、２６年度以降の収入見込み額が

課題ではないかという部分でございます。言われるとおりの部分はございますが、計画といたし

ましては９ページの平成１６年から平成２０年当時の５年度には１億円に近づけていきたいとい

う大きな目標を持って、今回のブランドデザインの一新を受けてここになるべく近づけていきた

いという大きな目標を持って進めているところでございます。 

またこの計画書をつくった時点が１２月の最終数値が出る前にもう数字固めておりましたの

で、今後１５ページの数値の表も見ながら、もう少し下降する数値に置きかえるかどうか、今後

検討いたしますが、今回作った分の数値につきましては、先ほど申し上げましたとおり、過去の

１６年から２０年当時に１億円近く売り上げてた数値に是非とも５年後には到達したいという大
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きな目標を持って、そして昨年提案されましたブランドデザインの一新を持って、そこに到達す

るように鋭意努力していきたいということで、立てたものでございまして、この販売戦略につき

ましては、２３ページ、２４ページのようなことをもって町民皆さんと共に役場職員が営業マン

となって進めてまいりたいということでたてているところでございますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 計画だからって言っても現実環境の中でならなかった場合には、一般会計から繰入しないとな

らないってことなんですよ。目標は何ぼ立てても良いですよ。今までだって焼酎事業は赤字にな

っても良いからってやってきたわけじゃないわけですよ。実態がこういうことであるとするなら

ば、それに少しでも近づけるため、少なくても２６年はどういう方向で基本的にはこういう形で

プログラムを組んで戦略をやってきますと。希望はここでこれだけ、どこでどれだけ。総体の中

でできればこうしていきたいということが出されて初めて計画ですよ。これより良い計画書けっ

て言ったら誰でも書けるでしょう。計画でしたからできませんでしたって済む環境ではもう無い

んですよ。焼酎事業っていうのは。焼酎事業で利益を出していくなんてことは厳しい環境に直面

しているわけですよ。だけどそれを何とか清里町という１つのＰＲを兼ねた中で最大限町民の理

解を得られる環境で、これを総合的に推進していきたいっていうことでしょう。絵に描いた餅で

なくて、もうちょっと具体的にその方法や内容について出すべきだと思いますよ。 

ましてやこの委員会に出す資料の訂正ってやっているんですよ。基本的にこれからやっていき

ましょう、どうしましょうっていう時に期間の訂正、金額の訂正、特別会計の中であってはなら

ないスタンスですよ。それらを踏まえて本当にどういうふうに取り組んでいくのか。言葉では良

いですけども、もう少し明年度に向けた具体性というものがなければ最終的に何もできないで終

わってしまいますよ。 

それとそのいろんな委託っていうか瓶の採算の合わない関係については取り上げていくという

方法を言われましたけども、私は消費拡大をし、販売を増やしていくとことであれば続けるべき

だけど、赤字にならない利益の出る契約方法をとるべきだということです。これからほがじゃと

セットでやってくれるかもしれない。でも相手は民間です。利益の出ない商売はできないんです。

売ってあげるからここまでしてくれた時に町は飲むんですかってことなんです。清里はここまで

が最低限の数字ですよと理解してもらえるような環境でいけるのか。 

今新しいボトルやネーミングをしたときに単価設定をしていく、改定していく、その基本の中

で１６年度基礎の原価計算やそういうものをしていきます。そのときに果たして本当に収支があ

う環境での販売そういうものが本当に見通せるのかどうなのか。それらを踏まえて、今の現段階

でどういう計画をされているのか。内部の中で十分論議されていて、委員会全体で公表できない

部分もあるのかも知らないけれども、そういうものは大丈夫なんですか。 

この一言をお尋ねしておいて終わります。 
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○村島委員長 

 はい。産業課長。 

 

○産業課長 

 先ほど松浦の方から全体説明をさらっといたしましたが、１６ページまでは現在までの実績な

り国内道内を取り巻く環境の見込み数であったりをしながらまとめまして、さらに昨年ブランド

デザイン計画が出されたものを１７ページ以降つけまして、そして２３ページから今後５カ年に

ついての計画の展開を記載させていただいているところでございます。 

内容といたしましては２３ページの２番にも書いていますとおり、町民みんなに清里焼酎の宣

伝マンになってもらう、特に我々は当然のことですがやっていくというようなこと、またウェブ

配信や等のクレジット決済や焼酎のホームページなどにも載せながら、さらには北海道に来る人

たちの入り口となるところにきちんとした看板を付ける、また国際的に向けて世界の部分にもす

でに中国の上海に行っているものもございますが、それらの部分についても進めていく、外食産

業とも手をつないでいきたいということを含めながら計画を作っているところでございます。 

販売計画につきましても現在は２５キロ程度しか対応していないところでございますが、５年

後には８０キロ程度までに増やしながら現在抱えております、在庫調整を図りながら販売数量と

製造量を調整していきまして３０年には在庫数量現在４００近くあるものを２６３キロぐらいま

で減らしていきたいという内容でございます。そして販売量につきましては新しい名称になりま

す定番、樽、原酒っていう形の中でこのぐらいの数量を販売することによって、５年後に１億円

近くになるという考え方で積算をしているものでございます。そのためには販売流通のために新

たなＰＲ戦略もしなければなりませんので、女満別空港などについては広告等をつくる。また売

店の陳列棚も作る。ＰＲコースターも作る等々の金額も経費の中に含めながら歳入と歳出のバラ

ンスを図りつつ、一般会計からの繰入金はできるだけ少なくしていけるように、今最終の２６年

度予算編成を特会として進めているところでございます。 

製造原価につきましては先ほども説明いたしましたとおり、まだ瓶とかコルクの値段がはっき

りしておりませんので、きちんとした数字は示されませんが、できるだけ特会として自立できる

ように進めていきたいということで現課としては計画を立てているところでございますのでご理

解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 言葉ではすごく頷けるんですが、特会の独立会計でいきたいって現状がそうでないんですよ。

そうで無いのでしたら、どれとどれでやるんですか。 

例えば１１ページに出ている販売量、この町内の部分だけでも、平成２０年と２４年度出てい

るわけですよ。どういうふうになってきているか。ガッツリ減ってきている環境の中で、言葉で

なくてどういうふうにしていこうかって２６年度に向かってしていかないとならないと思うんで

すよ。 

これ人口減少もあるわけですから、やむを得ない部分もあるんですよ。そういう中でどこまで
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本当にその収支が合うなかでいきますと言っていたって無理でしょう。私は無理なものは無理で

良いと思うんですよ。だけども、その努力と一生懸命やっているという姿勢が出てこない、この

計画では。 

 

○村島委員長 

 はい産業課長。 

 

○産業課長 

 焼酎を取り巻く環境が大変厳しいということを理解した上で質問していただいている分につい

ては感謝申し上げます。 

それで、９ページをちょっと見ていただきたいんですけども、ここに左から４列目に繰入金と

いう項目がございますが、２１年度までは町からの繰入金を持って、収支バランスをとっている

経過にございます。が２２年度からは、皆様も御存じのとおり在庫調整をする中で、製造量を減

らして販売することで、２２年からは繰入金なしで、ここ３年間、２４年度も入れますと４年間

が現実でございます。ただ、これは自信を持って言えるものではなくて、もともとあった在庫量

を販売していること出来ているんでございますが、引き続き２６年度以降もこういう形で販売量

を増やしつつ、できるだけ繰入金に依存しない形で進めていけたらということで考えているとこ

ろでございます。 

ただし２６年度につきましてはオリジナルボトルなどに一新していく関係とか女満別空港の広

告看板等整備していく関係で、新たな支出が出てきますので、どうしても特会で出来ない分につ

いては繰入金になるところもあるかと思いますが、その辺について最終調整をしているところで

ございますのでご理解を賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

課長の言った要因も当然のように在庫を減らした部分もあると思いますが、職員定数の数も大

いに要因しているんですよ。２２年までは３名体制なんですよ。２３年度から２名体制なんです

よ。その在庫とそういうやり方、環境になったってことなんですよ。当然のように２９年でした

か３人体制に１年間なっていく、そういう形の中ではまた同じように大変な時期もあるんですよ。

今言われたことだけの要因で一般会計から持ち出しされてなかったんですよ。ごまかすとは言い

ませんが的確に判断をした中で計画を立ててもらわんと困る。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 全体的な計画、流れとしてはこういう形で進めていきたいというふうに思いますが、数字的な

部分等につきましては、再精査を図ってまいりたいと。次期委員会にまた提案してまいりたいと

いうふうに思います。 
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○村島委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 数字も大切ですが、実際にどういう形で、例えば町内戦略については、こういう方法を取り組

んでいく。今までの卸問屋関係についてはこういう形でやっていく。こうやっていくけども新し

いその今出てくるめんべいとの関係もやっていく。いろんな形の中で方向性や具体性っていうの

はある程度やっぱり出していかないと、数字的に本当に大丈夫なんですかって。 

今までだって過去に何回も千石会だとか色んな形の中で何回もありました。消費だけ、収支だ

けでなくて、いろんな部分の関与が必要だと思いますんで、計画書をつくれば良いんじゃなくて、

つくるんであれば理解の得れる、思いはこの思いだけどもならないという厳しさも解るんであれ

ば、そのことも正直にだしながら、そして御理解を得てくっていう努力をしないと。 

今までの５年間の実績が出て、これから５年間の計画を立てた時の数字と環境っていう焼酎の

環境が悪くなっているのに、計画だけ良くなっている。ましてや今回ネーミングから何から変え

る不安的要素が莫大にある。もう待ったもきかない、失敗も出来ない時でも恐れないで前に進ん

でかないとならんでしょ。もう少し努力していただきたい。 

 

○村島委員長 

 加藤委員から何度も同じ繰り返しで質問受けていますけど、結論を言いますと数字だけでなく

てやはり基本姿勢できちんと努めて繰入金３年間なかったと強調されましたけど、そういう姿勢

を持って出してやっていただかないと。この焼酎会計については心配な面が多いんですよ。実際

に。そういったことを今後これから参考にされまして、やっていただきたいなと。同じこと繰り

返しても中々前に進まないんで、言われていることはもちろん行政側も解っていると思いますの

で、そういう姿勢で臨んでいただきたいということで、とりあえずここはひとまずそうしないと、

同じこと繰り返していても終わりませんから。ということでありますからよろしく。議長。 

 

○村尾議長 

 先程からお話は聞いているんですが、この焼酎事業については間違いなく本町の全国的な知名

度アップにつながっているわけでございまして、本町の知名度が上がったというのは焼酎と岡崎

朋美さんかなとこのように思っている。ですからこの焼酎事業については、それなりの思いが町

民皆さんがあると思うんです。 

今、各議員から出ている話の中で一番の問題は、この策定の趣旨の１ページも書いてあります

が、昭和６２年から会計を一般会計から特別会計に移しますよと。これは経営の透明さをするた

めにやっているという言い方しているんですけど、特別会計では透明さが出てこないんですよ。

これは企業会計を導入しなければならないわけでして、例えば先ほどから話が出ているように、

原価計算はいつやった、平成１６年の１３０キロ売れた時の計算だと。売れば売るほど赤字の中

身、これ今原価計算１本いくらになっているんだっていうのは解らないわけですよ。平成１６年

の１３０キロ作った時の製造が多ければ多いほど下降原価、製造原価下がるわけですから。これ

は現在も製造原価からいくと平成２５年で２５キロですよ。１００キロも少ない中でどういう計

算ができるかっていうことですよ。 
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先ほどから一般会計から繰り入れしませんって、これ企業会計やってないからですよ。在庫く

っているわけですから同じことですよ。常に収支のバランスを現場は解ってなきゃならんですよ。 

そうしてやることによって、これは赤字だけど先ほど言ったように清里町の知名度アップに努め

ているんで、この程度はご理解願いたいっていうことが、常に議員もそうだし、役場の担当者も

その数字の理解がなければ、この話は何ぼやってもだめなんですよ。一般会計から持ち出しても

入れているのと同じですから。在庫がくっているわけですから。企業会計でいくと。この程度の

赤字は知名度アップのために了解できるなっていう線があると思うんですよ。ところが過去原価

計算は平成１６年にやっているだけであとは何もしてない。せめて瓶が新しくなる名前が新しく

なる時にはやはりそのへんの一般、特別会計から企業会計も入れてこれをやっていくよっていう

ぐらいでやらないと、加藤委員、前中委員からも出ている話がいつまでも出る。だから、その辺

この事業計画、事業経営計画の中でこの焼酎は企業会計も導入しますということやらないと駄目

だと思うね。訳わからないもん。 

これからいくと、ＰＢなんてやるべきじゃないんだから。やればやるほど赤字なんだから。う

ちの焼酎の名前を売るためにやる、知名度アップのためにやっているんだから。赤字でＰＢなん

て造ってられないんだって。意味はわかるかい。それは認識がないからですよ。課長も松浦君も。

１本作ることによってなんぼ赤字になるかっていう認識がないからですよ。だから企業会計を導

入しないと解決できませんよということ。だから私はこれ事業計画の中に、企業会計を導入する

ぐらいよく相談してやるべきだと思うんですよね。課長いかがですか。 

 

○加藤委員 

 今議長の言われたＰＢの分は赤字だからやめるっていう方法じゃなくて黒字になるための単価

でやるべきだ。そうすることが清里焼酎の消費拡大につながるんだから。そこは無視しているか

らだめだということになっちゃう。倍の単価でも宜しければつくりますと、こうやらんとダメだ。 

 

○村島委員長 

 どうでしょう、課長。 

 

○産業課長 

 議長さんが今おっしゃっていただきましたように、焼酎が今年で４０年の節目を迎える中で本

当に焼酎でもって清里町のＰＲを図ってきたという部分については、そちらの方の経済効果なり

を前に出していかなければならないのかなという部分はございます。それと企業会計につきまし

ては、以前長屋課長がいたときに検証された経過もあるようですが、昭和６２年に特別会計にお

きかえてきて企業会計にはしないまま現在に来ているというふうに思っています。ＰＢボトルの

関係、いろんな部分含めて十分また協議をさせていただきたいというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 はい。それでは⑨の焼酎計画についてはこれで終わりまして、もう１つ最後に１５ページ残っ

ています、平成２５年度の清里焼酎販売実績。課長。 
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○産業課長 

 先ほど前段前中委員さん方からも１５ページの分については、数字が違っているところが多々

あるという指摘を受けまして、今後ろの方でうちの担当が計算機ですると多々違うようでござい

ますので、取り下げさせていただきたいというふうに思います。 

きちんとしたもので次期の委員会の時に報告させていただきたいと思いますので、大変申し訳

ございませんが取り下げさせていただきたいと思うんですが、委員長さんお願いします。 

 

○村島委員長 

 修正してきちんと数字ちゃんとしていただかないと。ちゃんと委員の方でちゃんと調べていま

すんで、そのようにしていただきたいと思います。よろしいですか。 

 

○村島委員長 

 そういうことで全般的にございませんか。はい田中委員。 

 

○田中委員 

 先程の焼酎じゃないんですけども、パパスのパーク場の関係でちょっとお伺いしたいんですけ

ど。過去面積一反あたりにすると２万か３万。加藤議員も言われたんですけど、賃貸契約価格に

ついての話し合いとかそれらを検討されてきたのか。農地にしても下がる傾向でもあるし、農地

の単価にしてはもう倍以上の価格で、もともとあそこは農地だったわけで、それと賃貸の場合に

その固定資産税だとかっていうのは、どっちが持っているのか。 

 

○村島委員長 

 武山くん。 

 

○農業Ｇ総括主査 

ただいま田中委員から御質問ありました関係でございますが、契約の金額につきましては反あ

たり３万円という計算で積算してございまして、契約者とお話をさせていただいた中で、現在の

金額させていただいております。地目につきましては町が登記、賃借権を設定する際に地目変更

を行っておりまして公園ということで地目になってございます。固定資産税につきましては、免

税になっておりまして賃借権の第１権を町の方で設定をさせていただいております。 

 

○村島委員長 

 はい、田中委員。 

 

○田中委員 

 公園になっている。賃貸料の関係について、その件については今回の契約のときには交渉を話

し合いっていうのはあったのか、無かったのか。もともと当初の値段、そのままきていると思う

んですけど、そこらへんの見直しも少し考えていかないと。 

それともう１点、やはり先ほども言われたけどもこれ永遠に借りていくのか。やはりこの３年

間でもう売らないんであれば、これ誰だって土地持っていたら年間これだけの面積で４０何万払
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っていたら絶対売らないですよね。やはりそこらへんこの３年間でやっぱり町の方に譲渡してく

れないんであれば、別の方法も考えていくとか、やはりそこらへんも少し、この１年でも２年間

間にでもやはり少し検討すべきだと私は思うんですけど。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○産業課長 

 先ほどもお答えしておりますが、私どもがお話に行ってから状況が変わってございますので、

変わってございますので４月１日に向けての更新の手続きに際しましては金額お買いもとめした

いという町の考え方とか、金額とか期間の問題も含めて相手方と話し合いをした上で進めてまい

りたいというふうに思いますのでご理解いただきたい。 

 

○村島委員長 

 はい。よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 １３ページの住宅リフォームの件で。今年も１年間やるということなんですけど、去年件数的

には何件ぐらいあったのか。 

 

○村島委員長 

 はい野呂田君。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

ただ今の池下議員のご質問にお答えいたします。まず、２３年度から始まっておりますので、

２３年度の住宅リフォームにつきましては２２件、２４年度は１２件、２５年度、本年度につき

ましては現在のところ３１件の方が申請を行っております。 

 

○村島委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下委員 

 金額わかりますか。 

 

○村島委員長 

 はい野呂田君。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

まず２３年度が５９７万５千円。２４年度補助金額が３４４万８千円。２５年度まだ途中であ

りますが、８４８万円となってございます。 
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○村島委員長 

 いいですか。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 この３年間の実績件数と金額を見ると大体１件当たり３０万円弱ぐらいですね。これはあくま

でも清里の商工会入っている業者に頼まないと、こういうお金が出ないってことは、住民の人も

皆知っているということで、去年はちょっと少ないんですけども、今年に関してはやり始まった

当初２年分ぐらいの件数があるってことで、今年１年間やるってことなんですけども、やはりこ

れは経済対策にもつながりますし、１年と言わず何年間か検討しながらやっていければなという

ふうに思います。 

 

○村島委員長 

 はい野呂田君。 

 

○商工観光Ｇ主幹 

先ほど議長からもお話もありますし、ただいま池下さんからも御意見をいただきました。基本

的に今までの要綱３年ということでやっておりましたが、その期間も含めて２６年度中に実施し

ていこうか。どのような形が良いかというのを、決めていこうかということで、現在検討段階に

入っているような状況でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。全般的によろしいですね。はい、それでは産業課以上もちまして終わります。

ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは②の次回委員会の開催について。事務局。 

 

○議会事務局長 

 ２月の２５日を予定しております。 

 

○村島委員長 

 その他です。３のその他。無いですか。若干時間経過しましたけども第１回産業福祉常任委員

会をこれで閉じます。ご苦労様でした。 

 

  ●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

 それでは、第１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１１時３８分） 


