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第２回産業福祉常任委員会会議録 

平成２６年２月１３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事業交付金規則の一部改正について 

  ②国民健康保険税に係る還付加算金について 

 ●保健福祉課 

  ①清里保育所入所受入れ年齢引き下げについて 

 ●産業課 

  ①平成２５年度清里焼酎販売実績（４月～１２月累計額）について 

  ②清里町焼酎事業経営計画について 

  ③緑温泉の指定管理者の選定について 

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 

 ■保健福祉課長     薗部  充     

 ■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 
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○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２回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

○村島委員長 

 はい。それでは町からの協議事項報告事項について、町民課①から②口頭説明ございますけど

も、まず①まちづくり地域活動推進事業交付金規制の一部改正について。１ページ説明願います。

はい、課長。 

 

○町民課長 

 それでは町民課より２件につきまして、ご説明をさせていただきたいと思います。まず１ペー

ジ目をご覧になっていただきたいと思います。 

まちづくり地域活動事業交付金の規則の一部改正についてでございます。この交付金事業につ

きましては、さまざまなまちづくり活動を実践しております団体に自らの参加と創意により取り

組んでおります地域活動に資する事業に対し、共創のまちづくり事業として清里町まちづくり運

動協議会が認めた事業に対し交付金を認定してきているところでございます。 

今回の改正につきましては、現在の規則では対応のできない清里町の魅力を町内外全国に広く

発信する、より先進的であり公益的でかつ奨励的な事業を対象事業として認定するために改める

ものでございます。概要の内容につきましては規則第３条第２項におきます事業区分及び基準を

定めた別表を下表のように改めるものでございます。 

運営交付金から自治会館整備事業交付金までにつきましては規則の変更はございません。新た

に町長の特認事項を加えるものであり、対象といたしまして清里町の魅力を対外的に発信するな

ど公益的なもので、町長が特に認める事業基準につきましては、予算の範囲内でその都度町長が

定めるものとし、限度額を１００万円とするものでございます。施行期日を、３月１日とするも

のであります。今回の改正により、自らの参加と創意により取り組んでおります地域の特性を活

かしました町全体の幅広い魅力ある情報を発信する活動事業に対し、さらなる応援と支援をして

まいりますのでご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今①につきまして説明ございました。委員の方何かご質問ございませんか。 

はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 まちづくりの地域活動事業の内容を変えることについては特に問題ないと思いますが、ただ、
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基本的にこれらの上にある例えば運営交付金、協働のまちづくり交付金、共創のまちづくり事業

の交付金の上限額ってたしか５０万でしたよね。そういう基本的な大きな柱の目的が、上限が５

０万ということで事業の規定がある中で、町長が特に認める事業ということで、その枠を超えて

出すという。これは町長が特に認める事業という形をとるべきでは無いのかなと。この部分に対

しての部分で事業として認めますよという形の方策をとって事業展開の中で、それぞれの予算づ

けの交付金額っていうものをしていくべきだなというふうに思うわけです。 

ここで１００万円ってなっている意味合いの中で良いですよという中でいくと、特に今までは

最大が５分の４でしたか。１０分の１０まであるんですか。だからその辺の部分を特認の中だけ

で、そのことをしていくということは、果たして条例の規則のつくり方、運用のあり方で良いの

かなと。町長の独断と裁量の中で事業を展開するのではない。こういう形の中でまちづくりが行

われていこうとするのであれば、特認という事業のつくり方でなくて、きちっと項目の中に種類

の中にあげて、その内容をしていくべきような気が私はします。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 まず共創のまちづくり事業につきましては、加藤議員のおっしゃるとおり最大限５０万、そし

て基本的には３分の２と、ただ協議会の中において評価の中で１０分の１０まで交付しますとい

うような基準でございます。なおかつ共創のまちづくりにつきましては、ある程度地域活動とい

うことで限定されているというものもございます。 

今回あえて町長の特認事項ということで、改正するところでございますが、先ほどご説明した

とおり、町内外を超えた道内もしくは全国的に清里町の魅力を発信するような奨励的な事業につ

いて今回定めさせていただきたいというふうに考えてございます。 

委員の方からご指摘のありました町長の特認でなく、全体の事業の中で行うべきでないかとい

うような御指摘でございますが、これにつきましてはいろいろ検討した中で、今回このような改

正をしてまいりたいというふうに考えてございます。 

また今後この事業の展開というか想定されるものにつきましては、２５年度から役場職員、農

協職員、郵便局の職員、それから農業の青年団等々で結成しておりますゆいま～る清里の活動を

今一歩進めるためにも支援をしていきたいというふうに考えてございますので、御理解をいただ

きたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今そこまで言ったんですが、そのことは十分理解していて聞いているんです。だからそれは町

長の特認事項じゃないでしょっていうことなんですよ。予算執行すればどんな形でも良いのかな

ということになるかと思いますけども、その辺提案されたからあれですけど、何でも要綱があっ

て、最後に必ず特認項目の中でこの部分が出てくるんです。ここのところが大きくなるような規
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則のつくり方はいかがなものかなと。だとするならば特認としてそれを認めるということであっ

たとしてもこの規則の５０万を超えるべきではない。全体の枠そのものをそれぞれの事業で１０

０万まで認めるというようなスタンスにすべきだと思います。行きあたりばったりの事業展開を

するためにどっかで拾う場所ないかと予算つける場所ないかと、この項目ならこういうような組

み立てでの予算の配分の仕方じゃだめ。長くまちづくりをするために規則や制度を設けているわ

けだから、そういう制度にあうような方法でいくということだから、別に町長が特に認める事項

でない、この部分に書いてある発信する項目という欄を１項目設ければ良いわけであって、何と

なく余りにもお手盛りな交付金制度の運用でないかなって私は感じます。そのもの自体の運用す

ることがだめだと言っているんでないですよ。でも規則と制度のつくり方で枠を超えて町長が出

せるなんて、その制度何よっていう話になりますよ。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 今、加藤議員のご指摘の関係でございますが、決して行きあたりばったりの形で提案をさせて

いただいたわけではなく、今後まちづくりに対して若い人たちが意欲を持って展開するために今

回改正をさせていただきたいっていうのがまず１点でございます。 

それと、このまちづくり交付金につきましても、町民の代表であります協議会の方で、認定等

をするわけでございますが、最終的には町長の確認ということもございますので、その辺も踏ま

えて今回改正をさせていただきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 予算執行するのは良いから、町長が特に認める事項というつくり方はやめなさいって、下の項

目に１段おとして良いから、ここに書いてある対象項目あるいは基準、目的という部分はちゃん

と前へもってきて１項目設けて予算枠をつけるということにした方が、私は良いと思います。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 加藤委員の御意見等々を拝借いたしますが、今回はこういうような形で御理解をいただきたい

と思います。 

 

○村島委員長 

 他に。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 まず聞きたいんですけど、この条例は新しくできましたよね。前からありましたか。 
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○村島委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 これは条例でなくあくまで規則ということでございます。これはそして以前からございます。 

 

○池下委員 

 清里町の魅力を対外的に発信すると町長が特に認めるもの。今までこうやっていろんなまちづ

くりについて地域活動っていろんなところありますよ。こういう人たちは事業を起こした中で、

何回も会議をして案を練りに練ってみんなが良いようにって一生懸命やっているんですよ。そん

な中で３分の２であったり５分の４であったり、１０分の１０であったりって全部違うんですよ

ね。だけど、今加藤委員が言うように特例的に町長だけが倍の予算をつけるっていうことでしょ。

１００万円っていうことは最大限５０万ですから。これはやっぱり、ちょっとやり過ぎじゃない

のというふうに私も思いますね。課長に言ってもこれ無理なのかなと思いますけど、もう一度町

長とちゃんともう一回しっかりと協議してもらいたいと思いますよ。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 今回のこの金額的なものにつきましては、地域にもともとあります共創のまちづくりにつきま

しては、５０万ということで、地域で活動する事業に対する交付金ということで、今回は新たに、

先ほどもお話しさせていただいたとおり、町外を超えて全国的に清里の魅力を発信するような、

特異的な事業を認め、限度額１００万で認めていきたいということでございますので御理解をい

ただきたいと存じます。 

 

○村島委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 町長が特に認める事業という部分での定義づけが、果たして若い人が意欲を持って全国的にと

言ったときに、この事業の金を使ったりしてやっていかなきゃならないというようなことってど

んなことが想定されるのかなという部分があるんですよね。今までの地域活動に限定されたって

いうひとつの枠を超えてというのは、理解する部分なんですけど、じゃあその部分で、最初に述

べられたものに対して、もう少し具体的な形でそういうことが本当に可決するような形のものが

取り込んだような形で書き下しであれば良いんですけど、どうもそこら辺がちょっと総枠的な形

でしか捉えていないような部分がある。 

今までいろんな形でその取り組みをされている訳なのに５分の４になってみたり、３分の２に

なったりっていう部分で自分たちの思いっていうものが、その協議会に伝わらないような形の中

で十分に申請枠も満度に貰えなかった部分があるわけだから、せめて想定するものがそんなにな
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いとすれば、予算配分の中で少しでもそれに対してそういうような形っていうのが僕は望ましい

かなと思うんですよね。そんな部分で幾分かは、おそらく予算の中身で、その余裕の中で予算申

請を上げられているわけでは無いと思うんですよね。そのことを考えた時には、もう少し十分に

充当してあげられるような形の努力をしていっていただいた方が僕としては良いんじゃないかな

と思うんです。その辺どう思いますか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 まずは交付金の交付率のあり方なんですが、これにつきましては申請者のヒアリング等々で、

申請者の考え方、それから事業の展開の仕方、さまざまな角度で委員さんにいろいろ質問なりを

しているところでございます。その中においていろんな事業の中で対比って言ったらへんですけ

ども、思いなりを酌み取りながら、最終的に交付率を決定するということでございますので、そ

の辺はまずはご理解をいただきたいというふうに思っております。 

それと今回の新たに設ける事業の想定されるものはどうなのかということでございますが、先

ほどお話したとおり、そういうゆるキャラ等々の今後事業展開されるんじゃないのかなというこ

とが想定されますし、新たに他の団体でも地域を超えて、全国的にいろんな情報なりを発信する

ような新たな事業も展開されることも、これからも考えられるのかなというふうに思っておりま

す。そういうことで、今回新たに改正をさせていただきたいと思っておりますので、ご理解を賜

りたいと存じます。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 確認いたしますけどもこれを交付決定するのは、委員会を開いて決定をしていくわけですよね。

そういう中にあって町長が特に認めた事項ということは、その委員会の中では報告だけで終わっ

てしまうっていうことですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 事業が申請された段階におきまして、私ども窓口においてその事業の中身等々を精査させてい

ただきまして、今回の案件等につきましては、加藤議員のおっしゃるとおりまちづくり推進協議

会の方には報告という形の処理の仕方になるのかなというふうに今のところ考えてございます。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 
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○加藤委員 

 まちづくり地域活動推進交付金という１つの制度の中で、１つの団体に対する補助金が５０万

って決められている規則なんですよ。町長が特に認めた場合５０万のうちにおける１００分の１

００を認めるというのであれば良いですけども、それをこえた規則の中で町長の運用をするとい

うんであれば、これは規則上好ましくないことでないか。中身の実態については賛同いたします。

ですから、種類や項目の中にその部分を書いて、上限枠も１００万なら１００万とするような方

向での規則のつくり方をすべきでやろうとすることが、特に町長が認めなかったら出来ないこと

なんですか。一般の委員の皆さんが認めなかったら出来ないような事業をやるということ行為が

おかしいんですよ。誰が見てもオーケーというものであれば、規則の種類の項目なりきっちとあ

げる。で５０万をあげられないとしたら、その下にあくまでも５０万は５０万だけども、その他

に町長が特に認めた場合については、さらに５０万を増額交付することができるって書くぐらい

ならまだ規則上許されますけども、こういう形での事業展開というのはどんなものなのかと。議

会にはあんまり権限ないみたいだから規則なんで、こうしますって言ったら、はいってしかない

項目になっちゃうんだろうと思うんですけど、私はそういうふうに思います。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 議会にあんまり権限ないっていう話がされましたけど、町のお金を使うわけですから、こうや

っていろんな案件出ていますよ。札弦であり、清里であり。で皆それぞれがまちおこしとか地域

づくりのために、一生懸命やっているんですよね。だからそういうふうな特例を認めて良いのか

っていうことになっちゃうと、ちょっとまずいんじゃないのって思いますけどね。 

 

○村島委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 議員各位のいろいろな御意見等は参借しながら、今後事業展開をしていきたいと存じますので

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○村島委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 今議論の中で町長の特に認める事業というくだりで、委員各位もいろいろあるのかなと思う部

分なんですけど、どのような交付金事業においても、その特認事業交付金制度多分あるのかな、

規則の中に照らし合わせた中で、こういう形で出てきていてその交付金の上限額１００万。これ

はゆるキャラだとか大いに事業展開やっていただきたい部分の中で、交付のスピード感を持った

中で政策があった時の部分、これから予算計上して云々っていう部分あったのかなと思うんです
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けども。 

ただ、僕がもし提案する立場になるんであれば、特認事業交付金という形で種類の中に大まか

なくくり、その中で特認なんで、その交付事業の１００万円とまで入ってはいるんですけどもも

っとファジーに協議ぐらいの文言にしとけば運用しやすいのかなと思ったんですけど。いずれに

しろそういう形でチェック機能がしっかりしているんで、僕は認める方向ではいきたいなと思っ

てますんで。個人的な意見なんですけども。 

 

○村島委員長 

 何かありますか。はい課長。 

 

○町民課長 

 今回の改正につきましては今各委員から何回も言われていることも含めながら、新しいまちづ

くり事業に進めていきたいと思いますので、ご理解をいただきたいと存じます。 

 

○村島委員長 

 各委員から出ている意見というのは限度額が５０万ということで定まってございます。実際に

いろいろ事業何ヶ所でやっているのを見ていますけども、３分の２だとか、５分の４だとか、い

ろいろと出ている金額が出ていますけど、実際に５０万で足らないんですか。足りなくて改めて

特例でこういうふうにしなきゃいけない何かあるんだろうか。 

 

○町民課長 

 先ほどからお話をさせていただいています想定される事業、これにつきましてある程度お話を

聞いてまいりますと５０万の限度額ではなかなか難しいということもありまして、今回の事業だ

けじゃないです。将来的にはいろいろなまちづくりも出てくるだろうということも含めまして、

限度額１００万ということで設定をさせていただきました。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい勝又委員。 

 

○勝又委員 

 このことを取り組むというのは、特例でそういうなことがあった時にすぐ対処してそういうと

ころを把握したいという形は、そこは良いと思うんですよ。ただその予算配分の中で、４分の３

になったり、３分の２になったりっていうことが、僕はあまりそんなふかした形の中で申請は出

してないと思うんですよね。そこへもってきて減らされるとなると、金のない中で事業自体がや

っぱりどうやっても縮小せざるを得ないような形にもなりかねないわけですから、そのことに対

してフルにお金を利用してやってもらいたいと。自分たちの思いを遂げてもらいたいっていう形

になるとすれば、どんだけあるのか解りませんけど、そっちよりは現状で上がってくるものに対

して、少しでも厚く助成をつけてあげるべきでないかなということを思っている。 
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○村島委員長 

 はい課長。 

 

○町民課長 

 今回のこの予算の措置の関係でございますが、決してこの項目が増えたことによって他の事業

が縮減されるですとか、そういうことは無いというふうに私は考えてございます。あくまで予算

の範囲の中で実施をさせていただきたいというふうに考えてございます。また先ほど前中議員の

方からもお話があったとおり、スピードを持っていろいろな事業を展開するためにも３月１日の

施行という形で事業展開をさせていただきたいというふうに考えてございますので、御理解をい

ただきたいと存じます。 

 

○村島委員長 

 この件につきまして、よろしいですか。それでは②の国民健康保険税にかかわる還付加算金に

ついて、これ口頭説明です。課長。 

 

○町民課長 

 ２点目の国民保健税に係る還付加算金については口頭にてご説明をさせていただきます。新聞

などにより報道されております町民税などの還付加算金の未払いにつきまして、再調査した結果、

国民健康保険税におきまして４件、６千７００円の還付加算金の未払いが判明したところでござ

います。内訳につきましては、平成２１年度に１件２千３００円。平成２２年度に１件１千１０

０円。平成２３年度に１件１千７００円。平成２４年度に１件、１千６００円となってございま

す。 

錯誤の要因につきましては被保険者の資格喪失申告の遅延に伴いまして、加算金算定の起算日

の解釈の誤りによるものでございます。現在還付加算金の支払い手続を進めているところでござ

います。なお他の税目におきましては、還付加算金の未払い事象等はございませんでした。 

今回の事案につきましては、関係者の皆様それと町民の皆さま、議員の皆様に大変御迷惑をお

かけしたところでございます。心よりおわび申し上げます。今後はこのような事象が生じないよ

う適切な事務処理に努めるとともに町民皆さんの信頼回復に向けて取り組んでまいりますので、

ご理解を賜りたいと存じます。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今口頭説明でございました。この件につきまして御意見ありませんか。良いですか。はい

それでは、町民課これで終わります。ありがとうございます。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 それでは引き続き保健福祉課①の清里保育所入所受け入れ年齢引き下げについて、２ページか

ら７ページについて説明願います。はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 清里保育所の入所年齢の引き下げについて御説明いたします。２ページをご覧いただきたいと
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思います。 

初めにから御説明いたします。清里保育所は、昭和５０年に今の鉄骨構造の平屋建ての園舎を

新築いたしまして、翌年５１年４月より町立の認可保育所として定員１００名で運営を開始いた

しました。その後幼稚園等の開園により、定員を１００名から６０名に変更いたしましたが、平

成１８年度には施設の一部を改修し、子育て支援センターを保育所内に併設し、清里町の子育て

の支援の拠点として運営をしてまいりました。受け入れ児童の幼児の年齢は、現在は２歳６ヶ月

から小学校就学前までとしておりましたが、清里町子育て支援計画の中間見直しに先立ちまして

次世代育成アンケートを行いました。その中にも保育年齢の引き下げを望む声がありました。ま

た保育所の親の会という会がございますが、そちらの方からも低年齢化という要望がございまし

た。また第５次清里町総合計画では子育て支援対策の充実を主要施策として掲げており、子育て

支援計画においても低年齢児保育を課題としております。また平成２５年度の執行方針において

おきましても２６年度から１歳６ヶ月の受け入れを始めるということで、今年度中に準備をする

ということで謳ってございます。 

２としまして、保育所の現状ですけれども先ほど申し上げましたように５１年４月からスター

トをしております。場所については羽衣町３１番地、現在の定員は６０名ということです。敷地

面積は３千７４４平米建物の面積としましては、子育て支援センターとの共有部分を含めると６

０７．６９平米と建物としましては、５０年に建てて翌年すぐに後ろの方に２教室ほど建て増し

をしております。１９年には子育て支援センターとして併設という形になってございます。職員

配置につきましては、現在は正職員であり、保育士３名と臨時職員である保育士３名、医師は鵜

木先生の方に嘱託のことでお願いをしております。その他に給食の支援員として配膳等の職員と

して、それと兼ねて清掃もお願いをしている臨時の職員が１名ございます。 

３ページに移ります。これまでの入所の実績を上げてございます。２歳児、３歳児、４歳児、

５歳児と縦に、別に年齢で並べてあります。上の段から直近の年度の実績ということでございま

す。ここ数年は合計で５２名ほどということです。２歳児を見ていただきたいと思いますが、年

度末の入所年齢です。２歳半からお受けお預かりしまして、その子たちが年度２歳半になったら

お預かりをして、年度末にはだいたい１０名程度になるというようなことできています。あと３

歳から５歳までのところは１５名前後というような推移であります。それからその下の表になり

ます。これは去年の３月末の数字でございますが、清里の子どもの数は年齢ごとの子どもの数は

というところで記載をしております。２４年度中、大変多くの子どもが誕生しまして、４１名と

いうことになっています。あとここのところ１歳・２歳・３歳児・４歳児といきますけど、この

ところある程度、お子さんを２人、３人と設けられる方もいらっしゃいまして、３０以上をキー

プしているところです。２５年度、２４年度の反動がちょっと怖いなというふうに心配していた

ところですが、今現在で２９名の方が、子が誕生していて今後３、４名は見込まれるんではない

かと。そんなに大きくは落ち込まないので、平均値ぐらいはお子さん生まれるんでないかという

ふう考えております。 

３番目、入所受け入れ年齢の引き下げ案についてでございます。現在空き教室がございますの

でそこを改修しまして、あの施設の運営に関する基準というのが去年の３月から厚生省令から北

海道条例の方に委任になっていますけれども、その規定に基づいて匍匐室、ハイハイをする部屋

を設けないといけませんので、匍匐室等を整備して現在の２歳６ヶ月から１歳６ヶ月に引き下げ

をしたいということです。実施については２６年の９月を受け入れ開始を目指して、改修工事な
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り準備をしていくということです。施設の対応ということで空き教室を廊下、匍匐室、便所等に

改修するということで面積がでておりますけど、めくっていただきまして、図面がついておりま

す。５ページ見ていただければと思います。上が北になります。東側図面上の南側が東で、そち

らに玄関があります。一番奥の部屋、今現在運用しておりません空き教室になっております。そ

れを改修したいということです。 

具体的には次の７ページを改修する部屋について大きな図面で示してございます。廊下真っす

ぐ保育所内廊下が東西に走っています。その突き当たりの部分ですけども、その廊下、それから

教室改修をしまして、真ん中に間仕切りを入れて匍匐室と保育室に分けると。それから便所を現

在設置されているトイレ便器よりもさらに小さい年齢にあった形の便器設置をしてまいります。

で匍匐室と保育室の間の間仕切りについては、腰板より上は全部透明な、どちらの部屋からも子

どもを見られるし、採光にもつながるということでそういうようなことで考えてございますし、

それから左手の壁、一番奥の西側の壁は、今現在は窓がありませんけども、ここにも窓を設置し

たいというふうに考えております。若干縦長になってしまいますので、なるべく採光というとこ

ろと、一番は複数の保育士で、当然ながら保育していくわけですが、複数の目で見ていくという

ところを考えて、このへんは近隣の低年齢系の保育所なりにも行って、勉強させていただきなが

ら、こんな形で考えてございます。 

３ページに戻っていただきまして、今の表の下になります。表の下のところは、３歳未満の給

食については、現在清里保育所の給食については、もともと保育所の給食は施設内調理と言われ

た制度がありました。まず最初に特区でもって外部調理搬入というところで、２歳半以上、今受

けている年齢以上について外部搬入での給食をさせていただいていました。その後、法が改正に

なりまして、３歳以上は外部搬入を認めるよと特区ではなくなりました。２歳半からが特区とし

て認められるということになっていますが、今回１歳６ヶ月まで引き下げるということにあたっ

ては、外部搬入ではつくること自体無理がありますので、小さい子には小さい子の食事が必要に

なりますので、３歳以下は内部で調理をしていきたい。これについてはもともと調理する調理師

なりが備わっておりますので、そのところを使いながら調理をしていきたいというふうに考えて

ございます。 

次４ページに参ります。そういうようなことで施設改修をして、どの程度の子どもたちが受け

入れられるかと言いますと、１歳半から６歳までについては６名、２歳については１２名という

ことで、この規模ですと、こういうような人数ということになります。これは最大と言いますか

そういうことになります。 

それから予算についてですけれども、施設改修について設計をいただいたところ、１千２４３

万円ということで、これについては２６年度当初予算に計上ということで考えております。それ

から椅子や机や布団やらカーテンやら、いろいろ備品が必要になります。そういったものについ

ては今のところ１４５万２千円ほどの見通しております。 

それから、その他当然ながら給食に係る費用であったり備品、備品までには及ばないけど消耗

的なコップやら食器やら新たにまた必要であったりとか、本当の消耗品それから食糧品それから

人員の確保の費用と、運営費については、現在精査をしているところですが、５００万円程度は

かかるんではないかなと見込んでおります。 

スケジュールについてですけれども、３月に向けて新年度予算の中で施設改修費を予算化と。

それからこの福祉施設の変更届、３月に１回、当然ながら内々打ち合わせは、北海道はしていま
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すけど、一回見せたいと思っています。ただここではこのタイミングでは受けないなと思います。 

もうちょっと経ってからのことになると思いますけど、早めにと一回あげていきたい。そうすれ

ば十分に間に合っていくだろうと考えております。年度が明けまして、４月末なりに発注したい

と。それから６月の定例会の中で、残された備品等の予算化をしていきたい。７月末から８月頭、

７月末にこの改修工事が終われば、その後備品搬入であったりとか、受け入れの準備の作業をし

ていって、９月から子どもたちの受け入れを開始したい。このように考えております。 

以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ただ今①につきまして説明がございました。各委員の方、何かございませんか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 非常に良いことだと思いますんで、実施をしていただきたいなと思うんですが、課長も言われ

ましたけども、安全性に十分配慮した施設になることをまず望むところで、同時に現在の職員体

制の中から、今後１歳６ヶ月からの幼児を保育するにあたっての何人で体制を想像として、例え

ば一人の保育士で何人をみていこうという計画がなされているのか。あるいはこういう中で給食

をしていく中で、設備的には十分にあるということなんですが、その栄養士あるいは管理栄養士

の関係の対策をとらなくてもしていけることなのか。設備の部分は良いですが、その運用部分に

おける環境の部分で想定されている環境っていうのを、もう少し詳しく説明をお願いしたいと思

います。 

 

○村島委員長 

はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず人員につきましては、配置基準がございます。それは、それが最低でそれを守らなくては

いけませんよということなんですが、基準から申しますと、今回該当はしていませんが、１歳よ

り下の子は保育士１名で３人、それから１歳児・１歳半を受け入れますので、これが該当します。

それについては１人で６人、２歳児についても１人で６人、３歳児は１人で２０人、４歳、５歳

は１人で３０人、これが配置基準としてあります。ただ施設の配置基準はそれぞれをプールして、

全体で計算することになっています。制度の話ですから、例えば５歳児が１５人しかいなければ、

例えば３歳児は２０人で１人ですけども、３０人いて、１人を見て５歳児が１５人で１人見てれ

ば、配置基準上はクリアということにはなります。ただそれでは、安全安心ということには当然

つながっていきません。 

そういうことで現在考えていますのは、今３歳児と２歳半児以上の子をお預かりするにあたっ

ては２人の職員で見ています。十分の数配置をしていると思っていますが２人で見ています。今

度１歳半からお預かりするにあたっては、１歳半の子と２歳の子と部屋は分けてありますが、そ

こは３人の保育士で、人数が全くいないとなれば必要ない話ですけども、３人の保育士で見てい

こうと。１歳半からの子を６人であれば１人ですし、２歳の子が１２にいれば、２人必要なわけ

ですからですから、そこは３人で見れるというふうに考えてもらって、体格のこともありますか
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ら３歳は３歳で他の保育士にみてもらうというような形で考えています。ですから運営する側と

しては２名の増員を、今３歳児と２歳半で２人いますから、２歳半の職員が２歳児の方に単純な

計算でいくとまわりますので、もう増員としてはあと２人。これをお願いしたいということで、

人事担当の方とも話し合いをしながら進めてまいっています。 

それから栄養管理については、これもまず基準の話からいくと、保育所の調理担当するにあた

っては特段何も資格が必要だとはされていません。ただ、現在の食育と言われています。食べる

ことが、育てることであったり、教育だったり重要な時代ですから、今のところ誰をというとこ

ろのあてはついていませんが、望ましいのは調理員なりの資格がある方が望ましいと思っていま

す。これはどうなるか今のところちょっと何ともお答えしようがないですけど、それが望ましい

と考えています。それから、栄養管理についても栄養士を配置しなさいという制度はありません

が、当然ながら栄養上の管理をされたものを提供しないといけませんので、これについては保健

福祉課保健グループの中に栄養士がいますので、そちらの方の支援を基に献立をつくりながら、

もちろん３歳児用のお兄ちゃんおねえちゃんは、給食を食べているわけですから、その辺の整合

をとりながらそういうようなことで、食事の方も考えていきたいというふうに思っております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。はい前中委員。 

 

○前中委員 

 やっと当町も進んでいただいたなと思っている１人なんですけども。何点かちょっと気になる

部分。 

未満児保育におけるその全体のレイアウトで、衛生管理部門の面で例えば匍匐室だとか、未満

児の教室をつくる場合、子どもたちの動線上３歳以上の子どもたちもいると思うんですけども、

ある程度隔離性を持ったレイアウトにしなさいだとかいう基準があるのかどうかというのがまず

１点。 

それともうひとつはその調理の関係で今ノロだとかいろんな衛生管理上の問題で給食の保存期

間あるのかどうか、今説明なかったんですけども、その保管義務があるのかどうかっていう部分

の確認。 

それともう１つ、町内において札弦保育所もあるんですけども、仮に札弦、緑地区における未

満児の子どもたちを預けたいなという部分であれば、親御さんの責任の中で送迎はもちろんだと

思うんですけども、そうなるとまた親御さんは両方の清里保育所、札弦保育所２カ所行くってい

う問題点があった場合、どうせなら清里の保育所に２人預けたいよねという話も出るのかなって

部分もあるんですけども。そういう部分についての話がなされているのかどうか。 

そして最後なんですけども、幼保一環という部分の大前提の中で、今後どうしても避けては通

れない幼稚園と保育所のあり方の清里の形というのもこれから検討するし、今も検討している最

中だと思うんですけども、その辺もさわりで良いんですけども、説明願えれば良いかな、４点ほ

どすいませんけど。 

 

○村島委員長 

 課長。 
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○保健福祉課長 

子ども達の年齢に合わせた保育室の配置というところですが、特段基準はございません。今回

の改修するにあたっても、いろんな案を検討してきました。 

実は導線を考えれば、こちらからお出迎え送り出しのタイミングで子どもたちが一緒になって

しまうから玄関を分けた方が良いんではないか、これ１番最初に考えました。敷地の配置を考え

ると、北側から入って来られないことも無いです。その辺のところも検討したんですが、受入れ

のときに人が手薄になるだろうと。それで危険だな、で近隣の保育所等も勉強させていただくと、

同じところから受け入れて小さい子はお母さん方が抱っこして中まで入ってもらうようにしてい

る。別段危険なことは無いですよというようなことがありましたので、それであればあえて手薄

に２カ所で子どもたちを受け入れたり送り出したりということはせずに、１カ所でやろうかとい

うことで、玄関を分けるというところはそういうこともあって。あともう一つは玄関をつくると

なると、冬場の寒さ対策面で、面積を小さくしていかないといけないというところもありますし、

風除もなしで、いきなり玄関っていうことにもなりませんし、その辺のところも若干計画をつく

るところでは面積は狭隘になってしまうというところも考えました。そんなところで十分安全性

は確保できるよと受け入れとか大丈夫だよということでこういうふうにいたしました。 

それからあとトイレなりを今ある子どもたちが利用してもらっているトイレより１段小さいト

イレなんです。２歳児が安心して使えるトイレいうことで、トイレは設置いたしまして通常はこ

の中で保育が完結をすると。遊戯室なりに行くときは当然ながらどういうふうに運営していくか

ですけども、大きな子と危険であれば、時間帯を分けるなりも考えますし、安全は確保できるだ

ろうというふうに考えてございます。 

 

○前中委員 

 食品の保存は。 

 

○保健福祉課長 

 食品の保存の方は、保育保存庫が設けられていまして、保育所内に一定期間保存をしています。

これは当然このまま続けます。これについては給食ということでそれが規定されています。ただ

内部給食については、そこまで求められていないと思いますが、それは当然ながら、今の時代で

すから何かあった時に原因を突き止めないことには対応がとれませんので、そうやって食品を保

存しておくやつ、施設としても持っておりますので、それは当然ながら運営をしていくというこ

とです。 

 

○前中委員 

 札弦と緑の関係は。 

 

○保健福祉課長 

 すいません。札弦保育所まで引き下げるというところになかなかもっていけないというところ

が現状です。頭から検討しない話では当然無いですけども、なかなかそうはいかないだろうと。

当然ながら札弦であったり緑であったりしても１歳半からということであればお受けしますし、

お兄ちゃんと別々でなくて清里でということであれば、当然ながら清里でお受けします。その選
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択は、親御さんにあります。今でも札弦の方が、清里にと言えばお受けしないわけでは当然ない

です。ただせっかく札弦にございますので、札弦の維持というところでも担当者のレベルとして

は、なるべく札弦にいていただいてというふうに考えていますけど、お兄ちゃんお姉ちゃんがい

ていうことであれば、当然ながら清里はお受けできますということです。 

それから幼保一元化については、認定こども園が無くなりまして、総合子ども園ということで、

認定こども園であれば１０年後に保育所は、総合子ども園にしないとならないという、そういう

制度でしたが、それがなくなりまして、また認定こども園のニューバージョンということになり

ました。 

これについては３歳以上の子どもは、保育ではなくて幼児教育が受けられるということですか

ら、清里の子どもにとっては当然幸せなことですし、同じ場所で３歳以下の子はお兄ちゃんお姉

ちゃんとか同じところに保育として預けられるということでは、当然ながら子どもたちにとって

幸せな環境だというふうに感じています。これにつきましては、今ある幼稚園が民間ですので、

このへんのところをどういうふうに経営をされていくのかというところの摺合せの中で、今後当

然検討していかないといけないと考えています。 

民間の幼稚園の話ですから余計なことも申し上げられないんですが、木造の５７年度建設され

たというようなこともありますし、実は清里保育所についても、鉄骨でとは言いながら昭和５１

年建設ですから、それなりの年齢は経っています。こういった施設これ以上使っちゃいけません

という年限は無いですね。補助事業であれば補助事業として導入したものは何年以上使いなさい

というのがあります。そういうのがありますし、例えば税法上は焼却期間としてコストとして見

ていた期間はここまでですよとありますが、それ以上は危険だとか、使っちゃいけないというこ

とではないんですけれども年数が経てば当然ながら施設としての陳腐化ということもあります

し、清里保育所も何度か改修を加えながら、今に至っていますけれども時期が来れば、とりあえ

ず引き下げをしておいた中で、受け皿をつくった中で認定子ども園について具体的に踏み込んで

いかないといけないなと。今認定こども園は、今回の子ども子育て３法改正によりまして、いろ

んな制度がありますが、今のところ２７年導入を予定なんで、消費税が前提となっている制度で、

当然ながらそれに遅れないように２６年に向かっては、それ以外のいろんな事業も準備をしてま

いりますが、未だにちょっとはっきり見えてこないと。民間の幼稚園にとって何が好都合のこと

なのか、子どもたちにとっては良い話なのは間違いないですが、何か良い点があるのかどうか、

そのところもしっかりと整理して提案もしながらということになると思いますので、もうしばら

くお時間をいただきたいというふうに考えてございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他に。はい池下委員。 

 

○池下委員 

 先程課長の説明では６人で１歳半ということで、２人程度採用予定しているっていう話で当然

正職で入れていかなければならないだろうというふうに思いますが、この間も報道がありまして

保育所とか幼稚園で１歳半前後の子どもたちの死亡事故が多いっていうのが、昼寝時期のうつぶ

せ寝、ちょっと先生が目を離した瞬間に亡くなっているっていう事例が全国ですごく多いんです

よ。そういった観点から今回こうやって１歳半に引き上げたっていうことは、私はすごく評価す
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べきだなというふうに思いますが、事故が無いような体制づくりっていうのを最大限に考慮して

やっていただきたいなというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 良いですか。はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 職員配置のうちの２名につきましては、原課としては正職員ということを希望しているところ

ですが、人事に関わりますので何とも私のところは申し上げられません。ただ安全への配慮を当

然１番に考えておりますし、池下委員おっしゃる１歳半のところの死亡事故というところで新聞

報道がありましたので、私も見ました。うつぶせ寝であったり、突然死もあったり、いろいろあ

るようですけど、子どもたちを寝かしつけている間に、職員が離れることはありません。そんな

ことは無いようにですから、例えば今６名で職員を運用しています。今現在も６名ですと言いな

がら、職員は当然ながらお昼休みもいりますし、こういった会議も出ることがありますし、休暇

もありますし、いろんなことありますので、その間の代替として臨時スポットのそれなりのキャ

リアのある方をお願いし、もちろん資格職でお願いをしながらやっていますので、決して途中目

を離すようなこともございませんので、そのへんのところは一番安全、確かに今１歳半のところ

は寝ている以外にも一番立って歩き始めて間もないところですから、そういったところもありま

して、こういった配置基準が定まっているというところで、それは安全第一でせっかくお預かり

するのに、そういうところで人事当局ともそのへんお願いをしながら最善の方法を考えていただ

けるように予防してまいりたいと思いますので、御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。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

今の安全性も出たんですけど、本題と全然外れちゃうんですけど、あの保育所の入り口の一番

外の人工芝を斜めに段差ですが、冬期間非常に大変危険な状態になっているなって日頃は思って

いまして、ぜひ札弦もどうなるか解りませんが、転倒のないように。是非課長、電気マットの導

入を図ってあげて。職員に一生懸命やれって言ったら大変ですので。電気マット入れてやる。安

全性を十分考えた中では、あの段差についてはしてあげた方が良いかな。今回未満児と言います

か、１歳６ヶ月から導入するにあって施設の安全性の部分からの改築改善ということを清里だけ

じゃなく札弦も同時に合わせて図っていただきたいと要望しておきます。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 残念ながら、今年度の規定予算は足りていませんので、この備品購入なりも視野に入れながら

やれる範囲で、早期に頑張ります。 
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○村島委員長 

 よろしいですか。それではこれで終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 引き続きまして産業課３点ございます。前回の委員会でも説明されましたけれども①の４月か

ら１２月の累計、これ修正されたと思うんですけど、それについて説明願います。 

 

○産業課長 

 産業課所管事項３件について協議報告をさせていただきます。１点目の平成２５年度清里焼酎

販売実績４月から１２月の累計額について８ページでご説明しますので、お開きを願います。前

回の委員会に提出した資料に誤りがありまして取り下げをし、そのことに対し深く反省をし、お

詫びを申し上げます。本日、訂正の上改めて提出させていただきましたので御審議のほどよろし

くお願いいたします。 

この販売実績表につきましては、平成２５年度の４月から１２月までの販売実績が前年の同月

に比較してどうなっているかということを示している表でございます。表の右側の方に、それぞ

れの製品別の前年比較が示されておりますが、全体額では右側の１番下になります。４２０万９

千円ほどの減となってございます。減額となっております主な取扱業者でございますが、道内の

大手卸売業者酒連国分、北酒販がありますが４００万弱の減額となっており、また町内小売店が、

１５６万円ほどの減となっております。増加しているところとしましては焼酎工場の直売所など

で、約３００万円の増とはなってございますが、全体的な減額の中で４２０万円ほどの減となっ

ているところでございます。 

今後１月から３月までの３カ月間で販売増加に努めてまいりますが、当初予定としていた金額

並びに前年比を下回る厳しい状況になるものと懸念しているところでございます。以上１件目に

ついてのご報告を終わります。 

 

○村島委員長 

 １点目の平成２５年度清里焼酎販売実績についての説明がございました。何かございませんか。

では前に進みます。②の清里焼酎事業計画について別紙の資料１、２で説明願います。 

 

○産業課長 

 清里焼酎事業経営計画についてご説明いたします。別紙の冊子になっております資料１と２枚

もので、ホッチキスで留めております資料２に基づいてご説明をいたします。前回の委員会にお

きまして、計画の全般についての説明をいたしましたので、本日は前回の委員会において委員の

皆様が出されました御意見に基づき修正しました内容を中心とし、説明をさせていただきます。

冊子につきましては修正後の内容となっております。それでは訂正箇所について資料２の２枚の

ホッチキス留めの方で説明をいたしますので、ご覧いただきたいと思います。 

○村島委員長 

 ２枚つづりの。 
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○産業課長 

 これで説明いたします。まず１番の製造販売計画が課題ではないかという御意見をいただいて

おります。ただ今説明いたしましたとおり、２５年１２月末現在の販売実績が落ち込んでいるこ

と、並びに全国の酒類消費量が減少している厳しい現状を踏まえまして下方修正をさせていただ

いております。２５ページにございますが、こちらの方に訂正箇所を左側の方に、前回説明いた

しました当初の数字、今回修正を加えた数字を右側の方にしまして、訂正した部分を赤書きとし

ているところでございます。表の真ん中に製造数量というのがございますが、最終的に平成３０

年の５年後の目標数値で、当初では８０キロリットルを予定しておりましたが、これを７２キロ

リットルに下方修正をしております。それに伴いまして在庫数量でございますが、現在３７２あ

るものを３０年の５年後には２７４キロリットルに下方修正していくものでございます。在庫数

量の２７４についてですが、おおむね年間販売量の３年程度が必要だということになりますと、

２２０ぐらいでよろしいでございますが、主となる浪漫倶楽部以外にかぼちゃ焼酎、むぎ焼酎な

どがありますし、さらに５年以上置かなければ販売できないセレクトなどの古酒もございますの

で、それらの部分を上乗せしますと２７０ぐらいが適切な在庫数量ではないかというふうに踏ま

えているところでございます。 

次に２つ目の表、２番でございますが、販売額についても課題ではないかという御意見をいた

だきましたので、１番と関連いたしますが下の表で説明をいたします。当初の平成３０年度の合

計販売額は、下の方に９千８２０万円としてございましたが、この数字を修正後では８千５００

万円に下方修正したところでございます。８千５００万円といたしました根拠につきましては、

計画の中で目標年の３０年には焼酎事業特別会計として収入支出バランスのとれた数字というこ

とで計算しますと、この８千５００万円ぐらいが収支バランスのとれる分岐点となるということ

から、８千５００万円を根拠にさせていただいているところでございますので、理解を賜りたい

と思います。各酒の種類ごとについては記載のとおりなってございます。 

次のページをご覧ください。３番の焼酎事業の予算額でございますが、前のページでご説明い

たしましたように下方修正したことによりまして、修正案とは減額となってございます。当初で

は３０年の合計金額を１億円としてございましたが、これを８千７０８万円とするものでござい

ます。前回の説明では３０年に財産収入９千８２０万円に繰越金１８０万円を入れて１億として

ございましたが、修正後では８千５００万円の財産収入に基金繰入金１５８万円、繰越金５０万

円で８千７０８万円としたところでございます。 

次に歳出でございます。下の表になりますが、当初では３０年の目標時に総務費３千５００万

円、製造費６千４９７万円、公債費で１億円としてございましたが、３０年度の修正後について

は総務費２千４６０万円、製造費６千２４５万円、公債費３万円で８千７０８万円と下方修正し

たところでございます。 

次に下の４番でございますが、ただいま御説明いたしました下方修正に伴いまして、計画書の

冊子の中で６ページの部分について製造販売数量５５キロリットルを５１キロリットルに、在庫

数量を、３６８キロリットルを３７２に、修正をしてございます。また９ページの決算額につき

ましては、当初は２５年度当初予算の数字が入っておりましたが、修正後は決算見込みの数値に

訂正をしてございます。また、１３ページ、１４ページにつきましては、平成２５年９月末現在

を記入していたところでございますが、これを最新の数値１２月末現在に数値を訂正してござい

ますのでお知らせをいたします。 
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それでは、冊子の２３ページをお開き願いたいと思います。８千５００万円を、目標年次に２

３ページのアラビア数字５番の計画の展開の表をご覧いただきたいと思います。５年後の目標年

次に８千５００万円の販売をするためにどのようなことをしていくかという計画の展開でござい

ます。 

１番の１番最後の行に、新たな流通販売形態に対応した新しい流通ルートの開拓を図っていく

ということでございます。今までの道内の大手卸しメーカーだけに頼るのではなく、自ら流通の

新しいものを新規開拓していかなければならないということでございます。 

それで、２番以降でございますが、項目だけでいきますと町民は、清里焼酎の宣伝マンになっ

ていただくようなことで、昨年あたりから全国的に形成されてきております。例えば清里焼酎乾

杯条例のようなものをつくりまして地域みんなで焼酎を愛し、販売していこうという気運をつく

っていくことが必要ではないかということで考えてございます。２番はホームページやウエブＮ

ＥＴなどを使って広く全国展開をしていくという内容でございます。１番下の丸が北海道に来る

観光客をターゲットとするために空港や道の駅など入り口にパンフレット等を掲示していこうと

いうＰＲ戦術でございます。次のページをご覧ください。 

１番の町民皆さんが宣伝マンになるという共通する部分もあるんですが、町民の有志の方々と

清里焼酎のコラボ商品などをつくってはいけないだろうか。また次には世界に向けた販売戦略と

いたしまして、平成２４年に中国上海の伊勢丹百貨店で開催した物産展でも好評を得ております

ので、こういうものを進めていく。また近年海外から来る観光客も増えておりますので、これら

の方々もターゲットとした売り込みを図ってはどうかという案でございます。３番としましては

大型店外食産業に対する売り込みでございます。マックスバリューや味のめんたい福太郎または

外食チェーンをやっておりますところの売り込みをやっていてはどうかという計画でございま

す。４番につきましてブランドデザイン関係で出されている提案でございます。５番につきまし

ては町民還元用ボトルということで清里町だけで販売する一升瓶を今後も継続したいという考え

でございます。次のページに入りまして、６番は魅力ある直売所の設置ということで昨年レスト

ハウスが閉店した後の７月以降で３００万以上あの狭隘なところで売ったという実績もございま

すので、今後はここから地方発送承りなどもしますよということもＰＲしながら、より一層販売

を進めていきたいというものでございます。７番につきましては清里焼酎事業所という条例がご

ざいますが、焼酎事業所と言いますと、事務所的な感覚に捉われる可能性もございますので、醸

造所という形にすることによって観光客もより一層買い求めなどもしていただけるんではないか

という考えでつくってございます。 

３番の製造販売計画や、次のページ販売計画につきましては先ほど説明しましたので省略いた

します。次に２５、６ページの上の表を見ていただきたいと思います。この度ブランドデザイン

の関係によりまして２６年度以降で、このようなものに経費をかけなければならないということ

で出しているところでございます。イベントはんてん、イベントのぼり、空港などの売店陳列棚、

または女満別空港の広告看板、ポスター、商品、パンフレット焼酎の看板また町民に無料配布を

するなどで、２６年度で約３７８万８千円の販売戦略予算を見ているところでございます。２７

年度以降はここに書いてあるとおりでございます。 

次４番の事業会計の収支計画でございますが、下方修正したときにも申し上げましたが下から

３行目の後ろ部分になります。自主財源による自立を目指してまいりますということで予算を立

てているところでございます。次の予算額につきましては先ほど説明いたしましたので省略いた
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します。 

下の５番の施設整備計画でございますが、現在の焼酎工場建設後、２８年を経過してございま

すのでボイラーやいろんなものに消耗が見えてきておりますので、できるだけ計画的に改修をし

て参りたいということで、２７ページの表のように２８年、３０年に改修計画を入れているとこ

ろでございます。 

６番の販売単価計画につきましては、原価につきましては、この計画書に載せるのはいかがな

ものかということで公表しないで、ただ今４月以降に新しいボトルコルクなどの決まった段階で

原価計算したものをお示ししていくことで考えておるところでございまして、価格につきまして

は浪漫倶楽部につきましては、樽という名称に変わりますが、現行の金額でまた清里などにつき

ましては定番という名前に変わりますが、同じ価格で販売していきたいということで今２６年度

当初予算を作成しているところでございます。次の表は、消費税率につきましては改正されます

ので、このような価格になるということを示しているところでございます。 

次に、最後の２８ページになりますが、製品開発計画につきましては３つ大まかに出ておりま

すが、今後も麦やかぼちゃ等の醸造試験を行っていきたい。２つ目としましては、ただいま、コ

ナフブキの原料だけでつくってございますが、違うじゃがいもによる製造試験も展開してまいり

たい。そして昨年から実施しております米の白、黄色、黒麹による試験醸造も継続してやってい

きながら新しい製品開発にしていきたいということで考えてございます。 

次に８番の酒質の向上でございますが、今回新たに出しておりますのはシェリー酒の樽に定番

の焼酎を入れることによって、新たな色合い、新たな風味香りの焼酎ができないかということを

進めてまいりたいと思っております。浪漫倶楽部も樽に入れてございますが、浪漫倶楽部は新樽

に入れているものでございます。今回やる計画でやろうとしているのは、シェリー酒の入ってい

る樽に焼酎を入れて研究をしてみたいということでございます。 

９番の醸造費予算の要請計画でございますが、２７年度で副所長が、定年退職を迎えますので、

その新しい職員の要請を２７年当初から進めていきたいという内容でございます。以上、前回の

計画後の下方修正した内容と改めまして２３ページからの今後５年間の計画の展開についてご説

明させていただきましたので、御審議をよろしくお願いいたします。 

なお、２６年度の焼酎特別会計の当初予算につきましては現在説明しました内容で最終段階に

入っていることをお知らせいたします。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今清里焼酎経営計画の修正並びに下方修正いたした案について、委員の方何かございませ

んか。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 先ほど課長の説明で販売価格を、今までとほぼ同程度ということで考えているという説明だっ

たんですけど、今回焼酎を大幅にこうやってやり出すことによって、金型をつくるのに結構大き

な金額がかかっていると思うんですが、そこら辺お金相当かかっている販売金額は一切変えない

で採算が合うのかどうなのか。その辺いかがですか。 
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○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 平成２５年度で、新しい瓶の型を作る経費６００万近くかかっています。それから２６年度で

新しい型に基づく瓶を作っていく経費もかかります。それで原価計算の中身は、今後その瓶の値

段とかコルクの値段などが決まって、最終的に出てくるものでございますが、現在型にかかった

経費については、減価償却費で見ていく。また新しい瓶と古い瓶での価格差額も含めながら計算

していきますと、現在の原価計算の価格より定番と浪漫倶楽部はわずかながら高くなりそうな状

況でございますが、逆に原酒北緯４４度とかセレクトについては逆に下がる見込みです。下がる

見込みというか下がりますので現段階では瓶の値段とかコルクの部分の値段が明確でございませ

んので、容量は７２０が７００に減っていくんですけども、その分のかわりで価格については基

本的に変更しないでいくということで計画書も作っていますし、当初予算も作成しているところ

でございます。大幅な原価がかかるという状況ではありませんのでお知らせをいたします。 

 

○村島委員長 

 はい。他にございませんか。よろしいですか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ちょっとお伺いをしておきたいというか、確認をしておきたいんですが、今瓶の型代の発注は

し終わっているわけですが、これから実際の瓶の発注をしていく中での話の中で、今課長の方か

ら樽やそういう関係については若干上がるけども、トータルとしては下がるという説明だったん

ですが、基本的には何万本って言いますか、何年分を買う契約をしようとして、その単価になる

のか。そのへんについてちょっと説明をお願いします。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 最初に私の説明が悪かったかと思うんですが、価格の部分で浪漫倶楽部や定番については大幅

に上がることなく、逆にセレクションや北緯４４度は下がりますが、トータルとして下がるかど

うかは解りません。トータルとしては現行ぐらいかなというふうに見ていますが、下がるという

ふうには思いませんので、そこの部分はちょっと私の説明が悪かったと思うんですが、訂正した

いと思います。 

それで瓶の発注などの関係でございますが、浪漫倶楽部などの瓶は大体３万本から年間３万５

千本ぐらいの量です。それから原酒などは１万５千本ぐらいです。それで２６年度は９月から実

際販売開始になりますので、定番とかの部分の透き通った瓶は２万本。それから白い原酒など入

れる分については１万本を購入するということで予算を立てております。そして来年度からは、

フルシーズンになりますので、１年間のロットを３万と１万５千本ということで積算してござい

まして、先ほど言ったような金額に大体おさまるのではないかという推計でございます。もう一
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度繰り返しますが、瓶については１年間の購入ロットが透き通った定番分については３万本、そ

れから白い原酒を入れる分については１万５千本の最低年間購入ロットということで積算をして

おります。以上です。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ということは、毎年単価は変わってきますよという解釈ですか。例えば型台は作ったんで、こ

れで瓶の製造してもらうにあたって１０年分を作りますよという中で毎年供給はこれだけでお願

いしますという単価の契約はしてないということですか。毎年必要な分、３万本あるいは１万５

千本っていうのをその年の単価で契約をしていくという設定だという捉え方ですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 瓶の価格については、これから見積もり合わせなどで決まるものでございます。最低年間購入

ロット数が３万本、１万５千本ということを確認しているところでございます。従いまして、最

初に１回３万本、１万５千本で価格が決まりましたら、それより下回らなければ物価変動が大き

く変わらなければ最初に契約した金額で大体いくと思います。購入量が３万本って言っていたの

が２万本に減ったりすると、当然単価は上がってくるというふうに想定されます。逆に４万・５

万・６万って増えていくと、これは交渉の中で逆に下がっていくというふうに思います。いずれ

にいたしましても、契約しなければ解らないですし、長期契約はいたしておりません。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。はい勝又委員。 

 

○勝又委員 

 計画の展開の中で、２番の販売拡大に向けた取り組みっていうことで、町民は清里焼酎の宣伝

マン。町をあげて販売拡大に向けて取り組んでいくっていう考え方、誠に良いことだなと思って

いますけど、その中に乾杯条例とかそんなこともあるわけですけど、中標津の牛乳での乾杯条例

を制定したってこともありますし、ＰＲの一環として、うちの町の名刺の台紙があります。そこ

にも焼酎のＰＲなんていうのは載ってないわけですけど、恐らく相当の役場職員それからそうい

う例の方、議員さんもそうですけど相当名刺を利用されているっていう部分があって、そこら辺

もＰＲするような形の焼酎の写真入りの作ったりとか、そういう方法も良いし、また町の封筒関

係をこういうものにも焼酎に対するＰＲも一言載せるような、ありとあらゆるところにＰＲする

ような部分を作っていくっていうのも、町民をあげてっていう部分では、大事なことなのかな。

そのように感じる次第でそこら辺のこともよく執り行っていただきたいと思います。 
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○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 名刺の台紙につきましては、現在も斜里岳だとかいろんな観光名所の分を使った名刺も出来て

ございますので、今回言われてなく、みんなで焼酎をＰＲ宣伝していこうっていうことになれば

焼酎の瓶なども入った台紙も作りまして、町民として焼酎販売に協力してくれるっていう方につ

いては大いにその名刺を使ってＰＲしていただけるような方策を企画の方ともちょっと相談しな

がら進めていきたいというふうに思います。 

また封筒であるはがきだとかいろんな部分についての分につきましても焼酎工場でつくってい

る焼酎封筒につきましては、来年度からすぐできるものですが、町全体の分についても総務課と

協議しながらできるだけそういうものを入れながら町から発信していきたいということで進めて

まいりたいと思いますので御協力よろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 はい、よろしいですか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 販売拡大に向けた取り組み、町民をあげては良いですよ。役場全体ではどういう取り組みなん

ですか。体制は今と一緒なんですか。 

少なくても町民が一体になってということになると、１つの課が先頭を切ってやっていくとい

う問題ではない。前回の１２月の一般質問の田中さんの中にもきちっと言われているんですが、

これらについての取り組み方、町民の皆さんに宣伝マンあるいはセールスをしていただく方には

名刺を作ってもらう、提供したいという話もあったけども、基本的に町長の名刺を裏めくったら、

全部宣伝の名刺になっているのか、職員の名刺になっていくような考え方をしていくのか、ある

いは組織的な取り組みをどうやってしていくのかという段取り計画性というものの具体性はどう

いうふうになっているんですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 町職員がどのような形で関わっていくかっていう部分につきましては、これは文章だけになっ

てしまうかと思うんですが、２８ページの９番計画の一番下の方に全職員一丸となって販売促進

に努めていくということを書かせていただいているとこでございまして、そのためには２３ペー

ジ載っております、役場職員が先頭になって町民の焼酎宣伝マンになっていくという考え方には

変わりないところでございます。 

ただ、今加藤議員さんの方から言われているように町としてのスタンスはどうなんだという部

分でございます。新たな営業マンを配置するのかとか焼酎グループとか産業グループの中での部

分含めて、町全体でどうなんだというふうにつきましては、この中には直接書いていないところ
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でございますが、目標年度に歳入と歳出のバランスをとるという部分からいきますと、新たな職

員を焼酎会計で雇用することにはならないのかなと思っているところでございまして、最終的に

は、この計画自体も、町長と十分協議をしてつくっているとこでございますが、町の一般会計で

職員を配置するとかいろんな部分の考え方が逆にあるのかなと。焼酎特別会計として焼酎販売計

画についてはこのような形になりますけど、これにさらに上乗せした計画ことになれば一般会計

の部分も含めた町長の最終的な考え方になるのかなとこのように思っています。 

 

○加藤委員 

 言っていることは解りますけども、実態としてどういう形で役場の機構の中で精力的に本当に

展開していくのか。今回これだけの設備投資をしていくと言うのは、私は焼酎の販売に対しての

最後の大きなチャンスの時だっていうふうに理解しているんですよ。ここで最大限の無理でもや

れることをやり尽くさなければならないというふうに理解してますんで、そういう中では、役場

の機構とは言いません。役場の全職員が動いたら当然のように動きやすい体制、トップは産業課

のグループ体制の焼酎醸造所ではないでしょうと。やっぱり少なくても、副町長をトップにした

今回のメインの事業展開を２６年度にはしていかないとならないと思うんですよ。この意気込み、

そういう環境の中で町民も巻き込んだ中でやっていきましょうということだと思うんで、ぜひ形

や表現はどうでも良いです。実りある実効力のある行動を起こしていただきたいと思いますよ。 

時間もないですけど２３ページの流通販売計画の新たなる流通販売の形態や新規、流通の開拓

を図っていくなんて言っていますけど、言葉ではすごく格好良いし、だけど実際問題一歩入った

らどういう感じでやっていくのかっていう、これ非常に大変なものだと思うんですよ。だから本

当にこの事業を展開する中で、毎回言うけども町民に理解をしてもらえる焼酎の展開をしていく

ようにひとつ最大限の努力を再度お願いします。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 全国的に焼酎の消費量が減っている中での計画とはいえ、増やしていこうという計画ですので

大変厳しいことは重々承知しておりますが、計画書として計画に基づいた実行がなされるように

努めて参りたいと思います。 

それで今ワインの乾杯条例の話が出ましたので、お話をしますと全国的に乾杯条例とかという

のは全国的に３０市町村ぐらいあるようでございます。中には日本酒が一番多いんですが、日本

酒以外に北海道では富良野市のワイン乾杯条例だとか、それから先ほど勝又議員さんからもあり

ましたように中標津町は牛乳を飲んで乾杯する牛乳乾杯条例。その他に本州の方では麦焼酎の乾

杯条例だとか梅酒や梅ジュースの乾杯条例なども作られているようです。ネットで調べてみまし

たところすべてとは言いませんが、条例制定は役場がするんですけど、町長から条例提案をして

押しつけのような形ではなくて、例えば富良野のワイン条例も議員提案で条例化が進められたと

いうふうに書いてありますし、それから中標津の方はＪＡが中心となって牛乳の普及を図ろうっ

てことでつくったと多くのところが、そういう方向であるということを申し上げたいと思います。 

それで条例自体は第１条から第３条ぐらいの本当にシンプルなものでございまして、中身的に
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ここの２３ページの町民宣伝マンのようなことが書かれているということでご理解をいただけれ

ばいうふうに思います。 

 

○村島委員長 

 ②につきましてはよろしいですか。それでは、③の緑温泉の指定管理者の選定について口頭説

明ですけども、よろしくお願いします。課長。 

 

○産業課長 

 緑温泉の指定管理者の選定につきまして、口頭で説明をさせていただきます。緑の湯の指定管

理者の公募につきましては、昨年１２月から実施し、本年１月２７日で締め切ったところでござ

います。その結果、清里町内の２つの団体から公募がありましたことをお知らせいたします。 

１社につきましては現指定管理者でございますパパスさっつるです。もう１社は緑町５番地に

事務所を置き、緑地域の有志で構成する団体名はヴェルデということで、代表者は農業をされて

おります、工藤和仁氏です。 

今後のスケジュールでございますが、選定に向けたスケジュールでございますが、委員長を副

町長とします、町の選定委員会において選定作業を進めてまいり、次回の委員会に結果を報告し

３月の定例町議会に提案し、決定をしてまいる方向で進めてございますので現時点におきます経

過報告とさせていただきます。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。何かございませんか。よろしいですか。はいそれでは、産業課これで終わります。ご苦

労様でした。 

 

○村島委員長 

 ２番次回委員会、書いてありますけども。２月の２５日を予定しております。 

 

○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２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 ８分） 


