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第８回産業福祉常任委員会会議録 

平成２６年７月２５日（金） 

    開 会   午後１２時５８分 

    閉 会   午後１３時５０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戸籍電算化事業について 

  ②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平成２５年度パパスランド直売所実績について 

  ②平成２６年度清里焼酎販売実績（第１四半期）について 

  ③清里焼酎製品構成の変更について 

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     

 

 

○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   梅村百合子 

 ■町民生活Ｇ主査    北川  実      

 ■商工観光・林政Ｇ主幹 野呂田成人     ■焼酎Ｇ総括主査      武山 雄一 

  ■焼酎Ｇ主査      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  寺 岡 輝 美 
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  ●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 

 まず町からの協議報告事項について町民課２点ございます。①戸籍電算化事業について１ペー

ジから３ページまで②のまちづくり地域活性推進（共創のまちづくりの事業）の交付金認定状況

４ページについて説明願います。 

 

○町民課長 

 それでは、町民課からの協議報告事項につきましてご説明いたします。１点目は、平成２５年

度より事業実施しております。戸籍電算化事業につきまして８月２日より戸籍の一部電算化が始

まりますので進捗状況等について、ご説明をいたします。２点目のまちづくり地域活動推進交付

金につきましては７月２４日付の交付、認定状況等につきまして御報告をさせていただきたいと

思います。それでは、各担当よりご説明いたし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 

 それでは戸籍事務の電算化事業について説明いたします。１枚めくりまして１ページをご覧く

ださい。この事業につきましては、昨年の６月２２日から着手いたしまして現在、現在戸籍除籍

等のデータ化が済んでおります。また昨日機械も入りましたので、現在のところ約９０％の進捗

割合となっております。６月末現在の本籍数は２千３０６、本籍人口は５千４３０人となってお

ります。新しい戸籍に記載する場合において、文字等については法務省で定める文字が決まって

おります。今回手書きから変わるということで、文字表記の変わる方が５６７人おりました。こ

の方々につきましては、文書等で確認をとりまして作業を進めております。今後のスケジュール

につきましては、８月２日から電算化の移行事務処理を行います。８月４日の月曜日から新しい

証明書の書式で発行、業務を行ってまいります。８月４日以降つきましては、現在の紙戸籍を、

データ化する作業に入りまして、来年の１月２２日、完全に電算化移行という予定になっており

ます。３番目の新様式については、もう１枚おめくりください。左側にありますのが電算化後の

様式です。この様式は右側の現在Ｂ４横Ａ４に縮小となっているものを、電算化した場合にこう

いうふうになりますよということで例を作っております。今までは、タイプ打ちで縦書きで、ま

た項目についても文章化されていたんですけども、左側見ていただきますとわかりますように、

それぞれ項目化されて何が書いてあるかすぐわかるようになっております。また、現在の戸籍で

除籍になっている方、右側の例でいきますと、幸江さんが婚姻で除籍になっているんですけども、

この方については、新しい電算化後の戸籍には記載されないということになっております。なお

電算化後の戸籍につきましては、電子移行に使いますので、住民票と同じように偽造防止の紙を

使って出すように変わります。以上です。 
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○村島委員長 

 はい。ただ今、戸籍電算化事業についての説明がございました。何か委員の方ございませんか。

なし。いいですか。続いて２点目。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それではまちづくり地域活動推進交付金（共創のまちづくり）事業につきまして、ご説明させ

ていただきます。昨日２４日に第２回まちづくり運動推進協議会推進会議が開催されまして、記

載の４ページ目になります。こちら記載の４事業につきまして、交付率の審査も終了しておりま

すので報告させていただきます。まず１番目一つ目なんですが、①の方、６月１２日に決定して

おります、ゆいまーる清里の食でつながるまちづくり事業です。交付率は３分の２、申請額が７

５万円に対しまして、５０万円の交付認定額になっております。以下２番から４番につきまして

は、昨日審査となりました事業となります。はじめに②番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につきましては、６８万５千円の申請額に対しまして、１０分の１０

の交付率となっております。ただ、限度額が５０万円となっておりますので、５０万円の交付認

定となっております。次に③番みずもと第１有志の会の光り輝く街並みづくり事業につきまして

は、２５万７千円の申請額に対しまして、５分の４の交付率で、２０万５千円の交付認定となっ

ております。④番最後清里町市街連合自治会の大人盆踊り大会事業につきまして、４７万１千円

の申請額に対しまして、５分の４の交付率、３０７万６千円の交付認定となっております。本日

現在では以上の４件につきまして、申請がありました。審査終了していることをご報告申し上げ

ます。以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただいま②のまちづくり地域活動推事業交付金認定状況について説明がございました。何か委

員の方、ございませんか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 上限が５０万ですが、これは例えば一度交付金をもらった年度内、何回かこうやって申請があ

れば出すというふうに捉えていいですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 基本的に事業の中身が違えば問題はないかと思いますが、ただ申請する上にあたりまして、各

委員さんの方で中身を詰めさせていただく形になると思いますので、その辺は協議会の方との打

ち合わせの中で実施内容を行っていく形になろうかと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。加藤委員。 
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○加藤委員 

 これ、審査済みですか。報告だけの話なんですか。ただ③のみずもと第１有志の会ということ

であがっているんですけども、このポケットパークというのは確かに第１かもしれませんが、基

本的にその町並みの基本的な考え方の中に、イルミネーション等町がやっていた経過というのが

あるんだと思うんです。やった方がいいでしょうということでお願いしますってやっちゃってい

るんでしょうけども、町としてこの全体の町並みの景観、あるいはそういうものは、行政として

整備をし、維持について一部自治会にお願いするところはお願いするというのがどうもベターな

ような気がするんですがこの辺の取り扱いですよね。このまちづくり地域推進活動費という中身

の使い方が何でも新しいものや、団体で申請すれば、本来ならば行政がやるべきところまでこう

いう格好になっていたり、あるいは他の団体でもいろんなことやっているのに、この団体ではや

ってないからいいのかと、この辺は要綱に合った中で、バランス・整合性のとれた事業の実施あ

るいは運用になっているのか。それについての確認だけお伺いしたい。 

 

○町民課長 

 まず１点目、みずもと第１有志の会、ポケットパークの案件でございますが、今まで委員さん

がご指摘のとおり商工会ですとか、町ですとか、いろんなところでイルミネーションなりをやっ

てきたという経過があろうかと思います。ただその辺が無くなったという状況におきまして、水

元第１の方では、花壇としても活用させていただいておりますので、その辺夜も花壇等を同じよ

うに、水元第１であの辺を光り輝く街づくりの一環として実施していきたいということでこの事

業が上がってきているので御理解をいただきたいと思います。 

それともう１点目は、その各地域によっていろんな事業がばらばらでないのかというような御

指摘でございますが、今回のまちづくり活動費につきまして、各地域が各々自分達の独創的な事

業を自分たちで展開していくということで、申請をあげてもらい、審査して交付をしていくとい

う事業でございますので、いろいろな地域でいろいろなイベントなり地域を盛り上げるための事

業なりを逆に言ったらたくさん申請をしていただきたいと考えているところでございます。 

 

○村島委員長 

 他にございませんか。いいですか。なければ終わります。全般的にないですか。はい。 

前中委員。 

 

○前中委員 

 聞き忘れたんですけども、今回電算システムに移行するんですけども、この時の戸籍謄本は、

従来謄本抄本という部類で発行されていたと思うんですけども、今回電算後は、全部事項証明書

という形ですべて網羅された形の一本化でいくとして捉えていいんですよね。 

 

○町民生活Ｇ総括主査 

 今までの抄本だと個人のことだったと思うんですけども、今回これはたまたま謄本形式で出し

たんですけど、これからも個人事項証明ということで、一人ひとりのものを出すことが可能です。 
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○前中委員 

 わかりました。法人格であれば大体全部証明という形で従来動いていたんですけれども、個人

の場合も両方あるとわかりました。 

 

○村島委員長 

 他には、いいですか。はい。無ければ町民課これで終わります。ありがとうございました。ご

苦労様でした。それでは、産業課３点ございます。１点ずつ、説明願います。はい。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 それでは、産業課提案の協議報告事項３点についてご説明申し上げます。本日課長が体調不良

のためお休みしておりますので、１点目につきましては私の方から２点目、３点目につきまして

は、武山総括の方から説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 

それでは５ページ目をお開き願います。平成２５年度パパスランド、直売所実績についてご説

明をいたします。今回の報告につきましては、６月１１日開催の本常任委員会で前中議員より御

質問のありました、直売所の実績について回答させていただくものです。 

平成２５年度の売店全体の総売上は、２千８４７万４千８２３円でうち、直売所の売り上げが

５６４万５千７４０円となっており、売店総売上の２２％となっております。参考として記載し

ております、真ん中の表は月別の販売実績であり、８月はやはり観光客が多いこととメロンの販

売が始まり、通常より値段が高価になっているため売上も増となっております。下段の表は売上

の順位となっておりまして左から順位、野菜数量、野菜の金額、売店数量、売店金額となってお

り野菜はすべて清里産。売店の数量では、燻製卵。ほがじゃ、これ以外はすべて清里産。売店金

額でも、ほがじゃ、べんりで酢以外は、清里産となっているところであります。 

以上で説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今①の２５年度平成２５年パパスランド直売所実績についての説明がございました。

委員の方何かございませんか。ありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 これはちょっと聞きたいんですけど、売店全体っていうことは、入浴料は入ってないっていう

こと。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 今回これ報告させていただいたのは売店の売り上げの部分だけですので、入浴料とかはここに

は入っておりません。前回報告させていただいた中で入浴料、使用料の関係については報告させ

ていただいているところであります。 
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○村島委員長 

 進みます。②の平成２６年度の焼酎事業販売実績、第１四半期について説明願います。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それでは平成２６年度、きよさと焼酎販売実績第１四半期について説明をさせていただきます。

６ページをごらんください。 

はじめに１２％製品につきましては、浪漫倶楽部水割り１８０ｍｌの１製品で、第一四半期の

販売数量は２８４本。金額で４９万７６４円。前年度対比数量で、２１本。販売金額で４千１９

１円の増となっております。 

続きまして２０％製品につきましては、ナショナルブランド３製品、プライベートブランド２

製品合わせまして５製品で販売数量１千３８本。販売金額７０万７千８９６円で、前年度対比数

量で３４７本。金額で２２万９千２７３円の減となっております。 

次に、２５％製品つきましては、ナショナルブランド１０製品、プライベートブランド１７製

品合わせまして２７製品で、販売数量８千９２６本。販売金額６７６万７０４円で前年度対比販

売数量１千８０２本。販売金額１５９万２千４２９円の減となっております。 

続きまして３５％製品につきましては、ナショナルブランド１製品、プライベートブランド１

製品合わせまして、２製品で販売数量５６７本、販売金額５３万３千８６２円で前年度対比販売

数量１５８本、販売金額で１５万１千８４２円の増となっております。 

次に４４％製品につきましては、ナショナルブランド５製品プライベートブランド２製品合わ

せまして、７製品で販売数量１千５１８本、販売金額３０４万８千７１１円で、前年度対比販売

数量２５１本。販売金額１５１万８千８１０円の減となっております。 

次にその他酒類につきましては、平成２５年度に終売を行った製品２製品で、前年度対比販売

数量４８本販売金額４万２００円の減となっております。 

続きまして、酒類外で清里の水５００ｍｌの１製品販売数量２千１３０本、販売金額１４万３

千２３０円で、前年度対比販売数量５３４本。販売金額３万４千１８０円の増となっております。

酒類外、包装資材送料外、消費税合わせまして、販売数量１万８千５２本。販売金額１千２３４

万７３５円で前年度対比販売数量２千２９０本、販売金額１９５万９千７２６円の減となってお

ります。 

これらマイナスの要因としましては、消費税増税前の３月の駆け込み需要の反動による落ち込

みが、４月５月と大きく影響しております。６月につきましては、一定程度回復の兆しがござい

ますものの若干の落ち込みをしているところでございます。以上説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ただ今②の平成２６年度きよさと焼酎販売実績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。ありませんか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 ９月からいよいよ新ブランド、リニューアルということですけども、どれくらいの在庫が今現

在あるか。例えば、浪漫倶楽部でありますとか、売れている３商品ぐらいでいいんですけども、

それがもし分かれば、ちょっとお聞きしたいんですけども。 
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○焼酎Ｇ主幹 

 大変申し訳ございません。現状の在庫の数字ちょっと持って来ませんでしたので、後程ご報告

させていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 資料が無いということで、この場は良いんですけども。例えば産業まつりから新製品を売り出

すということに関してあと１月半ぐらいですか。日にちがそれぐらいしか残っていない中で、十

分に対応できるだけの在庫があるのか。本数は別にしてその辺いかがですか。 

 

○村島委員長 

 はい。総括。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 現行製品の在庫の関係につきましては、今年度の販売状況、さらには昨年度の販売実績。あわ

せまして終売する時期を見越しまして、一定程度製造計画は立てておりましてそれに見合った数

量で資材等も購入を進めているところでありますので、御理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 そういうふうに十分在庫はあるということなんですけども、例えば新商品に移行した場合。そ

れらの残ったやつは、どういうふうに活用していくのか、その辺いかがですか。 

 

○村島委員長 

 総括。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 現行の資材等のものにつきましては、一定程度の数量を残しまして、在庫としては保管をして

まいりたいというふうに考えておりまして、時期を見計らって復刻版ですとかそういったものに

将来活用出来るよう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 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ということは例えば新商品になった場合、今の例えば浪漫倶楽部とか、セレクションとかとい
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うのはこの辺では考えられないかもしれないですけど、例えば他町に出荷をするということはあ

り得るのか。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 現在プライベートブランドで保原町に浪漫倶楽部という製品を同名で出してございまして、こ

ちらにつきましては、現行スタイルのまま製品供給する方向で、今検討をしているところでござ

いますし、現地の保原町の方からもそのように要望をいただいているところですので、前向きに

検討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 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 新しい商品に関してもしっかりとＰＲしたと捉えていいんですか。 

 

○村島委員長 

 はい。総括。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 プライベートブランドでお取引いただいている皆様にも、現行商品の終売時期あるいは製品の

切りかえについてしっかりとお知らせさせて頂いておりますので、そこら辺を御理解いただいた

上で進めさせていただいております。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 例えば９月の産業まつりを機にやるというふうに、大筋で決まっているんですけどもその後ど

ういった形で新ブランドに対する戦略を立てているのか、もしあれば具体的なものがあればお聞

きしたいと思います。はい。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 現在ですね、ＰＲに関しましては、６月に補正をいただきました、ＪＲ北海道社内誌。こちら

の方につきましては、もう既に契約を済ませまして商品の製造時期ちょっとずれ込みましたので

掲載時期を１０月にしまして、１０月に１カ月間掲載をしていただく方向で、進めてございます。

新商品のＰＲの関係につきましては、北海道酒販が主催します卸小売業者に向けた販促会という

のがございますので、そちらに９月の上旬でございますけども行く予定をしておりますし、１０
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月に開催されます札幌市と札幌卸業界が主催されます道内の卸業者といわゆるメーカーとの商談

会というのがございますので、そちらの方にも行って参りたいというふうに考えております。ま

たさらには現在お取引いただいております北都千石会の販促会も９月に予定をされておりますの

でそちらの方にも行きたいと考えておりますし、この春ですね。新たに国会議員の方からお繋ぎ

いただいたお寿司屋さんの方から、いわゆるお寿司屋さんの組合があるので、そちらでぜひＰＲ

をしていただきたいという声掛けをいただいておりまして、９月にそちらも、調整をして伺いた

いと考えてございます。今はっきりしているところは、以上申し上げた部分でございます。 

 

○村島委員長 

はい、池下委員。 

 

○池下委員 

今大体具体的に話を聞いたんですけど、今年度から焼酎事業所２人人員が増えたということで、

そこら辺に関して、２人で行って営業活動してくるというふうに捉えていいですか。 

 

○村島委員長 

 はい。総括。 

 

○焼酎総括主査 

 商談活動の関係につきましては、札幌等近くではございませんので、職員の派遣につきまして

は１名で進めたいと思っております。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 やはり新しくなって、本格的に売り出そうという時は、それこそ焼酎事業所で総力を挙げてや

るぐらいの感覚を持っていないと、一人で行って本当に営業出来るのかと。要するにプロじゃな

く行政マンだからね。やっぱり１人よりは２人、２人より３人という体制で行くように進めてい

ってもらいたい。それと私常々思っていたんですが、これから焼酎等いろんな物売りは、北海道

でなくてやはり人口の一番多い東京へ進出して、例えばアンテナショップを作るとか、そういっ

た方向で進めていくという感覚は焼酎事業所としては持っているのかどうなのか。いかがですか。 

 

○村島委員長 

 委員長。はい。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今、池下議員の御質問。武山の方から色々な趣旨の催しに出るよという、その他に実は１

０月の上旬にですね、札幌の方で行われるいろいろな各町村のものを売っているイベントに実は

若手団体ゆいまーる清里から、是非新商品の焼酎をそこでも販売したいんだとありましたので、
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その場につきましては、焼酎事業所の職員ではなくて産業課の職員の中から、１名程度になると

思いますが一緒に行って、販売をするという形を取らさせて頂こうと思っております。どうして

も９月以降になりますと、焼酎醸造の方も始まってしまいますので、もう一人は醸造専門という

形で職員の方入れておりますので、そちらもやりながら進めていかないといけないので、今回に

つきましては１名という部分でご理解頂きたいです。また、アンテナショップにつきましては、

やはり東京なりで持ちビルじゃないですけども部屋みたいなのを持ちますと、やはり維持管理費

の関係も出てきます。出来るのであれば、今までも引き続き行っておりました各お店屋さんの販

売、北海道フェアみたいなものも視野に入れながら、今後販売戦略の方ですね、考えていきたい

なと思います。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 積極的に販売促進活動を実施していただきたいということと、行政が販売促進するっていうこ

とは、ノルマはない。民間であれば２割、３割増のノルマをかけた中で誠心誠意泥をかぶりなが

ら売らなきゃならないんだけども、当町のＰＲだとか販売促進のメインはそこで、なおかつ売れ

る形を持っていただきたい。もう１点。それに鑑みてちょっとこの数字の中で、どういう理由か

わからないんですけど、水が結構出ていますよね。焼酎の飲み方、多種多様あるんですけども、

いろいろスピリッツ系、こういう焼酎であればチェイサーという形で同じように水も一緒にセッ

トで飲む場合もあるんですけども、そういう提案もたぶん重々考えておられるかなと思うんだよ

ね。その時も同じように清里の水とセットでコマーシャルができれば、合わせてやっていただき

たいなと思うんですけども、そういう考えはあるかどうか質問として。 

 

○商工観光・林政Ｇ主幹 

 ただ今の前中議員のご質問、もっともだと思います。また最近パパスランドの方に行ってみた

ら、実は清里の水がすごい売れていて、品切れになっている状態があったものですからどうした

んですかと聞いたところ、試飲で４４度だとかを飲まれた方が、すぐ横に清里の水を置いてたん

ですけども、それをすぐ購入して飲む方が多いんだっていうことでお話があったので、前中議員

ご指摘のとおり焼酎と水のセットだとか、そういうようなものも考えながらいきたいと思います

し、僕らが各イベントなんかに持って行く場合は、焼酎と水と一緒に持って行って、販売という

のも行っておりますので、引き続き水の方もあわせて販売の方が伸びるように努力していきたい

なと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 では③のきよさと焼酎製品構成変更について説明願います。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それではきよさと焼酎の製品構成変更について説明をさせていただきます。７ページをご覧く

ださい。 
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１番目の廃止する製品でございますが、アルコール度数２０％製品のマイルド２０きよさと７

２０ｍｌ以下３種類。２５％製品の清里１６０ｍｌ以下４種類。４４％製品の北緯４４度以下、

２種類の合計９製品を廃止してまいりたいと考えてございます。これらの製品につきましては、

８月２７日受注分をもちまして終売して参りたいと考えております。 

次に２番目のプライベートブランドへ移行する製品として２５％製品の３種類でございます

が、これらにつきましては取り扱い地域を限定した商品として、年間生産本数については、これ

までの取り扱い本数を参考に生産本数を限定した商品として参りたいと考えてございます。８ペ

ージをごらんください。１点訂正をお願い申し上げます。申し上げございませんが１２％製品変

更後のじゃがいも焼酎北海道清里樽の後ろに、水割りを加えていただきたいと思います。大変申

しわけございませんでした。 

３番目の新ブランドへ移行する製品でございますが、１２％製品１種類の浪漫倶楽部水割り１

８０ｍｌをじゃがいも焼酎北海道清里樽水割り１８０ｍｌに変更します。２５％製品４種類につ

きましては、きよさと７２０ｍｌを、じゃがいも焼酎北海道清里７００ｍｌ、浪漫倶楽部５０ｍ

７２０ｍｌ、１８００ｍｌをそれぞれじゃがいも焼酎北海道清里樽、５０ｍｌ、７００ｍｌ、１

８００ｍｌに変更いたします。４４％製品３種類につきましては、北緯４４度７２０ｍｌ、１８

００ｍｌそれぞれをじゃがいも焼酎北海道清里原酒、７００ｍｌ、１８００ｍｌ清里セレクショ

ン７５０ｍｌをじゃがいも焼酎北海道清里原酒５年７００ｍｌに変更し、合計８製品を移行いた

します。 

次に、４番目の新ブランドで新たに製造する製品といたしまして、２５％製品のじゃがいも焼

酎北海道清里５０ｍｌ、１８００ｍｌの２種類、４４％製品のじゃがいも焼酎北海道清里、原酒

５年５０ｍｌの１種類、合計３製品を加えまして、新ブランドのラインナップとしましては、１

２％製品１種類、２５％製品６種類、４４％製品４種類の合計１１製品となります。価格の設定

の考え方でありますが現行価格を念頭に、市場における乙類焼酎の価格帯を参考として容量等を

勘案し検討した価格としております。５０ｍｌ、１８０ｍｌについては、資材の値上がりの影響

もあり、値上げになりますが７００ｍｌについては、現行価格よりも値下げ１８００ｍｌ製品は

据え置きという価格になっております。 

次に９ページをご覧ください。９ページにつきましては、新製品のイメージとなってございま

す。上段７００ｍｌ製品左から北海道清里、北海道清里原酒、北海道清里原酒５年、北海道清里

樽となってございます。１８００ｍｌにつきましては、北海道清里樽用、北海道清里原酒用合わ

せまして北海道清里はラベルを張り替えた形で同様の形で発売をする予定でございます。１８０

ｍｌ北海道清里樽水割りがそちらになりまして、下段５０ｍｌ左から北海道清里、北海道清里原

酒、北海道清里樽となってございます。 

新製品の製作スケジュールにつきましては、資材の納品が８月上旬までずれ込んでおります。

製品の完成については８月中旬に出来ますので具体的なマスコミ等へのＰＲにつきましては、８

月中旬以降にずれ込む形となっております。先ほどちょっとご説明申し上げましたとおり、広報

媒体としておりましたＪＲ北海道車内誌につきましては、１０月号に掲載する発注しております。 

また町民配付につきましてですが、じゃがいも焼酎北海道清里樽７００ｍｌ１本を発売記念と

して不織布のボトル用袋に入れて配付をしてまいりたいと考えております。配布の方法につきま

しては、各自治会のご協力をいただきながら９月１５日に広報配布に合わせて各家庭に配布いた

だくよう進めてまいりたいと考えております。以上説明を終わらさせていただきます。 
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○村島委員長 

 ③の変更についての説明がございました。委員の方何かご質問ございませんか。はい。 

勝又委員。 

 

○勝又委員 

 イメージの関係で、樽に一升瓶に紺色のラベルが貼らさってあるんだけども、上はただの清里

と同じシールだから。 

 

○村島委員長 

 はい。総括。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 申し訳ございません。ご指摘のとおり青ラベルでございますのでこちら北海道清里のラベルが

貼らさってございます。イメージの間違いでございますので大変申し訳ございません。こちらの

透明瓶につきましては、樽のラベルが貼らされるようになりますのでこのラベルの方が間違って

ございます。ご理解賜りたいと思います。大変申し訳ございません。 

 

○村島委員長 

 はい。他にございませんか。全般的にもないですか。いいですか。無いようですので、これで

産業課終わります。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、８月１１日月曜日でございます。 

 

○村島委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 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１３時５０分） 

 


