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第２回産業福祉常任委員会会議録 

平成２７年５月２７日（水） 

    開 会   午前１１時４０分 

    閉 会   午後１２時２５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平成２７年度清掃センター長寿命化改修事業について 

   

 ●産業課 

  ①さくらの滝周辺の寄附採納について 

  ②店舗出店改修等補助事業について 

  ③焼酎事業特別会計補正について 

   

 

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  前 中 康 男    副委員長  池 下   昇 

     委 員  村 島 健 二    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之     

 

 

 

 

○欠席委員   なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■町民課長         河合 雄司    ■町民生活Ｇ主査    山崎 孝英 

 ■産業課長         二瓶 正規    ■農業Ｇ主幹      永野  宏  

 ■商工観光・林政Ｇ総括主査 樫村 亨子    ■焼酎Ｇ総括主査    北川  実 

 ■農業委員会次長      武山 雄一    ■農業Ｇ主査      田中 誠之 
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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  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第２回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 開催する前に当たりまして、私、産業福祉常任委員長、前中であります。５月８日の初議会の

中で委員長を指名いただきました。各議員のご協力のもと円滑な審議内容、そしてこれからのま

ちづくりのための委員会の検討等も各委員が慎重審議の中、取り進めていただきたいと思います。

皆様方の協力ほどよろしくお願いいたします。 

 

○池下副委員長 

 副委員長の池下です。指名いただきまして初めてではありますが、前中委員長のもと、ともに

協力し合いながら、活発な常任委員会にしていきたいと思っておりますので、議員各位がそれぞ

れ必ず発言があるような委員会を行っていきたいと思います。また産業常任委員会は、総務もそ

うですけども、重大な案件が多数あります。常任委員会の中においてすべて議論され、その内容

が本会議の中で解決していく場にしていきたいと思っていますので、活発な意見をよろしくお願

いいたします。 

 

○前中委員長 

 初めに町民課説明、１点ございます。よろしくお願いいたします。 

 

○町民課長 

 説明に先立ちまして、５月２０日付で人事異動がございましたので、若干ご挨拶の時間をいた

だいてもよろしいですか。人事異動によりまして、町民課でも３名の職員が着任いたしました。

私は消防清里分署から町民課のほうに異動した河合です。よろしくお願いいたします。それから

町民生活グループ住民活動、生活、環境担当といたしまして、産業課より山崎主査が異動となっ

ております。また本日は出席しておりませんが、町民生活グループ戸籍年金担当といたしまして、

教育委員会より古屋主事が異動しておりますので、お知らせいたします。 

私は消防から異動になりましたが、仕事の種類や方向性、対象者は異なっておりますが、住民

の安心安全を守るといったことでは、福祉も消防も町民課も同じと考えております。これからも

住民生活の安心安全サービスの向上に向けて、町民が一丸となって進めてまいりますんで、どう
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ぞよろしくお願いします。異動になりました山崎からも一言。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 産業課農業グループから５月２０日付で異動になりました。町民課町民生活グループの山崎で

す。よろしくお願いいたします。 

 

○町民課長 

 それでは、１点目の平成２７年度清掃センター長寿命化改修事業についてご説明申し上げます。

この事業につきましては、平成２５年度から着手しております清掃センターの長寿命化改修につ

きまして、今年度も当初予算におきまして、予算措置をいただいており、６月定例議会での契約

に係る議決に向けまして、現在発注の準備を進めているところでございます。平成２７年の改修

概略につきまして、担当の山崎のほうより御説明します。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 それでは、私の方から平成２７年度清掃センター長寿命化事業につきまして、御説明させてい

ただきたいと思います。資料の１ページをご覧ください。５カ年での改修計画の３年目となりま

す今年度の改修につきましては、焼却施設及び破砕施設の改修を行います。焼却施設整備の事業

費は、６千８６２万２千円。破砕施設整備の事業費につきましては、３千１５万４千円の計上と

なっております。財源内訳は、国道支出金といたしまして、４１２万９千円。こちらは、循環型

社会形成推進交付金を活用します。地方債として、７千８５０万円。こちらは、過疎対策事業債

のソフト事業として申請を行っております。残り１千６１４万７千円につきましては、一般財源

で計上しています。 

続きまして２ページの図面をご覧ください。上段が焼却施設のイメージでありまして、このう

ち照明設備と通風設備につきましては、循環型社会形成推進交付金の事業対象となっております。

そのほか、焼却設備等について、損傷劣化をしている部分の改修を行います。下段につきまして

は、破砕施設のイメージでありまして、主に回転篩機の改修となっております。 

今後のスケジュールでございますが、６月１７日に設置業者による見積もり合わせを行いまし

て、６月定例議会におきまして、工事の契約に関する議決をさせていただきたいと思います。以

上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 今説明がありました。各委員ご質問はありませんか。 

 

○町民課長 

 １点よろしいですか。今後の関係ですが、６月定例議会におきましては、町民課からも補正予

算の関係といたしまして、清掃センター・葬祭場・最終処分場の関係を提出する予定となってご

ざいます。次回の常任委員会におきまして説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい。ご苦労様でした。今１２時１５分前なんですけども、引き続き産業課の案件よろしいで
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すか。それでは産業課から３点ほど案件でございます。説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○産業課長 

 それでは、会議の前に５月２０日の人事異動の関係について、産業課の職員体制が変わりまし

たので、ご紹介させていただきたいと思います。産業課の主幹でございますが、野呂田から永野

宏に変わりましたので、よろしくお願いいたします。 

 

○農業Ｇ主幹 

 産業課主幹の永野と申します。よろしくお願いいたします。 

 

○産業課長 

 次に商工観光、林政グループの総括主査ということで樫村亨子になりましたので、よろしくお

願いいたします。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 商工観光林政グループの総括主査となりました樫村です。よろしくおねがいいたします。 

 

○産業課長 

 続きまして焼酎グループ総括主査ということで、町民課の方から北川実がなりました。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 焼酎グループ総括主査になりました北川です。よろしくお願いいたします。 

 

○産業課長 

 続きまして農業委員会の次長ということで、焼酎グループのほうから武山雄一が変わりました

ので、よろしくお願いいたします。 

 

○農業委員会次長 

 農業委員会次長になりました武山です。 

 

○産業課長 

 続きまして農業グループ主査ということで、建設課の方から田中誠之です。 

 

○農業Ｇ主査 

 農業グループ主査となりました田中と申します。よろしくお願いします。 

 

○産業課長 

最後になりますが、商工観光林政グループに教育委員会から参りました田巻宏彰です。 
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〇商工観光林政Ｇ主事 

商工観光林政グループの田巻です。よろしくお願いいたします。 

 

○産業課長 

以上、新しい体制で産業課、これから業務をこなしていきたいということでありますので、皆

様の御協力をよろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 それでは１番目、さくらの滝周辺の寄付採納について。説明願います。 

 

○産業課長 

 それでは、さくらの滝周辺用地の寄付採納ということで説明させていただきます。この件につ

きましては、平成２１年からさくらの滝周辺の用地について、記載の斜里地区砂利協業組合から

必要最小限の用地を賃貸させていただいておりましたが、委員各位の御意見もいただきながら、

用地の取得について何とか交渉してきたところでございます。結果として、斜里地区砂利協業組

合から寄附についての申し出がございました。その件につきまして御報告をさせていただきたい

と思います。 

所有者につきましては、斜里郡斜里町新光町５９番地、斜里地区砂利協業組合、代表理事中村

辰夫。寄付を受ける土地の内容でございますが、記載の４筆でございまして、清泉の２４０番地

から３００番地の４筆ということで、合計面積が５万２千２９８平米という形になっています。

寄附採納の届け出をいただいたのが、４月の３日と言うことでございます。 

本件につきましては、議決要件の免責となるべきであるわけですが、金額部分が無いというこ

とで、議決要件には該当いたしませんので、委員会での報告の中で、ご了承いただければ、この

関係について、事務処理関係を進めていきたいというふうに考えてございます。 

参考といたしまして、次の４ページに図面を添付してございます。黒く強調した部分がござい

ますが、図面の上のほうが最終処分場側ということで、町の方といたしましては、現在賃貸契約

を結んでいる中間に小さく書いてある２５０番地のところと２４２の一部と言うことで、ここが

賃貸を受けているところでございます。町のほうとしまして、必要最小限の用地取得ということ

で、相手側と交渉してまいりましたが、向こうも中途半端な部分で残っても困るということで、

今回この黒塗りしている部分の周りが清里町の土地であるという部分もございます。それでこの

清里町の方の土地に囲まれた分全部とお話をいただきましたが、図面一番上２５５番地、こちら

につきましては、現在畑という形で農地として使われている方がいらっしゃるということでござ

いますので、この分につきましては、町の方で取得できないという部分もございますので、そこ

を除いた４筆について、今回寄付採納という部分でいただいております。以上です。 

 

○前中委員長 

 今、さくらの滝周辺の土地の寄付採納について説明がありました。各委員の質問はありません

か。それでは２点目店舗出店改修等補助事業について。産業課説明願います。 
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○産業課長 

 それでは、２点目の店舗出店改修等補助事業について御説明させていただきます。本件につき

ましては、昨年からいろいろご協議いただいておりますが、この制度２７年３月３１日をもちま

して、期限が切れたという形になってございます。政策的な部分もあるということでございます

ので、今回町長・町議選、統一選挙がございましたので、改めまして内容変更しながら、この事

業の継続を考えていきたいということで、変更内容の部分について、現段階での状況で説明をさ

せていただきたいというふうに思います。 

まず事業名なんですが、現行制度といたしましては、店舗出店等支援交付事業交付金事業とい

う部分と店舗改修事業という二本立てになっております。それぞれ実施要綱が別になっておりま

す。これにつきましては、変更後としては、１つの名称に合わせてという形で現在検討してござ

います。名称としましては、仮に店舗出店改修等支援事業というような形で実施していきたいと

考えております。対象事業につきましても、従前の店舗出店の支援事業と改修事業、これを合わ

せたような形の単純な対象事業という形になっております。店舗出店の支援事業の部分につきま

しては、ア～オの部分が店舗出店の従前の内容です。カの部分が既存店舗の改修支援事業という

部分、これが店舗改修の今までの事業ということでございます。補助金の関係なんですが、ア～

オにつきましては、現行店舗出店の限度額事業費が３分の２で限度額を３００万、これにつきま

しては、現行の価格どおりという形で現在考えています。カの既存店舗の改修支援事業、これに

つきましては、今までの制度では事業費の２分の１を補助で限度額が５０万という形でした。そ

れを今回改正いたしまして、率を３分の２に上げまして、限度額を１００万という形で実施をし

たいというふうに考えてございます。 

事業の期間ございますが、２７年７月１日から４年間ということで、３１年３月３１日までと

いうことで、現在、検討してございます。以上です。 

 

○前中委員長 

 各委員ご質問ありませんか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 この店舗出店等の名称を変えるということですが、店舗出店等の事業で以前常任委員会に出さ

れた時に、もうすでに決まったような事案がありました。今後こういうことの無いようにしっか

りと委員会の中で事前に提出していただきたいというふうに思っています。その辺よろしくお願

いいたします。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 事業の内容等につきまして、内部でも協議していただき、いろいろ昨年も御指摘をいただきな

がら修正を加えた部分がありますんで、一方的にこちら側からという話では無いのかとは思った

んですが、そういう御意見いただきながら、今後は進めていきたいと思います。 
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○前中委員長 

 他にございませんか。 

 

○池下副委員長 

 もう一点ですけど、店舗改修事業が今回２分の１から３分の２になり、また金額も倍になった

と言うんですが、３年間ぐらいで実績等がもし分かれば。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 店舗改修の関係につきましては、平成２４年からこの制度が実施されています。２４・２５・

２６年、３年間実施しました。その３年間での実績件数が１５件。この新たな店舗出店の関係に

つきましては、２３年から制度があったわけですが、開始につきましては２４年からという形に

なっております。今回１００万円に金額が上げたという部分では、商店街の高度化資金。今年、

来年ぐらいで大体償還が終わってくるということもございます。それで大きな改修も今後出てく

るのかなという部分もございまして、この１００万円が妥当かどうかというのは、論議の部分に

はなるかなと思うんですが、今まで２分の１の５０万円ということでは、最低１００万の事業費

で、５０万の補助を受けるという事業だったんですが、補助率も挙げた部分で１５０万円あれば、

１００万の補助が受けられるという形で、かなり軽減されるのかなというふうに考えているわけ

なんですが、そういう大型の改修事業も、今後起こり得るという形で、今回開始をさせていただ

きたいと思っております。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ２４年・２５年・２６年のこれ１５件。すべてが５０万では、無いと思うのですが。総体金額

はどのようになっていますか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 失礼しました。総体金額では５５３万６千円、これが補助という形になっておりました。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに。加藤委員。 

 

○加藤委員 
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 対象事業のウ新規雇用創出事業これ、何名以上ってあったのですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 新規創出の関係の部分ですが、何名以上という部分ではなく、要は今使われている方が１回辞

めて、またそこに再雇用するだとかという部分は該当にならない。あくまでも新たに採用する部

分でございまして、その何名以上という仕切りは無かったというふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 これ単独でというのは、なかなか難しいのかなというふうに思いますけど。それともう一点、

今まであったカの部分５０％から３分の２で１００万円にした。ここ３カ年で１５件、総額は約

５５３万円ありました。その関係の人方の不平等性っていうのが、出てくるかなという部分があ

るので、この１５件の人に関しては、例えば何年間以内に増改築をさらに店舗の中で、施設の導

入をしたいという部分については、５０万を限度で３分の２の補助というぐらいの形は、救いの

策やその他事項でちょっと設ける考慮があるのか、無いのか、検討されるべきでないかなという

ふうに思ったんで、その辺提案していきたいと思います。 

 

○産業課長 

 ご指摘の関係、この改修の関係は今回５０万から１００万ということに、そして補助率も上が

ったという部分で、昨年までやった方からすると不平等があるのかというお話も多分出てくるか

なというふうに我々も想定をしてございます。 

今、要綱の中で、旧制度の使用者に関して、再度の事業要望については認めるという形で考え

ています。上乗せでそれを補助するということではなくて、過去に遡って返すとかでなくて、新

たに事業をやりたいとか、改修したいということであれば、２回目という扱いではなくて、初め

ての利用者扱いで、旧制度の利用者については、実施したいと。 

それと合わせまして新店舗の部分も、ある程度の年数が経ってきますので、それの改修関係も

そろそろ出てくるんだという部分については、実施５年後とかそういう話はならないので、今の

事務局案としては１０年経過したものの改修事業の部分について、１回は認めますという形でと

りあえず検討してございます。要綱の詳しい中身につきましては、また６月開催の委員会の中で

も報告をしていただきたいなというふうに思います。 

先程言い忘れたんですが、この部分６月の補正予算の中で提示させていただこうかなというふ

うに考えてございますが、件数的にどうかということで、３００万の１００万という形で提案さ

せていただいているんですが、このままの形で事務局の案としては、１千万。店舗の出店で１軒

分の３００万、それと改修部分で７件の７００万という形を合計１千万ぐらい。この補正予算で

計上していきたいなというふうに考えてございます。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 カの部分の改修。現状でやった方については、新たな部分でも一回は認めますよと。すると、

もし仮に受けると２回で１５０万円。これもまた不平等が出てくる気もするんで、この辺、平等

性をするのに、やった人にまたという部分は非常に微妙な部分があります。私は出来ればこれ、

５０万円部分について認めるぐらいが妥当なのかなというふうに思っておりますので、救うこと

はいいんだけど、救い過ぎると又、逆にトラブルの原因にもなるんで。その辺十分に検討を重ね

ていただきたい。 

 

○産業課長 

 今の御意見を参考にしながら内容を検討していきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。無ければ、③に移ります。焼酎事業特別会計補正について、口頭説明に

なっております。 

 

○産業課長 

 資料の方では口頭説明でございますが、若干の資料を用意させていただきました。お手元の方

に配布させていただきますので、見ていただきたいと思います。 

それでは、焼酎事業特別会計の補正の関係でございます。これにつきましては、修正の予算と

いうことで、前回の議会の中で出されまして、記載のような形で財産売払収入が減額という形で

総体の収入合計９千２９４万６千円という形で、予算を歳出も同額という形で予算計上してござ

います。その歳出の部分で、総務管理費２３２万１千円。これは公課費の酒税に係る分というこ

とで、本数が減ったということで、この分について減額になります。製造管理費の１千２１０万

４千円。この分につきましては、製造費の消耗品の減額という形で計上させていただいておりま

す。今回補正する内容といたしましては、この財産売払収入、７千４５２万３千円の売り上げに

対する製造資材の資材費が、現行の予算の中では不足があるということでございます。この分に

つきまして、一般会計からの繰入の補正を行いたいというふうに考えてございます。 

補正の内容なんですが、一般繰入という形で一般会計から現在のところ、内容は調整をしてご

ざいますが、６４０万円程度の一般会計からの繰入れという形で考えてございます。内容につき

ましては、製造管理費の消耗品が全てでございます。その分について６４０万が無いとこの７４

０万を売るための資材、瓶代等、若干不足をするということでございます。御理解をいただきた

いと思います。 

それと２点目の焼酎事業の今後に向けての検討事項という形で記載してございますが、今後か

なり資材費の部分でもかなり原材料の部分が高騰しているという部分がございます。 

販売価格の設定、これらの関係についても見直しをかけなければならないだろうと考えてござ

います。これら年内には何らかの方法で、金額等を提供していきたいなというふうに考えてござ

います。ただ余り極端な値上げというのも難しいのかなと。ただ来年から、消費税が上がるとい
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うようなお話もございますので、その辺のタイミングを見極めながら価格設定をしていかなけれ

ばならないというふうに思います。 

それと販売促進の検討ということで、これにつきましては昨年の３月にもちょっと遅ればせな

がら、管内の小売り、卸、これらの関係について営業を行ってまいりました。今後管内はもちろ

んのこと、道内の主要都市の部分についても、卸、小売りに対しての営業活動を実施したいとい

うことで、これにつきましては職員一同、焼酎、産業ばかりでなくて町の職員全体の中で取り組

みをしながら、やっていきたいというふうに考えております。焼酎売り上げのための広告媒体、

これらの活用した宣伝活動もいろいろ検討していきたいというふうに考えています。以上です。 

 

○前中委員長 

 ご質問はございませんか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 焼酎事業そのものに対して、スタート時点から歳入の減額補正をかけて、スタートを切ったわ

けですが、実際に昨年の売れた実績が６千５００万だったわけですよ。計画は 7千４５２万３千

円ですけども、現状として今すぐ足りなくなるような話ではないと思うんです。基本的に焼酎の

製造過程における資材の高騰とか言われましたけども、本当は実際問題どういう状態になってい

るのか。販売関係に関してどういう状態でいくのか。今回６月で補正かけても、すぐ９月で補正

かけるんでしょう。何回もかけないとならないでしょ。今課長が言われたように、本年度中に価

格の改定もしたいという表現。１年の間に２回も３回も焼酎の特別事業も販売計画を持ってやっ

て行く事業の中で、次々修正はみっともないですよ。この６４０万が６月にないと困る話ではな

いと思うので、基本的にきちっと本当に、今年度の焼酎の価格を何ぼ上げるのか。製造過程にお

ける総材料費はどういう状態でいくのか。あるいは今年度の売り上げ見込みがどういうスタンス

で行くのか。担当者も変わったことですし、もう一度１からその辺を積み上げて７月に臨時議会

開くなり、８月に開くなり、９月で間に合うだとか。そういう実際問題かかる数字を補正すべき

だと思いますよ。６月に６４０万の補正で、かけるのはいいですけど、また９月に補正で１千万

をあげますとか、あるいは単価を上げるのかわかりませんけども、その時にまた補正をかけて、

年に何回も補正をかけるようなことのないように、きちっともう一度見直しをかけて、実際にこ

こまでかかるというスタンスで、補正をかけたらどうですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 ただいまのご意見の関係なんですけれども、９月、１２月さらに補正が出るんじゃおかしいと

いうご指摘でございますが、今回消耗品につきましては、全体的な部分で足りない部分でござい

ますので、今という話ではないのかもしれませんが、今回の部分については、１回７千４００万

の売り上げに対する歳出の整理という形で、今回あげさせていただいたという部分でございます。

全体的には、昨年の６月に皆さんに正式に報告いたしますが、特に２６年度の売上実績といたし

ましては、６千６００万の売り上げがございました。予算から見まして１３０万ぐらいの繰越額
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という形でなっております。それらの関係についても、若干の余裕ではないんですけども、当初

の予算の部分から１００万程度の売り上げの増ということで、ちなみに今年４月の売り上げの関

係なんですが、この間整理をしたところ、前年対比ではございますが、前年が３１０万に対しま

して、本年度５６０万という形で、２５０万程度の売り上げ増という形で推移をさせていただき

ました。この関係については３月に管内の小売、卸、営業に回った成果という形、それと５月の

連休に向けての各小売店等で、仕入をしていただいたという部分が増えている要因なのかなとい

うふうに考えてございますので、売上については、今回の目標額の７４００万、これを下回らな

いように我々も頑張っていきたいと思ってございます。 

今加藤委員から御指摘されました全体を見越した中でもっと正確な数字でというようなお話も

ございます。それらも含めまして、再度６月の委員会で協議をしていただき、その時にはまた、

補正という形で協議をさせていただく形かもしれませんが、ご審議の方よろしくお願いしたいと

思います。 

 

○前中委員長 

 再質問ないですか。ほかに何かございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 後ろ向きな話ではなくて、できれば焼酎を瓶もリニューアルされたことですし、開発から４０

年という節目の年でもありますし、どうやったらたくさん焼酎が親しまれて、たくさん売れるか

というような販売戦略の見直しが改めて必要なんじゃないかな。去年ですか、５カ年計画も立て

られたようですけども、また改めてどうやって節目の年に良いきっかけとして販売戦略の見直し

も必要だと思うので、それも検討していただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 今のご質問の関係でございますが、焼酎の販売計画について、御指摘のとおり４０年という節

目の年でございます。内容等再度つめながら、もっともっと売れるような形での方法等考えてい

きたいなというふうに思います。いずれにしましても、販売計画の部分、それと実際の売り上げ

の数字の部分で、どこまでの目標といいますかそういう部分も再度見直しをかけながら、実施を

していきたいと考えておりますので、ご理解のほどお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

 この数字について、なかなかちょっと理解できてない部分があります。失礼かなと思いますが，

１千４００万円修正かけましたよ、６４０万足りないから補正かけます。それは、１千４００万

円をさげなければ補正かけなくても間に合うのか。実際は２６年が６千６００万円で終わりまし
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たよ。補正かけなければ、これは 8千万円いくのか。理由、この辺の数字を単純な疑問。 

今堀川議員から言われたように、この解決はきちんとやっぱり中身をほんとに普通の知識でわ

かる数字展開をしていただきたい。私でもわかる数字が、皆さんの町民の中でわかる数字になる

んじゃないのかなと思いますんで。あくまでも、上乗せ水増しの予算がうまくいくのかというこ

とについては、今年にリセットして、本来の会計が出来るようにならないと。ただ、垂れ流しで

良いのかっていう論議になっているのかなと思いますんで、その辺もう一度、この会計について

は、わかりやすいような報告をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 ただ今御指摘の部分でございますが、１千４００万円減額から、今回６００万円は増額という

形で提案させていただいているのですが、この部分について、８千８００万という目標というこ

とは、かなり高い目標を立てたところでございますが、議会の方の御指摘の中で、前年の実績等

を見ながら健全な形の中で予算組みをという形で、修正が出されたということでございます。 

しかし歳入の部分で、今現在先ほども言ったのですが、やっぱり資材の関係の原価の部分で、

なかなか利益幅が少ないという部分がございます。それで薄利多売じゃないんですけど量を売ら

ないと、利益が出てこないとありますので、それで８千８００万という数字を出したわけなんで

すが、今後一般会計からの繰入の部分のルールづくり、過去も一定の一般会計繰入という形はさ

せていただいておりました。職員人件費をすべて単価の中に含んでいるわけではございません。

そういう部分も出しながら、価格の設定なり、現状の価格設定の部分もある程度、前回の議会の

中でもお話をさせていただいているんですが、詳しい部分は出ていない部分ございます。これに

ついては時期を見ながら皆様に提示していきたいと思います。ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかにございませんか。なければ、６月に委員会開催等もありますんで、各委員からも指摘が

ありました補正額の再検討。詳細な部分が今後出てくるのかなと思いますし、いろいろな部分で

焼酎事業の今後の方向性。やはりきちっと整理しながら、原課の中で対応をしていただきたいと

思います。 

そういった意味で全体を通して何かあれば。なければ終わります。 

 

○前中委員長 

 大きな２の議会閉会中の継続調査について。 

 

○議会事務局長 

 さきほどの総務文教常任委員会でお話した内容と同じでございます。それぞれの常任委員会に

あった事件項目を幅広く検討していきたいと。 
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○前中委員長 

 今説明ありましたけども、大きな項目の捉え方で継続調査をするということで、各委員よろし

いでしょうか。 

それでは、大きな３の次回の委員会ついて６月１２日ですね。 

 

 

○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。 

 

○前中委員長 

 ４．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 

 

○前中委員長 

 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１２時２５分） 

 


