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第４回産業福祉常任委員会会議録 

平成２７年７月２９日（水） 

    開 会   午前１０時４５分 

    閉 会   午前１１時３６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清里町乳幼児等医療費助成制度の改正について 

  

●建設課 

  ①平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計繰越予算について 

 

 ●産業課 

  ①緑ダム小水力発電事業概要について 

  ②阿寒国立公園の名称変更について 

  ③平成２７年度清里焼酎販売事業実績（第１四半期）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  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    ※議 長  田 中   誠 

 

 

 

 

○欠席委員   なし 
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○説明のため出席した者の職氏名 

 ■町民課長         河合 雄司    ■税務収納Ｇ主幹    清水 俊行 

 ■町民生活Ｇ総括主査    梅村百合子    ■町民生活Ｇ主査    阿部 真也 

 ■建設課長         藤代 弘輝    ■建設管理Ｇ主幹    清田 憲宏 

 ■建設管理Ｇ総括主査    吉田 正彦 

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

 ■商工観光・林政Ｇ総括主査 樫村 亨子    ■商工観光・林政Ｇ主査 土井 泰宣 

■焼酎Ｇ総括主査      北川  実    ■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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第４回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 町からの協議報告事項についてまず、最初に、町民課の方から１点ほど提案がございます。清

里町乳幼児等医療費助成制度の改正について御説明願います。はい。町民課。 

 

○町民課長 

 それでは町民課からの協議報告事項についてご説明いたします。 

清里町乳幼児等医療費助成制度の改正につきましては、平成２７年度町政執行方針の中でも示

されましたとおり子育て世代へのさらなる負担軽減として高等学校修了まで制度を拡大して助成

を行うものでございます。具体的な内容につきましては、子どもさんが満１８歳に達した日以降

の最初の３月３１日まで年齢要件を引き上げ助成期間の拡大を図るものでございます。また清里

町に居住しており保護者の監護を受けている子どもを対象といたしますので除外要件といたしま

して婚姻をされている者または保護者の監護を受けていない者を除外要件として加えてまいりま

す。拡充による対象者の増加は現在１１０名程度見込んでおります。また給付にかかる費用は年

間２００万円から３００万円程度、これは受診の状況によって変化してくるものでございますが、

２００から３００万円程度を見込んでいるところでございます。実施時期につきましては早期の

実施が受給者の皆さんの負担軽減につながりますので、９月定例会で条例改正、補正予算につい
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ての議決をいただき、１０月１日施行のスケジュールで進めたいと考えているところでございま

す。制度の詳細につきましては担当の阿部よりご説明いたしますのでよろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 町民課。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 制度改正についてご説明いたします。 

１、改正内容ですが、資料などにもございますが、今回の改正の主となる部分は年齢要件の引

き上げです。改正に伴い制度にかかる条例等の要件整備が必要となっております。（１）の記載

にありますが、現行満１５歳に達する日以降の最初の３月３１日までを年齢要件の方を満１８歳

と改正し、高校３年生修了年度までの拡充を行うものと考えております。この開始により（２）

に移りますけれども、①要件を満たす者のうち、除外とする要件について追加を行います。（ア）

婚姻した者、それから（イ）保護者に監護されていないと者という形で、いずれも子どもとして

養う状態から外れる者については対象外としていく形で追加をいたします。②にまいりますが、

対象年齢の拡充に伴い、それぞれ条例名及び条文内の表記を改正するよう検討してございます。

ここにありますとおり乳幼児等という部分から子ども全般という形に変えていきたいと。こうい

った文言整理もさせていただければと、このように思っているところでございます。 

大きい２番まいります。改正後の条例施行は２７年１０月１日といたしまして、同日より拡充

者への給付を開始する予定です。 

３番にまいります。拡充にかかる事業予算ですけれども、対象者が１１０名程度ということで

把握してございます。昨年の医療費推計から状況によりますけども、年間２００万程度ぐらいの

給付が見込まれてございます。今年度は６カ月の実施ということになってございます。２分の１

ということで１００万円前後の給付額を想定しており、補正案として計上するところでございま

す。また、受給者証の作成経費もあわせて若干計上させてもらおうと考えております。改正スケ

ジュールにつきましては、９月定例会において条例改正後及び補正予算を上程いたします。改正

条例案及び補正な予算の内容につきましては、定例会前の常任委員会等で計上させていただけれ

ばとこのように思っているところでございます。制度改正が認められた後、今回の拡充対象者へ

の制度改正の説明と受給者証を郵送させてもらって、交付そして受給を受けてもらうという形で

考えていることころでございます。合わせて町内の医療機関につきましても、拡充の制度説明を

行いまして、円滑に努めていきたいとこのように思っているところでございます。既に中学生修

了までの受給者証を持っている対象者には来年の３月末までは、改正に係る影響はございません。

ですから、１０月からの広報紙と合わせまして順次年限の拡充後の受給者証を郵送等で実施して

いきたいと、このように考えているところでございます。 

以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。今町民課から、乳幼児等医療費助成制度の改正についての説明がありました。各委員、

御質問ありませんか。はい。伊藤委員。 
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○伊藤委員 

 今の最初に町民課長さんの説明の中、ちょっと僕多分聞き逃したように聞こえたので、ちょっ

ともう一回聞きたかったんですけども、適応要件っていいますかね、清里居住っていうのが聞こ

えたんですけれど、それは親ですよね。子どもが例えばその１８歳までの子どもで他の町に居住

していてだけど、親はこの町に居住しているという場合は、その清里居住って親っていうことな

んですよね。子どもっていうことなんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、町民課長。 

 

○町民課長 

 今、伊藤委員からの御質問でございますが、現在の条例が清里町に居住している世帯に属する

者ということになっているんですよね。それで、今我々が考えている中では年齢要件の拡充とい

うことで考えていまして、その部分については一応変更の予定は特には考えていなかったところ

なんですけれども、伊藤委員おっしゃるようにそのような例もあるのかなというふうに思ってお

りますが、もしそのような例があった場合には同じような制度が他町村でも行われている場合が

ありますので、そちらの該当になってくるのかなという形では考えているところでございます。

はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ちょっとよくわからなかったんですけど、例にあげますと、例えば今、高校生の段階でどうし

ても他の他町村に隣町とかならいいんですけど、札幌ですとか、北見ですとか。その本人の居住

そちらに移っていると。それは属しているってことにはならないという考え方ってことなんです

か。 

 

○前中委員長 

 はい、町民課長。 

 

○町民課長 

 えっと住所要件がございまして、清里町に住民票を置いて、北見なり例えばどこなりの学校に

行かれているという場合は、該当という形で考えています。例えば住民票ごと持って出られた場

合、これについては町民でないということで該当じゃないということで従来の条例ではそのよう

に捉えるものと理解しております。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 もちろん病院にかかる本人はいいんですけど、何となく私の勝手な勘違いというか思いなんで

すけど子育て支援なんですよね。じゃあその病院にかかる子がどこにいるかっていうことよりも
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それを育てている子育てなんですから、その支援って考えると、子育てをしている当人がどこに

いるかということが多分重要なのではないかなと思うんですけど、その点はどうなんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、町民課長。 

 

○町民課長 

 伊藤委員のおっしゃるようなことも確かにあると思いますが、その点についてちょっと現行条

例を変更するということを今考えてなかったもんですから、そのあたりちょっと検討いたしまし

て、９月定例会前に条例の関係等ご説明する時間をいただきたいと思いますので、それまでに整

理させていただきたいなと思っております。いかがでしょうか。 

 

○前中委員長 

 どうでしょうか。いま一度確認ですけども、町外にその高校生が下宿あるいはその寮等に入っ

ている場合は、大体住民票は異動しないで当町に住民票があるもんですから、外部の市町村等大

きな町で仮に通院したときには、後日申請で町民課にその領収書を添付すれば、この乳幼児等々

のこの制度には乗っかるんではないかと私自身は思うんですけども、それで間違いないんであれ

ば要綱の変更はどうなのかという部分もあるんですけど、その点はどうでしょうね。住民票だか

ら。 

 

○町民課長 

 今の件に関しましては、委員長のおっしゃる通り、住所が清里町にあればよそにお住まいであ

っても医療機関にかかって領収書を清里町の方に提出いただければ、うちの方の医療費給付の対

象ということは間違いございません。ただ住所ごと持っていかれている場合で、親御さんが清里

にいて監護しているよといった場合のことを伊藤委員さんおっしゃっているんだと思うんですけ

ど、その場合については、今そこまで変更の形で考えておりませんでしたので、そのへんについ

て整理させていただきたいと。 

 

○前中委員長 

 わかりました。でも、そういう例はあり得ないわけではないと思うんで、そこら辺はやはり精

査して検討してください。他に。はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 年齢要件等のイの部分。保護者に監護されない者例えば両親が仮に今ないのかもしれませんけ

どもいない場合で通っているのは、他の対応ができるっていうことで理解していいのかな。 

 

○町民課長 

 保護者に監護されない者については、この制度から１８歳以内であっても外すということで、

例えば中学を卒業されていて、自分でお仕事をされていてというような方について、保護者に監

護するとは言い難いので、そういう場合につきましては、例えば自分の健康保険でつかっていた
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だくということで、この制度には該当しないという考えでございます。 

 

○加藤委員 

 仕事をしてないで通っている場合っていうのは、そういうのはないのかなというのがちょっと。

逆に高校に行かないで仕事しているっていう場合は、当然その要件に当てはまると思うんですが。 

 

○町民課長 

 これ例えばでございますが、体が弱くて家にいらっしゃるとかそういう場合については、監護

を受けているという考えでよろしいかと思います。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。なければ町民課の説明終わりたいと思いますが、よろしいですか。はい。

ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 引き続きまして、建設課より１点協議報告がございます。その前に職員の方々も上着の方脱い

でいただければと思います。 

それでは建設課からの協議報告事項ということで１点、平成２６年度清里町農業集落排水事業

特別会計繰越予算について御説明願います。はい。建設課長。 

 

○建設課長 

 本日議題としております、平成２６年度清里町農業集落排水事業特別会計繰越予算につきまし

ては、今年３月１０日の雪と雨により発生した札弦クリーンセンターの軒先と壁の破損修繕につ

きまして、３月３０日開催の第３回臨時町議会におきまして、農業集落排水事業特別会計補正予

算第４号として修繕料２６０万円を追加補正いただきました。同時に補正予算は、工期の関係か

ら全額翌年２７年度へ繰り越し、４月１６日執行の入札により契約を行い、６月１０日に完成し

たところです。この繰越明許債につきましては、５月３１日までに繰越計算書を調整し議会に報

告することとなっておりますが、６月２３日開催の定例町議会におきましては財源として一般会

計からの繰入金のみの報告となっており、特別会計における歳出としての報告がなされなかった

ため、今回の委員会の説明とさせていただきました。内容といたしましては、議案２ページに記

載しておりますが、２６年度の補修事業費２６０万円を翌年２７年度に繰り越したという報告で

あり、一般会計と同じ内容で特別会計への繰出金としての報告はされましたが、特別会計として

も事業費として直近である６月定例会での報告がなされなかったことについてお詫び申し上げま

す。 

今後、同様の案件には一層の注意を払うとともに、内容の変更はございませんが、正式な議会

報告を現在は９月の定例会を予定していますのでよろしくお願いいたします。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。今建設課から繰り越し予算についての処理の仕方についてご説明がありました。各委員

御質問等々ありませんか。なければよろしいです。どうもご苦労様です。 
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○前中委員長 

 上着を脱いでください。 

それでは、産業課、協議報告事項について３点ほどございます。まず最初に、①緑ダム小水力

発電事業概要について産業課の方説明願います。 

 

○農政Ｇ主幹 

 緑ダムにおけます小水力発電事業の概要でございますが、別紙Ａ３サイズ３枚の資料でござい

ます。 

事業の検討経緯でございますが、平成２５年度に全体事業を把握するための案件形成支援事業

を実施しているところでございまして、これにつきましては、昨年９月８日開催の当常任委員会

におきまして、概要についてご報告をさせていただいたところでございます。昨年度、平成２６

年度につきましては、事業の有効性をより詳細に検証するために概略設計支援事業を実施してい

るところでありまして、先月でありますが１市４町からなる斜網地域維持管理協議会にて事業報

告がありましたので、本日概要についてご説明申し上げます。 

資料１枚目の左上をご覧願います。業務概要でございますが、仕組みとしては緑ダムから放流

される農業用水と緑ダムが持つ５５メーターの落差を利用した発電事業となります。落差を利用

して施設の水車を回して発電しますので、発電施設と配電線の整備が主な事業内容でございます。 

次に２、検討の流れでございますが、概略設計におきまして、事業の有効性について検証を行

っております。観測記録に基づき水車が効率よく稼働する水量を設定し総事業費売電収入等々経

済性の評価を実施しております。 

続きまして３、前提条件でございますが、北電配電線の増強対策が必要となります。図の赤い

点線部につきましては現況の配電線の太さが３８スクエア。スクエアとは電線の断面積をさしま

すが、３８スクエアと細いため容量不足となることから札弦から、責任分界点であります、延長

の１４．３キロメートルにつきまして２００スクエアアルミ製への変更を北電側から提示されて

おります。このため、全体事業費が増加しているというところでございます。これにつきまして

は今後事業費を下げるために２００スクエアの必要性について、北電との協議を進めることとな

ります。また売電方式でありますが、全量売電と余剰電力売電が考えられますが、全量売電とす

る場合、図のピンクの点線部であります、自営線７キロメートルにつきまして配電線の整備が必

要となります。余剰電力売電とする場合につきましては、自営線の整備は不要でありますが、緑

ダムの受変転施設の改造が必要となります。 

次ページをご覧願います。４最適発電規模の選定案でございますが、各種の経済性の検討結果

から、最適案を選定しております。まず左と右の違いでありますが、左の表につきましては北電

が提示しました、配電線２００スクエアでの対策費用を計上したものであります。図の緑色の棒

グラフ４億３千４００万円が北電対策費でございます。右の表につきましては、北電の対策費用

を軽減するため、パンサ継注を対案として対策費用を計上した表でありまして、同じく緑色の棒

グラフ１億５千２００万円が北電対策費となります。パンサ継注とは、既存の電柱上部に継ぎ足

しをするものでありまして、事業費の軽減が図られることになります。表の見方でございますが、

表の上段が工事費下段が年間収支利益率を示しております。下段の年間収支利益率につきまして

は５０％補助人件費、修繕費金利等を考慮したものとなっております。アルファベットＡからＩ

につきましては工事費使用水量発電等の異なる与条件ごとに９パターン、想定したものでありま
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す。アルファベットの下に示しております、Ｐ=キロワットにつきましては最大出力を示していま

す。補足ですが、売電の固定買い取り価格制度、フィットにおきましては、最大出力が２００キ

ロワットアワー以下であれば３４円、２００キロワットアワーを超える分につきましては２９円

の取り扱いとなっておりまして、買い取り期間につきましては２０年間となっています。折れ線

グラフにつきましてはＩＲＲ内部収益率でありまして、ＩＲＲとは投資に対する収益率のことで

あり数値が大きければ投資対象として有利と判断されるものとなります。表のアルファベットの

下に示しております青線で囲った部分につきましては、条件として全量売電とするか余剰売電と

するかの区分及び取水管からの導水工法の区分となっております。複数の異なる条件を設定し検

証した結果、青の棒グラフで示しております年間収支につきましては、すべてのケースにおいて

収支が黒字となることから事業の妥当性について確認しているところでございます。最適案の選

定でございますが、年間収支とＩＲＲの高い順位を候補としており左右の表ともにケースＡ余剰

電力売店型のケースＦケースＨを入力しておりまして投資回収年につきましては、補助５０％で

算定した場合でありますが、左の表のケースＡにつきましては１２．５年、余剰電力売電型のケ

ースＦにつきましては１３．２年、ケースＨについては１１．２年となっております。右の表に

つきましてはケースＡにつきましては９．２年、余剰電力売電型のケースＦにつきましては９年、

ケースＨについては８．５年ということになっています。 

次のページでございますが、ダム放流施設の平面図となっておりまして、図の左側がダム本体

側、右側が洪水吐側となりまして、赤で示した箇所につきましては発電施設設置予定箇所となり

ます。 

資料の説明は以上でございますが、補足事項として数点申し上げます。 

まず、事業の実施の目的でございますが、再生エネルギーの有効活用斜網地域維持管理協議会

の維持管理費の行政負担の軽減を図るということを目的とします。 

次に、補助事業の申請につきまして事業主体が市町村となるためダム所在町である清里町が代

表して事業申請することになります。現在、道営事業の地区採択に向けての要請、調整を進めて

いるとこでございます。事業完了後の発電施設の管理運営につきましては事業申請者が財産の譲

与を受けることから清里町と斜網協議会の間で協議することになります。課題としまして工事費

の増加が挙げられます。案件形成時点と比較して工事費が大きく上回っておりますので、これに

つきましては、北電対策にかかる費用ということでありますから、北電対策費用が事業の収支に

大きく影響しますので、北電の協力を得ながら事業費の精度を上げることが必要となります。事

業費が高額になれば発電規模を大きくして売電収入を多くすることが必要となり、工事費を抑制

できれば、発電規模を抑えられることになります。発電規模の検討としまして、事業が営利目的

ではないということから売電収入においては協議会の維持管理費の範囲内が条件となります。過

去４年の維持管理費の平均が３千万円程度となっておりますので、同程度の売電収入を見込んだ

施設規模としなければなりません。売電方式の検討も必要となります。全量売電では 線の延長

７キロメートルとなることから工事工期も長くなることが予測されます。余剰電力売電とした場

合は受変電施設の改造が必要となり、ダム管理棟の増築も必要となる可能性もございます。現状

としましては事業実施の入り口に立った時点にすぎません。まだまだ課題が多い状況でございま

すので一つ一つ増やしながら進めていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。

以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 今緑ダム小水力発電事業概要について説明がございました。各委員より質疑を受けたいと思い

ます。何かございませんか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的には説明受けたとおり、賛成というか進めていただくしかないというふうに思うんです

が、管理組合が中心になってやっていくわけですが、基本的に申請者は清里町ということで最終

的にいろんな問題が出てくるのかなというふうに思うので、その辺の調整といいますか順番を間

違わないように、後からこの部分町が負担しなければならなくなっただとかそういうことのない

ようにひとつ十分な協議を進めてとり進めていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい。産業課長 

 

○産業課長 

 ただ今の部分でございますが、管理の関係につきましては、１市４町の管理組合という形でや

って、これは協議会の中でお話されている通りでございます。今回の道営事業の事業申請、この

関係については、先ほど主幹の方からも話がありましたように、ダムの所在町村ということで代

表が清里町ということで、とり行うことに決まっておりますが、この申請の関係につきましても、

小清水町が大半の事業に関わっておりましたので、そのへんとも連携を図りながら十分事業推進

について進めていきたいというふうに思っております。御理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい。他に。はい。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 国費が５０％の補助ということなんだけど、１市４町でやる場合全体の工事費だとか、そうい

ったものっていうのはすべて均等割りっていうことですか。 

 

○産業課長 

 均等ということではなくて受益者割りっていうことで、今畑かんの部分も受益面積に応じてそ

れぞれ負担しているっていう部分ございます。これらにと同じような考えで負担していくという

形になります。 

 

○前中委員長 

 他に。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

もう１点。利益を出さないように発電、この事業を展開していくんだとだけど、限りなく収支

がゼロになるような体制を組みたいと思うんですよね。計画時点ではゼロと言いながら、プラス
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が出たらちょっと止められるっていうか、その辺のこの発電の能力っていうか、そのへんの決め

方は９０％でおさえていくのか、１００％にしていくのか、補助対象が決まってからの話なのか

もしれませんが、申請時点でどういうスタンスをとっていくのか、その辺は協議会の中ではどう

いうふうなスタンスなんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、産業課長。 

 

○産業課長 

 維持管理の部分で大体年間１市４町で負担しているのが３千万円ぐらいの負担が今あります、

平均して。３千５００万だとか、２千８００万とかそういう波がありますけど、平均すると大体

３千万ぐらいの維持費ということで、事業費等勘案して、ここの表にもございますけども、最大

のＭＡＸの部分で青色のところでございますが、最大ＭＡＸで３千５００万の収支年間の収支、

これが大体ＭＡＸというような試算が出ております。３千５００万でいきますと５００万が飛び

出てしまいますんで、この分については国への返還という形になります。国営事業のダムなもの

ですから、要は維持管理の分の経費についてはこの中でいいですよと。ただそれを超えたものに

ついては国に返還というか返しなさいというような形になっております。そのへんも維持管理の

部分、まだ数字的にいろいろと、これにプラスがあろうかと思いますので、その時その時でかか

る経費っていいますか、修繕だとかいろいろ出てくると思いますので、そういう部分を含めなが

ら調整はしなきゃならないというふうには思っていますけども、基本はその維持管理の費用のな

いということで、ですから大体今３千万平均ですので、今言ったＦの部分でいきますと右側の表

のＦですね。Ｆと余剰電力のＦでいきますと２千２００万程度の収支収入ということなんで、こ

れについては維持管理費の部分で精査ができるのかなというふうに考えございます。これらの関

係については、余剰売電とするか、全量売電とするか、この辺も１市４町の中で協議をしながら

進めていきたいというふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。ちょっと１点だけ、私の方からいいですか。小水力発電に実施に向けて

所管である緑ダムの管轄自治会、自治体が私たち清里町なんですけども、これ申請にあたってか

なり煩雑なその電気事業者の申請とあるいはその許認可の申請がかなり煩雑になると思うんです

けども。これ産業課の所管の中で取り進めていくものなのか。あるいはもうある程度その熟知し

た人、外部で雇うっていうわけじゃないですけども、その人にある程度コンサル料を払いながら

申請を出すのか。そこら辺は協議会の中で話し合うと思うんですけども、今の段階ではどのよう

な形で考えておられるか。 

 

○産業課長 

 ただ今の部分でございますが、確かにうちが道営事業の申請町という形になりますので、うち

の方で技術的な 

部分を持ってないところが多分にございます。それで協議会とも協議をしながらですけども、職

員の雇用。これらも含めて、そして協議会の方で、最終的にはその協議会の方でその職員を使っ
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てもらうような形の部分で、職員の募集をするなり、そういう形で進めていきたいと、電気関係

だとかいろいろございますので、そういう技術的な職員を採用しなければならない部分もござい

ますので、その辺も含めながら、協議会と協議をしながら進めていきたいというふうに思ってお

ります。 

 

○前中委員長 

 わかりました。申請に係る部分も協議会の中で、その人材を考えるっていうことなんですね。 

 

○産業課長 

 申請の関係についても申請段階から職員を採用していきたいなというふうに考えています。こ

れは協議会の方の部分での採用になるか清里町が採用になるか、これは今後協議会とも話をしな

がら、進めなければならないのかなというふうに思っています。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今の課長のご答弁の中にあった、その町なのか、協議会なのか基本的に主体は協議会のわけで

すが、協議会がどういう形、基本的には申請段階において清里町が申請者になるというだけのこ

とであって、基本的には運営協議会なわけですから運営協議会の形っていう形でいかないとまず

いのかなと。ただ申請が清里町だからって言いながら、そこの実態はきちっと整理をしていかな

いと、後々いろんな問題がまた出てきそうな感じがしますので、十分にその辺一番最初に言った

とおり、トラブルの起きないように一つ整理をしていっていただきたい。 

 

○前中委員長 

はい、産業課長。 

 

○産業課長 

 ただ今の御意見その通りでございますので、今協議会の方ともいろいろ協議をしながら進めて

いる段階でございますので、そのへんも十分協議して進めていきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 ほかに何かございませんか。ありませんか。はい。②阿寒国立公園の名称変更について御説明

願います。産業課。 

 

○商工観光・林政Ｇ主査 

 阿寒国立公園の名称変更についてご説明させていただきます。阿寒国立公園につきましては御

存じの通り、西は雌阿寒岳周辺、東は当町に属します摩周湖まで達する広大な国立公園でありま

す。その範囲は釧路、根室十勝、網走管内の１１の市と町にまたがりまして各景勝地や温泉地を
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抱え、道東の観光の中核の１つとなってきております。地域の観光の中心となる国立公園であり

ますが、近年は利用者が減少傾向にあるということで国も危惧しておりまして、国内旅行者の減

少で観光産業につきましては、非常に厳しい状況であります。しかしながら国が進めております、

観光立国への取り組みなどによりまして、海外への売り込み、情報発信が進んできていることで、

外国人旅行者の増加、また都市部での景気回復等の傾向、それから高速道路の延伸等もありまし

て、観光産業への期待が高まっているところです。こうした状況から、世界的にも有名な、摩周

湖の摩周の名を加えて、阿寒摩周国立公園に名称を変更いたしまして、地域のブランド力を高め、

観光産業、農業や漁業などの産業の発展にも繋げていくものとしまして、釧路市、弟子屈町が中

心となって、現在名称変更を進めております。清里町も阿寒国立公園に属します、裏摩周展望台

という重要な観光資源をもっておりますので、知名度の向上は今後の観光客の増加にもつながる

ことから、この名称変更に同意をいたしております。 

今後名称変更が国により認められましたら、町民の皆さん、また一般の方へ向けましては、広

報誌ホームページなどを活用しまして、お知らせをしてまいります。またマスコミなどに対しま

しては、環境省釧路市、弟子屈町などが中心となって行っていくこととなります。また現在釧路

市、弟子屈町、美幌町、津別町、足寄町の１市４町で構成されております阿寒国立公園広域観光

協議会に新たに、関係６町を加えて地域の連携を強めて効率的に進めていきたいとしての要請が

ありますので、こちらの加入についても、検討してまいります。以上で御説明を終わらせていた

だきます。 

 

○前中委員長 

 はい。今、阿寒国立公園の名称変更についての御説明ございました。各委員、何かご質問あれ

ばお願いいたします。よろしいですか。はい。それでは最後になりますけども、平成２７年度清

里焼酎販売実績第１四半期の売り上げについて、御説明願います。はい、産業課。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それではご説明いたします。４ページ目お開きください。平成２７年度第１四半期の４月から

６月分の販売実績となっております。まず合計欄の方、一番下ご覧ください。平成２６年度販売

金額１千２３４万７３５円に対しまして、平成２７年度につきましては、１千８４１万８千２７

９円の販売実績となっておりまして、前年対比で約５０％増、金額にしまして、６０７万７千５

４４円の増となっております。内訳といたしまして、前年対比で一番大きな動きのあったところ

としまして、中段２５％合計欄であります。ここは旧銘柄浪漫倶楽部、現銘柄北海道清里樽など

の主力があります２５％となっておりますが、こちら前年比６０％増の金額で４１８万８千２２

７円となっております。昨年同時期につきましては、北海道清里のシリーズにつきまして、販売

しておりませんでしたが、単純な比較はできませんですが、北海道清里と旧銘柄清里で１千５６

８本、１１６万円の増。北海道清里樽と旧銘柄浪漫倶楽部につきましては、４千２１４本で、３

６２万円の増。北海道清里原酒と旧銘柄北緯４４度こちらにつきまして、１３４本で、３２万円

の増。北海道清里原酒５年と旧銘柄清里セレクション９３本で２６万円の増となっております。 

その他、特色あるものといたしまして清里の水につきましても、金額的にはそれほど大きなも

のとなっておりませんが、清里虹色うどんの効果が大きいと思われますが、前年比２千５２３本。

１７万３千２３０円の増となっております。以上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 はい。ただ今第１四半期の清里焼酎販売実績のご説明ありましたけど各委員質問ございません

か。はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ６００万増額になりました。最大の要因をどこだというふうに捉えて、今後の販売に結びつく

ようとしているのか、そのへんについてちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、産業課長。 

 

○産業課長 

 今回６００万という販売の売り上げの増ということでございます。この関係につきましては、

昨年の今年の３月から販売促進ということで、管内及び道東道東４市町の部分の営業に回った結

果で、今それが出てきているというふうに考えてございます。道内での卸の取り扱いの部分でだ

いたい４５％ほとんど道内卸が取り扱いをしていただいている部分で、特に多いのが管内の卸し

と、道東の卸という部分でございます。これらの関係については、継続的に販売の関係ＰＲをし

ながら継続していきたいというふうに考えてございます。今伸び率が５０％弱ということですが、

この数字推移できるような形で今後も頑張っていきたいというふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 いいですか。ほかに。はい。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 推移伸び率で嬉しく思います。職員さんの頑張りっていうのもかなりあったのかなとそのよう

に思うところですけども、町民皆でこの焼酎を応援していこうやということで町長さんの答弁も

ありましたけども、今町内には焼酎の応援団的なグループも出来上がっていますし、できれば町

民皆で応援していくようなシステムづくりというのが、今後必要かなっていうふうに思うところ

なんですよね。具体的にはどんなことができるかっていうと今各職員が出張に行ったときに、営

業に回るマニュアルみたいなものですとか、例えば議員が視察に行った時に何かお手伝いができ

ないかなとかそういうような町民皆で応援できるようなシステムづくりっていうのを今後考えて

いっていただきたいなとそういうふうに思います。 

 

○前中委員長 

 はい、産業課長。 

 

○産業課長 

 ただ今のご質問の部分でございますが、何か組織をということで、今私の方もプラネット講座

とタイアップしながら、焼酎の部分で何か組織づくりできないかということで、まず研修会的な
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ものを２、３回開催させていただいて、その中でそういうメンバーの中からそういう組織をつく

り上げていきたいなと行政主導の組織ではなくで皆さんから声の挙がった組織にしてやっていき

たいというふうに考えてございます。で、この具体的な部分については来月８月の委員会の中で

もまた報告できるかなというふうに思っておりますが、方向性についてある程度お示しをしてい

きたいというふうに思っております。 

 

○前中委員長 

 どうですか。他に。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 下の方の、梱包資材だとかこのへんの説明をちょっとお願いしたいんですが。 

 

○前中委員長 

 はい、産業課。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 説明させていただきます。こちら酒類合計、下の部分なんですが、包装資材送料その他ありま

す。送料はそのまま送料という形でありますが、包装資材につきましてはカートンにつきまして

別料金とらさせていただいております。そういったものも売上という部分が計上されております。

あと１本のやつと３本のがあります。そういった部分の売り上げという形になっております。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

 

○河口委員 

 一部から問い合わせ私もいただいたんですが、この新しい焼酎の値上げの件どうなっているん

だろうかというお話がいただきました。資材関係ということで、今本数に対して金額っていうの

は莫大に大きくなっているわけですけども、この将来的な値上げっていうことについてはどのよ

うに検討されているのか、もし、案があるんであれば、お聞かせください。 

 

○前中委員長 

 はい、産業課長。 

 

○産業課長 

 値上げの関係、前回の委員会の中でもいろいろお話させて、昨年の委員会の中でも今後検討し

ていきたいということでお話をさせていただいています。現在価格の関係について、どうするか

検討中でございますけど、ただ消費税の増税の関係これらの部分もございますので、その辺のタ

イミングを見図りながら価格等については協議をしていきたいと、消費税が上がるのと同時に金

額の増という形になると、かなり大きな数字の増という形にもなり得るのかなというふうに思っ
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て、ただあまり価格が上がることによって消費量が減るというそういう懸念も考えられることも

ございますので、価格の設定については慎重に検討していきたいというふうに思っております。

ある程度具体的な数字等出てまいりましたら、委員会の方にも報告をさせていただきたいという

ふうにご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 価格ついては商品力ということで、非常にそれとあと経費が梱包材料瓶代だとかかかっている。

非常に理解できる部分たくさんあるんですが、一部からの上がるんですってというお話をいただ

いたときに、私個人的には価格については当然原材料が上がっているということと、商品力って

いうことでは値上げについては全然異論はないんですが、ただし過去の価格、焼酎についての経

過は、４０年経った時にすべて独自でやっているわけでなくて、一般財源だとかいろんなところ

から補助をかけているという中で町民の合意っていうのが、もう利益上がらないんで上げますっ

ていうだけではいかないんであろうと。やはり町民みんなの合意を言葉が悪ければ、根回しとい

う形ではきちんと合意の形をとっていかないと、上げますよということにはならないかなという

私個人的には思っておりますので、その辺を慎重にしかもうまく値上げをできるタイミングとい

うのがあるのかなと思いますし、時期的にはやっぱり本年度１２月までの間が一番チャンスなん

だろうと思いますので、町民とのコンセンサスをきちんととった上の値上げっていうのは、至急

検討しなきゃいけないのかなと思っていますので、ぜひその辺、気を使っていただきたいと思い

ます。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい、産業課長。 

 

○産業課長 

 ただ今の御意見町民の部分ございます。値上がりすると焼酎から離れていくという部分もあろ

うかと思います。そのへんの部分も十分に検討しながら、町民還元といいますか価格の設定等こ

れらも現状、町民に対する販売の金額とこれらの検討はしなければならないというふうに思って

おります。なかなか同じボトルで町外に売る分と町内に売る分の差をつける。これは非常にでき

ない部分でございますので、新たな形での販売という部分を視野に入れなければならないかなと

いうふうに思っております。ただせっかくこの新しいボトルで今販売をしているという部分もご

ざいますので、町民に対してもこのボトルでっていう形になるのかなというふうに思うんですが。

この他のやり方で何かいい方法があればその辺を含めながらちょっと検討していきたいというふ

うに思っております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。他に何かございませんか。ありませんか。なければ全体を通して、何

かあれば産業課についてあれば受けますけども。ないということなので、産業課の方これで終わ
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りにしたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 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１７日月曜日でございます。 

 

○前中委員長 

 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 

 

○前中委員長 

 それでは、第４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３６分） 

 


