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１号様式                    記録者   次長 佐藤俊幸  

  

総務、産業、建設常任委員会記録 

                        

招 集 年 月 日 平成２８年８月１９日（金） 

招 集 の 場 所 議員控室 

開 会 午後２時 

出 席 者 委員長   我妻   薫 

副委員長  山岸 三男 

委員  千葉 一男 

委員  藤田 洋一 

委員  櫻井 功紀 

委員  鈴木 宏通 

委員  前原 宏 

 

 

議長  吉田 眞悦 

欠 席 者  

 

職務のため出席

した者の職氏名 

 

議会事務局次長 佐藤俊幸 

 

協 議 事 項 ・農商工連携による活性化について（行政視察のまとめ） 

そ の 他  

閉 会 午後３時２２分 
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２号様式  協議の経過  

我妻委員長 暑いところ大変ご苦労さまでございます。この前の所管事務調査のまと

めを中心に協議いただくことにしまして、ただ今から総務産業建設常任委

員会を開催したいと思います。 
ただ今の出席委員６名でございますので委員会は成立しています。千葉

委員は監査業務と重なっておりまして、今のところ欠席、後で参加すると

思いますので、よろしくお願いします。 
それでは７月２５日から２７日にかけての所管事務調査、壮瞥町と八雲

町ですね、所管事務調査報告のまとめの確認をこれから行なってまいりた

いと思います。直前になってしまいましたけれど、あらかじめ配付してお

りましたので、お目通しいただいていることもございますので、読み上げ

等は割愛してよろしいですね。 
（「はい」の声） 
では、お手元に差し上げております叩き台をベースに皆さんから修正、

加筆等々ございましたらご意見をいただいて、最終的なまとめをしていき

たいと思いますのでよろしくお願いします。 
暫時、作業中は休憩してやりたいと思いますので。いいですね。 
（「はい」の声） 

 休憩 

 14：02 

再開 

 14：32 
我妻委員長 それでは再開します。 

お手元に渡していた物の修正箇所等を確認していきたいと思います。 
目的は３行そのままということで、視察・研修の概要のうち壮瞥町のと

ころについて、まず確認したいと思います。 
まず人口が直近の７月３１日現在の数字、2,666人に訂正したいと思い

ます。 
次の洞爺湖畔の「畔」、変換間違いでございまして訂正します。 
２）の最後のほう「取り組まれている」を「取り組んでいる」という表

現にします。 
３）も同じように「取り組まれている」を「取り組んでいる」という表

現にします。 
４）の関係では③、トレンドメーカー女子うんぬんとありますが、その

頭に「起業化支援制度の拡充として」という文言を挿入して、「「こ洒落た

ショップエリア」の形成を検討」に直します。 
あと⑤の「農商工連携事業の担い手」の次ですが、「やる気のある生産者

や事業者」と書いていましたが、表現としてその前に「プレーヤー」とい

う表現にしまして、「プレーヤー」を説明する意味で、括弧書きで（やる気

のある生産者や事業者）とします。その次の「推進委員会」は、ただ推進

委員会では読むときに正確性を欠くこともあるので「農商工連携推進委員
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会」という正式名称にすると。 
このページはそういうことで、その次の６）ですね、「道の駅そうべつ情

報館 I」、施設の名称ですね、大文字の「I」としていましたが、これを本来
でしたら筆記の小文字を使った名称のようですが、最低でも小文字の「i」
としまして、念のため括弧書きで（アイ）とカタカナで付け加える。 
次は③ですね、年間約２億円の「売り上げしているが」を「売り上げが

あり」に訂正して、あとは登録会員７０件の「件」は「軒」に。それから

少量生産多品種ですが、「他品種」を「多品種」に。変換違いでしたので直

すと。 
その次の④が「季節に頼らない PB商品」と書いていますが、PBだけで

はわかりにくいだろうということで、これも括弧で（プライベートブラン

ド）と説明を加える。 
⑥は「近隣自治体も含めてから」を「近隣自治体も含めて、」にして、そ

の次の「外国からの観光客」を「外国人観光客」とすると。 
以上のように修正するということでよろしいですね。 
（「はい」の声） 

藤田委員 さっきの６）の③の「７０軒」。戸数だから「７０戸」と。 
我妻委員長 「７０戸」というか。 
山岸委員 登録会員数。登録会員数の件数。 
藤田委員 農家だと何軒でなく何戸とやるから。例えばリンゴ農家何戸とか書いて

あるから。ここは「軒」でもいいんだろうけども、どうなのかなと。 
我妻委員長 「戸」のほうがいいのかな。 
鈴木委員 「７０戸」のほうがわかりやすい。 
我妻委員長 「軒」よりね。ま、農家１戸で会員に２人も登録しているわけでないか

らね。「７０戸」にしますか。そのほうがわかりやすいということで「７０

戸」と。 
鈴木委員 最初のほう、壮瞥町の１）の３行目、「畜産など」。畜産がアバウトなの

で。酪農が主ですよね。どうすればいいのかなと思って。 
我妻委員長 ただ、町の説明を見ると畜産になっている。 

佐藤次長 確か、なんとか和牛とか。 

鈴木委員 あ、肥育もあった。 
我妻委員長 肥育もあったよね。 
鈴木委員 では、畜産か。 

山岸委員 畜産でいいんだね。 

我妻委員長 酪農だけではないと思った。町の資料では畜産となっているので。畜産

だと含むでしょ、乳牛関係も肉も。 
鈴木委員 畜産となれば豚もニワトリも全部。牛だけが畜産でないので。そこの細

かいところちょっと確認しただけです。 
山岸委員 相対的に「畜産など」と言っているから。 
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我妻委員長 しかもそのあと、「多様な農業」となっていますから。じゃ、いいですね、

肉もあるということで。 
櫻井委員 いいんじゃないですか。 
我妻委員長 じゃ、壮瞥町については以上の修正をかけたいと思います。 

じゃ、また暫時、休憩します。 
 休憩 

 14：40 

再開 

 14：48 
我妻委員長 再開します。 

じゃ、次の八雲町についての概要のところで修正の確認をしていきたい

と思います。 
１）の人口。これも壮瞥町と合わせて７月末の数字に統一します。数は

17,345人。 
あとは２）の③、ここは「道と町」と書いていますが、正確に「北海道

と八雲町」と書き直すことにします。 
そのページはいいですね。 
（「はい」の声） 
その次のページ、ちょっと意見が出ましたけども、④の「６件ほどの利

用」、この表現のままでよろしいですね。 
（「はい」の声） 
じゃ、以上で八雲町のところはそうしたいと思います。 

前原委員 PFIの表現ありましたよね。 
我妻委員長 ああ、建設のね。PFI は隣の建物。北海道の建物。そこまで入れるかど

うか。かえって丘の駅との関係、今度、まずそこの説明もしなくちゃない

ような。 
前原委員 広がっちゃうからね。 
我妻委員長 せいぜい、ま、パノラマパーク内の、あとはパーキングエリア内だとい

う、補完しているという意味での。 
前原委員 お互いに補完していますよと。 
我妻委員長 もう一つの北海道の施設ね、それ入れると。 
藤田委員 中に入って行かなかったよね、あのとき。 
我妻委員長 入らなかったんです。 

そこまで触れなかったんですが、いいですね。このパノラマパークとパ

ーキングエリアというのが大きなポイントかなと思って。 
（「そう、そう」の声） 
じゃ、①もこのままでいいですね。 
（「はい」の声） 
じゃ、八雲町についてはそういう修正、直したいと思います。 
またここで暫時、休憩します。 



 5

 休憩 

 14：51 

再開 

 15：06 
我妻委員長 それでは再開します。 

壮瞥と八雲の概要を踏まえながら最後に、それを踏まえて意見というこ

とで４つほど叩き台を作りましたが、今、修正等が出されましたのは２）

の表現ですね、「生産農家との協力関係が課題となっている」と。そこで一

回切るということで「、」になっていいますが「。」で止めまして、そのあ

と「現にある各種直売所」という表現にしましたけど「既存の各種直売所」

というふうに変えたいと思います。 
２）が直売所との関係調整というふうになっていますが、３）のほうが

担い手との関係もあるので、１）の商工業者に意欲を持ってもらうような

働きかけが必要であるとの流れから言って、この３）を２）に繰り上げて、

入れ替えて順序を変えたいと思います。 
あとは PB 商品のところは概要のところで説明しているので、このまま

でよろしいですね。 
ではこの４つでよろしいですか。 
（「はい」の声） 
では、意見はこの４点ということで確認させていただいて、今まで修正、

加筆などしていただいた点、全体を今、整理して最終的に文言等も含めた

確認をあとでやっていただくことにしたいと思いますので、暫時、休憩し

ます。 
 休憩 

 15：09 

再開 

 15：12 
我妻委員長 それでは再開いたします。 

今、最終的に直してプリントしたものをお手元に差し上げました。 
さっき確認したところを一応、見ていただいて。 
あ、次長、４）の③。企業家支援というのは「起」こす、「起業」でね。

「家」はこれでいいんだっけか。 
（「化けるだな」の声） 
「化ける」でなかったかな。「起業化」だね。 
（「か」、「起業化の化」、「イにヒ」、「なにや」、「化学の化」、「イにヒを書

いて」、「化学の化って言え」の声） 
③、これ「形成」入れますか。「ショップエリアの検討」だけで。「ショ

ップエリアの形成の検討」となっているけど。ま、入れてもいいか。さっ

きは「形成」を「検討」に変えると言ったけど。さっきは「検討」だけに

したんですね。「形成」を外していいですか。 
山岸委員 ま、読んでみてね、「形成を検討」でも別に悪くないと思う。 
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我妻委員長 うん、悪くはないな。いいですか。 
では、このまま「形成」も生かして今、作っていただいた「エリアの形

成を検討」という文言ね。さっき確認したのを若干、修正します。 
藤田委員 では、このままでよしと。 
櫻井委員 「形成を検討」でいいの。（「うん、このまま」の声） 

では、「形成を検討」と、このままね、はい。 
我妻委員長 「そうべつ情報館 i（アイ）」、いいですね。 

よろしいですか。 
（「はい」の声） 
じゃ、さっきの文字の変換間違いがありましたので、「起業化」のところ

だけ直してね。 
あとはですね、日付は今日でいいですね。 
（「はい」の声） 
若干、休憩します。 

 休憩 

 15：19 

（千葉委員、入室） 

再開 

 15：21 
我妻委員長 再開します。 

議長あての報告の期日は今日の常任委員会で確認したということで、今

日付けにしたいと思います。よろしいですね。 
（「はい」の声） 
それでは今日、皆さんにご確認いただきました内容で議長のほうに報告

書を提出したいと思います。 
では、以上で終わります。 
副委員長、終わりのあいさつを。 

山岸副委員長 大変ご苦労さまでした。今日、５時半から前回の所管事務調査の反省会

をしますので、しっかり反省して次につなぎたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。今日はご苦労さまでした。 
 

 

 会議の経過を記載して相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

平成  年  月  日 

 

総務、産業、建設常任委員会 

 

委員長 


