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第６回産業福祉常任委員会会議録 

平成３０年５月２５日（金） 

    開 会   午前１０時５６分 

    閉 会   午前１１時５６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清里町墓地条例の一部を改正する条例 

   

  

 ●焼酎醸造所 

  ①焼酎のプライベートブランドに関する取扱いについて 

 

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    ■町民生活課主幹     樫村 亨子 

 ■町民生活Ｇ主査      山嵜 孝英     

 ■焼酎醸造所長       清水 俊行    ■焼酎醸造所主任     廣谷 淳平 

 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第６回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

大きな１、町からの協議報告事項について町民課から１点提案があります。町民課の方から説明を

よろしくお願いいたします。はい、課長。 

 

○町民課長 

 はい。それでは最初に町民課からの協議報告事項について、概要の説明をいたします。清里町墓地

条例の一部を改正する条例につきましては、４月２０日の常任委員会において、合同納骨塚について

ご説明した際に利用できるものにつきましての御意見多数いただきましたので、今回条例案を示した

いと思います。 

この条例につきましては、今回、委員会の意見をいただきまして、必要があれば調整した後に提案

してまいりたいと思います。提案時期につきましては、今後発注する工事との関係もございますので、

９月定例会を予定しているところでございます。それでは詳細につきましては、担当より御説明いた

しますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○町民生活Ｇ主査 

 はい、委員長。それでは清里町墓地条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。資料の

１ページをご覧ください。 

今回の条例改正は、清里町合同納骨塚の整備に伴い、清里町墓地条例の一部を改正するものです。

改正する条例の概要についてですが、表になっている部分をご覧になってください。 
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まず、第３条は、墓地の区分に清里町合同納骨塚を規定。第３条第２項には、使用料の徴収につい

て、合同納骨塚を規定するものです。第５条第２項では、新たに合同納骨塚の使用者について次のよ

うに規定します。１、町内の墓地及び納骨施設を返還し、焼骨の埋蔵希望する者。２、町内に住所又

は戸籍を有しているもので、親族の焼骨埋蔵を希望する者。３、町内に住所又は戸籍を有していたも

ので、親族の焼骨の埋蔵希望する者。４、町内に住所または戸籍を有していた親族の焼骨の埋葬を希

望する者。５、町長が特別な事情があると認めたもの。第５条第３項及び第４項では、第５条第２項

の新設に伴い、条文の整備を行います。第６条、第７条、第１２条、第１３条、第１４条、第１５条

につきましては、第３条改正に伴い、一般墓地への表記変更及び条文の整備を行います。別表に合同

納骨塚の使用料金を追加し、料金は焼骨一体につき、２万円と規定します。 

条例の提案につきましては、先ほど課長からお話がありましたが９月定例会を予定し、施行期日は

１０月１日を予定しております。２ページから４ページにつきましては新旧対照表を掲載しておりま

すので、ご参照願います。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町墓地条例の一部を改正する条例についての提案説明がございました。各議員より質

疑を受けていたいと思います。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 ５条第２項の中で、町内の墓地及び納骨施設を返還し、焼骨の埋蔵を希望する者が墓じまいしまし

た。そこの墓に過去何人か入っていますよと言った時に１体について２万円。そこに子孫が土になっ

ているという推定をすると、何１０年も前からの人の分全てが２万円か。１つ２万円という計算をし

なくてはいけないのか。墓じまいするときに一式幾らという形という考え方はないのか。その辺は。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 今の御質問ですが、墓じまい等の場合ですが、改葬という扱いになるかと思いますので、そういっ

た中で１体２万円ということで考えているところでございます。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 そうすると過去の何人か眠っているけれども、実際は墓の始末をしていただいて、直近の家族だけ

という選択肢もあるんでしょうか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 
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○町民課長 

 今の質問についてなんですが、直近の家族だけということは一部残されるというような意味合いな

んでしょうか。 

 

○河口委員 

 それはお墓の業者にしてもらうという事で。 

 

○町民課長 

 まず埋葬してあるものについては、別な場所に埋葬しなおす。要するに改葬と言うんですけども、

その場合には届け出等が必要になってまいりますので、そういったところで、その業者の方に言葉は

悪いですが処分をしてもらうという、そういうのはそれって出来るものですか。 

 

○河口委員 

 墓じまいする時に、そのお墓についてはそれなりの処分の方法がなくしてしまうよという事も１つ

なんだろうと思うのですが、例えば何十年も前の名前だけ入れていますよというのが、私の墓のとこ

ろにはあるんです。骨は入れていませんよと。名前だけは入っていますと言うのは、当然出て来るの

で、過去の全ての人を１体２万円となると莫大な金になるんじゃないかと思うんです。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 正直申し上げまして、今言ったような事例については想定していなかった部分でございます。戸籍

というか埋葬法の関係にもなるんですが、それが可能かどうか私共も確認していませんので、お答え

できませんけれども。例えば墓地の名板のところに名前入っているということであれば、それは可能

かと思いますが、実際に入っているというふうに手続がなされているのであればそれは改葬という形

になるのかなというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 墓じまいを考えられているところがあるときに、１体２万円というのは決して安い方ではないです

よね。２万円良いんじゃないでしょうかと意見を持っていましたけれども、墓じまいを考えた時に、

全て墓標に書かれている人数１体２万円となると大変なことかなと思いますね。直近の親族がいると

きは良いんですけども、そうじゃないときに墓じまいをこの機会にやろうかと言った時には金額的に

は大きくなるのかなというのがあったもんですから、その辺ちょっと検討してみてください。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 
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○町民課長 

 使用料につきましては前回説明した際に、中に入っている方１体２万円ですので、１０柱あれば２

０万円と言うようなお話を若干させていただき、それに沿ったような形でつくっておりますが、今お

っしゃられているような部分、ちょっと想定外である部分でもございましたので、若干検討させてい

ただきたいというふうに思うところでございます。ただその改葬の関係ですとか、そういった部分と

いうのはもしかしたらできない可能性もないのかなというふうに思うところでございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。全体を通して町民課、何かあればお伺いしたいと思いますけれども。はい、課長。 

 

○町民課長 

 次回の常任委員会の関係ですが、私共の方で６月に向けた補正予算と条例改正で、今回間に合わな

かった部分がございますので、そちらの方を次回説明させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 

○前中委員長 

 はい、他に何かございませんか。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的には１体２万円というのは、そのままいった方がいいと思うんです。ただ墓じまいの関係で

例えば１０人以上もあるとかって言うと、これもう１００年近い焼骨かなと。そうなった時に骨その

ものが確認できるのかどうなのかというところまで行く可能性も無きにしも非ずかなというのがあ

るので。それらを考慮したときに、どこが妥当なのかっていうのは非常に難しいとは思うんですけれ

ども、例えば墓標にだいたい多くて１０人ぐらいはあるのかなと。でも１０人あるとしたら、約７０

年以上前くらいになるのかな、清里の場合でいけば。そうなっていった時に、ある意味では墓じまい

の場合における上限という金額を定めてもいいのかなという。それはどこが妥当なのかというのは非

常に難しい部分なのですけど。 

その辺、検討する余地があるのかどうなのか。他の町村や事例の中であるのか。その辺の部分でい

ったときに、例えば１０人以上の場合は、逆に上限を１０人にするとかっていうのを入れても差し支

えないのかどうなのか。 

ただ墓じまいする方が、冗談じゃない１２人いるんだから１２人分払いますと言う、そういう考え

方の人もいますから。その辺はそうですけども、逆にその辺の判断の仕方。もう１回その辺どうなの

かなというのがある。 

 

○町民課長 

 委員おっしゃるように、そういう考え方もあるかなと思いますが調べてみます。ただ記入されてい
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るものと、容量だとかの関係が、例えば遺骨が確認できないから、上限をいくらにするということに

なると、そこでケースがバラバラになると思うんですね。それで例えば１０人が良いのか５人が良い

のかという話にもなりかねないので、なかなか難しいかなと。そういうふうに考えるところです。た

だ他のところでは、そういうような事があるのかないのかというのは若干調べてみたいと思います。 

 

○前中委員長 

 お墓を持っている方もおられれば納骨堂という考え方があった場合には、骨壺の中に、やはり１０

体なりの骨壺があるという事例は多分あると思いますよ。宗派宗門いろいろありますから。今、お墓

に限って言えば墓表において１０人とか、あるいは１５人。戦死、戦争だとかあれば。お墓見ればわ

かるので。そこはやっぱり、ちょっともう少し配慮した条例で他の行政を見ながらやっていただきた

いという部分。処分となると完全な墓じまいにして業者さんはお骨なり綺麗に処分するというのは何

かで聞いたことがあるんで、そこを調べながらやっていただきたいなと思っています。 

 

○加藤委員 

 例えば戦死した時にあるけど中は空っぽとか。それも遺骨ではないけど遺品だと。遺品は入れるこ

とは出来ないんだから。その辺のこともいろいろあるので。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○町民課長 

 今委員長からおっしゃられた事については河口委員さんの方と通じるのかなというふうに思いま

す。ただその確認行為が出来るか出来ないかというのはあまり明言できませんので、よろしくお願い

します。 

 

○前中委員長 

 ちょっと参考までに、札弦の丸山墓地。たまたまあの周りの森林を伐採しているんですけどかなり

墓の数が減っている状況になっていて、そこら辺の今後の墓地のあり方というのも町民課の中ではど

のように捉えているのかなと。納骨塚を建立するに当たってそういう部分の話もあるのかないのか。

検討はしているんですか。 

 

○町民課長 

 丸山墓地につきまして、まだ明らかに検討しているという状況ではないのですが、委員長がおっし

ゃったように、周り樹木も伐採していただきまして非常に環境的に明るくなって良いかなというふう

に思います。 

その中で確かに、お墓の関係ですが数年来、あの場所から神威墓地に移られた方が何件かいらっし

ゃるということで、実際数が減っているところです。数は覚えていませんが、それと墓標のないとこ

ろも、もしかしたらあるのかなと。そういうふうに思っているものですから、今後どうしていくかと

いう部分については、まだ検討しているわけではないんですが、何らかの形を考えていかなければ行

けないかもしれないというふうに思います。 
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○前中委員長 

 今課長おっしゃったように、墓地の転換というのかな。恐らくもう墓標はもう１０基ないのかな。

墓地跡が残っている部分と、墓地らしき所もないわけじゃないんだけども。そこら辺もやはり管理し

ているのは町ですからしっかりと確認しながら進めてきたいなと。 

 

○町民課長 

 今おっしゃられた中で確かに墓標のないという所がありました。ただ墓地の区画上は、お貸しして

いるというようなところがありまして、実際にそこに埋葬されているかどうかといったような部分の

確認がなかなか難しい場所があると。ですから墓標なり何がしかの物があれば、まだ解るんですけれ

ども、そうじゃない可能性があるので、なかなか触ることが難しいのかなというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 わかりました。ほかに町民課ありましたら受けたいと思いますけれども、よろしいですか。それで

はどうもご苦労様でした。 

 

○町民課長 

 ありがとうございました。 

 

○前中委員長 

 それでは焼酎醸造所から１件ほど提案がありますけども、焼酎のプライベートブランドに関する取

り扱いについて提案説明のほど、よろしくいたします。はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは焼酎のプライベートブランドに関する取り扱いについて説明させて頂きます。資料をご覧

ください。 

この資料は平成２６年度から平成２９年度までの各製品の販売本数を示したものになります。右か

ら２列目の終売日の欄をご覧ください。平成２６年度内に終売をしたものについては北海道清里の販

売にあたり、ラインナップを整理した商品となっております。 

平成２７年度にはＰＢ知床賛歌１６０ミリリットル。ＰＢオホーツク１６０ミリリットル。ＰＢ北

緯４４度１６０ミリリットルの３製品を終売としております。 

平成２９年度には PＢじゃがいもの花７２０ミリリットル。ＰＢかぼちゃ焼酎清里３００ミリリッ

トル。ＰＢきよ～る開館記念３００ミリリットル。NBホワイトリカー果実用１千８００ミリリット

ルの４商品を終売とし、平成３０年度はＰＢパパス浪漫倶楽部７２０ミリリットルの製品在庫が５月

でなくなり終売といたしました。 

現行の経営計画では、ＰＢについては、基本的に整理を行っていく方針ですが商取引上優位性があ

る場合は状況を十分に判断し対処をしていることとしております。受託契約以外のもので、新規につ

いては具体的に資材の提供及び製品の年度内全量引き取りを条件として進めてまいります。 

また、既存のＰＢ製品につきましても同条件に移行するよう協議を進めてまいります。今回の観光

協会に対するＰＢ製品の提供についてはハーフサイズ以下の商品が観光お土産用としてお客様から
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多くの需要があるとの強い要望がありましたので、観光振興や特産品の販路拡大に向け、有効性が見

込まれることから私財の提供及び製品の年度内引き取りを条件に、北海道清里のブランドを生かしつ

つ製造することといたしました。 

なお、ＮＢの新製品につきましては、経営計画の中で現在基本としております、３アイテムが十分

に浸透したタイミングで検討することとなっており、リニューアル後３年半が経過しているところで

ありますが、これまでと同様販路拡大を目指してまいりますし、新製品の開発につきましてもじゃが

いもという限られた原料の中ではありますけど、さらなる研究を推進してまいります。以上で説明を

終らさせていただきます。 

 

○前中委員長 

 ただ今、焼酎のプライベートブランドに関する取り扱いについての説明がございました。各委員よ

り協議願いたいと思いますけれども。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 このプライベートブランドの中で全量引き取りということで変更していくというお話ですけど、現

在、倉に眠っているＰＢ商品として、どのぐらい、どこのメーカーのやつが大きな部分というのはこ

の中で、どこにあるんでしょうか。銘柄の中で。訓粋さんとかこの辺全量完売になっているのか、倉

庫の中に眠っているプライベートブランドはどれぐらい持っているんでしょう。どういうふうな扱い

になっているのか知りたい。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 物につきましては、訓粋については製品在庫しかありませんので、これは約２５度で２００本原酒

で２５０本ぐらいだったと記憶しております。タンク在庫で残っているのは保原の浪漫倶楽部で、こ

れは前にも説明しましたけど、在庫としてほぼ１０年分ぐらいの在庫を抱えております。後のＰＢに

つきましては、中身がうちの定番と樽と原酒になりますので、うちの製品になりますんで製品在庫と

して、ある程度持っておりますがタンクとしては、うちのタンクということで特に別にしてるという

ことではないということでご理解願いたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に何か。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ちょっと確認するんですけど、保原町の約１０年分というのは、毎年９００本ぐらい売れている分

で１０年分ぐらいあるという解釈か。使っている芋自体が違うから、北海道清里って売りだす訳にい

かんしね。味は樽に入れているから、飲んで差別はつかないよね。 
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○前中委員長 

 はい、担当。 

 

○焼酎Ｇ主任 

 同じ樽熟成のお酒ではありますが、使われているじゃがいも品種清里産のこなふぶきと福島県産保

原用の焼酎につきましては男爵を使っておりますので、明確に別のお酒としてはっきりとした差があ

るものではございませんが、飲み慣れている人が飲み比べると、その差が解るものとなります。 

 

○池下副委員長 

 今回プライベートブランドという事できよ～るの方から新たに依頼という事を聞きましたけれど

も、もうちょっと詳しく話をしていただければなと思いますけれども。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 きよ～るから製造依頼を受けましたのは、定番の３００ミリリットル１千本と原酒の１８０ミリリ

ットル１千本ということになっております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい、池下委員。 

 

○焼酎醸造所長 

 こちらが１８０ミリリットルの原酒とこちらが３００ミリリットルの定番になります。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 経費は向こう持ちということ。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 瓶代、キャップ代、ラベル代は向こうからいただいているものであります。中身の焼酎を詰めて、

それにうちの純利益を加算した価格できよ～るの方にお渡しするという形になっております。ちなみ

に今回の売り上げ予定額が１千本で合わせて約８０万。そのうち、うちの純利益が１８万３千円ほど

を見込んでおります。 
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○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

例えばの話なんだけれども、今回きよ～るの方からこういうふうにお願いされたわけなんですが、

例えば札弦パパスランド道の駅でも、こういうふうな物がやりたいとなった時に焼酎工場としては考

えているんでしょうか。はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 まだ正式にパパスの方から受注の御相談を受けておりませんが、ラベルの製作について、問い合わ

せがありました。パパスにつきましては、あそこもきよ～ると同じく、町内の道の駅で観光客の出入

りの多いところでありますから、もし受注の御要望が町のほうに申請がありましたら、十分検討して

きよ～ると同状況になるような形の中で進めることになると思います。 

 

○前中委員長 

 他に何かありませんか。河口委員。 

 

○河口委員 

今のきよ～るブランドの物については当然売りでというのは、それなりの金額が必要なんだろうと

思っていますし、決まって売っているんだろうと、思いますけども、この中にどういう経費、計算を

されているのか。先ほどいくら儲かっていますよと、この中に当然いろんな経費が入っていくんだろ

うと思いますし、当然その中に、そしたら一般管理費どのくらい見ているんですかってなると、それ

は一切見ていません。そういう事になるだろうと思うんです。 

もう一つはきよ～るのブランドだと言いながら焼酎売り上げで、きよ～るの売上ですよね。観光協

会じゃなくてね。これは町が売っている形です。きよ～るの売上は、委託の中で町の売上になってい

るわけです。焼酎については、全て観光協会が委託を受けて作って売ったというのは、きよ～るの売

上になっているわけです。その売り上げの５０％ぐらいが、焼酎の売上の構成比になっていますとい

う。利益、絶対売り上げの５０％が焼酎ですよという中に、これが含まれるわけですよね。 

 観光協会の単純な物販になっているのか、きよ～るの売上になっているんですよね、これは。焼酎

ですから。 

 

○焼酎醸造所長 

 うちが納めているのは、きよ～るに納めていますので他のＰＢとどう違うんだと言うと、資材費で

すね。瓶、キャップ、ラベルをいただいておりますんで、そこの部分を加算しない形で値段設定をし

ております。うちからは通常で言う生産者価格で出しますので、その部分がうちの売り上げできよ～

るの売上と言うのは小売価格です。それでカウントされていた物が向こうの売上という形で出て来る

んだと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 
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○河口委員 

 単純に企画の中できよ～るの決算をやったのを見ていますと、焼酎売り上げの全体の５０％の部分

が焼酎ですよと。委託でやっていて最終的には町の販売部門なんだろうと思うんです、きよ～るがね。

その時に売値が決まっています。この中の経費というのは当然人件費だとか、その辺含まれると思い

ますので、そうした時に出来上がった商品があくまでもきよ～るだけですよということじゃないんじ

ゃないですか。町のお土産品として扱ったときに、今のパパスにしても、あるいは町の中の例えば緑

清荘さんにしても、湯浅さんだとか、その辺の町のお土産として取り扱い出来るのかどうか。あくま

でも、きよ～るしか出しませんよということなのか、あるいはパパスしか出しません、なのか民間の

所にも、同じように売りたいと言った時に例えば何百という注文でないと出せませんというのか。そ

の辺はどういう見解でいらっしゃるのか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 瓶の最低ロットが１千本ちょっとになりますので、それを下回る本数だと瓶を仕入れる側が割高に

なりますので、そのときに最終的な小売価格を幾らに設定するかというのは、売り側の話になります

ので何とも言えない部分もあるんですが、あの小ロットで作った場合に小売価格が逆に上がってしま

って店舗で高い定価の中で売ることが可能なのかというのを、まず第１の問題になると思います。 

今回作っている、きよ～るさんについてはラベルの中できよ～る限定と書かれていますし、全量引

き取るという約束の元にやっていますので、それを他のお店に回すということはできないと思いま

す。今後パパスについても同じだと思います。うちが将来検討しているのは、このサイズがすごい需

要があるんだよということであれば、今回町内については、きよ～るさんとたぶんパパスになるんで

しょうけど。町外においては出ていきませんので、その辺を焼酎として、今後町外向けのお土産屋さ

んだとかホテルさんの売店とか。個人的にはちょうど一晩の飲みやすいサイズかなという考えもあり

ますので、需要があるんであればオリジナルで欲しい方にお渡しすることができないかということ

を、今後出ていく量を検討しながらオリジナルとして、作るのか作らないのかを検討していきたいと

思っております。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 この経過については、決して反対することでもなくて、従来の焼酎だとかブランドだとか、いろん

な会議の中で観光協会の方が大きい瓶じゃなくてお土産として、手ごろな値段と小さいやつが欲しい

と何年も前からいろんな観光業を営んでいる方の声があったと思います。いろんな会議の中でも、私

も聞いていますし。その中でやはり前向きにとらえて、この商品化してきましたと。これはきよ～る

さんが要求したと。 

だけど、きよ～るというのは元々町がやっている販売部門でしょうと。例えば一般のお店が同じき
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よ～ると書いてあっても焼酎のお土産として売って行きたいと言った時に１千本。これは町の力とし

て、この辺を供給できないのかというのは、疑問に思う。町の施設で作ったやつだから、そこの町の

施設しか実際は渡しませんというのではなくて、町の中のお店がお土産として売っていきたいと言っ

た時に、急に一遍に無くなることじゃないですよね。１千本がどのぐらいの率ではけて行くのかとい

うのは、当然計算されているんだろうと思いますけども。それは町でつくった形ですよ。販売部門が

要求された町のきよ～るの委託の中で始まったことなんだから、これを売りたいとなった時に出すこ

とができるのか。町のきよ～るとパパス以外は一切駄目だということで進んで行くのか、将来やっぱ

り要望があって、きよ～るのラベルがそのままでも良いのであれば、販売出せますよという事なのか、

その辺はどう考えられているのでしょう。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 一番の問題がラベルだと思うんですけど、ラベルにつきましては生産者サイドの方でつくっており

ますので、極端な話をすると著作権の絡みが出ますので、あくまで製造元の方の了解がなければ、他

のお店屋さんに置くのはちょっと難しいのかなと考えますので先ほど言いましたように理想としま

してはうちのオリジナルでそのサイズができれば、町内に供給するのは可能だと思いますんで、その

辺は検討させていただきたいと思っております。 

 

○前中委員長 

 河口さん。 

 

○河口委員 

 今大事な事はきよ～るというブランド、名前。きよ～るってどこの施設なんですかって事なんです

よ。町の店との差別化をしたいんだいうことではないでしょう。それが承知できよ～るという名前が

入っていても、きよ～るの宣伝になるわけです。町の中でこれを売って行きたいと言ってきたら僕は

出すべきなんだろうと。これが民間の販売会社がオリジナルとして出したいというんだったら当然な

んだけど、きよ～るって町の施設でしょ。そこで作った物が町の中に貢献できればいいんじゃないで

すか。やっぱりオリジナルだから駄目だという事に僕はちょっと疑問かなという気がするんです。 

 

○加藤委員 

 基本的に私の認識が間違っているのかどうなのかという問題なんですが。このじゃがいも焼酎、北

海道清里というラベル。これは私は、新しい瓶にしか付けられないと思っていたんですよ。こういう

形で販売ができるっていうこと自体、そしたらあの瓶の値はなんだったのかなと、あの高い瓶の値は

どうだったのかなって。プライベートであるとするならば、名前もラベルも変えてきよ～るの何かで

やるなら良いけれども、清里町が考えて、このマークと北海道で、ここにきよ～る限定と入れること

自体が問題なんじゃないですかって。要するに北海道清里じゃがいもで、このサイズの中で逆に言っ

たら河口さんが言った、パパスでもいいでしょうし、一般の小売店でもいいし、きよ～るでもいいっ

ていう形をつくれば良いわけですよ。 
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逆にこのラベルで作って清里の経費をかけて作ってラベルして、ラベルだけでなく瓶は瓶で作っ

て、なおかつそれに似合うラベルはこうですよって銘柄にした。これは逆を言うときよ～る限定の物

ではないんですよ。だから逆に、ここにきよ～る限定と入れさせることが私は町としてどうなのかと。

こういう形を作って町内の店、酒屋さんに全部置くというパターンに私は整理し直すべきだと思いま

すよ。 

たださっき課長が言っていたように、需要が多いとするならばそれを他に出すに何にしてもいいで

すけれども、ただそれが瓶と銘柄の関係中でああいう形でラベルと瓶とセットで売り出すと言ったこ

とを、一歩前進したと捉えてもいいですけど、この辺の整理をきちっとしておいた方が私はいいと思

いますよ。それだったら元の瓶にこのマークつけて売ったらみんな喜びますよ。その辺の解釈はどう

なっているのか。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 理想としましては、うちの７００ミリリットルの瓶のイメージを守りつつ、焼酎醸造所としてオリ

ジナルと出すのであれば守りつつという考え方もあるんですが、実際に今の瓶と同じ形の３００の瓶

の模型を作って実際にどのぐらいかかるんだという話を業者さんと検討したのですが、瓶をつくる版

代に４００万ぐらいかかるという返答をいただきまして、売り上げ本数を見込んでからでないと、瓶

を新しくつくるというのは厳しいなというふうに今判断しております。ただ今後ミニ瓶でも需要があ

るんであれば、それはそれでまた検討していきたいというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 それは全く逆ですよ。その考え方って間違っていると思うんです。何を売りたいのかというのは焼

酎を売りたいんですよ。瓶を売りたいのではないんだから。瓶にお金をかけて新しい瓶を作るなんて、

とんでもない。中身を売ろうとして、それも利益を出せない焼酎をずっと４０何年も維持している。

焼酎を売らなければならない時に瓶にお金をかけるなんていうのは絶対間違いだ。せめて今の新しい

今の瓶について１００歩譲ってようやっと、あの瓶の価値をどうやってやるんだ。そしたらラベルの

世界でなくて、あれは印刷された個々にコストのかかる瓶ですよ。結局あれはゴミにしてしまうなん

ていうことじゃなくて、どうやってリサイクルするかという事に僕は価値があって。中身を売る商売

ですから。 

３００ミリの小さいのを作る。それだったらこれをしっかりと私は加藤議員言われた、清里パーセ

ントの中でこのブランドのマークというのは、僕はＯＫ。ただしきよ～る限定というのは、なんで町

の中との差別化をしなきゃいけないのと言う所に物凄い違和感を感じている。 

 

○前中委員長 

 その点について所長はどう考えておられるんですか、今このきよ～る限定という所で各２名の委員
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からいろいろ指摘があるんですけども。 

  

○焼酎醸造所長 

 ラベルにつきましては、中身はうちの焼酎だということで、芋のマークと北海道清里というブラン

ドを守るということで、今回はそれを敢えて入れさせていただくと言うか入れるようにお願いしたと

いう経緯がございます。あくまでラベルについては向こうが基本的に作っておりますんで、その中で

きよ～るさんの方としては、自分のところの専属だということで、きよ～る限定という文言を入れて

来たんだと思います。うちはあくまで物を貰って作っているだけなので、そこはちょっと厳しい。 

 

○河口委員 

 きよ～る限定じゃなくて、清里限定にすれば良いんだ。 

 

○前中委員長 

 今デザインでかなり議論出ているんですけれども、その前段として、このクリエーターの方々の了

解はとれているかいないか。そこは説明がなかったんですが。そこはどうなんですか。この北海道清

里とこのデザインなんか。こういうラベルを製造することに関しては。著作権の関係だとかあります

けど。 

 

○焼酎醸造所長 

 クリエーター達の方とは前々からＰＢについては、ある程度焼酎工場の方でフリーに取り扱ってく

ださいということで一応お話はいただいております。 

今回のラベルについても、一応皆さんにメールでお送りして、こんなラベルで行きたいと思います

ということでメールはお送りしております。ただ、向こうの方から駄目だねとか、いいねとかってい

う返事が来なかったものですから、そのままいったという形です。 

 

○前中委員長 

 一応そのような報告はされたということで理解していいんですね。 

 

○加藤委員 

 あとは検討してもらうより、しょうがない。 

 

○前中委員長 

 他に。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 一番根っこの話をさせてもらいますけども、どうやって清里焼酎をたくさん世の中に広めて売って

行くか。リニューアルした新しい北海道清里をどうやって沢山売っていくか広めていくかということ

を考えたときに、やっぱりプライベートブランドの取り扱いというのは、結構慎重にいかないと場合

によっては足を引っ張って行く場合というのがあると思うんですね。 

例に上げては申し上げないですけれども、パパスの浪漫倶楽部なんかは、古い瓶を使って安売りを
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かけている。中身は同じという事であれはどっちかって言うと足を引っ張る可能性があるんじゃない

かというふうに、自分は心配しているところなんですけども。 

今回のプライベートブランドと言われているこのサイズの物に関しては、お土産に買うにしても丁

度良いサイズで、３００のやつ２本箱に入っても綺麗な姿になっていますし、これと小さい１８０と

３００が入ったやつも丁度手ごろなお土産にしては丁度良い。宿に帰って３００のやつを飲むのにち

ょうどいいという形で要望もたくさんあるんだと思うんですよね。 

だけども一方で心配しなきゃいけない所はプライベートブランドだから良いのかって話になるん

ですけれども、パパスでもプライベートブランドをやりたい、緑清荘でもやりたい、一般の商店でも

やりたいと言った時にプライベートブランドラベルは皆さんで用意するから、勝手にどうぞという事

では統一性というものも崩れていきますし、本来の商品の足を引っ張って行くことにもなりかねない

ので、その辺は慎重に。どこかでハードル、る意味規制みたいな。許可する、しないというようなも

のがどこかで必要になってくると思うんですね。 

できればその先に町内の酒屋さんでもこのタイプの物が売れるように持って行きたいと所長言い

ましたけれども、それがやっぱり理想になっていくんだと思うんですよね。それも今ある、北海道清

里という統一されたブランドを壊さないきちっとした形でのこのサイズの物というのが町内全域で

売られて行けば一番いいなというふうに思うんですね。 

その辺の整理をしながら、これに関しては良いきっかけになったと思いますので、町内全域でこの

ような物が売れるかどうかというような検討に入ってという方向に行っていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今回につきましては、きよ～るさんが先行した形になっておりますが各、先ほどお話に出たんです

けれども、今回つけている条件が資材を用意することということと、全量買い取りしてくれというの

が条件になっておりますので、その辺を踏まえまして今後他からもお話があったときに、一番心配す

るのが価格設定をしているのが相手側ということで小売価格がばらつく可能性がありますので、その

辺を慎重に相手と協議しながら進めてまいりたいというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 これはきよ～るでいくらで売っているの。 

 

○焼酎醸造所長 

 定番の３００ミリリットルが税込みで６８０円。原酒の１８０ミリリットルが税込みの７５０円と

なっております。 
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○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今回きよ～るで売り出しているから、どうしようもないのかなと思うんですけれども。今常任委員

会の中でいろんな意見が出て、問題が生じているわけだから、今後でき上がった段階で売る前に、常

任委員会に諮ってもらわないと。要するに売り出してしまったら、どうしようもないから。いろんな

問題がこうやって噴出してくるわけだから、やっぱり実行する前に常任委員会に計っていただきたい

というふうに思います。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただ今、池下委員からお話がありました。今後につきましては十分、常任委員会の方にお話を説明

しながら進めていきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 先ほど言われたようにパパスにもそういう要望はあるので、パパスでも同じようにやります。こう

いう表現はまずいと思うんです。今言われている意見を総合したときに、町内では一定の環境の元に、

こういうサイズで処理するということをしないとだめだと思うので、今回の１千本の最初は先行して

いますけど、パパスが始める時点では、統一した町内で売れる環境整備というものをされてから、き

よ～るにその条件を次のステップでは飲んでいただくような環境でスタートをかけていく努力をし

ていただきたいと。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただ今の加藤議員の御意見を尊重しながら、検討してまいりたいと思います。よろしくお願いいた

します。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。今、各委員からこの新しいボトルサイズについての御意見等々いただきまし

た。委員会の中でも、この焼酎の中で、ＰＢの扱いについて。これはパパスにおける浪漫倶楽部の扱

いが不公平な形の中での町内の流通があるということで、委員会でいろいろ議題に上った中で、今回

また新たにこのような形で、ボトルのサイズは違いますけども全量買い取りという同じような形でき
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よ～るさんに提供したと。そういう中で委員会で今まで１度も報告がなかったもんですから、各委員

からの要望も受けつつ、やはりしっかり説明していただかないとならない。 

各委員がおっしゃったように、町内できよ～るさんとパパスの関係で同じように物は一緒ですけど

も価格体系が違うだとか、ラベルが違うとかと言いますと、堀川議員がおっしゃったようにブランド

そのもののブランド力が衰退する可能性がありますから、ここはしっかりといろんな部分で注意を払

いながら検討する。今後の中で PＢじゃなくて、ＮＢとして出すのであれば、そういうような方向性。

先ほどボトルの金型が結構な４００万相当の金額だということもありますけども、今年動き出してい

ますから、しっかりとマーケティングリサーチをこの１千本の中で早い時期に売れるとなれば、それ

なりの検証結果が出ると思いますから、そのときに改めて委員会等々、あるいは部局の中でしっかり

と精査しながらこの事業を取り進めて行っていただきたいというふうに考えておりますので、鋭意努

力頂きたいと思います。はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今回の委員会のご意見を尊重しながら今後も事業の方進めて行きたいと思いますので、ご理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。焼酎醸造所終了したいと思います。 

 

○前中委員長 

 それでは大きな２、次回常任委員会について。 

 

○議会事務局長 

 次回の常任委員会でございますが６月８日金曜日、総務文教常任委員会終了後、この会場で行う予

定でございます。 

 

○前中委員長 

 大きな３、その他何かございませんか。 

 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６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５６分） 


