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第１回産業福祉常任委員会会議録 

平成３０年１月２９日（月） 

    開 会   午前１０時３０分 

    閉 会   午前１１時３０分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●保健福祉課 

  ①ケアハウスの利用料について 

  ②生活支援体制整備事業・認知症初期集中支援チームについて 

   

 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成２９年度焼酎販売実績（第３四半期） 

 

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 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■保健福祉課参与      長野 徹也   ■福祉介護Ｇ総括主査   阿部 真也 

■福祉介護Ｇ主査      三浦 綾美    
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 ■焼酎醸造所長       清水 俊行    ■焼酎醸造所主査     北川  実 

 

 

○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１回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 それでは、大きな１、町からの協議報告事項について、保健福祉課からご提案ございます。参与。 

 

○保健福祉課参与 

 保健福祉課から本日２点ご説明申し上げます。まず１点、ケアハウスの利用料についてでございま

す。 

昨年４月の本委員会において概算の数字をご報告申し上げたところでありますけれども、その後建

設工事費の確定等を踏まえまして、居住に要する費用、あと居室に関する光熱水費ということで検討

を行いまして、最終的にこの数字でスタートしたいという額の方が確定いたしましたので、ご説明を

申し上げます。 

続きまして２点目、生活支援体制整備事業、認知症初期集中支援チームについてでございます。こ

れは地域支援事業の包括的支援事業のうち、町で実施することになっております事業の中で新たに実

施することになっております施策についてご説明を申し上げます。 

詳細につきましては担当者の方より御説明申し上げます。 

 

○前中委員長 

 それでは、ケアハウスの利用料についての提案説明、担当よろしくお願いします。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

それでは１ページの横の方をご覧いただければと思います。同様の表を昨年４月の常任委員会の方

でもご提示を差し上げておりまして、一番右側の端が清里町ケアハウスきよさと、ということで考え

るものでございます。それ以外につきましてはオホーツク管内の利用料の状況ということで４月にも

お示しさせてもらっておりますが、こういう形になっているということでございます。 

本町としまして、先ほど参与からも申し上げましたが、昨年の５月には本体工事に係ります契約が

済んでおります。こちらにつきまして、昨年４月の段階では予算ベースということで、お示しをさせ

てもらっておりまして、その中でどのくらいの利用料関係を求めていくかということを、昨年４月に
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ご説明を委員会で差し上げているところでございます。 

今般ですけれども、昨年の工事費の確定に伴いまして事業費につきましては建物本体にかかわるも

のを、利用者入居者の方に利用料として向けていくということが、このケアハウス、軽費老人ホーム

の運営基準・使用料の基準等の中に示されておりますので、これに基づいて行うというものでござい

ます。 

紙面にはちょっとありませんが参考までにこれまでの契約状況ということでお伝えしたいと思い

ます。 

建物の建屋、建築主体それから電気設備、機械設備、これらを合わせました総契約金額が１１億３

千１８４万。計画額とちょうどでございます。これを利用者の方に、２０年かけて２０年賦というこ

とで割り返していくと、このうち利用者相当に求める分を設定していくという形になってございま

す。 

本町の場合、この事業費に伴いまして、北海道からの軽費老人ホームへの整備費としての補助金が

現在のところですけども、１億９千５５５万円という固定額での北海道からの補助金ということで、

現在のところ三位一体改革以降の補助金につきましては、事業比率ではなく固定額ということになっ

てございます。いわゆる１室あたり３９１万１千円×５０室という形の積算となってございます。こ

ちらの補助金を、既に認可であげておりますので、この収入を見込みます。 

それから本町の場合ですと、過疎対策事業債の方を大きく所要するところが可能でございます。今

回契約の落札状況ですとか、もろもろを加味しまして、約７割ほどの過疎債の投入を今考えていると

ころでございます。金額としましては８億１千万円ほどということでございます。残り差引きですけ

れども、約１億２千５００万円ほどというのが、いわゆる町の基金、それから一般財源からという財

源手当を想定しているところでございます。 

総体経費からしますと約１１％ぐらいになるわけですけれども、こちらにつきまして先ほどのあり

ましたルール、２０年それから居室にかかる人数ということで、割返す２０年間の２０年賦という形

でいきますと、今回工事の実績に伴いますと、月あたりですけれども、１室あたり１万４８３円ほど

の割返しになってくるというふうに今考えています。昨年の４月の段階で予算ベースですと、１万１

千円前後ということでお伝えしていたところでございますけれども、今回現在の積算のところでは１

万と４８３円ということですので、１ページの資料にもございますが、この金額をもとにしまして、

月額のいわゆる建設コストに係る個人への利用料の負担という部分、上の方にありますが管理費、青

く囲っておりますが居住に要する費用という形の項目になろうかと思います。それでこちらの方を、

１万円と設定をさせていただければと、このように考えているところでございます。 

それから上下水道料等に、それから居室の暖房費といった形の分でございます。こちらもそれぞれ

個人に付すべきものということで基準がございます。この関係ですけれども清里町の上下水道料の現

在の設定、それから高齢者関係の状況等を精査しました結果ですけれども、上下水道とそれから光熱

水費、暖房費等居室の分をあわせまして、４月の当初にも概算で出しましたが、月５千円の利用料を

求めていきたいとこのように考えるところでございます。その結果としまして黒く太枠二重線で囲っ

ております、合計というのが下から６段ほどにございますが、夏季料金ということで６万８千７００

円、これに１０月から４月までの７カ月間においては、これも基準によりまして８千１００円の冬期

の加算を求めることができますので、この６万８千７００円に８千１００円を足しますと７万６千８

００円ということになろうかと思いますけれども、こういった形で夏季と冬季の料金を設定させてい

ただければとこのように考えているところでございます。 
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現在までの事業費の状況、それから積算推計によりまして、居室の光熱費ということで算出をいた

しましたので、この金額をもって、当初の利用料の関係に設定をさしあげればと、このように思うと

ころでございます。説明は以上で終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今ケアハウスの利用料についての細部にわたる提案説明がございましたけれども、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 

 １点、結果的に入居１室あたりいろんな補助金等を引いて出た数字が１万４８３円という形の提案

があったんですが、この分の中に過疎債の分を取り除いてという表現があったのですが、過疎債は毎

年今度償還をしていかなければならない、そういう中では７割交付税がきても３割分は町の分なわけ

ですが、その分はこの１万４８３円には繰り入れていないということですか。 

 

○前中委員長 

 はい参与。 

 

○保健福祉課参与 

 過疎債の分は、こちらの方の計算の中には繰り入れておりません。というのは過疎債というのが、

利用料等の収入があるものについては充てられないというふうに、逆にそちらの方からルールが決ま

っておりますので、過疎債の分は除いた形で、それ以外の部分を割り返すということで計算しており

ます。 

 

○前中委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 法律上入れられないと。ということであれば、その分は基本的には町が入居費の施設分について、

補助をしているという形にあたるというふうに思うのですが、今回の過疎債８億なんぼと言いました

か、実質毎年の分の返済額、交付税対象外の自己３割分の金額を５０床に割り返すと一部屋あたりど

のぐらいになるのですか。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。お願いします。 

 

○保健福祉Ｇ総括主査 

今簡単な計算になりますけれども、８億１千万ほどの過疎債の考えになります。皆様ご承知おきの

通り、過疎債につきましては３割が、最終的に長期持ち出しということになろうかと思います。これ

でいきますと４８６万円ほどが町の持ち出しになります。 

それでそれをさらに割り返すと月あたり２万円とかそのぐらいという形になりまして、それを今回



 

- 5 - 

どうなのかという話になりますが、ルールとしてはこの分は設置者が現在のところは持つという形の

状況になろうかと思います。以上です。 

 

○前中委員長 

 良いですか。 

 

○加藤委員 

 月２万円は基本的に、町が補助をしているということですよということですよね、結果として。な

ぜここでそれを言うかというと、今後いろんな部分で入居者に対する助成とかそういうものを、どう

いうふうに捉えていくか。施策的な部分が出てくるわけですけども、その場合に基本的に補助金スタ

ンスがゼロからではないと、建てることに対しての過疎債分の、やはり一部屋あたりの助成を補助し

ていますよということは、現実としてあるということなのですよ。ここのところも踏まえていかない

と、福祉事業の中でいろいろ出ていると思うんですけど、ケアハウスの問題ですけど清楽園からの要

請もあり、いろんなことがあるので、いろんなことを踏まえてきちんと押さえた中でスタートをして

いかないとならないと思う。 

 

○前中委員長 

 何かありますか。参与。 

 

○保健福祉課参与 

 正直補助という感覚では見ていなかったんですけど、町が負担するのは事実ですので、そういった

部分も考えながら、今後町の補助の分も検討していかなければならないかなというふうに考えており

ます。以上です。 

 

○前中委員長 

 他に。何かございませんか。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 去年の４月の常任委員会から利用金額はそんなに変わっていないんだなというふうに、６万４千７

００円で冬期間は８千１００円がプラスされるのはほとんど変わっていないし、こうやって見ていて

他の町と比べて、管理費居住に要する費用というのは、極端に安いんだなというふうに我が町では見

受けられるんですけれども、これは入る人にとってすごく優しい施設だなというふうに思いますの

で、是非出来あがった段階では多くの方に入っていただけるように町側からもいろいろとＰＲをして

頑張ってやっていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。よろしいですか。議長。 

 

○田中議長 

 このケアハウスの件で工事も順調に進んでいると、当初の計画通りに進んでいるということなんで
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すけども、このままでいくと７月に完成するか。 

 

○保健福祉課参与 

 建物竣工は一応６月を予定しています。 

 

○田中議長 

 それで今後のスケジュールとして、でき上がった時点で入所希望者の施設内の見学とかそんなのも

実施されると思うんですけど、今後のスケジュールとして募集の時期なんですけど、これは大体いつ

ごろから募集していくのか。 

 

○前中委員長 

 はい参与。 

 

○保健福祉課参与 

 ケアハウスの開始に向けた今後のスケジュールについてですけれども、建物本体の方の竣工は、６

月８日を予定しております。 

ただこれだけの規模の建物ですので、若干手直し等もしかしたら生じるかなと思っております。そ

のあと職員も新たな施設で事故等があってはいけませんので、練習訓練等も必要だというふうに思っ

ておりますので、今のところ１０月オープンで目標に準備を進めているところであります。 

それで今後のスケジュール部分なんですけれども、建物が完成いたしましたら、見学会ということ

で企画いたしまして、特に入居を希望されている方には実際の施設を見ていただきたいというふうに

考えております。実際に一般の方に見ていただく前に、議会の皆様にもぜひ見ていただく機会を設け

たいというふうに考えております。 

募集についてなんですけれども、早めにやるという考え方もあるんですが、実際に建物の部屋の方

がこれぐらいの広さだというものを見ていただいた上で、やっぱりここに入ろうとか、見たけどこん

なに狭いんだったらちょっと、こんなのだったら入りたくないなということがあっては、申し訳ない

というふうに考えておりますので、建物が完成した後で、なるべく早い時期に募集の方をかけたいと

いうふうに考えております。 

それでその先ほど申し上げた見学会については、その募集の締め切りまでの期間内に見ていただい

て最終的に応募できるような、そんなスケジュールで予定はしております。 

はい以上です。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ちょっと聞き漏らしたんですけども、去年の６月の資料だと思うんですけども、管理費に関しては

１万円というのは、あくまでも１５０万対象収入による階層区分というのが１万円以下ということで

捉えてはいるのですが、このときの資料に一応１８段階まであって、３１０万１円以上ということで

１８段階あるんですけども、この部分に関しては利用料金管理費の部分に関しては、変わっていない
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というふうに捉えていいですか。 

 

○前中委員長 

 はい参与。 

 

○保健福祉課参与 

 今池下委員おっしゃったのが、サービスの提供に要する費用、最下層青の枠がかかっていない部分

かと思います。偶然なんですけれども、このサービスの提供に要する費用最下層と居住に要する費用

が同額になってしまったので、ちょっと紛らわしいかと思うんですけれども、このサービスの提供に

要する費用につきましては、これはもう国の基準で決まっておりまして、前年度の収入が１５０万以

下、今おっしゃったとおりの方は１万円ということで定まっているもので、この考え方は変わりませ

ん。 

それで今回御説明申し上げたのが居住に要する費用ということで、建物の町負担分を５０人２０年

間で割り返した額ということで、これがたまたまなんですけれども、１万円ということで同額になっ

ているということでございます。 

 

○池下副委員長 

 わかりました。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。河口委員。 

 

○河口委員 

 先程の募集については完成後ということで、早急にされるということだったのですが、当然この事

業を立ち上げるにあたってここの町の計画の中でこのケアハウス、対象になるだろうという数字はど

のように捉えていたんでしょう。 

 

○前中委員長 

 大丈夫ですか。参与。 

 

○保健福祉課参与 

 人数の概算、どれぐらいの人数がという御質問かと思います。 

平成２７年９月の方に実施いたしましたアンケート調査の中で、ケアハウスの実需要の想定という

のをしておりまして、その中である程度出した数字でいくと４３人ほどということで、このケアハウ

スにつきましては広域型ということで、町外の方も利用されるということで５０名の定員でものでご

ざいます。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

 確かに人数については、その２７年度の数字というのは私どもも聞いていました。この事業が始ま

る以前に計画がずっとされていて、当然そこから事業が立ち上がるんだろうと思っています。これが

基本的な施設をつくるマーケティングだと思うんですよね。その当初の経営計画の中で、要するに５

０床びっちり入った状態で、ギリギリの予算化がされていて、前に議会の中で報告されていると思う

んですね。ということは立ち上げのときに、一番需要があると思いますので、この時にきちんと募集

がびっちり入る。どういう営業をするかということになると思いますので、その辺はしっかりとやっ

ていって、スタートだからまだ半分ぐらいということにならないような工夫をしっかりとやっていた

だきたいと思います。 

 

○前中委員長 

他に何か質問ありませんか。はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 確かに広域型ということで建ててはいるけども、本音はいろいろということなんですけど、これは

全く部外者、町外の方を入れないというふうなことではないということですね。 

 

○前中委員長 

 はい参与。 

 

○保健福祉課参与 

 はい。広域型ですので。例えば清里町に身寄りもいなくてという方も入ります。ただ当然町民の方

ですとか、あるいは御家族の方が清里町内にいらっしゃって入られる方は、町外の例えば施設に入っ

ている方でケアハウスに入りたいといった場合もあるでしょうし、そういった中で選考委員会の方で

ある程度ご本人の状況にもよりますけども、優先順位等はつけて選考していく形になるかなというふ

うに考えております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。勝又委員。 

 

○勝又委員。 

 埋まるだけ埋まってしまうと、空けて予備のためにとっておくというようなことにもなかなかなら

ないと思うんですよね。できれば対象になる方は入ってもらうような形をとるのが一番ベストかな

と。それと同時に、その次の段階の介護が必要になってという部分での介護施設の空きがないと出て

いけないような状況というのが、きっと生まれると思うんですよね。そういうケースもあれば、今度

さらにちょっと介護は必要になるけど、また戻って来てみたいな感じの部分についてはどう考えてい

るのかなと思って、ちょっとお聞きしたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 はい参与。 
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○保健福祉課参与 

 御指摘のとおり施設を空けておくということにはならないというふうに考えております。それで入

っている方が例えば、ある程度介護が必要な状況になってきた場合については、外部サービス利用型

ということで、ある程度の段階まではケアハウスの中で頑張っていただけるかなと思っております。 

ちょっとあなた介護が必要だから出てってくださいと、そういう冷たい対応にはならないとは思い

ますけれども、ただあまりにも介護が重くなってちょっともう、ケアハウスはある意味在宅ですから、

そういった生活が無理だという場合にはなるべく早く、次のもっと介護施設の方に、ケアハウスは介

護施設ではないのですけれども、介護施設の方に入っていただくということで、そこはご家族とも相

談しながら進めていくことになるかと思います。以上です。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。御指摘のとおり包括支援センターの適正な運用という形で、そういう形が

とり行われるかという部分も行政側もしっかりケアしていると思いますので、委員が御指摘のとおり

稼働率と言いますか、空室率をやはりおさえるというところがひとつの今置かれている課題かなと思

いますので、そこらへん御討議いただければなと思います。 

 

○前中委員長 

全体を通してケアハウス無ければよろしいですか。 

 

○保健福祉課参与 

 すいません。１点だけ。ご説明の補足をさせていただきます。 

今回設定しました利用料金につきましては、当然稼働率を上げたいという思いもあるのですけれど

も、なるべくやはり皆さんのご負担にならないように、利用料金をおさえたいという部分で低く設定

した部分でございます。ただ一方でこの委員会でもご意見をいただいているとおり、収支というもの

も全く考えないというわけにはならないということで、とりあえずこの額でスタートしたいというふ

うに考えておりますけれども、実際に運営を始めて、ある程度時間が経った場合に、利用料金等を見

直しということもあり得るかと思いますので、一言補足させていただきます。 

 

○前中委員長 

 はい。それでは①ケアハウスの利用料金は終わりまして、次②生活支援体制整備事業認知症初期集

中支援チームについての説明をよろしくお願いします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

資料の２ページの方をお開きください。 

介護保険制度の改正により、平成３０年４月までに各市町村で順次実施することになっている、新

しい地域支援事業の認知症政策の推進と生活支援生活支援サービスの体制整備に関する事業の取り

組み内容等についてご説明させていただきます。 

資料２ページの右側が新しい地域支援事業の構成になっております。右側の赤字で書かれていま

す、新しい介護予防、日常生活総合支援事業、日常生活総合事業については、従来の予防給付の一部
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と介護予防事業地域支援事業として位置づけ、平成２９年４月より実施しています。またその下の包

括的支援事業の中で赤字で書かれています部分が、新たに実施する事業になります。上から地域ケア

会議の充実と在宅医療、介護連携の推進については全く新しい取り組みではなく、従来より行ってお

ります事業内容で実施できている部分が多く、今後はさらに取り組みを推進していくものとなりま

す。 

今回ご説明いたしますのは、本年度中の実施に向け新たに取り組みを進めています認知症施策の推

進の部分と生活支援サービスの体制整備に関する２つの事業についてです。 

認知症施策の推進については、サービス認知症初期集中支援チームと認知症地域支援推進委員の配

置、生活支援サービスの体制整備については、生活支援コーディネーターの配置と協議体の設置が主

な取り組みになります。生活支援コーディネーターの設置については、今年度社会福祉協議会に委託

をしておりますので、新たに実施します協議体の設置についてご説明いたします。 

まず認知症施策の推進についてになりますけれども、資料の３ページをお開きください。 

認知症施策の推進は、認知症初期集中支援チームの設置と認知症支援地域推進委員の配置に関する

２つの事業のことを言います。認知症の初期の段階から専門職がチームで関わり、医療やサービスの

利用にスムーズに繋げ、認知症の方やその家族を支援する事業になります。 

認知症初期集中支援チームの設置については、チーム員になります認知症サポート員と医療系及び

介護系の専門職の配置が必要になります。サポート員については町の診療所の医師で資格をお持ちの

方がいらっしゃいますので、そちらの方に依頼をさせていただき、現在事務的な手続きの調整中であ

ります。 

また医療系と介護系の専門職については、地域包括支援センターに専門職がおりますので、事業の

内容から考えても地域包括支援センターに認知症初期集中支援チームを設置、事業を委託する予定で

準備を行っております。図の左側下の認知症地域支援推進委員の配置についても、認知症に関する知

識や相談経験のある者が行うことが適切でありまして、こちらについても地域包括支援センターへ配

置を予定しています。 

次に４ページをお開きください。生活支援サービスの体制整備の事業の協議体についてご説明いた

します。この事業は公的サービスなどによらない高齢者の生活支援や介護予防活動をボランティアや

地域の助け合いなどによって、住民主体の活動で賄っていくことを推進するための事業です。そのた

めに話し合いの場を協議体と言います。国で示しております協議体の設置や運営の方法、構成員等に

ついては各市町村に任されておりまして、それぞれの市町村の考え方で進めてまいります。 

では、清里町における協議体の設置と運営方法について、４ページの資料上から順に説明してまい

ります。１、設置の目的。超高齢化社会が進む中高齢者自身の社会参加や公的制度によらない住民主

体の助け合い活動を一体的に促進することを目的としています。２、制度上の位置づけ。介護保険法

による生活支援体制整備推進事業における協議体として位置づけ、名称をお互い様の支え合い会議と

します。３、会議のメンバー各介護保険事業所等からご推薦していただいた方１０名程度と社会福祉

協議会の生活支援コーディネーターで構成されます。町はメンバーではなく運営のサポートに当たり

ます。４、話し合う内容。お互い様の支え合い会議においてすでにある、地域の助け合い活動など、

地域の情報を共有したりできる限り介護が必要にならないようにするために、自分たちに何ができる

かなどを話し合いながら、支え合いの仕組みづくりを考えていきます。５、運営方法。生活支援コー

ディネーターを中心に懇談を進めます。参加された方が自由に意見を出し合い、無理のない範囲で継

続的できる運営を目指していきます。町は事務局として運営をサポートいたします。６、開催頻度。
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２、３カ月に１回、６０分から９０分程度で今後も継続をしていく事業でありますので、皆さんの無

理のない範囲で活動をしていく予定であります。７、開催時間。基本的には業務終了後の時間を想定

していますが、メンバーの皆さんの意見を伺いまして支障のない時間帯での開催を検討していきま

す。 

現在構成団体を決定しまして、各対象の事業所等へ事業の趣旨を説明いたしましてメンバーをご推

薦いただき第１回目の会議に向けて準備を進めております。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。ただ今生活支援体制整備事業並びに認知症初期集中支援チームについての説明がございまし

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。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すいません。何点か、もしかしたら私ちょっと聞き漏らしていたのかもしれないので、ちょっと確

認させてもらいたいんですが、まず新しい地域支援事業なんですけれども、この認知症の関係とか策

を推進していくということなんですが、いつから始める予定でなんですか。 

 

○前中委員長 

 担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

こちらの新しい地域支援事業というのが平成３０年の４月までに全部必ずやりなさいというふう

になっておりまして、それで今回説明した認知症施策の推進と生活支援サービスの体制整備について

は、今年度中の立ち上げを予定しています。それで来年度４月にはもう要綱も出来て活動していると

いう状況にしたいと思っています。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 すいません。今年度中というのは今年の４月からで良いですか。 

 

○福祉介護 

３月には全て立ち上げるというような予定で、生活支援体制整備の方の協議体については２月に会

議を立ち上げる予定であります。 

 

○前中委員長 

 はい、伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ちょっと聞きたかったんですが、認知症の関係だったんですけれども、今まではどのような形で、
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例えばそれぞれいろいろな初期の段階と言いますか、家族でも正直認知症によるものなのか何なのか

とわからない、不安な時期って一番最初にあると思うんですよね。そういう時の対応とかって今まで

どのようにやっていたんですか。 

 

○前中委員長 

 はい担当。 

 

○福祉介護Ｇ主査 

地域包括支援センターの方が中心になって、初期の段階から情報というのが結構入ってきますの

で、地域の方だとか民生委員さんとかからも入ってきますので相談があった時にはいろいろ受診を勧

めたりだとか、そういった相談対応というのをしていますが、あと相談がなくても情報が入りました

ら自然な形で、本人さんは相談していないのでなかなかそういう情報を持って行きましたというふう

にはできないと思うので、地域の高齢者の方を回っていますというような自然な形で、訪問して状況

を確認し保険者につなげたり、必要があれば介護保険の認定に進めていくというようなことを、今ま

でもやっておりまして、清里の認知症の方については大体関わりはできているかと思うんですけれど

も、そこで本人が拒否してサービスにうまく繋がらなかったりもする場合がありますので、そういっ

たサービスに結びつかないような困難なケースについては、こういったチームを使って、少し専門職

みんなで知恵を出しあって関わっていくというような事業になります。より今までの活動をちょっと

強化しているような事業になります。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。他によろしいですか。無ければ保健福祉課全体を通して質問があれば受けたいと思いますけ

れども、よろしいですか。はい。それではご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 焼酎醸造所より提案説明がございます。はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 それでは最初に焼酎醸造所からの報告事項について、概要の説明をいたします。 

平成２９年度焼酎事業第３四半期分の実績で、販売数量と販売金額でございます。 

詳細につきましては、担当より説明を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 

 はい担当。 

 

○焼酎醸造所主査 

それではご説明いたします。まず平成２９年度製品販売実績第３四半期１月から１２月分でござい

ます。一番下段の合計欄をご覧ください。 

前年度平成２８年度販売金額、同時期、こちらが８千９４８万１千９６１円これに対しまして、本

年度につきましては８千９０１万６千２３４円の販売実績となってございまして、前年対比４６万５
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千７２７円の減となってございます。 

前期までに１５７万８５５円。こちらの減少幅がございまして、これを勘案しますと第３四半期に

つきましては、前年比で実質１１０万円ほどの増となっているという計算でございます。 

内訳でございますが、今期も、昨年度とほぼ同様の販売状況の流れとなってございます。 

第３四半期までの流通状況は、こちらにちょっと載っていないのですが、道内の卸、道内の小売り

向け、こちらの方が５６％の流通状況となってございまして、町内の小売り向け、こちらの方が２７

％程度、それでどちらも昨年度同期より３％上昇してございます。 

道外の卸小売り向けが４％の取り扱いとなっておりまして、その他個人扱い、直接注文が入るもの、

こういったものにつきましてが１０％程度で、ほぼ横ばいから微減となってございます。 

なお予算の執行状況についてなんですが、先週末現在での調定総額でございます。１億１千５００

万ほどになってございまして、予算ベースで対比しますと８８％の調定額となってございます。予算

執行額につきましては約１億３００万円の執行でございまして、予算対比で７９％執行となってござ

います。 

それでは裏の方の在庫状況の方のご説明をさせていただきます。焼酎の在庫状況につきましては、

タンク及び樽貯蔵の状況にありますのが、製品前の１２月３１日、前年末の在庫となってございます。

樽貯蔵の備考欄に一部２５％換算となってございますのが、出荷形態につきまして、２５％で出荷す

る予定となってございますので、４４度製品を２５％で計算したものとなってございます。 

まずタンクの内容につきましてなんですが、ご覧の通りの度数と貯蔵量となってございます。その

中で充填用と書いてございますのが、製品化可能な在庫でございます。熟成中というものが本年度醸

造分も含めました製品化には、熟成状態が不足しているものということでございます。熟成につきま

しては、２年から３年の時間をかけておりまして、定期的な検査等によりまして、出荷可能かどうか

判断を行ってございます。それにより出荷可能の充填用という数量は使用量、熟成具合で変動してい

くという形になってございます。 

種類につきましては原酒用、原酒５年用、北海道清里用、プライベートブランド用の芋、麦分がご

ざいまして、タンクの中にあります樽水割り、保原、こちら保原の浪漫倶楽部というものも充填用で

ございますが、樽で熟成したものを出荷できる状態で熟成している。要は樽から一度出荷可能な状態

で抜き出しまして、タンクで貯蔵しているものという形でございます。 

なお原酒の数量が多いことにつきましては、こちらの原酒が最終的にすべての製品に途中で振り分

けてですね、振り向けられていく状態になってございます。ですので初期の熟成状態は原酒で保管し

ていると、こういった形のために原酒用が多いという形になってございます。 

樽貯蔵状況につきましては、北海道清里樽の製品、あと保原の芋で作りました、保原浪漫倶楽部の

プライベートブランドのものが貯蔵中という形になってございます。製品在庫につきましては、出荷

状況によりまして随時製品化しておりますので在庫数は変動してまいります。現在前年末にはこうい

った数字、在庫を貯蔵している状態でございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 はい。ただ今平成２９年度焼酎販売実績第３四半期についての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。はい堀川委員。 
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○堀川委員 

 ここを見ると保原のタンク貯蔵、そして樽貯蔵の部分があるわけなんですけども、この保原の出荷

量に対して、この貯蔵している量ということを考えると、この貯蔵状況というのは決して工場に対し

て負担になっているのかな、いないのかなというのがちょっとお伺いしたいのと、あと貯蔵用のその

オーク樽が現在も不足状況なのか、もうちょっと欲しいのかというのをお伺いしたいんですけど。 

 

○前中委員長 

 はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 保原の焼酎につきましては現在の保管量でいきますと、年間の保原の出荷量を案分すると約１０年

分ぐらいの在庫量になります。 

それでどうしても製造上そのうちの製造タンクの関係がありまして、１回製造するとだいたい２キ

ロぐらい作れるという形になりますので、今それが積み重なって、この在庫量ということなんですが、

在庫が多いということで、保原の方にも連絡しまして来年からはしばらくの間製造は中止をすると、

在庫がはけるまで中止しますよということで、連絡を今入れているところでございます。 

続きましてオーク樽の方なのですが、現在の在庫が２５１樽となっております。倉庫上でいきます

と、ほぼ満杯の状態であります。 

今後は新規の借り入れというよりは、新旧入れかえという形を今後とっていきたいなと。それで通

常のものにつきましては、新品で買って３、４回詰めましてその後に焼き直しをかけて、そしてもう

１回戻ってきて、それでまた２、３回詰めるというのが大体の標準のペースなんですが、ちょっとう

ちの方の在庫の関係もありまして、ちょっと回数が多くなっていますが、今後は焼き直しを進めるの

と一回焼き直しを終わったものについては、更新していくという形を考えております。 

 

○前中委員長 

 はい堀川委員。 

 

○堀川委員 

 まず保原の関係ですけども、１０年間分ぐらいの在庫があるということなんですけども、その例え

ば瓶に詰めちゃって保管というような形をとって、その貯蔵タンクを空けることができるのかどうな

のかというのは、そのへんはどうなのでしょうか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 一回木樽に詰めまして、その後に色つきを確認して、出荷状態を確認できた物を、もう１回タンク

に戻すんですけど、それが充填用という部分なんですが、それを製品にいうことになりますと、一時

的に瓶の在庫をうちが抱えなきゃいけないという部分もありますし、正製品化すると今度、倉庫に置

いとかなきゃいけないっていう状態もありますので、量的に言うとタンクに入っている方がまだ工場
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的には、楽なのかなというふうに判断しております。 

 

○前中委員長 

 はい、堀川委員。 

 

○堀川委員 

 その関係はわかりました。後、樽の不足状況ですけども、これから新しい樽が必要だということで

あれば、どんどん買って下さいというふうになれば一番良いんですけども、それもなかなか、そうは

いかないという状況であるならば、例えば樽を買うためにふるさと納税を使い道としてこういう使い

方で使いたいですとか、その樽を、これはちょっと現実的にはないかもしれない、クラウドファンデ

ィングみたいな形ですとか。いろんな形でその樽不足を解消するようなちょっとしたアイディアとい

いますか、そういう動きもあったら良いのかな、というふうに思うんですけども、もしできればそう

いうふうなことも検討していただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 最近新聞等でも、今堀川委員がおっしゃられましたとおり、同じふるさと納税の目的使用みたいな

形で募集するというのも、よく新聞とかに出てますんで、今後そういう部分も含めて財政と調整しな

がら検討して行きたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 堀川委員も言っていた、その保原の関係。在庫量が１０年分あります、という表現だったんですが

この辺について、その保原町との話し合いの中で、例えばその１０年間を５年間で引き取ってもらう

ような方法だとか、そういういろんな形のコストの部分で非常に大きな問題になってくると思うんで

す。 

その普通の一般的企業としての考え方でいくと、大幅な保管量のアップっていうものを求めない

と、基本的にはおかしな話になっていくような、部分だと思うんで、この辺の捉え方、考え方という

のはどのように保原町と折衝されているのかなと。 

来年から数年間は、つくらないという話ですが、つくらなければいいという話ではなくて何年間で

本当に、この部分を処理していただくとか、そういう方法というのは協議されたことがあるんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 
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○焼酎醸造所長 

 保原サイドの販売の形態が少し変わりまして。というのは、もともとは保原町が推進して企画して

つくって、保原の小売りさんに取り扱ってもらうという形だったんですが、新しく保原振興公社とい

う組織ができまして、そちらの方が中心的に保原の焼酎を取り扱うではないですけど、販売の方を促

進するという形で、今そちらの方と話をしている最中でございます。 

で、保原の方に保原焼酎の販促を進めていただきたいということで、いろいろお話はしているんで

すが、向こうの努力として保原の振興公社側で今独自に二本箱を作って促進をするということで、今

進めていただいている最中でございます。 

今、まだ確実ではないんですが、その公社も甲類をとって販売促進の方に進めていきたいというこ

とで、いろいろ今協議を進めている最中でございます。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的にいも焼酎の販売促進、工場のコストを非常に下げてくる。そういう関係の中から行政間で

の取り組み、プライベート瓶の取り組みというのがなされてきたと思うんですが、こういう環境の中

で行ったときに、本来、収支があっている工場事業であれば、私は特に問題ないのかなと思いますが、

収支が合わない事業において、他町村の状態の部分も、１０年間も現在保管をしているっていう現状。

一般の企業の中ではそれに見合う分の、保管料をいただいているんであればいいと思いますが、そう

いう部分を十分に検討なされて、今後町サイドとの話し合いをきちっと整理していかないと、この問

題多くの町民の皆さんに知れた時には、非常に大きな私は問題になっていくと思うんで、その辺改善

を要すると思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 保原の公社の方とも連絡を取り合いながら、促販の方を進めていくように、在庫が減るように今後

も努力していきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 あの、言葉でなくて。少なくとも５年間ぐらい、１０年あるものを、５年ぐらいで処理する方法。

あるいは１０年間かかるとすれば、それに見合う経費についての負担をしていただく。これが交渉で

す。話し合いです。 

十分忘れないで、取り組み進めていただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今加藤議員が言われたことも含めて、保原の方とお話ししていきたいと思いますんでよろしくお願

いいたします。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと一点だけ。これ１２月四半期というか、１２月末までの収支の部分。ちょっと聞くところ

によると、振興券の部分もあってかなり焼酎の方にまわっている部分もあるみたいで、主流である２

５より、この原酒の売上が結構伸びているんですよね。ここらへんも、どうなのか、そうなのかなと

いうような感じもあるんだけれど。 

全体を通してそして２月には値上げされるというのもあって、若干そういう部分も含めて、その売

り上げが落ち込むんじゃないかなということも予想されるんですけれど、総体で最後の、その決算部

分での最後の結末と言うか、そういう部分で、収支きちっと合っていくのかな。そのようにちょっと、

懸念する部分ですけど。どう捉えていますか。 

 

○前中委員長 

 はい、所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ここにあるのが１２月末現在の売上状況ではあるんですが、１月２６日現在ですね。１月分の売上

として、およそ７２０万ぐらい。前年度が３６０万になりますので、１月としては３６０万増してい

ると。これは多分に、前倒しの部分がきているのかなというふうに理解しています。 

２月の前年度の売上が４７０万ぐらいありますので、そのうちの３６０万を前倒しできましたの

で、２月については、１００万から２００万程度かなというふうに思っております。３月については

実際ちょっと予想が難しいと思っています。８掛けになっても何とか全体から見れば、２、３％減で

おさまらないかなというふうに想像しております。 

マイナス部分があるんですが、今年につきましては、繰り越しの部分で３００万の基金積んでおり

ますので、そこを充当して歳入歳出、合うんじゃないかなというふうに予想しております。 

 

○前中委員長 

 ほかに良いですか。他に何かありましたら。これをもちまして焼酎造蔵所、終了したいと思います。

ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 続きまして大きな２、次回常任委員会について。 
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○議会事務局 

 次回の常任委員会でございますが、２月１９日月曜日、総務文教常任委員会終了後、この会場で行

う予定ですのでよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

大きな３、その他。 

 

○議会事務局 

 その他でございますが、皆様にファックスでお知らせしたとおりですね、今日ケアハウス。保健福

祉課の方から、動きかけもございましたので、このあと見学したいと思います。 

 またそれに加えてですね、町営住宅、病院跡地の方に高齢者向け住宅があるんですけれども、そち

らの方で若干空き部屋もあるというお話聞きましたので、そちらの方も、現地の方を合わせて視察し

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第１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３０分） 

 


