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第９回産業福祉常任委員会会議録 

平成３０年８月 ８日（水） 

    開 会   午前１０時００分 

    閉 会   午前１１時２８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公営住宅における水漏れ事故について 

   

●保健福祉課 

  ①ケアハウスについて 

  ②清里クリニックの支援について 

 

●産業建設課 

  ①気象情報システム管理運営事業について 

  ②産地パワーアップ補助事業について 

  ③酪農草地事業について 

  ④農業集落排水施設機能強化事業について 

 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成２９年度焼酎事業実績について 

 

２．次回委員会の開催について 

 

 

３．その他 

 

 

○出席委員（６名） 

    委員長  前 中 康 男    副委員長  池 下   昇 

     委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    委  員  加 藤 健 次 

※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員   委 員  村 島 健 二 
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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      

 ■保健福祉課長       野呂田成人    ■保健福祉課参与     長野 徹也 

 ■保健福祉課主幹      進藤 和久    ■福祉介護Ｇ総括主査   阿部 真也 

■産業建設課長       藤代 弘輝    ■産業建設課主幹     酒井 隆広 

 ■産業振興Ｇ総括主査    北川  実    ■建設Ｇ主事       橋詰 泰輝 

 ■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 

 おはようございます。第９回産業福祉常任委員会を開催したいと思います。 

 

 

○前中委員長 

 本日、副議長は欠席ということで、ご了承お願いいたします。大きな１、町からの協議報告事項に

ついて町民課から１点ご説明がございます。町民課長。 

 

○町民課長 

 それでは町民課からの協議報告事項であります、公営住宅における水漏れ事故について御説明いた

しますので、資料の方をご覧下さい。 

水漏れ事故につきましては、発生日時は去る７月２日の朝です。午前７時５０分に入居者から町に

連絡がございまして、事故を覚知したところでございます。発生場所につきましては、清里町羽衣町

２７番地２１ひまわり団地１３の１０５号、住宅内でございます。 

事故の概要につきましては公営住宅の附属設備であります、電気温水器の水抜きドレーンより水漏

れが発生し、住宅内部が水浸しとなりまして、居住者の家財道具に水濡れによる損害を及ぼしたもの

でございます。当時の状況といたしましては、私が駆け付けたところ、玄関から外に水が流れ出して

いる状況でございまして、内部はお風呂とクローゼット寝室の一部を除きまして、おおむね住宅の内

部８割り程度が水についたような状況となっておりました。 

事故の処理といたしましては、清里町と居住者との間で示談書の締結により、損害賠償金１５万円

の支払いの他、債権債務関係の無いことについて確認し、今後一切の請求を行わないこと、こちらの

旨を確認していくということでございます。１５万円の内訳につきましては、本人の申し出によりま
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す、家財道具の被害総額が約１２万円でございますが、これに対しまして、町が加入しております総

合賠償補償保険から保険金が約１０万８千円ほど支払われますので、それに町の方の上乗せ分、４万

１千円程度を加えて１５万円として支払うものでございます。 

また今後の予定といたしましては、本委員会の後、示談書の締結を行いまして、速やかに専決処分

により賠償金の支払いを行ってまいります。支出予算につきましては、総務費の既定予算で対応する

ものでございます。また専決処分につきましては、直近の９月定例会において報告の予定でございま

す。 

事故についてですが、水漏れの発生につきましては、入居後の３カ月程度して発生しているといっ

たところでございまして、原因についてはちょっと特定が難しいというところでございます。この住

宅につきましては、実は昨年の春から今年の３月まで空き室でございまして、冬期間を迎えるため、

昨年の秋に業者による水抜き作業を実施していたところでございます。それで３月の入居に水出し作

業に対して業者の依頼をせずに、入居の関係で急いだという部分もございまして職員が行ったようで

ございます。そのためにドレーンの締め込みが甘く、今回の事故につながったのではないかと推測し

ているところでございます。同様に水抜きを行った住宅が複数ありましたので、そちらの住宅につい

てはすべて再確認を実施いたしまして、異常のないことを確認しております。 

今後は確実な作業のため、水出しについても必ず各業者に依頼することとし、このような事故の起

こらないように徹底してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。 

 

○前中委員長 

 はい。ただ今、公営住宅における水漏れ事故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。河口委員。 

 

○河口委員 

 この水漏れが発生した、７時５０分になっていますけれども、ここは留守だったのか、居住をされ

ていて、その水漏れに気が付かなかったんですか。玄関まで流れるというのは相当の量ですし。 

ただ、先ほど答弁がありましたように、職員の確認が不十分ということの意見として、業者に頼め

ばということじゃなくて、職員自身も管理責任者でありますので、この辺は非常に高度な部分ではあ

りませんので、その程度の管理能力は持っていただいた方が、すべて業者に任せるということではな

くて、良いんじゃないのかと。 

それともう一つは電気温水器というのは、基本的に黙って放置しておくと穴があくんですね。です

から、普通は流電防止って、弱電流を流して錆を防ぐような構造になっておりますので、長期間の時

だとか、それこそ専門業者の方にきちんと相談された方が良い。必ず保管する時には弱電流を流して

保管する。そうでないと短管に穴が開くという事例は実際ありますので、全く空にして長い間放置は

錆びる原因になりますので、その辺も検討された方がいいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○町民課長 

 ただ今御質問にもありました入居時の関係でございますが、こちらにつきましては、ご自宅に滞在
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しておられました。それでお話を伺ったところ、奥さんが午前２時ごろまで起きていられたという事

なんですが、そのときには水漏れの感じはなかったということでございまして、起床されたのが７時

頃という事で伺っておりますが、７時前後の時に旦那さんが起きたところ、すでにそこにもう水があ

ったというふうなお話を伺っております。 

それでおっしゃられましたとおり、職員の方にも当然そのそういった知識を持って本来は水の出す

ときにドレーンを閉めるだとか、そういった事をするのが当然だとは思いますし、今後そういった教

育というか職員内での確認もしていきたいと思います。先程お話しましたとおり、そういった間違い

の無いように業者の方にも依頼しながらやっていきたいというふうに考えております。 

それから河口委員のおっしゃるとおり、弱電流を流しておいた方がいいということでございますの

で、そういったところも検討してまいりたいと思います。ただちょっと空き家の部分の電気代をどの

ように払うかというのがありますので、そこの部分だけちょっと検討していきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。専決という形で進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いしま

す。はい、課長。 

 

○町民課長 

 その他でございまして、議案にはございませんが、９月の定例議会に向けまして、条例改正の要点

についてお知らせしたいと思います。 

町民課では、現在３件の条例改正を予定しておりまして、１件目につきましては平成３０年度の税

制改革大綱に基づく、清里町税条例の一部改正でございます。５月の臨時会においても改正をいただ

いたところでございますが、１０月以降に施行される法律に対応するための改正を行ってまいりたい

と思っているところでございます。 

２件目につきましては、清里町墓地条例の一部改正でございます。先に協議させていただきました

とおり、合同納骨塚の使用料については、焼骨一体あたり１万円に変更し、提案してまいりたいと考

えております。 

３件目につきましては清里町営住宅条例の一部改正でございます。以前から御意見をいただいてお

りました、公営住宅への単身者の入居について対応するものでございまして、今回は５５平米以下の

住宅について、条件が合えばどのような方についても単身入居が可能という形にしていきたいと考え

ているところでございます。清里町では従前より居住の安定を図る必要があるものとして、６０歳以

上の方や障がいのお持ちの方、そういった方については単身入居を可能としていたところでございま

すが、入居可能な住宅については２DKとしていたところでございます。またその中でも、はごろも

団地、ひまわり団地は対象外としていたところでございます。改正を行うことによりまして、５５平

米以下の住宅、具体的に言いますと羽衣団地の２ＤＫ２階部分ですが、５０．８８平方メートルです

ので、こちらが単身入居の対象となってまいります。ただ同じ２ＤＫでも、ひまわり団地につきまし

ては５５．３６平米ですので、こちらの方は単身の対象にはしないということでございます。実際の

住宅の部屋の構造とかが、はごろもとひまわりは全く違いますので、こちらの方は除外してまいりた

いといったところでございます。 

条例改正につきましては、墓地条例を除きまして、８月３１日開催予定を伺っております常任委員

会において補正予算とあわせて説明させていただきたいと考えております。 
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それからこれは完全にお知らせですが、合同納骨塚につきましては９月２０日工期で現在施工中で

ございます。地下部分については、概ね出来上がったというふうに伺っております。それで石版の表

面に書く表示の部分ですが、やすらぎと平仮名で表示しまして、やすらぎと表示して小さく清里町と

かって。そういうふうなデザインにしてまいりたいと考えております。それでさまざまな文字や言葉

について検討したところなんですが、どのような文字を使っても、町が意図しない意味にとられる場

合があるということも考えまして、穏やかにゆったりとお眠りいただくといった意味で、やすらぎと

いうふうなところで考えたところでございます。以上でございます。 

 

○前中委員長 

 はい、今報告でありますけども３点の条例改正並びに合葬墓、納骨塚の墓標の話が出ましたけども

なにか。河口委員。 

 

○河口委員 

 先程言われた清里町って別にいらないんじゃないっていうのが私の意見です。他の町の人がここに

作るんだったら別ですけど。 

 

○町民課長 

 一応清里町のものですから、清里町というような意味合いで考えたつもりだったんですが。 

  

○河口委員 

 行政側で言いたいことはわかるんだけど、それは裏で十分。 

 

○前中委員長 

 これはもう決定になっているんですか。やすらぎ。 

 

○町民課長 

 石屋さんの方にはある程度言ってはいるんですけども、まだ文字のフォントや何かが決まっていな

いので。 

 

○河口委員 

 裏はわかるけど正面に清里町はいらないっていうのが私の意見です。 

 

○前中委員長 

 各委員色んな思いがあるんで。 

 

○伊藤委員 

 私は別にあってもいいと思います。それで後はお任せします。どっちの意見もあったという事で。 

 

○前中委員長 

 ここで書く書かないというのは、あまりにも突然だったんで。 
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○町民課長 

 一応お知らせというような意味合いだったものですから。申し訳ないんですが、ご理解いただきた

いと思います。 

 

○前中委員長 

 お任せするということで、よろしいですか。そういうことで。他に町民課に関連することで何かご

ざいましたら、賜りたいと思いますけども。よろしいですか。それでは町民課終了したいと思います。

ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは保健福祉課より２点ほど提案説明がございます。はい、保健福祉課長。 

 

○保健福祉課長 

 それでは保健福祉課より、①ケアハウスについて。②清里クリニックの支援についてということで

①のケアハウスについては、参与より②の清里クリニックの支援については私より御説明申し上げま

す。 

 

○前中委員長 

 それでは①ケアハウスについて提案説明よろしくお願いします。はい、参与。 

 

○保健福祉課参与 

 それでは議案に従って、まずケアハウスについて御説明をいたします。資料の１ページ目をご覧く

ださい。 

まず（1）施設内覧ということで記載をしてございます。一般向けを７月２９日にやりましたけれ

ども、それに先立ちまして役場職員向けの内覧会を７月１１日水曜日に開催しております。この時は

２９名参加をしております。一般向けということで７月２９日日曜日、これはふれあい広場と同じ日

に設定をしております。ふれあい広場は１０時から１３時まででしたので、ふれあい広場を見終わっ

た方も見られるようにということで１５時まで開催をしております。参加者につきましては、２４８

名のご参加をいただきました。内訳といたしましては町内の方２３０名、町外の方１８名ということ

で多数の方の御関心をいただいている施設かなというふうに考えてございます。 

（2）の第１次入居者募集申込み状況についてご説明いたします。これは先週８月３日金曜日を第

１陣申込みの締め切りということで設定しておりまして、総計で相談にいらした方が３１名。そのう

ち、実際に押し込みをされた方が１９名。これ町内が１４名、町外が５名となっております。なおこ

の町外５名につきましても町に縁のある方。親族の方が清里にいらっしゃるとか、そういう方になっ

てございます。３名の方につきましては、申し込み書類は受け取ったんですけれども、申請がないと

いうことで、これは指定管理を受けております、社会福祉協議会の方から改めて電話で確認をしたん

ですけれども、今回まだもう少し考えたいということでご応募はなかったものであります。定員５０

名の施設で１９名。今後、選考委員会の選考も経ますので、１９人全員が入るとは限らないんですけ

れども、４割弱の申し込みということで正直、ちょっと十分とは言えない数字というふうに考えてお
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ります。目標といたしましてはあくまでも５０名。できるだけ早く埋めたいというふうに考えてござ

います。 

それを踏まえまして、今後また社会福祉協議会と協議をしてまいりますけれども、２次募集の案内

を予定しております。できるだけ早めに今月中にもしたいというふうに考えております。このやり方

としましてまずはホームページですね、社会福祉協議会はホームページ持っていないので町のホーム

ページにまず募集について載せさせていただきます。これにつきましては、御家族の方も見る機会が

あるかなということで、期待しております。さらにまたチラシの方、改めて配布したいというふうに

考えております。 

このチラシにつきましては前回の委員会のご指摘も踏まえまして、ケアハウス、介護施設ではない

ということも改めて強調して御案内したいというふうに考えております。チラシのまく時期及びその

範囲につきましても、また社会福祉協議会と協議をしながら進めてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

続きまして（３）の今後の予定についてですけれども、ちょっと過去に遡ってしまうんですが、去

る８月１日からケアハウス、職員の方配置になっておりまして、開設に向けた準備を行っております。

今後の予定といたしましては、９月２５日火曜日１０時から落成式、テープカット。その後の内覧会

も含めてだいたい１２時、午前中位で終わる見込みで考えてございます。ご案内は改めてお送りしま

すけれども、落成式につきましてはケアハウスの玄関前、外で開催することを予定しています。雨で

すとかそういった場合には室内での開催について検討してまいります。 

２番目開所ということで、これはもう１０月１日月曜日からオープンということでお話ししている

とおり予定をしております。以上です。 

 

○前中委員長 

 ただ今、ケアハウス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、河口委員。 

 

○河口委員 

 ケアハウスのチラシについてですけども、私の考えるのは、ここに該当する町民の方はほんの１部

ですよね。まだケアハウスについて十分に理解されてない。町民が当事者でなくてもケアハウスにつ

いて十分理解されてない部分が結構ありますので、あくまでもそのチラシの目的というか。ケアハウ

スってこういうことです、ということをきちんと町民に理解してもらう。ただ、あまり元気な人が入

ると、こうですよということではなくて将来に不安のある方もご相談という事のケアハウスが説明の

主力にあって、募集の部分はやっぱり当然募集が必要なんでしょうけども、どこに目標を設定するか

という事で是非チラシを作っていただきたいと思います。 

 

○保健福祉課長 

 委員長。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 
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○保健福祉課長 

 前回の常任委員会でも委員さんからお話がありまして、今まで２回このようなカラーのチラシ  

ですけれども、その中で介護施設ではないですよという部分、もうちょっとお知らせして、本当にこ

の施設がどんな物かというのを知らせた方がいいよという事でしたので、それらも含めて今一次締切

終わりましたので、社会福祉協議会と福祉介護グループの方とで協議して、チラシの内容も詰めて行

きたいなというのは考えております。 

ただこのチラシを見て、いっぱい情報が入っていて解らないと逆に言ってくる人もいたのが現実な

ので、そのへん踏まえながらチラシの方を作成して、また町民に対しての部分が一段落１カ月ぐらい

あって、今後どこに募集範囲を広げるかというのも含めながら、社会福祉協議会の方と詰めて行きた

いなというふうに考えておりますのでご理解いただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○河口委員 

 はい。 

 

○前中委員長 

 ほかに、何かケアハウスに関連してございませんか。よろしいですか。それではケアハウスに関し

ては終わりたいと思います。 

引き続きまして、②清里クリニックの支援について、課長。 

 

○保健福祉課長 

 それでは清里クリニックの支援について２ページ目になります。お開き願います。上段の方、今日

までの時系列につきましては、７月１２日の産業福常任委員会終了後までは、皆様方に経過説明をし

ているところであります。その後につきまして説明を申し上げたいと思います。 

７月１９日支援額につきましては、４千万円ということで要請がありました。その後、私の名前で

確認事項、支援金での返還の方法等を確認しておりまして、７月２７日クリニックから回答をいただ

きながら、７月３０日、それから８月１日と網走税務署の法人課税部門、それから個人課税部門。こ

の両方の方に４千万円の支援についても説明してきたところであります。また８月７日にも昨日にな

りますが、事務レベル打ち合わせをしております。 

その下の支援についてであります。支援要請額が７月１９日で４千万と来ましたので、以前御説明

しておりました、６月２０日で説明させていただきました、２千万円の差し引後の４千８３０万円か

ら見ますと、８３０万円ほど減になっておりますが、４千万という形で来ておりますので、この額で

現在進めていこうかなというふうに考えておりまして、８月３１日の常任委員会までには額を確定し

たいなというふうに考えております。 

２番の支援期間につきましては、現在平成２９年より５年間２千万円の支援を実施しておりますの

で、末日と合わせる平成３３年度までの４年間、こちらで支援の期間としていきたいと考えておりま

す。 

その他になりますが、平成３４年度以降の支援につきましては、清里クリニックの運営状況を勘案
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し再協議をしてまいりたいというふうに考えております。 

本日配付いたしました資料につきましては、後ほど回収をさせていただきたいと思いますが、１枚

目のＡ３の表が平成３０年度の損益計算書。月別の推移となっておりまして、６月までが実績。それ

から７月以降が予想と申しますか、この年度の最終これぐらいになるなという形で出ております。続

きまして、次のページからが平成２９年分の所得税の青色申告の決算書という形になっております。

こちらにつきましては、４ページをお開き願います。４ページ目の真ん中の部分が資産の負債という

ことで、これまでの清里クリニックでかかってきた部分で、齋藤浩記さんが、清里クリニックへ出し

ている部分と申し上げていいかなというふうに思いますが、借入金と書いてあるのが、銀行からの貸

し付けを受けている部分。それから未払い金というのが清里クリニック院長の斉藤浩記さんに出して

いる部分ということで結果として、２９年１２月３１日現在でありますが、１億８千１８０万８千１

９５円になっているというような形で報告を頂いております。 

これらを踏まえまして、クリニック側から支援の要請という形で、４千万円の数字がきております

ので、これに向けて先ほど申しましたとおり、８月３１日までにいろいろ協議の方を進めてまいりた

いというふうに考えておりますのでご理解いただきたいと思います。以上終わります。 

 

○前中委員長 

 課長にちょっと確認ですけども、この資料斉藤先生から、この個人情報に関する部分なんですけれ

ども、提示してよろしいという内容はいただいているか確認です。 

 

○保健福祉課長 

 齋藤先生、それから事務方から一旦見せても問題ないですというような事で。 

 

○保健福祉課長 

 申し遅れましたけれども、平成２９年分の所得税、青色申告部決算書につきましては清里クリニッ

クに係る部分だけの数字になっておりますので、先生が他でやっておられます、共に生きる会、明清

会の費用等は全然含んでおりませんので、これはあくまでも清里クリニックに係るということでご理

解いただきたいと思います。以上です。 

 

○前中委員長 

 ただ今、お手元の資料の中に個人情報にも関わる部分がございましたので、確認をいたしました。

今課長より説明がございましたけども、清里クリニックの支援について各委員より質疑を受けたいと

思います。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 支援要請額が４千万という事なんですけども、２千万円と合わせて合計６千万円ということですよ

ね。 

 

○前中委員長 

はい、課長。 
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○保健福祉課長 

ただ今委員おっしゃられたとおり６千万円になります。 

  

○前中委員長 

 よろしいですか。他に何かございませんか。はい、田中議長。 

 

○田中議長 

 今の支援の部分で６千万円という金額が出たんですけど、光熱費も町の方で負担している。それと

住宅の部分と。それだとか金額に換算するとだいたいどれぐらい。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 光熱費は上下しますけれども、だいたい４５０～５００万円ぐらいになるのかなと思います。 

 

○田中議長 

 両方合わせてね。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい。 

 

○田中議長 

 それともう一点、今回これこのままで物事が進んで行くとしたら、平成３３年度までの契約だと思

うんですけど、その途中で、なかなか経営改善しても人口増えてこないだろうし、病院の経営という

のは大変だと思うんですけど、そこまでしたとしても、ひょっとしたらまた来年こういう話になった

場合に、町側はそこら辺どういうふうにこの先。 

 

○保健福祉課長 

 委員長。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 私と副町長含めた中で、相手の事務方とも再三お話しさせていただいているんですが、前回２千万

円の支援をするよといった後に、また４千万円。これがまた来年増えたといったらもうそれはできな

いです。平成３３年度までは、増えることも減ることもしないで４千万円で行きますので、その中で

経営改善も含めてやってくださいということで、再三毎回、毎回それについては釘を刺しているよう

な状況ではありますので、増えるような要素には持っていかないかような形で進めていきたいという
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ふうに考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 ６月の３０日に議員協議会で町長、副町長はじめ色々話し合いをしたんだけれども。確かに町の事

業というのは大切でやっぱりなければならない施設なのかなというふうには思うんですが、この金

額、議員協議会の中でおよそ５千万という話できたときに、町長にも私言いましたけれどもね。町民

のことを考えたら、何が高くて何が安いかというのは５千万という段階ではっきりは言えないけど

も、やはり医師が１０人も毎月来ている。出張医がいるということを、やっぱり町側からも訴えてい

きながら、早い話が経営改善を齋藤先生自らが変えていくという気持ちを持っていないと、結局理想

論を述べていても経営はできないんで、そこら辺町側も４千万出すということに関して経営改善を口

で約束じゃなくて、具体的にどういうふうにするという、向こうからの資料とかっていうのはいただ

いていないんでしょうか。その辺はどうなんでしょう。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 まだ具体的に資料等はないです。ここの中でやっていく部分でお話した部分では４月から宮下先生

を明清会の方にだして、給料じゃなくて出向料にするということで、年額を抑えている部分があると

いう形であります。 

その後も私共の方ではやはり清里クリニック、月曜日から土曜日までやっているわけで、その中で

町民からもどうなんだいという話も出ていますし、という事でお話をさせていただいております。 

例えば土曜日をお休みにするだとかという方法もありますよね、という形で話はしているんですけ

れども、まだそれらについての具体的な方策というのは出てきていないような状況で、先日も事務部

長さんの方と話したんですけども、それらも含めた中での経営改善はやっていかなければ、町民の理

解を得られない部分もありますよという事で、もう一度お話はしているような形でありますので、現

在は委員から御質問のあった中、出来ているかっていう話になるとまだ出てきていないというのが回

答になります。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 町が４千万出すという事に関して、まだ議会しかわからないかなというふうに思うんですけど、い

ずれ町民もわかるんですよ。町民の人たちが議会に対しても、なんで２千万を５年間出すという話か

ら、さらに４千万。６千万も出して、何考えているのという意見も絶対出てくるんですよ。特にクリ

ニックにかかっていない人はそういった意見を持っている人もいっぱいいるんですよ。 
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そこで今課長の方からも説明ありましたけども、宮下さんの給料を網走の方から出向という形で出

ているという話なんですけども、そこだけ経営の改善にしてもしょうがないんですよ。経費はかかる

というのは出張医が一番かかるんですよ。旅費とかすべてそういうところに負担がかかってくるとい

うのは本当にそれでいいのかなということを経営のトップが考えていかなければ、これ絶対変わらな

いと思うんですよ。 

我々もこうやって４千万を了承するということに関しては、町民に何を聞かれてもちゃんとした答

えを返していかないと町民の人達も納得しないと思いますので、そこら辺を十分にクリニック側に理

解してもらった上で、やはり経営の安定的な改善を求めていくという事を議会ばかりでなくて、町民

が納得できないっていうふうなことにならないようにしていってもらいたい。そういうふうに私は思

います。 

 

○保健福祉課長 

 委員長。 

  

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 それらも踏まえまして毎月定例報告会をやっておりますので、今までもずっと言ってきている事な

んですけれども、委員会で言われたとおり、ずっと言っていきたいなというふうに考えておりますが、

まずは今までかかった負債の部分もありますので、それらにつきましても今後毎月の収支でいくと足

りなくなる部分もありまして、そこの部分も踏まえた中で支援をしていくわけなんですが、そこは支

援という形で経営改善の部分は経営改善という形で、きちんと説明はしていくし相手方にも伝えてい

くようにしますのでご理解いただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 最終的に６月３０日の議員協議会の中でも、町長も出す以上は言いたいことを言うぞと。そういう

強い腹を持って町長も決断をしたわけですから、そこは話し合いも大事ですけど、町側は一切今後の

４千万以上の支援は考えていないという事をもっと強く言ってね。変えていくっていう方向性を、ク

リニック側からやはり提出するように町側からも強く言ってほしいなというふうに私は思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 同じ回答になってしまうんですけど、定例の報告会ですか。その中で相手方にはきちんと伝えて行

きたいと思いますし、副委員長言われた通り、町長の方から町も言いたいことは言わせてもらうよと
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いうこと、齋藤先生の方に伝えてありますので、それらを踏まえた中で事務の方を執行していきたい

と考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 関連になるんですけども、３０年度３月８日、２９年度の所得税の青色申告決算書で、細かい話は

あれですけれども、具体的に町側とそこの部分で説明を求めたり、進めていくのにお聞きしていきた

いと思うんですが、経費の部分で水道光熱費が１４５万８千６１２円と出ているわけですが、町が基

本的にあそこの施設の電気代と光熱費等見ているという中で、これの部分というのはどういう形でこ

こへ上がってきているのかその辺の確認していただきたいなと。 

次のページの給与賃金の内訳という欄をちょっと見ていただきたいと思うんです。医師の総額に２

千９００万。出向料で３千５００万ってあるわけですよ。実際に医師に払っている給料。その医師を

確保するために３千５００万かかっていますよという現実がここにあるわけですよ。こういう環境の

中で、この辺の部分の改善の方法や政策っていうことが、私は一番大きな部分なのかなと。 

今、課長は具体的に毎月やっていますよという話なんですけども、実際の収支を見たときに医師を

確保するための交通費が、医師の給与よりも多いという実態を踏まえた時の改善をどういうふうにし

ていくのか。信頼される医師をどういうふうに確保するのかってこと、非常に大切になって来る部分

ですので、今日どうのこうのじゃなくて、町がこれからきちっと先生と協議をしていく中で、信頼さ

れる病院、診療所にするためには、信頼される医師なんですよ。それはある程度固定せざるを得ない。

それ毎週と言いますか、月曜日から土曜日まで医者を確保するために、日替わりの先生で患者が本当

についてくるか。本当に清里が求めている医療がそこなのかという部分。毎週毎月やっているという

環境の中では、本来本当にどこだけが最大なんですよという部分を、きちっとこの所得税のこの中か

らも分析の中から同時に、物を申せる環境に入るわけですから、だから次年度要請が来る・来ないじ

ゃなくて、この中できちっと４年間はしていただく。そのための改善政策をきちっと、町もいろんな

このデータをいただいているわけですから、そのデータを分析して、確実に確認をしていっていただ

きたいとこのように要望しときます。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

ただ今、加藤委員から御指摘いただきたいた点、精査しながら事務の方、執行していきたいと思い

ます。 

また言われた資料の中から、他にも毎月毎月のこの先生の時には何人来ていたとかと言う資料いた

だいておりますので、それを踏まえた中で、やはり先ほど申しました、土曜日はどうするんですか、

だとか。その辺もお話をしていかなければいけない所かなとは思っておりますし、現実しているよう

な状況で、これがどう発展していくかというのは、今後やっぱり相手方との対話の中で出てくるのか

なと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 それともう１点、診療所がある形の中で、救急医療の搬入が非常に少ないという現実。ここの部分

は、午前中しかないという実態もありますけども、この辺をどのように努力をしていくのか。この辺

も含めてしていかないと。 

本来私は現実として、非常に大きな問題点が残っていくのかなというふうに理解しますので、その

辺を踏まえて一つ協議を進めていただきたいと。 

 

○保健福祉課長 

 委員長。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

救急の関係になりますと、清里クリニックにつきましては、厚生省に届け出のある救急の搬送の病

院ではないような形なんです。登録はしていないですけど、ただ営業の時間内。この中では、道義的

と言ったら変なんですけども、救急で入りたいと言えば受けてくれているという部分がありますの

で、先日も受け入れてくれたという部分がありますので、それらを引き続き行ってもらえるように、

話は続けていきたいなというふうに思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に河口委員。 

 

○河口委員 

 支援は町の方から２千万、４千万、合計６千万。これは今後進んで行く形なんだろうと思いますの

で、これはあくまでも赤字補填ですよってことじゃなくて、きちんと医療サービスのために清里町が、

町が支援しますという金額だと理解しております。 

その中で現実に本当に町民にどういう医療サービスを提供していくのかということについては、町

民、実際にかかる人、かかった人、いろんなことでやはりその辺は改善していっていただきたいなと

思うんです。現状のままで、支援は６千万しています。だけど実際はなかなか理解されてない方もい

らっしゃいます。 

私もいろんなことで何度か行っていますけども、実際待ち時間の関係で１１時半、実際駐車場の場

所が無くて保健センターの方へ移って１１時３１分になったら、もう窓を閉めていた。開けてくれま

した。何とか見てくださいという事で。それはいいんですけど、実際そこに入ったときに、何故駐車

場がいっぱいなのかと言ったらまだ８時半に来た人がまだいるんですね。８時半に来て、まだこうい

う状態だよっていうのも現実にそれは日によって違うでしょうけども、時間がかかるって言うのは、
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かなりいろんな方が言われていますので、どうやって早くサービスできるかってこともやっぱり医者

の問題が多分にあると思います。あれだけ丁寧に問診されていて、それがどうして医者のところで生

きてないのかなというのが私の実際かかった部分でね。その先生によって見方、同じことで行くんだ

けど、見方が違う。これちょっと１つ不信感みたいな部分があるんですね。例えば薬はこういうこと

でこういう形に変えますねだとか、その辺は必要なんだろうと思いますけど、一つ一つをやはり医療

提供側と患者といいますかね、この辺の信頼部分を、ぜひ今後培っていただきたいなと思うんです。

ただその時間については丁寧に聞くのは大事なことなんだけども、その時の患者人数を、きちんと現

状を把握して先生も対応していただきたいというのはかなり不満を言っていました。それがありまし

たので、ぎりぎりに飛び込んできた方がいいねと言う他の方いますので。現実に１１時半に行ってま

だ終わらないで、８時半に来たんだけどまだ終わらないっていう人が現実にいらっしゃるということ

も事実なんで、その辺は医療サービスについてさらに向上させるような努力していただきたいと思い

ます。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 その点も含めてお話はさせて貰います。ただ、今宮下先生がいる火曜日から金曜日の間は昨日も実

は行っていたんですけれども、現実的には、８時半からの受付の所を８時というと緑方面からバスが

来る時間。その時にはもう事務の方が玄関を開けて、８時半にならないと受付カーテン開けなかった

ところも８時１５分には開けて受付をすぐやってくれている。ただ先生が来るまでの間というのはや

はり９時っていう部分がありますので、そこまでの間に看護師さんが問診したりですとか、そういう

ような形でありまして、８時半に来た方が１１時というのは、多分通常いる宮下先生ではなくて整形

の先生だとか、そういう部分が多いのかなとは思うんですけれども、来た段階の人達については、次

から次へと、昨日だけの話になってしまいますけど、流れていた形ではありますが、そういうような

声も聞こえてきますよということで、事務方の方には伝えておきたいなと思います。ただ先生がいち

いち廊下に出てとか、患者数何人というのは見ませんのでその辺は。 

 

○河口委員 

 いや、宮下先生は結構細かいですよ。ちゃんと見て実際出てきてきちんとやっています。だから対

応はすごく親切。そうだけど現状もやっぱり、どうやって早く済ますかという努力もしてもらった方

がいいかなというふうに。 

 

○保健福祉課長 

 わかりました。今、宮下先生人気が出てきてですね、あの人数がだいたい、まとまってきているの

かなというふうにありますので、伝えていくということで御理解いただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 他にございませんか。はい、勝又委員。 
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○勝又委員 

 一点だけ。給料の明細なんですけどね。医者の金額が今度おそらく先生を脳外の方でいうことで、

そうすると出向料という形になると思うんです。それで軽減される給料のその減額ってどのぐらいに

なるのかなと。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 給料と出向料の差は以前副町長の方からお話があって９５０万か６０万くらい。宮下先生の分はそ

れぐらいの差額になるのではないかなと思うんですが。 

 やはり土曜日とか、先ほど加藤委員から何人かの先生が来るっていうふうに来ていますけれども、

東京の方から来る部分もありますので、その部分はやはり数字的には出てくるのかなと思います。土

曜日をどうするのかだとか、平日もどうするのかだとかその辺も含めて、経営改善の部分の中でまた

話をしていかないといけないのかなというふうに思っています。ただその執行の関係でいくと９５０

万位、年間だったと思いますが、かかるような形になっています。 

あとその他先生だけではなくて事務方も、今事務長が一人いらっしゃいまして、通常の事務やる方

も出向で来ているような状況になっていますので、その方の部分も入っているような状況になってお

りますので、先生だけではないというご理解をいただきたいなと思います。 

 

○勝又委員 

 もう１点。 

 

○前中委員長 

 はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 こんなこと言ったらあれなんだけど、売り上げが１億１千万に届かないぐらいかな。その内人件費

というのが８千万からかかっているんだよね。経営っていう形で見たときには、大方８割も人件費が

かかっているなら経営なら、とっくに会社ならパンクしている世界。 

先生に、ここへ来てお願いした部分もあったり、やりたいっていう部分もあったんですけど、どれ

だけのものを見越したときに、経営が成り立つような部分なのかなということはね、町側としてもき

ちんとそのことを解析しないと、経営が上向きになっていく形のことって、僕は思うけど、そう簡単

になっていくのかなという感じなんですけど。そこら辺どう考えていますか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 現実的にお話させていただきました支援の４千万につきましては、３３年までということでお話を
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させていただきまして、先ほどちょっと申し上げたんですけども、それ以降の部分につきましては、

経営を見ながらまた考えなければいけない部分なのかなと思っております。 

４千万プラス２千万を出していても今までの部分というのは、全部埋まるかというと、埋まらない

状況でもありますので、今後もその時点でやはりどれだけの金額かというのをきちんと把握して決め

ていかないといけないと思いますので、３３年度までですので、やはり３２年度にはもう一度これら

の話が出てくるのかなと思いますので、ご理解いただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。 

 

○前中委員長 

 他になにかございませんか。実際この清里クリニックとの進む中で契約的な部分。覚書にするのか、

どういう形の支援というんですか、そこの中で今この委員会でも経営改善の話し出ましたけども、そ

の契約の中に盛り込む方向性を持っているのかいないのかというところも大切だと思うんですけど

も、担当課としてどのような判断。 

 

○保健福祉課長 

 ８月３１日の次の常任委員会の時の金額提示までには、その辺も含めた中で町長副町長とも協議し

なきゃいけないのかなと思っておりまして、先ほど議長からも言われた、今後増えるのか増えないの

かとかの話もありますけども、その辺も、きちんと釘を刺すという言葉を使っていいのかどうかわか

りませんけれども、それらを記載するかどうかも含めながら、町長、副署長とも話をしていかないと

いけないのかなと思っておりますので、８月の３１日の常任委員会のときには、それらも含めてご報

告できるかなというふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 この件に関して他なにかございませんか。よろしいですか。全体を通して保健福祉課でありました

ら。何か。よろしいですか。それでは終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは産業建設課より提案が４点ほどございます。提案説明よろしくお願いします。はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 本日の産業建設課所管の案件につきましては、①につきましてはサービスが終了します現在のシス

テムに変わり、新たに導入を予定している気象情報システムの概要。②につきましては、現在 JAで

取りまとめをしまして、道へ要望している産地パワーアップ事業の事業内容。③につきましては、  

酪農組合が利用している採草地の補修について。④につきましては清里・札弦２地区の下水処理施設

の更新事業計画の進捗状況について御説明いたしますので順次担当より御説明いたします。 

 

○前中委員長 

 それでは①気象情報システム管理事業について、提案説明よろしくお願いします。 
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はい、担当。 

 

○産業振興G総括主査 

 それでは御説明いたします。まず１ページ目お開きください。気象情報システム配置予定図という

のがあるかと思います。そちらご覧ください。 

気象情報システムでございますが、現在平成２８年度より、ＮＴＴドコモの気象センサーにより気

温と降雨量などを取得しておりまして、天候による農作物のリスクを減らしまして、気象災害から農

作物や農作業者を守ること、蓄積されたデータによりまして、今後の気象予測などに役立てていると

ころでございます。 

今年度末をもちまして、このＮＴＴドコモの気象センサーの方のサービス提供が終了になるという

ことになりまして、現在機材を模索しているところでございます。 

今回御説明いたします機材につきましては、ポテカというシステムを想定してございます。設置場

所につきましては、こちら図面予定配置図のとおり旧新栄小学校、役場庁舎の屋上、江南研修センタ

ー、神威研修センター、旧緑保育所、旧清泉小学校、こちらの６カ所予定してございます。 

機材につきましては購入という形ではありませんで、サービスの提供という形での運用を考えてご

ざいます。内容につきましては設置場所により多少機材の配置状況は変更になりますが、基本のもの

としまして右下にございます図面のとおり、ソーラーパネルこちらの方、自己電源といたしまして雨

量計、乾燥機材を設置するものでございます。概算で年間２００万円ほどの経費見込んでございまし

て、農協と負担をする予定となってございます。 

なお正式な予算計上につきましては、９月議会前の委員会、こちらの補正予算としましてご説明い

たしますが、本年度分につきましては現在のところ総額で１００万程度かかると見込んでございま

す。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま気象情報システム管理運営事業についての説明がございました。各委員より、質疑を受け

たいと思いますけどよろしいですか。 

それでは続きまして②産地パワーアップ補助事業について提案説明よろしくお願いいたします。は

い、担当。 

 

○産業振興G総括主査 

 それでは、２ページ目の方をご覧ください。産地パワーアップ事業でございます。こちらの方は、

農水省の強い農業づくりの支援に係る事業の一環としまして、農業機械等のリース導入への事業とい

うことになってございます。補助率は２分の１となっておりまして、残りは農業者の方々の負担とな

ります。 

今回、清里町の農業者団体としまして、清里町ＩＣＴ推進協議会により記載してございます機材の

要望がございました。内容としましては GPSを活用しましたトラクターの自動操舵システムの方が

３００台。可変施肥ブロードキャスターという肥料をまく機械が３１台。生育状況をリアルタイムで

把握するための機材としたしまして、レーザー式の生育センサーが２台となってございます。加えま

して、GPＳを使用する機材が、自動操舵の数で３００台と増えてしまうために、ＧＰＳ情報の補正

処理というのを行わなければなりませんで、こちらの処理を行う基地局整備が２カ所となってござい
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ます。事業費で自動操舵システムが１台２００万円から２５０万円。可変施肥ブロードキャスターの

方が１台５００万円から６００万円。レーザー式の生育センサーが一機３００万円から４００万円。

基地局整備が４００万円程度となってございまして、総事業費としまして９億８千万円ほど。補助申

請予定額が現在のところ４億５千万円程度と見込んでございます。現在のところ、こちらの補助決定

などの時期が全く不透明となってございまして、予算計上につきましては時期の確認が完了いたしま

して、いつ補助が決まるかそういった後に、予算の提案はさせていただきたいと思います。以上で説

明終わります。 

 

○前中委員長 

 はい、ただいま②産地パワーアップ補助事業について説明がございました。各委員より質疑を受け

たいと思いますけれども。何かございませんか。よろしいですか。はい、なければ③酪農草地事業に

ついて。担当。 

 

○産業振興G総括主査 

 はい、それでは御説明いたします。３ページ目の方お開きください。こちら酪農草地事業といたし

まして現在昭和草地と呼ばれております、３ページにございます、地図なんですが、こちら江南８３

０番地を初めとしました町有地でございます。こちらの方は昭和５１年から昭和５４年に国営斜里事

業というもので、造成が行われました場所でございまして、現在清里町酪農組合が牧草地として利用

してございます。本年３月の融雪災害によりまして、雪解けのあとなんですが、拡大したところの黒

い線、太線あるかと思いますが、こちらの方の場所に大規模の崩落が確認されてございます。下流域

で河川もございまして、こちらの方の影響も懸案されるところでございます。そこで崩落地につきま

しては町有地内ということもありまして、復旧も必要ということでございますので、今回草地を管理

しています、清里町酪農組合と協議の結果、町が復旧費用の２分の１相当額を補助するということで

調整、現在のところ行ってございます。今回の復旧に要します事業費につきましては、現在のところ

４２０万円見込んでございます。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今酪農草地事業について、提案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。よろしいですか。なければ④農業集落排水施設機能強化事業について、提案説

明よろしくお願いいたします。はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 はい、４ページからの５ページにつきましては、下水処理施設の簡単な仕組みと処理施設内部の写

真となっております。清里及び札弦地区におけます、下水処理施設の更新事業につきましては汚水の

適正処理により快適な住生活環境を守るために、昨年処理施設機器の機能診断を実施しまして、現在

平成３１年度の事業採択へ向けた事務を現在委託先である北海道土地改良事業団体連合会と進めて

おります。清里地区につきましては供用開始から２２年、札弦地区につきましては１７年が経過をし

ており、毎年の計画的なメンテナンスによりまして延命化が図られてまいりましたが、機器の耐用年

数や今後の一管理経費の見通しからも、全体的な機器の更新が必要な時期を迎えております。 

更新内容につきましては現在委託先と協議しておりますが、２地区をあわせた総事業費は、高額が
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予想されるため必要とされるものを精査しまして、長期における維持管理費の節減を目指しておりま

す。今後は９月に補助事業採択に向けた、北海道のヒアリングが予定されておりまして事業承認後は

平成３１年度に実施設計、３２年度から複数年かけての本工事を計画しておりますが、工事期間中も

周りの環境に配慮した事業実施を目指しております。今後事業内容が固まり次第、再度委員会におき

まして御説明したいと考えておりますが、今回は現在までの経過報告とさせて頂きます。 

 

○前中委員長 

 ただ今農業集落排水施設機能強化事業について説明がございました。各委員より質疑を賜りたいと

思いますけども、何かございませんか。よろしいですか。 

それでは全体を通して産業建設課、何かございましたら賜りたいと思いますけども。はい、伊藤委

員。 

 

○伊藤委員 

 ３月９日でしたか湧水被害の時の道路の法面等の崩落等々があって、畑もあったんですが、たしか

雪が解けてからじゃないと工事出来ないという箇所が何点かあったと思っております。その中で現段

階でもそのまま放置されている部分とかもあるみたいなんですけれども、予定はあるんですか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 ３月の融雪による災害に関しましては、発注はもう終わっております。それが畑によりまして入れ

ないと完了しておりませんが、12本の内３本がほぼ完了した状態で、他のところにつきましても、

順次畑に入れるような状態のときにやるように、発注はもうすべて終了しております。 

 

○前中委員長 

 ほかに何かございませんか。よろしいですか。課長。 

 

○産業建設課長 

 その他で報告させていただきたい案件があります。今の伊藤議員がお話あったように春先に発生し

ました融雪の災害復旧は、現在状況を見て進めておりますが、７月１１日に少し強い降雨がありまし

て、ちょうど５線道路の１０号から１１号間、１カ所小規模でありますが、道路の崩落が発生してお

ります。現在通行には支障ありませんが、５線道路幹線であり、小規模で終わらすために早急の復旧

が必要と判断しておりまして、現行予算の道路維持補修工事の請負残等活用といたしまして復旧を計

画しておりますのでご理解をお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ちなみに場所的には５線ですから宍戸さんぐらいですか。 
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○産業建設課長 

 ちょっと上の上り口ぐらい。 

 

○前中委員長 

 ということでよろしいですか。それでは産業建設課、終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは焼酎醸造所より提案説明ありますので、よろしくお願いします。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、概要説明をいたします。平成２９年度焼酎事

業第１期、四半期分の実績で販売数量と販売金額でございます。詳細につきまして担当より説明して

いただきますのでよろしくお願いいたします。 

 

○焼酎醸造所主任 

 それでは、平成３０年度焼酎事業実績第１四半期分について、説明いたします。資料をご覧下さい。

４月から６月までの前年対比で、１６０万円の減となっております。内訳としまして、町内売り上げ

で１１０万円の減、卸業者で１０万円の減、ホームページ上オンラインショップで４０万円の減とな

っております。 

売上げ減の原因といたしまして、卸業者及び町内小売業者につきましては、価格変更直前の１月に

前年対比でそれぞれ３００万円分、計６００万円分の売上が増となっております。余剰在庫分が２月

以降の売上減の原因であると考えられます。オンラインショップ、個人消費者の売上減につきまして

は、価格変更よります新規顧客及びリピーターの減少が原因と考えております。北海道清里及び清里

につきましては６月以降、売り上げの回復が見られています。北海道清里原酒及び原酒５年につきま

しては、引き続き取引先在庫の影響を受ける見込みとなっております。 

補足としまして第一四半期で見ますと、１６０万円の減となっておりますが、価格変更直前１月か

ら１月から６月までの半年分の集計をとりますと前年対比２３０万円の売り上げ増となっておりま

す。 

 

○前中委員長 

 ただいま平成３０年度焼酎事業実績第１四半期についての提案説明がありました。各委員より質疑

を受けたいと思いますけれども、何かございませんか。 

 

○前中委員長 

 はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 ４月から６月ということで、単純にまた同じことの質問になって申しわけないんですが、清里樽７

００ミリリットル前年比マイナス１千７９５本。売上は値上げしているからプラスに２３万６千４８

１円という数字。その下１.８リットルは止めましたから、当然本数減りますね。売り上げも、これ
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だけの数字が減ります。これ無くなったら樽は増えていかなければならないと理解していたんたけど

も、その辺は全体の売り上げが減っています。それでいいと思うんですけどもこの辺はどういう見方

をしているのか。物が無いから１.8 リットルは止めました。止めた分７００ミリリットルの売り上

げが上がってこないといけない。１.８リットルを買っていたお客さんは、７００ミリリットルを買

う。７００ミリリットルはこの分上がってなければいけないのでは。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 売上本数につきましては、先ほど説明の中にもありましたが小売りの方で在庫を抱えてますんで、

そちらの動きが工場の方にはわかりませんので、実際にお客さんがより一升瓶分２本ちょっとになる

と思うんですけど、それを購入されているかどうかっていうのはこちらのデータではわからないのが

実態でございます。 

前回委員会の方でも御質問がありました樽の関係で、ご質問を受けた中身では答えてない部分があ

りますんで、そちらの方の説明をさせていただきたいと思います。担当の方から説明させます。 

 

○焼酎醸造所主任 

 前回ご質問いただいていた樽熟成酒についてご説明いたします。 

平成３０年度６５キロリットル販売計画におきまして、北海道清里樽１，８００ミリリットル販売

している現状での必要な樽熟成酒の量は、損失分を含めて約４５キロリットルであります。これに対

し毎年の樽から熟成酒の抜き取り、熟成酒の数量ですが、差がありますが過去１０年平均して２６．

７キロリットルとなっております。 

平成２６年度のリニューアル以降、出荷数量につきましてはそれまで保持していた熟成在庫、これ

は樽から抜き出して、タンクの方で貯蔵在庫していたものですが、これを消費する形で補っておりま

して、２６年の末に２２．３キロリットルは補充しておりました在庫、こちらが２９年度末時点で、

３．５キロリッターまで出ておりまして、４年間で８割を消費しております。３０年度末時点で年間

で１０６樽分、４９キロリットルを採取する予定でありまして、今年度末で熟成酒在庫は７．７キロ

リッターになる見込みです。理想としましては２０キロ程度熟成酒在庫としまして確保したいと考え

ております。現在３０樽を新規購入及び焼き直しを進めておりまして、３０樽で約６．３キロリッタ

ーを見込んでおります。さらに２０樽の新規購入あるいは焼き直しにて年間４．２キロリットルの増

産が出来ましたら、平成３１年１０月後に熟成在庫２０キロリットルは確保できるとなっておりま

す。以上で終わります。 

 

○焼酎醸造所長 

 樽の酒種の品質を管理するためには、流れとしましては、樽に詰めて、樽に詰めたものが中間のタ

ンクに入りまして、そこから出荷用のタンクに移るわけですが、この中間のタンクの存在が重要であ

りまして、仮に２万リッターあると１回の製造で２，５００から３，０００リッターぐらい、約３０

０箱分使うんですが、２万から３千ひいて１万７，０００になって、そこにまた樽から３，０００リ

ッターを入れ直すんですが、分母が大きいので、新しい酒を混ぜても品質としてもともとの酒に近い
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形になるんですが、今の状態としてはその中間タンクに在庫がありませんので樽から出てきたもの

が、即出荷するような状態で、酒の品質が確保できない現状がございます。 

それで工場としては中間タンクに２万リッターを溜めたいというのが今の現状で、説明しましたと

おり、今年末新規購入１０樽、それから焼き直し２０樽ということで予算を持たしてもらいますが、

さらに２０樽の焼き直しを追加できれば３１年の１０月ごろには２０キロリッターの中間在庫が持

てるかなというふうに思っております。ただ焼き直し等がおくれますと、再来年の４月とかに２０万

リットルになるのかなというふうに考えております。 

 

○前中委員長 

河口委員の質疑の中で一升、１．８リットルという関連の質疑の中での説明で、前回の委員会でそ

の１．８リットルの樽の製造量の話の説明かなと思うんですよね。在庫の。そういう中でちょっとの

論点的に１．８リッターの売上に関しての質疑に対するちょっと答弁がちょっとなってなかったんで

すけども１．８リッターの販売を取りやめたことによって本来であれば樽が伸びるんでないかという

質疑があったと思うんですけども、それに対して回答的には製造の話になったのかなと思っておりま

す。 

 

○焼酎醸造所長 

 先に説明したと思うんですが、あくまで卸さん相手の町内については直接やっているんですが、在

庫持たれていますので、実際に売っている本数とうちが出荷している本数とは違いますので、実際お

店で売っているのも増えているかもしれないけれど、うちの出荷量は在庫持たれているんで、出てい

ないという状況がありますんで一升瓶が７００に切りかわったよというのは今の段階では工場の方

では把握できないというのが実態だということでございます。 

 

○前中委員長 

 ということでいいですか。途中で前回の委員会として、今の回答が出てきたもんですから。よろし

いですか。ほかに。 

 

○河口委員 

 今答弁いただいて、品質は一番大事です、やっぱりこれは品質が大事なんで１，８００をなくした

ことで品質が確保をできるんであればそれは当然そちら優先になるんだろうと思いますので、ぜひ一

番大事な部分、品質を確保するが供給メーカーとしては一番大事なことだと思います。是非樽の焼き

増しについては遅くなるかも知らないでなくて、きちんとした確保することでやっていただきたいと

思います。 

ただ、１，８００にこだわって申し訳ございませんけども、実際はそれだったら売った方が金額あ

がったんじゃないと思いますけども、ただ在庫量がないという観点から早急に２０キロの確保を製造

のための努力をしていただければと思います。 

 

○焼酎醸造所長 

 これから９月補正に向けて調整中ですので、できればその中で樽のやり直しを追加させていただき

たいと考えておりますので、協議が終わりましたら、皆様の方にも御報告させていただきたいと思い
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ます。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 １．８はやめちゃったんですか、それとも休んでいるんですか。 

 

○焼酎醸造所長 

 休んでいるという状況でありまして、さきほど説明しましたとおり２０キロの中間タンクの在庫が

整えば一升瓶を復活させたいと思っております。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。全体を通して何かあれば。なければ、終了したいと思います。本日はご苦労様で

した。それでは。 

 

○前中委員長 

 大きな２、次回常任委員会について。 

 

○議会事務局長 

 次回常任委員会でございますが８月３１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。よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

大きな３その他、何かございましたら。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第９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２８分） 

 


