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第４回産業福祉常任委員会会議録 

令和元年７月 18日（木） 

    開 会  午前 11時 15分 

    閉 会  午後  0時 10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平成３０年度介護老人保健施設きよさと運営状況について 

  ②ケアハウスについて 

  ③平成３０年度ケアハウスきよさと運営状況について 

 

 ●焼酎醸造所 

  ①令和元年度焼酎事業実績（第１四半期）について  

  ②タンク容器及び木樽容器使用状況について 

 

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  伊 藤 忠 之    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  村 島 健 二    委  員  堀 川 哲 男 

       委 員  古 谷 一 夫    委  員  岡 本 英 明 

委 員  前 中 康 男    ※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 

■保健福祉課長      野呂田成人   ■保健福祉課主幹      宮津 貴司 

■福祉介護Ｇ総括主査    寺岡 輝美    

 ■焼酎醸造所長      清水 俊行   ■焼酎醸造所主査      廣谷 淳平  
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    書  記  世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○伊藤委員長 

  第４回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

○伊藤委員長  

では第４回産業福祉常任委員会を始めたいと思います。まず一番町からの協議報告事項につ

いて保健福祉課の方から、3点ほど報告があります。課長。 

 

○保健福祉課長  

保健福祉課からの提案案件であります。１点目、平成 30 年度介護老人保健施設きよさとの

運営状況について。２点目、ケアハウスについて。３点目、平成 30年度ケアハウスきよさと運

営状況について担当総括より御説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査  

それでは 1 点目、平成 30 年度介護老人保健施設きよさと運営状況について、指定管理者か

ら報告が上がっておりますのでご説明いたします。保健福祉課提出の資料１ページをご覧くだ

さい。平成 30年度介護老人保健施設きよさと運営状況です。 

1番、入所者・通所者の利用状況です。平均の欄をご覧ください。入所部門につきましては平

均 63．３人。短期入所、平均６．１人の計 69．４人で入所率は 96．３％となっております。

平成 30 年度の動向といたしましては入所と短期入所のバランスをとりながら運営しておりま

して昨年より若干高めの入所稼働率を維持しております。今後の推移を見ていきたいと考えま

す。次に通所部門におきましては、平均 17．４人であり、通所稼働率は 87％となっておりま

す。昨年の平均 13．９人より伸びております。施設の方で鋭意努力していることをお伝えいた

します。 

2番目の入所者の状況ですが、3月末日の状況は入所者短期入所者合わせまして 66名です。 

3番、利用者の介護度区分ですけれども平均というところなんですけど、入所者２．７、通所

者が１．８でした。 

4番、利用者の年齢区分のところですけれども平均年齢としまして入所者は 87．６歳、通所

者は 83．８歳です。 

5番、職員の配置状況でございますが必要基準は満たしております。前年度との比較が、記載
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の通りとなっております。 

6番の施設入所者の料金は、30年度の設定料金を記載しております。以上で運営状況の説明

を終わります。 

 

○伊藤委員長  

今保健福祉課の方から平成 30 年の介護老人保健施設きよさとの運営状況について説明があ

りました。委員の皆様方何かあれば。ありませんか。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

職員の配置の関係なんですけど一時、極めて流動性が高くて職員の確保に苦労されてたとい

う経過があろうかと思うんですけど、現在は落ち着いた状況でそれぞれスタッフの確保を図っ

ているかどうか現時点の状況をお話していただければ。説明頂きたいんですけれども。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

古谷議員の御質問ですが以前はやはり看護師が不足しているですとか。そういうような傾向

がありまして町から派遣している事務長もですね。苦労をしながらというか、いろいろなとこ

ろに行きながら職員確保、資格職確保によるまた努力を鋭意行っていたような状況であります。

町の方といたしましても福祉従事者の関係の補助制度等を拡充もいたしながら行っておりまし

て、現段階では職員配置の方は特に目立つ問題等はないような状況で行っておりますのでご理

解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、何か。ございませんか。どうぞ。 

 

○池下議員  

職員の配置状況ってどうも変わってないわけですけど 29 年より 30 年の方が入所部門に関

しては３人少ないんですよね。これはどういった理由でこういうふうになっているのか。お伺

いしたいなと思いまして。平均の 66．３に対して 63．３。入所者。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○保健福祉課主幹  

老健きよさとの入所と短期入所のあり方につきましては基本的に、70床が長期入所。2床が
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短期入所という形で当初、施設の運営状態を経営しております。ただショートというのはあく

まで、長期入所の空きベッドを活用しながら利用するというのが前提にございまして、たまた

まこの 30 年度におきましては長期入所が少なく、割と短期ショートステイですね。例えば 3

日から 2週間あるいは 3週間という短いスパンでの利用が非常に多かったということで、これ

も施設の基準上何の運営上問題もない状態でして、たまたまそういったご利用が昨年多かった

ということで、一昨年に比べバランスが違っております。 

 

○池下議員  

 わかりました。 

 

○伊藤委員長  

他、前中委員。 

 

○前中委員  

説明というか、確認したいんですけれども、介護支援専門員、30年 29年、同じ４名なんで

すけどもこの中身としてこの備考欄に兼務ってあります。この業務の兼務の方は何を兼務され

ているのか説明お願いします。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○保健福祉課主幹  

介護老人保健施設におきましては介護支援専門員というのは、いわゆるケアマネージャーで

して、兼務で置くことが可能で１人以上ということを基準にございます。うちの場合は１人で

72名の利用者のケアマネをプランを作るというのは非常に苦労するところでして、例えば介護

職員あるいはリハビリスタッフがそういったケアマネージャーの資格を持っている職員も複数

名おりますので 1 人では難しいということで兼務をしながらこの業務に当たっているというの

が実情でございます。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、何かございませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員  

池下さんの質問で確認だけ。入所の部分が常に 72 名が限界でショートステイの部分を必ず

空けておかなければならないという認識でいいんですか。ショートステイを受け入れるために

病床をその分必ず空けてなければならないという認識で良いんですか。 

 

○伊藤委員長  

担当。 
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○保健福祉課主幹  

必ず空けていなければならないという縛りはないんですが、できるだけそういう早急な対応

はできるように配慮しなさいということでして、当然、72床をびっちり埋まっている時も。長

期入所でございますし、その時々の状況を勘案しながらベッドをコントロールしているという

のが実情でございます。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、何かございませんか。なければ２点目、ケアハウスについて担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査  

２番、ケアハウスについては、資料の 2 ページをご覧ください。入所者に動きがありました

のでご報告いたします。前回の報告は 22 名だったんですけれども、７月３日現在のケアハウ

スの入居者数は 25 名となっております。前回の報告よりは清里 1 名、北見１名が増えており

ます。さらに記載のとおり、入居承認を３名行っておりまして合計 28名になる予定です。 

２の今後の予定といたしましては、８月に広報と一緒にチラシの折り込みか、伝書鳩への掲

載を予定しております。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

今、担当の方からケアハウスについて説明があった訳ですけども、委員の方から何かござい

ませんか。 

 

○古谷委員  

今年の町政執行方針の中で当初計画からかなり乖離してるんで、その対応を行っていくって

いう形の中で町外への入居の周知、募集というものを社会福祉協議会に求めていくという、そ

ういった中身になっていたと思うんですが、基本的には 14 億の経費をかけ、さらにコンサル

入れて調査をして実態を把握して現状こういったことを良い悪いではなく、基本としては非常

に違和感があるというのは、まだまだ申し込みたいけども家庭の事情だとか経済的な状況だと

か色んな事を含めながら、施設建設に至る経過等においたその地域の実態の中の入居をされる

その予定者とか希望者の掴み方と、町外に求めていく方針との間に、極めて経営上は当然道外

だろうがどこだろうが入っていただければよろしいと思いますけども、この施設を建設経過の

中においてそのバランスというものをですね。社会福祉協議会との協議の中でどのように求め

ているのか。あくまでも町外中心に入居者をどんどん増やして、経営的な安定を図ることを当

面の目的とするのか、それとも、もう 1 回町内の対象となる方々の掘り起こしだとか、そうい

った働きかけをしっかりやっていくって考え方で、今社協の方で動いているのか町としてはど

のように捉えているのか。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  
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ただ今の古谷議員の御質問にお答えいたします。ご理解いただいているとおり、ニーズ調査

を行いながら 50 床のケアハウスを建築しているような形をとっています。当初でいきますと

1 人暮らしの方で、支援とか援助を受けられない方という形で入居者の募集をしていったわけ

ですが色々とやっていく中で、まだ実際の相談はないとは思われるんですけども、例えば農家

の方であってお年寄りが一緒に住んでる。ただ看られる方は、昼間お仕事をしていて看れない

というような状況もございます。そういった状況も勘案しながらですね１度、社会福祉協議会

の方にはそれらのケースがあった場合、やはり入居の方に進めなきゃいけないというような形

でお話はしている状況でありますけれども、それらが申し込みがあった段階ではたぶん町の方

にも協議がされるかなと思っておりますので、それの入居可能ということで判断をしていきた

いなと考えております。 

今のところその町内の方が少しずつ町外も含めて増えていっている状況でありますが、やは

り５０床の部分を埋めるということも視野にいれなければならないので、先程も申しましたと

おり、町外の方に伝書鳩等も使いながら行っていきたいと思います。ただ、社会福祉協議会にば

かりお願いという形もできませんので、５月には社会福祉協議会の職員とうちの職員と一緒に

町外に行って、ケアハウスについて紹介をしてきている実態もございますので御理解いただき

たいなと思います。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

よく聞く私どもの身内も個人の身内もお世話になって非常にありがたくて非常に高いサービ

スだし、ただ現状としてよく言われるのは、町外のケアハウスこの種の施設、中間施設ですね。

かなり待機状態。社会福祉法人と医療法人が経営しているものについては、かなり待機状態に

なっているという形の中で、ある一定の限度を超えた町外の募集をどんどんやっていくとなる

と結局その町民の需用の掘りおこし、適正な対応とそれが矛盾してくるところが出て来るんじ

ゃないかなという部分。これは懸念されるんですけれども、現時点で課長からお話あったよう

に、ある一定のバランスを取っていく形で理解をしておけば良いのか。それとも、やはりこれだ

け 20 半分も空いていれば当然収入歳入の欠損は莫大になるというのはもう既に今年度当初予

算との乖離というのも現時点で明らかなわけですよね。そういったところでしっかりとその辺、

社会福祉協議会と指定管理業の主体と町との間にすり合せをしながら、町民のしっかりした理

解を当然 15 億という投資をしてですね。多額の投資をした施設ですので、そこはきちんとで

すねやっぱり町民目線でその辺の運営を進める社会福祉協議会を求めて行くって姿勢が、町と

して必要だっていうふうに私としては感じているわけですが、その辺どのように捉えられてい

るのか。 

 

○保健福祉課長  

議員がおっしゃられた部分の待機の状態でありますが、やはり他の町村のケアハウス等を見

ると介護付きのケアハウスという形でうちの町は高齢者住宅こちら側を念頭において建設した

ような形となっておりますので、若干その辺で最後は出てくるのかなと思いますけれども、先
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ほども申しました通り入居の緩和も行いながら町外も含めた中でやはり 50 床埋めていきたい

なと。目標としては本年度３月何とか 50 床いければ良いかなと考えているんですがなかなか

ですね。これもうまくいかない。実際、入居の申込みがあって承認したんだけども、体調が悪く

なってやっぱりキャンセルしたりとか、そのような方もいらしたのが現実でございますので、

何とか埋まるような形で社会福祉協議会のことも話をしながらですね、進めていきたいなと思

いますので御理解いただきたいと思います。 

 

○古谷委員  

あともう１点なんですけど、よく町内の入ろうかなとどうしようかな、迷ってるんだという

方々の声を聞きますと、やはり社会福祉協議会がケアハウスの運営主体であり、老健施設も運

営主体であり、それと病院が併設されている複合施設があのエリアで作られている。躊躇する

１番大きな原因でよく聞くのはもし要介護１になった時、入っててもどうすれば良いんだろう

か。本来であればあのエリアが介護、福祉、医療という機能をあわせ持った施設エリアはそうな

んですが、結局障害を持って施設に入った場合についても出ざるを得ない。受け皿がない。今言

ったように課長がおっしゃったように、町外の社会福祉法人や病院をあの医療法人また公共の

法人で公共で運営してる分についてはしっかりと自立型のケアハウスと老人保健施設とベッド

をもった病院というもの３つが連携しているから、そこに入っても介護１、２になった場合に

ついても何らかの形で対応ができる。特に新しく老健施設は３ですから、新しい制度上は。その

辺の不安が常に付きまとってるんで、本当は入りたいんだけれども、躊躇しているというその

辺の対応をやっぱりしっかりとせっかくエリアとして病院、老健、しかも、老健とケアハウスは

同じ指定管理主体だという考えにたった場合については、もう一度その辺の流れっていうもの

を行政としてですね。しっかりと町民の方にこういった場合はこういった対応方法ができるん

だということを具体的に見える形で。ただ、できること、できないこと確かにあるということを

わかったうえで質問しているわけなんですけども、やはりそれが一番うちの町に欠けているか

ら結局 50 でつくっても当初８に、現時点でも 25 名という実態に強く反映してるんじゃない

か。これが事実じゃないかとその辺の認識は担当課長としては、なかなか答弁しにくいと思う

んですが今後の方向性としてどういうふうにですね。町として医療行政、それから介護行政、保

健行政こういったものは不離一体にやるために投資をたくさんしたわけですから、それが機能

してないとすればやはり何らかの問題点が、どこかに混在しているんじゃないかというふうに

理解するのが普通ではないかと思うんですが、そのようなどのように受け止めているのか。 

 

○保健福祉課長  

大変難しい問題かなと思います。地域包括ケアシステムそのものの考え方に行くところかな

と思っております。古谷議員おっしゃられる通りですね。施設が３つきちんとした形で重なっ

て高齢者の方、障がい者の方とが住み慣れた町で暮らしていける施策、これが必要になってく

るかなと私も頭の中では今描いているような状況でありまして今後の課題ということで、今の

ところ持ち合わせてるような状況でございますので、あとは町の施策的なものもございますの

で今後ですね。首長を含めた中で、協議の方は進めていかなければいけないかなと。またおっし

ゃられた通り、社会福祉協議会それから個人部分ではありますが医療関係、それぞれ契約等に

基づきながらやっておりまして、年度が若干違うような形、それから老健きよさとにおきまし
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ても、この建設費の償還これがまた平成 41 年度その辺で終わるような感じもございますので

そこに向けた中でもですね、やはり内部的には協議の方進めていかないといけないのかなとい

うふうに担当課長の頭の中で描いているということでご理解をいただきたいなと思いますので

よろしくお願いします。 

 

○古谷委員  

随分と現場は苦労されていると話を聞いておりますけども。実態としてあれだけの投資を施

設に一体的にやった。しかも社会福祉議会を受け皿にしたということは、その流れをつくるた

めに仕組みでやったはずなのに、現実的には個々バラバラとは言いませんけども非常に難しい

状況に当町は陥っているというのは事実だというふうに認識したところから出発しなければ、

今言った問題は解決されてこない。逆に言えば町外にどんどんどんどん入居者ケアハウスだけ

でいけば、今言った体制というのは絵に描いたもちと実態の乖離、それぞれの施設の運営につ

いてとか対応については、病院は病院、老健は老健、ケアハウスはケアハウスという、全く最初

当町があのエリアを総合的に、予防から介護からそれから医療、こういったものを総合的に。し

かも今それを求めるという時代にマッチングしてない状況がこのままずっと放置して本当にい

いのかというところに、立ち戻らざるを得ないというのがやはり今置かれている状況、どうし

てもまたいでる。我々もまたいできたけれども、やっぱり実態でこういった状況があるとまた

がないで基本的には、ある一定の中長期の見通しの中においてですね。やっていくという指針

は必要。そのように感じておりますので今後総合計画だとかそういった中において議論される

話ではないかと思います。私自身としても大きな課題だと思ってますんでそこをもう少ししっ

かりと町のあり方についてですね、理事者も含めて問うていきたい。このように考えています。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

議員おっしゃった通り、中長期的な方向性につきましては議論すすめていかなければいけな

い。例えば、例ですけれどもちょうど保健センターと間にあります町道。ここをなくすことによ

って地番を一体化して同一の施設内での利用ですとか色んな方策というのは、出てくるんです。

それらについても、今後は中長期的になりますけども、考えていかなければいけない部分もあ

るということで、今、担当課長の頭の中にあるということしか答えられないですけども御理解

いただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

 

○古谷委員  

了解しました。 

 

○伊藤委員長  

他、委員さん何かございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員  
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現在 25 室空いているということで、先程入居要件の緩和というものも考えなきゃならない

という説明されたんですけども、高齢者住宅ということで年齢制限や縛りがあるんですけども、

その辺の年齢要件の緩和というのは可能なのか可能でないのかというのをお聞きしたんですけ

ども。 

 

○伊藤委員長  

課長。 

 

○保健福祉課長  

うちのケアハウス、60歳からということで言っておりまして、そこの部分ちょっと調べさせ

ていただきたいなと思います。ただ先程も申しました通り、年齢ではなくて要件的なもので日

中帯で見守りができないという部分の緩和については行っていかなければいけないかなという

ことで、１度お話をしているということでご理解いただきたいなと思います。年齢制限につい

ては高齢者福祉施設ということなんで、やはり６０歳が基本だと思いますけれども、何らかの

特別なのがある可能性はあるんですけども、それは調べてみないとわからないですので、後日

回答したいと思います。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、委員さん何かございませんか。よろしいですか。では次３点目、平成 30

年度ケアハウスきよさと運営状況について担当お願いします。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査  

それでは、平成 30 年度ケアハウスきよさと運営状況について、指定管理者から報告があが

っておりますのでご説明いたします。資料３から４ページをご覧ください。 

１の、平成 31 年度３月末日現在の入居者数は 22 名です。男性４名、女性 18 名、うち夫

婦２組です。市町村別につきましては、記載のとおり清里町 16名、斜里町２名、北見市１名、

美幌町２名、道外１名です。サービス種別につきましては、一般 19名、特定これは、入居しな

がら介護サービスを受けている方となりますけれども３名です。ケアハウスの中で介護認定を

受けている方は７名となっております。平均年齢は 83歳、入居率は 44％となっております。 

２番の入居者選考委員会の開催状況です。５回の選考委員会を開催しています。計で申しま

すと申し込み数が 29名、入居承認が 26名、不承認が３名、辞退数が４名、そして入居者数が

22名となっております。 

３番の事業関係でございますが、記載の通りですけれども、ケアハウスの開設以降ふれあい

カフェやクリスマス会などの行事を行っておりまして、また生活協同組合おまかせ便カケルに

つきましては、入居者の買い物を支援するために週１回火曜日に停まっていただいている状況

となっております。 

次のページ４ページですけれども施設見学の状況です。合計で５組、190名の方が来られて

いらっしゃいます。 

５番の職員体制につきましては、正職員が２名、臨時職員が５名の７名です。 

６番の入居料金につきましては、平成 30 年度の設定料金を記載しております。以上で説明
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を終わります。 

 

○伊藤委員長  

今担当の方から平成 30 年度ケアハウスきよさと運営状況についての説明がございました。

委員の皆さん何かございませんか。それでは保健福祉課全般で何か聞きたいことがあればなん

ですが、ありませんか。それでは保健福祉課の方は終わりたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

それでは焼酎醸造事業所の方より２点報告がございます。担当よろしくお願いいたします。

はい、課長。 

 

○焼酎醸造所長  

それでは焼酎醸造所からの報告事項２件について概要の説明をいたします。１点目は、令和

元年度製品販売実績第１四半期４月から６月分でございます。２点目は、平成 31 年３月末に

おけますタンク容器および木樽容器使用状況についてでございます。詳細については、担当よ

り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。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○焼酎醸造所主査  

それでは令和元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１ページをご

覧ください。４月から６月までの前年対比で 202万２千円の増となっております。売上げ増の

原因として５月の長期連休需要による４月末の売上増が大きく付与しておりまして、４月単月

で 206万５千円の増となっております。反動で連休明けの５月はマイナス 39万３千円の減と

なりますが、６月には 35 万円の増と推移しております。パーセンテージでいきますと４月で

前年比 132％、５月は 95％、６月で 104％の推移となっております。 

 

○伊藤委員長  

令和元年度焼酎事業実績第１四半期について説明がございました。委員の皆様、何かござい

ませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

確認というか前年対比４、５、６という部分で出てるんですけど、これはあくまでも前年の価

格改定後の伸びが戻ってきたという理解でよろしいですかね。価格の反動から昨年はちょっと

落ち込んだんですけども、今回はそれに近い形でこれだけの伸び率、前年単月で 132、下段の

方に書いてるんですけども、そういう理解でよろしいですか。 

 

○伊藤委員長  

課長。 
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○焼酎醸造所長  

値上げの影響という部分で全くないということにはなりませんので、販売量につきましては

確実に減少しましたので、値上げの影響を受けた形となっておりますが、販売額につきまして

は平成 29年度が約１億 300万。平成３０年度が値上げによる毎年の影響も多少あったんです

が、１億 800万という形になっておりますので、大体その金額的に言う値上げの影響抜けたな

というのが１億円超えぐらいが第１の目標かなというふうに考えておりますので、前回の昨年

につきましては、２月の値上げということで４、５、６あたりは確かに減少という部分が見えた

んですけど、今回それに対して約５～10％の間の上昇ということで今回の第１四半期につきま

しては金額的に言うと、ほぼ値上げの影響を抜けたかなというふうに考えております。 

 

○前中委員  

これから仕込みの関係で原材料の確保という部分も、ここには関係しないんですけどもそこ

ら辺の方もある程度の確保というのも間違いなく担保されているんですよね。原材料。いもだ

とか。 

 

○伊藤委員長  

所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 原材料の麦に関しましては、本年度既に契約が終わっていまして、状況は伝えております。い

もの方につきましても、材料を手配していただく３名の方と既に契約が終わっておりまして、

そちらの方も準備の方進めております。 

 

○伊藤委員長  

よろしいですか。他、何かございませんか。ないようでしたら次２番目、タンク容器及び木樽

使用状況についてお願いします。担当。 

 

○焼酎醸造所主査  

２点目、前回御質問いただいておりましたタンク容器及び木樽容器使用状況について御説明

いたします。資料２ページをご覧ください。タンク容器現在 85 本を所有しております。発酵

タンク、貯蔵タンク全てを合算した場合、容量にして 49万９千 873リットルですね。およそ

500 キロリットル分の容量となっております。３月末時点ではこのうち、12 万７千 218 リ

ットル。これを酒類貯蔵に使用しており、充填率としては 25．４％なっております。 

木樽容器に関しましては現在 254本を所有しておりまして、容量にして７万 233リットル

分およそ 70キロリットル分の容量としております。３月末時点でこちらは６万５千 971リッ

トル。充填率で 93．９％を使用しております。 

資料３ページにつきましては貯蔵用タンク容器の個別の一覧となっております。樽熟成酒に

関してですが、平成 30 年度 65 キロリットル販売計画において北海道清里樽、こちらの一升

瓶販売停止している状態での必要な樽熟成酒の量は、貯蔵損失を含め約 45 キロリットルとな

っております。 
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これに対し、毎年樽からの熟成酒の抜き取りは、年により差はありますが、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後、増大したこの樽熟成酒の出荷数量分につきましては、それ

まで保持しておりました熟成酒の在庫。これは樽から抜き出した分をタンクの方で所持してい

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キロリットル保持

していたものが 29 年度末時点で、３．５キロリットルとなっておりまして、リニューアル後

の４年間でこの貯蔵酒保持分を 85％消費した形となっております。 

30年度末時点で、新規購入及び焼き直しにより年間で 106樽分 49キロリットルが熟成予

定であり、今年度末で熟成酒在庫は７．７キロリットルとなる見込みです。理想としましては

20キロリットル程度を熟成酒在庫として確保したいと考えております。 

また現在３０樽を新規購入および焼き直しを進めておりまして、約 6．３キロリットルを見

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などにて年間４．２キロリットル

を増産できれば令和元年 10 月頃に熟成在庫 20 キロリットルを確保できる見込みとなってお

ります。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長  

今担当より説明があったわけですけども、委員の皆様方、何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

基本的にタンクが全体でいくと、８５あり使って空が６２ということで、ということは基本

的に熟成含めて木樽以外は、今後購入してく形は必要ないというふうに耐用年数による劣化と

かそういった形の中での処理は必要だというふうには当然思うんですけど。それともう１つこ

れだけ使ってない樽が空容器が６２あるということは、そのスペースを沢山取っているという

ことですね。今後いろいろと配管とか老朽化したものの更新というのがある時期水回りで熱回

りとなってきた時に今後必要とする現時点の熟成及び販売等に口コミで売り込んだ場合につい

ての適正のタンクの容器の全体量というのはどの程度取られているのか、そして今言ったよう

に、これが工場の中のスペースとして倉庫スペースや保管のスペースとしてかなりの部分を占

めていると思いますけれども、その辺をどのように処理をされていくのか。その辺の施設全体

の活用とか運営とか保全だとかいうことについてはある程度の見通し今まで検討されてきたの

かどうか。マックスで 200 とか作る時代のそのスペースでタンクが置いてあると思いますけ

ど、その辺の今後、修繕とか修理だとか配管のやり直しとかというのは耐用年数も老朽化とと

もに必要とされてくる時期が目の前に来てる部分もあろうかと思うですが、その辺についての

意識というのは現場としてどのようにされているのかなと。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○焼酎醸造所主査  

こちら資料２ページのタンク容器の一覧ですが、タンク容器全体で 85本、空容器数で 62本

となっておりますが、下の方の注意書きにも書かせていただきましたが、貯蔵用除くタンクは
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基本的に用途外の充填は不可ということで発酵用のタンクまたは作業用の小タンク、この 85

本のうち 10リットル、20リットル程度の小タンクもかなりの数がございますので、それも含

めての全体数 85 本のタンク数となっております。空容器の本数に関しても現在、醸造時期で

はございませんので発酵を行っていないタンクまた醸造作業に使っていない空の小タンクにつ

きましては、この空容器の中に含まれております。タンク容器貯蔵用のみ場合、こちらの表です

がこちらが実際のお酒の貯蔵熟成の用途で使用しているタンクになります。こちら容器数 31

本、空容器数 17 本。こちらが実際の酒類の貯蔵に使っている容器になっておりまして、こち

らの貯蔵用の容量が 35万８千 913リットル。充填量が 10万２千 577リットル。となって

おります。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

基本的に聞きたかったのは現実的に仕込み、販売量というのはある一定の落ち着きを見せて

きた中において、現実的に使用しないタンクだとか貯蔵しないタンクが大量にあるというふう

に認識していいのかどうなのか全て今ある容器、タンクというのは使用に供するという前提で

施設の中に設備されて、保管されているのかその確認をもう一回。 

 

○伊藤委員長  

所長。 

 

○焼酎醸造所長  

表にあります通り、タンク全体というと 85 タンクありますが、実際に作業用途タンクを除

いたものが下の貯蔵用ということで実際 31 タンクとなっております。空きタンク 17 となっ

ておりますが、これは今年製造した部分約 40 キロの原酒を貯めるタンクおよび何年かに一度

におきます保原の浪漫倶楽部を原酒で入れる分、それを樽貯蔵にしてまた作業用に戻すタンク

も必要になりますんで必ずしも 17 空いているから 17 空きっぱなしだということではなく、

今後の作業にもこの 17を使うものがあるということで理解していただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

現実的に、生産量をここまで落としていった時に所長おっしゃったように使う可能性がある

というふうに、どう見ても使わないよねと。今ここで見ていると 10 キロリットルタンク貯蔵

用で８ですよね。10％余裕みたっていくつになります。20 キロタンクが６つですよね。保原

云々って話もされていますけども、それに供するだけの数の十分すぎる以上に。良いとか駄目

とかではなくて現実的な話を沢山あってこのまま使わないのに管理をするのも大変ですねとい

う話をさせていただいているのであって。当然、今後その施設の更新とかそういったことが当
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然蒸気を使ってとか色んなパイプの配管だとか老朽化した時にタンクに接続するという前提に

たった場合にそれ移動できないわけでしょ。タンクそのもの大きいやつは。現状の位置しかい

けないわけだから、そういったことを考えた時に施設の整備をやるにおいて適正なタンク利用

にきちんとコントロールして適正なそういった保全、修繕をやっていくってことを考え方にた

たないと今の現状使わないやつも含めて全部ですね、配管のやり直しをやろうとか、蒸気をや

ろうとなると、過大投資になるわけだから、そういったことを含めた部分の認識をどのように

現場として持っているのかっていうことを確認したいわけであって、良いとか悪いとかの議論

をする必要全くないのでどういう認識で捉えているかと現場として必要な空きがこんなにある

という前提に立って今後の見込みも含めてですね。どの程度必要という認識になっているかと

いうことで。全部あるものを使えって使う必要ないという議論をするつもりは全くないので将

来の見通しを考えた時どれが適正なタンクの所有であって保全なのか。ということを確認した

だけであって。 

 

○伊藤委員長  

担当。 

 

○焼酎醸造所主査  

そうですね、タンク総量としましては確かに総量 200キロリットルの総量を計画してタンク

の方も整えられたものではあります。ただ、こちら熟成年数これの期間数によっても、ある程度

必要なタンク数が変わっておりますんで今、現在過去何年間か 20 キロリットルベースで生産

していた時期もあり、かなり熟成年数浅い物が多くなっております。これを補填するために熟

成年数をおくためのタンクを今後確保していくとなると現状しているタンク数量も必要になっ

てくる部分がございますので、単純にその年度だけの必要数量でタンク数量を決めてしまうわ

けにいかないところがございますが、現状のタンク数量、これ以上増設する必要となるとなか

なか可能性は低いかとは思いますが、現状設置している分については使用していく可能性は少

なからずあるというふうに担当としては認識しています。 

 

○伊藤委員長  

古谷委員。 

 

○古谷委員  

了解とか云々という意味でなく、最大 200キロリットル近くまで作った当時の設備ですよね

全部。タンクの数も今後今言ったような熟成も含めてというのは十分理解している。その中で、

今の規模のものをずっとそのままで維持、保全していくとなると、当然一般会計も持ち出しも

している。そういったことを考えた時、将来見通した時に適正なタンクの数だとか、今後伴う修

繕等については、ある一定の施設はどの程度あれば十分なのかってきちんとコントロールされ

た中でされていかないと。足し算、足し算で今まできているわけだからその辺をしっかりと俯

瞰していかないといけない時期にもう来てるんじゃないか。当然焼酎の中長期計画作りました

よね。その中である一定の設備の更新といのも当然うたっているわけですよね。うたっている

わけだから、コントロールするためにそういった基本的な計画を俯瞰してないとだめな時期に
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来ているんじゃないですかってことを言いたいわけで非常に難しい話だと思いますんで、別に

特段答弁は求めませんけど、やはりそういったことを現場は現場でしっかりと掴んだうえで、

全体的な計画をバラ色のものではなくして、現実を踏まえた中で戦略的な中長期計画を展開し

ていくという立ち位置に立たないといけない時期に来て、これは焼酎だけではありませんけれ

ども、そこをやっぱり現状認識のあり方みたいなもの、現場の職員がやっぱりしっかり持って

いくってことが必要じゃないかなと思っておりますので、今後、その辺について中長期計画を

展開してくわけですから、そういった認識に立っていただきたいというふうに思っております。

答弁いりません。難しい話なんで。答えきれないと思いますので。 

 

○伊藤委員長  

いろいろとあると思います。答弁はよろしいそうなんで。他、何か。よろしいですか。醸造所

全般として何かありませんか。いいですか。それでは焼酎醸造所の方からの説明を終わりたい

と思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長  

大きい２番、次回常任委員会について。 

 

○議会事務局長  

次回でございますが８月 28日水曜日を予定しておりますのでよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長  

大きな３番、その他何かございませんか。 

 

○議会事務局長  

所管事務調査の関係でございますが、11月 18の週で調整しておりまして視察箇所との兼ね

合いでまだ視察先については決定しておりませんが、認知症の対応の関係でグループホームの

視察を今検討しておりますのでご報告だけ申し上げておきます。 

 

○伊藤委員長  

他、何かその他で。委員の方から何かありますか。前中委員。 

 

○前中委員 

今、タンクの関係出たんですけど、委員会としてもし、どんな施設か見るのも。多分見てない

議員もおられると思うので皆見ていると思ったんですけど、もし次回の委員会で時間が可能で

あればどうでしょうかという提案ですけども。 

 

○伊藤委員長  

わかりました。もしそういう皆さんの要望があれば、所管の方で調整しながら視察という形

で考えますので進めてみます。他、何かございませんか。 
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  ●閉会の宣告 

 

○伊藤委員長  

第４回産業福祉常任委員会終了したいと思います。ご苦労さまでした。 

（閉会 午後０時 1０分） 

 


