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第１５回産業福祉常任委員会会議録 

平成２４年１０月２２日（月） 

    開 会     午前 １０時２０分 

    閉 会     午前 １１時１８分 

 

 

〇会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●産業課 

  ①パパスランド活動室並びに屋内遊技場の改修計画（案）について 

  ②平成２４年度清里焼酎販売実績（第２四半期）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  村 島 健 二    副委員長  澤 田 伸 幸 

     委 員   田 中   誠    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  勝 又 武 司    委  員  池 下   昇 

    委 員    前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■産業課長       斉藤 敏美    ■農業Ｇ総括主査    武山 雄一 

 ■商工観光・林政Ｇ総括主査 野呂田成人    ■焼酎Ｇ主幹      松浦  聡 

 

  

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  柏 木 繁 延 

      主  任  鈴 木 由美子 
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●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第１５回産業福祉常任委員会を開催したいと思います。 

 

 

○村島委員長 

 町からの協議・報告事項について、産業課より①、②について説明をお願いします。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 それでは、産業課から１点目のパパスランド活動室並びに屋内遊技場の改修計画（案）につい

て、ご説明申し上げます。 

 資料の１ページをご覧ください。お手元の資料の左側が現状の施設図面、右側が改修計画案と

なってございます。まず、右側の改修図面をご覧いただきたいと思いますが、事務室を現在の位

置から入口正面に配置し、現在の事務室については倉庫として活用する計画となってございます。

これにつきましては、現在の生産活動室２及び３に配置されております前室３及び４を撤去し、

生産活動室３を配置替えすることにより、収納スペースを確保するためとなってございます。ま

た新たに、生産活動室３の前に休憩室を設置し、現在の受水槽室を機械室として改装する予定で

ございます。渡り廊下につきましては、パークゴルフ場利用者等がインドアプレイグランドのト

イレを活用したり、新設棟への往来をし易くするための観点から、渡り廊下の北側及び南側にド

アを設置するとともに、活動室を外部から遮断するためのドアを設置する計画となってございま

す。 

 概要につきましては、以上でございます。よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 ただ今、パパスランドの活動室並びに屋内遊技場の改修計画（案）について説明を伺いました。

委員の方、何か質問ございませんかでしょうか。 

 

○前中委員 

 今、構造的な変更箇所が指摘されて、生産活動室の面積の拡大、あるいは事務所等の位置とい

う大まかな説明があったのですが、根本に関わる部分の生産活動室のあり方についての協議等は、

どのような形で進捗されているのか。 

 もう１点、町が実施したまちづくり対話懇談会等で、加工施設の関係に対して、パパスランド

の農産物加工施設が保健所の営業許可できる施設に改修して欲しいという要望が出ていたと思う

のですが、それについての具体的な取組み等が説明できるのであれば、説明願いたいと思います。 

 

○産業課長 

 この施設は、約２０年ほど前に生産活動の体験施設として、建設された施設でございまして、

今後につきましても、体験加工施設という基本的な考え方は変えないで改修してまいりたいと考
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えております。 

 次に、町長の懇談等で地域から出ております、製造加工ができる施設に整備改修して欲しいと

いう件でございますが、前段申し上げましたとおり、体験加工施設という目的からいきますと、

製造加工の許可を取ることはしないで、多くの町民の方々に広く活用していただけるような施設

整備に図ってまいりたいと考えているところでございます。但し、改修にあたりましては、保健

所の製造や加工の許可も得られる衛生設備は整備してまいりたいと考えているところでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員 

 今、加工室の対応に対しての地域からの要望等で、保健所の許認可と言いますか、そういう部

分では営業目的では可能ではないと。但し、それに向けての施設としての保健所の許可はクリア

できるという説明があったのですが、仮にどのようなものを加工するのかという点と、もう一つ、

隣に陶芸室という、これも体験活動ができる施設だと思うのですが、食と土、そういう部分の兼

ね合いで、許認可を出す保健所からの指導はないのかどうか。その辺について、何ら問題がない

と言えば良いのですが、その辺に対して説明願いたいのですが。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ただ今の前中委員のご質問に対しましてお答えしたいと思います。隣が陶芸室で、一応、食品

加工室の生産活動室は３ということで、以前は活動室の２から３へ、左側の図面を見てもらうと

扉とかも付いていたのですが、それが全て無くなって、１室そのままという形になります。それ

で、現在この図面につきましては、実施設計をやっている中間でのものですので、保健所への許

可につきましては、今、課長が申し上げましたとおり、許認可については取らないような形には

なっているのですが、一度図面ができた段階で、保健所の方にも持参いたしまして、このような

形になりますという形で伝えていこうと考えております。一応、今回の改修後の図面を見ていた

だくとわかるとおり、ちょうど廊下になっていた部分が、前室と休憩室となっておりまして、ま

るっきり陶芸と生活活動室３につきましては、一緒の形にはなっていないということがあります。

それと、本来現在の道の駅としてのパパスとしてもそうなのですが、土足ではなく、靴を履き替

えるような形で中に入っているのですが、今回、改修後の施設につきましても、土足にはしない

で、靴を履き替えていただいて入るような形をとっていきたいと考えております。土足のまま入

っていきますと衛生面等でも問題がありますので、中で靴を履き替える形での施設運営を図って

いきたいと考えております。以上です。 

 

○前中委員 

 今、土足の件が出ましたが、陶芸を利用されている方々と、仮に農産物加工を利用される方が、

休憩室というゾーンで一緒になるというはないのでしょうか。僕も良くわからないのですが、そ

の時に陶芸等のその粉等が一緒になると、やはりそういう部分ではどうなのかなと思うのですが。

別な休憩所を使うという利用体系を取るのか。同じような形で、生産活動室３の部分ではあくま

でも横の休憩室の利用と捉えて良いのか。その辺、ちょっと確認ですが。 

 

○農業Ｇ総括主査 
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 今回、新たに設置します休憩室につきましては、農産物加工室を使われる方々については、前

室において、いわゆる活動室の上履きではなくて、新たに靴を履き替えられるといった方式を取

っています。かつ、生産中の物を確認できるような形での休憩室ということで、専用で活用して

いただこうと考えております。陶芸室の皆さん、あるいは手工芸室の皆さんにつきましては、旧

来からあります研修室の方を活用いただく形で運営を図っ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。よろしくお願いいたします。 

 

○加藤委員 

 そこの部分は私は特に問題はないと思いますが、問題は、札弦のこの加工施設というやつを、

保健所の認可を受けると言っても、これ全て受けれるわけではないんですよ。どの部分に対して

と言うか、何をするかってことでの許可でしかないのですから、その施設を全部許可取っておい

て、これもあれもということにはなかなかならないと思う。そういう許可のあり方は無いと思う

ので、私はそれで良いと思うんです。ただ、今言われた、許可が取れる施設にきちっとしておき

ますよってことが大切だと思うのです。その中で、畜産関係はしない、農産加工関係だけででき

る、それもどの程度ができる施設を造るかということが、これは器の問題でしかないけども、中

の施設の問題もあります。それはちょっと置いといて、問題は幅広く町民の皆さんに使っていた

だくことは良いです。でも、販売目的は駄目だと言いながら、試食をしてもらういろんなことの

中では、ある程度試験的に３００万で事業を展開する第一段としての事業展開のために、これは

保健所の認可を得て、原価分の利益は出ないけども、材料代ぐらいで皆さんにちょっと試食して

もらって、やりたいんだっていう事業展開も試作も駄目という判断でいくのかどうなのか。ここ

だけきちっとはっきりしていただきたいと思います。 

 このことが、継続してやるということではなくて、試しにやってみるとか、要するに、空き店

舗活用なり、新事業６次化の関係で進めていく前段として必要なわけです。これさえも認めない

ことになったら、何のための施設なのか。確かに、当初造った施設は、実際には体験する、ある

いは自分で作って自分で食べるというものでしたが、時代と環境といろんなことを考えていった

時に、この施設を有効活用して一歩前へ進めていくという観点から、どのように捉えていくのか。 

 まとまっていないようですので、その辺については、是非そういう形を含めて展開をしていか

なければ、今回の施設の意味合いが無いってことなんですよ。だから、許可を取るのはあくまで

も個人ですと。個人が保健所に申請した時に、許可が得られる施設にきちっと造っておく。この

ことが大切なのです。それも条件の中に、例えば何回も同じ物の申請は駄目ですよとか、１週間

も独占して使う使い方は駄目ですよとか、使用基準をいろいろと検討していかないとならない部

分があると思うのですが、この辺についてだけ、きちっとやっぱり整備をして、せっかくですの

で、していかないと駄目だと思います。管理運営の方法の中で、新しい専任の掃除やそういう専

門の人を置くという、この辺の捉え方もあるわけですから、この辺具体的にどうするか。 

 施設の図面だけの話になると１点だけ。この渡り廊下で、今度の道の駅の部分で、トイレを利

用するために扉を付けてありますが、ここの部分についても、土足をしないということなのか。

ここの部分は土足にするということなのか。この辺についての考え方はどうなっているのか。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 こちらにつきましては、土足でそのまま入っていただけるような形で、運用を図っていきたい
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と考えています。 

 

○加藤委員 

 と言うことは、インドアプレイグランドの方のトイレについては、土足で行けますよと。だけ

ども、インドアプレイグランドについては土足ではないわけですから、ここの部分のホールの中

でのきちっとした環境づくりをしていくってことですよね。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 加藤委員からのご質問で、生活活動室３の中で、どのようなものを作るか、それと許可の関係

がございましたが、施設自体は町の施設になりますので、個人個人が許可を受けるということに

はならないと思われます。施設の中で、この施設がそれらを作る物、物によりますが、それに対

して対応できるかどうかというような形での許可の形になるかと思いますので、町としては、入

った時の手洗い場とかがきちんとついていなければならないなどがありますので、それらがきち

っと認められるような形づくりというものを、実施設計が完成した後ではちょっと難しいので、

その前段で、網走保健所の方に行って、いろいろな確認事項をとってまいり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。 

 

○加藤委員 

 許可の取れる申請なのですが、そこを使って何かを作ろうとした時には、個人が保健所に申請

をしないと駄目なんですよね。一部販売をと考えた時に。でも、そこのところを１回か２回は認

めてあげないと、そこを全く無視をするのかどうなのか。ここは重要なところなので。 

 私は例えば、試験的に作って、さっきも言いましたが、皆さんに試食してもらう。でもそれは、

例えば定期的に１週間に１回、ずっと１年間通して使うというのは駄目ですので、それは企業を

興してくださいと言うのはＯＫですが、年に１回とか２回、例えばイベントに合わせて事業とし

ては興せないけども、皆さんから評価を受けたいという部分は、私はＯＫだと思うので。 

 その辺について、これは今回の対話懇談会の中でも意見が出てきているいろんなことの中では、

確かに事業を興せという考え方もわかりますが、その一歩手前をどうしていくかということも、

非常に大切だと思うので、この辺については、駄目ですというような話にはならないで、できる

環境と方策を考えて、どうしたらそれができるのかについての検討を、早急に私は進めていって

いただきたいと思います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 今回、８月ぐらいに、漬物の関係での食中毒の問題がございまして、網走保健所の方でもいろ

んな対応策、それから私どもの方でも産業まつりで手洗いのアルコールを配ったりだとか、いろ

んなものがあります。実際にそれをやる場合につきましては、食品衛生管理者の資格がないとい

けないですとか、そのような形がありまして、網走保健所の方でも年に数回、多分その資格を取

れものがあると思いますので、それらも含めた中で、網走保健所の方に確認事項として、きちん

と確認をしていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○加藤委員 
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 今、言われたことが非常に大切で、そのために今回の新しい施設に関しては、管理者を置きた

いという意向もあるわけですから、是非その人にその衛生管理資格も取らせて、そういう形の中

で、方法を常にいろんな条件というものをクリアしてやっていく。清里町でまた別個に産業まつ

りのために、それを受けた施設もあるわけですから。それができて、今度新しく町民向けの施設

でできないなんてことはあり得ないはずです。よろしくお願いします。 

 

○前中委員 

 まだ勉強していないのですが、今回、農産物加工施設という括りで考えないで、農産物加工研

究所という形であれば、保健所の許認可の中でどうなのか。よく農産物加工の中で出てくるのは

研究所で製造企画してというのが散見されるのですが、ちょっと的外れな意見かもしれませんが、

その辺ちょっと考慮してと言うか、考えていただきたいと言うか、調べていただきたいと思いま

す。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 今言われた、加工研究所という部分は、私も勉強不足でわからないので、保健所の方と確認事

項ということで、していきたいと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○勝又委員 

 ２つぐらい聞きたいのですが、生産活動室の改修の関係については、かなり早い時期からいろ

んな論議をして、議会側にもいろんなことを提示されたと思います。２０１１年６月１０日に、

札弦の基本計画案が出ているのですが、この時には加工室の部分について、特産品の加工、畜産

部門と分ける、農畜産加工室と分けるという形で、おそらくいろんなことをあそこのワンフロア

の中でやっているということがありまして、これは保健衛生上良いことではないので、そんなこ

とも含めての打ち出しではなかったのかなと思います。そんな部分で、前回の説明の中では、大

きな改修工事も年数もそこそこですし、補助事業でやった施設ですので大きくいじれないという

ような答弁をいただいたのですが、当初のこういう計画から、ちょっとかけ離れていっているよ

うな気がするのです。そこのところの説明をいただきたいと思います。 

 それと、保健所の部分については、確かにそこを占拠されて製造加工するとなると、他の町民

にも迷惑がかかるということもありますから、そのことについては、前もって許可を得られるよ

うなものを保健所の指導の基にやっていくことは、僕は理解したいと思います。でも、１１年の

時にも、特産品の加工というのは全面に出て、改修工事の計画として出てきたような部分があり

ますので、そこら辺は大きくかけ離れたのはちょっと説明していただきたいなと思います。 

 それともう１つは、ここに改修後ということで休憩室を設けているわけで、これは前回も言っ

ているのですが、従来の陶芸の方の１部屋として前室、ここと裏の冷蔵庫を置いている裏口に通

じる前室、ここは壁を取って広げるのですが、実際には改修後の部分で、前室が伸びてくる分と

休憩室で、はっきり言ってスペース的にはプラスマイナスゼロですよね。加工室自体の床面積は。

この加工の関係については、加工室自体が手狭だと。パンを焼くような仕事をしている時に、他

の加工室で仕事ができないといった部分で、広くして欲しいという要望はかなり前からあったの

ではないかなと思います。せっかくこの広げたのに休憩室で、またさらに潰れてしまうというこ

とで、そのことも含めて、休憩室の必要性はあるのかどうなのか。僕もこの部分で、利用してい
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る方にいろいろと聞いてみたのですが、休憩室はそこに必要なのかと聞いたら、実際には貴重品

を目の届く所に置くってことなのですが、僕は前室に鍵のかかるロッカーでもあれば解消できる

ことでないかなと思います。それで、休憩室は必要かと言ったら、時間で借りている生産活動室

なので、休憩する時間ってそんなに無いと思うんですよね。ちょっとパンが焼けるまでとか、そ

れくらいだと思うんです。そうなるとすれば、こちらに大きな研修室と休養室があるわけですか

ら、貴重品の関係だけであれば、鍵のかかるロッカーがあれば、わざわざ休憩室ではなくて、休

養室などで解消できるのではないかなと思います。一体、その休憩室の必要性が、どれぐらいの

人間からどんな形であったのかを聞かせてもらいたいと思います。そのことも含めて、もう一度、

多く利用される側の人間の話なども良く確認した中で、できてしまってから、ここはこうした方

が良かったということがないようにしてもらいたいと要望します。ちょっとそこだけ聞かせてい

ただきたい。 

 

○産業課長 

 １点目の、農産物関係と畜産物関係の部屋を分けるという、当初の考え方でございますが、当

初は確かにその農産部分と畜産部分を一緒の部屋でやるというのは、保健所の衛生的な部分等も

あるということで、分けてという基本的な考え方で進んでいたものでございますが、しからば、

手工芸室の方も陶芸の方も無くすわけにはいかないと。また、この事業は当初、補助事業でやっ

たということもありまして、抜本的な改修で部屋を替えるということも、なかなか難しいという

ような中で、ＪＡ女性部だとか、ここの施設を多く利用されている方々のご意向を聞きますと、

現段階においては、畜産部門についての今すぐやりたいという意見があまり多くはなかったとい

うようなことから、結果的に農産物加工については分けないで、今の間取りの部屋割りの中でや

っていくというような中で、昨年議会にも一度報告をさせていただいたところでございます。 

 次に、加工室の方の前室を無くして、休憩室を設置した関係でございますが、今、勝又委員お

っしゃったとおり、加工室全体の面積については、今までと面積は同じでございまして、決して

広くするということではありません。さらに、休憩室の利用はどのくらいあって、どういう方々

から要望があったのかという部分でございますが、これについては、農協女性部の役員会等でお

話を伺ったところでございますが、是非この休憩室が欲しいと、各集団から出ている役員さんか

らの強い要望で、これを設けることにしたところでございます。自女連の方とも、また多く利用

されている方にも聞きましところ、利用される方々の意向としては、休憩室でちょっと休みなが

ら仕込みした物の焼き具合だとか、そういうものを窓越しに見える休憩室が欲しいということで、

設置したところでございますので、ご理解を賜りたいと思います。 

 

○勝又委員 

 女性部の方からの強い要望ということですが、僕も役員に聞いたのですが、聞き方の違いで捉

え方も違ったのかなと思います。しかし、手狭であるという部分の解消が、今回なされないとい

うのが、当初から何かの作業をしていた時に、他の作業が同時にできないことがありましたから、

せめて多くの人に利用してもらおうとしたら、おそらく時期が重なるんですよ。利用する時期が。

これから冬にかけて加工室の利用というのは、ピークに達するかと思うのですが、かち合った時

に、せめて同時進行で２つぐらいは仕事ができるように、そういう体制も考えていくと、確かに

要望として休憩室の要望があったかもしれませんが、より広く使い易く改造したんだというよう
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なことで、この休憩室はあまり必要性はないと。休養室、研修室で休憩するような形を取ってで

も、少しでも広く利活用できるような形を取ってあげるのが、僕は鉄則かなと思います。そのこ

とも含めて、再度検討していただきたいと思います。 

 

○商工観光・林政Ｇ総括主査 

 ただ今、勝又委員から言われたとおり、面積的には大きくなっていませんが、テーブルの配置

ですとか、備品の配置等、使用している方ともお話しながら、使い易い施設設備の配置をして、

この大きさ自体が決まっておりますので、何とか使い易い施設づくりについて、もう一度話をし

ながらやっていきたいと思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 この備品、器具の更新、あるいは清掃、それらについては具体的にはもうでき上がっているの

ですか。そしてそれをいつどのように提示し、それらの関係はいろんな方面に、もう既にこうい

う形でしていきますということで話されているのですか。この事業がこのように決まりましたじ

ゃなくて、こういう計画をしていますという部分での説明、あるいは要望をもう一度聞くという

作業を、それぞれの利用団体にされているのか、されていないのか。される予定があるのか。そ

の辺についてはどうでしょうか。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 備品の整備計画に関しましては、現在はまだ検討している最中でして、使える物、使えない物

を含めて洗い出しを今やっておりまして、物によっては新しい機能の付いていたりですとか、共

有できるような機能があったりですとか、そういった諸々の物を検討しながら、選定作業をやっ

ている最中でございます。そちらの作業につきましては、新年度予算に向けて作業を進めていく

予定ですが、先ほど加藤委員から言われました、各団体に対してこういう計画ですよという開始

の部分についても、やっていきたいと考えてございますので、ご理解賜りたいと思います。 

 

○加藤委員 

 そういう方向で是非進んでいただきたいと思います。現時点で、例えばこういうスペースで、

同じ物を入れるにしても、今まであった物よりも実はスペースがいるだとか、ここはこのように

しないとならないだとかがあって、結果的にスペース的な配置を考えた時に、この休憩室はこれ

では足りないとかという状態も起きるわけです。器の中に入れようとしても入れられなくなって

しまうんですよ。これは同時進行しなければ何の意味もないことなんですよ。２年も前からスタ

ートされているのに、今の話を聞いたら、仕事が全部後手後手なんですよ。このスペースの問題

だって、前回提示してくださいと言ってやっと出てくるんですよ。もう少し、前向きに仕事をし

てください。後手後手にならないように。器ができて、入れようとしましたが、入りませんでし

たと、こんなことにならないように、是非取り組んでいただきたいと思います。 

 

○農業Ｇ総括主査 

 加藤委員ご指摘のとおり、前向きに進めさせていただきたいと思いますので、どうぞご理解賜

りたいと思います。 
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○村島委員長 

 よろしいですか。無いようですので、次、②の平成２４年度清里焼酎販売実績（第２四半期）

について、説明願います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 それでは２ページの平成２４年度清里焼酎販売実績（第２四半期）について、ご説明申し上げ

ます。 

 ご説明の前に記載の訂正がございます。下から１０行目、４４％の欄の右端の販売金額ですが、

前年対比の金額欄が、３万６,５２０円と記載してございますが、１２３万５,０１５円が正しい数

字でございますので、訂正させていただきたいと思います。申し訳ございません。それと、平成

２４年度清里焼酎販売実績でございますが、表の上に第１四半期と書いておりますが、第２四半

期までの販売実績でございます。申し訳ございません。 

 それでは、ご説明させていただきます。４月から９月までの販売金額は３,４９２万２,５３４円

で、前年対比で５７万１,１９４円の減でございます。表に基づきまして、上からアルコール度数

別では、１２％製品で１万９,６２６円の減、２０％製品で２万１,３０６円の減、２５％製品で４

０万４,００７円の増、３５％製品で９万３,５７６円の減、４４％製品で１２３万５,０１５円の

増となっております。製品別では、４４％製品の北緯４４度、清里セレクションが増えておりま

す。下段の方になりますが、その他酒類が減となっておりますが、これにつきましては、本年５

月末で終売いたしましたパパスファーム、オム、オホーツク等の関係がありまして減となってお

ります。酒類合計では、前年対比６７万５,６５７円の増となっております。水につきましては、

昨年と比べまして６６万９,６３５円の減となっておりますが、昨年につきましては、東日本大震

災の関係で支援物資あるいは水の問い合わせ等も増えまして、その関係で販売が増えておりまし

た。さらに下段ですが、送料他については、去年と比べて５３万４,５３１円の減となっておりま

すが、昨年につきましては焼酎工場で直接物資を購入して販売しておりまして、その売上が１６

００個ほど、５８万円ほど入ってございましたので、その分の減少となっております。なお、焼

酎ボンボンにつきましては、昨年１０月より町内の取引しております酒類小売店に引き継いでい

ただいて、販売を続けております。対予算執行率では５２．０％となってございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○村島委員長 

 ②について説明がございました。委員の方、何かございませんか。 

 

○前中委員 

 細部に渡って各商品のその前年対比等が出て、アルコール度数によってばらつきがあると思い

ますが、総括としてどのように捉えているのか、ちょっと説明していただきたいのですが。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 全体額としては減少しておりますが、お酒、焼酎に関しましては、ほぼ前年並みで推移してお

りますので、決して良いとは申し上げられませんが、このままの件数で今後も進めていきたいと
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考えております。 

 

○前中委員 

 本当に細部良く検討して、その他酒類で商品の見直しの中で、マイナス８０何万ですか、そう

いう部分で大きい。しかし、ある一方では、北緯４４度の販売が突出して増えている。そういう

部分も、やはりしっかり説明していただきたい。どのようなことでこのような実態になったのか。

それに対しての説明をいただきたいのですが。上海等でＰＲ活動をやった部分も説明していただ

きたいと思います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 前中委員のご質問でございますが、北緯４４度の伸びにつきましては、観光地等での土産物的

な購入が増えてきている部分がございます。なお、今お話していました、上海等の物産展につき

ましては、向こうで販売していただきましたのは、浪漫倶楽部と清里セレクションでございまし

て、上海の物産展に関しては、北緯４４度への影響はいたしておりません。 

 

○議長 

 せっかくなので、１、２点聞きたいと思います。焼酎販売がなかなか苦戦している状況なので

すが、過日の委員会で米麹が許認可になったという話をされております。こういう数字も大事で

すが、その経過報告が一つも無いのですが、米麹はどこまで進んでいるのか。現在どういう状況

なのか。まず説明をしていただきたいと思います。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 今のご質問でありました件でございますが、現在通常の製造をいたしておりまして、大体目途

が付いてきますので、今現在、米麹につきましては、まだ検討中なんですが、来月に入りまして

から、今はまだ最終ではございませんが、計画いたしておりますのは、大体麹で５、６キロくら

い使ったものを３回程度、現在使用しています白麹菌を使って試験的に３回仕込みをしまして、

アルコール２５％換算で２０リットル～３０リットル程度、試験的に造っていきたいと考えてご

ざいます。 

 

○議長 

 米麹でやれば風味が出るという噂はずっとあったのですが、今のお話を聞きますと、本格的な

仕込み段階が忙しくて手が回らないということのようなのですが、白麹だけでやると。それじゃ、

黒麹はやらないのか。どれがおいしいかわからないですよね。白麹だけで１年終わると、また１

年終わっちゃう。なぜ、こういう新しい麹菌の許可が出た時に、商品開発をちゃんとしっかりや

らないのか。やはり補正で組んででも麹菌を用意してやるとか、そういうアイディアを持っても

らわなければ、時間だけかかって、せっかく米麹菌が許可になったとしても、しばらく商品とし

ては先送りになっちゃう。スピード感がちょっとないような感じがするのですが、その辺につい

てはどう思っているのか。せっかくグループ制になりましたから、課長の方から答弁をお願いし

ます。 
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○産業課長 

 本年、麦麹以外の麹菌を使っても製造できるという許可をいただきまして、今、松浦副所長の

方からもお話がありましたとおり、本仕込みが今月で終了しますので、１１月６日、２０日、２

２日の予定で３回、３種類で合わせて５回仕込みをやる計画をしております。米麹の白で３回、

麦の黒麹で１回、麦の黄麹で１回の合わせて５回をやることで検討しております。試験醸造でご

ざいますので、できる量は１回につき１０リットルぐらいでございますが、約３ヶ月間寝かせな

いと比較検討ができないので、来年の３月くらいには、麦麹で造りました現在の焼酎との比較検

討ができるのではないかと思っております。皆様にも試飲をしていただきながら、本当にどれが

おいしいのかということも確認したいと思っておりますし、さらに焼酎の成分的なことについて

も、例えば網走の東京農大などで成分分析などもしてもらうなど、我々の舌だけでは判断つきま

せんので、いろんな部分での研究を入れながら、現在の焼酎と米麹を使った場合での比較検討を

しながら、製品開発に努めていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○議長 

 今のお話を聞くと、米麹は白でやります、麦麹を黒と黄色とでやりますと。麦麹は今までずっ

と免許があったわけでしょ。なぜ今まで黒と黄色をやらなかったのか。今頃になって許可をもら

って米麹の黒をやる、黄色をやるって言うならわかりますが、麦麹を今頃になって黄色やる、黒

やるって。これは今回の免許で初めて麦の黄色と黒ができるようになったのですか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 ただ今のご質問でございますが、免許的には過去にも麦麹につきましては、麹菌のいろんな種

類で確かに試験と言いますか、造れる権利と言いますか、免許的には問題ございませんでした。

ただ、当初、白麹にいたしました経緯としましては、黒麹は特徴が良くも悪くも強く出るという

部分と、作業的にで麹の最後の方に胞子というものが飛んで、作業的に衛生面ですとか、清掃の

面で難があるというようなことと、当初、私どもで始めました頃には白麹がほとんど主流だった

ので、ずっと使ってきておりました。確かにご指摘のとおり、ずっと白麹でやってきて、今頃と

いうお話ですが、やはり造りやすいもので正直慣れていたという部分もございます。ただ、今回

改めて米麹で免許をいただきましたのと、ここ数年、黒麹が脚光を浴びてきているという部分が

ございますので、確かに今さらですが、合わせて今回、試験的にしていくということで考えて計

画いたしております。そういったことでございますので、ご理解いただければと思います。 

 

○議長 

 全然理解できないね。私が言いたいのは、米麹の試験をやるのであれば、白も黄色も黒もやる

ならわかる。米麹は白しかしません。麦麹は黄色と黒をやりますって。怠慢だよ、今まで。それ

で売れるとか売れないとか以前の問題だよ。麦の場合は黒麹も黄麹もＯＫだったと。今頃やるん

じゃ遅いよね。そして米麹は白麹しかしないんでしょ。課長、この辺どうなっているのですか。 

 

○産業課長 

 今までもいろんな形で、新しい商品開発にそれぞれ取り組まれてきていると思っておりますが、

本年度になりましてから、グループ制だとかいろんなこともありまして、今まで以上、いろんな
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面で新たなものに取り組んでいこうという考え方の中で、遅れてはいたかもしれませんが、米麹

についても、また麦についても黒や黄色を含めて、現在の物と比較検討していきながら、新しい

商品開発に取り組んでいきたいと思います。 

 米麹の白でやろうと進めておりますが、来年度に向けては、黒も黄色も含めて商品開発に努め

てまいり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。 

 

○議長 

 黄色と黒の米麹もやらないと、どれが旨いかわからないんじゃないの。来年やるなら１年遅れ

る。何でスピード感を持ってやれないのか。予算の関係があるのか。 

 

○産業課長 

 先般、焼酎工場の松浦主幹とも相談したのですが、現在の麦焼酎で造った焼酎と米麹で造った

焼酎との比較検討をまず１回やりたいということで、米麹については白でいこうということで決

めたところでございます。 

 

○加藤委員 

 米で試してみようという今の課長の説明でいくと、なぜ麦で今頃そのようなことをするのです

か。基本的に米と麦の麹の基本的な違い、そして今の時点で麦の中における３種類の麹の違いと、

出来高と方向性の中で、商品化した時に好まれるであろう方向性、そして、それをしてこなかっ

たことのマイナス要素を言われたわけですよ。衛生的に菌が飛んだりして大変だって。そういう

ことは完全にきちっと改善できるのかどうなのか。ちょっと一貫性があまりにも無さ過ぎると思

います。 

 そして、私はもっと基本的に言いたいのは、今回議会に提出する資料について、題目の訂正を

する、金額の訂正をする、尚且つここにある米印は何の意味で付いているのかも説明しない。委

員会で説明する時に、訂正しますと始まるような項目でないですよ。こういうこと自体が今、議

長からも言われている、おいしい焼酎を造って、いかに販売しようかという基本的な捉え方が足

りないんじゃないですか。 

 

○産業課長 

 常任委員会に提案しました資料に重大な間違いがあったことにつきましては、改めて申し訳な

く思っております。今後気を付けますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○加藤委員 

 米印がついているのは何の意味があって付いているのか。もう一度一から、日々の仕事から、

焼酎工場の関係から、グループ制になりましたし、一から総点検してみてください。 

 

○産業課長 

 ただ今、おっしゃられましたことを肝に銘じて仕事に取組んでまいりますので、よろしくお願

いいたします。 

 なお、星印を付けている部分については、私の方からご説明申し上げますと、第２四半期の４



 

- 13 - 

月から９月までで、特徴的だった部分について星印を付けさせていただきました。４４％焼酎が

大きく伸びてございますが、この中でも北緯４４度の７２０ミリリットルが９０万円ほど伸びて

いますと。それからセレクションが２９万程が伸びているということで、星印を付けているとこ

ろでございます。なお、その他の酒類合計で６７万増えているのは、水とかそういう物を除いて、

酒類が増えてますということで付けさせていただきました。清里の水については、震災の関係で

大きく伸びているものでございます。これは先ほど説明しているとおりでございます。特徴的な

部分について付けているものでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。 

 では、これで終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

  

○村島委員長 

 それでは２の次回委員会について。 

 

○議会事務局長 

 前回の総務文教常任委員会でご説明のとおり、次回については１１月２０日火曜日ということ

で、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

○村島委員長 

 ３のその他。 

 

○議会事務局長 

 事務局からは、ございません。 

 

 

●閉会の宣告 

 

○村島委員長 

これで第１５回産業福祉常任委員会を終了いたします。ご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時１８分） 


