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第９回産業福祉常任委員会会議録 

平成２６年８月１１日（月） 

    開 会   午前 ９時４５分 

    閉 会   午前１１時５０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「清里町障がい者計画・障がい者福祉計画」及び「清里町高齢者保健福祉計画・第６期介

護保険計画」の策定について 

  ②高齢者住宅施設等整備事業について 

  ③災害用発電機・冷房設備設置設計業務について 

 ●産業課 

  ①焼酎製品在庫状況について 

  ②焼酎容器在庫状況について 

  ③焼酎新ブランド記念セレモニーについて 

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    

 

 

○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     薗部  充    ■保健Ｇ主幹      進藤 和久     

 ■産業課長       二瓶 正規    ■商工観光・林政Ｇ主幹 野呂田成人    

 ■焼酎Ｇ総括主査    武山 雄一 

 

○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  寺 岡 輝 美 
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  ●開会の宣告 

 

○村島委員長 

 第９回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○村島委員長 

 それでは第９回産業福祉常任委員会を開催いたします。先に保健福祉課から３点出ております

ので、１点ずつ説明を願います。はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 １点目につきましては、清里町障がい者計画。これにつきましては６ヵ年の計画ということで、

まだ計画の期間の半ばでありますが、前回計画策定時において、国の基本計画と道の基本計画が

示されない中での策定ということで期間中の見直しもあるということで、御理解をいただいたと

ころです。この度あわせて計画します障がい者福祉計画については、今年度で計画期間を終了し

まして明年度から３カ年の計画となっておりますので、この計画を作成するに合わせて見直しを

かけて参りたいと。それから清里町高齢者保健福祉計画と第６期介護保険事業介護保険計画。こ

れにつきましては、３年をスパンとする計画で今年度計画期間が終了いたしますので、来年度か

らの３年間計画だと。これについては、２つの計画となっていますが、一体で考えるものという

ことになってございます。それについて策定に向けての概要がまとまりましたので、ご報告を担

当からしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは、清里町障がい者計画、障がい福祉計画及び清里町高齢者保健福祉計画、第６期介護

保険事業計画策定についてご説明いたします。初めに現在、この４つの計画につきましては、平

成２３年度に見直しがなされ、平成２４年度から２６年度の３カ年の計画として策定されており

本年度をもって終了することから、今年度に各関係法令ですとか国、北海道の計画、また指針こ

れまでの実績や実情踏まえた中で、引き続き今後３年間の計画を策定するものです。議案の１ペ

ージをお開き願いたいと思います。 

障がい者計画につきましては、障がい者基本法に定められている市町村計画でありまして、本

年、本町における今後の障害者政策の基本方向を示す総合計画です。障がい者福祉計画につきま

しては障がい者総合支援法に定められている市町村計画で障がい者の地域での自立した生活を支

える計画として障がい福祉サービスや地域生活支援事業のサービスを提供するための基本理念サ

ービスの必要量の見込みとサービスの提供体制の確保をするための方策などについて定めるもの

です。 

次に、３ページをお開き願います。３ページからは、清里町高齢者保健福祉計画、介護保険事
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業計画であります。まず、高齢者保健福祉計画につきましては、老人福祉法に定められている市

町村計画でありまして、また介護保険事業計画につきましては、介護保険法に定められている市

町村計画で、これら２つの計画は、高齢者を取り巻く課題に対して解決する方策と目標を定める

もので具体的に政策を展開していくための高齢者福祉全般に関する高齢者保健福祉計画と介護保

険事業に関する介護保険事業計画を一体の計画として策定をいたします。 

以上、この４つの計画の策定に当たりましては、清里町保健福祉計画策定審議委員会をもって

審議策定を行いまして、スケジュールにつきましては、９月上旬に委員の一般公募を行い下旬に

委員会を設置し、その後１２月までサービス見込み量や取りまとめ、計画法案を策定しまして、

常任委員会での説明を行った後、来年１月中旬にパブリックコメントを行いながら３月に計画を

完成するよう進めてまいります。以上でございます。 

 

○村島委員長 

はい。ただ今、①につきまして１ページから４ページまでの説明がございました。委員の方何

かございませんか。ありませんか。無ければ次に進みます。②について説明願います。 

 

○保健福祉課長 

 はい。２件目につきましては、高齢者住宅施設等整備事業についてのご説明であります。現在

この設備の基本計画について、外部発注、委託をしまして、調査等進めているところであります

が、それの進捗とあわせて、この住宅施設等とは一体どのようなものか、どういったものが考え

られるかということで、事前にご説明をしたいと思いまして、今日準備をして参りましたので、

よろしくお願いいたします。担当よりご説明申し上げます。 

 

○村島委員長 

 主幹。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 それでは、高齢者住宅施設等整備事業についてご説明をいたします。５ページをお開き願いま

す。まずは高齢者住宅整備検討に係る背景についてご説明をいたします。全国的に進行する高齢

者社会の流れは、本町におきましても例外ではなく高齢化率に着目すると微増を続けているのが

現状であります。ただし高齢者と呼ばれる６５歳以上の人口数は、ほぼ横ばいで推移しておりま

す。この現状から読み取れることは、地域を支える世代の方々や清里町の将来を担う子供たちが

減少してきている実態であります。これら６５歳以下人口の減少は、地域経済や活力の低下を引

き起こすとともに独居や高齢者のみの世帯の増加を招く原因となります。本町におきましても、

これから高齢世帯について、社会的だけでなく農山村地域特有の地理的孤立をさせないためにも

対策が必要であるとともに、一定程度の見守りにより居宅で生活ができる方が、できるだけ清里

町で生活していけるよう年金生活者でも比較的軽費に入居できる施設の存在が必要になってくる

と考えられます。これらのことからも清里町の高齢者支援サービス提供体制構築の拠点の１つと

して、高齢者住宅施設等整備の必要性、種別、規模などを検討するものであります。 

続きまして６ページをお開き願います。こちらは高齢者住宅開設にかかる工程のイメージでご

ざいます。年度等を入れておりますが、指定管理事業者の選定や補助金の決定などがすべて最短
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で行った場合でも、この程度は期間がかかることをイメージしやすいように、便宜的に記載させ

ていただきましたので、御承知願いたいと思います。現在町では、３月に御審議いただきました

平成２６年度の予算における高齢者住宅施設等整備計画策定事業を進めているところでありまし

て、一般財団法人北海道建設技術センターに委託を行い、５０歳以上の世帯主の方及び５０歳未

満で高齢者と同居している世帯主の方５００名を無作為に抽出しまして、高齢者住宅ニーズ調査

を行っているところであります。イメージ図の中では、左側上から２番目の帯線がそれにあたり

ます。また北海道高齢者施設整備計画策定に係る聞き取りにおきましても、種別、規模時期など

はまだ未定ではありますけれども、高齢者住宅施設を検討していきたいと。まず第１段の手挙げ

を行っているところであります。これが左側上から３番目の帯線の箱のところになります。 

続きまして７ページをご覧いただきたいと思います。高齢者住宅整備についてでございます。

高齢者関係施設は、老人福祉法や介護保険法等で定義されておりまして、その種類は状況に応じ

た形で多様に設定されております。保健福祉課では、清里町で必要とされると思われる軽費老人

ホーム、生活支援ハウス、高齢者支援住宅の３種類について考察を重ねているところであります。

この３種類においては、どの施設においても法令等のため独立して生活するには不安がある方を

対象とした比較的低額な料金で入居できる施設であります。独居、夫婦どちらも対応できます。 

まず、軽費老人ホームは、近年では、ケアハウスと呼ばれることが多い施設であります。比較

的軽費な料金で食事サービス、その他、日常生活上の必要な便宜を生活相談員や介護職員が提供

する施設であります。ケアハウスにおける介護サービスは外部からサービスを受けるものの他、

施設独自でサービスを提供するもの、外部と契約を結びサービスを提供するもの等、さらに種別

が分かれています。 

次に、生活支援ハウスも入居条件は軽費老人ホームとほぼ同様で生活援助員、ヘルパー資格が

各種相談を受ける等見守りを行う施設ですけれども、こちらは介護サービスが外部からの提供と

なるため介護度が上がり、施設で対応が困難となった場合には対応できる施設を探し移ることと

なります。また１施設の定員は最大２０名となっています。 

最後に高齢者支援住宅です。高齢者支援住宅ですが、こちらは老人向けの寮となります。市町

村の運営で低額な料金で入居できる施設になっております。寮の形態でありますが比較的健康な

方が入る施設です。こちらも介護サービスが外部からの提供となるため介護度が上がり施設で対

応が困難となった場合には、対応できる施設を探し移ることとなります。次のページをご覧いた

だきたいと思います。 

次８ページです。こちらは高齢者関係施設の大まかな体系図となります。高齢者支援住宅は、

体系図右側の中段にあります。四角でくくってある高齢者向け住宅に入ります。続きまして、１

０ページをお開き願います。 

１０ページにつきましては、財源についてでございます。補助金としましては、現在福祉系の

補助金として１０ぺージの介護基盤緊急整備等特別対策事業それと、１１ページに記載しており

ます。地域介護福祉空間整備等施設整備交付金、それと１２ページ、次のページに記載しており

ます老人福祉施設等整備事業費補助金。この３本がありまして北海道の振興補助系の補助事業と

して、地域づくり総合交付金といったものがあります。それぞれが整備する種別や規模により使

い分けられているところです。 

続きまして、１３ページをお開き願いたいと思います。起債についてでございます。起債は本

債である、社会福祉施設整備事業の債及び地域介護福祉空間整備等施設整備交付金、活用時に使
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います施設整備事業債。また本町で最も有効に活用されている過疎債があるところです。 

次にその次のページ、１４ページをご覧いただきたいと思います。こちら以降は参考の資料と

してご覧いただきたいと思います。道内における、老人福祉寮の施設および道内軽費老人ホーム

生活支援ハウスの名簿となります。北海道や北海道社会福祉協議会のホームページからの資料と

なりますので、年度が若干古かったり、施設数に誤差がありますが、道内では、おおよそこの程

度の施設が整備されているところです。ご参考までにということで、資料をつけました。以上で

説明とさせていただきます。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今②の高齢者住宅施設等整備事業についての説明がございました。委員の方何かご

ざいませんか。ありませんか。はい。池下委員 

 

○池下委員 

 １５ページの軽費老人ホームの名簿が参考までにということで載っているんですが、こうやっ

てみますと定員が５０名とか１００名とか結構多いんだなというふうに思うんですが、これ参考

でいいんですが、この載せているところまちまちかなとも思うんですけど、どの程度の金額で入

っているのか、わかりましたらちょっとお聞かせ願いたいんですが。 

 

○福祉介護Ｇ主幹 

 はい。近いところでは津別町と斜里町。少し調べたところがありまして、津別町にはケアハウ

ス津別という施設がありまして、こちらは介護の提供がありませんが大体、おおむね月７万円か

ら９万円となっております。その次、斜里町ケアハウスやすらぎ。こちらは介護の提供はありま

すが、月額１２万から１５万円程度ということで収入に応じて変動するものですからこういった

幅も出てくるということです。 

 

○村島委員長 

 池下委員 

 

○池下委員 

 今斜里町の例で聞いたんですが、大体１２万から１５万ということで多分この金額ですと国民

年金を頂いている方は入れないのかなと思うんですが。これに対して、町からの補助とかそうい

うものはあるんでしょうか。いかがですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 ケアハウスの料金体系につきましては、事務費と呼ばれる部分が、収入に応じて細かく定めら

れます。例えば私の手元にあるのがケアハウス津別ですけども、年収ベースで１５０万以下にな

ると事務費は１万円。それから生活費。これは共同でケアハウスは給食が出たり、お風呂は皆で
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入るというようなことに使われる生活費ですね。これが４万２千４９０円。あと共通費と言われ

るものがあります。これは共用暖房だとかそのへんの部分ですね。これが１万４千円。事務費は

収入に応じて動きますが、生活費・共通費これは固定になります。そのへんでいきますと今の６

万６千４９０円ギリギリなのかなというところであります。あと減免等の措置は、建物とは別に

制度として当然ながら検討は出来ると思いますので、そこはそこで検討していかなければならな

いと考えております。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 ということは、入居をされる方は６万６千円ぐらいですか。施設を持つとですね、維持管理費

やいろんな部分が掛かるんですが、全てそれは市町村で対応しているというふうになりますか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 ケアハウス津別についてはですね。社会福祉法人津別福祉会の方で運営をしています。この中

で賄っていくということになります。当初建設は、町からの支援がありますけども、運営につい

てはこの利用料の中でとなっております。以上です。 

 

○村島委員長 

 他に。はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 今高齢者住宅という形で、今後当町として推進する上で第６期の高齢者保健計画等算定してい

ると思うんですけども、今ここに出ている中で軽費老人ホーム、それから生活支援ハウス、高齢

者支援ハウス３つあるんですけれども、当町としてはそのケアハウスということで精力的にと言

うか、そういう方向で執り進めたいということでよろしいんでしょうかね。 

 

○村島委員長 

 はい。 

 

○保健福祉課長 

 今外部発注しております基本計画の中で、アンケートも実施しております。その中を見ながら

基本的にはケアハウスというふうに思っておりましたけれども、こういったものもあるわけです

し、もちろん検討していきたいというふうに考えております。 

今アンケートの調整をやっている中で、実は高齢者の収入が見えないんだということはお話し

てきました。そのアンケートの中で、収入階層もちょっと回答して頂くことになっています。非
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課税収入でどのくらい皆さんがあるのかなというところを見れば、少し見えるのかなというとこ

ろです。 

あと、ケアハウスについては、いきなり細かな話もと思いまして具体的に話はしていませんけ

ども、ケアハウス、軽費老人ホームと言われているものについては、軽費老人ホームＡ、Ｂ、ケ

アハウスと３タイプがありまして、ケアハウスもですね、非常に分類化されていると言いますか、

国の考え方では特養を補間するものというような考え方が先ほど進藤主幹の方からも説明ありま

したけども、サービスが自前であるもの、外部にお願いをするもの、そこにはサービスがないけ

ど在宅と同じようにサービスが出来ますよというもの、３タイプありまして外部サービスセット

のものを推し勧めようとしています。しかも要介護１以上を対象とするよ、そうなると完全に国

はそうは言わないんでしょうけども、施設の補間というような考えですけども、わが町で考えて

いるのは説明しましたように、支えがあれば生活していくんだという方を介護前提では無くてと

いうことですから、そこら辺との兼ね合いというのが出てくるのかな。いろんなところを考えな

がら、その辺のところもニーズ調査なりある程度見えてくればなと思っています。 

この辺の例えばケアハウスにしましょうと言うことになれば、またケアハウスというのはどん

なのがあるか御説明したいと思っていますし、見ていただければなというふうにも思っています。

例えばケアハウスは、わが町が持っています単身者向け住宅を見て頂いていると思いますが、あ

そこのお風呂が無くて台所をもっと小さくして、茶の間兼寝室があるようなそういう住宅なんで

す。プライバシー確保しながらお風呂は無いから、共同のお風呂皆で入りましょうね。それから

食事は、大食堂で皆で一緒にとりましょう。だけど好きなものもあるから、若干は居室の台所で

作りましょうか。というようなことで中々これ見ていただかないと難しいのかな。私たちは津別

それから深川に行って参りました。私たち現場の考えでは、介護保険に影響しない何かいいもの

はないかなと探しておりましたので、そういうものを見て参りました。それから斜里にもあるん

ですが、斜里は当初言いましたような施設の補間型ですので、あまり参考にはならない。うちが

目指したのとちょっと違うかなと思います。この辺もまた議会事務局とも相談しながら考えてい

きますので、よろしくご協議いただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 委員長。はい。前中委員。 

 

○前中委員 

 これからの計画の中で執り進めるということで理解しているわけですけども、軽費老人ホーム

一般型と介護型あるいは混合型があるっていうことも理解しますし、バリアフリーで、そのユニ

ット型で御高齢の方々が、プライベートの空間を持てるスペースを確保する。そしてその共用部

分で入浴だとか食事の提供は外部サービス、これは従来どおり在宅サービスで当町も行っている

部分で活用する方向性も利用できるのかなと思うんですけど。そういう全体的な在宅サービスと

住む空間、ケアハウス要するに住環境ですよね。それをセットにして、町がたぶん今後考えてい

くのかなと思うんですけども。 

また、入所に対してかかる経費が今池下議員のおっしゃったとおり安くはないですよね。ある

いは国も今、要介護認定の支援が２段階、そして介護認定が５段階のくくりの中で入所基準をま

だ下げるような方針が厚労省から出ているんですけども、そうなってくるとあふれる人をどうす
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るかっていうのが現実あると思うんですけども。要するに介護認定１、２で、特養だとか老健だ

とかも入れない人たちをどうするかっていう。あふれてくる部分があるのかなと僕の中ではそう

考えるんですけども。国は、極力、在宅介護に向けて、サービスを展開する方向で今シフトして

いるんですけども、僕も事例で考えたら両親を自宅で面倒見るとなると、なかなか在宅サービス

をより一層充実してくれない限り、親の面倒は見れないのかなっていう部分もあるんですけども

ね。そういう場合、特に農家の場合あり得るのは、軽費老人ホームの入所だとかっていうアンケ

ートで出てきたときにその所得制限の中で、いろんな階層を設けた中で入所基準を持っていくの

かなと思うんですけども。 

ただし１つそこに問題があるのは、入所人数という部分。余り多人数の受け入れは、どうなの

かな。考えられるのかどうか、ちょっとわからないんですけども。３０人未満なのか３０人以上

仮に適用ができるのか。そこら辺まだまだ先の話ですけども大まかな中ではどのような方向性を

持って考えているのかお聞かせ願えるでしょうか。 

 

○村島委員長 

はい。課長。 

 

○保健福祉課長 

 前段の外部サービスの話なんですが多分、ちょっと誤解があると思います。例えば給食の調理

を外部委託するイメージではなくて特定施設入居者生活介護という介護サービスがあるんです

が、ややこしい話になるんですけども、例えば今在宅にいらっしゃる方にホームヘルパーさんが

行くというのは訪問介護ですね。それとか通所でデイサービスに行くというようなこと。これを

施設で別の施設に通う、別の施設から介護員が来る。これでこれは全く在宅と同じサービスのや

り方なんです。それからもう１つ施設が自前でそういったサービスをやってしまう。そのサービ

スの料金を直接いただく。１０分の１ですけども。残りの１０分の９は最終的には保険者からい

ただくんですけど、自前でサービスを提供する。それと自分ところではやらならないし、よその

訪問介護事業所から受けるわけじゃないんだけど、別途契約しているところからやりますよとい

うのはどうやるかというと、入所者の方のサービスは外だけど、そこの入所者の方のケアプラン

はそこがつくります。で料金はそこがいただきます。そういうようなくくりの中で補助金が付い

たり付かなかったりという話が一つあります。 

入所人数については、今年の春に特養のユニットの３０床以下は町で地域密着型だよという話

しがありました。これにも特定施設入所生活介護付のケアハウスをやろうとすると３０床未満の

縛りが出てきます。そうすると、２９床以下だと、町内の方を対象としてきますよとなるとなか

なか経営上、歩留りよく安定的にというところで多少不安がついてまいります。５０床以上です

と施設的に大きくなりますけども広域型ということで、うちが今通常やっている老健や特養のよ

うな全国どこからでも相手にできる。そのかわり清里ばっかり入れられないよと。そこで困って

いる人がいるんであれば、困っている人を考えながら入れなさいという痛し痒しのところが出て

きたり。で規模がある程度になれば、イニシャルかかりますけど外部からも町外からも、利用者

さんを確保できるということになると経営が安定するのかなと。非常に複雑な話があるというと

ころで、その辺も色々見ながら検討させていただきたいなと思っています。 

入所基準の見直しは、実はいろいろ話はずっと出ていました。厚労省の社会保障審議会の老人
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部会の話は、どんどんテレビなりで報道されてきましたけど、実際に国がどう考えるかというの

は、実は７月に都道府県を集めて国が会議しまして、都道府県は北海道が実は今日会議がありま

して、担当者今日出張して、不在になっております。具体的な話は今日なされてくるのかなと思

いますが、その中で御指摘のとおり施設入所の内、特養について要介護１は今後入所の対象とし

ないよ、要介護３からだよということですが、老健はそれに該当にはなってはいないようです。

ですから幸いのことに、老健があることで、上手く回せるのかなというところは今１つ。それと

この施設の中で考えると言っていますように、特定施設入所者生活介護付となると要介護１から

しか入れられないですよと話ですけど、逆にそうじゃなくてそこは外したとしても、介護認定が

無くても生活に不安がある、やっぱり一人は精神的に不安だっていう方もいらっしゃいます。結

構なんでもできるんだよ、そういう人も入れられたり、要支援で入れられたり、要介護も入れる

わけです。外部サービス付あるいは在宅と同じような外部ということで、カバーできるのかな。

だからこそ、今後これが必要になってくるのかなというふうに考えております。難しい問題いっ

ぱいありますけれども、また少しずつ資料なり添えて御説明していきたい。 

 

○前中委員 

 実施設計、今年度中にはこのプラン出ていますよね。２６年度中というこの表見ると。最短で

だけど。 

 

○保健福祉課長 

 実施設計予算は１～３月になっていますが、この予算組みをして、矢印の先っぽが６月なんで

す。当初予算に載せようと思っている訳ではない。そこのところご理解してください。 

 

○前中委員 

 今の話で、大体何となくわかってきて、自立できるお年寄りもそういうところで、高齢の方々

で一緒にコミュニケーションをできるその住環境っていうかな、住宅っていうかな。集まり場の

あるホーム的な意味合いのものを当町としては、考えていきたいという説明十分わかりました。

やはりそういう要望もやはり今後町内にもあるだろうし。 

ちょっと聞き方悪かったんですが、その在宅サービスの中に給食というのか、配食っていうん

ですか。そういうのもあれば、あるいは訪問介護によってお掃除してくれたりするヘルパーもい

て、このケアハウスの中でも料金は発生するけども可能だという方向でやりたいという方向で伺

っているんですけども。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 給食については共同で食事をとっていただくということで、ケアハウスは食事があるものです。

私一人でずっと調理したいわだと施設にはそういう方は馴染まない。皆で一緒に、でも食事と食

事の間でお腹が空くからでんぷん団子を焼いて食べたいわということができるような小さなキッ

チンがある。食事は基本的には、一緒にとっていただいて、栄養管理もされるということですか
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ら。それからホームヘルプサービスについては、在宅と同じように、清里町でいけば社会福祉協

議会が持っているホームヘルプが入るケアハウスもあれば、そこのケアハウスが社協のホームヘ

ルプと契約をした上で入ってもらって料金徴収等はケアハウスがやるものもあれば、ケアハウス

が自前でホームヘルプを提供するもありますよということになります。その食事の代金について

は、月額寮料の方の中に含まれるということで考えてください。介護サービスはもちろん別途に

なります。その変わり当然ながら介護認定のある方ですし、介護認定のある場合は１０分の１の

費用ということですので、そういうことでおおむね委員のおっしゃっているイメージでよろしい

かと思います。 

 

○前中委員 

 ちょっと参考までにもう一つ聞きたい。軽費老人ホーム、ここにデータあるんですけども公営

と民営の施設の割合比の中で公営で設けている施設が少ないんですね。民営の施設というくくり

がやはりこれで見ると７６カ所施設７２カ所は民営という形になっていますけども、このデータ

上、公営の比率が低いですよね。民営の施設設置事業体が多いんですけども。そこには何かがあ

るのかなっていうのが分かるんですけども、わからないならわからないでいいですし、何かある

のかなって。 

 

○保健福祉課長 

 その何かは個人的なちょっと思いでしか実は分析しておりませんのでなかなか申し上げにくい

ことです。やはりイニシャルコストということを考えて規模の問題いろんなことを考えると地方

ではなかなか難しいかないうところはあるのではないか。これも分析した結果ではないんですけ

ども、そのようには感じております。 

 

○村島委員長 

 他に。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ぜひ、この計画、最短でのかかる工程が出ている訳ですけどもできるだけ迅速に進めてくべき

だなというふうに思います。当然ながら、ケアハウスの中の選択の部分がウエイトを占めていく

ような表現もありますが、いずれにしてもですね、この地域にそういう施設が開設されていくと

なると、それに携わる人の確保と、その待遇を同時に合わせて積極的にこれからやっていかなき

ゃならない、その部分についてですね、施設だけでない、中身の部分についての充実も各町村が

一生懸命するわけですから、その中でさらにその一歩前に出れるような政策を同時に進めていっ

ていただきたいと要望だけしておきます。 

 

○保健福祉課長 

 介護に限らずですね、専門職の確保の難しさというのは身に染みておりまして、これも大きな

課題だというふうにとられております。この辺のところも新たな対応等とれるようであれば議会

との方に御相談しながら、進めて参りたいと思いますのでよろしくご理解いただきたいと思いま

す。 
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○前中委員 

 １つだけいいですか。せっかくなんで。仮定なんですけども、老健に入所されている方が仮に

介護認定なりやるんですけども、在宅に仕向けるだけリハビリテーションが終了しましたよ。と

ころがただやはり色んな部分で、今後設置されるであろうその軽費老人ホームに入所したい。そ

ういう形というのは何ら問題ないと思うんですけども福祉課長どのように考えていますか。 

 

○保健福祉課長 

 そもそも老健は医療と在宅の中間というところで、在宅復帰を目指しているものです。なかな

か入所されている方の環境等があって、在宅ということは進みませんけれども私が見た例でもリ

ハビリテーション等重ねてですね。入所当時よりは元気になる方が多くいらっしゃいます。それ

で施設の中が適当で、本人が望むとなって受け入れ可能であれば当然それは問題ないというふう

に考えて望ましいことではないかというふうに考えています。 

 

○村島委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 高齢者の住宅整備ということなんですけど、今は５００世帯ぐらいのニーズ調査を含めて進め

ていくということなんですけども、やっぱりニーズに合わせたような形のものに当然していって

ほしいなという部分とケアハウスだとすればこの中に書かれていますけどやはり介護をする部分

での家族の負担、国もそれこそ要介護の関係もちょっと制度変わりましておそらく地域包括セン

ターが進めているケア部分が重要視されてくるのかなと思うんですけど、そこらへんについても

やっぱりケアシステムが確立された時に、家族がそういう介護に対する負担軽減にきちっとつな

がっていけるようなことになるのかどうなのか。それもやっぱりちょっと心配な部分があります

が、当然ケアハウス早急に進めていただくような形も必要なのかのかもしれませんけども、やっ

ぱりこの地域に合わせた形のニーズっていうものを的確にとらえた形の中で、先ほど農家の中で

年寄りがいればというような部分で、そういうことを十分加味された形の中で執り進めていただ

きたいなと思います。 

 

○村島委員長 

はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 当然ながら広い範囲で可能な介護認定が無い、あっても大丈夫だよ。最終的には、いずれにし

ても終の棲家ではないので、うんと重くなれば当然ながら、移動になりますけれども。いろんな

制度の枠がありますけども、清里に合った形を目指してやっていきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他に、ございませんか。いいですか。はい。それでは次に進みます。③の、災害用発電機冷房

施設設置計画業務について１８ページから２３ページについて説明願います。はい、課長。 
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○保健福祉課長 

 この３点目につきまして災害用発電機、冷房設備設置設計業務についてでございますが、これ

は保健福祉総合センターの発電機、冷房の設置に係る設計業務委託についてでありますが、発注

に当たって、施設の規模形態等を検討いたしましたので、その経緯について御説明をしたいと思

います。 

最初に、発電機設備についてご説明します。最初に２０ページご覧いただきたいと思いますが、

２０ページの左手の方見ていただきまして、保健福祉総合センターには現在４７．５ＫＶＡの発

電機が設置をされています。この図ですと３つに分けた図の左側の既存概略図の右上に消火用発

電機４７．５ＫＶＡこれでございます。これについては、自動火災報知機それから、避難誘導灯、

スプリンクラーポンプ。水道用の加圧ポンプ。それから飲料水用のポンプ。温水ボイラー１機と、

そのボイラー用ポンプ一部の電灯、一部のコンセントの供給。それから機械室にありまして、診

療所で使えるように収用されています吸引器これらの電源のものです。 

このたび発電機の設置にあたっては、今まで冬期間の暖房の確保されておりませんでしたので、

冬期間の暖房の確保。これと施設入所者の生活の維持に必要最小限な電力を確保することしてお

ります。暖房設備としましては、主に機械室の設備になりますけども、２機のボイラー暖房用の

温水ポンプ類。暖房用の温泉設備。それから、機械室外になりますが、ファンコンベクター。そ

れからその他生活の維持に必要な最小限の電力設備として、厨房の電力の確保。それから最小限

の各種照明設備。それからコンセントですね。コンセントから供給される電力としましては、生

態モニター。血圧・脈拍・血中酸素濃度とかモニターする装置ですね。それから持ち運びのでき

る電動の吸引器であったりとか、酸素濃縮器。それからナースコールだとか医薬品用の冷蔵庫。

それから、電子カルテ。これは最低限の電気、電力を供給するということです。 

これらを賄う案としまして、１８、１９ページに文書でＡからＣ案までになってるんですが、

解りにくいので２０ページで説明させていただきます。まず今、最初に見ていただいてきました

とおり、２０ページの左手の既存概略図、これをご覧いただきたいと思います。この中で矢印の

青い矢印の線が通常の電源系統配線。それから黄緑が非常用の電源系統ということです。それで

左上から、北電から６千６００ボルト充電します。トランスは省略していますけど、それは変圧

して伝導盤であったり、動力盤であったりに２００ボルト。１００ボルトの変圧をされて、そこ

に送られ、それから各負荷に向かって青線で、送られていくということになっています。それで

先ほど説明しました消火器用の発電機。これが停電時には、自動的に起動をされて一部分の負荷

を確保するというものです。これは火災検知器等の発動がありますと、自動的にスプリンクラー

専用に切り替わるというようなものです。 

それでまず、これに対して先ほど申し上げましたように、暖房の方の電力を確保するというこ

とで考えましたのは、Ａ案です。これは一般的な非常用発電機の考え方です。非常時に必要な負

荷を絞り込んで特定します。無駄な負荷は省いて、生きるコンセント、生きる照明、生きる機器

というのは、絞り込みをします。そのためにその設備が必要になります。配電盤からくる配線も

必要になります。配電盤もそういうような切り替えられる配電盤が必要になると思います。でも

これが一般的で、それによって、発電機が小さく容量を小さくすることができるということにな

ってます。これがＡ案として考えました。これが先ほど申し上げました、負荷に対応するように

しますと発電機として２００ＫＶＡの能力がいりますということで、６千６９６万円ほどになる
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と。これは実施設計する前の概略の話です。それからＢ、Ｃ案これにつきましては、こういった

本来新設等であれば、こういうような負荷の切り分けた新たな盤が必要ということで、利用者が

いて、２４時間生活しているところでは工事の困難性もありますし、盤の設置も難しいというこ

とが後でわかった話ですけど。そこでどういう案を考えているかというと、Ｂ案、Ｃ案ともほぼ

一緒ですが、一旦停電になったときの複電は、前回より一回活かします。１５秒以内に発電機が

起動して、一回活かしますけどもその後、必要なものだけ人間が絞り込んでいくということにな

ります。そういうことですれば、非常用の系統が非常にシンプルにということで考えております。

それでＢ案については、発電機の容量が３００ＫＶＡ。これで７千７７６万円ほどということで

した。Ｃ案はエレベーターストレッチャー等のエレベーター設備ありますけども、エレベーター

を除く非常時ですので、そこはエレベーターのところは諦めるということでやると６千６千８０

０万とんで４万円ということでございます。こういうＡ、Ｂ、Ｃ案の概算で出していただきまし

て、検討しました。この発電機ですけども、容量は違いますが燃料タンクは、既存のボイラーの

燃料タンクを利用します。新たに燃料タンクは設けません。そこから給油の供給を受けながら、

７２時間電力供給ができるという目安で設定をさせていただきました。その中本来であればＡ案

一番よろしいのではありますが、改修ということもありまして、個人の困難さ、盤の増設等難し

いところもありましたので、Ｃ案で絞って若干Ｃ案コスト的には上がりますが、Ｃ案でというこ

とで実施設計の方をお願いをしているところです。 

続きまして２１ページからになりますが、冷房設備についてであります。これももう１ページ

めくっていただきまして、２２、２３見開きで見ていただきたいと思います。保健福祉総合セン

ター黄色のところが開設当初から、整備をされている冷房の範囲です。共有スペースについては、

冷房設備を持っておりました。このたび検討するのは、青色の範囲であります。基本的に利用者

個々の居室、洋室、その他必要と思われるところでこの青色の最大限の範囲というふうに考えま

した。それでこの最大限で、まだこれは概略で実施設計の入り口のところですけども、総工事費

としては２千１６０万円。大変気になっていたランニングコストなんですけども、これが年間最

大で６５万円ということで。これにつきましては設計の自由度があるということであとから、範

囲を区分一括じゃなくて、小分けをしても設計が成り立つというような設計をしていただきまし

たので、これにつきましては、青色の範囲全部をするのか、１部をするのか、あるいは分割をし

てやっていくのか、そのタイミングについてはまた実績が上がった以降、ご協議をさせていただ

きたいなというふうに思ってございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 はい。ただ今説明ございましたけども何か、委員の方ありませんか。池下委員。 

 

○池下委員 

 あの３月の予算審査の時にですね。私この件に関してちょっと質問さしていただいた経緯があ

るんですが、まず発電機は前からあった方がいいというふうな私発言をしておりましたけども。

今回老健の施設に関して太陽光パネルというものを設置するということで進んだんですが、この

関連性はどうなっているのかという問題。やはり太陽光パネルからは十分な電力がとれないとい

う説明があったんですよ。そういった中で災害時に高齢者施設で、今回の福祉総合センターの方

は出してきているんですけども。高齢者施設の電源確保という観点立った時、老健だけじゃなく
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特養施設にも発電機をつけたらどうなのかって話をした時に、町から今協議中ですという回答を

頂いているんですよ。今回こうやって老健の方で出てきているんですけど、どういった協議をし

てこういうふうになったのか。ちょっとお聞かせ願えればなと 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 特養についても福祉避難所等の整備ということと合わせて、非常用電源が必要と私たちは考え

ています。それでまず老健の方の設計をして、いかほどかかるのか。このへんのところを見たと

ころでまた協議を考えていきたいというふうに考えております。 

 

○村島委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 今の課長の答弁というのは、実に３月に私が聞いたのと全く同じなんですけども。やはり高齢

者施設というのは、保健センターだけじゃなくうちの町は特養も持ってますので、やはり電源確

保ということを考えたら同じレベルの支援を町が行っていくというのは、本来の姿じゃないのか

なというふうに思うんですよ。当然ここをまずやってみてということでやるんでしょうけども、

やはりこういうことはあんまり時間をかけずに両方やって行くような考えを持ってはどうかなと

いうふうに私は思うんです。その辺ですね。今回のことをやってからでないとわからないという

のは、十分わかりますけども早急にそういった施設を、我が町で２カ所持っているということで

押し進めていただければなというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 

○村島委員長 

はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 委員御指摘のところは十分に理解しておりますので３月にも同じことをお話しさせていただき

ましたが、まずここでいかほどのものが必要なのか見えてきましたら、また協議をしてどういう

ような支援の仕方があるのか、補助金であるとか、いろんなことあると思います。その辺も当然

お話はのっていただけるものというふうに考えていますし、必要なものというふうに認識してお

りますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい。他にございませんか。よろしいですか。全般的にどうでしょうか。はい。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ちょっと、些細なことなんですがこれ、当然のように非常用発電環境的な問題から言って、冷
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暖房まで全部必要だというふうに思うんですが、既存のタンクを使っていきますという表現がさ

れているわけですが、そしてなおかつこの冬用の暖房も関連してって本当にこの何日おきに給油

するように冬期間なっていくのかなと。何万リッターの地下タンクがあるのかなって、いざ使お

うと思ったときに無くなるような。老健の今の地下タンクっていうのはどの位の量あるんですか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 今、地下タンク１２キロのタンクがあります。ある程度一定の高い負荷をかけて６キロぐらい

７２時間にいるだろうということになっておりますので、冬場レベルを下げないように、補給を

していく。発電機は非常時になりますので、耐えられるように燃料用のタンクもある一定レベル

よりは下げないように常に給油をしていくというふうに考えています。それでＣ案でいきますの

で、発電機を使用した後は、必要のないところを落として省エネに努めて長く持たせるという考

え方です。以上です。 

 

○前中委員 

 発電機の話になったんですけども、これを基本的にＡ重油だと思うんですけどこの全体的なオ

ンデマンドの中で、許容量をたぶんマックスよりたぶん２割増ぐらいの許容範囲でないと、とい

うのがあると思うんですね、そのために今回も、２５０ＫＶＡだとか、２００ＫＶＡで設定した

と思うんですけども。仮にですよ。その同じ２５０ＫＶＡの発電機を３回路に分ける要するに、

その優先順位もなおかつ非常時でも設ける考えであれば、単純に７０ＫＶＡを３つ付ければ２１

０ＫＶＡ。あるいは８０ＫＶＡでやれば２４０ＫＶＡになるんだと思うんだけども。僕も発電機

を持っていて、実際問題目を疑うような単価ではあるんだけども、要するに僕が何言いたいかっ

ていうのは、ライン上の優先順位、非常時のときに入所されている緊急性を要するところをまず

第１優先に出すと、あるいは事務的な包括的なその危機管理能力の部所を優先的に流すっていう

ようなライン取りを設けるという考え方もあったのかなと思ったんですけども。そのへん検討し

たのかしないのか。どうでしょうね。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 この案は非常用回路で、最初に絞り込みしませんから、確かに効率が悪いんです。照明が落ち

て発電機で再灯注入ですから全負荷受けないといけません。多分ポンプ類は止まりますから、大

丈夫なんですが、照明は全負担かけるということで、どうしても発電機は大きくなってしまう。

これがデメリットではあります。その中で職員が基で切り分ける、おっしゃるとおりのようなこ

とをやろうということで検討しました。やはりそこにそのタイミングでそこにいる職員が対応、

本当に全員できるのか。中々難しいです。電気機器電気の知識も必要、機器の知識も必要。施設

の中で常に誰かそういうものが解る者がいなくちゃいけないということになります。実は私の方
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から提案をしたんです。それでどうだ、コストを下げられないかということですけど、いつも課

長がいるわけじゃないと言われました。そういうことでした。検討しました。 

 

○前中委員 

はい、わかりました。検討したということで。併せてこの検討の中で聞きたいのは、温泉のボ

ーリングの温泉源はありますよね。昨今はそのコージェネで温泉を利用した発電機というのがよ

くあるんですけども、これは２４時間の中で常に発電するというコージェネっていうかな、コジ

ェネレーションですけども、気化した熱で発電するものなんですけど。そういう検討はどうだっ

たのか。せっかくなんで、温泉があるんだから。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 非常用発電機とは別のところでコージェネちょっと勉強しました。若干温度がやはり足りない

ですね。それと温泉としては熱源としては、ずっと供給されるわけですが、やはり不純物がいっ

ぱいありますので、そこのメンテナンスのところがどうなのかというところが１つあります。で

すから、非常用電源としてはかなり厳しい。常にメンテナンスをして、管理ができる職員を置く

なりというところまでいかないとどうなのかな。今５０度ちょっとの温泉なんです。もうちょっ

と熱があるとコージェネっていう可能性も出てくるかなというところが、これとは別にはちょっ

と勉強してみましたけれども今後また勉強してきたいと思います。 

 

○村島委員長 

 他にありませんか。なし。いいですか。全般的によろしいですか。これで保健福祉課終わりま

す。ありがとうございました。ご苦労様でした。それでは引き続き産業課３点ございますけども

１点ずつ説明願います。はい、課長。 

 

○産業課長 

 それでは、産業課所管焼酎関係の部分でございますが、３件について、協議報告させていただ

きます。担当より説明いたしますのでご審議のほどよろしくお願いいたします。はい。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 委員長。はい。焼酎製品在庫状況について御説明申し上げます。 

２４ページをごらんください。７月３１日現在の在庫状況でありますが１２％製品につきまし

ては、浪漫倶楽部水割り１８０ｍｌが３３３本となっております。２０％製品につきましては、

マイルド２０きよさと７２０ｍｌが３０１本。１８００ｍｌが５０本。摩周の雫が３６３本の、

合計７１４本となっております。３５％製品につきましては、ホワイトリカー果実酒用が５５本

となっております。４４％製品につきましては、北緯４４度１６０ｍｌが１５１本。７２０ｍｌ

が８０１本１８００ｍｌが５２本。清里セレクションが２９９本の、合計１３０３本となってお

ります。清里の水につきましては、２１８９本となっております。現在の在庫状況につきまして
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は、前年度８月期販売数量を若干上回る在庫数を確保しております。なお終売後の製品について

は、ラベルの張り替えや、容器の詰め替えなどによる、再利用を進めてまいりたいと考えてござ

います。失礼しました。説明をちょっと飛ばしてしまいました。２５％製品につきましてでござ

いますが、浪漫倶楽部５０ｍｌが１３４本。１６０ｍｌが１３６本、７２０ｍｌが２１１９本、

１８００ｍｌが５６本、きよさと１６０ｍｌが１５０本、７２０ｍｌが５７９本、しれとこ讃歌

が５１７本、斜里岳が１８７本、神の子池が２４２本、麦焼酎清里が２５８本となってございま

す。合計で４３７８本ということになってございます。以上です。 

 

○村島委員長 

 ただ今①の説明ございましたけども何かございませんか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 この間、広報だと思うんですけども８月２７日まで販売しますよということを謳ってたんです

けども。この９月の産業まつりに新ラベルで売り出すんですけど、一般町民の方が、この期間は

浪漫倶楽部は売らないのかという話をされていたんですが、私が理解するところでは各酒屋さん

が在庫しているだろうから売っていないことはないという話をしているんですけれどもそのお店

屋さんの方が逆になくなった場合どうするんですかって話なんです。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 お店屋さんに卸すのが２７日までということでとりあえず考えております。お店の方にはある

程度の在庫を抱えた中で持っていただく形で考えておりますが、これが最後だということで、も

しかしたらまとめ買いされる方がいるかもしれませんけども、そういう場合については、何とか

対応していきたいなと思うんですが。基本２７日でお店屋さんの卸はすべて終了したいなという

ふうに考えています。 

 

○池下委員 

 今課長の説明聞いてわかりました。９月７日からですね。産業まつりから新たなリニューアル

のしたやつを売り出すんですけども、これは卸で各商店に入っていくのは何日前ぐらいから入る

んですか。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 はい。８月の２７日終売をかけるわけですが、８月の２５日から卸各小売の方には注文をいた

だくように周知を図ってまいりたいと。実質のものが出るのは、２６日から配達をそれぞれの卸

なりに発送する予定でございます。 

 

○村島委員長 

 はい。池下委員。 
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○池下委員 

 ２６日から卸として出して、お店屋さんの方は売り出すのは９月の産業まつりからということ

で、理解していいんでしょうか。それとですね。その段階で、例えば浪漫倶楽部を大量に仕入れ

て在庫が余ってしまう、捌ききれないといった場合は、町がその在庫を引き取るとか、そういう

感覚はどうなんでしょうか。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 お店屋さんの方で在庫があまりにも余ってしまったということであれば、これは焼酎工場の方

に引き取りをさせていただきます。そのように周知したいなと。 

 

○村島委員長 

 他に。ございませんか。加藤委員 

 

○加藤委員 

 今焼酎の在庫あるいは販売についてのお話なんですが、これ今の説明でいくと２６日時点で出

ないものについては、廃棄じゃなくて詰め替えしていきますよという表現があったんですが、製

品の中で例えばコルクで蓋をしてあるだとかあるとすればしなくてもいい作業を、再度していか

ないとならないような部分というのは、出てきます。 

確かに新製品で販売はしていくが、町内限定における両方販売という方法だって、考える余地

があるような気がするんですが。この辺については全く考えなしにびたっと産業まつりの日にス

タートをかけられるものなのか。あるいは問屋等についてもどういう契約をなされて、どういう

ふうにされているのかわかりませんが、引き取りますよっていう契約にされているのか、新製品

は出ますけども買い取りはしませんよというような処理されているのかわかりませんが、その辺

についての考え方、町外は統一していかないとならないと思いますが、町内におけるその部分。

この辺の考え方というのはある程度柔軟性があっていいように思うわけですが。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 委員御指摘のとおり物は確かに残るものです。こちらの考えとしては、９月７日の販売からは

新しい商品で、すべてのお店屋さんに並べていただくということで今考えております。その在庫

の部分については、今後イベントなりの部分で何か活用ができればなというふうに、例えば記念

イベントみたいな部分で、例えば過去の部分での商品についての販売だとか、プレミア付の商品

だとかという部分で販売出来ればなというふうには考えております。単純にも全部を詰替えて無

くすって事ではなく、今後何か使えるものがあれば、そういう部分で活用していきたいなという

ふうには思っています。ただ９月７日から商品としては、あくまでも新商品ブランドでお店屋さ
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んには並べていただくというふうに考えております。 

 

○村島委員長 

 もう１点。はい、池下委員。 

 

○池下委員 

 ちょっと聞き忘れたんですけども新製品の２５度の樽ですか、ちなみに販売価格って。 

 

○産業課長 

 前回報告させていただいておりますが。資料を忘れたものですから。前回の委員会の中で報告

させていただいた樽につきましては７００ｍｌになりますので、税込１,２００円ということで報

告させていただいております。 

 

○村島委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 容器の在庫状況の中でＮＢとＰＢあるんですけども、在庫の中で主力となっている浪漫倶楽部

の７２０ｍｌ、あるいは１８０ｍｌでしたっけ。その辺の在庫が多い様に見受けられる中で、仮

にＰＢのお得意様に向けてラベルの張り替えぐらいで流す方策もたぶん考えておられると思うん

ですけども。そういうような流れも販路の中で考えたおられるのか、ちょっとお聞かせください。 

 

○産業課長 

 容器の在庫の関係、これから報告をさせていただいきますが、これよろしいですか。先に報告

させていただきます。 

 

○焼酎Ｇ主幹 

 ２５ページをごらんください。７月３１日現在の在庫、容器の在庫状況についてご説明させて

いただきます。１段目から焼酎７２０瓶、ＡＳＡ腐食付７７２本。２段目のＴＳＤ７２０ＥＤＦ

Ｌ３３８本。３段目のＴＧ焼酎７２０ＥＤ。３,１４５本。１段とばしまして、５段目の清酒共通

７２０Ｒ、ＢＲ。３２本。１段とばしまして、７段目の一升瓶１８００ＢＲ。４５６本。８段目

の一升瓶１８００ＦＬの２４０本。一段飛ばしまして１０段目の、Ａ－５０ＭＬ酒瓶/無地４７２

本。１段とばしまして、１２段目のワンカップ清酒１８０/ＴＯ６４の２７本につきましては、プ

ライベートボトル及び、町内限定商品、並びに新製品として今後も使用してまいります。４段目

の北緯４４度陶器７２０の５７６本。及び６段目の清里セレクション陶器７５０の３９０本につ

きましては復刻版などの企画商品用として保管してまいりたいというふうに考えております。９

段目の一升瓶ＦＬ腐食つきの２７本。１１段目のＮＪスタックボトルＦＬの５９本につきまして

は、製品保存用を残して、廃棄等の処分をしてまいりたいと考えております。以上、説明を終わ

ります。 
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○村島委員長 

 ただ今、説明がございましたけども、委員の方何かございませんか。いいですか。なければ次

に進みます。焼酎新ブランドの記念セレモニーについて説明願います。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 新ブランド記念セレモニーについて、口頭にて説明させていただきます。焼酎ブランド記念セ

レモニーにつきましては９月７日日曜日に開催されます、第３５回ふるさと産業まつりにおいて

会場に設置されました、ステージにおいて１１時から始めてまいりたいと考えております。セレ

モニーには江戸川大学の鈴木輝隆教授、デザイナー、コピーライター、フォトグラファーをお呼

びして、町からは町長、町議会議長、商工会長、観光協会長、農協組合長に参列いただこうと考

えております。なおステージには、新商品の序幕式及びコンセプトの説明を行っていただきます。

式次第としましては、町長、議長、鈴木教授にご挨拶をいただき商品の序幕、コンセプトの説明

をいただいて、セレモニーとして参りたいというふうに考えております。以上、説明を終わりま

す。 

 

○村島委員長 

 ただ今、③の記念セレモニーについての説明がありました。何か。御意見ありましたか。全般

的にないですか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 基本的にそのセレモニーがそういう形で、始まるという事なんですか、それだけで終わりとい

うことですか。例えば、売り出します、試飲しますで終わりなの。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 今回は新商品のいわゆるお披露目ということですので、商品を舞台上に並べて序幕をさせてい

ただいて、商品の説明をさせて頂いて、セレモニーとさせて頂きたいというふうに考えてござい

ます。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 産業まつりの中で、セレモニーをするってことはそこから、産業まつりをスタートさせるとい

うことなんでしょう。前半でやるんでしょ。違うの。中盤でやるの。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 産業まつりとしては１０時から産業祭りのほうは、スタートをするような形になります。式典
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については、その間に竜神太鼓の行事等いろいろ予定しております。お客さんが一番集まってく

る時間帯に目がけて、実行委員長の挨拶をいただきながらその場で焼酎の発表、セレモニーとい

う形でなるべくお客さんがたくさん集まっていただいた時に、やっていこうかなというふうに考

えております。１１時から１１時半まで３０分ぐらいの時間を使ってですね。セレモニーをやっ

ていきたいと考えてございます。 

 

○前中委員 

 セレモニー式次第に則って粛々と厳粛にセレモニーを挙行するのか。あるいはソフトなイメー

ジのフリートークの中で、新しい商品に対してコメンテーター中心に町長だとか来賓の人の会話

を求めて、よくある一般における新規商品のセレモニー的な形式にするのか。そのへん、どう考

えているのかだけ聞きます。 

 

○村島委員長 

 課長 

 

○産業課長 

 今の事務局の考えといたしましては、産業まつりという１つの会場を利用してという部分でご

ざいますので、限られた時間の中で、粛々と進めていきたいというふうに考えております。 

 

○前中委員 

 産業まつりの時には、祝辞だとか開催のご挨拶は持たずに、そのセレモニーに全て儀礼的な挨

拶式は進めるということなんですか。 

 

○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 セレモニーの中では先ほど言ったように、まず産業まつりの開会の挨拶等含めまして、焼酎の

発売という部分での挨拶をやっていただいて、あと来賓として議長さんに挨拶をいただいて、あ

と鈴木教授の方に今回の焼酎関係の思いをお話していただこうかなと。あとデザイナーの方から

コンセプト等についての説明をいただくという形で今考えています。 

 

○村島委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 その時の例えば進行役っていうのは町の方でやるってことそれともプロ的に誰か女性アナウン

サーみたいな人が来て、華やかにというふうなことでやるのか。 
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○商工観光・林政Ｇ主幹 

 産業まつりにつきましては例年のおまつり同様、北見のスカイさんというプロの方が来ますの

で、今回の式典に関しましてもスカイの方にお願いして実施をしていくというような形をとりた

いと思っております。 

 

○村島委員長 

 他に、よろしいですか。私の方から皆さんの委員の話を聞いている中で、このセレモニーの式

典ということでありますけれども、なんか呼ばれている方は呼ばれているようですけれども普通

の産業まつりという形の中では一般の議員さんは来ない方もおりますし、また出られる方もおら

れるし、そういう形の中で今回この式典に出れでもない、出なくてもいい、出てもいい、そんな

ような形の中で運ばれているような感じを一部受けているわけですけども、なんかこれだけ大胆

に鈴木教授を呼んでそういう形の中でやる中でどうなんですか。 

 

○産業課長 

 最終配員につきましては、現在のところそういう予定で考えておりますが、場合によっては最

終配員もう少し広くということも考えられるんでしょうけども、ただ会場の関係もございます。

それらもあったものですからとりあえず今先ほど言ったメンバーでのセレモニーという形で考え

ております。 

 

○村島委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

新しい商品に対して好スタートで販売開始が出来上がってくると思います。そして産業まつり

に人が集まり、町外から集まってくる中で、はい、売り出しました。そして町長以下３、４人が

挨拶しました。舞台に瓶を何１００本並べるのか。まさか１本ずつ並べるわけではないと思いま

すが何種類でしたか、４種類でしたか。これがきちっと並んで販売していく中で、やはりそこに

は、これから販売していく皆さんに親しまれるというやっぱり町側の意欲ですよ。誠意ですよ。

セレモニーやったから売り出した、こんなことで売れるわけないんですよ。何かイベント的な売

り出しと同時にこの焼酎、例えばどれだけじゃがいも獲れているだとかのクイズだとか、何でも

いいと思うんです。やっぱりプレゼントしていく、あるいはそういうような仕掛けだって何か必

要な気がしませんか。逆を言ったら町長がその辺に持って、新しい製品出来ましたって配って歩

くというのは第２第３の問題ですよ。もっと町民に愛されて、親しまれないとダメなんですよ。

しかも産業まつりですよ。焼酎の原点は、清里の産業とその潤いがあるものを築くための出発点

だったんですよ。しかも一村一品なんですよ。確かに産業まつりと合わせることによって、産業

まつりのウエイトを焼酎販売が損ねてはいけないという特段の配慮があるのかもしれませんが、

そこで同時に重ねてやるって言った以上は、もう少しいろんな方法があって然るべきな気がしま

す。 
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○村島委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 議員御指摘のとおり、いろいろ色々な御意見もあろうかと思います。産業まつりを契機に新し

い焼酎を売り出していきたいというふうには思っております。これを契機にですね、今後いろん

なイベント関係等町内町外関わらず、いろいろ宣伝活動もやってきたいなというふうに考えてお

ります。９月なりますけども、わかりませんけども、補正の中でもＰＲ費もう少し計上させてい

ただければなというふうに今考えているところでございますのでご理解をいただきたいなという

ふうに思います。 

 

○村島委員長 

 いいですか。今加藤委員から言われたようにそのセレモニー・式典という形の中ですからね、

きちっとしなきゃ。私も毎年ですね、産業課としてあなた方がそのようにしますと説明ある度に

議員の方々何度か足運んでいるんですよ。学習センターに行っているんですよ。そういう思いを

考えていればやっぱりね甘いでしょう、考え方が。ただそんな簡単にその方々何人だか知らない

けど、来られてあと町長と議長さんだけで済まされるような式典なんかねとんでもないような話、

私から言わせたら。やっぱりもうちょっときちっとやらなきゃならないセレモニー・式典ですよ。

そんな簡単に甘く考えて、焼酎をリニューアルしたからっていってほんとにとんでもない話。委

員の方を代表して、私しゃべっているんだけどもあまりにもちょっと甘過ぎる、考え方が。行政

のやり方、進め方。その点について、何か。もっと良い案があったら答えてください。 

 

○産業課長 

 いろいろご指摘いただきました。我々も盛大にやるセレモニーそれと粛々やるセレモニーとい

うことでいろいろ考えたところでございますが、今のところ先ほど武山の方から報告させていた

だいた形で今進めようということで考えております。内容については今後再度詰めていきたいな

と思うんですが、もしかすると方向も少し変わったような形でやっていくような形になるかもし

れませんけども、今のところは先ほどの形で進めていきたいなというふうに考えております。 

 

○村島委員長 

 よろしいですか。はい。池下委員。 

 

○池下委員 

 今委員長もですね。怒り心頭で言ったと思うんですよ。わかると思うんですけど。もう委員会

無いんですよ。産業まつり終わるまで。であるならば産業常任委員会の委員長さんがそこまで発

言したということを町長にしっかりと報告した上で、もう一度協議するというのがベターだと思

うんですよ。その辺十分課長として任務を遂行してもらいたいと思います。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 
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○産業課長 

 今の御意見、いずれにしても委員会の関係につきましては、逐次町長に報告させていただいて

おります。今回の部分についても町長の方に報告させていただいて、もし許されるものであれば、

臨時の常任委員会等お話をさせていただくということもあるかもしれませんけども、町長の方に

は報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○村島委員長 

 いいですか。はい。 

 

○加藤委員 

 やっぱりあの何て言いますかね、デザイナーやそういう人方を呼ぶこともいいでしょう。でも

それと同時にせっかく金かけてきよっぴも作ったみたいですし、瓶の容器の型の例えばデカいバ

ルーンですとかそういうものをつくるだとか、きよっぴに焼酎の宣伝をさせるとか。昨日も岡崎

朋美の慰労会がありました。清里に何かお役に立ちたいという話もありました。デザイナーやそ

ういう人方ばかりじゃなくてやっぱり富士急との話し合いをして、協力をしながらこのイベント

の時に富士急を通して販売のアピールの場所に参加していただくと。しかもきのう私、栞をみた

ら、岡崎朋美選手の役職名は販売営業部次長です。少なくとも営業という環境の中で、悪いです

けどいろんな戦的に使うんであれば逆にそういう接点の中から、次の時代を踏み出していく。い

ろんなアイデアで。それがセレモニーでないですか。販売促進に向けた意欲ではないかと思いま

す。 

 

○村島委員長 

 はい、課長。 

 

○産業課長 

 今のお話、相手のあることです、確かに内容等も確認しながらやれるものはやっていきたいな

というふうに思っています。ただ１週間後すぐということもなかなか難しいのかなと思いますけ

ども。内容等については、確認をさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 

○村島委員長 

 どうですか。よろしいですか。この件についてはまだ色々と発言されてない委員の方もおられ

るんですけども。はい。前中委員 

 

○前中委員 

 僕が儀礼的な式典にするのか、それとも新商品発売的なセレモニーにするのかというところ、

冒頭に聞いた部分なんですけども。もっと柔和、ソフトな中でその新商品を町で手掛けてる、本

当に六次化のはしりでもある部分で、町長が売り込むのであればそういう儀礼的な挨拶よりも、

ほんとに売り込むんだという意識をやはり求めたいなという議員としての意思もありますし、議

員各位もやはり極端な話、これは議員個々ですけども、議員が焼酎の半被を着ながら、町民向け
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に焼酎を配るからお願いしますということであれば、なんら問題ないことじゃないんですか。そ

れがやはり町としての取り組み。議員各位も焼酎に入れる思い、喧々赫々議論した経過あります

から、議員は知りませんよと言うわけにはいきませんよ、これ。責任ありますもん。そういう部

分を今回議員は関係ないですね、これだったら。招待も何もない。それは委員長おっしゃったよ

うにそういうところが見えたのかなという部分です。もう時間が時間ですから検討するしないは

別ですけども、そういう思いだけはやっぱり理解していただきたいなと思いますけども。 

 

○村島委員長 

 はい。課長 

 

○産業課長 

 御意見として聞いていきたいなと思うんですが、また町長の方にお話をしていきます。我々も

いろいろ企画を考えた中で、そういう形ということで出しておりますので、その辺も含めて再度

町長とも協議をいたしまして、もし議員さんの方に出席の話も出てくるかもしれませんがその時

はまたお願いをしたいなというふうに思います。 

 

○村島委員長 

 私もちょっと感情的になったんだけど、やはり今前中委員や池下委員から言われたとおり、本

当に何度もしつこく言うようだけども、やっぱりこれまでやってきた中で産業まつりに合わせて

スタートするという段階であればね。もう少し考えた上でやらなかったら何のためだったのかと

ういうふうになってしまいますよ。 

今、課長が言われたように議員の方は、出なくなくてもいいような感じだったけれども今の話

だとそうゆうふうになった場合は、またよろしくお願いします。そんなことをね、この中でいう

話じゃない。欠けてるかな、私から言わすと。そんな段階じゃないですよ。はっきり言って。初

めから全員で携わってないのなら良いんですよ。委員会そのものが。ある度ある度何回も足を運

んで、説明受けてやってきてですよ。そして出来上がった。はいスタートします。一般の議員さ

んは、なんもよろしいですっていうような感じでしょ。今の話だと。それでもいいんだけども、

それは常識外れてると。私から言わしたら。欠けてる。常識が。やっぱりもう少し考えた上で行

動してもらわなかったらだめですよ。情けない。言わせてもらうけども。ですからまだ日が何日

かありますから、この産業常任委員会であった各委員から言われた議論された話を、町に言って

ください。こうやって言われたと。 

 

○産業課長 

 今の御意見町長には伝えていきたいというふうに思います。今後協議する場ございましたら、

また協議をさせていただきたく形になろうかと思うんですが、いろいろ私も辛い立場ではありま

す。私も提案をしているんですが、なかなかこういう形でということでご報告をしなければなら

ない部分もあったもんですから、そのへんは御理解をいただきたいなというふうに思います。協

議はさせて頂きますので、すみませんがよろしくお願いいたします。 
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○村島委員長 

 よろしいですか。何度も繰り返しても同じですから。 

 

○加藤委員 

 どうのこうのじゃないと思うんです。この２年間、容器を変える、ネーミングを変える、これ

によって起爆剤で清里焼酎の再販に命をかけると言ったんでしょ。最後のチャンスだって。その

イベントがそんな人方を呼んでパサッとやって、本当に売り込む意欲というものが伝わりますか。

本当に売り込んでいくんだと再度頑張るんだという意欲が見えない中でいくと、１年間経った後

の収支が情けなくなりませんか。そうじゃないでしょと。頑張ったけど、だめだったのと、頑張

りもしないで駄目だったのではどうするの。 

 

○村島委員長 

 そういうことでありますので何回も繰り返しても同じですので、終わりたいと思いますけどね。

何度も申し上げますけど、上の方にはきちっと今日の委員会で審議されたことは、お伝えを願い

たい。私の方から申し上げます。よろしいですね、産業課終わります。ご苦労様でした。 

 

○村島委員長 

 ２．次回の委員会の開催について。局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、９月８日月曜日でございます。 

 

○村島委員長 

 ３．その他、委員の方でその他ございませんでしょうか。 

 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 

 

○村島委員長 

 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５０分） 

 


