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第９回産業福祉常任委員会会議録 

平成２７年１１月１８日（水） 

    開 会   午前１０時３５分 

    閉 会   午前１１時１２分 

 

 

○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清里焼酎販売実績（上半期）について 

   

 

２．道内所管事務調査について 

 

 

３．次回委員会の開催について 

 

 

４．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  前 中 康 男    副委員長  池 下   昇 

     委 員  村 島 健 二    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員   なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■産業課長         二瓶 正規     ■焼酎Ｇ総括主査    北川  実 

  

 

○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 

 

○前中委員長 

 第９回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 大きな１、町からの協議報告事項ということで産業課から１点提案がございます。清里焼酎販

売実績上半期について説明をお願いいたします。はい、課長。 

 

○産業課長 

 それでは産業課所管事項ということで１件、清里焼酎販売実績上半期について、担当の方から

説明をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい。担当。 

 

○焼酎Ｇ総括主査 

 それではご説明いたします。こちら議案の方、次のページお開きください。１ページ目になり

ます。平成２７年度第２四半期まで４月から９月の上半期分の販売実績であります。まず平成２

７年度累計の一番下の欄、合計の欄をご覧ください。平成２７年度につきましては、４千９５５

万１千６８０円の販売実績となっておりまして、平成２６年度販売実績３千１４２万５８１円に

対しまして、前年度対比約５７％増、金額にしまして１千８１３万１千９９円の増となっており

ます。内訳でございますが、中段２５％の合計欄の２段上をご覧ください。主力となっておりま

す北海道清里樽製品、樽の７００ミリリットル製品でございますが、本数にしまして２万１千８

５９本、売り上げで１千８４９万９千８４４円となっておりまして、売り上げ全体に占める割合

は約３７％という形になっております。またこの樽７００ミリリットル製品と北海道清里、北海

道清里原酒、北海道清里原酒５年の７００ミリリットル製品４種類こちらの方合わせますと３千

１７０万８千９２７円となりまして、全体売り上げの６４％占める形となっております。 

主な出荷先としましては道内の卸問屋、卸業者さんへの流通が４５％、町内の小売店さんが２

５％、直売所を含む道内個人向けが１２％という形になっておりまして、こちらで合計８０％を

超えている状態になっております。なお道外向けになりますが、道外の卸、小売り、個人の流通

量につきましては上半期では全体の１０％強という形になっております。それで今回第２四半期

でリニューアルしました北海道清里シリーズにつきまして１年経過したという形になっておりま

して、ここまでの累計ということで北海道清里につきましては本数で１万２千５９４本で金額で

９６９万円。樽につきましては４万２千２６３本で３千６４７万円。原酒につきましては、６千

５２８本、１千２４１万円。原酒５年につきましては１千５５８本で４７４万円となっておりま

して１年経過しまして、合計で６千３３２万円ほどの売り上げとなっております。以上で説明を

終わります。 
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○前中委員長 

 ただいま清里焼酎販売実績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ので

よろしくお願いいたします。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 非常に売り上げが増加してきて非常に良いことで嬉しいことなんですけども、これだけ売り上

げが伸びるということは瓶のリニューアル効果もあるでしょうし、営業の努力ということもある

と思います。プラス約５０％以上の売り上げ増ということを考えると、製造の計画なんかも少し

見直していかなきゃならないんじゃないかというふうなことを思うんですけども、そのへん製造

計画の見直しなんかはどんなふうになっていますか。 

 

○産業課長 

 製造の部分でございますが、前回の委員会のときにもご説明をさせていただいているんですが、

麦の麹の原料とする麦の購入が２年前の購入という形でございますので、２８年については、も

う製造量については増やすことができないという部分で、２９年度以降製造については伸ばして

いきたいという形で考えております。それとあとその麦の購入先で余力があれば、多少の購入は

可能かというふうには聞いておるんですが、現在のところなかなか満度に麦が確保できてないと

いう状況になっているのが現状で、２８年につきましては、当初予定の４０ということで、計画

のとおりで進める予定で２９年からは、当初予定よりは若干延ばすということで今は計画自体の

見直しをかけているところでございます。 

 

○前中委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ５年計画ですか。平成２６年から平成３０年の５年計画と平成２７年度が２５キロリットル。

２８年度は４０キロリットル。２９年が６０キロリットル。３０年が７２キロリットルというふ

うに捉えているんですけども、いざ売り上げ伸びてきていて足りなくなることは、絶対あっては

ならないことですし、原料の大麦のことを言われてちょっとびっくりしたんですけども、ぜひそ

れは何とかクリアしていただいて、早急に新たな製造計画。実情に近いような製造計画を立てて

いただいて品不足にならないような計画をしっかり立てていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 御指摘のとおりこれで欠品が起きるということでは大変困りますんで、製造に関してはその辺、

十分見極めながら製造していきたいと考えております。 
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○前中委員長 

 他にございませんか。 

 

○堀川委員 

 確認なんですけれど、本年度の仕込み量は２５キロリットルのままですか。 

 

○産業課長 

 はい。 

 

○前中委員長 

 ほかに。河口委員。 

 

○河口委員 

 焼酎についてはいろいろな中で非常に売り上げが好調ですっていうことは、これからの基本的

な部分、経営計画がどうなっていくのかという中で、今堀川議員が言われたとおり、すべて市場

の浮き沈みで合わせていくということが経営計画の中で本当に正しいのかどうか。やっぱり瞬間

風速の部分とこれから原価が抑えられていて、売上を伸ばしていく。売れた売れたで喜んで結局

はまた補填しなきゃいけないことが、きちんとした経営計画の中で売り上げをどう見ていくか。

その中で、決して瞬間風速的に足りないよということの現実があるのかもしれないですけども、

将来の経営計画を早く立てるべきだと思います。その中で値上げということが頓挫されているだ

ろうと思いますけれども、本来今の価格で合わないという現実があるんであれば、今がチャンス。

売れなくなってから値上げするんではだめなんです。世の中は今売れている、今この中できちん

とした経営計画を持つということが大事かなと思いますんで、ぜひその辺の売り上げの中に隠れ

た本来の経営部分をもう一回みていただきたいな。今の売り上げに良かった良かったではない、

本来の経営計画をもう一度きちんと立て直していただきたいと。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 経営計画の関係でございますが、これにつきましては販売も製造も含め、全体的な焼酎計画を

作成して皆さんに提示しているわけではございますが、この関係につきましても見直しをかけて

いきたいというふうに考えてございます。現状の売り上げ推移、これも１年経過したというのも

ございます。この数字を維持できるような形で販売計画の部分につきましても十分に検討してま

いりたいというふうに思っております。ご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 
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○河口委員 

 一番大事なその経営計画の中で１年経ちました。ひとつのブランドが確立しました。売り上げ

の量もある程度確立していく。その中で１つは、将来的には製販分離、きちんと製造と販売とい

うことも１つの考えていかないと、どんぶり勘定で進めていくということが将来的に継続してい

けないことになっていると思います。それを検討していただきたい。 

 

○産業課長 

 その辺も踏まえまして十分に検討しながら進めてきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に何かございませんか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今何人か言われているとおり売れていることは良い事ですが、基本的にどういうスタンスでこ

の焼酎をしていくかということが整理されていかないと大変な状態に入るのではないかと捉えて

います。今売れている。増産しようとしている。ところが設備的な問題、この辺が去年出されて

いる５カ年計画の中でも謳われているわけです。その費用が幾らかかるのか。どういう形になる

のか。これは検討してきますとかという話でないんです。もう既に５カ年間の中で増産されてき

たら、どういう設備投資をしないとならないのか。どういうスタンスに位置づけをするのかとい

うことを同時に出していって、河口委員が言われている価格設定が現状のままでいいのか。基本

的に焼酎事業で黒字になっていくということは好ましいことであるけれども、夢物語に近いであ

ろうというふうに思うわけであります。設備投資までは町の一般財源でやりますと。それで果た

してどこまでの設備投資までが許されるのかどうなのか。この辺の論戦をきちっと提示をしてい

かないと。売れました。増産しました。売れるのに物が無いって話になって、蓋をあけたらとん

でもない収支のバランスの悪さがでたらとんでもない。売れることは好ましいですけども、それ

らに対して増産することもいいですけども、その前にきちっとしないとならない設備計画、改善

をしないとならないその部分の経費が幾らかかっていくのか。その部分は、どういう形で財源確

保していくのか。どういう形にしていくのかということをきちっと検討して、いつまでにその提

案をされていくんですかっていうことなんです。造る話と増産する話ばっかりしていますけれど

も、今直面しているその課題をきちんと提示して、そしてどういう方向性でいくことが一番好ま

しいのか。この論戦をぜひ年度内にはきちっと提案してくれないと前に進まないと思いますよ。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 設備の関係等でございましょうが、これにつきましても１２月の常任委員会の中では大筋のと

ころ、設備の関係の状況を確認とりまして数字的なものを積み上げている段階でございます。１

２月の常任委員会の中ではある程度の数字を出していきたいと。どういうものを補修しなければ

ならないとか。そういう部分の細かい部分についてもある程度報告をさせていただきたいという
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ふうに思っております。 

 

○前中委員長 

加藤委員。 

 

○加藤委員 

そして、その時には当然のように現時点における設備投資後の収支計画がどういう形になって

いくのか。一本当たりどういう形で推移していくことが可能なのか。将来に向けたここの大きな

柱である５カ年に経った平成３１年でしたか。５年後、その時点では収支バランスを保つという

ことが謳われている。その収支バランスを保つのは、どこの部分を指して保つのか。そういうと

ころの問題がきちっと提示されないと価格改定の問題やいろんなことが付随されていると思うん

ですね。その辺を早期に合わした中で本当に要求がある分だけ増産することが良いのか。必要な

のか。ある一定限度の量にとどめて町内に来て買ってもらう努力をする方向を転換、販売の方向

転換をすべきなのかどうなのか。いろんな角度からいろんな方法を模索しなければならないと思

います。 

町長が大きく謳っていますね。焼酎で利益を出そうとは思わない。これは良いと思うんですが、

けれども、そこにおける負担をどの程度で抑えていくのかっていうことも同時に忘れないで、前

に進んでいかないとならないと思いますので、ぜひ総合的に提案をしていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 ただいま御指摘の部分を合わせまして、１２月の委員会の中には、ある程度の方向性を含めた

中で提示をしていきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 ほかにございませんか。伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 単純になんですけれど、実際今回この資料見させていただいて、上半期で前年対比で５７％増

です。凄いことと正直思っているんですよね。もちろん瓶がリニューアルした理由は大きいとは

思うのですが、それだけで５７％増ってすごいなと思ってしまう。それ以外の例えば営業努力っ

ていろいろあると思うんです。これは５７％増となったことをどのように検証というか。単に瓶

のリニューアルだけでなく、例えば清里町内に４５％ですとか北酒連の２５％、道内直売その比

率とかも前年と比べてその比率も変わっているのか。それももろもろ検証しているのであれば、

その辺も聞かせていただきたい。なぜ５７％増になったのかと考えているのかなと。 

 

○前中委員長 

 産業課長。 
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○産業課長 

 今回報告させていただいた５０％強の売り上げ増ということでお話をさせておりますが、内容

といたしましては瓶のリニューアルもありますけども、今までなかなか営業活動を出来ていなか

ったという部分が大きかったと思います。それで今年の３月から営業活動を具体的に動いてきた

という部分。まず、道東４市町こちらは重点的に営業活動を３月からさせていただきました。そ

の結果、道東の各都市圏で卸しさんがある程度注文をしていただけるという実態になったのがご

ざいます。それで道内の卸しさんが、昨年２６年度の卸の割合がだいたい３８％ぐらいでした。

今現在で４５％ぐらいということで７％ぐらいの増という形になってございます。 

それと道外の部分でも１０月現在では大体３．３％。昨年は０．３という形ではかなり低い数

字になっておりました。この辺の関係につきましてもイベント関係等出店させていただいたとい

う部分もございます。そういう部分である程度の増もあるのかなというふうに思っています。で

すから営業活動で伸びた部分は大きいのかなというふうに思っています。それに加えまして、昨

年からの瓶のリニューアルという部分で、イベントでいきますと瓶をみて変わっているねという

ことでいろいろ声をかけていただいて買っていただけるという部分もございます。道外のところ

で近くで扱っているところありますかとかそういうお問い合わせをいただいて購入していただい

ているって方もいらっしゃるのが実態だと。そういう部分で、今伸びている部分については、や

はり営業で歩いた部分。今まで歩けてなかった部分がやはり減額になっていたことが実態であり

まして、今回伸びた部分についてはある程度、営業活動ができたという部分での成果だというふ

うに考えております。 

 

○伊藤委員 

 いろいろ設備の投資ですとか確かにそのとおりなんですけども、こういう営業努力。この部分

もかなり頑張っておられるんじゃないかなと思ってますんで、その辺のことは基本的に計画云々

よりも目の前ですぐ取り掛かれることの努力の結果だと思ってますんで、今後ともその辺の努力

は頑張っていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 この辺営業を含めた中で、やっていきたいというふうに思っていますので、ご理解いただきた

いと思います。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

売れていることは良いことですけれども、効果的な売り方もしていただきたい。それを売るた

めにどれだけの経費もかかっているのかと。検証というその表に出てこない。検証の仕方もきち
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っと整理をされていただきたいとこのように。売れ筋の順番で６番・７番この一升瓶。あるいは

プライベート瓶。７２０ミリリットルはプライベート瓶も７００ミリリットルの清里の樽も卸単

価は変えているんですか。７２０ミリリットルも７００ミリも工場から出している卸し単価は変

わっているんですか。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

７２０ミリリットルのプライベート瓶と７００の今回リニューアルした分。これの工場からの

単価は同じ単価ではございません。町外のプライベート瓶に関しては、うちの７００ミリリット

ルよりも若干高い単価に設定をさせていただいております。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 若干という表現。７００ミリリットルに対する７２０ミリリットル以上分の単価差が設定され

ているってことですか。多少とかそういう表現じゃなくてどこの銘柄品です。その前に一升瓶の

問題も非常に大きな問題。これ６番目に売れているんです。町内限定なんですが、町民に限定で

販売するって事が目的なのか。町内の小売店で売れば良いのか。嬉しい、悲しい問題といいます

かね。製造が追いつかないような状態になってきたら、町外の人が一升瓶で買っていくというこ

とが本当に良いのかどうなのか。この辺の問題点もありますし、今言われた銘柄と単価の中でそ

の辺の設定できちっと整理されているのか。あるいは町外という表現がありましたけども、町内

のプライベート瓶はその中身の単価からいって、どういうような位置づけになっているのか。そ

の辺もきちっと整理されているのか。原料が品薄になってきている。販売に窮屈になってきたと

いう時点でそういうところの見直しをきちっと整理しないと。やはり現状にある問題点をきちっ

と整理しないとダメだと思うんです。売れていないから売るぞってやったけど、その前に売れな

いから売る行為をしてきた。売れてきたら逆にそういうところもきちっと目に付けてですね、整

備していかないと。その辺の考え方、捉え方。現時点でその辺の数字と合わせて提示願います。 

 

○前中委員長 

 はい。課長。 

 

○産業課長 

 先ほどのプライベートブランドボトルの関係なんですけれども、物によって値段のばらつきが

ございます。一律いくらというものではなくて、出しているところによってばらつきがございま

す。卸しの金額につきましては例えばエゾフクロウという千石会の中で出している部分で、こち

らの方で出しているのが７９５円。馬鈴薯という部分で出しているのが、８８５円という形でだ

しております。その他いろんなメーカーがあるんですが、細かく全部言っていくと大変なんで。 
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○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 わかりました。グループ制の中で、そういう判断は非常に大変だということなんですよ。基本

的に会社の社長ならポンポン答えないとだめなんですよ。担当の関係では。それだけに焼酎の販

売と行政がそれに取り組むことは非常に大変なことなんです。そういう環境の中で、今言ったば

らつきがあるようなことは、何のためにばらつきがあるのかという疑問もまた出てきますし、町

内の部分については差がつかないですか。この部分はどうです。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 町内と町外については、これは格差がございます。差はあります。 

 

○加藤委員 

 町内の７００ミリリットルとプライベートの７２０ミリリットルで、格差はあるんですか。 

 

○産業課長 

 格差はあります。 

 

○前中委員長 

 格差があるという説明ですけれども。プライベートボトルと当町における樽との価格差がある

という説明ですけれども間違いないですか。町内の小売でよろしいですか。 

 

○加藤委員 

 工場から出す段階で７００ミリリットルの樽とプライベートの旧瓶でいくと７２０ミリリット

ル入るわけでしょう。その卸単価は格差があるんですか、焼酎単価に換算すると。 

 

○産業課長 

 卸価格は、差はございます。価格は違います。 

 

○前中委員長 

 卸し価格差があるということでよろしいですか。 

 

○産業課長 

 あります。 
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○加藤委員 

 ２０ミリリットル分あるの。 

 

○産業課長 

 実質資材費の部分もございますので、今言われたのはパパスの部分だと思いますけれども、パ

パスの分については安いです。資材単価の部分の経費が下がっている。 

 

○加藤委員 

 逆に下がっているの。プライベートの方が安いっていうことか。 

 

○産業課長 

 去年の分については安いです。 

 

○加藤委員 

 ７２０ミリリットルのプライベートのほうが安く出しているということ。ここまで焼酎の量が

販売されているという環境になったときに焼酎の単価を計算したときに逆ですよね。消費する形

からいくと。７００ミリリットルと７２０ミリリットルで中身の原価計算は、逆に７２０の方が

安く出しているんですか。その辺を整理していかないといけないと思うんです。一升瓶に対して

も、町内の小売店で販売すればＯＫなのか。町内の人に飲んでもらうための方策と言いながら、

町外の人も買える環境というのはどうなのか。いろんなことがそこにはあると思うんで、そうい

うことを整理されていかないと。黒字になっていくのなら良いんですよ。この黒字もどこから見

て黒字っていうのかというのも問題になりますけども。そういうところを総合的に本当に見直し

て、どういう位置づけにするのかということを整理してほしいと思います。基本的に課長の答弁

にはこうなっていますという即答がないとだめなんですよ。よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 すいません。なかなか答弁が。いずれにしても整理をさせていただきます。 

加藤議員のほうからありました一升瓶の関係でございますが、現在のところ樽の一升瓶に関し

ましてはもともとそうだったんですが、町内限定で売りますと言うだけでそれを買われるのは町

内の人だけという限定にはしてございません。これは町内にしか卸していない部分もございます

ので、あくまでも町内しか売らないというだけの話で、それが買われるのが町民以外の方でも販

売はしている実態でございます。それ以外の一升瓶につきましては、これは流通として卸の方に

も出しておりますので、これは町外のほうでもだしております。樽の関係だけが当初浪漫倶楽部

の一升瓶を出したときには町内の町民に還元できるような若干安く提供できるというような形の

中で一升瓶を作った経過もございますが、販売に関しましては、あくまでも町内で販売するとい

う話であって、売り先が町民以外でも販売はさせていただいていると言うのが、実態でございま

す。 
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○前中委員長 

 加藤委員。 

 

○加藤委員 

 最初からのスタンスはそうなんですが、そういうところを含めて製造単価がどういうコストで

ついているのか。そういうことを踏まえていった中で今後どうしていくか。いろんな角度から今

後検討していかなきゃならない問題がたくさん出てくると思うんですよ。だからこれが設備投資

に何億かかるかはわかりません。そして何キロのための設備投資をしていくのか。ここの部分の

きちっと論議をしていかないとならないと思うんです。工場自体が免許は２００キロまでの能力

があるから２００キロに合わせてやっていくのか。そういう形の中で、どういう収支になってい

くのか。今まで大変な浮き沈みがある中で、この４０年たってトータルとしてどれだけ設備投資

して、どういう結果に現時点置かれているのか。今売れているからと言って５０％増産になった

からって、そこにもう１歩、冷静に今まで育ってきた４０年間。これからの１０年に重点を見通

した中での設定をどうするのかを町民みんなの合意を得られるようなそういう資料をぜひ早く計

上していただきまして、１、２回の論議じゃなくて、十分な時間をかけてこれはどういう方向に

行くのか。情報公開を広めていただきたい。このように思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業課長 

 ただ今のご意見、我々も早急な形で整理をしていきたいというふうに思っています。１２月の

中では、まず第１弾報告という形でさせていただきたい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 

 他にございませんか。ＰＢとＮＢの価格体系についての質疑かなと思うんですけども。そこら

辺もあわせて、今後検証するという提案かなと。それと計画性の持った設備計画。これも一発ド

ンで委員会に出されてというわけではなく、そこは丁寧な説明を委員会の中にも提案していただ

きたい。 

ちょっと１点だけ。細かい話なんですけども。この数字関係で本当にびっくりしているのは、

この５０ミリリットルボトル３本セット。これが一昨年９万ぐらいしか売れてないのに、今年度

上半期でも３００万近く売れているっていうのは、道の駅での販売がほとんどなのかなと思うん

ですけども。そこら辺どのように考えておられるのか。 

 

○前中委員長 

 課長。 
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○産業課長 

 これにつきましても、今年の３月道東の営業に回り、道の駅の方にも寄らさせていただきまし

た。その中で道の駅に寄った時、そういう小さい瓶。これ、いいですねということで、それで引

き合いが出たということと、女満別の空港でこの瓶は扱っていただいているんですけども、やは

りミニ瓶が結構好評だということで、昨年から比べますとやはり売り上げが伸びているという形

になっております。 

 

○前中委員長 

 そうか、そういうことですか。あの全体売り上げの中でも６．５％。量的に少ないんですけど

も売り上げには凄い貢献しているのかなと思って、今質疑したんですけども。わかりました。ほ

かに。なければよろしいですか。 

産業課について何かありましたら。なければ、産業課所管の説明を終わりたいと思います。ご

苦労様でした。 

 

○前中委員長 

続きまして大きな２の道内所管事務調査について、局長のほうから説明です。 

 

○議会事務局長 

 総務文教で行ったとおりで。 

 

○前中委員長 

 それでは大きな３、次回委員会の開催でございます。委員長その他何かございませんか。なけ

れば第９回産業福祉常任委員会を閉じたいと思います。本日は大変ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 ３．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、未定でございます。 

 

○前中委員長 

 ４．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。 
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  ●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１２分） 

 


