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第１３回産業福祉常任委員会会議録 

平成２９年１１月８日（水） 

    開 会   午前１１時３５分 

    閉 会   午後 ０時 ７分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成２９年度焼酎事業実績（第２四半期）について 

  ②焼酎の価格決定について 

 

 

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  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 

 ■焼酎醸造所長       清水 俊行    ■焼酎醸造所主査     北川  実 

 

 

○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 
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  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第１３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について。本日は焼酎醸造所からの提案がございます。提案説明

のほど所長よりよろしくお願いいたします。はい所長。 

 

○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２件についての概要の説明をいたします。１件目は平成

２９年度焼酎事業第２四半期分の実績で販売数量と販売金額でございます。 

２点目は平成３０年２月１日に行われます価格改定の最終価格表です。詳細につきましては担当よ

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。 

 

○前中委員長 

 はい担当。 

 

○焼酎醸造所主査 

それではご説明いたします。１ページ目お開きください。平成２９年度第１第２四半期４月から９

月分の販売実績でございます。一番下段の合計欄の方をご覧いただきまして、こちら左側になります。 

前年度平成２８年度販売金額５千９８０万１千７８５円に対しまして、本年度につきましては５千

８２３万９３０円の販売実績となってございます。前年対比１５７万８５５円の微減という形となっ

てございます。 

第１四半期４月から６月期の３カ月では１６２万６千３０４円の減となってございましたので、こ

れにつきましてはきよ～るへの移管の分がそのまま出ている状況と考えられまして、そっちの状況は

変わらずきよ～るの開館後の７月以降につきましては前年と同様の数字で推移していると考えてご

ざいます。 

内訳でございますが、全体的に昨年度とほぼ同様の販売状況を維持している形でございますが、主

力製品の北海道清里シリーズ７００ミリリットルの４銘柄では前年と比較しまして約１千５００本、

１７０万円ほどの減となってございます。 

逆に伸びておりますのが、北海道清里で樽の水割り、こちらの方が本数で前年比１６５％、５０ミ

リリットルのミニセットこちらの方で前年比１３６％の増という形になってございまして、あわせて

金額で１６０万円ほどの増となってございます。なお中段で４４％のそのすぐ下にその他酒類ってご

ざいますが、こちらの方前年から比べますとマイナスで６０万超えている下げ幅の大きいものでござ

いますが、こちら昨年度いっぱいで廃盤となりました果実酒用のホワイトリカーこちらの方の分の売

り上げとなってございます。 
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続きまして、価格の改定の方もよろしいですか。 

 

○前中委員長 

続けてお願いいたします。 

 

○焼酎醸造所主査 

続きまして、価格改定につきましてご説明いたします。２ページ目をお開きいただければと思いま

す。価格改定につきましては前々からのものもありまして、来年２月１日こちらの方で実施を予定し

ております。 

それぞれの小売価格につきましては表のとおりとなってございます。２ページ目上段が現行価格、

下段が新価格でございます。小売値、上昇率にありますとおり一部の製品、こちらを除きまして２割

から３割程度の上昇幅となってございます。なお一部ＰＢ製品の方につきましては資材等がＰＢ先の

預かり物、または現段階で既に製品在庫となっているもの、あと廃盤予定となっているものの方など

は値上げ幅がないか、値上げ幅が低くなっている状態でございます。 

この価格改定をもとに収支の試算を行ってございます。こちら３ページ目の方で、ご覧いただけれ

ばと思うのですが、こちらで収支の試算の形となってございます。まずこの表が、一番左側が現行の

価格で６０キロ製造を行った場合、真ん中が６０キロ販売、こちら新しい価格で６５キロ製造を行っ

た場合と一番右側が６０キロ販売で、新しい価格６０キロ販売を行いまして、６５キロの製造を行っ

た場合、それぞれ３通り示してございます。 

こちらの方新価格で同様の販売数量を本年度と数量の方で金額ベースでなく、数量ベースの方で販

売数量を確保することによりまして、本年度予算額より８００万円弱の増収が見込めるという形とな

ってございます。またこの条件でご覧になっていただければと思うんですが、販売数量が落ち込み６

０キロリットル、要は５キロリットル分の販売数量が落ちた場合につきましては逆に７０万円程度の

減収となる見込みとなってございます。 

価格改定を行うことによりまして、ある程度の売上げの落ち込みあると思われますので、価格改定

をこれからの２月に向けて進めていくにあたりまして、周知と落ち込みを最小限にとどめるために並

行して営業の強化、いろいろ手を打ってまいりたいとは考えてございます。 

以上で説明の方終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今焼酎醸造所より２件提案説明がございました。１点目は平成２９年度の焼酎事業実績につい

て、そして２点目焼酎の価格改定ということでございます。 

まずはじめに、①の焼酎事業実績の方についての質疑を受けたいと思いますけども、よろしいでし

ょうか。各委員より質疑を受けたいと思います。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 この四半期の４月・９月で昨年度より減っている前年度と比較しての分はきよ～るの分って表現さ

れたんですけど、全量ここのマイナス分全量がほぼそれに匹敵するっていうことで良いのですか。 
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○前中委員長 

 はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ４月、５月のへこみ分はほとんどがきよ～る分という形になります。うちらの直販の場合は生産額

から小売額の差額がうちの儲けとなりますけど、向こうには生産額で卸して、向こうの販売なので焼

酎の収入としては生産額分だけしかありませんので、そこの差額分が落ち込んでいるという形になり

ます。 

 

○前中委員長 

 はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 参考までに、昨年度年間７月からですが、その部分からこの四半期まで９月までのやつ合計すると、

きよ～るに何本の本数が結果的に出たというデータは出ているんですか。結果的に４月から３月では

ないですけども７月からになりますけども。 

 

○前中委員長 

 わかりました。後でちょっと報告。今の質疑の回答よろしいですか。 

他に。何かございませんか。無いようなのでそれでは２番目、焼酎の価格改定についての質疑を受

けたいと思います。各委員より質疑を賜りたいと思います。何かございませんか。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 価格改定の私の思いについては前回大分お話させていただいておりますので、その辺はそうはいか

ないよというのがこの数字なんだろうと思います。特に原酒５年ものの価格改定については十分価格

戦略を持った値上げを検討していただきたいと思っていましたけども、そういかないよということも

あるのだろうと思います。 

ただその中でこの価格改定の部分と同時に議論された中で１千８００ミリリットルを当面販売を

なくしたいというお話がちらっとされたと思うのですが、この辺の動向はどうなのですか。 

 

○前中委員長 

 はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 御説明しましたとおり、樽の一升瓶につきましては１０月いっぱいでの販売を中止しております。

で、町内の各小売さんにもその辺は説明をすべて終わっております。 

 

○前中委員長 

 はい河口委員。 
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○河口委員 

 その販売を中止するという理由の副町長が説明された内容については、言っていることはわからな

いわけでないんですけども、本当にそれって正しい選択なんだろうかといったときに私が非常に疑問

を持っています。 

あくまでも物を売ろうとして、一つの中に答弁の中で一升瓶という中の需用と言いますか、リッタ

ー数が非常に多くなるから、その部分を普通の７００ミリリットルの数が樽の絶対量が足りないから

っていうお話をされたような気がする。それって違うだろうと思うんですね。やっぱり町内で中身を

売るのが焼酎の販売のときに一升で売っても７００ミリリットルで売っても量は変わらない。どっち

が売れるのっていうことだけの瓶の数では確かに７００の方にたくさん売れた方がいいという解釈

をする。中身の焼酎については、一升が売れても７００が売れても例えばそこに１千８００という需

要があるのであれば、町内で売っている部分については無くす必要がどうしてあるんだろうかという

ことを、私なりに理解できないでいるんですけど、もう一度なくす理由というのをきちんと説明して

いただければと思います。 

 

○前中委員長 

 はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 一升瓶の生産中止と言いますか一時延期という形なんですけど、販売量的に樽の一升瓶につきまし

ては町内向けということで町外には流出させておりません。でその分町外につきましてはすべて７０

０ミリリットルの瓶が出ているということで７００ミリリットルの瓶の本数を確保するために焼酎

が足りないので一升瓶を一時中止、中止というか製造を延期していくという判断でございます。 

 

○前中委員長 

 河口委員。 

 

○河口委員 

 言っていることは非常にわかるんです。数が限られているから７００を売るより１千８００売れた

らいっぱい売れるからそっちを少なくしようと１千８００で売る分を減らしたら、７００はたくさん

作れるだろうという理屈なんだろうと思いますけども、この焼酎って町内はなるべく消費は少なく減

らしましょう、他の地域に売るのに７００ミリリットルをその分増やしましょうっていう解釈なので

しょうか。もう一度。 

 

○前中委員長 

 はい。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 町内とか町外じゃなくて７００ミリリットルの製品の瓶詰が追いついていなくて町外にも発送で

きないという部分があるので７００の製造を急いでいるということになります。 
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○河口委員 

 わかります。１千８００は町内にだけ売っているんですよね。売っているっていうことは町内の人

が飲んでいるからそこに需要があるんです。町内の人は他の地域に売る分のために我慢しなさいとい

うことなのでしょうか。もう一度その辺。 

 

○焼酎醸造所主査 

 焼酎の中身の部分でございますが、今樽で製造している部分が絶対量というのが決まってございま

す。昨年度も本年度もそうなのですが、その樽でつくられる量というものが絶対量が決まっているた

めに町内向けも町外向けも全部そうなんですが、７００ミリリットル北海道清里というメインブラン

ドのものが生産できなくなると。中身がないために。そのためにそちらを使っている一升瓶を一時休

止しましてその中身を使いたいという形でございます。 

リサーチも行ってみたのですが、町内で販売している一升瓶、樽の分、町内の皆さんと町外で購入、

町内の方が来て購入される部分が半々位ということもございまして、ここはナショナルブランドの方

を存続させるために量が回復するまでの休止をさせていただきたいという話でございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 十分その辺はわかるんですけども、町内しか売ってないよというところに町内に来て買ってくださ

いっていう中で、町内ですべて消費していれば良いんでしょうけども、そうではないよという部分も

あるのかもしれませんが、中身を売るんですよね。瓶を売るのでなくて中身を売るっていった時に、

中身の需用が町内にあれば僕は供給していいんじゃないの、７００でなくて一升の方が同じ１千８０

０売るにしても瓶を何本か使うよりは一升瓶の方はコストは安いわけで、それにかかる経費は一升瓶

の方が安いわけですから僕は一升瓶に地元で消費する分を減らしましょう、他に売らなきゃいけない

ですからということの理解がちょっと違うのかなと。 

例えば私が一升瓶買おうとした時に、いやもう一升瓶やめましたから売っていませんよ、７００を

買ってくださいということですよね。町民の人は今まで一升で買っていたやつを、７００を買いなさ

い、例えば１カ月間一升であれば１カ月に１回買ってくれば良いけど、７００だと何回か店に行って

買わなきゃならない、あるいは３本をまとめて買うということですよね。ということは不便になる、

町民は不便なのです。消費量は一緒ですよ。例えば町民が飲む量が一升なのか７００なのかという違

いだけのことだと思うんだけども、どうなんですかね。これですごく改善されるのですか。樽の少な

い量を改善するのに１千８００無くして改善されるのですか。 

 

○前中委員長 

 どうですか。主査。 

 

○焼酎醸造所主査 

その中身の量の確保というのが大前提になりまして、まず先ほどもお話しましたけど町民の皆さん

だけであればちょっと話は違ったのですが、もう実際にここへ来て遠くから来て行ったり電話注文な
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りで行ったりしている部分もあるということもお話聞いていましたので、その分もありましてある程

度町内からは流出しているというイメージでございます。こちらの方としましてはその部分もありま

して量の確保の目途が立てば休止は解いてまた再販が行えると考えてございます。７００ミリリット

ルのこちらナショナルブランドの北海道清里樽。こちらの方が例えば製造量が、中身がなくなってで

きなくなれば町外だけでもなく町内にも影響を及ぼしてきますので、こちらの方ある程度目途が立つ

までは優先させたいという現場の形でございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 十分わかる部分と、河口さんが言われる部分もわかるのですが、基本的に町内の人だけが飲む分で

あれば私も河口さんと賛同する訳ですが、町内に販売しながら町外の人も結果的には消費していると

いう部分をどうバランスをとるのかという部分からいけばやむを得ない処置なのかなと。 

そういうことを今回改定するに当たって、プライベート焼酎関係。このことが清里は今回７００ミ

リリットルで売り出している、でもプライベートは多くの場合７２０ミリリットルで単価が設定され

ている。この２０ミリの部分を踏まえていって、しかもこの町内におけるプライベート瓶が７００ミ

リリットルの瓶の中身の単価より結果として７２ミリリットルを１ミリずつの単価に設定していっ

た時に安くなっているようなことがあっては河口さんに対する説明はつかないんですよ。 

１本あたりは高くなっていますよっていうだけではダメで、今の河口さんにその理解を求めるとそ

の質問に求めるためにはいろんなプライベート、特に町内のプライベートに対してリッターあたりの

単価が一緒で容器が違うからというのは理由にならないんですよ。 

結果としてその辺を十分に考慮した単価設定になっているのか確認その辺はされていますか。同じ

１本だから原酒より高くなっているからとかそういう論法でいくと今河口さんの質問されたことに

対する答弁とは全く相反することになっちゃう。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今回の値段改定につきましても見ていただければ解るのですが、左側の上段２段目が樽の７００ミ

リリットルで税込み１千４９０円と価格設定とされております。で町内における樽のＰＢとすればパ

パスランドの浪漫倶楽部になるのですが、下から２段目になりますが税込み価格で１千５６６円と、

うちの製品よりは高めという形になりますし、利益率につきましても瓶はもともとあった瓶でありま

すし値段的にも安いということで利益幅はそちらの方が大きいという形になっております。 

 

 

○前中委員長 

 はい加藤委員。 
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○加藤委員 

 いや、そのそういう表現じゃなくて７００ミリリットルと７２０ミリリットルですよね。だから１

ミリリットルの単価が逆にプライベートの方が安いという形になってはまずいですよってことなん

です。それが良いんだったら河口さんの論法通りやらないとならない。 

だから基本的に中身の原価が一緒で値上げしたんだから、あとは器の分の問題だからこれはしょう

がないんですよという論法にはならないんですよ。プライベートをつくるための工場でなくて清里焼

酎をつくるための工場なわけですよ。プライベートっていうのはそういういろんなものを付加して、

それでも良いから売りますということでないとだめなんですよ。 

ましてや町内のプライベートをこのきよ～るも３００ミリリットルで出ていますが、そういうもの

も本来の商品よりも中身の分のリッター数の単価が安いということにはならない。だから結果的には

同じ価格で出すというリッター当たりの原価がこうだから良いんだということにはならないんです

よ。プライベートというのはあくまでもその分町としてその分プラスアルファをいただいて結果的に

中身は最低限多くもらって、売る量に対しても結果的に販売が清里より高いから町が売るより高いか

ら良いんだという論法にはなっていかないんですよ。 

誰のための工場なんだということになっていくんですよ。利益が一番あるのは工場でないとだめな

んですよ。基本的には町でないとだめなんですよ。一般の商店の清里の酒屋さんが売っている単価よ

りもプライベートで売っている業者が利益幅が多いなんていうのは全くナンセンス。今回の価格改定

に対してその辺をきちんとわきまえないと河口さんの質問に対する答弁も全くつじつまがあわなく

なる。 

 

○前中委員長 

 所長答弁できますか。今の論点は１ミリリットルの原価、それが町内小売の中で二重価格になった

らまずいんじゃないですかっていう加藤委員の指摘なんですよね。今の質疑の内容は。プライベート

の浪漫倶楽部と町内における樽ですか、その価格。 

 

○加藤委員 

 容器の安い分は逆に言うと工場のメリットに吸収しないとだめなんですよ。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 焼酎自体の製造原価については同額となっております。中身は同じものなので１リットル当たりの

製造価格は全く同じものです。それに実際にはあとは使用している台がもともとうちの今やっている

より安い台を使っていますので、それと価格についてご覧のように何１０円ＰＢの方が高くなってい

ますので、そこの利幅はＰＢの方がより高くという形になっております。 

 

○前中委員長 

 加藤委員。 
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○加藤委員 

 だからその高くなる利益というのはどこの利益になっていますかっていうことです。 

 

○焼酎醸造所長 

 工場に入ってくる利益となっております。 

 

○加藤委員 

 その時に同じ単価で入ってきているっていうときに、販売しているリッター数が一緒でいったとき

に結果的に買うお客さんが町内で仮に買うときに中身の単価を計算したときにプライベートの方が

安くなるということはありませんか。 

 

○前中委員長 

 池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今ちょっと計算したら樽の場合、７００ミリで希望小売価格が１千３８０円、そうすると１ミリリ

ットルあたりの単価が１．９７１なんです。この１．９７１に７２０ミリをかけると１千４１９円に

なる。でプライベートブランドでパパス限定で出しているやつの希望小売価格が１千４５０円だから

逆に３１円高いんだよ、決して安くはなってない。 

ただね、瓶を作っていない分これは昔からある材料ですよね、在庫を使っているだけでしょう。こ

れなくなった場合、また新たに浪漫倶楽部の瓶をつくるということなの。限定でただ中身の金額自体

は逆にプライベートボトルの方が３１円高い。 

 

○加藤委員 

 容器を含んでも結果的にどういうふうに。 

 

○前中委員長 

 今ちょっとそこは計算すれば出ると思うので、そこら辺もう一度精査しながらあとで細かい話です

けども一応報告というかな、数字として出してください。そんなに難しいことじゃないので。 

今はプライベートボトルの単価は重々精査しながら価格改定を検討いただきたいという旨の質疑

かなと思うので、そういったことで後の中の数字はちょっと今ここでいろいろやるより、きちっとし

たものを出していただければ理解できる部分できない部分があると思うので、その辺。はい。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 数字の方改めて計算させていただきまして、次回の方で報告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。 

 

○前中委員長 

 今、はい池下委員。 
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○池下副委員長 

 今その価格の話はそっち置いておきまして、来年の２月１日から焼酎に関して今担当の方から焼酎

の絶対量が足りなくなるから一升瓶やめてつくるんだという話で、それをできないっていう話。それ

は理解しないでもないんだけども、実はその中の焼酎に関して私も樽は晩酌で飲んでいる方ですから

わかりますけれども、樽の色を出すために熊本の方ですか九州の方まで送っているって話も聞きます

し、そこら辺が何か今までは１年経ってつくったものをまたさらに樽に入れて１年寝かしてしていた

ものが最近その１年寝かしていないっていう話もちょっと聞いているんですけども。ただ色をつけれ

ば良いというものでなく、やはり１年間というものをしっかりと樽に入れて熟成させたものを出して

いかなければ微妙に味にもちょっと影響してくるだろうし、色についても昔の浪漫倶楽部から見たら

やはり薄いなという感じもします。 

そこら辺を十分しっかりとそういった物をつくるためにその樽の補強とか修繕とかそういうもの

を事前にやっぱり対処していかなかったらこうやって価格改定する上で信用を無くしていくのかな

というふうに思いますので、そこらへんは十分しっかりとやっていただきたいというふうに思いま

す。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今樽の熟成の御指摘だと思うのですが、実際には樽は１年は寝かしております。ただ色つきが悪く

なってきていますので、逆に何て言うんですか、度数の高いものも入れて寝かしているのもあります

のでそれと混ぜて色度合いを調整しているような状態です。 

色につきましてもなるべく努力しながら薄くならないように今後も努めていきたいと思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 必ずしも例えば九州に出して焼きを入れなきゃできないものなのか、それとも北海道でできないも

のなのか。例えば厚岸町に今度ウイスキーの醸造所ができて、当然樽を使っているわけですから、そ

ういうところといろんな話を聞くなり、例えばニッカウイスキーに行ってどういう焼き方をしている

のか、聞きながらなるべくコストのかからない方法というのを考えていかないと、常に鹿児島まで送

っているとコストばかり掛かって、あげくの果てに品物がないという状況にならないように、企業と

して努力をしていってほしいと思いますよ。 

 

○前中委員長 

 はい所長。 
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○焼酎醸造所長 

 ウイスキー関係の工場につきましては直営の職人を雇っているということで自前の樽を自前で修

理するという状況がニッカにつきましてもそうですし、厚岸についても直営の職員を雇うというふう

に聞いております。 

それで今現在その外注を受けてくれるところが九州しかないということなのですが、今後いろんな

情報を集めながらニッカとか、うちの樽を修繕してくれるのかを聞いてみないとわからないですが、

その辺も検討しつつ進めたいと思いますのでよろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 最後になりますけど、その焼きを入れるというのは例えば認可が必要だとかそういうものって必要

なのですか。 

 

○前中委員長 

 はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 いや、聞いている限りでそういうのはないと思いますが、あくまで職人の技術力だと思います。 

 

○前中委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 これはちょっと余談になるかもしれないんですけども、確か清里も自分で一回焼いたことがあると

聞いているんですけど、その辺はどうですか。どうだったのですか。 

 

○前中委員長 

 はい主査。 

 

○焼酎醸造所主査 

１度こちらでばらしてみて焼いてみたことがあるのですが、やっぱり焼きムラと、あと組み直した

時にうまくはまりこまずに液漏れが起きまして、間に葉っぱとかを入れて色々やるようなんですが、

やっぱりその辺の技術力。あと樽で焼いた後の炭になっているところを全部掻き出してというのがあ

りまして、それも均等に掻き出さないと薄くなったり味も出ないということもございまして、そこら

辺が先ほど所長言いましたように職人の技なのかなと。 

ここら辺の木工関係、うちの町にもウッドクラフト研究会とかございますので、樽をつくれないか

という話はちょっとしてはいるんですけど、やはり湾曲の部分とかそういったものができないという

ことで今後も継続してちょっと話はしてみようと思うのですが、そういう形でございます。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。はい。他に。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 ３ページに６５キロと６０キロの計算されたやつが出ているのですが、この一般管理費は当然のよ

うにそんなに変わらないのかなと思いますが、製造費関係の原材料やこの辺も全く一緒の数字で出し

ちゃっているんですよね。 

これ２９年度が６５キロ製造の経費でいって、この６５キロの新価格そして６０キロ製造してって

いったときに結果的に売りだけの話だから結果的にこうやっていった時に経緯だけで在庫の分だけ

での処理という、企業会計でないから基本的にこういう形の出し方しかできないと思うのですが、今

日まで長い歴史の中で、在庫品があったから赤字が出ないできたっていう流れもずっとあるんですよ

ね。そのことを振り返りながらこうやってみたときに、売れなかったら結果的に同じ金をかけて在庫

を持っているっていう形になっていく、こういう形も基本的には財産なわけで翌年売れるという問題

がきちっと発生するので、行政の場合はやむを得ないのかもしらんけども実際にこの６０キロしか売

れなかったときの７２万８千円という赤字はまるっと赤字でなくて５キロ分は残るわけですよ。 

そのことを踏まえた時に３１年はどういう原料体制でいくのかということも、当然のように十分考

えていかないとならない問題があるので、当然考えていると思うのですが、こうやって試算出すとき

に行政だからやむを得ないのだと思いますが、できれば企業会計の意識もやっぱり醸造所としてはマ

イナスが出ますけども、結果的に５キロ売れなかったときの試算としてはこれだけ残っていますよと

同時にその去年からの部分もというその辺も踏まえた中できちっと企業努力、経営能力の説明の仕方

っていうことも少し考えて説明していっていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 つくる量、売る量、今の加藤議員のおっしゃるとおりで、今の現行で２９年度が６５キロ製造に戻

ったのですが、販売量が昨年で７０キロ強、７２、３キロですね。で今年も同じ今レベルでいってい

ますので実際には６５キロつくっていますけど７０キロぐらいの販売量になるので、５キロマイナス

という形になってここ３年間リニューアルしてから、ずっと在庫を減らしているような形になってお

ります。 

経営計画が平成２６年から平成３０年となっておりますので、来年度に３１年から３６年の経営計

画をつくりますので値上げの動向による数量の変動の方向性を見極めながら新経営計画の方を作成

していきたいと思いますし、でき上がりましたら議会の方にも報告させていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい加藤委員。 
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○加藤委員 

 ３１年からつくられるときに、今言った在庫の問題もきちっと計画の中に出していく、それもある

意味は予算的な金額も出していくというスタンスがないと非常にまずい問題だと思うんです。 

この３ヶ年間新しい瓶をつくってからずっとマイナスできているということは、在庫したやつをど

んどん売ってきたにも関わらず収支は大変だったですよという現実を眺めながら、だからといって、

今度、来年価格改定をした時に６５キロ売ろうとするんだけど６０キロしか売れなくてマイナスの分

も逆を言うと次の年の資産として残るわけですから。計画性をきちんと持った中でつくる計画収支の

部分についてもその辺もう少し企業的感覚の会計の導入、参考として入れていっていただきたいと思

います。 

 

○前中委員長 

 はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただ今申されました加藤議員の御意見を尊重しながら進めさせていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に。河口委員。 

 

○河口委員 

 価格改定にあたって、前回もお話ししましたけども非常に価格改定収支の部分を価格に上乗せしま

しょうという考え方は、非常にこれは問題のある販売戦略だろうと思っています。 

一般的に原価が上がりました、生産コストの努力も今までどおりです、当然値上げしなきゃいけま

せんという論点の中で値上げしたときに、お客さんに何を請求するんだろう。今までの樽と２月１日

以降の樽は全く一緒です。値上げですよ。それは私たちの経費がかかっているから値上げします、利

益が上がらないから値上げしました、これは非常に説得力が足りないんだろうと思う。 

先ほどの樽の問題、いろんな問題ありますけども、一番大事なことは品質なんだろうと思います。

我々は口にするものを売る、どこの蔵元もものすごい努力していますよ。品質昨年よりどんだけ美味

しいものをつくろうかと思って必死に努力している。今年の米の出来からものすごい努力してつくり

上げていっている。品質管理をしっかりとやってもらう。それは私も前から言っていますけど、ろ過

の部分でこれはトラブルに現実にあったりというお話も聞いています。品質管理をしっかりして美味

しいものをつくるんだ、２月１日は我々が自信を持って勧められるよという品質管理をきちんとやら

ないと、先ほどの薄目具合を調整したとかそういう問題じゃない。 

あくまでも今来られているのは事務方の理屈で、物事が値上げが進んでいますけども、そうじゃな

いしっかりとした値上げはこういう努力をしていますということがきちんと見える化していかない

と、値上げはまさしく自分の首を絞めていくことになると思いますので、ぜひ値上げをしたんだった

ら違うの買いましょうかということではない、値上げしてこういうことに一生懸命頑張っていますっ

ていう見える化をやっぱり努力していただかないと値上げの本来の値上げの意味はなくなるんだろ

うと思いますので、もう一つ私はこの価格についてはもうちょっと戦略を持った価格がほしいなと思

っていますけども、あくまでもすべてのものがリッター当たりパーセンテージのリッターあたり同じ
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値段ですよという答弁を先ほどしていましたけども、そうじゃない、やっぱり手間もかかってくる部

分と、どうしてもこれは価格を上げて売れるという商品づくりを是非やっていただきたいなと思って

いますので、ぜひ２月以降単純に収支合わないでこういう価格にしましたってことでない、美味しい

お酒ができましたという価格改定にしていただければと思います。よろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 価格改定につきましては２月１日ということなのですが、それに沿いまして先ほど担当の方からも

ありましたが営業の強化を図っていきたいと思いますし、品質についても十分管理していきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 他に。はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 最後に聞きたいんですけど、現在の在庫量何キロありますか。主要品目だけでいいですよ。 

 

○前中委員長 

 それもあわせて次回ということでどうでしょうね。 

 

○焼酎醸造所長 

 それにつきましても次回報告させていただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に。何か御意見よろしいですか。今いろいろ出ましたけども、そういった意味で価格改定の協議

ということで、加藤委員そして河口委員からの指摘にありましたように、きっちりとした企業会計的

な要素を今まで以上に公開する中で提示していただきたい。確かに棚卸しも試算の中で提示していけ

ば今の在庫量だとかもきっちりわかるかなと、貸借対照表と損益計算書って、一般会計では必然的に

あるんですけども本町も公会計の導入に向けて３０年をもって進んでいますし、その中で焼酎の事業

もという町長の答弁もありましたからそこら辺でどう反映されてくのかちょっとわかりませんけど

も、同じように検討していただければなと思います。 

そういった意味で、全体を通してもう一度あれば伺いますけども、よろしいですか。そういった意

味で進めていただきたいと思います。どうもご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 続きまして大きな２、次回委員会の開催について。 
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○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、１２月４日月曜日、総務文教常任委員会終了後、この会場で行います

のでよろしくお願いします。 

 

○前中委員長 

 大きな３、その他。何かございましたら。 

 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 

 

○前中委員長 

 それでは、第１３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 午後０時０７分） 
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○河口委員 

 産業福祉になるのか ちょっとわかりませんけれども一般質問の中で町商工振興についてだとか、

あるいは地域交通ということで質問させていただいています。 

これについて、そしたらどうやって物事世の中動いているのかというと全くその辺が見受けられな

いし各行政側もどうやって先に進んでいくのかということにもなかなか見えてこない部分がありま

す。 

その中で特にＪＲの問題については先ほどの事務局の方から１２月のシンポジウムやりますよ、さ

あ町でシンポジウム偉い人たくさん集めてやりましたよ、と言いながら我々議員がそれぞれほんとに

これについて深堀しているだろうかというと私はまだまだ足りないんだろうと。 

でここの町の行政のトップ町長と町民代表の議長のトップワンツーがそれぞれいろんなシンポジ

ウムに出ていながら、本当にここの町の将来の進む方向性というのは何にも私自身は議論されてない

んだろうと思う。 

これはやっぱり我々議員の中、の中でまだまだそれ以前に精査いろいろと検討していろんな角度か

ら深堀りしなきゃいけないことになるのではないだろうか、その中で行政でできない我々町民を含め

ての政策提言の中そしてその中からいろんなことが生まれてくるのかなと思いますので、ぜひそうい

う機会が総務であれば産業であれどちらでもいいのですが、しっかりとしたいろんな角度その中で議

長が当面ここの中の中身についてはいっぱいいろんな会議に出られている、公務でいっぱい出ていっ

てる中でいろんな情報をやっぱり提供していただいて、我々も新聞だけとかそういう情報じゃなくて

まだまだ深掘りしていかなきゃならんことがあるのかなと思っていますので、そういう機会というの

は何とかつくっていただきたいと思いますので、ちょっと将来に向けてただ１２月にシンポジウムは

ありますからそれ以前にですね何かもう少し深掘りしていった方がいいかなと思っていますので検

討していただければと思います。 

 

○前中委員長 

 局長。 

 

○議会事務局長 

 今朝の連絡事項でお伝えしたシンポジウムなのですが、ちょっと言葉が足りませんでしたけども管

内の期成会の方で予定されるようでございまして、ただはっきりした案内が来てないものですから、

どこが主催になってどのような内容でということがまだ皆様にお伝えできない状況ですので、という

ことをご理解いただければと思います。 

 

○前中委員長 

 河口委員。今産業福祉常任委員会として回答は避けたいと思います。ただ議員会としての話はまた

そういう形できっちりと今河口委員のおっしゃるような意見は両委員会にも関係することですから

これをないがしろにすることはもう ならないかと思いますので、議長を含めた中で議員会なりでそ

のテーマに沿ってどういう学習会になるのか、いろんな議論する場になるのかはやはり検討していか

なければならないと思うので、その辺議長の方からもしあれば。はい。 

 

○田中議長 
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 今まで活性化期成会の中での１市３町の中でその釧網線部会というのが１４回開催されその中で

ほとんどその勉強会というかどういうことがその市町村でできるのか、そういうような部分の勉強会

そしてやはりこの基本的には活性化期成会の大枠の意見は鉄路を存続という方向性でこう前に進ん

でいるわけで、あと詳しい中身だとかはまだまだその議論をするというか勉強会にとどまっているわ

けでなんですね。 

なかなか夕張みたいに鉄路が自分のとこだけだともういらないからバス金もかかることだしバス

とはっきり言えるんでしょうけど、ここ鉄路がなくなったとしてもバス路線になったとしてもやはり

この１町村だけの問題ではないやはりそこら辺が非常に難しいとこで、私議長で出ているんですけど

もだけどそれが勉強会ということだから出ているんだけどこれが存続するとかしないとかという細

かな話になると、そういう権限もないしこれはもうそういうところには顔も出せない状況になるけど

も、今のところは勉強会ということでして今回最終的にシンポジウムを開催してそして今まで勉強し

てきたやってきたことを聞きましょうというそういう形になっているんです。 

 

○前中委員長 

 はい。 

 

○河口委員 

 シンポジウム今までの経過を言うと網走でありました。北見でやりました。旭川でやって、最終的

に北見はもう一回先月の２７日にやりました。これはどなた、宇野副町長が出ていたと思う、他の方

はちょっと顔見えなかったんですけども、このシンポジウムって大きいところでやればやるほど偉い

人方の発表会だけです。何も役に立たない。本当にかなり名刺交換の場所ですね。 

こんなのが実態だからそうじゃない町の中で本当に町の中底辺でもう少し積み上げた部分の中で

今度は議長町長が活かしていきたい政策をですねぜひ考えていただきたいなと思います。 

 

○前中委員長 

 今後の中で議員各位も思うところもありますし、町民に立ったそのＪＲ問題あるいはこの町の交通

網のあり方はやはりどこかでは拾い上げる機会は清里町としても今後考える時期にはもう拙速に出

てきておると思うのでそれに向けての調整なりはこの委員会ではちょっとあれですけども、ちょっと

そのへんはちょっと議員会の中でちょっと 

 

○加藤委員 

 ただ研修等会議等があって大きな勉強というかそういうものがあって、議員に参考資料として提出

するに可能なものについては極力議員の皆さんに配布するようにひとつ心がけてほしい、それ以上の

問題点についてはまだ論議できる問題はないと思うので、あるとすれば、皆さんに提出した方がいい

と思うものがあればそれは常時提出していくということで、この問題についてＪＲの問題について各

町村だけで論議していくという段階ではまだないと思うので、ただ河口さんがいつも言っている町内

における交通機構とか交通機関とかそのあり方やそれこそどうしていくかという問題は、それぞれが

思っている部分があるようにいつその会合と環境。そのような 

 

○前中委員長 
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 集まりなり議員会の中でやるのかやらないのかというのはやっぱり早急に議長を中心に検討でき

れば。来春の 

 

○加藤委員 

 予算審議の前に予算審議を永遠と我々には執行権がないのでその辺を町長に永遠と、提案はできる

けど予算がないと。 

 

○前中委員長 

 とりあえず委員会をしめたいと思いますので、今の話は議長預かりの形で進めていって欲しいと思

いますので、よろしくお願いいたします。ということで第１３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 

 とりあえず委員会をしめたいと思いますので、今の話は議長預かりの形で進めていって欲しいと思

いますので、よろしくお願いいたします。ということで第１３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。 

 

 

 

 


