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第５回産業福祉常任委員会会議録 

平成２９年４月１２日（水） 

    開 会   午前 ９時２０分 

    閉 会   午前１１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 

 ●町民課 

  ①清里町税条例の一部を改正する条例（専決処分）について 

  ②清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（専決処分）について 

 ●保健福祉課 

  ①ケアハウスの利用料について 

 ●焼酎醸造所 

  ①平成２８年度製品販売見込（速報） 

 

 

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 
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○説明のため出席した者の職氏名 

 ■町民課長         河合 雄司    ■町民課主幹      樫村 亨子  

■税務収納Ｇ総轄主査    泉井 健志    ■町民生活Ｇ主査    山崎 孝英 

■町民生活Ｇ主査      横畠 敏樹    ■税務収納Ｇ主査    土井 泰宣 

■保健福祉課長       薗部  充    ■保健福祉課参与    長野 徹也 

■福祉介護Ｇ総括主査    阿部 真也    ■福祉介護Ｇ主任    世良奈都子 

■子ども子育てＧ総括主査  鈴木由美子    ■子ども子育てＧ主事  松村  萌 

 ■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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第５回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 開催前に町民課の方で職員の紹介があるということで課長の方から一言ご挨拶をお願いします。は

い課長。 

 

○町民課長 

 町民課におきましても４月１日付の異動がありまして主幹でありました清水が焼酎醸造所長の方

に異動いたしましたので、町民生活グループ総括主査の樫村が町民課主幹ということで昇格いたしま

した。また税務収納グループ総括主査として泉井が異動してまいりましたので、昇格異動した者２名

よりご挨拶を申し上げます。 

 

○町民課主幹 

 ４月１日付で町民課主幹ということで辞令を受けました。担当は町民生活グループで変わりません

が改めましてよろしくお願いいたします。 

 

○税務収納Ｇ総括主査 

同じく４月１日付人事異動で企画政策課まちづくりグループより町民課税務収納グループに異動

になりました泉井と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○町民課長 

 他の４名の主査につきましては異動ございませんでしたが、これまでと同じ業務を担当してまいり

ます。今後ともよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 それでは町民課関連２点ほど報告協議の提案がございます。提案説明の方、はい課長。 

 

○町民課長 

 それでは町民課からの協議報告事項２件につきまして、概要のご説明を申し上げます。 

１点目、清里町税条例の一部を改正する条例（専決処分）につきましては、２月１３日の常任委員

会において、概要説明いたしましたとおり、平成２９年度税制改革大綱に基づき地方税法等が改正さ

れたことによる税条例等の改正でございます。 

２点目の清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例（専決処分）につきましても、同じ日の

常任委員会において概要説明いたしましたとおり、国民健康保険税の軽減判定所得の見直しについて

改正を行うものでございます。 

以上２件の条例改正につきましては施行期日の関係で３月３１日付け専決処分とし、直近の議会で

承認を求めるものでございます。改正の詳細につきまして担当よりご説明申し上げますのでよろしく

お願いいたします。 

 

○前中委員長 

 はい。委員長。総括主査。 

 

○税務収納Ｇ総轄主査 

それでは私の方から清里町税条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。１ペー

ジをお開き願います。 

清里町税条例の改正につきましては、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律等の

施行に伴いまして、清里町税条例の一部を改正するものでございます。 

今回改定する税条例の概要でございますが、表になっている部分をご覧いただきたいと思います。 

まず第３３条は、所得割の課税標準にかかる特定配当と及び特定株式等譲渡所得金額の所得につい

て申告書に記載された事項等を勘案して町長が課税方式を決定できることを明確化するものでござ

います。 

第３４条の９は、配当割額または株式等譲渡所得金所得割額の控除の規定の整備を行うものでござ

います。 

第４８条は、法人税の申告納付にかかる延滞金の計算の基礎となる期間の規定の整備を行うもので

あります。 

第５０条は、法人税の不足税額の納付の手続に係る延滞金の計算の基礎となる期間の規定の整備を

行うものであります。 

第６１条第８項は、固定資産税の課税標準規定の新設を行うものでありまして、震災等により滅失

等した償却資産に代わる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例について規定するもので

ございます。 
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２ページをお開きください。第６１条の２は固定資産税の課税標準の特例を、わが町特例で定める

割合を追加するものでございます。 

第６３条の２は区分所有にかかる家屋に対して課する固定資産税について居住用超高層建築物に

かかる税額按分について区分所有者全員の協議による補正方法の申し出について規定するものでご

ざいます。 

第６３条の３は、区分所有にかかる家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資産税

について、被災地市街地復興推進地域は申し出により従前の供用土地にかかる税額の按分方法と同様

の取り扱いをするための規定を整備するものであります。 

第７４条の２は、被災住宅用地の申告の関係でございまして、被災市街地復興推進地域に定められ

た場合、震災等発生後４年度分に限り特例の適用特例を適用するものを規定するものでございます。 

附則第５条は、個人町民税所得割の非課税の範囲について、控除対象配偶者の定義の変更に伴う規

定の整備を行うものであります。 

３ページをご覧ください。附則第８条は、肉用牛の売却による事業所得に係る町民税の課税の特例

について適用年限を３年間延長するものでございます。 

附則第１０条は読替規定であります。 

第１０条の２第７項から第１８項は法附則第１５条第２項第１号の第１号等の条例で定めるわが

町特例の割合を規定するものであります。 

附則第１０条の３第９項から第１１項は耐震改修が行われた認定優良住宅等に対する固定資産税

の額を受けようとするものが提出する申告書について規定するものでありまして、法規定の新設に合

わせて条例の新設及び改正をするものであります。 

附則第１０６条は軽自動車税の税率の特例でありまして、グリーン化特例について適用年限を２年

間延長するものであります。 

４ページをお開きください。附則第１６条の２は軽自動車税の賦課徴収の特例について法規定の新

設に合わせて条例を新設するものであります。 

附則第１６条の３第２項は、上場株式等に係る配当所得に配当所得等にかかる町民税の課税の特例

について申告書に記載の事項等を勘案して、町長が課税方式を決定できることを明確化するものであ

ります。 

附則第１７条の２は、優良住宅の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税

の特例について適用年限を３年間延長するものであります。 

附則第２０条の２第４項は特例適用利子等及び特例配当特例適用配当等に係る個人町民税の課税

の特例について申告書に記載の事項等を勘案して、町長が課税方式を決定できることを明確化するも

のであります。 

５ページをお開きください。附則第２０条の３第４項は、条約適用利子及び条約適用配当等に係る

個人町民税の課税の特例について申告書に記載の事項等を勘案して、町長が課税方式を決定できるこ

とを明確化するものであります。 

附則第２０条の３第６項は、第４項の改正に伴う所用の規定の整備を行うものであります。各条例

の施行期日につきましてはそれぞれ備考欄に記載してございます。また６ページから３０ページにか

けて、今回改正します税条例の新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照願いたいと思います。以

上で説明を終わります。 
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○前中委員長 

 よろしいですか。ただ今①清里町税条例の一部を改正する条例専決処分についての提案説明がござ

いました。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。よろしいですか。 

それでは②の清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分について、提案説明よろし

くお願いいたします。 

 

○税務収納Ｇ総轄主査 

続きまして３１ページをご覧ください。清里町国民健康保険税条例の改正でございますが、低所得

者にかかる軽減判定所得の算定方法の見直しでありまして、２割・５割軽減の対象となる現行所得基

準額を引き上げるものでございます。 

まず５割軽減につきましては、現行制度は２６万５千円に被保険者数を乗じた数に、基礎控除額３

３万円を加えた金額以下となっておりますが、改正案につきましては被保険者数に乗じる金額２６万

５千円を２７万円に引き上げるものでございます。 

２割軽減につきましては、現行制度４８万円に被保険者数を乗じた額に基礎控除３３万円を加えた

金額以下でございますが、改正案につきましては被保険者数に乗じる金額を４８万円から４９万円に

引き上げるものでございます。 

施行期日は平成２９年４月１日となっております。なお３２ページに今回の国保税条例の改正に係

る新旧対照表を掲載しておりますので、ご参照いただきたいと思います。以上で説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今、清里町国民健康保険税条例の一部を改正する条例専決処分についての提案説明がございま

した。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。全体を通して町民課何かあれば。

課長の方から。 

 

○町民課長 

 それでは、平成２８年度の補正予算の専決についてでございますが、２月の常任委員会、また３月

の定例会においてお話しいたしましたとおり、事業費の確定後に予算の調整をするものでございます

が、内部の協議は今日現在終了しておりませんので本日は提示することはできません。 

概要といたしましては一般会計、町民課関係といたしましては、歳入で補助金等が予算割れする部

分の減額、それから歳出におきましては、国民健康保険事業特別会計また後期高齢者医療特別会計の

繰出金の減額となる見込みでございます。国民健康保険事業特別会計及び後期高齢者医療特別会計に

おいては医療費等が確定したために、歳入歳出の予算調整を行い、一般会計からの繰入を減額する見

込みとなっております。詳細につきましては次回の常任委員会に提出し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 

 よろしいですか。それでは町民課終了したいと思います。ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは保健福祉課より１点ほど提案がございます。その前に保健福祉課の方、人事の関係のご挨
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拶があるということなので、課長の方からよろしくお願いいたします。 

 

○保健福祉課長 

 ４月１日付人事異動がございました。長野参与につきましては先にご挨拶させていただきましたの

で、省略させていただきます。 

まず保健グループにつきましては異動がありませんでした。福祉介護グループにつきましては新任

で主任の世良奈都子さんを迎えることになりました。主に障害者福祉それから日本赤十字を担当して

いただくことになる予定でございます。 

 

○福祉介護Ｇ主任 

世良奈都子と申します。よろしくお願いします。 

 

○保健福祉課長 

続きまして、子ども子育てグループです。子ども子育てグループの総括主査として鈴木由美子を迎

えました。子ども子育てグループの全体を総括するとともに清里保育所も全般を見るということでご

ざいます。 

 

○子ども子育てＧ総括主査 

鈴木由美子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○保健福祉課長 

 同じく子ども子育てグループでありますが清里保育所内の子育て支援センターに児童福祉担当と

して配置しております主事の松村萌でございます。 

 

○子ども子育てＧ主事 

松村萌と申します。よろしくお願いします。 

 

○保健福祉課長 

 以上でございます。３人は退席してよろしいですか。 

 

○前中委員長 

 それではケアハウスの利用料について提案説明がございます。はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 ケアハウスの利用料につきまして、かねての常任委員会におきまして近隣のケアハウスの利用料に

ついて次の機会で御紹介するというお話をしておりました件と、本町のケアハウスについての利用料

について説明をしたいと思います。概要につきまして長野参与の方から説明をした上で詳細につきま

して阿部総括主査の方から御説明を申し上げたいと思います。 
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○前中委員長 

 はい、参与。よろしくお願いします。 

 

○保健福祉課参与 

ケアハウスにつきましては、平成２８年度に実施設計も終わりまして、今後建築へ向けて進めてい

くという段階でございます。今回、議会の方からも御質問ありました管内のケアハウス状況を一覧に

述べたものと町民の皆さまも関心が高いと思われる利用料について概算で算出したので、説明させて

いただきます。 

まず初めに入所者の方が負担する費用４つの区分ありますけれども、それについて概要を御説明い

たします。お配りしている資料をご覧ください。横長の管内軽費老人ホーム利用料状況というタイト

ルの資料でございます。これは管内ケアハウスに紹介した内容を一覧にまとめておりまして一番右端

に清里町ということで載せております。これについて後ほど総括主査の方から説明させていただきま

す。 

資料の一番左の方に区分が載ってございます。市町村施設名とあるんですけども、４段目のところ

で生活費（夏季）というふうになってございます。この費用につきましては食材費と共用部分の光熱

水費でございます。夏季というのは５月から９月までの５カ月間でして、冬期１０月から４月につき

ましては８千１００円プラスになって５万１千８００円ということになってございます。 

その下の段サービスの費用に要する費用、最下層となっております。これにつきましてはかつて事

務費という説明の仕方をしていたこともあった費用でありまして、入所者の所得に応じて設定される

ことになっております。最下層というのは、年収１５０万以下の方で１万円ということになっており

ます。 

今ご説明申し上げた２つの費用につきましては、厚生労働省の通知及び道の定めた基準に基づいて

設定されているものでありまして、管内の市町村、他の施設においても全く同額となっております。 

今回、概算で算出した数字につきましては、この表の３段目にあります管理費（居住に要する費用）

と表の真ん中あたりに、電気代、水道代というふうにありますけれども、居室に係る光熱水費の部分

でございます。管理費について簡単に説明補足いたしますと、施設整備に係る費用のうち補助金等を

差し引いた、その設置者の負担額について入所される方に負担していただくものでございます。なお

算出の考え方など詳細については担当の総括主査より御説明申し上げます。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。総括主査。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

それでは、表の方のご説明差し上げたいと思います。管内の利用料の状況につきましては現在ご覧

いただいている表によりまして調査の集約を差し上げているところでございます。構成要素につきま

してはただいま参与の御説明があったとこでございますが、項目によりまして定められているもの、

それから各施設においてメーター等の使用により従量という形で電気それから上下水道等を定めて

いる各施設それぞれの料金の状況ということになるところでございます。 

上から３段目にあります、先ほど管理費、現在は居住に要する費用と呼ばれる部分でございますけ

れども、これが建設費におきまして共用の負担分、いわゆる家賃相当額の部分になるところでござい
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ます。この部分ですけれども、各町村のところを見てきますと、金額の設定が無いところがお見受け

できると思いますが、このケアハウス、いわゆる軽費老人ホームにつきまして、過去の三位一体改革

前の補助金関係、以前の設置の施設等によりましては、補助金の充当によりまして、こういったもの

を求めなくても建設が出来たもの、また別途その施設を建てた市町村からの支援を受けた形の中で、

居住者からの相当額を設定しなくても設置を行っていたという施設もあると調査をしておりますの

で、そういった部分での差というふうにご覧いただければというふうに思うところです。 

それから、生活費につきましては先ほど参与からも説明ありましたが、今回統一で夏季ということ

で設定させてもらっておりますが、冬期間におきましては、これに８千１００円が追加される期間が

あるということでご承知おきいただければと思います。 

次に、下段にありますけどもサービスの提供の要する費用は先ほどもありましたが、厚生労働省の

基準、それから北海道の定める基準によりまして１５０万円以下の収入の方につきましては１万円か

らということで、その後収入の段階に応じて、この部分が月額増えていくというふうにお考えいただ

ければと思います。まずは最低ラインの１万円という設定で統一して数字をおいているというところ

で御承知おきください。 

そのような形で各市町村管内にあります施設の関係の表をまとめさせていただいた結果がござい

ます。それぞれメーター等によりまして従量とかもございますが、下段の中から下段の方にございま

す囲みの中で合計というのがございます。こちらにつきまして斜里町から網走市さんまであります各

施設それぞれですけれども、収入が一番最下層の方でということでの合計の金額が概ね月額の利用料

ということで御理解いただけると思います。またその下に、メーター従量が伴っているところござい

ます。ですから、この金額に個人の小メーター分の電気料等を加算したものが月額の概ね本人が負う

べきものというふうに御理解をいただければと。またそれ以外一括で処理をしている施設等もあるよ

うでございます。そういった部分ですとある程度、定まった金額ということで計算をさせてもらって

いるというところでございます。 

各町村の集約関係につきましては説明を終わらせていただきますが、一番右側、今回仮設定という

ことで、これまで清里町のケアハウスにつきましてはいかほどの利用料になっていくのかということ

のお話がございましたので、現在までの仮の状況につきまして御提示をさしあげたいと思います。黒

い太枠で清里町ということでございます。施設名につきましては今後もありますが、仮称ということ

でケアハウス清里ということで、ちょっとおかさせてもらっていますが、これから施設の設置条例等

も含めまして設定を行います。その中での進み具合によるかと思います。 

その下に、管理費ということで今回１万１千円ということで入れさせていただいてございます。後

程説明さしあげます。そのほか下段に参りましたが、生活費それからサービスの提供に要する費用に

つきましては、先ほど来ほかの施設それから基準同額を求めますので入力をさせていただいてもらっ

ております。そして現在、いろいろな今回清里のケアハウスのいわゆる太陽光ですとか温泉熱利用ヒ

ートポンプ、そういったエネルギー関係の省力化を狙っていくよう鑑みておりますが、電気それから

上下水道料一括で固定額の５千円と今定めてございますが、これにつきましても高齢者おひとりとし

ている部分がございますので、もう少し精査はさせていただきたいと思っています。まず仮置きで５

千円とさせていただきました。ご了承ください。 

それを求めていきますと、下段合計の部分でいきますと夏季シーズンによりましたら６万９千７０

０円で冬期につきましては、８千１００円をプラスといった形の金額が一番最低下層の入居者に求め

る１カ月の額ということで、まずはご提示申し上げたいというふうに思います。 
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では１万１千円の関係の算出につきましてご説明さしあげたいと思います。こちらにつきましては

現在高齢者の住まいということから類似となります、本町にあります公営住宅単身者住宅等の家賃関

係をたたき台としてみました。そのときには単身者住宅、約４０平米ほどということになってござい

ます。家賃としましては建設年度にもよりますけれども月額で２万１千円から２万４千円ということ

の建設年度によりまして現在設置がございます。こちらにつきまして平米単価を割り返しますと５３

０円程度ということに、年次によって違いますけども、そのくらいが求められてございます。そして、

こちらをケアハウスの居室面積２６．６８平米に当てはめていきますと１万３千円から４千円程度と

いう形の面積に対します家賃相当というような形の算出がなされたところでございます。公営住宅、

住まいという部分の現在清里町にあります建物の関係からの分析からいきますと、こういった値が出

てくるということをまず１点申し上げたいと思います。 

次にケアハウス本体工事のみにつきまして、この利用料基準には利用者に求めることができるとい

うふうに基準がございます。その中からいきますと本体工事から北海道の補助金、そして起債の方の

財源等を控除した後に町の自主財源として持ちあわす分がこれまでの議会の方では予算等でも承認

いただいてございますけれども、２ヶ年ベースに直しますと１億３千５万６千円という形で、現在町

の財源として充てがう部分が本体建設工事費になされているところです。この金額を基準に当てはめ

ますと、入居者数の５０人に、これまでもお伝えをしておりますが、２０年分の償還という形でこの

基準に照らし合わせて割り返していきますと、こちらにつきましては約１万１千円ほどが月額という

形で償還額になってくると考えているところでございます。先ほどの単身者住宅関係の１万３千円と

いうところと、それから現在の自主財源の部分の割返の償還の方式に求めますと、この１万１千円の

部分がありますが、公営住宅の場合につきましては、水回りですとか色んな設備が入居可能というこ

とがございます。軽費老人ホームにおきましてはミニキッチンですとか、それからお風呂の温泉共有

といった部分の共有部分との差が出てきますので、こちらの部分の勘案をするところは居住に要する

費用につきましては、この持ち出した自主財源の分の額を参考額として考えていくのが現在のところ

良いのではないかといかというふうに考えているところでございます。そういったことから先ほど申

しあげますとおり１万１千円設定で月額家賃相当額を軸に考えていってはいかがかというふうにま

ずは考えるところでございます。利用料につきましてのおおむね現在までの考え方はこのようにまと

めさせていただきました。 

続きまして、現在ケアハウスの状況でございます。口頭で申し上げますけれども、本年度２９年に

始まりまして４月３日付けをもちまして、北海道の補助事業の内示の方が下りてくるということにな

っておりまして、現在は補助の申請関係を進めているところでございます。４月５日にはこのことを

踏まえまして今回建築の主体工事、機械設備工事、電気設備工事の３工事におきまして起工発注を４

月５日に行ってございます。現在閲覧、業者等との協議期間中でございますけれども、４月の２５日

の入札を予定しています。その後ですけれども、こちらにつきましては大きな額でございます。皆様

の議決のいただく案件となりますので、５月の初旬には契約にかかる議会関係の議決をいただきなが

ら、５月の初旬、連休明けになると思いますけれども、着手を、そして工期は平成３０年の６月１０

日ということで３工事、いわゆる本体の主体工事にありますけれども整えていくという形に進んでい

るところを申し添えたいと思います。説明は以上です。 

 

○前中委員長 

 ただ今ケアハウスの利用料について管内におけるケアハウスの利用料の状況、そしてこれから清里
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ケアハウスですか、その仮の設定額という中での比較ができる表を絡めた中の説明がございました。

各委員から質疑を賜りたいと思います。はい河口委員。 

 

○河口委員 

 改めてこの管理費についての数字の提供なんですけども、トータルとして６万９千７００円、冬期

８千１００円を足すっていうことについては大体標準的な、他のところを見てもこれで落ちついた、

本当に正直言ってほっとしている。 

一番心配していたのは、この管理費について、今説明いただいたのはこの建築の査定から言われた

割り戻しでの１万１千円の部分と、公住ですか、そういう住宅から割り出した部分と勘案しているん

ですが、建築について１万１千円っていう設定をしたということは今までの生活の部分については上

乗せしない、あくまでも建築の部分での１万１千円っていう査定をするという解釈でよろしいんでし

ょうか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 すいません、もう一度確認させてください。その生活の部分の上乗せというのは何を。 

 

○河口委員 

 いや、ごめんなさい。管理費の１万１千円の根拠は、阿部主査の方からありました、建築から割返

しているものが１万１千円位であります。それともう１つは現在の住まいから割返部分が１万３千円

から１万４千円っていうお話があってで、設定値が１万１千円っていうことは、建築の部分っていう

住宅については検討しないということでよろしいですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず制度的な話は最初に参与の者から申し上げましたけども、住宅に建設に係る費用から補助金等

除いたところを２０年間で割り返してそれが上限ですよっていう考え方がありますということです。

住まいですので家賃、住まうための建設費がかかっているところでもって、住まうための家賃相当額

がかかるのは当然かなというふうに考えています。それは御理解いただけるものというふうに考えて

います。そちらの計算からいきまして、当初御説明していたところでは、算定するにあたって建設コ

ストから補助金を除いて、地方債のうち７割は交付税バックがあるので、その３割も入れてというこ

とで計算をしてきました。最大限価格コストということで効率良く、特定の方が占有する施設ですの

で、社会福祉施設とは言いながら占有する方が負担していくという考え方は当然あるということでず

っと説明してまいりましたけども、まず交付税で戻ってこない３割について、まるまるの借金につい

て利用者負担を求めようというふうに考えていたところでありましたけれども、これについては出来

ないということで、正式に解りましたので、起債は利用者負担を求める額に除いた部分が起債相当額
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になります。全体にかかるコストがありました。それから補助金を除いたところ、その補助裏が起債

対象額になるわけですけども、起債対象額の中に利用者負担を家賃相当として利用者負担を求めるん

であれば、その分は起債対象としないよ、私たちは当初３割まるまる町の借金になる分は返していく

お金だから利用者に負担を求めようと思っていましたが、それはだめだよということでした。ですか

らその３割は利用者負担に求めないということが１つ。 

それから図らずも２年事業になりまして起債の対象額と言いますか、上限額と言いますか１カ年で

９億近い額ではなくて、２年に分かれて５億だというような併せて９億というレベルということで起

債に余裕があると言いますか、借りられる見込みの立つ起債額も大きく見込める。そういう２つがあ

りまして、町が持ち出しする部分、一般財源から基金から使用する部分。これを計算していくという

のが１つの考え方。それからもう１つは家賃ですから、あの家賃の根拠をどこに求めているのか、占

有する面積あたりの家賃というのはどういう考え方があるのかということで町が持っている町営住

宅等を参考にしてみました。基本１人で利用される施設だったので単身住宅の家賃と占有する面積当

たりの家賃を置きかえてみたら１万３千円から１万５千円、年度によって面積も違えば家賃設定も違

うので、１万３千円から１万５千円ぐらいのお金を平均すると１万４千円ぐらい。それからもう１つ

町営住宅で、はごろも団地高齢者世帯向けとして２ＤＫを整備いたしました。こちらの方も計算して

みましたら８千４００円には占有するにあたっていただく面積、当然ながら２ＬＤＫ規模が大きくな

れば面積単価は当然下がっていくわけですけども、このケアハウスは２６．６８平米というのは小さ

い面積ですので、それを単純に面積割りしても難しいところがありますけれども、そういうところか

ら考えていくと家賃相当額の設定の額と比べても納得のいく数字ではないかということで、今回ご説

明を申し上げたということでございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。河口委員。 

 

○河口委員 

 私はまだまだ上になるんだろうという仮定していたものですから、そういう面で１万１千円の数字

っていうのは、ある程度納得できるって言いますか、安心して使っていただける標準的な金額なのか

なと思います。できるだけ安く住めることは、越したことないんですけども、ここを管理していくた

めに他のところであります管理費っていう部分、施設管理費、管理料ですか、この辺だとかいろんな

かかる費用についてもできるだけ抑えるよう方法を検討していただきたい。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○保健福祉課長 

 その他の費用につきましては、再生可能エネルギーの利活用ということで太陽光であったり、温泉

熱を利用してということで、今占有する居室に係る光熱水費、今５千円ということで総括主査から説

明ありましたけども、仮置きをさせていただいています。ここを目安にどれだけ下げていけるか。そ

のための導入ですので、この辺をどこまで下げていけるのか、こちらについては補助事業ということ

で補助申請等をこれからやっていかなくてはいけないところでございますので、ここから努力してい
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きたいというふうに思っているということでご理解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 利用料の数字の中で、安ければ安い方ほど良いんですが、その最初の当初起債を起こした持分につ

いては不可能だということを今回提示をされたわけですけども、入所の計算の仕方に公住とかそうい

う環境を計算して、こういう数字とそういう中で居住する部分については理解できるわけですが、記

載の部分の３割の部分を持ち出ししないということになれば、施設全体の共用部分に対する負担もあ

る程度求める必要が起きてくるのかな。それは安ければ安いほど良いんですが、長期的に考えた時に

全体の町の持ち出し分と言いますか、負担割合の中で本当にバランスのとれた施設運営がどのぐらい

の状態で、一般会計からの持ち出しをケアハウス運営するにあたってしていかないとならないのかと

いう問題も同時にひとつ計算をしておく必要があるのかなと。 

それともう１点は、最低の価格所得の夏の部分の提示なんですよ。冬期間については、８千１００

円プラスしますとか、所得に応じてはまた上がってくるっていう問題があるわけです。この辺を十分

に一般向け提示をどういう形でするのか解りませんが、ただし書きで冬の間は幾らかかりますだとか

あるいは所得によって利用料が住居料が上がってきますっていう書き方でなくて、ある程度所得層に

応じて、あるいは夏の間・冬の間をきちっと高齢者対象の施設ですから、そういう人が見ても十分に

理解をできるような配慮、これから検討を重ねていくと思うんですが、その辺を十分に配慮して進ん

でいただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 今、御質問ご意見いただきました。２つあったと思うんですけど、前段はイニシャルコストのとこ

ろはわかったよとランニングコストの話でよろしいでしょうか。 

 

○加藤委員 

 ランニングコストと含めて共用面積の部分の考え方自体が、入居部分だけの単価計算の割返しをさ

れたわけですが、実際問題は共有部分の部分もあるわけで、本来はしなくても良いですが、起債の部

分の３割ももらうことができないということだとするならば、その辺の考え方を踏まえた中で、将来

にバランスのとれた設定をしていってくださいということです。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 それにつきましては共有の部分を加味していくと、逆に業者負担は上がっていくのかなと。そうい
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うことになります。その中でもう一般の町営住宅等を占有している面積と家賃との兼ね合いを見たと

いうふうに御理解をいただけたらなという思いであります。当初私たちとしては最大限いただけるも

のはどうだという考えでしたけど、今提案しているのは町として本当にいただこうと思っているのが

この程度ですよということです。その中で抑えられるときは抑えるという形の１万１千円ということ

で御理解いただければというふうに思っていますが。 

 

○前中委員長 

 いいですか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 最初いただけるものはいただくんだという形の起債の部分の町の持ち出し分、３割についてもらお

うとしていたけれど、もらうことができないという制度上の問題が、説明があった訳ですから、そう

いう中を踏まえて共有部分に対して、その３割を超えない、あるいはどの辺がベターなのかという検

討も基本的には必要ではないですかと言うことですよ。 

 

○保健福祉課長 

 実はその共有部分も入っての建設コストがコス割りになっていますので、事業費ベースとしては、

そういうことになっています。そういうことで御理解いただければ。 

 

○加藤委員 

 それはそうですが、計算する単価で実際には住む居住の面積に対していただいているっていう計算

コストになっている訳ですから、それは全体の部分に対しても多少加味していく必要があるのではな

いか、それは今後の検討段階ですから。 

それと同時にもう１点は、委員会でどうなのかな。５０床における全体の統一的単価なわけですよ。

だけどこの中で広域ですから清里外の人もいる。町内の人もいるということになっていくと思うの

で、そういう部分における町内の人が入る場合の支援とかそういう部分というのも今後考えられる要

素があるとすれば、その部分のこともあるのかなと。それはあくまでも清里の部分の人とかなんとか

じゃない、今の段階は、ケアハウス全体の運営と単価についての設定だし、そういう部分を十分に。   

一番危惧するのは建てるまでは安くすごく良い施設に見えて物事が進むんですが、実際やって、で

き上がってみるととんでもない金額の建物になり、入所費も、言っているより上がっていくという事

態がどうしても起きていくので、逆に当初数字から下がっていくようなスタンス。そういう形の中で

そしてバランスのとれた感覚の中で事業の推進をしていっていただきたいとこのように思います。 

 

○保健福祉課長 

 加藤委員のおっしゃる思いと同じの中での進み具合ということでご理解いただきたいと思います。

それから今御指摘いただいた共用面積も加味したところでどうなのかは試算をもう一回してみたい

と思いますので、コストには共用面積入っているけど、それを考えるときの面積としては占有面積し

か入ってないわけだからということをおっしゃっているんで、その分を全部じゃないにしても共有部

分も利用者負担として求めたらいかがかということでよろしいんですよね。 
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○前中委員長 

参与。 

 

○保健福祉課参与 

今回１万１千円を計算する上で最初にまずかかったコストに対して町の持ち出し分を皆さんで割

っていただくという説明をしました。それまでで１万１千円ですので参考に、町内にある単身者向け

住宅の面積単価を出して計算したら１万３、４千円だったと。ちょっとそっちの方が高いんですけど、

そのあたりが最初に御質問あった件かと思うんですけれども、なるべく負担を少なくということを含

めて、そういう形で１万１千円という形で計上させていただきました。その際に面積の話をしている

んですけれども、この１万１千円をそのかかったコストから割り返すということに関しては５０人で

２０年間で割り返すということですので、これは共用面積も入ってございます。そこはちょっと説明

の方補足させていただきます。以上です。 

 

○前中委員長 

 はい。課長。 

 

○保健福祉課長 

 それでは２点目ですが、今回ここの常任委員会の説明につきましては、以前に利用料の概要、これ

も概要の中でどういうものを求められるか、その詳細の説明もあって、さらにはその中のサービスに

要する費用っていうのは収入段階でこういうものですよということで表で御説明をしておりました

ので省略させていただきましたけれども、一般的にケアハウス等の利用者の負担のところに説明する

にあたっては、こちら側はここまで詳しくするかは別として当然ながらこういう皆さんの収入に応じ

た負担額を求める社会福祉施設ですよっていうことは、当然ながら説明しながらやっていきたいと思

いますし、町民の皆さんに御説明するときには当然ながら解りやすさっていうのは配慮しながら進め

てまいりたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに池下委員。 

 

○池下副委員長 

 課長に聞きたいんですけど、今日の資料これはいつ作った。最近出来たんですか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 表としての整理は３月にしておりました。ただ右側の清里町のというのは最近固まったと言います

か、町として最近まとまったものです。町外のものは、そもそもこの事業始めるところからどういっ

た負担額がかかるのかというところからずっと調査してございましたので、データ持っておりました

し、常任委員会に次の機会で御説明するということになりましたので、この表の形にまとめたのは３
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月であります。 

 

○前中委員長 

 はい。池下委員。 

 

○池下副委員長 

 実にタイミング良くと言うか、３月定例議会が終わった後に出てきたわけなんですけど、本来であ

れば、当初予算が出される３月の前に資料を出していただきたかったというのが、まず第１の考えな

んですよ。 

それと先程も加藤委員の方も聞いておりましたけども、サービスの合計金額が出ていますけども、

あくまでも最下層ということで、最下層は確か１５０万だったと思うんですけども、もう一度確認し

たいなと思うんですが、どういう所得金額がどの程度上がると賃料も上がって行くのかということも

概算で良いですから、教えていただきたいと思うんですが。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 資料の提示の遅れにつきましては、前回２月２７日の常任委員会だったかと思うんですけども、そ

こでお約束しましたので３月に入って表にまとめたということです。 

それから清里町としての利用者負担額というのは、ずっと協議を続けてきた結果でしたのでとても

３月には間に合わなかったというところで御理解をいただきたいと思います。 

それからサービスの提供に要する費用につきましては何度も申し上げていますように厚生労働省

の基準をもとに北海道知事が定める額ということでなってございます。これは町は定められないもの

ですけども、まず収入に応じてこの額が決まります。その収入というのが何か、これについては前年

の収入から租税、社会保険料、医療費。それからここで介護サービスの提供を受けた時には利用者負

担額を除いた額の収入が１５０万円以下であれば１万円。ですから年金収入と考えればかなりの年金

収入になる、でも所得ではない収入になります。で１５０万円。それから１５０万円から１０万円上

がって１６０万円、これは１万３千円、１７０万円までが１万６千円、１８０万円までが１万９千円、

１９０万円までが２万２千円、２００万円までが２万５千円。ここまでは３千円ずつアップですね。

その後が１０万円上がるごとに５千円ずつ上がってくというようなことですので、かなり低値には抑

えられているというふうに考えております。またこれについてはお渡ししているのでちょっと見てい

ただければ。 

 

○前中委員長 

 はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 当初、１月の２３日の常任委員会の時に課長が言っていた利用料１万円、食材費これ光熱水費も含

んで４万３千７００円。それと居住費に関しては、当初２万５千円ぐらいって言っていたんですよ。
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それは私書いてある。この計算だと７万８千円ぐらいになるのだけれども、今回上がってきたのが冬

期間７万７千８００円ですから、最初の予定金額とそんなに変わらないし、逆に夏期間だと７万円に

満たないぐらいの金額なんで、入りやすい状況にあるのかなというふうには思うんですよ。 

そこら辺踏まえて２年計画でやるんで、人材の確保の問題もこれから一番大事な部分になってくる

のかなというふうには思いますけど、町民の方が早く入れるよう望んでいる方もいっぱいおりますの

で、ぜひ良いものをつくっていただきたいというふうに思います。それと従業員の方の人柄と言いま

すか、あちこちのケアハウスの話を聞きますと機械的にならないで、人間味の溢れる人材を使ってほ

しいという要望もありますのでそこら辺十分踏まえた上でいただきたいというふうに思います。 

 

○前中委員長 

 はい課長 

 

○保健福祉課長 

 利用料の方は、ご理解を概ねいただいたということで、それから人材確保。これが一番今後に向け

た課題ということですので、長野参与中心になりまして一生懸命努力してまいりたいと思います。 

それから職員の接し方、これケアハウスは、安否確認や相談業務、具体的に介護するということよ

りも気軽に相談ができる、声がかけられる。もちろんそこを目指していかないといけないわけですの

で当然ながら、そのところには入るということも考えてまいりたいと思います。 

 

○前中委員長 

 勝又委員。 

 

○勝又委員 

 ちょっと１点、おそらく５０床で採算を考えた時にはじき出しは、家賃相当分に対しても５０床満

床状態で２０年ですか、そういう部分で出した数字だと思うんですけど、問題は稼働率。十分な満床

状態の稼働率を見込んでいけるのかっていうものがきっとあると思うんですよね。おそらく予備にも

緊急部分でとっておかなくちゃいけない部分だとか、もしくはその長期入院、そうなると帰ってくる

っていうことを考えると、行く場所がなくなっちゃうような部分もあるから、そういうようなものが

これから想定された形の中で、出てくる部分なのかなと思っています。そこらへんについてどう考え

ているのか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 居住に要する費用の算定にあたっては、満床の５０で計算しなさいという制度ですのでそれは考慮

します。それから稼働率についてでありますけども、すでに事業を行っている事業所等に相談します

と、やはり１割ぐらいから３０床でも５人くらい、５０床でも５人ぐらいの入退所があると。住まい

なものですからホテルのように次の日からとか、次の次からということにはやはりならないですね。

メンテナンスもあったりすると、やはり１ヶ月、２ヶ月と当然ながら移動する方は引っ越しをするわ
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けで入所可能になりましたといっても、明日入りますということに当然ならないとなると、例えば５

床５人の方が動くにあたって退去後３ヶ月かかるんであれば、３×５で１５人の空ができる覚悟の上

での運営はしていかないといけないというふうに思っています。 

それからまた長期の入院等も当然高齢者を対象としているわけで考えられますが、これは具体的に

はこれから検討となりますけれども、本当の長期となれば当然ながら退去を願う事も考えなければい

けない。どこまでとするかは別ですけれども入院をしたから、１ヶ月、２ヶ月の入院だから出て行き

なさいということでは当然ないだろうというふうに、イメージですけれども考えておりますのでご理

解いただきたいと思います。 

それからもう１つ先ほど加藤委員の方から清里町内外の話がございました。これはあくまでもここ

施設としてどなたからもいただく利用料。それから、前々からお話ししてありましたけれども清里町

の方で収入層の低い方については補助の形で検討していきたいということは変わってございません。

ただこの１万１千円の部分についてというふうに御理解をいただきたいと思います。何て言いますか

ね。食材等の支援となると、まさに生活そのものを支援するとなれば、生活保護であったり他の支援

もありますし、ちょっと違うものになっていっても困りますので、そういうふうに考えてございます

のでご理解いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。はい加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今日の回答、即答でなくて良いと思うんですが、基本的にそういう形で取り進めていく中、そして

５０床が満床になった。計算上はそうなんですが、今の勝又委員の話でないですけど、それも非常に

難しい。そういう中で仮に５０床入ったとして年間夏冬通すと大体５×８＝４００万ぐらいの収入ぐ

らいになっていくのかなと入金額が。そうすると、それだけで施設の１年間の維持管理を考えた時に

どういうような数字になっていくのか。どういう状態になっていくのか。次の委員会等でもそういう

バランスの中から提示をしていただきたいなと。これ実際問題、水道料がどれだけ、電気代がどのぐ

らい、今回の地熱を使っていった時にどういう具体的に正確な数字は出ないんでしょうけど、おおよ

その感覚の中での数字は出ていると思う。 

次回の委員会ぐらいに、全体を見通した中でこのケアハウスの長期展望に立ったシステムがどうい

う環境で稼働されていくのかの掲示をお願いしておきたいと思う。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 今お話しいただいた詳細はなかなか難しいですけども、概算として収入は利用者さんからいただく

ものと町が交付税として入ってくるものを足した委託料、支出は社会福祉施設ですので介護保険施設

等と比べれば、経営は余裕はありません。収支バランスする程度のものですけど、そういう収支が成

り立つようにということで今検討しておりますので、今概算お示しできるように準備をしたいと思い

ますのでご理解いただきたいと思います。 
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○前中委員長 

 他に。河口委員。 

 

○河口委員 

 いろんな経費が積みあがって、これから実際出ていくんでしょうけど、この施設はある程度の町の

福祉施設として経費としてかかる部分というのは、これはやむを得ない部分があるんだろうと思う。

今後ここで住んで少なくともある程度元気な方という前提の中で、少なくても１０年だとか年数は今

言うべきことじゃないですけども、長い期間ここで住まわれる。その中に有意義な人生を送っていた

だきたいんだという１点なんだろうと思うんですね。そこで住んでよかったっていう部分について私

もいろんな施設見てまいりました。今回は、清里は５０床に取り組んだわけです。そこにやっぱり何

年って長期間滞在するわけですね。その中で有意義な生活を送っていただきたい。これは今後いろん

な形で提案あるんだろうと思いますけども、その有意義な生活という中には、やはり幸福感っていう

のが生活の中で大事だと思いますので、ぜひその辺を踏まえた運営、細かい運営、佐呂間さんだとい

ろんな部活動と言いますか、いろんなことをやりながらやっている。そういうことを念頭に置いた有

意義な生活が出来る。それにはどうしても先ほどいろいろ経費のことありましたけども、間違いなく

年間経費としては覚悟しなきゃいけない部分があるんだろうと。できるだけ低くって言いながらも、

それはその方々が有意義な生活を送っていただくために何をするか、何を提供するかという中では、

町はやっぱり負担しなきゃならん部分が出てくるんだろうと思いますけども、住まわれる方を基軸に

ぜひ今後いろんな形で検討していただきたい。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 議会におかれましては、深川と北広島と視察をいただきまして、それぞれ具体的に工夫を凝らして

いるところを見ていただいたと思います。ケアハウスというのは、そもそもそういう施設であります

ので、当然ながらそこを目指していまして、清里町は北広島のような介護専用施設ではなくてもっと

自立した方たちに利用していただこうと思っていますので、いろんなレクリエーションだったりとか

イベントなりを当然提供しながら、楽しく自由に住んでいただくというのが趣旨でありますので、そ

の辺はこれから運営側と協議しながら良いものをつくり上げていきたいと考えておりますんで御理

解を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。よろしいですか。僕の方からちょっと１点だけお伺いしたいんですけど。利

用料の話で細目に料金設定の説明がございましたけども、５０名入所した時の施設としての１つのコ

ミュニケーションとしての自治会活動であればそういうようなコミュニケーション的なものという

のは考えているのかいないのか。これとは別にそういうものが付加されるんであればそういう方向も

提示してかなきゃならないのかなと思うんですけども、それを用いて５０戸の世帯の中のいろんな活

動するんだよという部分も恐らくこれから運営の部分では出てくると思うんですけど、そこら辺は具



 

- 19 - 

体的に検討しているのかどうなのか、ちょっと聞きたいんですけど。 

 

○保健福祉課長 

 具体的ではありませんが、多くのケアハウスによって自治会が組織されているというふうに聞いて

いますし、近隣の自治会との兼ね合いがありますので、自治会ですから町が押し付けるのかというと

ことはできませんけれども、一般的には私のイメージとしては１つの自治会を組織していただいて自

らも活動があって当然かなというふうに考えてございます。 

 

○前中委員長 

 伊藤委員。 

 

○伊藤委員 

 ちょっと確認なんですけれども、単純にこのまま行くと、いつぐらいから例えば募集とか始まって

いくのかっていうことが１点と、今回のこの清里のケアハウスに関して広域という形で進めていると

思っているんですけども、例えば網走市のケアハウスのハーモニーヴィレッジですか、待機者数が１

５０人とかいます。結構な待機者がおられるんですが、こういう方々が清里にも来られるというイメ

ージなんですか。そのへんちょっと確認しておきたかった。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○保健福祉課長 

 １点目は募集でなるべく早くと思っていますが、今のところまだちょっと申し上げられないってい

うのが正直なところです。条例整備等いろいろしていかないといけませんので、それは整備が進んで

からということになると思いますが、入居は目指すところは９月あたりというふうに思っていますの

で、当然それより早いというふうにご理解いただきたいと思います。 

それから入所については広域ですけども清里町の施設ですから、当然清里の方と余裕があったとこ

ろで広域でというふうに考えてございます。大きなところはなかなか施設の数が間に合っていないの

で待機は多くいらっしゃいますし、斜里郡３町においても清里町がやろうとするケアハウスは斜里町

にあるケアハウスやすらぎは、老健であったり特養であったりという介護保険施設の補完型ですか

ら、要介護１以上しか入れないと。地域密着ですので斜里町の人しか基本的に利用できない。そうい

うことを考えれば清里町が目指すところのニーズはあるだろうと。まずは利用者は施設側が判断でき

ますのでそういうふうに考えてございます。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。無ければ課長。 

 

○保健福祉課長 

 ケアハウスじゃないんですがよろしいですか。老健きよさとの話について御報告をしておかなけれ

ばならないことが発生いたしました。老健きよさとの管理者医師であります目黒先生なんですけども
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昨年の７月から就任いただいていたんですけれども、ちょうど１年になる今年の６月一杯を目途に勇

退をしたいという意向を示されました。理由については特段その体調が不良ということではないです

が、高齢であっていつどうなるか解らない、無責任なこともしたくないというような思いの中からお

っしゃっているようです。当然ながら残留に努めていますけれども、一方で後任準備も始めなければ

いけないというふうに考えております。本格的に後任の医師の招聘活動を続けて始めてまいりたいと

思っておりますのでご報告をさせていただきます。 

 

○前中委員長 

 はい、よろしいですね。他について何かあれば受けたいと思いますけどよろしいですか。はい。そ

れでは、大変御苦労さまでした。 

 

○前中委員長 

 それでは焼酎醸造所より御説明がございます。はい所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 焼酎醸造所所管事項で、平成２８年度製品販売見込みにつきまして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 

 担当。 

 

○焼酎醸造所主査 

それでは、平成２８年度焼酎販売状況の説明をいたします。現在最終数字の確定に向け作業を行っ

ておりますので、確定前の速報値ということでご説明いたしますのでご了承ください。 

まず平成２８年度の販売額につきましては、現在のところ１億３６５万円ほどとなっておりまして

平成２７年度の最終９千４５１万５千５００円より９１６万円ほどの増となっております。１億円を

超えましたのは、平成１８年度より１０年ぶりという形になっております。販売の中身でございます

が、北海道清里樽７００ミリリットル。こちらの方が前年比５千本ほど増えまして、約４万６千本の

出荷となっております。次に伸びがありましたのが北海道清里７００ミリリットル。こちらの方が前

年より３千５００本増えまして、１万７千本の販売となってございます。 

また流通の状況につきましては道内卸向けが５０％超えまして、道外卸も５％となっておりまして

合わせて５５％程度で半数以上が卸向けに出荷という形になってございます。町内向けの出荷につき

ましては２４％となっておりまして、前年比５２０万円ほどの増となっております。こちらにつきま

してはきよ～るへの流通の増よるものと考えられると思います。 

平成２８年度の焼酎販売状況の速報につきましては以上でございますが、現在乙類焼酎含む酒類種

類全体の市況の方、簡単に御説明させていただきたいと思います。 

年度ベースが税務署の数字を使っておりまして、１月から１２月までのベースでの説明とさせてい

ただきます。こちら種類総体からみますと、平成２８年につきましては前年微減で、平成２９年につ

いても、この流れが引き続くのではと考えられております。種類全体で前年比９９．４％となってお

ります。こちら微減という形の流れにつきましては平成２９年度も流れが引き続くと考えられるので
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はとなっております。 

出荷総総数、数量の方が酒類全体３割超えておりますビール類。こちらの方でも前年割れの出荷量

となっております。若者の酒類離れが叫ばれておりまして、これが全体量の酒類の消費が減っている

のではという形なんですが、こちら低アルＲＴＤと言われます、例えば缶チューハイ。こういったち

ょっと甘めの缶のチューハイがあるんですが、こちらの方の酒類などにつきましては逆に前年比１５

％増になっておりまして、２９年につきましても増の気配となっております。全体での消費量が微減

と落ち込んでいる中、低アルコールＲＴＤこちらの方にシェアを奪われているという形になっており

ます。このような中、うちのじゃがいも焼酎カテゴリーなります。乙類焼酎こちらにつきましては、

２８年は販売数量が微減となっております。こちらの方は前年９９．３％となっております。微減と

なっておりまして、こちら詳細見ますと、乙類の中では大手数社の売り上げが、全体を押し上げてい

る状態となっておりまして、こちらの大手のその売り上げの部分の増を除くと、実質それ以外のとこ

ろにつきましては数％から１０数％の減というふうな状況で推移しておりまして、中小の酒蔵につき

ましては数年来から焼酎部門終わりまして、それ以降の推移から経営の危機に瀕している状態がまだ

続いているという形になっております。近年につきまして大手の銘柄に取り扱いが集中しがちである

ということと売り場事態が縮小傾向にあると。その乙類焼酎につきましては、売り場が縮小傾向であ

るということも踏まえまして、うちの清里、北海道清里の他にも多数あります中小の酒蔵でも同様に

２９年度もお声がかかる出番を待つ形という形になるかと思われます。 

市況全体としては依然として厳しい状況が続いておりまして、現在のところ営業等で売り場を確保

しつつ、今後も店頭での売り場確保ができるかがカギとなっていくのではと考えられております。以

上で市況の説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 各委員何かご質疑ありませんか。はい池下委員。 

 

○池下副委員長 

 今説明あったですけど、今日は口頭説明ということで今話されたこと資料で提出されるのですか。 

 

○前中委員長 

 はい。 

 

○焼酎醸造所長 

 ５月に出納閉鎖がありますんで、その後数字を固めまして、それ以後の委員会の方で報告させてい

ただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 他に何かございません。河口委員。 

 

○河口委員 

 今発売の速報という形で御報告いただいたんですが、町内２４％あくまでも町外が７６％を締めて

おり、ここの焼酎についてはどう販売を上げようかという形の販売政策を取られているんだろうと思
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うんですね。拡大を見込んでやっていますと。 

けれども、市場は乙類は微減ですが、実際の中身を見ると要するに宝焼酎がやっぱり大きいですよ

ね。はるかに引っ張ってきていて、この部分で微減ですけれども落ちていっている。ものすごい数の

比較にならないレベルですよね、清里のレベルっていうのは、まだまだ低いレベルで、要するに１億

以下というのはまだまだかなり小さなレベルの中でこれからどれだけ拡大していくかという拡大を

目指すべきなのか、あくまでもきちんとした清里焼酎の位置づけ、ある程度これから拡大がどこまで

望めるかっていった時に設備の更新と製造する能力をした時に果たして本当にこの拡大が正しいの

かということについては再度しっかりとした見直しをされた方が僕は良いんじゃないかなと思うん

ですね。そのためにいろんなことで、皆さん四苦八苦するよりはしっかりとした物づくりをやってい

ただくということの中でどこを目指すか。拡大のときにどこを目指す、１億を目指してきたのか。あ

るいは２億目指すのかっていった時には、やっぱりもう少ししっかりとした整理整頓が僕は必要かな

と思うんですね。 

現在、町内２４％、７６％外ですよ。そこからどれだけ稼いできているのかという判断をした時に

これは自分のところで目指すべき数量、販売数量は一定量をしっかりと見て、その中で係る経費は、

清里っていうブランドの中で必要な部分だけど、それ以上については十分な研鑽がこれから必要では

ないのかなと思うので、どこを目指すのかということをはっきり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 

 ただ今河口委員の方からお話がありましたことを踏まえて今後詰めていきたいと思いますので御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 他にございますか。なければ終わりたいと思います。よろしいですか。どうもご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは大きな２、道内所管事務調査報告についてよろしくお願いします。 

 

○議会事務局長 

 総務文教常任委員会のときにもお話しいたしまして、皆さまの質疑の内容のとおり７月１２日水曜

日から１４日金曜日までの２泊３日の予定で、視察地視察内容につきましては常任委員長とさらに調

整していただくということでよろしくお願いいたします。それからその他の事項で説明する予定だっ

た議員研修会の関係につきましても７月４日が予定されておりますので、７月４日火曜日から７月５

日木曜日１泊２日の予定で行きたいと思いますので、ご了承いただきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 事務局から提案説明がございましたけども、道内所管事務調査７月１２日から１４日の日程で両委

員長の中で行き先等々は検討しながら、また委員会に諮るということでご了承いただきながら進めて



 

- 23 - 

いきたいと思いますので各委員のご理解のもとよろしくお願いいたします。よろしいですか。はい。

それでは大きな３、次回委員会の開催について。よろしくお願いいたします。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会でございますが４月２７日木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。 

 

○前中委員長 

 大きな４その他、何かございませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第５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１０分） 

 


