
‐1‐ 

 

第 14 回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年８月 18日（火） 

    開 会  午後 １時 12 分 

    閉 会  午後 ２時 32 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ケアハウスについて  

 ②清里町高齢者等訪問事業について   

 ③令和２年度インフルエンザ予防接種事業について 

 ④網走厚生病院脳神経外科について 

 ⑤清里町診療所について 

 

●焼酎醸造所 

  ①令和２年度焼酎醸造事業特別会計補正予算（第１号）について 

  ②高濃度エタノール製品の製造販売について 

 

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  伊 藤 忠 之    副委員長  勝 又 武 司 

    委  員  前 中 康 男    委  員  村 島 健 二      

     委  員  古 谷 一 夫    委  員  堀 川 哲 男 

       委  員  岡 本 英 明    ※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 

■保健福祉課長       野呂田成人  ■保健福祉課主幹      水尾 和広 

■福祉介護Ｇ総括主査    寺岡 輝美   

 ■焼酎醸造所長       永野  宏  ■焼酎醸造所主査      廣谷 淳平 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    書  記  世 良 奈都子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

 ○伊藤委員長 

  それでは第 14 回産業福祉常任委員会を始めたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 保健福祉課の方から５点の提案がございます。説明のほどよろしくお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 保健福祉課からの記載の５点につきまして１点目、２点目を寺岡総括より、３点目、４点目、

５点目を私よりご説明を申しあげます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 ケアハウスについて説明いたしますので資料１ページをご覧ください。 

 １の入居状況です。令和２年８月 11 日現在の入居者は 44名です。内訳は町内 30名、町外

14 名となっております。その他に入居選考委員会で入居決定をされた１名が入居予定となって

おりますので 45 名が実質となります。その他 19 日に入居選考委員会が開催される予定とな

っております。 

 ２のケアハウス冷房設備新設工事につきましては、7月 30日（木）に工事完了し、8 月 7 日

検査を行いましてケアハウス入居の皆様にはご使用いただいている状況となっております。説明

は以上となります。 

 

○伊藤委員長 

 今、保健福祉課の方よりケアハウスについて説明がございました。委員の皆様何か御質問等ご

ざいませんか。よろしいですか。それでは次、行きます。 

 ２番、清里町高齢者等訪問事業について説明をお願いいたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 清里町の高齢者等訪問事業について説明いたしますので、資料２ページをご覧ください。１の
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訪問員につきましては清里町会計年度職員として２名の方を週２日程度のパートタイムで採用

しております。１人目は清里町向陽の松木睦さんです。町に貢献したい、福祉に興味があるとい

うことで採用しております。２人目は斜里町の大友広美さんです。元清楽園に勤務しており介護

福祉士の有資格者というところで採用しております。昨日から訪問を開始しております。 

 ２の訪問の対象者となります。65歳以上から 70 歳までの１人暮らし高齢者対象者 34名、

どちらかが 65 歳から 70 歳未満の二人暮らし高齢者 192名、障害者または障がい児等こちら

は身体障害者手帳をお持ちの方、精神保健福祉手帳をお持ちの方、療育手帳をお持ちの方、特定

疾患受給者証をお持ちの方になりますが、こちらの方の対象者が 277 名、この中から支援の必

要な方に対し訪問をさせていただきたいと思っております。訪問は実態把握と必要時の制度のつ

なぎの役割をしていただきます。以上で説明といたします。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま清里町高齢者等訪問事業についての説明がございました。委員の皆様、何か御質問等

ございませんか。よろしいですか。それでは次に行きます。 

 ③番、令和２年度インフルエンザ予防接種事業について説明お願いします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 ３つ目の令和２年度インフルエンザ予防接種事業について口頭でご説明申し上げます。８月

12 日の本常任委員会で古谷議員より強く要望するということで、インフルエンザの予防接種の

件について御質問があり、本日の常任委員会で説明するということでお話をさせていただきまし

た。  

 その後清里クリニック側とも診療時間後に何度かお話をさせてきていただきまして、現状のコ

ロナ禍における対応策を要望も含め相談しているところでありまして、現在詰めの段階に来てお

ります。 

 つきましては後ろにずれてしまいますが、９月４日開催の本常任委員会で詳細をご説明できる

ような形をとりまして住民周知ができるよう進めてまいりますので、ご理解をいただきたいと思

います。以上で終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和２年度インフルエンザ予防接種について説明がございました。９月４日に説明が

あるということですが、現段階で何か委員の皆さん御質問等ございますか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今課長からお話あったとおり前回質問させていただいたんですけど、９月４日の常任委員会に

報告ということですけど、基本的に繰り返して申し訳ないですけど、本当に町民の立場にたった

形での仕組みというものを大前提にしていただいて、清里クリニックの経営云々というのは別の

話であって政策的、政治的な話であってその視点をきちんと見据えた中で仕組みを構築してコロ

ナ禍における住民の生命だとか健康という極めて重要な部分なのでその視点をずらさないよう

に是非しっかりと次回の委員会で報告をしていただきたいと思います。 
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○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいま議員からおっしゃられたとおり、住民の生命を守る部分、ここはやはり念頭に置かな

ければいけないところだと思っております。ただ１つ言えるのが、町外に出していきますと翌年

度のインフルエンザのワクチンの購入と言いますか、例えば 1,000 欲しいから 1,000 くれと

いうのではなくて、今年度の実績に基づいた分が入ってくるような形になっている部分がござい

ますので、そういうところも含めながら決して清里クリニックの収支がどうのこうのではなく

て、そういう部分も含めながら、クリニック側とも話をしていかないといけないという部分がご

ざいますので、それらも含めた中で十分議員がおっしゃられることも承知しておりますので、そ

れを含めた中で９月４日に報告できたらと考えておりますので、ご理解いただきたいと思いま

す。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。池下委員。 

 

○池下議員 

 このインフルに関して昨年のインフル時期の清里クリニックの対応について、今年に入ってか

らだったと思うんですが、私も常任委員会の中で発言させてもらったことがあるんですが、やは

り町民のことを思って 1,000円でインフルが受けられるということに関して 11月に予約の電

話を入れたところ、今年は無理だというような対応があったという実例もありますので、ぜひ今

年はそういうことのないように最大限、クリニックにも協力をいただきながら、利用度が高くな

って経営の方にも反映されるようなことを進めて行ってもらいたいなと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 議員おっしゃられたこと、毎月の協議の中でお話している形であります。ただ、インフルエン

ザのワクチンの数が限られてくるという部分がございますので、まずは予約をしっかりして、ど

うしても予約が後ろにいってしまうとその分ずれてしまうということは、どうしても仕方がない

ことでございます。ただ、そういうような中でもできるだけ早く打てるような形、どういう形が

いいのかということで色々な考えを持って、クリニック側とも協議をしている状況でございます

ので、先ほどと繰り返しになりますが、９月４日にどのような方策かというところまで説明でき

たらなと考えておりますので、ただ後ろにずれこんでしまうと、本来でいくと 9 月１日にお知

らせを出して周知というのも考えたんですが、９月４日に御説明申し上げまして住民周知を９月

15 まで待つのではなくて新聞折り込みとか９月 15 日の部分、それからホームページだとかあ

らゆる手段を使って住民の方には周知をしていきたいとこのように考えておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 
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○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。 

 それでは④番、網走厚生病院脳神経科について説明お願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 本日開催の臨時会町長一般行政報告にありましたとおり、7 月 29 日、厚生連より令和元年度

の収支について報告があり、昨年の第 4 回清里町定例会で債務負担行為のご承認をいただき、

11 月覚書締結による 1 市 4 町負担割合による負担額が確定いたしましたので、ご説明いたし

ますので、3 ページをお開き願います。 

 1 番の令和元年度運営収支実績です。まず、収益からご説明いたします。入院診療収益は 4 千

８50 万２千円、外来診療収益は１千 528 万５千円、計６千 378 万７千円が１月から３月ま

での収益となっています。 

 次に支出ですが、薬品費が１千 899 万７千 996 円、診療材料費が１千 306 万９千 436

円、消耗器具備品費が 34 万７千円、給与費が３千 43 万７千 302 円、委託費が１千 83 万６

千 967 円、業務費が 609 万９千 299 円、設備関係費が 588 万７千 378 円で計 8 千 567

万５千 378 円の支出となっております。支出の中の収入比率按分は、脳神経外科のみの経費の

算出が困難なものにつきまして全体の収入比率を出し網走厚生病院としての経費を按分し算出

しているとの報告を受けております。 

 これにより令和元度は収益６千 378 万７千円に対し、8 千 567 万５千 378 円の支出です

ので、マイナス２千 188 万８千 378 円の収支差額となり、２の１市４町財政支援として、清

里町の負担は一番右側 7.7％、168 万５千 405 円となります。なお、ここに記載の金額は１

市４町とも９月定例会において補正予算計上となっております。４ページをお開き願います。収

支説明の後に患者数の報告もありましたので、ご説明させていただきます。 

 ①につきましては「患者数」となっており、入院延べ患者数は１～３月で 1,010 人、4～6月

が 1 千 678 人となっています。外来延べ患者数は１～３月が 885 人、４月～６月が 1,271

人となっています。入院１日当たりの患者数は１～３月で 11人、4～6月が 18 人となってお

ります。外来１日当たり患者数は１～３月が 15人、４～６月が 21 人となっています。 

 ②につきましては手術・救急の件数となっており、手術につきましては１～３月で 10 件、4

～6 月が 21件となっております。救急の対応数は１～３月が 55人、４月～６月が 81 人とな

っており、カッコ書きは救急車の受入れ件数が再掲の数字となっています。 

 ③市町村別の患者数ですが、清里町のみ報告させていただきますが、入院患者１～３月が３

人、全体の５％、4～６月が 6 人、全体の 6％、次に外来患者数 1～3 月が 25 人、全体の 5％、

4～6 月が 42人、全体の 6％、救急車の搬送件数が 1～3 月が 1人、全体の 3％、4～6月が

3 人、全体の 5％となっております。以前、議長からご質問のありました網走厚生病院から北見

市への転院搬送、この件につきましてはありませんとの報告をいただいておりますので、ご理解

をお願いいたします。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま網走厚生病院脳神経について説明がございました。委員の皆様何か御質問等ございま
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せんか。池下議員。 

 

○池下議員 

 今朝の町長の報告の中で、１月から６月までというふうに認識していたものですから、２千

188 万は割とそんなに赤字ではないんだと思っていたんですが、実はこれを見ると１月から３

月までということで１月から３月までの間で２千 188 万の赤字が出ているんですが、４月から

６月の入院数、外来の患者数を見ると大体 1.5倍ぐらいになっているのかなというふうに思い、

赤字の部分もこの３月までよりは軽減されるのかなというふうに思います。 

 今、この管内に手術ができるのが実際網走しかないので、私は北見でやりましたけど、これか

らどういう赤字、それから医療機器のまた違う医療機器を入れるとか色んな経費が掛かると思う

んですが、１市４町で負担していく分には清里町の赤字の部分に関しても百数十万ということな

ので、今後長い目で見た場合まだまだ毎年のような繰り出しが必要かなと思いますので、そこら

辺、これは清里町だけでなくて斜里町や小清水町も同じだと思うんですが、こういう部分に関し

ては惜しまない助成をお願いしたいなというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいま議員からお話ありましたとおり、町長が先ほど申しました金額につきましては１から

３月、年度でいってしまいますので御理解をいただきたいと思います。 

 そして２千100万ですので四半期ということに４かけたら８千万近くの収支になるのかとい

う話ですけれども、たまたま今回は１月が開設したばかりで入院数もいない、それで議員おっし

ゃられたとおり 1.5 倍程度に伸びていますよということがございますので、さすがに８千万ま

での赤字にはならないのかなという予測はしているところでございます。 

 この辺も今後厚生連の報告というのが毎年町長、組合長にあるような形となっておりますの

で、その中でもお話もあるのかなと思っています。この部分については１市４町への説明という

ことで受けている部分でございます。 

 また後段にありました惜しまずにと言うお話いただきました。大変ありがたい御質問だと思い

ます。これらも１市４町、清里町は率的に低いところでございますが、やはり高くなっている他

の市町村、そういうところもありますので、これについてはやはり１市４町で足並みをそろえな

きゃいけないという部分がございますので、引き続き、首長同士の会議も含めた中、私ども部課

長も入るような形になりますが、そういうところで協議の場を進めていけたらなと考えておりま

すのでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。よろしいですか。 

 それでは５番目、清里町診療所について説明お願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 
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 清里町診療所についてご説明をいたしますので 5 ページをお開き願います。7 月 8 日開催の

常任委員会で募集要項につきましてご説明してきたところでありますが、前回から変更になって

いる箇所をご説明させていただきます。6 ページをお開き願います。下段の 4 番、診療所適正

運営の支援等についてであります。 

 (1)として、診療所の適正運営のため経営安定支援として 2 千 500 万円の支援を行うことと

いたします。 

 (２)として、地域医療体制の維持・確保に対し法人等の母体があり応募された場合は、基幹医

療機関の維持管理運営、清里町診療所への医師・スタッフ派遣等に係る費用について必要に応じ

別途協議し支援するとしております。(１)と(２)は別々に支援する旨を記載しております。 

 次、７ページの下段、６の募集のスケジュール及び７の質問の受付に係る期間につきましては

決定次第ご説明申し上げます。 

先程ご説明いたしました６ページ(１)の経営安定支援に係る２千５00 万円につきまして、そ

の算出根拠についてご説明申し上げますので８ページをお開き願います。 

 １の清里町診療所の収支見込みにつきましては、無床と 19 床の入院病床復活の稼働８割、５

割、３割で見込みを算出しております。 

外来、在宅医療、保健予防につきましては、現在の清里クリニックの実績に基づき人口減も考

慮し９ページで積算した結果をもとに予想数値として計上しております。 

 入院収入につきましては、算出にあてる実績がございませんでしたので、他市町村で試算した

同規模 19 床のシミュレーションをもとに、スタッフ数の人件費、稼働率による入院収入、人件

費以外の諸費用を算出しているところです。 

 それでは無床による診療所の場合であります。9 ページに示した実績報告による推計で試算

し、外来収入は４千 440 万円、在宅医療は１千 287 万円、保健予防が１千 539 万円と見込

み、収入計 7千 266 万円とし、支出につきましては無床の内訳として 10 ページで試算してお

りますが、人件費、中ほどの給料手当費と法定福利費を足した 6 千 319 万 8 千円、人件費以

外として３千 406万７千円の９千 726 万 5 千円で推計し、差し引いた赤字額を 2千 460万

５千円と試算し、切り上げて２千５00 万円としたところであります。 

また、これらの収入を同じくし入院病床を復活した場合、現在の働き方改革も視野に入れます

と医師、看護、介護等のスタッフ数を確保しなければならず、11 ページで試算の数字が、先に

説明したシミュレーションで使用されている数値を参考に試算したものです。 

これらをもとに、8 ページに記載しておりますが、稼働率 8 割でも 4 千 954 万３千円、稼

働率５割で８千 397 万円、稼働率３割では１億１千 819 万６千円の支援が必要になると推計

したところであります。 

 このことから本来であれば入院病床復活での公募を前提としなければならないところですが、

まずは無床病床でスタートし契約者と協議しなければならないと思っております。これだけの支

援が必要になる場合は、入院病床のある病院への交通費支援を行う方が良いとも考えられる部分

もございますので、まとまった段階で議会とも協議を行いたいと考えておりますのでご理解をお

願いいたします。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま清里町診療所についての説明がございました。委員の皆様何か御質問等ございません
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か。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点目、６ページの４の支援等の関係で、前回変更した部分で具体的な中身なんですけど、わ

かりにくい部分があって年２千 500 万。これは経営安定の支援で、もう１つは医療法人等が応

募して町外にある前提になっていると思うんです。網走、北見、札幌であったりどこでも良いで

すが、そこから診療所の運営に必要な医療スタッフを派遣する。常勤の医師以外にその場合につ

いてはプラスアルファ良いよと捉えていいですよね。だから現行で６千万やっている部分で、こ

の２千 500 万円は基礎的な話であって、もし今言ったような形になった場合についてはプラス

オンしていくという支援の内容でプラスオンする分については数字は出てこないということで

すか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 おっしゃるとおり２千 500 万につきましては、財政の安定化の支援という形になります。今、

議員おっしゃられたとおり清里クリニックへのスタッフの派遣だとかスポット対応ですとか、そ

の辺もありますのでそれについては別立てでの支援です。一緒にしてしまいますと今現在と同じ

６千万の形ではなくて一緒にはせずにはっきりわかるような形をとらなければいけないと考え

ておりますので、議員おっしゃられたとおりということでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 ということは（2）の支援は単価構成でやっていきますという話であって、掴みで年幾らとか

じゃなくて実績で１日来たら幾らだとか１名単価が幾らだとか看護スタッフが１名増員された

何かの事業で。当然健診とか他のものは別途委託費なり払っているわけですから、そういった足

し算の考え方でいるととらまえて、そこは実績的な支援だと捉えておいていいのか、仕組みをわ

かりやすく。一番良いのは図解を示してくれれば一番良いんですけど、文章表現なのでわかりに

くい部分があって、現実的には新しく応募する診療所運営者にどういった支援を行っていくのか

という形をもう１回整理していただいた方がわかりやすいのかなと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいまの御質問であります。大変わかりづらくなっているというのはございますけども、今

現状動いている中でここら辺までの表現しかできないということでご理解いただきたいなと思
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います。 

 本来であれば例えば医師１人来ていただいて幾ら、看護師１人来ていただいて幾らかという積

算根拠を出せればいいんですが、元々のそちら側に対する支援の部分の積算で根拠というのがま

だ私どもも掴めていない部分が正直ございます。ということで、もしそのような方が応募された

場合につきましては協議の上で金額の方を決定したいとこのように考えておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 あわせて新しい運営者との協議の中において当初は無病床で無償でスタート、公募しますとい

う形の中で、やらざるを得ない状況だったと数字の関係から入院の８割とかの部分について当初

段階における運営の負担、支援が財政的に出て来るからそれは最初の段階から盛り込めないとそ

れは理解できる。一言だけ言っておくと昨年私の一般質問も、それから先般の一般質問の町長答

弁と全く矛盾しているんです。町長は包括支援の関係性にどうしても必要な医療体制だからそこ

については最善の努力をもってやって行くと。方針転換を図られているわけで、事務的な話でな

くて政策的な方向転換を図られることはきちんと理事者から説明が一般質問の答弁、理事者答弁

と全然違う話になっている。その確認をしておきたいという形でそれは全く違っているという

形。  

 それから現実的な問題として無床でスタートしたものが有床になり得るのか。それと課長の説

明の中で他の町の医療機関にその辺の云々と言っていますけど、地域包括の考え方の中でいくと

そう簡単な話で物事を進めるような状況でなくて医療と福祉と介護とそういったものが連携し

た中で仕組みをつくっていく中でその 19 床が無いということは、今つくっている第８期の介

護保険福祉計画や高齢者計画と全く違うところになっていくという前提での計画にならざるを

得ない。そういった前提で今作業を進められているのか、それも併せて大変非常に厳しい指摘で

申し訳ないですけども、それは出来ること出来ないことをその場限り出来るような答弁をしたり

とか、できないことは出来ないでいいですよ。したがって出来ないけれどもこういう方向でやっ

ていくと言えばいいんですけどいままでの答弁は全く違って、昨年の一般質問の答弁でも６月の

定例会の答弁も全くやりますという話をしながら出てきたものがこういった形でそういった矛

盾点を施策に対しての責任と姿勢という形で課長レベルではないと思うんです。これは理事者レ

ベルですからしっかりともしその方向性を転換するのであればしっかりと説明責任を果たして

いただきたいこのように強く要請いたします。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 ただいま議員からおっしゃられた件、首長の方には伝えておきたいと思います。ただ、私ども

も最初考えたところでいきますと、地域包括ケアを含めるためにはやはり医療、福祉施設、老健、



‐10‐ 

 

ケアハウス含めてこれらが一体的にうまく進めるのが一番いいという形が本当でございます。た

だ、病床につきましてはやはり、そのスタッフの確保というのは非常に難しいところがございま

すので、ここら辺も含めた中で検討しなければいけないということで、当時の答弁とは変わって

はきてしまってる部分がございますけども、時々刻々と状況の方が変化しているということで御

理解をいただきたいなというふうな答弁になってしまいます。ただ、首長にはきちんとして伝え

てお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。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 特に高齢化の進行だとか当町における医療体制が近隣との連携の中で行われている状況の中

で、どういった形をつくっていくか、核の部分なので日々刻々変わっているのではなくて、元々

違う環境条件の中において何ができるか施策的な方向性を定めた中で新たな計画が作られたり

町長の施策的方向が示されるのは当たり前であって、刻々と状況条件が変わってるんじゃなくて

明らかにどう考えても 19 の病床を動かしていくならそれ相応の負担というものが生じるのが

前提だというのが当たり前でその辺の物の考え方、もう１回整理をしっかりやっていただいたう

えで、今後の公募、さらにあわせて今作られている第８期の介護保険計画や高齢者福祉計画、保

険計画この仕組みを間違いない中でもう１回確認をしていっていただきたいと強く要請いたし

ます。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 私の説明の仕方が時々刻々とおかしな捉え方になってしまう部分がございますけれども、色々

と協議をしていく中で変化していくということの意味での言葉だということでご理解いただき

たいと思います。議員おっしゃられたとおり、きちんとした形の中では、その場限りの答弁では

なくやっぱり未来を見据えた中でどのような形が一番いいのかというところで、今やることが一

番良いかどうかそれは別といたしまして一番良い方策について検討していかなければいけない

と、このように考えておりますので御理解いただいたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。よろしいですか。それでは保健福祉課全般とおし

て何かございませんか。よろしいでしょうか。それではこれで保健福祉課の方終わりたいと思い

ます。 

 

○伊藤委員長 

 それでは焼酎醸造所の方に入っていきたいと思います。焼酎醸造所の方より２点ほど提案がご

ざいます。説明のほどよろしくお願いします。所長。 
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○焼酎醸造所長 

 本日、焼酎醸造所からの提出議案２件ございます。 

 まず１点目の、令和２年度焼酎特別会計補正予算（第１号）についてでございます。お手持ち

の議案１ページをご覧願います。 

 こちらの表、第１号補正にかかる総括表でございます。通常の説明でまいりますと、表の補正

内訳について項目ごとに説明し、ご審議いただくという流れでございますが、かねてより焼酎事

業の運営につきまして、焼酎経営計画の整合性、令和２年度における予算編成の正当性につい

て、ご指摘をいただいているところでございます。 

 本日、第１号補正予算のご提案にあたりまして、予算編成の基準となる数値、考え方について

一定の整理をしたところでございますので、まずこの点についてご説明させていただき９月補正

内容についてのご説明をさせていただきます。簡潔明瞭な説明を心がけますが、若干、話が長く

なるかなと思われます。何卒ご理解をお願いいたします。 

 それでは、左上をホッチキス止めした別添資料、表題「清里焼酎事業の運営にかかる予算の基

本的な考え方について」と書かれた資料をご覧願います。あわせて別紙資料を用いて説明させて

いただきます。 

 まず、１の持続可能な焼酎事業についてでございますが、本文について読み上げます。 

 本町の特産品として広く認知されている「清里焼酎」を将来にわたって持続可能な事業として

運営していくためには、適正な事業規模・予算規模といった一定の基準を設け、その時の社会情

勢、消費動向を見極めた事業運営が求められる。 

 今回、予算編成に用いる目安として基準となる数値および適正数量算出の考え方、条件につい

て整理し、焼酎事業経営計画の見直しを図るための基礎資料とする。基準につきましては毎年見

直し、補正係数を用いた修正を前提とするというふうに記載してございます。 

 ※印でありますが、毎年の見直し、修正によるデータの蓄積と社会情勢等の外部要因を補正係

数として加えることによりまして、基礎データの精度を高めるという主旨でございます。 

 今年度のコロナ禍による大幅な売上減少のような特異的な事象につきましては、補正値の設定

については慎重を期さなければなりません。 

 ２の基準となる出荷・製造・在庫数量についてでございますが、それぞれの基準数量について、

ご説明申し上げます。まず、1)の基準出荷数量でございますが、別紙１をご覧願います。 

 こちらの表につきましては、平成 26 年９月の商品リニューアル後の平成 27 年度～令和元

年度までの５ヵ年平均の商品別の売上を記載した表でございます。終売ブランドにつきましては

表から除いてございます。一番下の黄色の欄で表示しておりますが５ヵ年の平均売上につきまし

ては、９千 664 万８千円でございます。 

 次に補正値としまして、直近３ヵ年の売上推移を考慮してございます。平成 29年度から令和

元年度までの実績平均を平成 28 年度実績で割った「97％」という値を用いてございます。補

正値 97％の加算後を９千 374 万８千円とし、販売数量を 25 度換算いたしますと 53.7 キロ

リットルでございます。この 53.7キロリットルを基準出荷数量と設定いたしました。 

 続きまして別添資料に戻りまして、２）の基準製造数量についてでございます。ただいま、ご

説明いたしました基準出荷数量 53.7 キロリットルに１割を加算した数値として設定してござ

います。この１割につきましては、欠減として貯蔵過程におけるアルコール蒸発分、サンプルの
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抜取り等を考慮しまして設定したもので１割という数値につきましては、経験上の見立てでの数

値設定でございます。 

 続きまして、３）の基準在庫数量でございます。別紙２をご覧願います。１）の算出条件とし

て、箇条書きしてございます。特に重要な項目でありますが、４）の木樽熟成酒は熟成後、年間

出荷数量の 50％を予備として保有するという点でございます。これにつきましては、下の表の

２）の出荷割合欄で記載してございますが、清里〈樽〉のシェアが 54.5％を占めているという

事を最重要視致しました。後ほどあらためて触れますが、主力商品の安定供給と品質管理を目的

として樽熟成後におけるタンク貯蔵での在庫を保有するものでございます。 

２）の出荷割合および熟成期間の設定でございますが、青色箇所につきまして、今回見直しを検

討したものでございまして、タンク熟成でありますけど北海道清里につきましては１年から２

年、原酒につきましては１年から３年へと熟成期間を延ばし、品質向上に取組むものでございま

して、持続可能な事業運営のためには質の高いお酒を造らなければいけないということでござい

ます。 

 次に、３）適正在庫の算出でございます。年間出荷数量 53.7キロリットルを基準として、た

だいまご説明しました１）と２）の条件を当てはめたものが３）の表でございまして、現時点に

おける基準在庫数量につきましては、245.7 キロリットルと設定したところでございます。現

行の焼酎事業経営計画では 250 キロリットルベースで在庫保有を目標としておりまして、今回

の見直しと大きな差とはなっておりませんが、熟成期間を見直しての在庫数量の設定としたとこ

ろでございます。 

 補足でございますが、表の右欄にございます余剰在庫につきましては、別途掲載してございま

した。今後において整理が必要な案件でございますが、混合酒につきましては 、現在、高濃度

アルコール製造の原料としておりまして、状況から今後も製造が継続されるものと判断しており

ます。来年度中には整理できる見通しでございます。その他の余剰在庫でございますが、麦につ

きましては北都千石会のプライベートブランドで「えぞふくろう」という商品でございます。

720 ミリリットルと 1,800 ミリリットル商品の 5 ヵ年平均売上として年間 130 万円程度で

ございますので、売上の推移を見ていきたいと考えてございます。保原・訓水でありますが、訓

水については製品在庫 100 本程度でございますので目途はついてございます。保原につきまし

ては、福島県旧保原町、現伊達市において管理公社での取扱いでございまして、本件に関しては、

平成 30年１月の常任委員会において、商品整理のご指摘を受けた経緯がございます。問題を先

送りすることなく交渉を進めていかなければならないと認識したところでございます。かぼちゃ

につきましては混合酒の整理ができた時点で高濃度アルコール製造の原料として活用するのか、

販売を前提として取り扱っていくのか協議を進めてまいります。 

 別紙２の４）でございますが、ただいまご説明しました１）～３）の内容について比較した表

でございます。従来との変更点という事で、青色の二重線で囲った項目について見直しをおこな

ったところでございます。 

 続きまして、別添資料に戻りまして、２の３）の上から３つ目の黒ポチ、〈樽〉熟成の見直し

についてでございますが、別紙３をご覧願います。 

 別紙３につきましては、商品の安定供給と品質管理への取組みということで熟成年数と吸光度

（色度）の実績値から検討を加えたものでございます。 

 まず、別紙３の１）の熟成期間の推移でございますが、表の青色箇所にございますように北海
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道清里、原酒、樽ともに近年における熟成年数の浅さというところで、品質低下が懸念されると

ころでありまして、明確な熟成年数の設定が必要でございます。 

 先ほど別紙２におきまして原酒の熟成を１年から３年ということで説明させていただきまし

た。こちらの表では平成 28 年度以降、仕次ぎなしで２年という実績値でありますけれども令和

２年度においては一定の１年熟成というところでの出荷予定でございますので、補足としてご報

告いたします。 

 その下の２）の〈樽〉製品にかかる吸光度（色度）についてでございますが、この件に関しま

しては、平成 29 年 11月、平成 31 年１月常任委員会において、色度の低下に伴う品質低下に

ついてご指摘を受けた経緯がございます。今回、あらためて実績数値を提示させていただきまし

て、今後の品質保持に取組むものでございます。表は平成 19年度以降における製品指標の一つ

として黄色系と赤色系での濃淡を示したものでございまして、樽熟成の商品特性上、黄色系の数

値をベースとして製品化判定を行ってございます。瓶詰時の色度基準値を 45 として 80 を酒

税法の上限、下限値を 35 と設定いたしまして、数値の許容範囲内において製品化しているとこ

ろでございます。青色箇所でございますが、商品リニューアル後の平成 29 年度以降につきまし

ては下限値まで下がっておりまして、ご指摘のとおり色が薄くなっていることが数値から見て判

断できるものでございます。色の変化は見た目の差となり消費者からの信頼、つまりブランド力

低下にも繋がりかねますので、見た目も大切であるという事も意識しながら品質保持のための取

組みを進めるものでございます。必ずしも色度の低下＝品質低下とは言い切れませんが、設定し

た基準値から大きく外れることがないよう取組むものでございます。 

 別添資料１ページにお戻り願います。３のその他設定条件でございます。１）の資材について

は、瓶、コルク、カートン等の在庫保持の基準を記載したものでございます。商品在庫につきま

しては 2 ヵ月を基準とすることを別紙２において明記しておりますが、資材について上限、下

限を記載のとおりとしたところでございまして、３ヵ月分または発注ロット分を加えた数量とし

てございます。 

 続きまして、２）木樽の年次購入でございますが、別紙４をご覧願います。先ほど、別紙３に

おいて熟成期間と吸光度の数値を提示し、品質保持の必要性についてご説明したところですが、

別紙４では品質保持のための木樽の安定供給についてご提案するものでございます。 

 １）令和２年度の期首における木樽の在庫状況でございますが、256 本でございます。平均

充填量については１本あたり 233リットル、年間における熟成数量は約 31 キロリットルでご

ざいます。 

 次に、２）の暫定必要量でございますが、基準出荷数量が 53.7 キロリットルでございますの

で、〈樽〉のシェア 54.5％で計算いたしますと 29.3 キロリットル必要となります。 

 次に、３）の購入本数別熟成酒量シミュレーション表と暫定必要量を対比させますと、年間 15

本の樽を毎年購入することで、安定して〈樽〉を製造し、商品を供給することが可能となるもの

でございます。 

 ４）につきましては、平成 22年度以降における樽の購入および焼直し、廃棄の履歴でござい

ます。平成 30年度と令和元年度におきましては、焼直しに係る分解処分、スペアの本数が多く

なってございます。 

 ５）でございますが、新樽購入と焼直し購入に係る単価比較でございます。焼直しに係る経費

が低いことからリユースの経済性が高かったものですが、スペア分の費用を上乗せすると 9 万
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1 千 900円と経費が高上りとなった結果でございまして、今後においても同様な状況が予測さ

れます。このことから、主力商品である〈樽〉の安定供給、色付きの効率、経済性から総合的に

判断し木樽の購入につきましては、毎年度の当初予算計上において、新規購入することが望まし

いとの結論に至ったものでございます。以上までが、事業運営の基本的な考え方と、基準となる

数値の説明でございます。 

 続きまして、別添資料に戻りまして２ページをご覧願います。４の令和２年度補正予算につい

てでございます。１）の年間出荷数量の予測でございますが、別紙５-１をご覧願います。こち

らのA３資料につきましては表が３つに分かれてございます。まず、左の表でございますが、別

紙１の資料と概ね同じでありますが、リニューアル後の商品毎の月別の平均売上額の表でござい

ます。補正値 97％を乗じた額９千 374 万８千円につきましては、別紙１の金額と一致するも

のでございます。 

 次に、右側の表でありますが、月別で７月までは確定値、８月以降の黄色箇所につきまして、

左表の売上額に対して今後の予測値を任意に入力することにより、真ん中の表に反映されるもの

となってございます。右側表の一番下の 53％につきましては、確定値と今後の予想値を合計し

たものであり、９千 374 万８千円の 53％、正確に示すと 52.657％が、修正後の売上想定額

として真ん中の表の黄色箇所に表示されております。売上想定額につきましては記載のとおり４

千 936 万５千円でございます。右の表の黄色の任意入力箇所につきましては、さじ加減で大き

く変わってまいりますが、醸造所内において協議を重ねた結果の数値設定というところでござい

ます。 

 続きまして、別紙５-２をご覧願います。こちらの表は、ただいま算出した売上想定額を別紙

１の様式に落とし込んだ表でございます。最終的に令和２年９月補正予算として反映させる焼酎

売払収入金額は４千 941 万５千円、出荷数量につきまして 25％換算で 28.6 キロリットルと

して精査したものでございます。 

 別添資料２ページに戻ります。２）の令和２年度必要製造数量の算出でございますが、期首在

庫数量から余剰在庫、出荷見込数量、適正在庫を差引いた数値が当該年度の必要製造数量となり

ます。計算上では本年度の製造数量につきましては 5.1 キロリットルでございますが、基準製

造数量 59 キロリットルと大きく乖離していますので製造数量の調整を加えます。調整理由で

ありますが、後年度において供給体制を安定させるものでございます。基準製造数量 59 キロリ

ットルから本年度の製造数量 5.1 キロリットルを差し引いた 53.9 キロリットル全てを今年度

減産するものではなく、２ヵ年に分割して削減いたしますので、調整後の最終、令和２年度の製

造数量につきましては、32.1 キロリットルとするものでございます。適正在庫数量 245.7 キ

ロリットルに今回減産分を加えることになりまして、適正在庫の１割の増というところでござい

ますので、こちらについては許容範囲であると判断したところでございます。ご説明しました基

準製造数量、必要製造数量につきましては毎年見直しますので時点修正により数値は変動いたし

ます。今回提示した数値につきましては、今年度の基準でございます。 

 次に、令和２年度における製造および出荷数量の一覧表を掲載してございます。ご覧のとお

り、今回算定しました通常基準の数値と経営計画、当初予算の数値と大きく開きが出た結果とな

ってございます。また、圧縮調整をかけた修正値につきましても、コロナ禍の影響が顕著に出た

のかなというところでございます。 

 ３）の年間出荷予測に応じた歳入歳出総額でありますが、今年度の出荷数量 28.6キロリット
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ルに見合った歳入の調整、同じく今年度の製造数量 32.1 キロリットルに見合った歳出の調整を

行いまして予算の修正を行ってございます。別紙６をご覧願います。こちらの表につきまして

は、議案の補正予算総括表と同じ内容でございます。内訳につきまして、主なものについてご説

明いたします。まず、歳入につきましては、焼酎売払収入につきましては６千 613万４千円の

減額となりますが、当初計上額の算定根拠としてオリンピック特需を見込んだ積算でありました

ので、実態に合った予測値として減額させていただいてございます。 

 一般会計繰入金につきましては、３千 400万６千円の増額でありますが、積算としては適正

歳入、適正歳出の差引による差額の補正というシンプルなものでございます。前年度繰越金でご

ざいますが、令和元年度決算による差引額を 75万としてございます。 

 続きまして、歳出でございますが、ご説明いたしました、製造 32.1 キロリットルに見合う調

整を行ってございます。100 万円以上の増減についてご説明いたします。総務費-役務費-通信

運搬費につきましては 228 万９千円の減額、こちらは売上商品の出荷輸送費の減が主なもので

ございます。同じく総務費、公課費、酒税につきましては 744万１千円の減額でありまして、

販売数量の減に伴うものでございます。製造費、醸造費、報酬につきましては、116 万１千円

の減額、こちらにつきましては、製造数量の減による会計年度任用職員にかかる仕込み作業の減

で当初予定の 39回から 16 回の修正でございます。醸造費、需用費、消耗品費につきましては

資材費の調整による１千 115 万４千円の減額、同じく需用費、印刷製本費につきましても資材

費の調整による 361 万２千円の減額、原材料費、加工用原料費につきましては、いもの数量減

による 158 万７千円の減額、備品購入費につきましては、新樽 15 本と送料分にかかる 139

万２千円の増額でございます。予算を圧縮し通常ベースで必要な 15 本を今回購入するもので

ございますが、商品の安定供給ということでございますので、ご理解をお願いいたします。 

 令和２年度予算の修正でございますが、歳入の焼酎売払収入の予算ベースで 57％減額に対し

まして歳出におきましては 21％の圧縮ということで、固定経費に占める割合が大きく、予算の

流動性が低いという点においては、経営上の収支バランスの均衡を図らなければならないという

事を課題として認識したところでございます。 

 説明が長くなりましたが、清里焼酎の運営にかかる予算の基本的な考え方と、令和２年度補正

予算（第１号）の説明とさせていただきました。 

 最後に、焼酎経営計画の整合性について、計画数値の見直しと提示につきましては、まとまり

次第、ご報告させていただきます。あわせて情報提供、情報共有の取組みとしまして、別途、報

告案件がございますが、現在、精査中でありますので、まとまり次第ご報告させていただきます。

以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま醸造所の方から令和２年度焼酎醸造事業特別会計補正予算及び焼酎事業予算の基本

的な考え方について説明等がございました。委員の皆様何か御質問等ございませんか。 

 それでは次に行きます。２番、高濃度エタノール製品の製造販売について説明お願いいたしま

す。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 本日の第６回清里町議会臨時会の町長一般行政報告にもございましたが、８月 14日現在、高
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濃度エタノール製品の製造本数につきましては、544 本（272リットル）でございまして、町

に 310 本納品しているところでございます。 

 今後の予定製造数量につきましては、９月より今年度の焼酎醸造が始まりますので、今月末を

目途に、仕込みが終わる 11 月下旬まで製造を休止するものでございます。醸造所職員一同、よ

り多くの町民の皆様に使用していただきたいということから、できる限り消毒用アルコール製造

業務に時間を費やしたところでございます。今週末で 600 本（300 リットル）製造予定とし

ておりますので、当初予定としておりました 400 本（200 リットル）よりも多く製造すると

いうことで焼酎事業が地域貢献できたものと思っております。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま高濃度エタノール製品の製造販売についての説明がございました。委員の皆様何かご

ざいませんか。よろしいですか。それでは醸造所全般をとおして何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 前段の部分で本当はお話すれば良かったんでしょうけど、特別会計として今後予算編成ができ

るのかというところまで来ているんじゃないのかなと。あり方としても当然５ヵ年計画そのもの

が当初から破綻していた中で単純な経営計画の見直しだけでは進まない根本的に施策の中で焼

酎事業をどのように考えていくのか。すでに３億円程度の当初計画というふうになっていく、そ

ういった中で非常に苦労されて現場で 97％だとか補正計数と言ってますけど、現実的に来年以

降それだけ今お示しいただいた計数の中で販売がある程度維持されるというふうに極めて考え

にくい、今の落ち込み状態からいくと。 

 他の種類の酒類も全般的に落ちている。こういった落ち方は現実的にしていないというのが事

実であって、せいぜい 25 とか 30 の話であって、うちで言うと半減以下というそういった状況

の中において本来、焼酎事業がどうあるべきかということをもう１回リセットするレベルまで来

ている。これは一担当課長の話ではなくて今まさしく総合計画をやっているわけですけれども、

基本構想と基本計画しかつくらないという焼酎をどうしていくかとか焼酎の特別会計をどうし

ていくかと根本議論を理事者の立場で議会に示していただく必要があるんじゃないか、単純に一

般会計で補正して繰り出しをしますというレベルの話でなくなってきているということを、もう

１回全体的な課題として、別に良い悪いの話ではないのでそういった段階にもう至っているとい

うことを現実的として踏まえて対応していただきたい。理想論を語るのは簡単ですけれども、こ

れだけ６千万の一般会計繰り出しが現実的に出てきているという事実を頭に入れた時に町全体

の施策運営の中において焼酎事業をどういうような形で位置づけるかを真剣に考えていかない

と。 

 ただ持続的だけでなくて持続的にやるというのはやはり地域振興にきちんと寄与していく前

提にたって過去の歴史遺産というものを大事にして将来にわたってどういう形の中で地域振興

にきちんと寄与していくかという意味での焼酎事業ですから。先に焼酎特別会計とか焼酎事業あ

りきじゃなくて地域ありきですから、そこをもう１回根本にかえってもう１回あるべき姿を是非

早めにこれは施策的な話として掲示いただきたいこのように思います。 

 

○伊藤委員長 
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 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただいま御質問いただきまた特別会計が続くのかというところなんですけども、委員ご承知の

とおり昭和 50 年から事業が始まりまして今年で 46 年目でございます。その中で昭和 62 年

に特別会計に移行したことや工場を建てたなどの経緯ございましてそのときには焼酎ブームだ

とか色々あった中で収支が合うのかというところでの位置づけだったと思うんですが、今日基本

的な数値を進めさせていたとおり、なかなか厳しいというのは承知しているところでございま

す。 

 その中でどうやってしていくかというところですけども、やはり明確な数値をきちんと打ち出

してそこで収支がどうなるのかというところで私最後に情報提供というところでご提案がある

という話をさせていただきましうた。最終的な施策的判断は理事者側というところですが、私た

ちの役割としてはより客観的な数値を明示して、これからどう事業を進めていくのかという立ち

位置なので、そこはしっかりとわきまえた中で数値の精査と、私たちが思い描く焼酎事業という

のをしっかり整理していきたいというふうに考えているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今、所長からお話あったとおり、しっかりとした分析をした上で正確な数字を提示いただい

て、情報を共有した中でその議論を進めていくことは非常に大事だと思いますので。 

 ただ１つだけ、繰り返しになりますけれど特別会計としての独立性みたいなことは現行数値、

それから５ヵ年計画を見てもほぼ不可能だというのは現実的な話であって、それが特別会計をも

っている意味というのはどこなのか会計の独立性、ただ単に一般会計からの繰り出しによって独

立性を担保していく、そういった会計の在り方自体もさらには悪化していくという中において、

やはり根本的にどういう位置づけかということを早急に結論を出していかなければ今言ったよ

うなことの課題の先送り、所長からお話あったとおり情報の共有の中であるべき姿みたいなもの

をもう１回原点にかえって情報を共有化する中議論ができる環境を是非醸成していっていただ

きたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 先ほど御説明を中で情報共有というところでのお話をさせていただいたんですけれども、まだ

書類が整理されていないので具体的にはというところでは言えないですが 10 月や 11 月には

ある程度の数値をお示ししたいなというに考えてございますので御理解いただきたいと思いま

す。 
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○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員  

 大変なご苦労をした中で精査していただいたと思います。今年に関してはコロナの影響を勘案

して仕込み回数を減らすというような結論に達したと理解しますけども、次年度その次の年度に

おいてもこのような数式を当てはめて仕込み回数等を調整していくかの確認をしたいと思いま

す。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 仕込み回数 39 回から 16 回ということで激減したところですけれども、来年どうするかと

いうとこでいくとそれは誰にもわからないわけでございまして、そういう位置づけの中でどうい

うふうに数字を整理されることで今日ご提案をさせていただきました。 

 その中である一定の実績をあてはめていくと自ずと見えてくるというところがありますので

今日の御説明としては、基本的な考え方というのをお話させていただいたつもりでありますし、

それにしたがって来年は来年の基準をもって 20 回にするのか 10 回になるかわかりませんけ

れども、そういったところでご提案をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、何かございませんか。ないようでしたら、これで焼酎醸造所の方終わり

たいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 大きな２番、次回委員会の開催について。 

 

○議会事務局長 

 次回委員会でございますが、９月４日金曜日、総務文教常任委員会終了後、この会場で行う予

定ですのでよろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 大きな３番、その他何かございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 両委員会に関する部分で、今後の検討事項という形で１つは常任委員会に対する町からの協議

報告の取り扱い、常任委員会でどういうふうに行っていくのか。例えば協議なのか報告なのかわ

からない、聞きっぱなしで当然協議とか審議が未了であって、さらに検討することは検討しなく

てはいけないですし、なぜそういった話をさせていただくかと言うと、具体的に言うと例えば今
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回、前回のように高等学校の支援の取り扱いの話になると微妙な話になってきて、教育長の理解

では承認いただいたと思ったけども委員長の捌きでは決してそうはなっていない。じゃあどこま

で委員会の責任としてきちんとそれを始末していくのかという時において、協議未了で継続審議

になってある一定の方向性、全会一致ということもあり得ない議題もあるわけでその辺の取扱い

の関係について事務局ともう１回相談されて整理された方が混乱を招かないし、やはり委員会の

在り方としては先例があったり委員会規則がありますから、その中で委員長権限や副委員長権限

がどう整理していくかということが、ある程度整理された方がやはり審議をしやすいのかなと。 

 それともう１つ、今回産福みたいに非常にきめ細かな資料を出してくるところと、全く大型事

業であっても政策的な重要事業であってもほとんどペーパー１枚か、もしくは中身の説明がほと

んどなされない、議会にはこの程度のものを出しておけば大体良いのではないかという、それは

ないとは思うんですけど、極めて審議しようがないようなそこをもう一度、事務局長と相談をい

ただいた上で、ある程度しっかりとした審議資料の提示というものを委員会でしていただくよう

な取り扱い、すいませんけれども両委員会に共通する部分ですけどもその辺の取扱についてよろ

しくお願い申し上げたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 今、古谷委員の方からご指摘と言いますか御提案ありまして確認ですけれども、常任委員会が

協議の場なのか報告の場なのかよくわからなくなってきている所の部分の一旦整理する部分、ま

たそれにも付随してくると思いますけども提供されてくる資料に対して丁寧さが足りないので

はないかという部分もありますという意見だったと思っております。 

 これは産業福祉常任委員会だけでなく総務文教常任委員会にもかかっていることなので、総務

文教常任委員長とも協議をしながら事務局を交えてこの部分検討してみたいと思います。他、何

かございませんか。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長 

 これで第 14 回産業福祉常任委員会を終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

（閉会 午後 ２時 32分） 

 


