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第 16回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年 10月 16日（金） 

    開 会  午前 ９時 07分 

    閉 会  午前 10時 01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高齢者等訪問事業実施状況について   

  

●焼酎醸造所 

  ①令和２年度焼酎事業実績（第２四半期）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．現地調査について 

 

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  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  堀 川 哲 男    委  員  古 谷 一 夫 

       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  ■福祉介護Ｇ主事      野崎 史華  

 ■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 16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 

 １番、町からの協議報告事項について。まず保健福祉課の方から２点ほど提案がございます。

説明よろしくお願いいたします。課長。 

 

○保健福祉課長 

 それでは保健福祉課からの提案２件につきまして、ケアハウスについてと、高齢者等訪問事業

実施状況につきまして、寺岡総括よりご説明申し上げます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 １点目、ケアハウスについてご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 10月９日現在の入居者数は 46名です。町内 31名、町外 15

名となっております。10 月末にはすでに入居選考委員会を終え２名の入居が決まっておりま

す。内訳は、町内１名、町外１名です。10月末には 48名の入居予定となっております。その

他に入居選考委員会が 10 月 22 日に行われます。この時点で残っている居室が夫婦部屋１部

屋となります。個室のご希望の方が入居決定すると、片部屋に鍵をかけて個室が空いたら移って

いただく条件で 49名の入居とし、満床として様子を見ていきたいと考えております。ケアハウ

スの説明は以上となります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま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番高齢者等訪問事業実施状況について説明よろしくお願いいたします。担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 清里町高齢者等訪問事業の実施状況について、説明いたしますので資料２ページをご覧くださ

い。  
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 １の当初の訪問予定者数です。65 歳から 70 歳の１人暮らし 34 人、65 歳から 75 歳の２

人暮らし 192 人、入院入所していない障がい者 277 人、計 503 人の中で訪問の必要がある

人を対象としています。 

 ２番、訪問の実施状況ですが８月 17 日から９月 30 日までの期間に訪問または電話確認を

した方につきましては訪問世帯が新規 63件、再訪問が１件、合計 64件です。 

 人数では新規 66人、再訪問１人、計 67人です。内訳としましては、訪問 63件、電話４件

となっております。 

 対象区分につきましては、１人暮らし 11人、２人暮らし６人、障がい者等 50人の計 67人

でした。把握内容につきましては複数となりますが、健康状況や受診の状況の確認が 58人、緊

急連絡先の確認が 29人、その他 13人です。その他の内訳として、緊急医療キット設置に繋が

ったケースが２件４人、制度周知や相談場所の周知３件３人、受診やサービス利用への繋ぎ１件

１人、定期的に状況観察が必要なケース２件２人、その他の相談３件３人です。 

 実際に訪問事業を始めましてサービスや制度周知の不十分さに近づいたことと、障害で訪問し

ていても実際には認知症等の症状があって対応が必要な方もいらっしゃったため、今後は総合的

な視点で訪問を実施していきたいと考えております。 

 訪問事業については以上で説明を終了いたしますが、追加で報告させていただきます。生活応

援事業が昨日 15 日をもって締め切り期日となっております。昨日の時点で 365 件、557 人

の方の申請をいただいております。交付の状況につきましては、13日申請分の 264世帯 376

人に交付しています。今後、「お忘れではないですか」と呼びかけを行い、訪問系のサービス等

で声かけを行うなど工夫して期間を延長し受付けしていきたいと考えております。以上で説明を

終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま担当の方より高齢者等訪問事業実施状況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。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 １点だけ訪問事業の関係について。対象訪問予定が 503人なんですけれども、実際の訪問行

っている世帯の関係で、対象の選考というのは具体的にどのようになされているのか、一定の基

準の中で振り分けをしていると思うんですけども、その具体的な基準というのは具体的にどうな

っているのか。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 明らかに入院されている方とか、長期でいらっしゃっている方は除いてます。そして障がい者

277 人の中から訪問サービス事業と被る方というのはいらっしゃるんですけれども、その障が

いの方によって確認が必要なケースというのが出てきますので、そういった方というのは、例え

ば在宅酸素を使っていて通常の訪問サービスではなくて医療的な使用状況等を確認したいとか
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そういったケースの方については訪問させていただいております。そんな中で被っていても状況

で判断させていただいて訪問をさせていただいているという状況になっております。あと、現

在、高齢者に関しては働いている方も実際いらっしゃって会えない方もいらっしゃるので、在宅

にいらっしゃると思われる方から重点的に訪問を開始しております。 

 

○古谷委員 

 さっき説明の中で、ある程度従来の仕組みの中でやってきて、今回２名新しく任用の関係でさ

れているということで、現実的にすき間が見えるという表現されたというのは従来やってきた社

協に委託しているだとかそういった形だけで、十分現状の中では拾いきれてなかったものが見え

てきたという理解でいいのか。もしそうであれば、今後、先ほど色んな分での強化をする必要性

があるような話ありましたけども、具体的にそういった方向性というのはどういった展開を今後

考えているのか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 先ほど寺岡の方から説明した部分で、今議員おっしゃったとおりでございますけれども、ま

ず、うちが弱かったなというのが情報弱者の方に対する制度の周知方法、こちらの方がやはり御

理解をいただけていなかった部分があったというところが、まず大きいところでございますので

それらをどのようにしてやっていかないといけないのか。また訪問する時にどのように教えてい

ったらいいのかというところも含めて今後の対応として考えていきたいということであります

ので、来年度になりますけれどもまだ原課の段階なんですけども、訪問する時に何かわかりやす

いタブレットなんかを持って見ながら説明したりだとかというのも原課の中では考えています

ので、今後の予算の段階でどうすればわかりやすい説明ができるかというところを、内部で検討

しているというところでございますので御理解をいただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 今回実績報告については８月 17 日からひと月半この部分でやった分で今言ったような実態

が逆にしっかり見えてきたということで、今回２人が任用の関係で効果しっかり表れているとい

うことですから当然今後の対応としては、そういった前提で新年度に向けても当然予算の時期が

入ってきますのでそういった体制の強化、整備、今言った具体的な課長から答弁ありましたよう

なもっとわかりやすい情報の伝達だとかその情報を共有するための行政内社協も含めた連携シ

ステムをもう一回きちんと立て直していくという考え方に立って進められると理解してよろし

いのか。 

 

○伊藤委員長 
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 課長。 

 

○保健福祉課長 

 実は今月の 21 日に保健福祉課の町長との懸案事項がございます。その中でも色々とうちら

のメンバーの中で話している内容について、１度理事者の方に考え方を伝えようと思っていると

ころでございます。そんな中で訪問事業に行くと、たぶん議員もわかってらっしゃると思います

けども、制度よりもやっぱりお話し相手こちらの世間話の方がメインになってきておりますの

で、その中で制度の説明をするということで、まずは訪問をする２名ですけども、午前と午後に

分かれていたりするんですけれども、その方たちがまずはお話し相手になって、最初電話でかけ

たときは本当に役場からなのという感じの人もいますので、まずは行って話し相手になるという

ことから進めていきたいと思っております。 

 また、議員からも以前からお話がありましたとおり、札弦・緑支所機能の強化こちらの方もご

ざいますので、それにつきましても事あるごとに私の方からそれらを含めて話しております。う

ちのこの制度ができた時も御説明したとおり、３月 31日までの要綱でつくっておりますので、

その次の段階、これが継続する可能性もありますし新たな施策としてどのようにやるか。この辺

も詰めていかなければならないところでございますので、先ほど申しましたとおり 21 日に懸

案事項がございますので、そこで再度詰めていきたいと。このように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 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 了解しました。このような新年度に向けて今回やった仕組みづくりの方向性というのをもう一

回熟度を上げていただいてしっかりやっていただきたい。関連する部分ではその他で、生活応援

の関係で補正予算の段階で、実際の部分で 750 名を対象で現行で 365 件 557 人という形の

中で申請の期間を延長していく、当初から他の委員の方からも質問が出ていたと思うんですけ

ど、なかなか執行率そういったものがしっかり担保出来なければなかなか大変じゃないかという

話があったんですけど、当初予定している通常的な需要よりも高いと思うんですけども、まだ隙

間が大きく 200名程度できているというのは事実じゃないか。折角今回のコロナ対策の形の中

でやった事業であってその執行率をさらに上げていく工夫というのをもうちょっと今後の事業

展開の部分でも、法律論やルール論はよくわかるんですけども実態の部分でやはりこの制度とい

うものはしっかり使ってもらってなんぼのもんというか、その辺の対応というのはどのように評

価されているのか 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 議員をおっしゃったとおり、法の関係、ここの部分は答えは差し控えますけれども、私どもの
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中では今上がってきている人の部分それをきちんと整理いたしまして声掛けを今後も訪問の部

分ですとかいろんな機会を通じてやってこうと思います。以前も堀川議員から御質問あったとき

に、15日で切るのはちょっと短いんじゃないかというお話しでしたけどもそこで一旦切らさせ

ていただいて継続的にやって行くということで原課としては声掛けをこれからも引き続き続け

ていく。なおかつ 11 月に入りますと高齢者の暖房費の方が入ってきますのでそこの段階でも

お忘れの方いないですかということで PRの方どんどんしていきたいと思います。おっしゃった

とおり、750 万円の予算はとっております。そこまでいくかというと、そこまで行かないかも

しれませんけどもここで終わりという形ではなくていろんな形で PR する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 

 この手の施策の部分のでいくと、法制度の関係で申請主義という形の部分を前提にしながら仕

組みが作られてきている、これはやむを得ない部分があろうかと思いますけれども、現実的な話

として言えば課長から答弁あったとおり、執行率が非常に低かったりとか暖房費の関係について

も５万円をという形ですから。これは申請する、しない、本来は必要ないから今回は申請しない

から暖房についても自分としては十分生活できるからそれは求めないというのは尊重される部

分だと思うんですけど、やはりある程度政策的にそういった緊急対策的な話として、上積みをし

たり、新しい制度を作ったものに対する執行率はやっぱり低いことについてはやはり現実的対応

ということも部分的に加えて、地域実態や高齢者の生活実態があった中できちんとサポートして

申請をしていただいて、届けるという工夫も少ししておく、法律は法律としながら申請主義の法

律、集まってくださいとか役場に届け出してくださいだとか、支所で説明会やるからこの時間に

来てくださいだとか、それはそれで大事ですけど、もう一歩踏み込んだ手法論というものを想定

しながらやっていくことによって事業効果がしっかりと対象者へきちんと還元されていくとい

った考え方も今後、同じようなこともたくさんあろうかと思いますので、その辺についてももう

少し１歩踏み込んだ対応を是非お願いしたいとこのように考えます。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 先ほどの訪問事業でも申しましたけれども、実際に行ってみて制度の周知がなかなか認知され

ていなかった部分がある。ここが、今議員おっしゃったところなのかなと思っています。そんな

中でやはり私どもも、ただ机の上で待っているだけではなくて、いかに訪問サービスなりを使っ

た中の PRこの辺できちんとした周知ができる、そしてまた来ていただくという形をとると。 

 なかなか来れない人もいらっしゃいますので、その場合はうちの社会福祉協議会のヘルパーさ

んにやっていただいたり、実はヘルパーさんが連れてきて申請するだとかそういうなケースもご

ざいますので、引き続き議員おっしゃられたことを肝に銘じて住民サービスの方に努めて行きた
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い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 

 他、ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 今回限られた８月 17 日から９月 30 日という中でのこの高齢者等訪問事業の成果というの

は、ひと月弱で予定しておられた 503名の中で 67件 63名ですか。一割近く訪問されている

実態というのは顕著に成果があがっているのかなと思います。その中で予定入所者の中の予定者

数で入院入所していない障がい者（児）児童もたぶんこの中に入っているのかなと思うんですけ

ども、年齢的に高齢者の入院入所あるいは後期高齢者で在宅の看護受けている方もおられますけ

ども。その児童とそれ以上の年齢構成という部分の人数が分かれば、大体どのくらいの比率、児

童法でいえば 16 歳なのか生産人口である 65、18 から 65 がどの位いるのか。今障がい者と

いうので一括りになってますから、実態の中のこの構成割合わからないんですけども、もしわか

ればそこら辺説明していただきたい。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 大変申しわけありません。細かい数字ちょっと持ってきていませんので次回、出せる段階で御

報告申し上げたいと思います。また児童となりますと児童福祉法でいくと、18歳以下になりま

すのでそこの部分で、数字の方拾ってみて、お時間かかるかもしれませんけども出していきたい

なと思っております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。前中委員。 

 

○前中委員 

 そういう年齢構成だとか色んな状況下が想定されると思うんです。それに対するその相談員の

スキルというのがまた大変難しさもあるんじゃないかと思うんですが、ひと月の間の中で行政の

職員も一緒になって訪問されたケースもあるだろうと思いますし、このコロナの中での訪問に対

する毛嫌いと言いますか、そういうのも多分あったと思うんですけども、そういった部分で現実

の中でどのような苦労あるいは機能しなかった。そういう反省点を踏まえて次年度の中でどうい

う取り組みが、これからの話ですがそこら辺現場の中での状況下、どのように検証しているか

と、今段階で述べていただきたいです。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 



‐8‐ 

 

○保健福祉課長 

 始まって１カ月ちょっとということで、先ほどもちょっと言ったんですけど、やはり電話した

段階で本当に役場なのというところがまず一番です。その中で最初２名の方が新たに来ましたの

で最初の部分はうちの寺岡がついて一緒に行ってお話をして、こういうようなやりとりが必要で

すというところをまずは見せております。 

 やはり役場が採用している職員ということでまずは電話するんですけども、このご時世色々な

詐欺の、今度給付金の詐欺だとかも増えておりますけれども、疑問を持たれる方がいらっしゃい

ますのでそれらの中でもお話ししたいというところがございますので、怪しまれないような形で

きちんと説明して訪問してコロナで嫌だといって玄関先の人もいると思います。 

 お話してまずは顔を合わせるということが大事ですのでそこをメインにまずは取っかかりと

して進めていきたいとこのように考えています。その後は先ほど古谷議員からもお話あったとお

り、まずはここを３月 31日まで保健福祉課の事業としてやっておりますので、そのあと保健福

祉課が行くのか支所で行くのかというところを引き継ぎながら決めていきたいと。これは先ほど

申しました 21 日の懸案事項の中でお話をしていかなければいけないかなとこのように考えて

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、ございませんか。岡本委員。 

 

○岡本委員 

 対象の 503名なんですけど、これは 503人全員訪問するということですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 503 名が対象者でいるんですけども、その中で重要性を考えながら検討していきますので、

全員が行けるかといえば行かないかもしれません。その中で必要性のある方をピックアップしな

がら優先順位を付けながら訪問していくということで御理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 必要性というのは１度は会って確認するのでなくて事前に確認していくということですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 
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 先ほど寺岡の方から実質、高齢者であっても仕事をして元気な方もいらっしゃいますので、そ

ういうことを考えながら訪問をしていくということでご理解いただきたいなと思います。 

 

○伊藤委員長 

 岡本委員。 

 

○岡本委員 

 １年位かけて実質３ヵ月ですけどこの 500名あたっていくということですか。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 実質的なこの訪問事業は、町がやる前に実は社会福祉協議会でやっておりますので、そこの部

分と重複するところあるんですけども、できるだけその 503名に近づくような形で事業の方は

実施していきたいと。また先ほどから言っているとおり３月 31 日までの雇用という形でやっ

ておりますので、その後についてはどのような形になるかというところを含めながら進めていく

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 

 よろしいですか。他、ございませんか。それでは保健福祉課全般で何かあればお受けいたしま

すが。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ケアハウスのことで確認させて欲しいんですけども、先ほどの説明の中で 49 名入所されて

条件つきで夫婦部屋に１人入っていただいて満床扱いということだったんですけれども、実質あ

と１人入れる余裕がある中で満床ということでなんだと思うんですけども、とりあえず満床とい

うことで募集もストップっていうことでお受けしないということでしょうか。確認させてくださ

い。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 募集をストップではなくて待機者的なもので扱っていかなければいけないと思っています。そ

こで丸っきり受けつけないではなくて、まず来ていただいて、例えばゲストルームがありますの

でそこで１回体験をしていただくだとかは引き続き出来ますので待機者という形で行かなけれ

ばいけないかなと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 
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 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 ほぼ満床ということで良かったなと思うんですけども、入所されている方の評価ですとか新た

に出てきた問題点みたいなものがもしあれば教えていただきたいんですけども。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 先日、指定管理者の面談、私ども課長職の委員とケアハウス側の管理者と話をした中では、当

初入ってから２年が経過し徐々に徐々に見守りだった部分が例えば薬を忘れていないですかな

どの声かけ、こちらの部分が増えて来るのは実態かなと思っております。 

 その他でいきますと特に施設長から今の段階でこうして欲しいなどということは特に出てい

ないような状況でございます。引き続き、施設長とは月に１回は会うような形をとっております

ので情報は入れながら事務処理を進めて行きたいとこのように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、池下議員。 

 

○池下議員 

 インフルのことで１つ聞きたいんですが、９月 15 日から 65 歳以上ということで予約を受

付けていよいよ明日から接種が始まるんですけども、今年の予約状況というのはどのようなもの

なのかお伺いしたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 今回案件にないですけど、大丈夫ですか。担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 10 月 13 日現在の清里クリニックの予約状況を報告させいただきたいと思います。10 月で

205 名、11 月で 465 名、12 月で 197 名の 867 名、現在、清里クリニックの方に予約が

来ているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 池下議員。 

 

○池下議員 

 今 10月と 11月と 12月と情報をくれたんですけど昨年と比べてどうですか。 
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○伊藤委員長 

 担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 申し訳ございません。月ごとの部分で昨年の状況は現在持ってきていないところですが、昨年

度、高齢者の部分全体で 742人という部分の資料を持って来ていまして、その他の部分につき

ましては後ほどお答えさせいたしたいと思います。 

 

○池下議員 

 わかりました。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございませんか。１点だけ私もよろしいでしょうか。先ほどの堀川委員の質問と関連

して 49 名で満床扱いということで募集停止はしないけれども、待機者扱いという話でしたが

その待機者ということも今後重なっていくのかなという気はしているんですが、選考委員会があ

るんでしょうけど先着順とかではなく全体を加味した中でやっていくというイメージでよろし

いですか。課長。 

 

○保健福祉課長 

 施設職員が見て身体的に厳しいなという方についてはお話をしなければいけないですし、もし

も空いた場合は一括してその時点での状況を勘案して待機者の中から先着順ではなくて、来た段

階で空いた、そこでやる選考委員会、そこには全員あげてやっていくような考えでいますのでご

理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 ほか、皆さんよろしいでしょうか。 

 それでは保健福祉課これで終わりたいと思います。ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは、焼酎醸造所始めたいと思います。焼酎醸造所より２点ほど説明ございますので担当

よろしくお願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 本日、焼酎醸造所からの提出議題、２件ございます。 

 まず１点目の令和２年度焼酎事業実績第２四半期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。下の小さい表でありますけれども、４月から９月までの売り上げにかかり

ます前年度対比を表しております。 

 第２四半期、単月で見ていきますと７月は 61％、８月は 67％、９月につきましては 59％

でございました。第２四半期までの累計で見ますと前月比 52％、売り上げではマイナス２千

796 万２千円でございます。７月下旬より GOTO キャンペーンが開催されたこともありまし
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て、やや回復の兆しが見えてきた感がございます。９月単月におきましては 59％ということで

前月と比較しますと落ち込んでございますが、これにつきましては昨年の９月時期におきまして

は、消費税増税前の駆け込み需要での売上増がございました。 

 前月との売り上げ対比でみますと、８月の売り上げは 690 万円、９月は 660 万円と同程度

の売り上げございますので回復基調と判断してございます。第２四半期の商品の売れ行きですけ

れども表の左側番号で見ていきますと３番、５番、22番、24番、28番の上位５製品で、全体

の 85.41％を占めてございます。ナンバー28 のミニボトル３本セットでありますけども、こ

ちらについては出荷が増加しておりますので個人旅行というところではありますけれども、観光

客もやや戻りつつあるのかなというふうに思われます。 

 流通に関してでありますけれども、卸、小売り、個人において販売分布につきましては、目立

った変化は見受けられませんでした。町内におきましても、きよ～る、パパスともに先月並みと

なってございます。 

 続きまして、右側の青色の表でございますが、こちらにつきましては平成 26年の商品リニュ

ーアルの翌年の 24 年度から元年度までの５ヵ年の平均売り上げを表したものでございます。

右側の下に単月累計の対比を掲載しておりますので、参考としていただきたいと思います。 

 続きまして次のページをご覧願います。こちらの表は１ページの売り上げをグラフ化したもの

でございます。上の折れ線グラフでありますが月別の販売額推移でございまして赤線につきまし

ては平成 27 年から令和元年の５ヵ年平均でございます。濃い青線につきましては令和元年の

実績であります。水色の線につきましては今年度のものでございます。グラフの特徴であります

けれども第１四半期と同様に５ヵ年平均の線と昨年実績の線が同じように描かれているという

ところでありまして、その年の特異的な事象、例えば昨年ですと消費税増税ですとか、２月・３

月のコロナの等々の特異的な事象に影響を受けることはありますけれども、焼酎乙類という限ら

れた嗜好品の中での一定の需要、固定客があるということが読み取れるところでありまして、販

売戦略の時期タイミング等について参考になるものでございます。 

 下の棒グラフでありますけれども今年度の月別、形態別の販売実績の表でございます。棒の中

にパーセントを記載しておりますけれども、見やすさを重要視しましたので細かいところにつき

ましてはパーセント表示は省略しております。グラフの特徴でありますけれども道内の卸に占め

る割合が約 50％占めている状況でございまして、お酒の業界は生販三層と言いまして生産者と

卸と小売りという業界ルールは特に崩れづらい形態でございまして、原則、卸を通すことになり

ますので卸メーカーとの新規の取引が売上を大きく伸ばすポイントになるのかなというふうに

考えております。あわせて流通の形態も変化しておりますので、オンラインショッピングでのク

レジット決済の対応をしていきたいというふうに考えております。加えまして地域特産品として

の性格も持ち合わせておりますので、町内消費についても取り組んでいかなければいけません。

以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま醸造所より令和２年度焼酎事業実績第２四半期についての説明がございました。委員

の皆様の御質問等ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 
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 １点だけ予想値になると思いますが、第２四半期の中で前年比 59とか７月から９月で 52％

の売り上げということで、実質３月における売り上げ実績は何パーセント位まで回復予想という

か押さえているのか教えてください。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○焼酎醸造所長 

 これから年末にかけまして歳末商戦がございますので、そこの伸びというのも見てみたいとこ

ろですけども醸造所内での分析としましては概ね 70％位まで回復していくのかなというとこ

ろで推測をしているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○焼酎醸造所長 

 町の方も特産品という形で１戸あたり３千円の消費に対する助成という形で商品券を配るん

ですけど、その効果もある程度加味した中での７割という評価で考えた方がいいですか。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 特産応援事業でありますけれどもこれについては別途予算900万ぐらい組んでいるんですけ

ども、どれぐらい利用してくれるかと見えないところでございますが、そこは上乗せしてという

ところでありますので今私どもで発言させていただきました 70％というのはそれは無いもの

としての推測値でありますので、プラスアルファというところになるかと思います。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。 

 

○伊藤委員長 

 それでは②高濃度エタノール製品の製造販売について、説明の方よろしくお願いいたします。

所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 提出議題２点目の高濃度エタノール製品の製造販売について、口頭でのご報告となります。本

日現在、製造本数でありますけれども 849 本、424.5 リットルでございます。そのうち町に

370本納品しております。 

 今後の製造でありますけれども、今年度の焼酎の最終仕込みが 11 月５日でございますので
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11月下旬より開催していく予定でございます。７月及び８月におけますコロナの感染拡大状況

から蔓延防止対策というとこでいきますと、長期的な見通しになると判断したところでございま

す。あわせて一番懸念しておりました点ですけれども、免許の条件緩和の失効時期でありますけ

れども、こちらにつきましても年単位で先の話となるのかなと判断いたしましたので、製造数量

の増量を検討いたしております。 

 製造及び保管に関する関係法令の弾力的運用や拡大解釈につきまして、８月下旬に産業建設課

と消防含めて協議したところでございます。製造数量でありますけれども、１回の製造におきま

して 80 リットル未満の取り扱いという点につきましては、少量危険物の取扱い申請が不要と

なりますというところを再確認いたしましたので、従前の試験用の蒸留器ではなくて１キロリッ

トル用の小型蒸留器を用いての製造を予定しているところであります。 

 また、製品の保管でありますけれども、こちらも同様に１カ所当たり 80リットル未満の保管

によりまして申請が不要となりますので、醸造所及び倉庫に分散して貯蔵管理するということと

いたします。販売でありますけれども現在コロナ対策というところで、全量を町に納品しており

ますけれども、一般販売等に向けまして取り扱いについて現在確認中でございますので詳細が決

まりましたら御報告させていただきたいというふうに思います。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説明がございました。委員の皆様何かご質

問等ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 一般販売という方向性も検討していくと、制度の仕組み法律的なものの部分、色々お話ありま

したけど現実的に今のマーケットの部分で既に消毒液エタノールが安価品として出回っている

中において新しく参加していくことについて、逆にコストやそう言った流通コストや手間がかか

ってきたりどういうふうに原価計算されているのかわかりませんけれども、その辺のことを考え

た時に現実的な対応としてはここで今販売の製品として、焼酎として売らない部分の在庫処理も

考えて基本的に町民還元という考え方でやっていく方が現実的な話であって、焼酎でも苦労され

ている中でまたさらに消毒液を一般販売で、しかも製造量というのは１キロリットルという小型

の関係でと言われても、たかが知れているわけであって、そういった方向性の整理をもう１回や

られた方が町民にとってもプラスですし、焼酎工場にとってもプラスで町の全般的な財政運営に

もプラスになってくるという、そういった現実的な対応を少し考えられた方が個人的には良いの

ではないかなと考えるところですが、その辺の整理の仕方もう１度答弁をお願いします。 

 

○池下委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 まず１点目の価格の話でありますけれども現在 1,300 円プラス消費税 10％ということで

1,430 円という価格ですが市場に出回っているものよりは高いという認識を持っているところ

でございます。そこで売れるかどうかというところは厳しいのかなというところは当然認識持っ
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ております。 

 ２点目の町民還元用にというところでいきますと、これにつきましては８月 18 日の常任委

員会で資料としてご提案しました余剰在庫でございますけども、こちらを活用して町民還元の１

つの新たな焼酎の取り組みなのかなというふうには理解、整理しているところでありまして、こ

れについては来週、町長の懸案事項がございますので、そこの場に醸造所提案ということであげ

ていきたいなというふうに思っております。 

 どれだけ町民還元するかというのは精査してかないといけないですけども、考え方としては今

古谷委員からございましたような考えを同じように持っているところでございます。以上です。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 理想論は色々とあろうかと思いますが、現実的対応というのが今求められているのであって、

町民の需要ということを含めた部分で1,430円なりの物がマーケットの中で売れるというふう

には誰が考えても今の現実的な既存の消毒液の実態からいった場合について、それを狙うよりも

今所長からお話があった町長の懸案事項の協議を予定されているということで、町民に向かって

やって行く方が極めて現実的だし、原価計算的な話は一切聞いてないんですけども、そんなにデ

ザインされたボトルを使う必要もないですし、安価品のボトルで全体的なコストを削減し、しか

も製品として売れないものをきちんと調整してそういったものの整理も前に進めるとか、町民に

とっても焼酎事業にとっても町にとってもウィンウィンになるのが現実的な対応を前に進めて

行くというのが今の実態における方法論ではないのかなという考えるところです。当然、町長協

議の中でされたのは、また議会に協議されると思いますけれども、そういった実態に沿った現実

に沿った対応ということをぜひ前向きに検討されたい、強く要望したいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 今いただきましたお話でありますけれども、私たち醸造所職員としましても焼酎は嗜好品であ

りますので、飲まれる方飲まれない方いらっしゃいますけれども消毒用アルコールにつきまして

は町民の皆さんが使えるというところでは私たち醸造所職員としても一押しの取組みという認

識を持っていますのでここはしっかりと町長協議の時に提案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 

 よろしいですか。他、ございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 古谷委員の言うご意見もわかるんですけども、一般小売と言いますか、お店とか飲食店でも是
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非そういうのがあるなら使いたいという声もよく聞くので、欲しい方には売ってあげられる体制

をなるべく早く少量でも良いですから作ってあげたらどうかなというふうには思うんですけど。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 一般販売のルート、そういったものにつきましては消毒用アルコールいうことでありますので

一般の店舗でも取り扱えるというところでいくと、きちんと整理をした中での取り扱いをしない

と、後でややこしいことになるかなというふうに思っております。 

 ただ、今委員から受けた提案でありますけども、当然町の中で使って私達も使っていただきた

いという気持ちは同じでありますので、そこはせっかく清里で作った 66％の消毒用アルコール

でありますので町民に広く使っていただくような施策になるような取り組みをしたいというふ

うに考えているところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 方法論として一旦町におろす、町から欲しい人に販売するという形がとれるのであれば、そう

いう形もありなのかなと思いますがそういう形はどうなんでしょうか。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 販売の手法につきましては、正直言いますとまだ検討していない状況があります。ただ、色々

と課題はあるんだなというところは認識していますが、そこら辺は１つ１つ整理しながら、どう

いう手法が町民の皆さまにとって使いやすくなるのかというのは整理していきたいと考えてい

るところであります。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 

 先ほど古谷委員の質疑で出た製造原価の確認をしておきたいんですけど、新しく仕込んだアル

コールを用いて 66％の高濃度エタノールを製造するのか、あるいは今醸造所における不良在庫

とは言いませんけども長期保管の在庫のものを、この際、普通の企業であれば棚卸であれば不良

損金計上という形ですべて不良在庫ですから動かないですから。それをもとにして高濃度のエタ

ノールを製造するのか。その確認、もし後者の方であるならば現在の中でそういう類で原料とし
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て用いられるリットルというかキロ数はどのくらいあるのか、多分試算していると思うんですけ

ども、そこら辺どのような現場の中ではどういうような認識で高濃度のエタノールの製造に持っ

ていこうとしているのか。従来であれば原価を下げるのであればそういう形も１つの手法かなと

思うんですけど、そこの確認どう考えているのか説明願います。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 まず製造原価でございますけれども、こちらについては事業趣旨を鑑みまして利益については

上乗せはほぼしてございません。次に、どういったものを原料に使うのかというとこであります

けども、基本的には余剰在庫を。今、混合酒を使っているんですけれどもそれ以外にかぼちゃ、

麦もございます。加えて、同じいもでも、保原の部分がありますので所有権が町にありますので

相手方は意向もあるでしょうけども、そこら辺の確認をとった上で私の考えとしては余剰在庫を

使っていきたいなと。ただ、コロナが長引くとまた同じように消毒液の需要が出てくるわけです

けども、余剰在庫を使ったあとにどうするかというのは正直そこまでは考えていないです。 

 余剰在庫でいきますと、今詳しい資料ないんですけど 24 キロリットル程度でありますので

本数に換算しますと５千本というところでの認識を持っているところでありまして、ここら辺も

シミュレーションした中でどういうふうに整理していくかというのを来週の理事者協議の中で

提案としてあげていきたいというふうに考えているところであります。 

 

○伊藤委員長 

 前中委員。 

 

○前中委員 

 形態的に NB と PB という部分で PB の部分における長期在庫の品々も合わせてこの製造の

中で用いたいという説明で理解して良いですね。今、保原の名前でましたけど。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 いわゆる余剰在庫、PBこれは整理していきたいと考えております。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。私も１点だけ確認です。先ほど来の消毒薬ですけれど

も町民還元はわかるんですが、アルコールなので使用期限とかそういうものってないで良いんで

すね。 

 

○焼酎醸造所長 
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 はい。 

 

○伊藤委員長 

 わかりました。他、ありませんか。 

 これで、焼酎醸造所終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは大きな２番、現地調査について。 

 

○議会事務局長 

 現地調査についてでございますが、本日常任委員会終了後にウエンベツ川の状況と、積み残し

になっておりました札弦クリーンセンターの状況について調査してまいりたいと思いますので、

よろしくお願いいたします。また、常任委員会終了後に各担当から説明も受ける予定となってお

りますのでよろしくお願いします。 

 

○伊藤委員長 

 続きまして、大きな３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 11 月 10 日木曜日、この会場で総務文教常任委員会終了後に予

定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 大きな４番その他、何かございますか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長  

 これで第 16回産業福祉常任委員会終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

（閉会  午前 10時 01分） 

 


