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第 17 回産業福祉常任委員会会議録 

令和２年 11月 12日（木） 

    開 会  午前 11時 26分 

    閉 会  午後 ２時 40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令和２年度一般会計補正予算（専決）について（保健福祉課所管分） 

 ②新型コロナウイルス感染症に係る対策について（保健福祉課所管分） 

 ③清里町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果報告書について 

 ④清里町在宅介護実態調査結果報告書について 

  ⑤清里町福祉に関するアンケート調査結果報告書について 

 

 ●産業建設課 

  ①北橋補修工事に係る契約変更専決処分について  

 

●焼酎醸造所 

  ①焼酎事業特別会計の経営分析結果について  

 

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  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 
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■福祉介護Ｇ総括主査    寺岡 輝美  ■福祉介護Ｇ主査      長屋 智洋 

■福祉介護Ｇ主事      岩浪  理 

■産業建設課長       河合 雄司  ■産業建設課主幹      酒井 隆広 

 ■焼酎醸造所長       永野  宏  ■焼酎醸造所主査      廣谷 淳平 

 

 

○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 17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 

 町からの協議報告事項について、保健福祉課より５点ほど提案ございます。 

 説明のほどよろしくお願いします。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点目の専決補正予算につきましては主幹より、

２点目の新型コロナウイルス感染症に係る保健福祉課所管分の対策を私より、３点目～5 点目

の各種調査結果につきまして寺岡総括よりご説明させていただきます。 

 

○伊藤委員長 

 担当。 

 

○保健福祉課主幹 

 それでは①番、補正予算専決についてご説明をいたします。１ページをご覧ください。 

 ４款衛生費、１項保健衛生費、５目保健福祉総合センター管理費、保健福祉総合センター管理

事業でございます。今回の専決補正につきましては、10月 14日に保健福祉総合センター熱交

換器に係る電磁弁を自動制御するデジタル指示調節計が老朽化により故障したことにより、温度

を感知しなくなり、熱交換による温水温度の自動調整が出来なくなりました。故障後、速やかに

業者に連絡を行い、復旧対応を依頼したところではありましたが、復旧は叶いませんでした。 

本施設は高齢者が入所する介護老人保健施設も保有しており、これから冬に向かい気温が下が

ってくる中、安定した熱源の確保が早急に必要であると判断したことから、10月 19日に専決

を行い修繕に着手をしているところでございます。補正額は 278万９千円で一般財源にて補正

となります。 

なお、本修繕につきましては、10 月 23 日に見積合わせを行い、昨日、11 月 11 日修繕を
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完了しているところでございます。以上で補正予算専決の概要の説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま令和２年度一般会計補正予算専決について説明がございました。委員の皆様、なにか

御質問等ございますか。よろしいですか。それでは次行きます。②番新型コロナウイルス感染症

に係る対策について。課長、よろしくお願いします。 

 

○保健福祉課長 

２点目の新型コロナウイルス感染症に係る対策についてご説明いたしますので、２ページをお

開き願います。新型コロナウイルス感染症に係る各種支援等の施策につきましては、現在まで議

会にご説明し補正予算の議決をいただき実施してきたところでございます。それらの施策につい

て現在の状況を報告させていただきます。 

 １の「社会福祉法人支援事業」につきましては、社会福祉協議会及び清楽園で感染予防対策で

休止した期間の維持管理経費と、対策に係る消耗品購入の支援を行う事業であり、令和元年度分

は専決補正で社会福祉協議会のヘルパー事業 28 万 3 千 30 円、清楽園のデイサービス事業

142万 521円、令和２年度分は現在のところ概算として社会福祉協議会 19万９千 450円、

清楽園 214万５千円となっております。なお、社協ヘルパ－事業につきましては、感染予防を

図りながら５月 18 日より通常営業、清楽園デイサービスにつきましては６月 22 日より対策

を取りながら再開しているところであります。８月議会において 12 月までの５ヵ月間の予算

措置も議決いただいているところですが、現在のところ支消はしておりませんが、コロナ感染症

のステージによる国・北海道の動向を注視しているところであります。 

 ２の「子育て世帯への臨時特別給付金事業」でございますが、児童手当受給者を対象に１人１

万円の給付を行う自治体に、財源を 10/10補助する国のメニューであり、本町も実施したとこ

ろでございます。給付児童数につきましては 447人、447万円となっております。 

 ３の「清里町子育て世帯応援特別給付金事業」につきましては、７月１日を基準日とし、児童

福祉法の児童に該当する 18歳までの児童に対し、学校の休業、外出自粛による家庭における追

加支給を余儀なくされた世帯に見舞金１人３万円を支給したところでございます。 

給付実績は 590人、1千 770万円となっております。 

 ４の「清里町医療機関等感染症対策支援金交付事業」につきましては、感染拡大予防対策を実

施の医療機関等に対し、予防対策費に充てられた金額の 2 分の 1 を支援し安定的な事業運営を

図っています。なお、町の指定管理や別途補助金等で支援している施設は対象外としておりま

す。給付実績は、清楽園、広川歯科医院、ポテト薬局であり、今後、まるぜん歯科医院より申請

予定であります。 

 ５の「清里町妊産婦応援支援金事業」につきましては、町民課で行いました国の特別定額給付

金を引き継ぐ事業として、4 月 27 日の基準日以降の出生者や母子健康保険手帳の交付者を対

象に来年の 3月 31 日まで支援を行うものであります。 

 この事業に関しては、3つの区分分けをしており、３で説明した「清里町子育て世帯応援特別

給付金事業」の 3万円の交付を受けている方は 7万円を、7月 2日以降 8月臨時会までに出生

した方に 10万円、母子健康手帳交付者に 10万円としているところであり、実績につきまして

は、7月 1日までに出生した子を監護する保護者が 6名、7月 2日以降に出生した子を監護す
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る保護者が 2 名、母子健康保険手帳交付者が 18 名となっております。補正予算で計上した額

が残り 2 名分となっておりますので、12 月補正において追加補正も考えているところでござ

いますのでご理解いただきたいと思います。 

 ６の「清里町生活応援事業」につきましては、10月 1日を基準日に、住民税非課税世帯に対

し 1 人当たり 1 万円見舞金を支給する事業であります。補正予算計上にあたりましては、住民

税非課税者の人数を町民課より報告をもらい 750 名分の予算を計上したところでございます

が、その人数が転入者等で 1 月 1 日現在、本町に課税がない方の人数や施設入所者の人数も入

っていたとの報告を受けたところであり、実数を確認したところ分母にあたる人数が 580名程

度と確認できたところでございます。10 月 15 日までの申請期間では 297 世帯 425 人の支

給を行いましたが、申請期間終了後も高齢者等訪問事業等を活用し、直近 11 月 6 日の数字で

は、申請数 442世帯 664人の方々より申請があり、うち決定者は 373世帯 524人の方に支

援を行っております。先ほどの分母 580 人で試算すると 90.34％の支給率となります。引き

続き、訪問等事業を活用し周知を図ってまいりたいと考えております。 

 ７の「高齢者暖房費支援事業」は 11月 16日より申請を受け付けますが、６で説明しました

「清里町生活応援事業」申請時より住民に窓口でご案内をしてきているところです。本年度は 9

月補正のとおり、1万円の支援を 5万円に増額し支援を図ってまいります。 

 ８の「斜里地域子ども通園センター通園費補助」につきましては、通園利用者 12名に対し例

年では公共交通機関を利用しての補助でしたが、自家用車使用での補助に切り替え、３月に支給

をするものでございます。 

 ９の「その他」につきましては、現在まで実施してきている事業で、乳幼児フッ素塗布中止に

よる家庭用フッ素剤配布を 141人、妊婦検診用マスク配布を 25人、妊婦検診中止による歯ブ

ラシ・歯間ブラシ配布を 11人、介護保険料減免を 1名、高齢者訪問事業を 107世帯 118人、

高齢者インフルエンザ出張予防接種を札弦・緑地区で 3 回 87 人の方に接種をする予定でござ

います。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま保健福祉課の方から新型コロナウイルス感染症に係わる対策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すか。よろしいですか。それでは次に行きます。

③番、清里町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果報告書について説明お願いいたします。総

括主査。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 ３番、清里町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果報告書について、ご説明いたします。資

料は清里町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果報告書と題名が記載してある冊子を使用いた

します。１ページをお開きください。 

 調査の概要となります。この調査の目的は、第８期介護保険事業計画策定の基礎資料とするた

めに実施しております。２の調査の対象、調査方法です。６月１日現在の65歳以上高齢者1,495

人のうち要介護１～５を除いた一般高齢者・要支援認定者を 500人無作為抽出し、６月 11日

～25 日までの２週間、郵送で調査しております３の回収結果ですが、配布数 500 通のうち

381通の回収、76.2％となっております。 
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 ２ページをご覧ください。この調査の記入者は 85.3％がご自分での記載となっています。 

 ３ページをご覧ください。ここからは調査結果となります。抜粋してお伝えしていきます。こ

こで、表の状態区分の説明をいたしますが、表の下の方に要介護状態区分とあります。要支援１・

要・支援２については、要介護認定を受けて要支援と判定された方、事業対象者とは、要介護認

定の申請を行わずとも基本チェックリストで該当と判定された方となっております。それでは戻

ります。（１）の家族構成に関しては夫婦２人暮らしが４割となっています。 

 ４ページをご覧ください。（２）の介護の必要性ですが、一般の高齢者では、ほぼ８割が必要

ないとなっており、主に要支援２と事業対象者が何らかの介護を受けている状況です。 

 ５ページをご覧ください。何らかの介護を受けている方の介護が必要となった理由として、高

齢による衰弱が主な原因となっています。ただし、65歳から 69歳の世代については、同率で

癌による疾患が理由で介助が必要となっています。 

 ７ページをご覧ください。主な介護者は、息子が第１位、配偶者・娘が２位となっています。 

 次に 10ページをご覧ください。３の、からだを動かすことについて説明いたします。10ペ

ージの階段を手摺につかまらず歩く。11 ページの椅子の手摺につかまらず立ち上がる。12 ペ

ージの 15 分ぐらい続けて歩く。については、できているし、しているという回答が７割 8 割

あるにもかかわらず、13 ページの過去の転倒経験をご覧いただきたいのですが、75 歳以上の

半数が転倒の経験がある状況であり、さらに 14ページをご覧いただきまして、70歳以上の半

数が転倒に不安を持っている状況であります。年齢が上がるほど転倒の不安も強く転倒経験も多

い実態となっております。 

 転倒により要介護認定につながるケースもありますので、注意しなければならない事項です。

また、転倒につながる要因としても筋力低下やバランスの悪さのほか、疾患によるもの、認知症

状によるもの、環境によるもの様々な要因が考えられます。 

 18ページをご覧ください。外出を控えている方の理由となりますが、1番は足腰などの痛み

となります。疾患などの理由のほか、外での楽しみが無い、交通手段がないという環境要因が原

因となっている方もいらっしゃいます。19ページをご覧ください。外出する際の移動手段は、

68.2％が自動車（自分で運転）となります。 

 21ページからの４、食べることについては、口腔のお手入れや歯の手入れは全般的に行われ

ている回答となっております。 

 29 ページをお開きください。半年で 2～3 キロの体重減少について、85 歳以上から見られ

ている状況です。 

 31ページをご覧ください。５の、毎日の生活についての項目については、（１）物忘れが多い

と感じている方が半数いらっしゃいます。男性女性別でも約半数いらっしゃいまして、年代別に

おいては 65 歳～69 歳は 40.3％ですが、70～74 歳においては 46.2％と半数近くになって

います。32ページからの毎日の生活に関わる電話をかけたり、書類を書いたり預貯金を下すな

どのことを出来ている方は８割から９割であり、新聞を読んだり、健康の番組を見たり、若い人

に話しかけたりと生活能力や健康維持に関わる行動を意識して行っているようにみられます。  

 47ページをご覧ください。趣味がある方は 7割いらっしゃいまして、48ページにあるよう

にスポーツやアウトドア、文化、鑑賞など多くの方が複数の趣味をもって活動している様子がう

かがえます。 

 49ページをご覧ください。生きがいに関しては 6割があると回答し、50ページにあるよう
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に孫の成長や家族のこと、友人との交流、趣味活動など挙げられています。 

 51ページをお開きください。６、地域の活動についての項目となります。（１）会やグループ

等への参加状況ですが、全体的に町内会や自治会の参加頻度が高い状況となっています。 

 52ページは、地域活動への参加者として参加しても良いが 5割程度となっています。年齢が

高くなるたびに参加意向が低くなります。 

 53ページをご覧ください。地域活動への企画や運営としての参加意向となります。特に女性

が参加したくないと答え、年齢が上がるほど参加意向が低くなります。高齢者はサービスの受け

手であると同時に担い手の役割を期待されています。知識や経験を活かすことができる体制づく

りなどが必要となってきます。 

 54ページをご覧ください。７、たすけあいの項目となります。（１）心配事や愚痴を聞いてく

れる人については、配偶者が 1 位で次が友人。次の 55 ページにおいて、反対に心配事や愚痴

を聞く人も配偶者が１位で次が友人となります。 

 58ページをご覧ください。家族や知人以外で何かあった時は、誰に相談するかという問いに

おいて、医師や歯科医、看護師が 1位となっています。59ページについては、友人・知人と会

う頻度については、月に何度か会うが 4割であります。 

 61ページをご覧ください。よく会う知人はどのような関係かという内容ですが、近所・同じ

地域の人が 66.7％、次いで趣味や関心が同じ人が 40.2％となります。 

 次に 62ページ、８の健康についての項目となります。健康状態が良いと答えた方が 8割。 

 次の63ページをご覧ください。現在の幸福度を10点満点で表すと、5点から7点が48.6％、

８点から 10点が 43％であり、ふつうから幸せだと感じている方が多い状況です。 

 68ページをご覧ください。（７）の現在治療中の病気です。表のとおり高血圧が 42.8％で、

次いで目の病気となっております。 

 70ページをご覧ください。９、認知症にかかる相談窓口の把握についてです。自分、及び家

族に認知症の症状があるかという問いには、84.3%が無いと回答されています。 

 次の 71ページをご覧ください。（２）の認知症に関する相談窓口を知っているかの問いには、

いいえが 54.3％、はいが 40.7％であり、ＰＲ周知は継続していく必要性があります。 

 72ページをご覧ください。10、住まいの項目となります。（１）介護を受けることになった

場合、どのような介護を受けたいかという問いに対し「家族に依存しないサービスがあれば自宅

で」が 26.2％で最も多く、特に男性が在宅介護のご希望が多い状況です。 

 次の 73 ページではその理由ですが、「住み慣れた家を離れたくない」が 41.4％となってい

ます。 

 11、人生の最終段階の過ごし方の項目についてです。最期を迎えたい場所は「自宅で療養後、

今まで利用した医療機関に入院」が 45.7％であり、特に男性の低い年齢層において自宅を希望

される割合が多いです。75ページをお開きください。最期を迎えたい場所を選んだ理由となり

ます。「家族に負担をかけたくないから」が 40.8％となります。 

 最後に自由意見を掲載しております。以前に説明したように地域の交通に関すること、介護保

険料が高いこと、介護職員等に関してや施策に対してのお礼などが多い状況です。編集せず、そ

のままの記載となっておりますので、あとでご確認いただくようお願いいたします。 

 第 2 回の策定委員会ではこの結果と事業評価をもとに、計画を審議していく予定としており

ます。以上となります。 
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○伊藤委員長 

 ただいま清里町介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果報告書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すか。よろしいですか。それでは次行きます。④清里町

在宅介護実態調査結果報告書について説明お願いします。総括主査。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 ４番、清里町在宅介護実態調査結果報告書についての説明をいたしますので、資料は清里町在

宅介護実態調査結果報告書と題名が記載してある冊子を使用します。１ページをお開きくださ

い。調査の概要となります。この調査の目的は、第８期介護保険事業計画策定のため、要介護認

定を受けている方の日頃の生活状況と介護者の就労状況等をお伺いし基礎資料とするものです。 

（２）調査対象者、調査方法です。６月１日現在で要介護１～５の認定を受けた 179名の中か

ら在宅サービスを受けている方、在宅でサービスを受けずに過ごしている方などを抽出し、6月

11日～25日までの２週間、郵送で調査しております 

（３）回収結果ですが、配布数 100通のうち 60通の回収、60％となっております。 

 最初にこの 60人の方がどのような状態像であるのかを説明いたしますので、24ページをお

開きください。要介護認定データというところになります。（１）年齢の表のとおり、85 歳～

89歳が 30%、80 歳～84歳が 20%、90歳～94歳が 20%。こちらが主な年代となってお

ります。残りは起債の表のとおりです。 

（２）の性別については、男性 35％、女性 65％です。25ページをご覧ください。要介護度の

内訳となります。要介護 1 は、運動機能の低下だけでなく思考力や理解力の低下があるレベル

が、58.3％、要介護２、食事、排せつなどに部分的な支援が必要なレベルの方が 21.7％、要介

護３が、基本動作以外にも介助が必要で、さらに思考力や理解力の低下がある方が 11.7％とな

っています。こちらが主な状態像となります。 

 それでは 2ページにお戻りください。１の基本調査項目についてです。 

（１）世帯類型については、単身世帯が 26.7％、夫婦のみ世帯が 21.7％、その他が 48.3％と

なっております。（２）の家族による介護の頻度については、「ほぼ毎日」が 51.7%、次いで「な

い」が 23.3％となっています。 

 3ページをご覧ください。主な介護者については、「子」が 47.7%、次いで配偶者が 18.2％

です。 

 次に 4ページをご覧ください。主な介護者の年齢は 60代が 34.1%、次いで 50代が 25.0％

です。 

 次に 5 ページをご覧ください。主な介護者がどんな介護を行っているかですが、食事の準備

と金銭管理や手続きが 81.8%で、次いで家事支援、外出の付き添い、服薬管理、認知症状の対

応となっております。 

 次に 6ページをご覧ください。介護のための離職の有無ですが、「介護のために仕事を辞めた

家族・親族はいない」が 65.9%となります。 

 次に 11ページをご覧ください。本人が抱えている疾病です。認知症が１位で 60％、次いで

眼科や耳鼻科の病気となっています。 

 次に 13 ページをご覧ください。訪問診療を利用している方は 20％となっており、次の 14
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ぺージとなりますが、そのうち認知症で利用している方が 50％となっております。 

 15 ページをご覧ください。介護保険サービス利用の有無です。サービスを利用している方

56.7%、利用していない方は 38.3%となります。 

 16 ページをご覧ください。介護保険サービス未利用の理由ですが、「現状ではサービスを利

用するほどではない」というのが主な理由となります。 

 19 ページをご覧ください。主な介護者用の調査項目となります。（１）主な介護者の勤務形

態です。働いていないが 34.1%、フルタイム勤務が 31.8%です。 

 20 ページをご覧ください。（２）主な介護者の方の働き方の調整についても、特に行ってい

ないが 60％で、その他は介護のために調整をしながら働いている方となります。 

 21ページをご覧ください。就労の継続に向けて効果的である支援について、「勤め先はない」

が 45％ですが、介護休暇等の制度の充実が 20%、介護をしている方への経済的支援が 15%

となっています。 

 23ページをご覧ください。今後の在宅生活継続にあたり介護者が不安に感じていることは、

「認知症状の対応」50％と「夜間の排せつ」が 27.3%、入浴・洗身介護等が主なものとなって

います。在宅介護実態調査結果については以上となります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま保健福祉課より清里町在宅介護実態調査結果報告書についての説明がございました。

委員の皆様、何か質問等ございますか。よろしいですか。それでは次行きます。⑤番、清里町福

祉に関するアンケート調査結果報告書について説明よろしくお願いいたします。総括主査。 

 

○福祉介護Ｇ総括主査 

 ５番、清里町福祉に関するアンケート調査結果報告書について説明いたします。清里町福祉に

関するアンケート調査結果報告書と題名が記載されている冊子を使用いたします。１ページをお

開きください。調査の概要となります。 

（１）この調査の目的は、障がい者計画・障がい福祉計画、障がい児福祉計画の基礎資料とする

ために実施しております。 

（２）の調査の対象、調査方法です。８月１日現在の身体障害手帳交付者 201人、療育手帳交

付者 48人、難病交通費を申請している方 20人、精神保健福祉手帳保持者 34人、特別児童手

当受給者８人、更生医療６人、自立支援医療（精神）58人、通園センターや放課後児童デイ利

用者 12人、障がい福祉サービス利用者 35人の 422人のうち、手帳やサービスなどの重複を

差し引いた 330 人から 300 人を無作為抽出し、８月 11 日～25 日までの２週間、郵送で調

査しております 

（３）回収結果ですが、配布数 300通のうち 165通の回収、55.0％となっております。 

 2 ページをご覧ください。回答者については、本人が 63％、家族が 15.2%、家族以外の介

助者が 7.3%となっています。 

 3ページをご覧ください。（１）性別・年齢については女性が 50.9%、男性が 47.9％です。 

（２）年齢については、70歳以上が 56.4%と最も多く、次いで 60歳～69歳 18.8％となっ

ています。 

 5ページをご覧ください。障害等の種類について、肢体不自由が 29.1%と内部障害 20.6%。
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精神疾患 15.2%となっています。 

 7ページをご覧ください。現在一緒に暮らしている人です。全体的には配偶者となりますが、

障害別において、身体障害は配偶者、知的では父母・祖父母・兄弟姉妹で精神では父母・祖父母・

兄弟姉妹と配偶者が同率で多くなっています。 

 11 ページをご覧ください。住まいや暮らしについての項目となります。（１）の現在の暮ら

し方については、家族と暮らしている方が 7 割で、将来地域で暮らしたいかを尋ねたところ、

今のまま生活したいが 37.5％となっています。 

 12 ページをご覧ください。（３）地域で生活するためにあると良い支援については、在宅で

医療的なケアが適切に受けられる。障害に適した住宅の確保、必要な在宅サービスが受けられ

る、経済的負担、相談対応や制度周知の充実・地域の住民などの理解が挙げられています。 

 13ページをご覧ください。４、日中活動や就労についてです。（１）外出の頻度については、

1週間に数回外出するが 6割となっております。15ページの（３）外出の目的については、買

い物に行く、受診、散歩の順となっています。 

 16ページをご覧ください。（４）外出する時に困ることは、公共交通機関が少ないが第 1位、

次いで道路や階段の段差、困った時にどうすればよいか心配などの順となっています。その他は

環境的な設備の要因としてあるものと、切符の買い方がわからないなどのほかに、周囲の目が気

になるとの回答もございました。 

 19 ページをご覧ください。（６）勤務状況となっています。自営業や農業が 5 割であり、非

常勤職員、派遣職員が 22.7%となっています。（７）今後収入を得る仕事をしたいかという問い

では、仕事はできないが 16.8%、仕事をしたいが 11.2%でした。 

 21 ページをお開きください。（９）障がい者の就労支援として必要なことは、全般的に上司

や同僚の障害の理解、次いで職場全体の障がい者理解、次いで通勤手段の確保となっています。 

性別や年齢により必要な支援の違いがあります。 

 23ページをお開きください。５、障がい福祉サービスなどの利用についてです。（１）障害支

援区分の認定を受けているかの問いに、54.5%が受けていない状況でした。 

 24 ページをご覧ください。（２）のサービスの利用については、利用しているサービスの割

合が高いのは相談支援で、利用したい割合も高いのは相談支援となっています。 

 28 ページをご覧ください。障害福祉サービスを利用しない理由が、「利用する方法がわから

ない」が 25.9%で他を引き離して第１位となります。 

 29ページをご覧ください。６の保健・医療・福祉サービスについてです。（１）定期的に通院

している医療機関の有無ですけれども、有が８割となっています。 

 30ページをご覧ください。現在受けている医療ケアは服薬管理が主となっています。 

 31ぺージをご覧ください。現在受けている清里町の福祉サービスです。年代別で見ていくと、

１歳～19歳は「斜里地域子ども通園センター通園費補助」、20歳～69 歳が「難病等交通費助

成事業」70歳以上では「デイサービス」となっています。 

 33 ページをお開きください。（５）あると良いと思う福祉サービスについては、表に記載さ

れたとおりのご意見が出ております。排雪サービスや送迎バスなどや、障がいを持った子供が遊

べるところ、小学生でも受けられる通園センターのような場所、障がい児の放課後デイサービ

ス、また近くに受診できる場所がない、とのご意見がありました。 

 34ページをお開きください。７の相談相手となります。困った時の相談相手は「家族や親せ



‐10‐ 

 

き」が他を引き離して１位となっております。 

 38ページをご覧ください。（３）今後特に充実してほしい事項です。「困った時に相談できる

機関や窓口の情報」が第１位、次いで「福祉サービスの内容や利用方法などの情報」、「病院の情

報」と相談や情報を求める声が多いです。 

 40ページをご覧ください。８、災害時の避難などについてです。（１）火事や災害の時に一人

で避難できますかの問いに、「できる」が５割の回答でした。 

 41 ページをご覧ください。（２）災害時に頼れる人は誰ですかの問いでは、同居の家族が

66.1%、次いで近所の友人、知人が 21.2%となります。 

 42 ページをご覧ください。（３）災害時に困ることについては、投薬や治療が受けられない

が第１位、次いで避難場所の設備や生活環境の不安、安全なところまで避難できないの順となり

ます。日頃より何かあった時の体制などを確認しておくことが安全を守ることに繋がります。 

 43ページをご覧ください。９、療育・教育・保育についてです。この項目は 18歳未満のお

子さんをお持ちの保護者の方に伺っている項目です。 

 （１）の子供の療育や教育について困っていることの問いに対し、「療育や教育・保育に関す

る情報が不十分」、「特性に応じた専門医療機関への相談が困難」が１位で次いで「療育を受けら

れるサービスが不十分」となっています。 

 45ページをご覧ください。（３）保育所・幼稚園・学校等で充実してほしいことについては、

「子供の能力や障がいの状態に適した指導」が他を引き離して第１位となっています。 

 46ページをご覧ください。（４）子どもの将来に向けて不安や心配なことについては、「地域

の中で生活していくこと」と「保護者が支援できなくなった時のこと」が１位で次いで「経済的

なこと」の順でした。 

 47ページをご覧ください．10、権利擁護についてです。（１）の差別を受けたり嫌な思いを

したことがありますかの問いでは、「ない」が 46.7%ですが、「少しある」が 10.9%。「ある」

が 9.1%となっています。（２）の差別を受けたり嫌な思いをした場所ですが、「外出先」が

42.4%、次いで「保育所、幼稚園、学校、仕事場」24.2%、「住んでいる地域」で 18.2%など

で見られております。 

 48 ページをご覧ください。（３）成年後見制度についてです。制度について知っているかど

うかは名前も内容も知らないが３割となっています。 

 49ページ、成年後見制度の利用状況・利用意向については、「今は必要ないが、将来必要なら

利用したい」が 27.3%となっています。成年後見制度は、金銭の管理のみならず、意思の決定

などをサポートしていく重要な仕組みです。こちらについて周知をしていく必要性があります。 

 最後に自由意見を掲載しています。こちらも書かれているものをそのまま載せております。以

前お話しているように相談体制の充実やライフステージごとに相談体制が変わり相談場所がわ

かりづらい等のご意見が多く書かれています。 

 後程、内容についてご確認をお願いいたします。第 2 回の策定委員会では、この結果と事業

評価をもとに計画を審議していく予定となります。以上となります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま⑤番、清里町福祉に関するアンケート調査結果報告書についてご説明がございまし

た。委員の皆様、何か御質問等ございますか。古谷委員。 
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○古谷委員 

 まず福祉に関するアンケート調査以外にも前段で説明頂いた２つの調査、非常に時間をかけて

しっかりやられてこれからの策定委員会の計画策定に向けて有効に活用されると思うんです。お

願いを含めてなんですけども、できれば今年の関係については事前送付でいただいて目を通させ

ていただければ、それなりの意見を申し述べることできると思うんですが、ぜひ今後はそうして

いただきたい。それともう１つは今回出てきている表記されている課題については、当然今後の

策定委員会中で分析をされて計画が作成されていく過程だと思うんですけれども、そういった中

で活用いただくことと同時に他の総合計画の中、みんなそうなんですけれども、もう１つ大事な

観点というのは、ここで抽出された課題や分析の内容がしっかりと町民の間において問題として

課題として認識されるかどうかという形。高齢者の問題もそうですし介護の問題も。 

 特に障害者の関係についてもそう。例えば具体に申し上げると、それが社会福祉の関係者、学

校教育の関係者、保育の関係者、地域の自治会の皆さんだとか含めて課題や方向性を探ってい

く。計画作ることも大事ですけれどもその原点にあるのは、調査から見える分には、正しい理解、

それからそれを地域全体で支えていく仕組みづくりの中にそれぞれがどういった立場で関わっ

てくるのかと両方の作用が必要で、せっかくやるわけですから計画のための調査だけに留めるこ

となく今後の分析や評価、計画の策定、その過程も含めてできる限り広く町民の方と課題を共有

できるような手立て、特にまちづくり住民大会はなくなったり、それぞれ自治会の会議とか研修

会もほとんど開かれてこない。 

 きっとホームページに載ったりとか広報で周知した概要が出されるだけに留まっていくとい

うふうに思うんですけれども、今後の町にとっては重要な非常に重要な課題なわけであって、大

変かもしれませんけども、きめ細かなそういった共通理解を高めたものを学習会とか研修会とか

フォーラムだとか、今後の施策の展開と合わせながらぜひやっていただいて、地域全体がそうい

った形の理解と認知の上で支え合っていく関係性というものを行政だけの力ではなくして作り

上げていくその方向性を是非探っていただきたい、このように考えます。 

 

○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とおり事前送付、これだけの膨大な資料でしたので大変申し

訳なく思っております。今後気をつけていきたいなというふうに考えております。 

 また議員おっしゃられたとおり、町民にいかにして報告できるかというところを非常に大切な

ところでございます。また中身を読ませていただいていくと、いろんな施策があるんだけど知ら

なかったということが非常に多い項目であり、いつ誰がこのような状況になるかというところも

ございますので、どのような方法が良いかというのは今後検討させていただきたいなと考えてお

りますが、まずはやはり議員おっしゃったとおりホームページ等で出すのが一番早くできるのか

なと思っておりますが、中身の周知方法については考えていきたい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。 
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○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員 

 十分その辺の取り組み、ただ１つ勘違いされたら困るのは周知をお知らせすればいいという話

ではなく、課題をやっぱりきちんと共有し合う、支え合うとかそういった関係性を地域の中で作

っていく、その糸口にしていかないと、こういった計画ができました、こういった施策やりまし

た、それは行政の仕事です。社会福祉協議会の…。そういった環境から特に障がい者も含めて高

齢者も介護も含めて、一歩抜け出して人口減少と超高齢化の中でこれは地域全体で支え合ってい

く、そういった仕組みの中で存在しているということを理解したなかで行動変異を起こしていか

ないと他人事、あぁそうなんだという形に留まってしまう。リスクを背負っているという形でそ

の辺のきめ細かな、大変でしょうけど是非そういった環境を醸成していただきたい、このように

考えます。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 おっしゃるとおりでございます。ノーマライゼーションという言葉がありますけれども、地域

みんなで同じように生活しようということ。先ほど寺岡の方から説明した中でもみんなが情報を

持っていたとしても、いじめみたいな形があるというのが現状として報告されているわけでござ

いますので、それらも含めた中でどのような方策がいいのかも含めてやっていきたいと考えてお

りますのでご理解いただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員よろしいですか。 

 

○古谷委員 

 よろしいです。 

 

○伊藤委員長 

 他ございませんか。よろしいですか。 

 それでは保健福祉課から今回５点ほど出ましたが、質問漏れ等ございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 まずこの実態調査、ニーズ調査、この調査については非常にきめ細かく詳しく調査されていて

非常にご苦労様だなと思います。そして、これからこの福祉の施策を行っていく上で大切なデー

タとなると思いますので、ぜひこのデータを有効に使っていっていただけることを期待したいと

思います。 

 コロナウイルス感染症について１点だけお聞きしたいんですけども、介護保険料の減免という
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ことで１人の方が対象になっているようですけども、その基準というのを教えていただきたいの

と、その他の方で減免になる可能性を持つ方がいるのか、いないのかというところをお聞きした

いんですけども。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 まず、今回の減免１名の方ですけども、コロナで仕事が失業してしまいました。その方に対し

て１名だけ申請が上がってまいりましたので、その方につきましては 10 割の減免をしたよう

な形となっています。隣の町のホテル業で働いていた方なんですけど、お客さんが来ないという

ことで失業したということ１名となっております。 

 その他でいきますと、それぞれの減免の規定がございまして所得が減ったら何割減免だとかそ

ういうところが細かく分かれているような状況でございますので、それぞれ申請が上がった段階

で審査を行いまして、これらの方につきましては例えば国保料とか後期高齢者だとかも一緒にな

ってきますので、お互いに情報共有しながら減免については行っ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。 

 また、先ほどのニーズ調査の関係等できるだけ町の施策に反映できるように頑張っていきたい

なというふ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 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 介護保険の減免については失業ということで特殊な状況なんかもあるのかと思いますけども、

もしそういうふうな対象になる方が他にいるのであればその辺の周知活動とかそういうのも漏

れのないようにしっかり行っていただきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 課長。 

 

○保健福祉課長 

 御存じのとおりなんですけども、介護保険料お支払の方というのは大体年金収入の方が多いで

す。だからそんなに変動というのはないんですけど、今回の人はお仕事もされていた方で失業さ

れたということでそんなには出てこないのかもしれないです。 

 ただ、いろんなお話を聞きながらヘルパーさんが行ったり、訪問したりして、そこの中で色ん

な情報入ってまいりますので、そういう部分につきましては十分協議をして、落ちがないような

形に進めていきたい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。 

 

○堀川委員 



‐14‐ 

 

 わかりました。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。では、保健福祉課全般で何か聞きたいことある方がお

られましたら、よろしいですか。それでは課長の方から何か１点あるとのことなので。 

 

○保健福祉課長 

 記載以外なんですけども、皆様方に何回かお話しながら、清里町診療所の関係で公募をしてい

ますということでお話をさせていただいておりまして、明日 13 日が公募の締め切り日となっ

ております。現在の状況ですけれども、問い合わせは幾つかあったんですけども、現在のところ

応募者はいないよう状況でございます。これにつきましては、明日の５時になってみないと、は

っきりとわからないような状況でございますが、町の準備といたしましては 17 日に各課長さ

んの委員になっております、選定委員会第２回目になるんですがそこで、選定委員会を行って、

明日出てくれば選定委員会の中で、まずは書類審査をやってその次の週に御本人たちを呼んだ面

談の審査を行うような形で進めていきたいなというふうに思っております。 

 明日もし誰もいなければ、またその時は町長、副町長含めた中で協議を行いながら進めていき

たいと思っておりますので、本日ご報告出来る部分については今のところいないということでご

理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか、皆さん。何かこの件に関して。それでは、これで保健福祉課の方終わりたい

と思います。ご苦労様でした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは１時半まで休憩をとりたいと思います。 

休憩  午後０時 25分 

再開  午後１時 30分 

 

○伊藤委員長 

 それでは、休憩を解きまして第 17回産業福祉常任委員会始めたいと思います。産業建設課の

方から１点提案がございます。説明のほどよろしくお願いいたします。課長。 

 

○産業建設課長 

 それでは産業建設課からの報告事項につきまして、概要を説明いたします。北橋補修工事に係

る契約変更専決処分につきましては、６月定例議会において契約の締結について議決いただいた

工事につきまして、地方自治法第 180条の規定に基づき、専決処分により契約の変更を行って

おりますので内容についてご説明いたします。 

 また、この専決処分につきましては 11 月 27 日に予定されております臨時議会において報

告することになりますので、よろしくお願いいたします。それでは内容につきましては、担当よ

りご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 
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○伊藤委員長 

 担当。 

 

○産業建設課主幹 

 それではご説明申し上げます。議案の１ページをお開きください。本工事につきましては令和

２年６月 19日、議案第 34号、工事請負契約の締結について可決いただき、事業の進捗を図っ

ているところでございます。しかしながら、次にあげます理由により設計内容に変更が生じまし

たので契約内容を変更するものでございます。 

 ２ページをご覧ください。変更理由といたしましては、本年度実施いたします橋面の防水工の

施工に当たり、既存の舗装板、こちら横断図のピンク色に塗った部分になりますけどもこちらを

除去する路面切削を実施したところ舗装板と床板の間の調整コンクリート、こちらは横断図の緑

色に着色された部分になりますが、こちらの劣化を確認いたしました。 

 損傷の範囲は図の下段にあります平面図の緑色に着色された範囲になります。部分的に床板か

ら隔離しておりこのままでは防水機能に支障をきたす状態であったことから劣化部分のコンク

リート打替えを行うものでございます。それではまた１ページに戻っていただきまして設計変更

の概要につきましては劣化箇所のコンクリート切断、はつり作業、コンクリート打設及び既設コ

ンクリート殻の運搬処分が増工となります。以上の設計数量の変更に伴いまして現請負金額６千

314万円から変更後の請負金額６千 464万７千円となり、150万７千円の増額となります。 

 なお、今回の契約変更につきましては現契約金額の５％以下かつ 300万円以内の変更である

ことから、地方自治法第 180 条第１項の規定により９月 25 日付での専決処分としておりま

す。また今後、臨時会の報告を予定しているところでございます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま産業建設課より北橋補修工事に係る契約変更専決処分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すか。よろしいですか。 

 それでは産業建設課全般にあたって何か御質問等ございますか。よろしいですか。それではこ

れで産業建設課の方を終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 

 

○伊藤委員長 

 それでは焼酎醸造所の方に入りたいと思います。焼酎醸造所の方より１点提案がございます。

提案の説明をよろしくお願いいたします。所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 焼酎醸造所からの提出議題、焼酎事業特別会計の経営分析結果について御報告します。本事業

におきましてはご承知の通り、昭和 50 年度より地場産品を活用しました特産品の開発を目的

としてスタートしてございます。 

 現在におきましては清里焼酎は本町特産品として広く認知されておりまして、清里町の文化・

財産として町民皆様の誇りとなっているところでございます。一方、事業経営でございますけど

も昭和 62 年度に収支の明確化と自主運営を目指して特別会計へ移行しておりますが、一般会
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計からの繰入金を余儀なくされている状況が続いてございます。経営におきます収入と支出のバ

ランスを模索しながらの事業運営となっているのが現状でございます。 

 毎年一般会計からの多額の繰入金を受けていることにつきましては、議会、委員会におきまし

て指摘を受けているところでございます。過去におきましては幾度と焼酎事業の収支状況、事業

継続についての議論が展開されておりますが、具体的な経営状況を示しての展開には至っていな

いということもございまして根本的な課題解決への取り組みには繋がっていないことも事実で

ございます。このような状況を重く受け止めまして今年度におきましては、正確な経営状況を把

握し改善に向けた課題提起を目標といたしまして公営企業会計を用いました経営分析を実施し

たところでございます。 

 年度当初より委員各位より今年度の予算計上の正当性、焼酎事業経営計画の実効性、焼酎事業

の今後について御質問を受けてございます。今年度の早い段階から収支状況、経営のあり方につ

いて内部検証を重ねてまいりました。８月末には経営診断の報告も受けておりますのでそれらを

踏まえながら醸造所としての所見、一定の方向性については整理したところでございますけれど

も、本日の御報告につきましては平成 28 年度から令和元年度までの経営成績とさせていただ

きます。 

 持続可能な焼酎事業の可能性につきましては、より広く探りながら最後の合意点に落とし込む

ためには議論の積み重ねとその時間、より専門的な分析資料が必要であると判断したところでご

ざいます。 

 醸造所所見につきましては前提条件を想定した中での検討でありましたので、予測値方向性が

先行してしまうことを懸念してございますので、本日の説明は今後の見直し議論の入り口という

ことで捉えていただきたいというふうに思いますので、ご理解をお願いいたします。 

 なお、所見としてまとめております資料でありますけれども、参考としてご提供することは問

題ございませんのでその旨申し添えいたします。 

 それでは前置きが長くなりましたけれどもお手持ちの議案１ページをご覧願います。清里焼酎

事業の運営における清里町商工会との連携についてでございます。 

 今回、清里町商工会様の御協力いただきまして焼酎事業の経営診断を実施した次第でございま

す。商工会担当指導員におかれましては、迅速な対応と特段のご配慮をいただいておりますこと

をご報告させていただきます。商工会との協力趣旨でありますけれども、記載のとおり町、商工

会、焼酎醸造所のそれぞれの活動を連携させることで地域活性化の循環を図っていくものでござ

います。また前段にも触れましたけれども、正確な経営状況を把握することを目的といたしまし

て経営指導を受けることで客観性の担保をしたものでございます。 

 次に議案２ページをご覧願います。こちらの表でございますけれども、現行の会計処理手法で

あります官公庁会計、今回経営分析に用いました公営企業会計を比較したものでございます。 

 両会計手法の一番の異なる点でありますけれども、赤字で記載している資産と経費の概念を公

営企業会計において導入するというものでございます。 

 具体的に申しますと、資産というものは焼酎製品、資材貯蔵所の帳簿価格を指します。また経

費でありますけれども、こちらは固定資産、商標権にかかります減価償却経費を指します。それ

ぞれ財務諸表において算入するものでございます。 

 続きまして別添の経営診断報告書、ホッチキス留めした資料でございます。こちらをご覧いた

だきたいと思います。こちらの資料でございますけれども、商工会を通じまして今回、税理士、
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中小企業診断士であります吉田敏先生に診断作業を担当していただいてございます。左下の黄色

で囲まれたメモ欄でありますけども、報告書中、補足重要事項について手前どもで色付きで表示

しておりますのでその旨記載してございます。 

 １ページをご覧願います。今回の経営診断実施に当たりまして前提条件を付してございます。

１の今回の決算書の作成時点に記載のとおり、平成 27年度を始点としております。これにつき

ましては、平成 26 年９月に商品のリニューアルを実施しておりますので翌年度の平成 27 年

度を始点としたものでございまして平成 27 年度時点の資本金と一般会計繰入金の合計額を資

本金として固定しました。あわせて余剰金につきましても平成 27年度から固定し、以後単年度

の余剰金を加算してございます。 

 続きまして、２の決算書作成の方法でございますが、財務三表として損益計算書、貸借対照表、

キャッシュフロー計算書を整理してございます。まず（１）の損益計算書につきましては、１営

業機関、年度でございますけども、１営業機関における経営成績を明らかにしたものでございま

す。算定項目として棚卸資産と減価償却費を含めております。減価償却費を経費として算入する

ことでありますけれども、これについては見解が分かれるところでございまして、法人税法でい

きますと減価償却経費の算入は任意ということでありますので、経費として入れないという考え

方については正当性はありますが一方、中小企業指針でありますとか中小会計要領でいきますと

減価償却の計上は要件となってございます。吉田先生にはこの点つきまして見解を求めておりま

すけれども、先生の見解としては正しい企業損益の把握のためには計上すべきですと御回答いた

だいておりますので、今回の経営分析におきましては減価償却経費を計上した収支となってござ

います。算定に用いました減価償却経費ですけども、年度によって違うんですけれども概ね 800

万円程度ということでありますので損益計算上での純利益でいきますと800万円の差が出ると

いうところでございます。 

 次に（２）貸借対照表でございますが、これにつきましては一定の時点における資産の状況を

表したものでございまして、会計年度末尾ということになります。今回、固定負債ということで

財政負担がどの程度増えているのかということで指標として一般会計繰入金を長期借入金とい

うことで扱ってございます。２ページの（３）キャッシュフロー計算書でございますけれども、

現金流れを示しておりまして本事業においては町からの追加出資金ということで一般会計から

の繰入金を把握するものでございます。 

 ３ページをご覧願います。こちらの表でありますけれども、損益計算書の年度別推移を示した

ものでございます。年度対比における特徴でございますけれども平成 28年度、29年度であり

ますが売り上げが１億円を超えております。ただ、売上原価欄の当期製品製造原価の欄になりま

すけども、こちらを見てみますと平成 28 年度が製造原価約９千万、29 年度が８千 400 万で

ありまして、30年度におきましては５千 900万、令和元年度については６千 100万と、28

年 29 年が高い状態であります。売り上げが上がっている中で製造原価が高くなっている状況

でありますけども、こちらについては在庫量が影響しているということが指摘できます。リニュ

ーアル後１、２年の間におきましては、主に在庫供給としての出荷としておりますので製造数量

がやや抑えられております。労務費等の固定費は決まっておりますので、製造原価が上がる結果

と読み取ることができました。逆にある程度の在庫が整理出来た 30 年度以降でありますけれ

ども、適正在庫までの製造数量ということで 70キロリットル程度製造しておりますので、製造

原価が下がるという現象でございます。 
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 ３ページの下段の黄色で示しております当期純利益でありますけれども、こちらは各年度にお

ける経営成績でございます。記載のとおり赤字経営でございます。あわせて長期借入金というこ

とで、一般会計繰入金として取り扱っていますけれども、返済予定のない借入金でございますの

でこれを負債として捉えますと直近３ヵ年の経営成績につきましては平均しますと毎年４千

100万の赤字という状態でございます。 

 次に４ページをご覧願います。こちらの表につきまして貸借対照表の年度別推移を示したもの

でございます。黄色で示しております長期借入金つきましては、ただいま申し上げました返済予

定はございませんので累積ということで計上をされております。一番下の負債純資産合計欄であ

りますけれども、約２億５千万ということで推移してはおりますけれども、平成 27年度始点と

いうところでございますのでプラスの推移でございます。特別会計移行後の昭和 62 年度以降

におけます一般会計繰入額の累計は７億円でございますので、実情としては債務超過という状態

であります。 

 ５ページをご覧願います。こちらの表につきましてはキャッシュフロー計算の推移でございま

して、営業活動、投資活動、財務活動を行う流れを示しているところでございます。 

 ６ページにうつります。１の経営成績の把握でありますけれども、損益計算書の推移から６点

コメントがございます。一番下の星印の点線で囲ったところでありますけれども、直近の２年間

におきましては赤字が２千万円以下に抑えられていますという記載ございますけれども、要因と

しては平成 30 年度に正職員の１名減、あわせて当期製造原価が下がったことを挙げられてお

ります。 

 続きまして７ページをご覧願います。２の財政状態の把握でございますけれども貸借対照表の

推移から４点コメントがございます。（１）でありますけれども一般会計へ繰入金により営業活

動が賄われていますが、赤字経営のため長期借入金の返済が行われなく全額累積されるという指

摘でございます。（２）につきましては棚卸資産額が年間売上金額以上になっていることから生

産計画と管理が必要であるとご指摘をいただいておりますけども、根底につきましては瓶とコル

クにつきましてロット発注ということが主な要因かなと分析しています。（４）の純資産であり

ますけれども、平成 27 年度固定としておりますが事業当初からの純損失を積み上げると先ほ

ど説明した債務超過というところでございます。 

 続きまして、３の資金の動きの要因把握でありますけども、キャッシュフロー計算書の推移か

ら２点コメントございます。（２）につきまして製造販売活動、設備投資資金を一般会計繰入金

により穴埋めしている経営体質ということの指摘を受けてございます。 

 続きまして８ページをご覧願います。経営指標の推移でありますけれども年度別の実績値を業

界平均と対比させたものでございます。業界平均でありますけれども、表の下段の赤字にて記載

しております。ＴＫＣという企業の経営指標、これは蒸留酒製造業のものを用いております。Ｔ

ＫＣにつきましては税理士、公認会計士、約１万人で組織する企業というところです。こちらの

表の特異的なものを項目別に見てまいりますと、まず収益性の売上高対経費率でありますが、こ

ちら業界平均でいきますと 16％程度であります。本事業の４ヵ年平均でいきますと、約 55％

と非常に高い結果となってございます。売上高対経費率でございますけども、これは売上高に占

める経費、この経費というのは製造経費から人件費を除きまして酒税を加算したものであります

けども、その割合でございまして端的に申しますと瓶とコルクの経費が以上に高いというところ

でございます。 
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 次に効率性の棚卸資産回転期間でありますけれども、業界平均が 188 日、約半年に対しまし

て当事業の４ヵ年平均でいきますと 462日、約 15ヶ月というところでございます。こちらに

つきましてはタンク、樽熟成による商品の特性上でございます。品質向上取り組みでありますけ

れども、８月の常任委員会にて貯蔵年数の見直しを御提案いたしましたが、今回の経営成績から

樽貯蔵経費と利益率のバランスに対する分析検証が必要というところでございます。 

 次に生産性において従業員一人当たり月人件費でございますけれども、業界平均と比較します

とコメントにもございますように公務員のため高い傾向にございます。あわせて今年度より会計

年度任用職員の制度へ移行しておりますので、現行よりも今後は上昇いたします。また、労働分

配率でありますけれども売上利益に対する人件費の割合でありまして一般的には 50％以下を

目標とするところでございますけども、売上利益以上に人件費を利用しているという実態でござ

います。 

 次に損益分岐点分析でありますけれども、変動費というのは主に資材経費であります。固定費

は主に人件費が占めてございます。限界利益率でございますけども、業界平均でいきますと

60％強でありますけれども事業の４ヵ年平均で見ていきますと 37％でございます。限界利益

は売上から変動費、主に資材費でありますけれどもそれを差し引いたもので、いわゆる利ザヤ、

儲けの幅でありますけれども、この率が高いほど固定経費を回収できるという状態でありまし

て、事業の継続性が見込めるという判断になります。37％というところでいきますと業界でも

低いというところでございます。損益分岐点売上高でありますけれども収支がトントンとなる売

上高でありますが売上実績と比較してみますと、ご覧のとおり、大きな開きがあるという状況で

ございます。損益分岐点を下げる取り組みでありますけれども、変動比率を下げる、変動費率と

いうのは資材経費、固定費を減らすこと、これは主に人件費でございます。あるいは販売単価を

上げて収入を増やす、のいずれかでございます。 

 続きまして９ページをご覧願います。経営診断勧告ということで１の経営指標の把握でありま

すけれども、３つの問題点を指摘してございます。まず（１）の売上高経費率が業界平均よりも

かなり高いという点につきましては、ご説明いたしました瓶・コルクの経費について適正支出と

製造数量についてのものでございますが、これはオリジナルというところで経費が高くつくとい

うことと、製品を熟成するというところで熟成期間を要するというところでございます。 

 次に、（２）の棚卸金額の残高でありますけれども、売上額以上であるということの御指摘で

ありますが、これにつきましては製品の仕込みに１年以上かかるということと、これもオリジナ

ルの瓶とコルクのロット発注というところでございます。 

 （３）の損益分岐点売上高の指摘でありますけども不要不急の経費、固定費の削減、限界利益

の増加に対する取り組みが収支トントンに繋がるというコメントを受けてございます。 

 10ページをご覧願います。２の総合診断勧告でありますけれども、分析結果から経営改善に

繋がる提言を５点いただいてございます。（１）につきましては、生産計画の策定と適切な生産

管理の取り組みについての５点でありますけれども、製造経費の見直しにつきましては、ロット

発注の部分がありまして難しい課題ではありますけども、検討項目として協議を進めていきたい

と思っております。在庫につきましては余剰在庫の整理におきまして現在取組み中でございま

す。 

 （２）につきましては販売計画の作成による売上増の取り組みについて提案をいただいており

まして、売上実績の分析と商品管理について御提案いただいております。さらにつきましては、
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計画的な設備更新と固定費の節減でございますけども、設備更新につきましては計画に沿って順

次進めていきたいという考えでございますけれども、現況も十分認識しながら財政サイドと協議

してまいります。 

 （４）でありますけれども公営企業会計を用いた決算書の作成と定期的なチェックでございま

す。今回、吉田先生から分析手法の御指導をいただいておりますので毎年度財務諸表の作成と経

営分析を実施いたしましてご報告をさせていただきたいというふうに思います。 

 （５）でありますけれども事業計画の作成でありますが、現行の焼酎事業経営計画におきまし

ては策定初年度より実績との乖離ということで御指摘を受けております。現実に沿った計画とし

てアクションプランですとか反省評価の項目を含めた実効性のあるものということで次期計画

につきましては全編見直しをかけていきたいというふうに考えております。 

 以上、議論の入り口ということで事業の見える化資料ということの経営診断報告書のご報告で

ございますが、最後にこれからの取り組みについて触れさせていただきます。 

 議案の２ページにお戻りいただけますでしょうか。こちらの右側の略図の赤字で記載されてお

ります、どこを焼酎事業の着地点とするかでございます。 

 本日の説明の中で直近３ヵ年の当期純利益が平均４千100万の赤字であると説明をさせてい

ただきました。いち企業体としての経営成績としては事実でございます。また現在のコロナ禍の

中で焼酎の売り上げが大きく減少している中で一般会計からの繰入金に頼らざるを得ない経営

状況は本事業の脆弱性が大きく表面化したところでございます。また、超高齢化や人口減少など

の大きな変化を踏まえた中で今後においても恒常的な繰入や設備更新による財政負担の上乗せ

を必要とする本事業の位置づけ、あり方について再点検していかなければなりません。しかしな

がら一方では、事業の歴史的経緯ですとか自治体直営事業としての地域振興に係る成果を評価す

べきものであると理解してございます。概算でいきますと地域雇用対策、地域経済対策というこ

とで年間３千万円程度が自治体としての直接的事業効果ということで捉えてございます。また、

間接的事業効果ということでいきますと、経済波及効果、ＰＲ宣伝効果でありますけれども、こ

ちらについては試算することはできませんでしたが、金額換算しますと相当な額になろうかなと

いうふうに想定しているところでございます。 

 今後につきましてはこれらの要素をどのように捉えて事業評価していくのかということの議

論を積み重ねさせていただきたいというふうに考えております。経済波及効果、ＰＲ宣伝効果に

つきましては、見える化資料として取り組むべき課題といたしました。また、戦略的要素も含め

ましたマーケティングリサーチの必要性についても認識しておりますので、今回の経営診断と同

様に客観性を担保させた分析資料が必要と感じてございます。インナーによる議論で事業の正当

性に陥ること課題を先延ばしすることのないよう多角的な視点を持ちながら焼酎事業の持続可

能性を広く探り方向性を検討決定していくというものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○伊藤委員長 

 ただいま所長より焼酎事業特別会計の経営分析結果についてということで説明していただき

ました。委員の皆様御質問等ございませんか。古谷委員。 

 

○古谷委員 

 総論的な部分で今説明を受けたわけなんですけれども、所長からお話あったとおり、事業に取
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り組んで約半世紀、50年になろうとしている中において、なかなかダイレクトに経営分析にア

プローチしようと、何回か機会はあったんですけどもなかなかそういった状況の中では取り組め

なかった。損益計算書ＰＬとかＢＳだとかＣＦ財務三表に公会計を歳計現金主義に置き換えるの

に大変だったんじゃないかと思います。色々な手法論については色々と意見のある所も当然ある

わけなんですけども、それはそれとしながらまず経営分析的にしっかりそういった視点で議論す

る入り口をまずしっかりと見える化して、それを議会とも共有しようという今回の動きになった

ということについては、ある意味ではコロナの中において単年度会計で６千万の繰出しをしなけ

ればならない状況を、それを災いと見るか、それは好機として捉えて先ほど所長から説明あった

とおり、50年の歴史の中において担ってきた地域振興だとか雇用だとか地域のＰＲとか色んな

評価も正当にされるべきものと認識しているので、ただやはり今後地域の抱えている様々な課題

の中においてこの焼酎事業というものがどういった立ち位置にあって、どういった役割を担って

いくかという意味において今回見える化という形の中で取り組んでくれたことについては非常

に高く評価したい、このように考えます。 

 それともう１つは、今言った前提に立てば短兵急に結論を出すというのは非常に難しい部分も

現実的にある。何点か今後取り組むべき課題、マーケティングのお話があったりとか原価率がリ

ニューアルによって非常に高くなっているし、固定費、人件費、物件費の考え方、それがどうい

う会計的な手法をとった時にきちんと損益分岐点のところに落ち着くかといった部分も現実論

としては今の倍売らなければそこには到達しないというのが事実なわけであって、それはそこを

上回るだけの売り上げをあげるというのは非現実的な話であって、やはりある一定の実態に即し

た中において最大かつ適切な改善とか改革ということが図られる取り組みということを前提と

してやっていかなければ理想論だけではいかないし、かと言って現実的なそういったものを否定

するといった話にもならないと。それについては慎重にぜひ今後の取り組みを行っていただきた

い。基本的な流れ、今回いただいた資料の中身のことについてはもっともっと読み砕いていきた

いと思いますけども、基本的にはそういったところを慎重にかつ先送りをしないという前提に立

ってやっていくという方向性を今後の取り組みの中で目指していただきたいなと思います。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 只今の総括的な質問なのかなと思いますけども、冒頭でも話したとおり醸造所としては一定の

所見、方向性を出したところでございます。ただ、そこには醸造所としての意見、見解でありま

すのでそこは一辺倒になるというところはかなり危険性があるのかなという判断をしたところ

でございますので、今回は資料の開示は控えさせていただいたというところでありますし、情報

をしっかりと共有して、しかもそれが明確な数字をもって、加えて公共性、社会性の両軸から見

た成果というのをしっかり対比させながら落としどころはどこなのかというところを時間をか

けてやっていく必要があるのかなと。今回私どもとしてはある程度のものを出して結論とはいか

ないんですけども、そういったところの方向性まで出したところでありますけれども、若干拙速

な部分なところも捉えましたので今回はあくまでも事実としての経営成績を生の数字を出させ

ていただいて情報を共有したというところでございます。当然これから続くわけでありまして、
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今回は入り口にすぎなく、これからしっかりと必要な資料を整理したうえで改めて情報共有、ご

意見、ご指導いただきながらしっかりと問題を先送りすることなく進みたいというふうに思って

いるところでございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 所長から問題を先送りすることなくというお話があったわけなんですけども、基本的な立ち位

置というのをこの焼酎事業が 50 年やってきて持続可能な形での改革とか見直しを行っていく

前提に立っての議論が今後とも必要になってくるんじゃないかな。そういった意味では先ほど申

し上げているように財務三表の中で課題というものをこの中身については色々と意見の専門家

によっても意見は分かれるでしょうし、資本の考え方はこれで 27 年度の部分でどうなんだと

いう考え方もありましょうし、先ほど４年間平均で約４千 100万の赤字。会計上出てくるのは

一般会計の繰入しか見えませんけど減価償却とかそういったものを入れた場合についてはそう

いった数値が出てくる。原価率の計算についてもその年における備品の購入だとか色々とそうい

ったロットで買った時に原価率がどんどん上げ下げもあるだとか、いろんな部分のあと収益率に

ついてもやはり落ち込んでいる原因というのが基本的にいくとリニューアルしてプラスに伸び

た部分はあったけれども逆にそれがずっと足かせになってきて非常に高い原価率のまま、やれば

やるほど赤字になってくるという体質を抱えた中これを維持しなくちゃいけないという苦労も

あったと思います。 

 そういったことも含めて外部的知見も入れながら冷静になって、しっかりとあるべき姿それが

本来的に全部 50 年の歴史の中において直営でやってきたことも含めて施設についても非常に

大きな今の生産能力や販売能力や在庫能力からいくと非常に過大な現時点において見れば過大

な投資施設になって今後も修繕がかかっていくことになりましょうし、そういったあらゆる方向

から分析をして方向性というものを正しい議論を重ねた上で、ある一定の今後の運営、経営とい

うものに着手するようにぜひしていただきたい。極論から極論に流れてしまったり、先ほど所長

がおっしゃったように先送りすることも当然だめですし、逆に言えば極論から極論や数字に裏づ

けされない議論をすることも避けていかなくちゃいけないところもありますので、その辺のバラ

ンスを理事者とも十分協議されて議会とも協議を重ねていただきたい、このように考えます。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただいまの質問でありますけど、問題を先送りすることなくというところでいきますと、一番

危惧していることは最後にお話しましたインナーによる議論で事業を正当化してしまうという

ことが一番改善に繋がらないのかなと。経営赤字は赤字で事実でありますし、そこをどう捉える

のかというのもまた課題でありますけれども、間接的事業効果、経済波及効果ありますが、かな

りの額なのかなと。それで算出しますと全ての赤字を飲み込むぐらいの効果額なのかなと。それ
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を良しとして現行のままでいくと 20 年先 30 年先というのは焼酎事業というのはどうなのか

なという心配はしております。そこをしっかりと見据えて次の世代の醸造所の者に引き継いでい

きたいというふうに考えてございます。 

 

○伊藤委員長 

 古谷委員。 

 

○古谷委員  

 ぜひそういう方向で。間接効果とか波及効果というのは非常に専門的にも難しい。その呼び方

とか数字の基礎を何にするかといった非常にブレが大きいですし、それと、それが民間であれば

それをきちんとベースにしながらいろんな違った利益に結びついてくるということもありまし

ょうけれども、あくまでも町という自治体が取り組んでいる事業として、今、当町の置かれてい

る総体的な財政や、それから行政課題の中においてどういったポジショニングをとるかという中

においても議論されなければいけない。それは全部が同じ順位じゃないですから。人口がこれだ

け減少してきて将来的に財政状況も厳しくなってくる。高齢化が進んでいく。少子化が進んでい

く。じゃあ町としては何をここにしっかりと重点施策として位置づけていくのかという形の全体

と焼酎事業のバランスということも当然議論されるべき課題だと認識しますので、それを外して

しまうと焼酎事業だけを論議してしまうと、やはりまた違った先ほど所長がおっしゃったような

インナーだけによる自己正当化みたいな話に陥るリスクを部分的に背負うということも踏まえ

たうえで是非前向きな議論の中である一定の方向性を探っていただければとこのように考えま

す。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 焼酎事業だけを考えるというところじゃなくて全体を考えてというところでは当然財政の運

営状況も含めながら、具体的には繰入れがどの程度まで財政規模、財政能力として許されるのか

というところをしっかりと醸造所だけではなくて企画サイドともしっかり連携しながら総合的

な判断というような認識は持ってはございますので、しっかりと取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。堀川委員。 

 

○堀川委員 

 今回の商工会とも連携されて、このような経営分析をされたということは非常に大切なことだ

ったと思うし、これからのことを考えていく中でも非常に重要なことなんだろうと思います。そ

の中で最後に所長言われました、どこを焼酎事業の着地点とするのかというところに辿り着くん

だろうと思います。現実的にどれだけの赤字が許されるのかという、言い換えればそういうこと
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なんだろうと思いますけども、その考えには本当ににそれぞれ色んな考えが今までは入り混じっ

ていて、良いだろうという人、悪いという人、たくさん色んな意見があったと思います。議論の

土台になるこういうような経営分析が今までなかったから、なかなか議論が進まなかったという

こともあるでしょうし、今回こういうものが土台としてでき上がったのであれば、ある程度の着

地点に行くまでの道のりというのは、敷かれていくのかなというふうに思います。個人的に自分

はどっちかと言えば前向きな方の考えを持ってしまう方なので、今回このような企業的な会計を

用いていくのであれば、販売の企業的戦略というのもどんどん取り入れていくべきだろうという

ふうに思うんです。そういう中の企業的な販売戦略的なものの中に入れながら着地点というもの

を是非模索していただきたいというふうに思います。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただいまの御質問でありますけれども、自治体経営における企業的思考だと思いますが、こち

らも最後に触れましたが戦略的なマーケティングリサーチ、これが必要なのかなというふうに改

めて認識したところです。まず、今回経営状態はどうなのかをしっかり見える化したところであ

りまして、これが入り口。次にどう改善していくかというところの自治体のアプローチとして経

済波及効果、それと経営能力も問われますのでそこのマーケティング、これらを含めまして数値

をしっかりと見極めてどうなのかというところが最後の着地点なのかなと。 

 今回は着地点というのはなかなか要素が少ないので、出なかったのかなというところで入り口

という言葉を使いましてこれから議論を続けていきますという表現をさせていただきました。 

 

○伊藤委員長 

 堀川委員。 

 

○堀川委員 

 大事な議論だと思いますのでこれをベースにきちんとした議論を加えていきたいと思います。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 情報の共有というところを最大限努めながら委員各位にお諮りしてい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、ございませんか。前中委員。 

 

○前中委員 
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 この焼酎事業 50 年と長きに渡ってこの企業会計的な数値というのは私も議員になってから

初めてこういう形で企業会計の財務諸表三表、キャッシュフロー表まで作って提示されて、ある

程度びっくりした部分と現実的な経営内容の分析がしっかりとこの中に出てきているのかなと。  

 所長がおっしゃっているとおり、入り口という部分のお話をされていますけれども 50 年の

間に入り口的な議論はしなければならない。何を言いたいかと言うと、やはりその都度都度で、

こういうような経営戦略の数値諸表をやはり行政といえども、しっかり落とし込みをするのが本

当だったんじゃないかなと。私たち議会議員としても社会的な著名の広告塔的な焼酎事業はわか

りますし、あるいは公共性の高い事業ということでそれは本当に経済的に金額ベースでははかる

ことはできませんけれども、そこまでは加味しない中でも実際経営マネジメントとする上ではこ

れは基本中の基本だと思うんです。ただこの数字の中で、恐らくある程度の経営戦略もここに出

ているかなと僕は思っています。棚卸の考え方をしっかり共有できたのかなと。これは完全にど

うもそこら辺長い間欠如されていて、棚卸が高いということは本当に経営には良いことではなく

て、逆にそれが重石になっていることはこの数字の中に出てきている。それは何を意味するかと

言うと、特に一番言いたいのは損益分岐点売上、ここの数値をどうやって抑えるかというのがこ

れから行政の中での５ヵ年、あるいは今後の中での捉え方をしっかり持っていかなきゃいけない

かなと思っています。これを抑えるには何が必要かというのは、これからそういう部分で理事者

側と付き詰めながらやっていただければと思いますので、慎重にかつ思い切った中の経営改善は

粛々と醸造所の中で執り行うというか、具体例を述べればＰＢのあり方、あるいは物財費である

瓶だとかそういう仕入のあり方、適正在庫であるならそういう計画性を持ってやるだとかロット

で今取っていますけど色々ありますから一概なことは言えませんけれども、そういう考え方、あ

るいは物財費の需用費である仕入の仕方、行政だから本当に高く買わされているんじゃないかと

かそういうことも極端な話をしたら持っていかなければならない。もっと下げられるものは下げ

たりやっていただく方向も今の中で議論していただきたいと思いますので、答弁とかではなくて

私なりの思いを述べさせていただきました。何か思っていることがあれば。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただいま焼酎事業の 50 年の中での議論というところだと思います。私も４月に異動してか

ら平成 17年以降の委員会議論、一般質問全て読ませていただきました。その中には焼酎事業の

あり方、経営についてのことも含まれておりましたが、経営における収入と支出のバランスとい

うところでの話のみで、実際幾らがどうなのかというのが全くないというところに大きな課題を

感じたところでありますので、今回こういう取り組みをさせていただいたところです。 

 もう１点は資材の価格、ロット発注という所も特殊な瓶でありまして、そこはある程度の制約

はあるのかなというところですが、固定概念にとらわれることなく色んな可能性を広く深く議論

していくと。これがもしかしたら一番近道なのかなと。私たちだけで考えてこうだと決めつける

わけでなくて、きちんと情報を皆さんに提示して広く意見をいただく。その中で方向性をしっか

り定めていくというところで改めて認識を持っているところでございますので、これからも年度

ごとに通常の決算書とは別に財務諸表を用いた経営成績については出させていただきます。しっ
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かりとチェック機能を果たして行きたいというふうに思っておりますので、引き続きよろしくお

願いいたします。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。ほか、勝又委員。 

 

○勝又副委員長 

 今各委員からのお話が出たと思いますけど今回事業をやっている部分での経済的な細部のも

のは今回の調査でよくわかったと思うんですけど、先程述べられた経済的波及効果なり間接的な

効果、これらというのは管理等をどういうふうに変えていくのかというのがあって、なかなか計

り知れない部分があるということでなるべく見える化していきたいということなんですけど、

50 年の歴史の中でやってきたのでそういうようなものが見えない部分の効果があるだろうと

いうことで１つの文化として清里町の位置付けする、他にはないような事業所を持ってやってい

るわけですから、そういうものを大事にしてということだったんだけど、実際にそれが今回のコ

ロナも含めてより経済的な部分で浮彫りになった部分で、事業として成り立つようなものはやっ

ていかなくちゃいけないことが幾分かあって議員の中からも話も出てきたんじゃないかなと思

います。 

 ただ、どこに視点を置くのかなと言った時に、いきなりそれを経済ベースに合うような形には

できないと思います。それもまた極端なことをやってしまえばこのやり方自体を変えてしまうよ

うな方法になっちゃうわけで、そういうことでなくきちっとやっぱり見えないような１つの経済

効果、波及効果ですか。だけど他の事業を捉えた時にじゃあ皆、経済効果見えている事業をやっ

ているんですかと言ったら一概にこういう事業でなくても経済効果をもくろんだような形の事

業をやっているわけです。それもお金に代えられるわけないんです。そう捉えた時に焼酎の会計

だけ経済事業としてやっている部分だからどうしてそこだけ目をつけて進めなきゃいけないん

だという話になると思うんです。 

 そういうことではなく、そういった捉え方をしないで、効果はあるということを見出した形の

中でいわば利益を重視していくのか、施策を重視していくのか、その視点をきちんと捉えて行っ

て欲しいなと。若干、曖昧になるのかもしれないけど自治体がやっていること自体がすべからく

曖昧な部分でやっているような部分はあるんじゃないかなと思うんです。そういうものはやはり

きちっと縦に割ったように儲からないから止めてしまうではなくて、そう捉えた中でしっかりと

進めて行っていただきたいとそのように感じている次第です。 

 

○伊藤委員長 

 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 焼酎事業でございますけども、物を売るというところでいきますと、当然収支というのが見合

ってくるわけでありまして、委員おっしゃるとおり他の施策についても経済効果はどうなんだと

いうような、そこの考え方に立つと一緒なのかなというふうに思います。 

 ただ、色々焼酎事業につきましては事業の特異性もありまして、こういった議論になってくる
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のかなと思っていますが、そこの議論をしっかりと着地させるためには、やはり数字、客観的な

見えるものが必要なのかなと。私も地方公共団体が行う、こういう本当に珍しい事業というのは

しっかりと継承していくべきであると思いますし、短絡的に赤字だから駄目だよという話にはな

りません。冒頭お話した文化でありますし、財産でございます。これはしっかり次に引き継ぐと

いうところを念頭に置きながらしっかりと客観的なものを示して皆様と方向性を決めていくと

いうような方向性を持って行きたいと考えてございます。 

 

○伊藤委員長 

 よろしいですか。他、ございませんか。池下委員。 

 

○池下議員 

 皆さん述べていることはそんなに変わらないのかなというふうに思いますけど、この数字の表

が出てきたことに私も初めて言いましたけども、数年前に議会の中でこういった数字を全て出し

てほしいという話も実はしていたと思うんです。ただ、この表を見まして８ページを見てもわか

るとおり、損益分岐点売上が私の町の焼酎の売り上げの倍なんです。大体８千万から９千万ぐら

いの違いがある。こうやって見たら極端に言うと、働いてる人達の労務費の問題、それから経費

にかかる限界経費に係る部分の金額が半永久的に変わらないと思うんです。民間に渡さない限り

は変わらない、このベースというのは。そうすると、この損益分岐点に持っていけるかと言った

ら決して無理だと思うんです、もう。この 50年やってきて皆さんわかると思うんですけど、じ

ゃあ、この９千万～１億の差というのはどうするんだと言った時に、皆さんおっしゃるように経

済効果とか間接的な金額というのは本当に見えないですよ。これが本当に１千万なものか、１億

のものかも見えないですよ。それと同時に、逆に考えれば町長がよく言うように清里って何？と

来た時に斜里岳、神の子池、焼酎とかこういったネームバリューの１つとして、清里焼酎がこの

50年の間に築いてきたものだというふうには思うんです。 

 だからといってこのままの状態でいいのかと言ったらやはり行政として少しでもこの損益分

岐点の金額との違いを埋めるべくして何をするかということが一番大切で、この資料が令和２年

８月 28日になっています。まだ３カ月も経っていない状況ですけども、今後先ほど所長も入口

って言ってますけども、入り口はもう 50年前に始まっていますので、今さら入り口という言葉

は要らないんですよ。これを、じゃあどういうふうに立て直して行って永久的に清里の焼酎とし

て売り出していくかということを本当に皆で考えていかなきゃならない問題だし、この 27 年

に様変わりする以前にやっていた時の状況、今の状況とその当時の状況って違うはずなんです。 

 というのは、今まで毎年のように２千万だ３千万だという繰入れをしてきた。まして今年は６

千万もお金が動いている。本当にこれがたとえ行政であろうと本当にこれで良いのだろうかとい

うことを皆で考えて皆で知恵を出し合っていきながらやっていかないと、議会もそうなんです。

決して行政マンだけの責任とは言わないし、私たちも本当に真剣に考えていかなきゃならない問

題かなというふうに思いますが、まずは所長もまだ焼酎醸造所に行って日にちが浅いですからま

だわからないこともいっぱいあろうかと思いますけども、何とかこの焼酎のために尽力を尽くし

てやっていただきたいなというふうな思いでおります。 

 

○伊藤委員長 
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 所長。 

 

○焼酎醸造所長 

 ただいまの質問でありますが、事業体としての経営能力でいきますと、これも経営指標８ペー

ジでいきますと、数字から出ているとおり明らかでございます。端的にいきますと資材費の変動

費としての資材費、これもロット発注ですとか特殊な瓶というところでの高上りでありますと

か、固定費としての人件費、これも公務員ということで下げることはなかなか難しい部分であり

ますので、非常に厳しいということはこの数字を見て私自身も改めて認識しました。 

 なおかつ、これを立て直すというところでいきますと、今お話しした流動性が低いという経営

体質がなかなか一筋縄ではいかない。これも把握しました。じゃあ、どうするのかというとこで

いくと、やはり皆さんと一緒に考えてくしかないのかなと。どこに落としどころを持っていくの

か。繰り返しになりますけれども数値として見える化したものを用いて、１つの憶測的な発想で

はなくて明確なものを持って議論を重ねていくというところで取り組んでいきたいと思います

し、入り口ではないですよという話も当然私も責任感じています。今回こういうところに取り組

ませていただきましたので、そこはしっかりとスピード感を持ちながらやって行きたいと思いま

すが、今日色々とご発言いただきました中に、経済効果の算定はかなり難しいところでございま

す。ただ、すでに動き出しておりますのでそこら辺何か良いものはないかというところでは取り

組んでおります。 

 加えまして、これは私たちどもでは出来るものではないというところでいくと、専門的な知見

が必要になってきます。当然予算というものもかかってきます。それについてはこれから今まで

やってきた、これからも続けていくんだというところでは必要な経費なのかなというふうに思い

ますので、予算計上についても御理解いただきたいと思いますし、そういったところを切り口と

してしっかりと取り組んで行きたいと強く思っ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 

 この表が出てきたのがコロナ禍によって一番大変な時期に出てきたということを踏まえた上

で、最低の一番の低いところからスタートするんだという心構えをしっかり持ってやらないと今

一番売れない時期だと思うんです。何とかこれ以上下がらないようにするために、そして今まで

以上に知名度と売上げを伸ばしていくためには何をすべきかということを皆さんで頭で考えな

がらやっていければいいかなというふうに思っています。 

 

○伊藤委員長 

 他、何かございますか。よろしいですか。それでは焼酎全般で何かもし聞きたいことがあれば

意見をお聞きしますが、何かございますか。これで焼酎醸造所を終わりたいと思います。ご苦労

様でした。 

 

○伊藤委員長 
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 それでは大きな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、12月２日水曜日、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 

 続きまして大きな３番、その他、何かございますか。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

 ○伊藤委員長  

 これで第 17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 40分） 

 


