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◎開会の宣言  

○委員長（玉井昭一君） ただ今から産業建設常任委員会を開会いたします。 

本委員会については、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により委員長にお

いて傍聴を許可いたします。次に、本日の委員会の日程について事務局から説明いたします。事務局どう

ぞ。 

○事務局主幹（中村英二君） おはようございます。本日の委員会の日程について説明をさせていただき

ますが、今回のテーマにつきましては、産業振興全般についてということで、所管事務調査を行います。

本日は産業経済課飴谷課長以下、関係職員の皆さまから適宜説明を受けて質疑ということになります。関

連がございますので、お手元の２枚目の別紙の方で、日程の方付いているかと思いますが、本日午前中は

説明を受けた後、午後につきましてはしいたけ農場、それから養鶏場を現地視察、懇談という予定になっ

ておりますし、明日の午後につきましては、虎杖浜漁組との懇談。更に７月の２８日につきましては、午

前中が白老牛改良センター、これは施設の見学及び懇談ということを予定しております。２８日の午後に

つきましては、胆振水産加工協との懇談ということで、虎杖浜の方で懇談等を行う予定となっております。

更に８月になりますが、８月２８日木曜日。当初２６日とご案内しておりますが変更になっております。

８月２８日に木曜日、午前中につきましては陳情１件出ております、土木関係の陳情審査を行いまして、

午後にこちらの場所で、第１委員会室の方で白老漁組との懇談を予定しております。現日程については以

上です。説明を終わります。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ありがとうございます。これより白老町の産業振興全般についての所管

事務調査。次に執行部からの説明をお願いたします。飴谷課長、お願いします。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） おはようございます。産業経済課全般ということで、今日から３日間で

すか、ご説明いたしますが、５係に分かれておりまして、かなり広範囲になってます。それで私共の方せ

っかくの議会との委員会の機会ですので、係長と係長の次席のある者についても、議会の意向なり考え方

をきちっと係ごとに理解してもらいたいということで、同席させていただいております。尚、午後からの

視察につきましては、誠に申しありませんが、実は会計検査入っておりまして、和野参事、農業委員会の

事務局長でございますが、そちらの方、対応することになってますので、私は同行いたしますが、その辺

のことについてはお許しいただきたいと思います。 

 早速ですね、先ず皆さんのお手元にお配りしてあります、産業経済課商工観光から進めたいと思います。

説明は係長の方からご説明いたします。５係ありますので１０分程度で、５係で約１時間位になりますが、

後の１時間を質疑ということさせていただきたいと思います。 

○商工観光係長（石井和彦君） それでは進めて参ります。商工観光担当の石井と申します。どうぞよろ

しくお願いいたします。先ず、うちの方の分野といたしまして、労働の分野の方からご説明させていただ

きます。非常に厳しい雇用情勢の中で、今うち方は平成１４年、去年の７月から国の研究雇用の事業によ

り雇用推進を設置し、町内の事業所等や学校等を訪問いたしまして、雇用の掘り起こし、各種助成制度の

情報提供などを行ってきております。その結果といたしまして、平成１５年。約７月までの１年間の間で

雇用の実績につきましては１０１名の雇用をそれぞれの各事業所の方に雇用させていただいております。
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この資料の中にもございますように、平成１５年の５月現在の全国・全道・苫小牧の求人倍率につきまし

ては、記載のとおり全国では０．５５。これは平成１５年４月現在でございます。北海道・苫小牧におき

ましては、北海道は０．３９、苫小牧は０．３５という求人の倍率となってございます。後、新規の求職

者とパート含む常用の求人でございますが、これは平成１５年の５月現在で苫小牧管内、ハローワーク管

内でございます。１，１７６名の求人があります。それに対しまして求職につきましては１，４８４名と

いう求職の人数になってございます。現在のところ、雇用推進員を現在も実施しておりますが、今年の４

月 1 日から昨日２３日現在まで、町内の求人数が１２４名ございます。就職者相談数につきましては、６

４名の方がうちの方の雇用推進の方に相談をしに来てございます。就職につきましては、３１名の方が４

月から２３日昨日現在まで町内の企業の方に就職をされているという状況になってございます。 

続きまして、白老の経済センターの維持補修でございます。こちらにつきましては昨年度雇用能力・開

発機構から１０，５００円で買取まして、うちの方の施設ということになってございますが、６２年に建

築された施設でございますので、外壁等屋根の部分が老朽化をしている状況でございます。その状況中で

コーキング等やタイル等のはく離等も改修計画を年次計画により整備を図るように努めたいというふうに

考えてございます。ちなみに１４年度につきましては、南側の方の補修を２５０万２，０００円の金額で

改修をしてございます。今後につきましては、予算等を見ながら年次的に計画を進めて行きたいというふ

うに考えてございます。続きまして、勤労者の生活資金の貸し付けでございます。こちらにつきましては、

勤労者の生活資金に対する貸付制度でございます。限度額につきましては６０万円。これは償還期間が５

年ということでございます。生活資金の利率につきましては２．９２と教育資金は２．４８という利率に

なってございます。実績につきましては２ページに掲載のとおりでございます。１４年度は１件。１３年

度は４件という数字になってございます。１５年度につきましては、北海道労働金庫苫小牧支店の方に２

００万円の預託をしてございます。これは２倍枠の預託金額になってございます。後は苫小牧信用金庫か

ら室蘭信用金庫につきましては、融資の要望があり次第、こちらの方から預託をするという形をとってご

ざいます。 

次に労働団体に対する助成でございます。白老地区連合に対する助成事業につきましては、福利厚生の

活動に対する運営補助でございます。スポーツ、それから国民生活向上の実現のために行う大衆活動（メ

ーデー等）に対して補助してございます。実績につきましては記載のとおり、１５年、１４年、１３年度

の記載でございますが、毎年少しずつ削減をさせてございまして、１３年度は７６万円、１４年度は７４

万円、１５年度は７０万円という数字になってございます。次いきまして，企業に対する助成でございま

す。これにつきましては、白老町内にＵターン・Ｉターンの就職を入れた企業に対しまして、奨励金を交

付する事業でございます。限度額は３０万円でございます。こちらにつきましては、現在のところ今まで

実績はございません。労働につきましては、以上で終わらせていただきます。 

続きまして、３ページ目の商工分野でございます。現在のところ白老町の商店街につきましては、非常

に景気の低迷と購買力との流失等が流出及び後継者不足により非常に厳しい状況でございます。空き店舗

等が出ている中で将来的にはそこのところを空き店舗の有効活用と、後継者対策等の検討を進めて参りた

いというふうに考えてございます。続きまして、各種融資制度及び助成制度でございます。融資制度につ

きましては、これはうちの方の独自制度でございます。先ず最初に白老町中小企業振興資金融制度でござ

います。詳細につきましては別紙１。こちらにつきましては後ほど見ていただくという形をとりたいと思

います。預託金額につきましては１億円の預託をしてございます。残高についてはそれぞれ信用金庫、室
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蘭支店、それから苫小牧の信用金庫支店、それから道銀の白老支店ということで、預託金額についてはこ

のような形の数字になってございます。１４年度の貸付の実績でございます。それぞれ実績を出してござ

いますが、貸付分直貸しにつきましては北海道銀行ではございません。室蘭信用金庫は１９件、苫小牧信

用金庫は７件という数字になってございます。もう一つこの中で同じように、これは保証付の分と直貸し

の分に分かれますが、保証付分につきましてはそれぞれ１１件、４件、２件という数字になってございま

す。続きまして、シンボルロード。これは中小企業の設備の特別資金でございます。商店街の改築等を行

いました時に、貸し付けしました金額でございますが、こちらについては貸付の制度の償還はないという

ことで、償還のみという数字になってございます。15 年度の預託額につきましては２，６８７万２，００

０円の預託でございまして、預託先につきましては、それぞれの信用金庫等、銀行等に預けてございます。

後、不況対策につきましても、これは償還制度がございません。償還のみでございます。１５年度は１，

６５７万７，０００円。室蘭信用金庫、苫小牧信用金庫、北海道銀行にそれぞれ記載のとおりの金額を預

託してございます。 

続きまして４ページでございます。助成制度の概要でございます。これも白老町独自の助成制度の概要

になってございます。こちらにつきましては、この制度が事業が発生次第随時補正対応するということに

なってございます。中小企業の助成制度でございますがＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ、Ｈと８つございま

す。それぞれ実績等を記載してございますが、高度化事業に対する助成制度でございます。こちらにつき

ましては、助成対象額は１００分の４．２となってございますが、これにつきましては、固定資産税の参

加年度分を還付するという形になります。そういうことで、ご理解していただければと思います。 

同じように次の B の商店街の環境整備でございます。こちらについても同じように組合等が公益性の高

い施設を設置した時には１００分の４．２。これも同じように固定資産税の還付というふうに考えていた

だければと思います。後、工場等の移設につきましても同じように１００分の４．２．こちらにつきまし

ても固定資産税の還付という形になります。 

続きまして、D の工場の新増設に対する助成でございます。こちらの助成は１００分の４．２の固定資

産税と合わせまして、雇用助成をしたときに１人当たり３０万円の雇用助成が出る形になってございます。

現在のところ、１４年度の実績では渋谷水産と岩崎組がございます。こちらにつきましては、平成１２年

度から１４年で渋谷水産が助成制度をもらっておりまして、助成金額につきましては、１４年度は２０４

万０，５００円という数字が、これは固定資産税の還付金でございます。それから同じように岩崎組が１

３年度から１５年。今年が最後の年になりますが、１４年度では５６万３，２００円。１５年度では最後

の年でございますが、４７万４，８００円という数字になってございます。 

続きまして、中小企業の組織化に対する助成でございます。こちらにつきましては、記載のとおりでご

ざいまして、中小企業等の組合等が組織をした場合に対する助成でございます。 

それから、新製品の開発に対する助成でございます。これは中小企業者等が新製品を開発した時に助成

する制度でございます。限度額につきましては５０万円でございます。１４年度の実績につきましては、

２件ございまして、大西林業と金村友子さんという方。大西林業さんにつきましてはセラミックの石鹸で

ございます。金村友子さんにつきましては健康サンダルの研究開発ということで助成しております。 

続きまして５ページでございます。技能者の養成の対する助成でございますが、同じように従業員の宿

舎につきましても、G と H につきましては今までの実績はございません。それから中小企業の融資保証料

の補給金の交付要綱に基づく助成制度でございます。こちらにつきましては、平成１４年度の実績につき
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ましては１７件。平成１５年度は１２件の金額をみてございます。中小企業者の方がうちの融資制度の運

転資金を借りた時に、その保証料の２分の１を助成するという制度でございます。 

続きまして、白老町中小企業の総合資金融資に伴う利子補給金交付要綱に基づく助成でございます。こ

ちらにつきましては、北海道の中小企業総合振興資金の融資制度を受けた時に、経営安定化資金のセーフ

ティーネット貸付を受けた融資に対しての、受けたものに対しての利子補給でございます。平成１４年度

の実績につきましては、記載のとおりＢＳＥ関連と、それから大昭和運輸関連の中で、それぞれＢＳＥで

は５件、大昭和関連では４件という数字になってございます。利率につきましては、こちらの記載のとお

りでございます。金額につきましても記載のとおりでございます。１５年度の予定につきましては、ＢＳ

Ｅ関連が５件、大昭和運輸関連が５件、五徳関連が１件という数字になってございます。利息補給の金額

につきまして記載のとおりでございます。これは利子補給は貸付を起こした日から２年以内で終了すると

いう形をとってございます。利率につきましては、それぞれ５年以内であれば１．２、７年以内であれば

１．４という数字で、道の要綱が変わり次第、うちの方も変わるという形にとってございます。 

続きまして、地場産業奨励事業でございます。こちらにつきましては、地場産業の育成を図るために、

うちの方で独自にやっている事業でございます。限度額は１００万円で２分の１以内の事業でございます。

続きまして、商工会に対する助成でざいますが、商工会に対する助成につきましては、記載のとおり、平

成１５年度では２，８０１万４，１４５円の総額でございますが、その内の内訳として、人件費は１，７

５９万４，４２１円。１１人分でございます。これは道の補助金を差し引いた金額を町の補助金として出

している状況でございます。その他につきましては、それぞれの事業の内訳で１，０４１万９，７２４円

でございます。詳細につきましては、別紙２の所に詳しく出てございます。ご確認いただければと思いま

す。 

特産品の普及及び物産交流でございます。観光物産プロモーション事業でございます。こちらにつきま

しては、観光及び特産品のＰＲを抱き合わせて、町の方でやっている事業でございます。特産品の販路及

びＰＲの宣伝を行ってございます。現在のところ、ポスフールのしらおい町物産市。東胆振物産まつり、

東京白老会、ＪＲウォーキング、各種特産品の販売等でこちらの方に出向きまして、観光及び特産品の販

売等をしております。後、各種イベントの参加等、記載のとおり、リンケージアップフェスティバルだと

か、それぞれのまつり等へうちの方から行って参加等をしてございます。特産品の販売をしてございます。 

１５年度の各種イベントの開催状況でございますが、詳細は別紙３に記載でございます。後からご確認

していただければと思います。 

続きまして、白老町の観光に関して７ページでございます。白老町の観光につきましては、ピーク時が

平成 3 年２５０万人来ておりましたが、少しづつ減少してきております。現在１４年度では１８１万人の

入込みの数字になってございます。非常に危機的な状況を抱えているのが、アイヌ民族博物館の状況でご

ざいます。今、その中で代理店共に集客に向けてのプロジェクトを進行してございます。入込み状況につ

きましては、詳細は別紙４の記載のとおりになってございますので、後からご確認していただければとい

うことになってございます。現状といたしましては、誘客活動。これは観光客の誘客、修学旅行。道内、

道外合わせまして、それぞれの団体、それから独自でやっている事業でございます。後は、海外の誘客活

動をやってる状況でございます。課題といたしましては、登別と白老町の１つの観光地としてですね、去

年平成１４年１０月３１日で連合協議会を設置いたしまして、その中でお互いの特性のあるものを地域物

を出していこうということで、いろいろと事業を取り組んでございます。１５年度もその事業に取り組ん
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で行きたいというふうに考えてございますが、なかなか難しいところがございまして、今までの悪いイメ

ージを払拭するようなカラーをどのように出して行くかというのが、今後の課題になるのではないかと思

います。特にポロト地区におきましては、昼食が取れるレストランがないということで、非常に致命的な

部分もあります。そのようなことで、白老町観光商業協同組合も融資制度とか、模索中で、町としては今

後の検討課題として考えているところでございます。 

次の８ページでございます。こちらにつきましても、現状は旅行雑誌との定期的な掲載でございます。

旅行雑誌等の定期的に掲載し、今後の観光振興を図りたいという考えでございます。中身につきましては、

記載のとおりでございます。体験観光の更なる充実ということでございますが、豊かな体験メニューをも

っております白老町といたしましては、修学旅行や個人旅行に向けて、道内及び道外に対して体験の発信

をしていき、体験基地「しらおい」を目指していくという形をとりたいと思っております。中でも、遊歩

百選につきましては、ポロト地区を活用しながら、ＪＴＢの学習体験プログラムにも採用されてございま

すので、１５年、１６年、１７年度以降の活用が期待されてございますが、その中で観光協会で今後イン

ストラクターの養成を実施いたします。ただこのインストラクターの養成を実施するということになって

ございますが、緊急雇用の目的で採用されていることでございまして、その養成されたインストラクター

をどのように定着させるかということが、今後の課題になろうかというふうに考えてございます。 

アイヌ民族博物館に対する振興策でございます。アイヌ民族博物館は平成１４年度の入込みについては、

２６万４，４７８人と、平成３年の８７万人から非常に激減をしてございます。平成１５年度では、新た

な取組みとして、ＪＴＢの協力を得てコタンナイトの夜間営業も取り組んで、現在実施してございます。

７月１９日から８月２８日まで、登別の宿泊者を対象に行ってございます。その他に、１５年度緊急雇用

によりアイヌ民族博物館の解説及び伝承保存の養成をしてございます。課題といたしましては、こちらに

つきましても夜の夜間営業だけではなく、それに訪れた人が昼間もまた来ていただくという形のものを構

築していければというふうな形でございます。後、今までのポロトコタンのイメージを全く変えるような

形でホスピタリティ。これは、もてなしの心がちょっと希薄だったということで、ここらへんのところを

充実していきたいというふうに考えてございます。 

食でございます。食につきましては、今現在のとおり施設に対する地場産品のメニューの提供とスロー

フードの推進ということで考えてございます。観光のみならず、各産業との連携と業者、町民の理解が必

要ということが課題というとなってございます。広域観光につきましては、先ほども言いましたとおり、

平成１４年１０月３１日に設立されました登別市・白老町観光連絡協議会より、協力体制をとって、お互

いの地域特性を活かしながら、集客に向けて努力をしていきたいというふうに考えてございます。平成１

５年度事業につきましては、記載のとおりでございます。続きまして②でございますが、これは平成１４

年９月に設立されました西いぶり戦略的観光推進協議会でございます。これは西胆振の９市町村が連携を

取りまして、広域観光の連携を図る事業でございます。 

１０ページでございます。中身につきましては、１４年度の実績につきましては、この記載のとおりで

ございます。１５年度につきましては、宣伝誘致事業と受入整備事業。それから観光情報提供事業、広域

観光ルート策定事業というふうになってございますが、中身につきましては、この記載のとおりでござい

まして、海外のプロモーション及び札幌におけます観光ＰＲ等、それから道内外の受け入れでございます。

後、この課題につきましては、登別温泉に宿泊する方を如何に白老に誘致するかということが課題となっ

てございます。以上のようなことになってございます。後、虎杖浜地区につきましては、現在のところ、
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ほとんどの施設の老朽化、後継者の不足により、それなりには推移してございますが、今後もっと温泉公

園等の計画中の土地も取得してございますが、地元の意見等聞きながら、この施設等をどういうふうな形

で活かしていくかということを考えていきたいというふうに考えてございます。 

１１ページでございますが、課題といたしましては、単なるＰＲではなくて、今まで町並みのイメージ

が悪いということもございます。口コミによって今、乾物ロードとかいうのがＰＲされております。注目

されているところの、スローフードの観点から客につながるものではないかというふうに考えてございま

す。地元との調整を進めたいというふうに考えてございます。 

白老町の観光協会の補助金、及び観光協会については記載のとおりでございます。詳細につきましては、

別紙５でございます。後、観光商業協同組合のミンタラにつきましては、現在のところ店舗とその数が減

少してございます。非常に厳しい状況でございますが、依然として、このアイヌ民族博物館の入込みによ

る他力的要素が強いため、経営は非常に厳しいという状況になってございます。以上でございます。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） 次、経済振興ですが、企業誘致とか、先般の航空学園とか、そちらの方

の対応しています。 

○委員長（玉井昭一君） 経済振興係長今村さん、お願します。 

○経済振興係長（今村吉生君） それでは、経済振興係状況をご説明いたします。工業団地につきまして

は、お手元の資料にありますように、平成元年から造成しておりまして、この食品製造業はじめ、機械工

業、食品陸運配送業含めまして２９社立地しておりまして、この中の８００名もの雇用の場を創出してお

ります。なお、本年５月に地元企業１社タイヤ販売店ですが、石山工業団地の方に１，６９３．１１㎡。

約５１３坪。取得価格１，５２２万１，０００円で進出してきております。この企業につきましては、８

月に移転オープンの予定で進めております。また現在３社程、それなりの規模で引き合いがあるというこ

とで、引き続き誘致を進めていきたいと思っております。 

続きまして、工業団地会計でございますが、特別会計の状況です。平成１４年度の決算において、累積

１３億５，９７０万３，０００円の赤字となっており、現在分譲地１０年で完売したとしても、４億８，

６４４万４，０００円が赤字と見込んでおります。保有する資産、未造成地含めまして資産として２６万

８，７７７㎡。資産価格として１６億３，８３６万４，０００円と見込んでおり、累積赤字資産価格を差

し引きますと１億４５７万９，０００円上回っており、収支バランスは維持されていると見込んでおりま

す。今後の誘致の取組みでございますが、なかなか厳しい経済状況でございます。ここ数年企業へダイレ

クトメール等を８０から１００社程ＰＲを送付した後、直接お電話をしても、なかなか担当まで取り次い

でくれないという状況にもあります。その中に担当まで行きましても、なかなか計画が５年１０年という

考えを今までしてましたが、２年３年のスパンでお話はあるんですが、それもなかなか難しいという状況

で、企業自体も進出への目を向いてくれていないと。また、企業への海外への進出のお話はされるんです

が、なかなか国内の雇用のコスト等非常に厳しいものと、そのようにお聞きしております。ただ、うちの

方もこういった資源のＰＲを随時しておりますので、今後も引き続いてＰＲしていきたいとこのように思

っております。 

学校誘致でございます。本年４月にパッセンジャーコースを航空産業科の二学科で３２名の生徒で開校

いたしました。町の条件としまして、滑走路の延長と５，０００万の寄付、２億５、０００万の損失補償

をしてスタートしましたが、平成１６年、来年に向けては学校の方も積極的にスタート、もう既に４月か

ら開校と同時に来年の募集に向けて積極的に動いております。その中でも、もう既に資料等の請求も千歳
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定員が大体１８０名、２００名近い定員と白老の二学科８０名の合せて３００名近い定員に対して、もう

既に１，５００件もの資料請求があるということで、一応新しい学校ですが、関心はあるということでお

聞きしております。 

資料の３ページ以降につきましては、誘致企業の就業状況でございます。同じく４ページ、５ページに

つきましても、就業調査によるものでございまして、パート労働者につきまして５ページですが、内２０

歳から５０歳までの間で白老町には約５，０００人近くございます。ただ、全てがお子様かかえてたり、

時間労働に対応出来ない部分もあろうかと思いますが、これだけのパート労働力ございます。 

６ページにつきましては、近隣の雇用も含めて調査しておりましたので、こちらの方を提示して企業Ｐ

Ｒしていきたいなと、このように思っております。７ページにつきましては、誘致企業による経済効果で

ございます。これは平成１３年度の工業統計に基づきまして、出荷額を掲示しております。その他、同一

資料でございます。 

なお、８ページつきましては、この立地企業に対して、再配置促進費補助事業ということで、国の方か

ら助成をいただいております。これは工場の立地の面積に対して、下の方の②番ですが、企業申請に対し

て㎡当たりの補助単価５，０００円の補助でおります。それと伴いまして、市町村にも㎡単価７，５００

円に対して助成が来ておりまして、上に掲げてあります平成１１年、１２年につきましては、このとおり

消防車輌等、企業にありましてはデリカランドさんと東日本ウッドワークスさんの方に助成来ているとい

う助成があります。 

９ページにつきましては、進出企業に対する優遇制度でございます。これは町の立地促進条例でござい

ます。これは、平成１４年に改正しておりまして、助成制度はこのようになっております。以上、以降に

おきましては、工業団地分譲地、その他企業の立地状況の資料でございます。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ご苦労さまでございます。１０ページ以降ですか。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君）  引き続き、次、水産。 

○委員長（玉井昭一君） 水産係長の辻さん、お願いします。 

○水産係長（辻 正則君） それでは私、水産係長の辻の方から概要を説明させていただきます。お手元

に、ちょっと縦横混在した資料を配布しておりまして、表紙で産業建設常任委員会所管事務調査レジメ、

右肩に水産係と書いたもので、クリップ止めで配布させていただいております。それで、説明につきまし

ては、町がやっております水産振興施策の概要別紙１と後、水産業業の方でかかえております当面の重要

課題別紙４を中心にお話をさせていただければと思っております。後、別紙２としまして、数字でご理解

いただいた方がということで、漁獲量など、統計編ということで、横うちの資料を用意させていただいて

おります。これについては、極要点のみの説明とさせていただきます。また後日、漁業協同組合等との懇

談も予定されているということで、別紙３としまして、漁業協同組合と胆振水産加工業協同組合。本当に

極わずかな情報でございますけれども、一応組織の概要を至急添付させていただいております。これにつ

きましては、それぞれの団体の方から当日ご説明があるかと思いますので、今日私の方から特にご説明を

いたしませんが、ご了承をいただければと思います。 

それで、先ず別紙１の白老町の水産ということで、要点をちょっとご説明をさせていただきたいと思い

ます。それで、当町に白老港と第３種登別漁港、２つ港がございまして、それぞれ白老漁業協同組合と虎

杖浜漁業協同組合、２つの組合がそれぞれ創業の基地としております。漁業の特徴を掻い摘んで、ちょっ

と乱暴な言い方で整理いたしましと、スケトウダラの刺し網漁業と秋サケの定置網漁業に対する、非常に
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この２つの漁業に対する依存度が高いということで、１年間の漁獲量の昨年でいきますと約７２％。水揚

げの金額でいきますと４６％、約半分がこの２つの漁業に依存しているという、そんな現状でございます。 

それで、次３ページ目、右側の栽培漁業、若しくは資源管理型漁業の取組みという部分でありますけれ

ども、白老漁業協同組合では、ホッキの稚貝放流事業。それと虎杖浜の漁協の方では、ホッキガイとエゾ

バカガイの放流事業ということで、それぞれ実施しておりまして、一例挙げますとホッキの場合ですと、

購入してきた稚貝が、購入時おおむね大体１個９０ｇ前後で入ってきますと、２年間禁漁して３年目に漁

獲するということになりますと、おおむね一個２５０ｇから３００ｇ位まで成長して漁獲するということ

で、毎年必ず漁場をブロック割をして、禁漁区を設けて、しかも資源調査を実施した上で漁獲量を決めて

いるという、おおむね水試などで調査した資源量の１０分１程度を毎年漁獲するというような、そんな取

組みをしております。これに対しましては町の方では、稚貝購入費の２分の 1 ということで、水産振興対

策事業として、補助金として助成をしております。 

次４ページ目の冒頭にホッキ貝のこの１０年程の漁獲量と金額の推移を一覧として載せております。漁

獲量については、着々と伸びてきていると。ただ、漁獲量の伸びに比べて、漁獲金額の伸びの方がちょっ

とゆるやか、若しくは横ばいということで。実はカナダあたりで取れたホッキ貝の洗浄冷凍したものが結

構この辺にも入ってきておりまして、やっぱりどの漁商もそうですが、輸入水産物の問題で漁家がゆるや

かに横ばい、若しくはちょっと下落傾向にあるという、そんな特徴が出ております。次、漁船、漁具の近

代化ですが、これにつきましては、漁船を作ったり買ったり、若しくはエンジンを積み替えたりという、

そのような漁業近代化資金を借り入れた際に、１％以内という枠組みの中で借り入れに対して利子補給を

行っているということでありまして、各漁業元の平成１４年度の利子補給実績は記載のとおりの件数、金

額となっております。 

次、５番目でありますが、青年部・女性部の研修事業ということで、平成１０年度から漁協青年部・女

性部に対します、合同研修事業で町として補助金を出しまして支援をしております。青年部の部分につき

ましては、今後の漁業後継者。女性部の部分につきましては、漁業に携わるだけでなく販売や加工という

ことで、漁獲物の付加価値を高めて、販売をするという取組みを積極的に進めてほしいということで、青

年部と女性部が毎年１年交代。合併を控えてるということもありまして、視察については白老漁協と虎杖

浜漁協が合同で、同じ目的の場所に視察に行くという取組みを実施しております。その成果としましては、

朝市もそうですが、自主的に登別漁港で夕市を立ち上げたり、また、ＪＲツアーを受け入れたりと。ウォ

ーキングツアーでお客様がみえた時に浜鍋を提供して、水産物を販売したりということで、今非常に研修

参加者につきましては、そういう新しい事業の中心的な役割を果たしていただいております。 

次めくっていただきまして、６ページでございますが、ご存知のとおり朝市でありますけれども、平成

１３年度からスタートをいたしました。これにつきましても、白老漁協と虎杖浜漁協の共同事業というこ

とで立ち上げまして。実績につきましては、その右側に表として１３年度、１４年度の売上の数字を記載

しておりますが、１３年度は３回で３６６万程、１４年度は４回で４２１万程という数字になっておりま

す。来客の同行を見ますと昨年、来場者に対してアンケート調査を実施しておりますが、多い時ですと８

割以上。少ない時でもおおむね７割が町外からのお客様ということで、客単価がほぼ１，０００円程度で

すので、割り返しますと４２１万ですと、４回でトータル乱暴な見方ですが４，０００人位のお客様がみ

えてるのかなというふうに推定しております。 

その下段に記載しております、海難防止の関係ですが、白老・虎杖浜に海難事故防止対策の救難所がご



１０ 

ざいますが、それぞれの救難所に町の方で備品類の充実ですとか、そういうことも含めまして２７万５，

０００円の定額補助を実施しておりますが、これは過去からいろいろ議論がありましたとおり、救難所員

の身分保障について、未だ法的な明確な位置付けがないということで、たまたま昨年度もそうであります

が、町村会の方経由いたしまして、国の方に身分保障の充実、新法の制定、若しくは法の改正ということ

も視野に入れた、身分保障の問題については、国に対して要望しているところであります。 

ちょっと飛んでいただきまして、別紙の４というのがございまして、当面の重要課題ということで、ち

ょっと水産業がかかえる重要課題の何点かを列記をさせていただいております。それで、１つは漁業協同

組合の合併の問題であります。現在の、この地域の合併につきましては、白老、虎杖浜、登別の３単協合

併ということで、検討作業が昨年来進められております。合併をする背景につきましては、１つはペイオ

フの解禁ですとか、金融自由化の問題で、いわゆる自己責任経営を行いうる経営基盤が必要ということで、

この他にもいろいろ条件はあるんですが、大きい部分としては貯金量が単協３０億円以上ということと、

後は販売事業の部分につきましては、取り扱い高２０億円以上と。この条件をクリアしなさいということ

で、方針が示されております。これに向けて、昨年来漁協の方では、合併検討協議会という中で議論をし

てきておりまして、平成１６年４月１日来春に新組合としてスタートするという予定で作業が行われてお

ります。３単協の経営規模につきましては、お手元に記載のとおりでありますが、１番下段の合併後の事

業、現時点で想定される事業規模でありますが、組合員数が３００人少々になり、販売取扱高は２０億を

クリアして２９億。貯金残高も３０億をクリアして４０億程度になるのかなと。道内の漁協の規模でいく

と、ほぼ中規模漁協ということになるのかなという予定であります。 

次、めくっていただきまして、４の２でございますが、白老漁港の冷凍冷蔵庫の建設事業でございます。

現在の冷蔵庫は大町の方に古い冷蔵庫が国道沿いに建っておりますが、昭和５４年に建設ということで、

非常に老朽化してて、修理費もかさんでいるということで、１つは老朽化の問題。後は、平成２年に白老

港の漁港区が開港しまして、港の冷凍冷蔵庫がないということで、いわゆる鮮度保持の問題がございます。

この辺で、漁業者の方々から要望が多いということであります。後は漁港区に昨年事務所が移転しており

ますが、他に活魚施設、荷捌き施設ございまして、この冷凍冷蔵庫の建設で漁業関連施設が全て漁港区の

中に一体的に集約されるということで、人員配置なども含めて集約によって漁協経営の効率化が期待させ

るという問題であります。後もう一点は、現在港に冷蔵庫がないもんですから、例えば一例を挙げますと、

漁業者の皆さんが集荷に間に合わなかった場合には、室蘭の市場まで自分で物を運んで行くというような

ケースもございます。それで、そういう労力の問題。それとかかる費用のコストの問題もございます。そ

ういう面で冷蔵庫が港に出来ることによって、漁業者の皆さんにとって非常に鮮度保持プラス利便性も向

上するということでございます。事業としては未だ決定ではありませんけども、我々は記載のとおりの規

模で高度衛生管理形事業、若しくは沿岸漁業構造改善事業で対応する予定でおります。１番の特徴として

は、低温冷蔵庫ということで、凍らない程度に保存するというチルド機能を持った冷蔵庫にするというこ

とで、これが鮮度保持に大きな役割を果すということであります。 

次の登別漁港の件でありますが、この資料と合せまして、イメージ図というＡ３の大きい写真のコピー

をお手元に配布しておりますが、昨年４月に北海道が管理する第２種の漁港から国が直轄で行う第３種の

漁港に種別変更されております。それで、これは未だ室蘭港湾建設事務所が示した、あくまでもイメージ

図ということで、今後地元の漁協やなんかと種々機能していくと、その機能の貼り付けだとか港の形は変

わるかもしれません。そういう前提での図面でありますが、１つは防波堤の延長ということで、東防波堤
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を想定では約２００m 位延長される可能性がございます。これは港の口に砂が溜まるということで、そう

いう堆砂対策ということであります。後、西の防波堤の内側の方に蓄養施設というふうに書かれておりま

すが、室蘭の追直にはございますけれども、ホッキ貝などは海中で保管するという、漁業者の方が水中荷

捌き施設と言いますけれども、こういう施設を蓄養施設として防波堤の内側に設けようかなと。後、東防

波堤の付け根、一番虎杖浜の市街側でありますけれども、係留施設というふうに書かれておりますが、こ

こは掘り込みをする予定になっております。ここは、漁船の係留施設の不足を解消するということと、そ

れと現在イカ釣りの外来船ですとか、釣りの遊漁、プレジャーボートが非常に多くて、利用調整上、非常

に苦労しているということで、この東防波堤の付け根に水揚げをしない船舶、いわゆる漁が変わることに

よって休憩係留したり、準備する漁船を係留したり、空いたスペースを外来船ですとか、遊漁船、ＰＢな

どを集約して、主たる岸壁でそういう漁船以外の船舶が混在しないような分離収容を図ろうというプラン

であります。後、今の荷捌き所付近ですが、人工地盤ということですが、用地不足を解消しなきゃいけな

いと、非常に手狭な漁港ということで、人工地盤を整備してはどうかという案が示されております。後、

衛生管理型というふうに書かれておりますが、岸壁の周囲に屋根付き岸壁のようにして、衛生管理上、そ

れこそ水揚げをしたものにゴメの糞やなんかも含めましてですけれども、雨雪対策も含めて衛生管理対策

を施した施設整備としてはどうかというような、このような原案が示されております。それで想定される

規模としてはお手元の資料では４５億程度ということですが、これも港の形がどんどん変わっていくと数

字が動いてる現状にございます。ただ、地元負担という部分では、先般国の方からは一部係留施設の付け

根の部分で陸上整備を行なう際に、マリンビジョン２１というモデル事業などを使って実施すれば、当面

１０年間の整備期間の中でも補助を含めて５，０００万程度の地元負担。これは登別市も含めてですけれ

ども。ということで、前の北海道がやってた時よりも直轄事業になって、ほとんど地元負担の伴う工事部

分がなくなったという現状であります。 

次に４の４ということで、えりも以西の件でありますけれども、えりも以西の栽培漁業拠点センターと

いうことで、かつてはたくさん取れたカレイ類のマツカワの種苗生産施設が北海道の方で伊達に建設する

ということが、既に決定しております。後、小さい中間施設を遠隔地ということでえりもということであ

ります。施設が出来ましたら、採卵して育てた魚を８０ｍｍ、８ｃｍまで育てて、下段に計画のとおり渡

島東部から日高までの各海域に種苗を配分すると。ですから、鵡川から室蘭の胆振太平洋も１００万尾の

内２０万尾をもらって放流するという計画になっております。順調に行きますと１８年に放流して平成２

１年度頃から漁獲が発生してくるというような予定になっております。 

次、人工リーフの件でありますが、これ白老町の東町・大町沖で実施しております人工リーフですが、

別紙の図面で、図面Ａということで、横書きの図面を添付させていただいております。今着工しておりま

すのが、その図面にあります３基計画されております内の１基、中央部分が平成１２年度から着工されて

おります。その拡大図が右上の方に載っておりますが、１提の幅が３００ｍということで。これにつきま

しては、１基目が平成１５年度中に完成し、１６年度以降２基目に着手する予定になっております。この

部分につきましては、水産協調型ということで、この図面の２ページ目に参考資料として付けさせていた

だいておりますが、１つは人工リーフが出来た時の静穏域、人工リーフの内側が穏やかになって、ホッキ

貝の、特に稚貝の生息発生に良い影響があるだろうということが期待されております。もう一点は人工リ

ーフは漁礁としての役割を果たして、昆布や海藻類が付いて、その他の魚が集まってくる効果など。後､

やり方によってはウニなどの放流などによる新しい資源作りということも期待出来るのかなということに
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なっております。 

次、４の６漁場造成と栽培漁業の推進。４の７専門職員の必要性という部分を合せてお話をさせていた

だきますが。実は先ほども申し上げましたとおり、当町の漁業の場合、サケとスケソウに依存してるとい

うことで、端的に申し上げますと、網を刺して回遊する魚を待っているということで、統計資料を見てい

ただくとわかるんですが、近年５年位見ても、ピークの時は水揚げが２６億あったものが、一番低い時で

１６億位と。これ２つの組合い合せても１０億位平気で動くというくらい、やっぱり漁獲量の変動がござ

います。それで今ですと、比較的定着性が高いものというとホッキ貝などなんですけれども、農業で言う

「補完作目的」な役割を果すような新しい資源づくり。若しくは、そういう資源づくりを出来る漁場造成

が必要なのかなと。ただ、その問題を解決していきます際に、下段に書いております、専門職員の確保と

いうことで、私共水産係は全く事務屋な訳ですけれども、魚介類ですとか海洋環境、栽培漁業の技術です

とか。合せまして、最近港湾や漁港の工事でも水産協調型の施工方法というのが出て来ておりまして、地

元として地元の海域特性にあった施行方法をどうやって求めていったらいいのかということも含めまして、

そういうやはり専門職員が必要なのかなという課題を抱えております。 

後、最後でありますが、昨年の行政視察でご覧いただいておりますが、竹浦のメップのサケマスの飼育

施設ということで、昨年ご覧いただきましたときは、未だ工事中で空の池だったわけですけれども、この

春から稼動しておりまして、予定通り適切な時期に適切なサイズで放流するということで、５月以降、１

番最後は５月末、６月上旬の放流もございましたけれども、１．５グラム以上、いわゆる大型稚魚を育て

て放流するということで、当初の目的とおり施設は順調に稼動して。今、放流が終りましたので、池の中

は空になっておりましけれども、昨年ご覧いただいた施設は順調に生産施設として稼動したということで、

これはご報告ということで、説明をさせていただきます。 

後、一番末尾に、朝市のチラシをちょっと付けさせていただいておりますが、先ほどご説明した朝市で

ありますが、たまたま今週末第１回目７月２７日。昨年までは７時からということだったんですが、遠方

からのお客さんが多いと。しかも、１時間半も前から並ぶということで、９時からということで時間をず

らしまして、今年は７、８、９第４日曜と。１０月以降は漁港の女性部の皆さんも出来れば昨年より回数

を増やしてという意欲を持っておりますんで、秋以降は夕市のような形で回数を増やしていきたいという、

そんな予定でおります。以上で、水産の方の概要を終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ご苦労さまです。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） いいですか。次に、農林緑化の畜産関係の方をご説明したいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 後藤田さん。よろしくお願いします。 

○農林緑化係主査（後藤田久雄君） それでは資料、農業に関する資料に基づいて説明させていただきた

いと思います。産業経済課農林緑化係というやつ。先ず１番目に、酪農畜産農家数ですが、畜産農家数。

肉用牛については、４４戸。軽種馬が１０戸。養鶏が７戸。養豚が１戸。酪農農家になってますが、これ

は肉用牛と兼業で１戸あります。後、従事者数ですが、これは１５歳以上で、２０００年センサスからひ

ろってあります。男性が８０名。女性が７６名。合計で１５６名となっております。 

３番目としまして、家畜飼養頭羽数ですが、これにつきましては資料の２ページ目と３ページ目に個々

のものについては上げております。これは平成１５年の２月１日現在でひろっております。 

４番目につきましては、これは肉用牛の販売額。それと飼育の経費として上げております。これにつき

ましては、全てＪA とまこまい広域白老支所取扱分として上げております。素牛販売として３億４，３２
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１万円。肥育牛としまして１億７，１６６万円。老廃牛として１，５０６万円で、合計で５億２，９９０

万円となっております。それと、飼育経費としましては、素牛経費としまして、１頭あたり２４万円。肥

育経費としましては、これは素牛の購入代金を含めまして、１頭当たり７３万円となっております。 

５番目の現状と課題ですけども、先ず１番目に、畜産環境整備の推進としまして、堆肥舎の整備。これ

につきましては、平成１４年から 1６年で実施予定となっております。後２番目に高齢化に伴う担い手の

不足。３番目に白老牛のブランド化の確立。４番目の農業経営の合理化。経営コストの削減。５番目に一

貫生産体制の確立等が課題となっております。２ページ目は先ほども言いましたが、これについては飼養

頭数ですけども、家畜別の飼養頭数の集計表が載せてあります。３ページ目は、肉用牛の飼養頭数の集計

表を上げてます。これは農家別、企業別、それと合計の飼養頭数を載せております。それと４ページ目に、

平成１５年度の補助金等の助成一覧として載せております。 

それと次のページ、Ａ３につきましては、白老市場で家畜の市場成績を素牛のみについて載せてありま

す。これについては平成１３年から、今現在７月現在の家畜市場での取り引き価格を載せてあります。平

成１３年の９月に国内初のＢＳＥ発生に伴いまして、風評被害等にありまして価格が低迷が続きましたが、

昨年の４月以降、徐々に回復しまして、今現在では結構良い価格で取り引きされているというような状況

になっております。簡単ですが、農業についてはこれでおわります。後、質問の中でやらせていただきま

す。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ご苦労さまです。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） 次、農林緑化の方の林業の係長の方から説明します。 

○委員長（玉井昭一君） 農林緑化係長の笹本さん。 

○農林緑化係長（笹本正統君） 農林緑化係の笹本と申します。よろしくお願いします。先ず、白老町に

おける林業の現状でございますけども、先に提出させていただきました、資料の１ページと２ページに掲

載してございますが。こちらの前段につきまして、白老町本町における位置ですとか概要等について記載

してございますので、ご参照いただければ幸いだと思います。 

それで、現状と課題に載っていますとおりでございますけども、更に加えまして、林業の現状といたし

まして、近年林業の採算性の悪化によりまして、林業生産活動の停滞。若しくは森林所有者の高齢化、不

在村化等によりまして森林整備が充分に行われない森林が増加しておりまます。加えまして平成１３年に

地球温暖化の防止に向けて京都議定書の締結が採択されまして、平成１４年度発行の運びとなっておりま

す。この議定書において日本が課せられたＣＯ２の削減目標、これが９０年比６％減というふうになって

ございますけども、既に９８年の温室効果ガスの排出量が９０年の基準年比６．８％増となっているとい

うことが報告されております。このため削減目標は、既に実質１３％に近くなっております。これに向か

っての努力が要求されるというふうになってございます。日本におきましては二酸化炭素の吸収源として、

森林の吸収枠が３．９％認められておりますが、この３．９％につきましては、９０年以降の人為的活動

によるものという状況がついております。このため放置森林は対象除外となる可能性がありまして、更に

２００８年から１２年の間に、何を吸収源として、どうカウントしたのか。これを報告する義務がありま

して、他の国に納得される説明が必要となってございます。このような中で、これまでの木材の生産を主

体とした林業から森林の持つ他面的な機能の自足的波及を図るための林業への転換。こういったようなこ

とが要因になっております。更に、林業においては特殊な機械、また、これを使う特殊な経験。そういう

意味で労働条件が非常に過酷となっておりますので、林業従事者の不足によるコスト高の原因となって、
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外国からの輸入材にどうしても国産材が押されて生産が伸び悩んでる。こういったような現状となってお

ります。それで、こういったような現状の中から将来的な展望といたしましては、無立木地の解消のため

の植林。また、除間伐奨励等の森林整備の促進により、優良道産材の育成を目指した森林所有者への啓蒙、

及び支援等による今後の木材事業の動向を見据えた森林設備を推進していかなければならない。今後と致

しましては、森林組合の育成強化ですとか、林業指導体制の充実等を図って、効率的な体制の確立が必要

になるのではないかと、こういうように考えてございます。 

加えて、林業ではございますけども、緑化の方も加えてやっておりますが、緑化に関しましては、平成

元年に花いっぱい運動ということで、花とみどりの会が設立されまして、平成４年度から１０万本の花の

苗を配布して、町を花いっぱいにしましょうという運動が始まって、現在に至ってございます。 

以上が現状でございますけども、これに対しまして、資料の４ページでございますけども、平成１５年

度におきまして、こちらに記載してございます補助事業の助成金等で対応してございます。それで、内容

を説明させていただきますと、先ず、緑化団体育成事業ということで、１５年度につきましては、花苗の

育成が８万本。各町内会、団体等に６万本を配布いたしまして、残り２万本を公共施設周辺に植栽してご

ざいます。次に、花壇造成事業でございますけども、これは白老町にございます３ヶ所のＣＩ花壇。こち

らの除草、若しくは花苗の育成、植栽。こういったようなことに対する造成事業の委託料でございますね。

それと、町民植樹祭の開催事業でございます。こちらにつきましては、平成１４年度までは白老町の単独

事業で行っていたわけでございますけども、平成１５年度から白老町の花とみどりの会の方がより一掃、

町民の皆さまに呼びかけ、若しくは広く啓蒙が出来るのではないかということで、白老町花とみどりの会

へ補助金として出しまして、それで白老町花とみどりの会が主催ということで植樹祭を行ってございます。

次に、町有林の保育事業でございますけども、これ町有林１５８ｈａ。これを毎年約３０ｈａ弱位ずつ除

間伐。こちらを継続的に行ってございます。次に、２１世紀北の森づくり推進事業でごいますけども、こ

れは民有林の無立木地の造林。これに対する補助でございます。次に、広葉樹改良事業。これは町有林の

天然林ですね、これの除間伐。こちらを毎年おおむね１ｈａ程。こちらをやってございます。次に、北の

森づくり緊急対策事業。こちらは民有林の除間伐の補助事業でございます。続きまして、森林整備地域活

動支援交付金。こちらにつきましては、先ず民有林所有者の作業に対する補助なんでございますけども、

これにつきましては多少条件が厳しいもんですから。先ず、３０ｈａ以上の施業計画を樹立した７齢級以

下の人工林ということになってございまして、これの施業計画を樹立した人工林に対して、作業道の整備

ですとか、そういった直接の植林等は別に、そういう点は作業していただきますと、１ｈａにつき１万円

の交付金を出しますと。こういったような事業でございます。以上、このような補助、助成金等で森林整

備ついて、また緑化について補助、支援している段階ではございますけども、幾分にも高齢化ですとか、

経済情勢もあまりよくないということで、採算性がどうしても問われる現在ではございますけども、今後

ともこういったような形の中で進めて行きたいと思っております。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ご苦労様です。ありがとうございました。暫時、休憩いたします。再開

を１１時２５分とします。 

休憩 午前 １１時１３分 

  

再開 午前 １１時２５分 

○委員長（玉井昭一君） それでは、委員会を再開いたします。今までの説明をお聞きしたと思います、
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委員の方。幅が凄く広いんで、大変だとは思いますが、質問をお受けしたいと思います。質問のある方、

どんどん質問してください。山本委員。 

○委員（山本浩平君） お願いごとも含めまして、３点ほど質問をさせていただきたいと思います。先ず、

商工観光の関係の方で質問をさせていただきたいんですけども。私自身が経営者として勉強不足だという

ことがございまして、記憶にないんだと思うんですけども、いろいろ各企業だとか、商店の方たちに対し

て、いろんな融資制度や助成制度がございます。私がちょっと直接関わってることで興味をもったのは、

白老町のＵターン・バックアップ奨励金交付制度ですね。実は、私ども白老交通のお話させていただきま

すと、ずっと神奈川だとか横浜でタクシー乗ってたけども、故郷に帰ってきて、やっぱりタクシーの仕事

付きたいとかいう形で、タクシー乗ってる従業員が、そういうような方々が２名程おります。後、町外に

住んでいて例えば苫小牧、登別に住んでいてうちのハイヤーに勤務してるという方も４名程おりまして。

面接の際に、私が一番希望してるのは、町内に住んでる方が１番希望なんです。いろいろな意味でですね。

会社にとっても即戦力になりますし、後いろいろな町に対して還元できる部分に関しても町内の人間とい

うことで考えてるんですけども。そういった意味で、こういうような制度があれば、また利用させていた

だきたいなとも思ってますので、こういった制度に対する、いわゆるいろいろな助成に対する町としての

ＰＲというのは、どのような形で進められているのかということと、この助成に関してのちょっと細かい

内容を教えていただきたい。それはまた、別な時で結構です。時間がないと思いますんで、ＰＲをどのよ

うにされているのかということをお聞かせください。 

それと続きまして、これは質問でなくて、お願いごとなんですけども、実はついこの前、７月の２２、

２３と新人議員のセミナーということで、千葉県の幕張に私と小西議員と氏家議員と３人で勉強させてい

ただきに行って参りました。たまたまその日の懇親会がございまして、私共の方にも自己紹介兼ねて町の

ＰＲということで、時間が与えられたものでございまして、その時に時間といってもたった１、２分。日

本全国から来てましたので、１、２分しかございませんでしたので、ＰＲしたいこと山ほどあったんです

けども、アイヌ民族の、いわゆる文化伝承の土地だということに限定して私が力強くお話をさせていただ

きました。その時に、たまたま懇親会の時に、わざわざはってきていただいた方が、広島県のこれなに町

ていうの、ちょっと読み方わからないんですけども、ちょっとよく聞かなかったもんですからすいません。

後でちょっとご覧になっていただきたいなと思いますけども、その議会の副議長さんの方が、７月の２６

日から北海道の方に、北海道といっても、この道南地方の、いわゆるノーザンホースパークですとか、ポ

ロトコタン、或いは登別温泉に来られるということで、一生懸命ＰＲしたものですから、是非白老におい

でくださいというかたちで、私も話したものですから、そうしましたら、わざわざ日程みたいのを切り抜

いて見せてくれたんですよ。ＰＲした以上、私も何だかの形で歓迎しなきゃならないなというふうに思っ

てますので。かといっても私や小西議員や氏家議員 3 人ではどうやっていいのかちょっとわかりませんの

で、その辺のところ是非、行政の方もお力を貸していただくというか、どんなようなかたちで、1 時間位

しか居ませんので。全部で総勢１１名の方が来られるそうです。ただこれは、公的なことで来られるんじ

ゃなくて、あくまでも旅費を積み立てて、プライベートで１１名の方々が来られるそうなんですよ。土曜

日ということではございますけれども、ちょっと知恵をお借り出来ればなと思ってますので。 

後、もう一点なんですけども、これは質問というよりは、単純なミスかもしれないので、一応お話させ

ていただきますけども、水産関係の方の別紙３の方で、漁組の組合長の名前、多分逆になってると思うん

ですが、単純なここだけの間違いなのか、下の内容も変わってくるのか、その辺だけ、ちょっと。名前だ
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けの間違いであれば。はい、わかりました。ありがとうございます。私は以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 飴谷課長。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） 先ほどの融資、助成に対する地元の経営のみに周知されてるのかという

ことなんですが。先ず町では、こういう制度を作った時点では、これ私来る以前の制度なんでちょっとわ

からないんですけど、一般的には広報とかに結構承知してるんですよね。町民直接かかるものですから。

それと、商工会もこの内容については当然周知しておりますので。ですから、おそらく該当になるとは思

うんですが、ただし地元に住所を移していただかないと、これは第一条件になりますので。後、Ｕターン

については、業種的には制限ございません。サービス業、製造業が対象になります。これは、確か広報で

出してると思います。私、ちょっと記憶ありますので。 

それと、広島県の何町かわかんないですが、そこの町の議会の方が白老町わざわざＰＲしていただいて、

来ていただけるということなんですが、例えば、１１名の方が来町されるということなんですが、うちに

来て観光のこと聞きたいとか、それが公的でなくても、私的でも観光だとか、作業でも畜産のこと聞きた

い、福祉のこと聞きたいということであれば、議会に言っていただければ、逆に議会の方から各担当課の

方に、時間この位で、例えば対応していただきたい。視察についても当然、我々が担当であれば我々が同

行して、港でもどこでも説明いたします。一般的にはいらっしゃるということであれば、是非泊まってい

ただきたいと。こういうことから我々始まるんですよね。２６日ですから、もし先方の方にご連絡着くん

であれば、あらかじめ資料とかの関係もございますんで。わかれば我々の方に言っていただければと。事

務局の方で対応していただけると思いますんで。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 飴谷課長、ありがとうございました。宗像副委員長。 

○副委員長（宗像 脩君） ３点、お願いします。先ず、白老牛のことですが、社台の市場で売買成立し

て、いわゆる素牛だとか、肥育だとかというのがあるわけですが、業者がそれを買って、また向こうへ連

れて行って、育てて売るという、そういうシステムはわかるんですけども、そういった１頭１頭の追跡調

査というのは、現実になされているんだろうかと。Ａさんのとこで育てた牛がいくらで売れて、神戸の何

処へ行って、ずっと行って、そして最後Ａの５になったのか、Ａの４になったのかとか、そういったこと

まで、そういう追跡調査が現実にあったかどうかということが１点。 

それから水産関係で、実はホッキだとか秋サケだということは出てるんですけども、毛がにも白老では

いい目玉商品だとは思うんですで、ついこの間も竹浦の方で、毛がにの売買がありました。私も行ったん

ですけども、全然毛がにより人の数の方が多くて、なかなか買えないという、そういう実態があるわけで。

一人ひとり聞きませんでしたけども、結構町外からも来たんではないかなというふうに思うんです。ああ

いう状態を見ると、毛がにについての町の、いわゆるバックアップ姿勢といいますか、そういったものの

実態はどうなってるかということが２つ目。 

最後の１点は、商工関係なんですけども、つい先日大町の中小企業が店を閉鎖してしまいました。そう

いった閉鎖してからでなく、閉鎖する前から、あるいはまた閉鎖後、町として何らかの対応策があるのか、

ないのか。その辺、ちょっとお伺いしたいと。以上、３点です。 

○委員長（玉井昭一君） 和野参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君） 今、全頭数に個体識別番号という番号が付いてます。これは、生まれ

てから１週間以内に全部集中管理で、生まれた時点に番号が付くような形になってます。それが、ＢＳＥ

発生して１年経ってから全部の頭数に付くようになりました。そういう中で、うちの生産者が育てて売っ
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た牛については、その番号が死ぬまで付いてきます。そして、どこで屠場になったかという履歴まで押さ

えることになってます。ただ、その後の屠蓄場で枝肉の競にかかった時に格付けの部分、４、５はどうだ

ったというところまでは押さえ切れてないと。それは、飼育農家が持ってって、屠場で枝肉の競にかかっ

た時に押さえるという形になってます。それで、そういうような生産、購買、販売の体制がうちらの手元

に、生産者の側に入って来ないということで、今の白老牛改良センターの部分として、要するに生産者自

らが白老牛をＰＲしたいと。そういう中で作って、うちの町内で生産された素牛の成績を把握して、そし

てそれを素牛市場でＰＲして、素牛価格を高値にもっていこうという取組みで今、白老牛改良センターや

ってます。そういう中で、地元としては、そこの部分まで各県に持って行かれた部分までは、ちょっと把

握しきれていない。それと、もう１つは農業改良普及センターという所があります。ここについては一部

の専門としている方が産地、要するに白老牛だとか。それから、後２点位の牛の動向を把握してて、その

方が白老牛が本州へもってって、ここの屠場でつぶされて、こういう成績になってますよという、追跡調

査をしていただいてます。それは、うちの方からお願いしてやってるということではなくて、２０何年前

に農業改良普及センターの普及員でいた方が白老牛というものに魅力を感じて、その後ずっと自分の職業

柄、そういう追跡調査をやっていただいてると。そういう中でその方から、その資料の提供はいただいて

ます。それで、個々の農家名も、その識別番号で、後でチェックして、どこどこの農家の生産牛だよとい

う話の情報はいただいてます。ただ、それは全てかといったら全てではないです。売られてってる牛が年

間７００から８００位の頭数います。その内の、極１割位の成績しか、その方も把握してないということ

です。だから、最後の格付けまでの調査には至ってないというのが現状です。 

○委員長（玉井昭一君） 飴谷課長。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） 水産関係で、毛がにの関係なんですが、今の、先ほど渡しましたように

毛がにの関係は、資料で見ていただくとわかるんですが、現状は今のところ、資源管理という現状でござ

います。それと、１ヶ月間でございますが、あくまでも試験操業という前提で、道から特別許可をいただ

いてるということでございまして、後、養殖等の技術もまだ確立していないという現状でございますので、

今のところ具体的な支援策については、以上の理由から未だ町の方では検討しておりません。また漁組の

方からも、彼らの方にかなり情報入ってますので、それに関してどうのこうのとか、毛がに対して具体的

な支援というのは出ておりません。従いまして、具体的な支援策は現状はないということで、ご理解いた

だきたいと思います。 

次は、大町の商店で、サムズという店が自己破産いたしました。その事前の対応はということでござい

ますが、実は我々の方には相談に来てませんので、事前の対応はしておりません。ただ、自己破産という

ことでございますが、それを今、弁護士の方と相談中とのことでございます。それで、サムズさんの方に

お伺いしまして、いろいろ話は聞いております。そういう中で、先ず、今現在１０名の方の就職口につい

て、かなり急いで就職しなければならない人もいますので、実は昨日、１０名の方にお集まりいただきま

して、一人ひとりすぐ働かなければならない人。それと、一定期間、例えばお休みしたい人。働くとした

らどういう業種がいいのかということまで、全部聞き取りいたしました。全員が、出来れば同一業種で働

きたいということで、地元のスーパーの方で、全員面接していただけるような手配をしています。ただ、

負債とか債務関係につきましては、事前に例えば融資制度活用したい。道の融資制度でも町の融資制度で

はあるんですが、これはあくまでも保全能力等もございまして、窓口になるのが金融機関でございます。

ですから、金融機関との話が全部決まってから、我々のところにこの融資制度をすぐ手配していただきた
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いとか、申請していただきたいということであれば出来るのですが、皆さん知らぬ間に、自分で自己破産

したわけでございますので、事前の策というのは我々取れなかったということでございます。 

○副委員長（宗像 脩君） 私、今のサムズの件で、従業員のこと、そう言っちゃあ悪いですが、店その

ものよりも、１０名ですか、従業員がどうなってるかなという、それの対応をやっぱり町でもって１００％

面倒みるというとちょっとこれはオーバーですけども、やはりかなり大きな援助策があるべきだなと、そ

んなふうに思ったもんですから、そのことを話をしました。未だついこの間のことですから、即解決には

ならないだろうとは思いますけども、今後ともやってほしいなというふうに思ったもんですから言いまし

た。最初の白老牛なんですけれども、買主にしてみれば、今ほとんど受精卵移植だと思うんですけども、

受精卵移植をして、そして生産をしていった牛が果たしてどうなったかという結果を、買主だったら知り

たいんでないかということが１つと。それから、やっぱり牛の値段、白老牛の今値段は高いとはいえ、ピ

ンからキリまであると思うんで。やっぱり売るためには一番高く売りたい。そのためには、どの受精卵が

良かったかという、そういうものまで出てくると思うんですよね。従って、先ほど１割位しかまだ出て来

ないんだというんだけども、何とかその１割を、これまた１０割まで持っていくというとちょっと無理な

んですけども、別に１０割とは言いません。１割を２割にしたり、２割を３割という、そういう生産者の

立場に立ってみると、そういう要望といいますか、そういうものが必要でないかなと。昨年だったですか、

改良センターもってたのが、かなり A５、A４と良かったという結果聞いてるもんですから、やっぱりそ

れぞれの個々の生産者の立場考えても、そういうものはやっていくべきだというふうに思うもんですから、

以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 和野参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君） まさに、宗像議員さんと私もそういう情報を集めるということの必要

性は認識してます。それで、今の生産履歴というか、個体識別という番号というのが、要するに食の安全

安心ということで、何かあった時に何処から生まれた牛だ。何処で生産された牛だという、そのチェック

機能ということで作られてます。ただ、今度それが何処へ行って、買われた業者もそれを登録しなければ

ならない形になるんで。だから、そういう中で、それらの情報を活用しながら、例えば今の成績の確認す

る方法がないのか、その辺を充分検討をしていきたいと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。他にございませんか。はい、小西委員。 

○委員（小西秀延君） 大きく分けて、２点程ご質問をさせていただきたいと思います。今ちょうど行わ

れていますが、アイヌ民族博物館で行われていますコタンナイトをどういう手法で、どういうような実績

が現在のところ上がっているのかというのを、１点ご質問したいのと、もう１点は港に関することなんで

すが、現在登別漁港の整備を予定していくという形になってるんですが、これと白老町１町が二つの港に

関わるというのは大変異例なことなのかなという気がするもんですから、その国から見た見解と言います

か、こちらの方が国から見てＯＫが出て行きやすい状態にあるのかどうなのかということと、白老港に対

する逆に言うと、こちらの方がＯＫ出て行きそうなんであれば、白老港に対する悪影響とかいうものがあ

るのか、ないのかというようなことを、ちょっとお聞かせ願えればなと思うんですが。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 飴谷課長。 

○産業経済課長（飴谷敏夫君） ただ今、コタンナイトというのはポロトで、毎日７月１９日から４１日

間、実はコタンナイトということで、儀式等を含めて開催しております。先ず、このコタンナイトの趣旨

は１５０何万人が我々の目の前を通り過ぎて登別に泊まってるわけですね。ですから、泊まった人を先ず、
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白老にまた来てもらおうと。それは、何故かと言いましたら、従来からの流れ作業的な対応が今の長い期

間かけて、今の現状にあるわけです。８７万から２６万に減ったのは、その８７万人の時のリバウンドと

思っていただきたいんで。それを流れ作業でやったために、今の２６万人があるんだということなんです。

それは何故かと言ったら、不評ということです。要するに博物館に入りましても、踊り、解説一部説明聞

きます。あそこに博物館ありますけど、通り過ぎて２分位で帰っちゃうという、生徒が。これは例えば修

学旅行で見た場合。学校の先生。エージェントで考えた場合に学習効果としてどうなんだということなん

ですよね。ですから、今までであれば従来８７万来た時は、４，０００人とかあるんです、１日に。ある

んですけど、今は若干人数が影響もあるんですが、２，０００人でも対応出来ないんです。そこには何が

あるかというと、ホスピタリティの部分で受け入れなり、きちっとした人に、より満足してもらおうとい

う職員のその辺の意識が高まってきたということなんです。ですから、コタンナイトというのは、これか

らも夜ずっと呼び戻すためにやってるんでなく、昼のお客さんを連れて来るために、夜やらきゃないと。

そのためには、４１日間エージェント学校の先生に対する、全国に対するこういうアピールをしなければ

ならないということなんです。要するにここから出発だと。今、実績も１０名前後です。１０名前後とい

うことになりますと、赤字なんですが、２万から３万程度赤字なんですが、これはやり抜こうと。そして、

ＪＴＢの協力的なバックアップもいただいております。それと、登別にしましても、逆に今、温泉と食だ

けではあそこも生きてはいけないということなんです。それはもう登別もわかってるんですよ。箱根だと

か熱海もありますけど、激減してます。ですから、要するに登別と白老町を一つの観光地として魅力ある

ものにしていくったら、白老できちっと修学旅行であれば満足をさせた勉強をしていただくと。そして、

登別に送り込む。そしたら、登別も来年からは、白老町の体験学習、観光も含めて観光ＰＲしていきます

というお話です。それと、今回は大きいホテルばっかり４ヶ所に協力いただいてるんですが、これは我々

も戦略的な部分あったんですが、大きいホテルというのは、夜何かないのかといわれるもんですから、大

きいホテルはイベントやってるんです、必ず。あんまり出したくないというのが、大きいホテルの考え方

なんですが、ところが中堅のホテルは何もないんですよね。それで、ちょっと大手から大きい第一とか、

ああいうとこから手付けたもんですから、ちょっと中堅どこをもう少しターゲット絞って、先ずこれをバ

ス１台確実に確保しながら４１日間やって、ＪＴＢのガリバーと言われる大きい企業に対してきちっと信

頼を得て、そして旅行のプラン、来年来る時は必ず白老のポロトを経由して登別、洞爺に行ってもらうよ

うなプランにしてもらおうという考え方でやっております。それから、登別漁港のお話でございますが、

内容的には白老港の港湾課。大体同じような仕事してます、我々も。ただ、３種と言っても、地方港湾と

３種漁港なもんですから、この登別漁港の大体１０億前後で推移します、工事ですね。モデル事業に何と

かしていただきたいと。モデル事業というのは有利なもんですから。１０年間で大体登別と白老合わせて

５千万の負担金。ですから、かなり安い金額でいくと思うんですが、それによって白老港に影響が出ると

いうことは一切ございません。中身が違いますんで、多分港は港でございます。それと、全道的にもあれ

だけ狭あいと言いますか、我港は珍しいということで、国の方もかなり積極的にのっていただいておりま

す。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか、小西君。佐藤委員。 

○委員（佐藤悦夫君） 私それぞれ、商工、水産、林業について１点ずつお尋ねをしたいと思います。最

初に商工の方から。兼ねて先般の機会でもお尋ね申し上げました、雇用制度の確立の中で、今、国の制度

としてはトライアル雇用制度。こういうものがありまして、実際にそれが実施されてる現況があるわけで
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す。そういうようなことも含め、更にまた近隣市町村の中でもそういう雇用促進の勧奨制度の中に経済的

な裏打ち。例えば、金額はともかくといたしまして、そういう制度を導入することによって、雇用事情に

苦しんでいる中小企業。或いは、そういう企業の方々に対する１つの方策として取り上げていく必要性が

あるんではないかということが、商工関係の第１点です。 

次に水産関係。これは、養殖事業の件なんですけれども、ホッキ貝とかバカ貝というのは、これは専門

でないですけど、おそらく大きく移動しないですよね。稚貝を放流しても、ここにあるマツカワとか何と

か泳ぐ魚、それを放流してもかなり範囲が広すぎるのではないかというようなことで、非常に白老町で放

流したものが放流した成長度合いによって、それだけの水揚げが期待できない側面があるんでないかと思

うんで、やっぱり固定するホッキ貝、バカ貝、そういうようなものを積極的に放流する事業こそが、大事

なことでないかなと、こう思っております。 

それから、工業団地の件について。説明をいただきまして、工業団地の㎡単価の引き下げとか、分譲の。

或いはまた、今各企業を回ってると引き合いもあるというようなお話をされておりますけれども、例えば

本社の都合で企業が休業になったり、或いは将来的にもその企業はその工業団地で企業活動ができないと

いうようなことになった場合の、その後始末というんですか、前後策。そういうことを対応することも大

事でないかなと、このように思いますので、その辺をどのようになってるか、お尋ねします。 

次に、林業関係。これは、いろいろプリントの中で説明はよくわかるんですけれども、白老町が行って

いる花とみどりの会の助成であるとか、或いはそういう一般家庭の花に対する情熱とか、そういうＰＲし

てますけれども、これはしかし、少し花運動もさることながら、もっと有効な助成金、補助金の有効適切

な考え方はないのかなと。端的の言いますと、花だけでなくそういう植林に対する意欲であるとか、そう

いう国や道の補助金をもらってやっておられる植林のあり方についても、町の助成金の取り扱い方につい

ても、この辺で考えていく必要性があるのではないかなと、こう思いますので１、２、３、４点について

お尋ねをいたしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 飴谷課長。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） 先ず、雇用制度に関して、トライアルということで、確かに知ってます。

それで、うちの方も先般議会の際に、佐藤議員から雇用の支援制度ですね、企業者、雇い主に対する支援

制度を検討してもらいたいということで、私共、検討しますということで言ったもんですから。実は安定

所の方に出向いて、何とか制度化に向けて、実は進めております。ただ、雇用に関して、実はうちの取り

組んだのと、苫小牧の取り組んだのは、まるきり別の形で取り組んだんですね。苫小牧は確かに国が、例

えば４６歳から６０歳まで雇った人には３０万の助成金払いますよと。ということになりますと、１８歳

から４６歳まで無いもんですから、それで苫小牧はそこに支援するということでやったんですが、我々の

方はそういう支援もあるだろうけど、雇用推進員というのを雇って、要するに需要と供給の関係をもっと

徹底的に調べようということでやったわけです。それがさっきに１０１名ということなんですが。ただ、

企業にとっては、やっぱりそういう助成制度あるということが、１つのきっかけになりますので、何とか

制度化に向けて、今検討しておりますのでご理解をいただきたいと思います。 

それと、マツカワの放流でございますが、現状で噴火湾と日高の方で１０万尾ずつ、実は放流してます。

ところがその恩恵は白老沖が結構恩恵があるわけです。冬場のサクラマスは日本海の瀬棚とかあっちで放

流してるんですよ。それが、大体白老沖くらいから戻ってくのです。ですから、こういう放流事業をどち

らかというと、白老沖が１番恩恵があると理解していただきたい。数字的なもの出ると、ちょっと小さく
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なってなきゃならないんです。データー上です。ですから、遊漁船とか白老に集まるというのはそういう

ことなんです。虎杖浜にとか。 

○委員長（玉井昭一君） 辻係長。 

○水産係長（辻 正則君） マツカワの件なんですが、数字の方は全道での放流、今試験放流しています

のが、日高、噴火湾含めまして全道で１０万尾、試験放流しております。それで、実は胆振太平洋海域で

一切放流事業を実施しておりませんが、実は日高で放流した魚と噴火湾で放流した魚のいわゆるしみだし

と言われているんですが、実は３万尾放流してる噴火湾よりも、白老も水揚げの方が多いと。実際、現状

では一番水揚げの多い白老港で、水産試験場始めて、揚がった魚の魚体の大きさですとか、取れた時期に

よって、ある程度放流された場所の推定がつくということで、市場調査を実施しております。それで、た

だもう一つは、もしその２０万尾をうちの方、胆振太平洋で放流して、その魚が何処へ行くかという議論

はまたいろいろあるんですが、一番遠い所ですと、噴火湾で放流したものが岩手まで行ってるだとか、そ

ういう事例はございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ちょっとそこまで。１２時になりましたので、未だ質問があろうかと思

います。それで、昼食の休憩にしたいと思います。休憩にして、本当は午後からもう一度質問を受けたい

と思いますので、受けて答えもいただきたいと思います。これで暫時休憩いたします。再開を１時にした

いと思います。 

休憩 午後 １２時０４分 

  

再開 午後 １２時０５分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて、再開いたします。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） 工業団地に工場とが撤退した場合の、町の方の対応ということなんです

が、実は一例を上げますと、ダイエットクック、あそこで２００何名位働いてるんですけども、あそこも

元々はライトンという会社でございまして、我々は工場がどういう形態でくるかという、あらかじめ聞い

た上で、なるべく空き工場、廃屋にしないでそこに埋めようと。それは、雇用効果とか、経済効果から考

えると、同じなんですよね、どこをどう工場使おうが。ただ、工業団地売れる売れないの会計的な問題ご

ざいますので、本音のところ工業団地の更地の所売りたいんですが、廃屋、工場の空家が目立つとイメー

ジも良くないもんですから、どちらかというと工場の空家があればそちらを優先的に進めております。以

上です。 

○委員長（玉井昭一君） 和野参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君） 植林ということで、これについては都市街路だとか、そこの部分での

質問なのか、それとも民有林と言われる山の部分の植林ということでお答えすれば、山の部分につきまし

ては先ほど資料でご提示してます林業、緑化の補助事業と助成一覧という表を見ていただきたいなと思い

ます。それで、毎年度民有林の所有者に対しまして、翌年度の事業計画を把握しております。そういう中

で、道、国に対して事業の補助申請を行っております。そういう中でやってまして、それでその補助事業

というのは、全て町が補助しなければ補助しませんよという補助制度になってます。そういうことで、２

１世紀北の森づくり推進事業だとか、北の森づくり緊急対策事業だとか。これを先ず民有林所有者の意向

を確認した中で、町が予算を付けますと。事業費の査定を受けた中で、町の財源を確保した中で、補助金

の申請を上げて植林をしているという状況にあります。そういう中でうちの方で断ってることでなくて、
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民有林の所有者の方で、要するに木を育てて売るという、今の材木の取引価格がかなり落ちてます。そう

いう中で、植林、山づくりという部分では意識がちょっと低くなっているのかなという中でこの度、森林

整備地域活動支援交付金事業というのが昨年に出まして、それが先ほど所管事務調査の部分の林業の方か

ら、笹本係長の方から説明をした１ｈａあたり１万円の助成をしますよと。それについては３０ｈａ以上

の団地についての施行について、それは木を植えるばかりではなくて、そういう耕作度の付ける部分だと

か、そういうやつも含めて支援しますと。ですから、民有林の所有者については、山作りに積極的に参加

してくださいという呼びかけをしております。そういう中で、植林についても所有者に対する支援は現在

のところ行っております。ただ、所有者の意向が低いということで、事業量的には少ない状況になってお

ります。以上です。 

○委員（佐藤悦夫君） 厳しい環境ですね。はい、いいです。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。それでは、暫時休憩いたします。午後から実は現地調査になって

はおりますが、１時から再開しまして、２０分間だけ委員会を後ほど再開をしたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

休憩 午後 １２時１１分 

  

再開 午後 １３時０１分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて、委員会を再開いたします。委員の皆さん、質問がございました

ら。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 沢山、聞きたいことあるんですけど、細かいこと止めます。それで、今回農林に

嘱託職員さん配置されたと、水産もというお話があったんだけれども、１つは給料だとかどれ位払われて

て、農林の時の、効果どういうもの期待してるかということと、僕はやっぱり非常に厳しい経済状況だけ

ど、そういうこと専門職員がきちっと配置されるということが、これからの白老町にとっては、とっても

大切なことだと僕は思うんですよね。そういう人がやっぱりきちっと居て、１次産業なら１次産業全体の

付加価値を上げること。それが２次産業、３時産業につながってくということですよね。僕は朝市、夕市、

それはそれで素晴らしいことだと思うんですけど、それに付加価値がずっとオンされていくような仕組み。

それをやっぱり作んなきゃいけないと。だから、そのために職員の皆様方、本当に一生懸命やってるのは

わかるんだけど、人事異動で動いちゃったら、もう何にも蓄積残んないよね。だから、専門職員で本当に

そこがきっちりわかって、取り組める役場組織。そういうものが、これからは非常に重要視しなきゃいけ

ないだろうと。だから、嘱託職員さんでいいのかどうかというのもあるし、どれ位の費用がかかって、例

えば水産でそういうことを、今回皆さん良くて意見盛り込めるんでしらた、予算がどれ位かかって、人は

実際いるものかどうか。ちょっと前に聞いた時は、苫小牧なんかはきちっとそういう方がいらっしゃるよ

うに聞いたんだけど、それは白老の面積で言うと約８０％が国有林だとなれば、林業関係も含めて、そう

いう１次産業にきっちりと配置して専門的に伸ばすというのが、僕は町の政策的には大変必要だと思うん

だけど、そこら辺の全体的な見方、考え方、その辺ちょっと聞かせてほしいなというふうに思います。 

○委員長（玉井昭一君） 飴谷課長。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） まさしく、大渕議員言われたとおりでございまして、例えば苫小牧市に

専門職員配置して、今課長職でやってるんですが、北海道でも有数の漁組になったわけですね。組合員 1

人当たりの所得、１戸当たりの所得も１，２００万から４００万の間というんです、毎年。ですから、そ
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れが全て専門職員によるものとことではないと思うんですが、ただ、今のうちの例えば水産でいくと、３

年目２人とも変わってるんですよ。そこに水産の職員が２人とも経験のない人が入ってるんですよね。最

初はどうやってるかったら、図鑑調べてるんですよ。魚の図鑑から。これ本当の話です。彼の机の中まだ

図鑑入ってるんですけどね。私も総務課前やったことあるんですけど、専門家は絶対必要だと。ただ、う

ちの今までの傾向が土木の職員ばかり入れるんですよね。余ってるんですよね、結構ね。建築とか。それ

もあれなんですけど、それも技術屋なんです。ただ、産業をもう少し、先ず過去に１０年以上前からそう

いうことを考えていただけると、今の第１次産業も変わってたのかなと。我々もはっきりそう思いますね。

ですから、今回も嘱託で入っていただいたんですが、５年、１０年も待っている状況ではないんです。改

良センター作ったばかりで。餌から、流通から、肥育から、マーケットからと、こういう欲張りしたわけ

ですよわかる人ということで。わかるんですよ。わかってるんです。商社に居て餌作って、餌作ってると

いうことは、自分の会社で肥育もかけてるということなんですよ。増して、マーケットもわかってますよ

ね、出しますから。そういう総合的にわかってる人ということ。我々お願いして来ていただいたと、こう

いうことなんです。それで、歳も私と同じ歳なんですよ。じゃ、職員に出来るかったら、またあれなんで、

嘱託という形でお願いしてます。 

○産業経済課参事（和野敏夫君） 基本的に月額給料というのは２５万がベースです。そして、それに社

会保険料。それから、住宅料。それらを合わせて年間で３９０万。ただ、今の部分でいくと、本当に嘱託

職員という身分でなくて、委嘱してると。要するに畜産振興指導員として、改良センターの人間にその業

務を委嘱したという形なんです。それで本来ならば今、飴谷課長が言ったとおり、私共の机も一緒の列で、

そして一緒に物事考えれる体制が必要なのかなと。だから、これは畜産の方だけは、農業の方だけは先行

していますけども、ただ、林業についても、大渕議員言われたとおり、１次産業については、専門的に、

トータル的に生産者を指導出来る人間という部分からいくと、それが１つの所得の向上にもなるし、それ

から新たな視点に立った行政の施作の体系づくりも出来るのかなと。それで、今現在うちの方では、そう

いう部分ではもの凄い助かってます。だから、今資源リサイクル事業ということで、家畜の糞尿の堆肥化

するにあたって、改良センターから出る堆肥というか糞尿ですね、これについても彼が来てから、切り返

し切り返しで、もの凄い堆肥が出来てます。それで、２８日の日産経の委員さんが来られるということで、

鉢に間に合う程度の堆肥を袋詰にして、皆さんにお渡ししようと。そういう中でちょっと使ってみていた

だきたいと。雨に濡れたら匂いがまた戻るという鶏糞の醗酵したやつとは、またちょっと違って、雨にあ

たってもそんなに匂いが出てこないと。おがくずが敷き料として入れてるんで、それが多いということも

あるんですが、そういう部分で１回使ってみていただきたいなということで、改良センターが研究施設と

いう部分で位置付けされてるので、あまり暴利に儲けるというわけにもいかないという中で、そこから出

てくる副産物を、如何に価値をつけて、経営に跳ね返すかということで、今取り組んでますので、是非２

８の日はそれをお持ち帰りになって、ご自分の家庭で鉢にでも使っていただきたいなと。それが良ければ、

また広くＰＲして、町民の方々にもお分けしていきたいなと思ってます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 和野参事、ご苦労さまでした。大渕委員、後は。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 水産は今のような人は、すぐったらおかしいけど、見つけることは可能ですか。 

○委員長（玉井昭一君） 飴谷課長。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） 我々、実はだいぶ探しました。水産の技術屋というのは、民間には居な

いんですよね。そういう、例えば栽培に関して。特に我々急いだのは、今人工リーフに昆布付いて、ニシ
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ンも取れる、はたはたも取れる。後、それ以外根付のもの。要するにホッキだとか、貝類ですね。そうい

うもを何とか定着させて、漁業者の所得を上げさせること、何とか出来ないかということでやったんです

が、それが殆んど道職員。若しくは道の出先の団体職員なんですよ。ですから、給料も道職員並です。そ

れで、我々は若い２０代はいらないと。出来れば４０代位で、優秀であれば管理職、主幹職等のことも考

えられるんでということで、探した経緯があるんですが居ないんですね。ですから、やっぱりああいうの

は、２０何歳。北海道で言えば北大水産学部ありますから、そういう所をきちっと卒業した人を地道に育

てるしかないのかなと思ってます。ただ、居ればまた別なんですが、道庁の方にも相談したんですけど、

道庁として組織の協調性だとか、いろいろ問題あって、出したいやつはいるよと。だけど、白老の困って

る事情からいくと、そのトレードの第１号で絶対こいつは活躍出来るような、そういうのは今のところ難

しいねという話でした。ただ、我々はあきらめないで、ああいうところ転勤ありますから、白老町に来た

ら転勤もないんで、何とか定着していただけないかなということで、未だ継続はしております、話は。ど

うしても、特にこれは水産なんですが、畜産の部分は農家回りしてるんですよ。その辺が、良い情報を全

部の農家に伝えて、全農家べコの資質が高くなると町の振興策になりますので、農家と行政。農家と農家

に入れる人なんで、本当に参事も言ったとおり助かってます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） これは、今年、来年の話じゃないんですよね。付加価値を上げるということを含

めて、今そういうニュアンスの話がございましたけれども、そういうことをトータル的に考えて、きちっ

とした方針を持つ、政策を持つというか、産業経済課なら産業経済課で政策を持って、本当に白老が経済

的にも、組織的にも、人口的にも全ての面で、きちっと自立出来るような形を取ると。それが、１次産業

から３次産業までバランスとれた形でやらなければならない。そうなれば、付加価値を上げるということ

も考えなくちゃいけないよね。それは、今は部分的に付加価値を上げる話はございましたけれども、トー

タル的にそういうことを考えるスタッフ。人増やすだけじゃないかもしれないけれども、スタッフが必要

じゃないかなというふうに思うんだけど、それは産業経済課の中で充分対応出来るというふうに考えられ

ますか。 

○委員長（玉井昭一君） 飴谷課長。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） まさしく、観光１つ取っても、そこに第１次産業。例えば水産が入って

来たり、畜産が入って来たり、林業が入って来たりして、うちの観光の底上げになってるということにつ

いては、産業の底上げになってると思ってるんです。それを、専門的にやる係りですね。私は経済振興係

というのがありますから、そこで企業誘致もやってるし。たまたまこういう状況なんであれなんですけど、

ただ、学校もやってるとか、マルチな人間でなかったら出来ないんじゃないかと思うんですよね。逆に、

かつて地域産業ビジョンというのがありましたけど、あれをやっぱり我々の手作りで時間かけて、作んな

ければならないのかなと思ってます。それはあくまでも町民の所得向上という部分で、やらなきゃならな

いんですが、ただ、今の時代、組むことによって強くなるんですね、産業が。ですけど、産業の振興策と

いうのは全体的な底上げというのは難しいんです。例えば、強いものが弱いものを引っ張っていくという

のが、産業振興策の一番手っ取り早いやり方なんですよね。弱いとこをどんどん手厚く支援しても、構造

的な部分とか、背景的な部分でなかなか効果はでないんですけど、逆に強いものをもっと強くして、引っ

張っていくような仕組みの作り方というような、産業政策が必要なんです。そういう部分からいくと、観

光に例えば白老牛だとか、毛がにだとか、後アイヌ民族博物館みたいな文化だとか絡めて、登別と１つの
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観光地として白老で満足して帰しますよとか。そういう仕組みが必要なんです。ただ、構造的に先ほど石

井係長の方からも言ったんですが、構造的にやっぱり足りない部分があるんですね。例えば、観光で言い

ますけど、観光パッケージ作る時に、泊まる所と見る所、食べる所。大体この３つ決めるんですよね。エ

ージェントというのは分刻みで動きますから、１番いいのは食べる所で場所を見れて、買い物出来るとい

うのが１番良いんですよね。泊まる所は別として。ところが、具体的にわかりやすく言うと、千歳に入る

高速に入る手前に物産館ありますよね。何も関係ない住宅地の所に。あれは、要するにツアーで来たお客

さんが、１０時半から大体１２時位までの間に殆んどつくんです、修学旅行というのは。だから、食べる

所がないんで、先ずあそこで手始めにご飯食べる。それだけなんです。そこで物を買わせると。エージェ

ントにしてみたらまっすぐ白老までもし連れてきて、ご飯食べさせて、買い物してください。１時から、

次体験やります。見学しますというのが、一番良いパターンなんです。たまたまそれが未だ出来てないん

で、商協の人たちが今、一生懸命金をかけないで、何とかレストラン出来ないかと。それも、白老の食材

使って、安く出来ないかということで、今方向転換といいますか、基本に帰って、財団も今取り組んでる

し、商協も取り組んでると。ですから、そういうきちっとした体制が出来ると、後ホスピタリティーの問

題ありますけど、おのずと今まで入ってた人口がじわじわじわじわと取り戻せるというお話は、エージェ

ントから聞いて我々もそのとおりだと思って。金掛けないで何かやる方法はないかということで取り組ん

でます。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。私から、１点だけ。今、北海道知事の高橋はるみさんも雇用問題。

５万人雇用するんだと、こういう話をしてます。白老も過疎になっております。今既に。それで、大変無

理かと思う希望なんですが、１，０００人から３，０００人位の雇用の場があればなと、こういうふうに

思っております。そんな中で、今大渕委員からもコストの問題が出ましたが、私は働く場所。若者の働く

場所をどういうふうにしなきゃならないかなというふうに考えているんです。勿論、日本製紙の今、職員

が９００名居ると。これから減ってきてますが。何号機かまた減失されますので、人口また減るかなと思

いますが、そういう格好でどんどん減ってきます。可能性として。何とか若者を食い止めなきゃならない

と。私はそう思ってるんです。それにはやはり産業。或いは今、１次産業から３次産業と大渕委員からも

言われましたが、こういう関係の方々が、如何なる話し合いを持って、そしてそういう雇用の場を設ける

ことが出来ないものかと。出来うれば、今地元の１次産業から３次産業位までの間で出来ないものかなと。

それは勿論企業誘致が出来ればそれに越したことはないんだけど、これも大変難しいことでありますので、

地元の皆さんが何とか考えて、若者を町内から外出させないような、外に出さないような方法を考えてい

ないものかなと、こういうふうに思うんですが、この質問を１つだけお願いしたい。飴谷課長。 

○産業経済課長（飴谷長蔵君） 先ず、若者の定着でございますが、手っ取り早いのが企業誘致でござい

ます。ただ、こういう時代ですので今、今村係長の方からも説明したんですが、何とかなりそうなところ

まで来てるのですが、非常に厳しい状況ではあります。そういう中で、それなりの規模なもんですから、

我々も期待しております。若者の雇用の場所の確保というのですが、あれを考えてるのは、今例えば７５

歳位過ぎても船を乗ってる方いるんですよね。１０何人位いると思うんですが、これは例えば水産がある

程度、安定した経営が出来ると、おのずと今の時代ですから後継者も帰って来るんですよ。これは畜産も

そうなんですよ。それを全部ある程度、後継者定着させるだけで、これで何百人になるんですよね。第１

産業もそうです。林業から全部そうなんですが。それと、１番我々も頭を痛めてるのは、商工業。商業の

部分ですね。それがどうしても、大きい所に流れるということでですね、購買力の流出となるんですが、
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ただ、我々第１次産業、特に畜産と水産についてはある程度見えてきました。この方向で努力したら、あ

る程度の線まで行けるなとまで見えてます。ただ、商業の部分が、これはどうしても苦しい部分あります。

ただ、第１次産業をどんどん進行するなり、企業誘致がもし出来れば、どんどんやることによって、逆に

待機的な要素もございますので、商業の部分は。そっちに逆に波及効果が出てくるのかなと。ちょっと甘

いのかもしれないですけど。後、日本製紙につきましても、これからこのまま進んでくと、かなり従業員

の数も減らされるというふうになると思うんですが。いずれにしても、配置転換ということが予測される

のですけど、白老でもコスト変わらない。、若しくは白老の方が、むしろ良いよというもしあれば、我々も

日本製紙の方に町としてどんどんお願い、要請するべきだろうと思ってます。 

  

◎閉会の宣言 

○委員長（玉井昭一君） わかりました。ありがとうございました。いいですね。以上で、午前中からあ

った今までの委員会を終了したいと思います。どうも、皆さん、ご苦労ございました。 

（閉会 午後１時２４分） 


