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平成１９年 産業厚生常任委員会会議録 

平成１９年１２月１０日（月曜日） 

   開 会  午前１０時０１分 

   閉 会  午前１１時１９分 

 

○議事日程  

－協議事項－ 

〈所管事務調査〉 

  灯油等石油製品の価格を引下げるための緊急対策を求める要請について 

〈陳情審査〉 

  陳情第１号 ＢＳＥの全頭検査の実施に関する陳情書 

 

○会議に付した事件  

－協議事項－  

〈所管事務調査〉 

  灯油等石油製品の価格を引下げるための緊急対策を求める要請について 

〈陳情審査〉 

  陳情第１号 ＢＳＥの全頭検査の実施に関する陳情書 

 

○出席委員（９名）  

  委 員 長 玉 井 昭 一 君   副委員長 氏 家 裕 治 君 

大 渕 紀 夫 君        土 屋 かづよ 君 

       西 田 祐 子 君        松 田 謙 吾 君 

       山 本 浩 平 君        熊 谷 雅 史 君 

  議 長 堀 部 登志雄 君 

 

○欠席委員（０名）  

 

○職務のため出席した事務局職員 

       事 務 局 主 幹       森   隆 治 君 

       臨 時 職 員       松 本 美 紀 君 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

       生活環境課町民生活Ｇ主幹       今 村 吉 生 君 

       産業経済課農林緑化担当参事        和 野 敏 夫 君 
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    〈参考人〉 

     ＮＰＯ白老消費者協会    理 事 長  牧 野 正 典 君 

                 事務局長  山 田 久仁子 君 

                 理  事  白 石 芳 子 君 

                 理  事  堀 江 美智子 君 

     とまこまい広域農業共同組合    白老支所長  木 林 茂 樹 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただ今より産業厚生常任委員会を開会いたします。 

 

◎調査事項 

○委員長（玉井昭一君） 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(森 隆治君) 本日の委員会の所管事務調査は、社団法人北海道消費者協会とＮ

ＰＯ白老消費者協会の連署による、灯油等石油製品の価格を引下げるための緊急対策を求める

要請についてであります。平成 19 年 11 月 30 日の議会運営委員会で緊急性もあることから、所

管事務調査として取り上げることになりましたので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、第４回定例会におきまして、とまこまい広域農業協同組合から提出されました、

陳情第１号 ＢＳＥの全頭検査の実施に関する陳情書について、合わせて２件審議する予定と

なっております。以上でございます。よろしくご審議賜りたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） それではこれより、灯油等石油製品の価格を引下げるための緊急対

策を求める要請についての所管事務調査を行います。 

参考人を招致しておりますので、ここで暫時休憩といたします。 

             休憩 午前１０時０３分 

 

             再開 午前１０時０４分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

ＮＰＯ白老消費者協会の皆様方を参考人として招致しておりますので、参考人の方から要請

についてのお話をお聞きしたいと思います。 

どうも今日はご苦労様です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それではＮＰＯ白老消費者協会、牧野理事長さん、説明いただければと思います。よろしく

お願いいたします。 

○ＮＰＯ白老消費者協会理事長（牧野正典君） この場で失礼いたします。 

 実は、平成 19 年の９月７日にですね、全道の北海道消費者大会がございまして、その中で国

に働きかけてもらうことを求める請願書を提出することを全会一致で決まりまして、９月７日

付で道の消費者協会から北海道経済産業局の局長さん宛てに、ほとんど文面は同じです。こち

らへ提出した文面と同じですけれども、灯油等石油製品の価格を引下げるための緊急対策を求

める要請ということで、行動を起こすことになりました。 

 それに伴ってですね、各自治体への要請も行うという取り組みで、消費者協会のあるところ

は協会と道協会の連名で要請をすると。ただ、消費者協会のないところもたくさんございます

ので、そこは道の消費者協会から直接自治体の方へ文書を送付して、要請活動を行なってもら
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うということで、取り組みをしてございました。 

 こちらの方にはですね、当初 19 年の 10 月 18 日頃だったと思いますけれども、ちょうど選挙

前の大変な時期でございました。そして、一度出した文書の中にですね、若干訂正箇所がござ

いましたので、改めて 19 年の 10 月の 29 日、要するに投票、開票の翌日、何か失礼だと思いま

すけれども、そういう大変な時期でございましたけれども、要請文を議会事務局の方へお預け

してですね、帰ったと。こういうような次第でございます。 

 経過としてはそういうことでございまして、皆様方の方にはこの要請文の写しについては、

たぶん配布されていると思います。全部で７項目の記載事項がございます。ほとんどが各自治

体がそれぞれで解決できるような事項ではございませんけれども、７番目の石油製品を含む関

連物資の便乗値上げが起こらないよう、その監視体制を強化・充実してほしいということにつ

いてはですね、この町でもできることはあるのかなと思っていますけれども、ほとんどが皆さ

んご承知のように、国際的な原油高という中での要請でございます。 

 ですから、ぜひ白老町の議会においてもですね、このことを理解いただいてですね、各関係

機関にですね、要請をしていただければありがたいなと、このように思って提出してございま

すので、よろしくお願いしたいと、このように思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい。ただ今ＮＰＯ白老消費者協会の理事長からご説明をいただき

ましたが、生活環境課町民生活グループの今村主幹より何かご説明があれば、お願いしたいと

思いますけれども。 

○生活環境課主幹（今村吉生君） はい。本日はどうもありがとうございます。 

今、理事長の方からご説明ありましたように、白老町の動向を含めて、白老町だけではなく、

全国に及ぶ、日本国内に及ぶ課題であって、消費者に向ける関心もかなり強いかと思うのです。  

当町も消費者協会含みまして、関係機関と協力して動向を見ていきたいと、このように思っ

ております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい。それでは、これより委員の皆様から質問を承りたいと思いま

す。何かございませんか。 

はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。中身については細かいことはよく分からないのですけども、

理解できます。それでね、国に要請をしてくださいますようにということですけれども、議会

として意見書を出すというような要請の中身だっていうふうなことでいいのでしょうか。そこ

だけちょっと確認したいと思います。 

○ＮＰＯ白老消費者協会理事長（牧野正典君） はい。それでよろしいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員、よろしいですか。 

○委員（大渕紀夫君） はい、いいですよ。 

○委員長（玉井昭一君） 他、ございませんか。この際ですから。大勢の皆さん、ＮＰＯの皆
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さんが来られておりますので。お伺いしてください。 

 はい、議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今、意見書を出してほしいということなのですが、特に意見書の文

案についての、そういうのはそちらの方でのね、ものは何かこう、こういう形で出してほしい

ということは。この７項目は入るのでしょうけれどもね。その辺の意見書のモデルというので

すか、そういうものは用意はされていないのですか。 

○ＮＰＯ白老消費者協会理事長（牧野正典君） 特別にしていませんけれども、それは道から

…。 

○委員長（玉井昭一君） ちょっとごめんなさい。挙手して、すみませんが。ここでメモしま

すので。中身を録っていますのでね。すみませんが、よろしくお願いいたします。 

はい、牧野理事長。 

○ＮＰＯ白老消費者協会理事長（牧野正典君） その文案を今私どもの方では用意してござい

ません。今回私どもの方から連名で出している要請文の趣旨にのっとって提出していただけれ

ば、それで十分かと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 議長、よろしいですか。 

 他、ございませんか。 

はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） せっかく消費者協会の皆さん方来られていますので、もし白老町でね、

石油の今のこの灯油の値上がりを含めたことで状況だとかね、手短に状況だとかございました

らお話された方がいいのではないかなというふうに思いますので、いかがですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山田事務局長さん。 

○ＮＰＯ白老消費者協会事務局長（山田久仁子君） 山田です。これはですね、道協会の方で

全道的な価格の推移を控えてきたものです。15 年度から…ごめんなさい、失礼しました。１枚

目の方ですね。 

 これは白老町の現状なのですけれども、年度ではなくて、平成19 年度として書いております

ので、１月、２月、３月。それで４月から８月までは、モニターしておりませんので、この間

が抜けております。そして秋になりましてまた９月から 10 月、11 月、12 月までをうちで調べ

て、道協会の方に情報を提供しまして、それがまた詳しく道の方で全道的なものをとっていま

す。 

 それで、これが白老町の状況です。灯油で見ますと安値、高値、平均とこうありますけれど

も、12 月になりまして、とうとう高値のところで１店だけ 100 円を出ましたね。平均としては

まだ 97 円 90 銭ですけれども。 

 ガソリンは、それまではばらばらでしたけれども 12 月になって一律 155 円になっています。 

 ＬＰガスもそのようになっております。 

 次のページにいきまして、推移としまして 15 年、16 年、17 年、18 年、19 年となっています。
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その中で、これは年度であらわしていますので、９月から始まって１月、２月、３月が後の方

へ来ていますけど、その黄色く線で引いてあるところが、白老の金額です。それは、前の方と

同じなのですけれども、こうして見ると全道の中で白老の価格がどうなのかなっていうことが

分かると思います。 

 説明は以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ありがとうございました。詳しく調べていますね。 

これについて、委員の皆さん質問がございましたら、どうぞ。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕ですけど、理由が分かればちょっと教えていただきたいのですけ

ど、ＬＰガスの方は全道平均より白老は高いけれども、油の関係は全道平均より安いっていう

結果になっていますね。 

これ、何か理由があるのでしょうか。例えば札幌なんかは大都市がどっさりＬＰガスを使う

から、そちらの方が安くてこっちがたまたま田舎だから高いとか、そんな関係ぐらいなもので

すか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山田事務局長。 

○ＮＰＯ白老消費者協会事務局長（山田久仁子君） ＬＰガスに関しては、都市ガスとの差っ

ていうのはすごくあるみたいです。苫小牧の人と話したことがあるのですけど、身内ですけど、

都市ガスの方が、何か火力が強いので使用する量が少なくて、結果的には同じぐらいか安めに

なっているっていう話を聞いたことがあります。 

 あと、石油業界の方に本当その辺を、私も聞いてみたいなとは思っているのですけども、そ

れ以上のことは勉強していません。 

○委員（大渕紀夫君） はい、分かりました。 

○委員長（玉井昭一君） 他、ありませんか。何でも聞いてください。 

はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） ありがとうございます。西田でございますけれども、今回このような

要請っていうことでいただいたのですけど、最近テレビなんかでもよく、自宅にいると灯油代

がかかるので、日中自宅にいないで灯油を消して、スーパーに行くとか、あちこちそういう公

共施設に行くとかして、１日結局暖房費がかからないような状態の中で暮らしているお年寄り

が随分増えているっていうように聞いているのですけども、白老町自体の実態は、そういうよ

うなところとかちょっと押さえていますでしょうか。それとも消費者の他の皆さん方のご意見

とか、もし聞かせていただければありがたいなと思ったのですけど。 

○委員長（玉井昭一君） はい、牧野理事長。 

○ＮＰＯ白老消費者協会理事長（牧野正典君） 今お話ありました、おうちにいると燃料代が

かかるので表で過ごす人はどういう状況なのかというお話ですけれども、白老の場合はそうい

う大きなお店という所があまりないので、そこまでなっているのかどうか分かりませんけれど
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も、札幌圏ではそういう話があるということは聞いてございます。やはり今高齢者の方は、交

通費も市から助成されていて、安いということがあるということが一つと、それからデパート

へ行くことによって、いろいろな勉強ができると。日々いろいろな情報はこう、入手できる。

売り場を回ることによって入手ができるということは、これ夏冬関係ないですけれども、その

他今、バスも暖かいし、地下鉄も暖かいということで、都市部の方は、今西田議員がお話した

ようなことがあるのかもしれませんけれども、白老の場合はそこまで、私どもあまり聞いたこ

ともないのですけれども。もし、そういう場があればいいのかなと思っていますけれども。 

 あとですね、ここの数字ではちょっと出ていないのですけれども、たぶん安値・高値で町内

の灯油が出ていますけれども、私個人的にずっと、自分のところで買っている灯油を見ますと

ですね、今年の１月と今度の 12 月になるだろう 100 円近い金額というのはですね、約 50％ぐ

らい値上がりをしているという実態があるということだけは確かなのかなと思っていますので、

非常にやはり、厳しい冬を過ごさなければならないことになるのかなと思っていますので、な

るべく、特に今最近言われております福祉灯油の関係も、たぶん行政としてどうするのかとい

うことも、たぶんあるのかもしれませんけれども、やはり非課税世帯で障がい者ですとか、母

子家庭ですとか、高齢者の低所得者の方にですね、どういう支援をしていくかというのが町と

してできることなのかなと思っていますけれども、これだって今の財政難で非常に厳しいのか

なと思っていますけれども。 

 ぜひ、皆様方の方でですね、ご検討願えればありがたいことかなと思っていますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山田事務局長。 

○ＮＰＯ白老消費者協会事務局長（山田久仁子君） 西田議員の質問の方にちょっと戻るので

すけれども、12 月の灯油が上がってから特に増えたかどうかっていうことは、調べてはいない

のですが、いきいき４・６の高齢者のお風呂のところが、年間通じてそういう傾向にはありま

したよね。 

 それは、今灯油が上がったからって、私が入手した話ではないのですけれども、やはり早め

に、あそこ３時でたぶんお風呂が閉まると思うのですけど、あそこで１日過ごして、お風呂も

入って、そうすると自宅でお風呂を沸かさなくても済むと、そういうことで１日あそこで過ご

してくるっていうお話は、大分前から伺っています。 

 ただそれが、この灯油高になってから入所者が増えたのかどうかっていうことは、あそこで

は控えているのでしょうかね。それを見たらたぶん、何かその辺の動向が分かるのかしらって、

今思いましたけど。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） それは、いきいき４・６では当然調べていると思うから、聞けば分

かりますよね。 

 はい、ありがとうございます。 

 他、ございませんか。 
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 はい、土屋議員。 

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。今回のこの原油高騰が、昨年の 12 月頃からどんどんど

んどん始まっているわけなのですね。統計を取りますと。 

 それで、今回のこの急激なこの値上がりに関して、消費者の方から直接消費者協会の方に相

談とか、それから苦情とかっていうお話はあるのかどうか、その辺お聞きしたいのと、もしあ

れば、何件くらいおありになるのかということですね。 

○委員長（玉井昭一君） はい、白石理事さん。 

○ＮＰＯ白老消費者協会理事（白石芳子君） 灯油のことではなかったのですけども、ガソリ

ンのことに関して、問い合わせがありました。そして、ガソリンがこう、高値になってきてい

るのだけども、協会としては何もそういう対処をしていないのかっていうことは、そういう問

い合わせはありました。 

 そして、うちの答えとしては、うちの道協会からもそういう話がありまして、その協会の方

でもいろいろな話は来ていますけども、それに関して業者さんに問い合わせたのですよね。そ

したら、やはりその備蓄を持っているところはまだ安値で出せると。だけども、そういうのが

ないところはもうね、その時の価格でもう出すしかないから、だからそこで差はできるのだよ

っていうことを、その業者さんはね、答えとして返してもらいました。そういうことですね、

はい。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ありがとうございます。土屋委員、いいですか。はい。 

 他、ございませんか。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。無いようであればですね、参考人の皆さん方、本当にありが

とうございました。わざわざ御足労いただきまして、ありがとうございます。 

 暫時休憩します。 

             休憩 午前１０時２５分 

 

             再開 午前１０時２６分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 平成 19 年第４回定例会において、本委員会に審査付託されました陳情第１号 ＢＳＥの全頭

検査の実施に関する陳情書を審査いたします。まず、陳情書の朗読を事務局からさせます。 

○事務局主幹（森 隆治君) それでは、ＢＳＥの全頭検査の実施に関する陳情書を読み上げ

ます。 

 陳情の理由。厚生労働省は、各都道府県が自主的に実施する「20 カ月齢以下のと畜牛に対す

るＢＳＥ検査」に係る費用を、平成 17 年８月から３カ年を期限として、国費により補助されて

おり、現在に至るまで、全都道府県等でＢＳＥ全頭検査が実施されているところであります。 

 この間、20 カ月齢以下のと畜牛を含めたＢＳＥ全頭検査は、ＳＲＭの除去等と併せ、食肉の
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安全・安心を確保するために、重要な役割を果たしておりますが、ＢＳＥの発生原因について

は、未だ解明されておらず、20 カ月齢以下の牛でＢＳＥが発生しないという確証がないなど、

消費者のＢＳＥに対する不安は依然として払拭されていない状況にあります。 

 こうした中で、厚生労働省は、「20 カ月齢以下のと畜牛に対するＢＳＥ検査」に係る国費補

助については、当初の予定どおり、20 年７月末日をもって打ち切るとの方針を出したところで

す。 

 さらに、各都道府県のＢＳＥ検査に齟齬が生じることで、消費の不安と生産・流通の現場に

おいて混乱が生じるおそれがあることを理由に、20 年７月末日をもって、「20 カ月齢以下のと

畜牛に対するＢＳＥ検査」を一斉に終了するよう、厚生労働省から各都道府県知事等に対して

文書通知を行ったとの新聞報道がなされております。 

 ＢＳＥ発生原因が究明されておらず、また、消費者のＢＳＥに対する不安が完全に払拭され

ていない中にあっては、今回の方針決定及び文書通知は、かえって消費者の不信・不安を高め

るとともに、地方自治体等が行う食の安全・安心を確保するための地道な取り組みを阻害する

ものであり、甚だ遺憾であります。 

 つきましては、食の安全・安心を確保するため、20 カ月齢以下のＢＳＥ検査の継続について、

下記の趣旨を踏まえた意見書を提出していただきますよう陳情するものであります。 

 記。陳情の要旨。１.国はＢＳＥ全頭検査が継続されるよう、20 カ月齢以下のＢＳＥ検査に

対する補助を継続し、都道府県ごとに齟齬が生じないようにすること。２.国は、食の安全・安

心の確保に向けて、引き続き、ＢＳＥの原因究明等に努めること。３.国は、地方自治体等が行

う食の安全・安心を確保するための取り組みを阻害することのないよう、各都道府県に対して

行った通知に対して撤回すること。平成 19 年 10 月 18 日、とまこまい広域農業協同組合。以上

でございます。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、陳情の審査について、どのように進めたらいいか協議し

たいと思います。 

 事務局から陳情審査についての協議方法を説明いたします。 

○事務局主幹（森 隆治君） はい、今ですね、とまこまい広域農業協同組合の方から、今日

のスケジュールなのですけども説明を受けまして、あと同席としては産業経済課緑化担当参事

も同席させましてね、説明を受けまして、それで質問を受けてですね、無ければその後また採

択をするかどうかということで、スケジュールを組んでいきたいなというふうに考えておりま

す。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 今のスケジュールでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。それではそのように進めたいと思います。 

 はい、事務局。 

○事務局主幹（森 隆治君） それでは、前に皆さんにお配りしている中のところにですね、
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誓願（陳情）の審査というところがあります。一応確認のためでこの用紙、用意しております

ので、ちょっとご覧になってからまた進めたいというふうに思っています。 

 実は、請願（陳情）の審査で会議規則の第 94 条にですね、委員会は、審査結果を「採択すべ

きもの」又は「不採択にすべきもの」に区分して、議長に報告しなければならないというふう

になっております。 

 今回の委員会において、採択か不採択を決めることになります。 

 次に、採択されるための要件が記載しております。一つは、権限があることが重要でありま

す。採択されたときに、それを処理する権限が、議会もしくは執行機関のいずれかにあること

が必要であります。権限がなければ処理できないので、不採択にせざるを得ないことになりま

す。 

 続きまして、２番目の願意が妥当であるかということでございます。住民の要望することは

当然のことであり、いかに住民の要望であっても現在の行財政の現状からして、受け入れられ

ないといったものは不採択にせざるを得ないということです。 

 要するに、今現実に難しいということであれば、不採択にせざるを得ないことになります。

ただ、願意を尊重するということも大切であるということでございます。 

 ３番目には、実現の可能性があるという条件です。特に意義を持ちます。採択した場合、近々

のうちに願意の趣旨どおり実現できるか、問われるということです。理由は、議会が採択する

と、陳情者はそれを期待します。早々に実現されるだろうと期待を持つのは当然であると思い

ます。それが３年経っても実現されなければ、議会が採択したのは何だろうかと疑問を持つこ

とになりますので、そういうことも十分勘案しなければならないということです。 

 町側に関係するものは、当然それを尊重として検討されますが、拘束力は持っていないとい

うことです。 

 次、採択・不採択が原則ですが、採択・不採択以外の方法として、下に書かれています三つ

の採択の仕方があります。 

 一つは、みなし採択です。陳情があがりまして、審議している途中でそれが実現可能になっ

た予算が付いたですとか、条例が通ったというときには、採択・不採択するのではなく、みな

し採択として処理することになります。これは、同一会期内において、すでに同一の趣旨・目

的の議案または請願されている場合、それを出されている場合は一次不再議の原則に触れるこ

とになります。２回議決することになりますので、同じものを再度議決することになりますの

で、この場合はみなし採択をするということです。 

 二つ目としては、一部採択というのがあります。請願の項目、陳情の項目が複数あって、そ

の内の一つは実現可能という、そういう願意も含めてよいのではないか。あとは、これは実現

不可能である。だめだという部分。陳情書の意に沿って、この一部であっても採択するという

方法が、一部採択です。 

 三つ目としては、趣旨採択というのがあります。請願（陳情）が妥当であるが、実現性の面
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でも核心が持てないといった場合、不採択にすることもできないということから、やむを得ず

とる方法でございます。ものの本によると、趣旨採択はあまり肯定的には書かれておりません。 

 以上、このことを踏まえて陳情審査をお願いしたいというふうに思っております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ただこれ、このとおりだと思うのです。ただ、今回の場合については

ね、国に意見書を出してほしいと。要請してほしいっていう中身なのですよ。 

だから、ここにある「権限があること」、「願意が妥当であること」等々ありますけれども、

白老町議会や白老の執行機関でそれを処理するということではなくて、国に意見書を出してく

れっていうことが中身ですから。 

 ですからそこのところはね、我々がこの中身をやるわけではないわけ。国に要請することを

出してくる願意だからね。いや、出してほしいっていう中身なのだから、そういうことでね、

議論していかないと、何かこういうことをうちの議会なんかできっこないのだから。国に出し

てくれということなのだから。そこのところをはっきりしてあげれば、スムーズにいくと思い

ますので、よろしくお願いします。 

○委員長（玉井昭一君） はい。暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時３５分 

 

             再開 午前１０時３６分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 とまこまい広域農業協同組合の方を参考人として、招致しておりますので、参考人から陳情

書の願意について、お話を聞きたいと思います。 

 どうも、今日はご苦労様でございます。とまこまい広域農業協同組合白老支所長の木林茂樹

様と産業経済課農林緑化担当参事の和野参事でございます。どうも、よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは、説明をいただきたいと思います。よろしいですか。 

はい、白老支所長 木林茂樹様、どうぞ。座ったままで結構です。 

○とまこまい広域農業協同組合白老支所長（木林茂樹君） はい。それでは、お忙しい貴重な

時間をいただきながら、今般の、今ご挨拶の中にもありましたけども、農協からの陳情書とい

うことで、それの趣旨説明やらお願いということで上がりました。 

 それでまず、陳情書の中身については、皆さんそれぞれお目通しをしていただいているとは

思いますけども、ＢＳＥに関わる全頭検査実施に関わると、それの関係の陳情書ということで

すけども、今現在国の方がやっておられるのですが、ＢＳＥ発生以来 20 カ月齢以下のと畜牛に

対するＢＳＥ検査と。これにかかる費用を、今までずっと国の方が面倒を見ながら、または行

政、道、都道府県ですね。実施したという経過にあるのですけども、それらが来年 20 年をもっ

て廃止するということの、国の方の国庫補助の方の打ち切りが方向性として決められた、今現
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状にあります。 

 その中で、この食の安全、今騒がれている食の安全・安心といった中では、この検査を継続

することが、消費者に対する安全・安心を売っていくうえでの重要なことではないかといった

ことで、別に資料として新聞の切り抜きコピーと、その後に平成 20 年度におけるＢＳＥ検査に

関わる国庫補助についてということで、これはインターネットで拾ったものですけども、その

新聞の記事については、国の方ではそういう打ち切りという方向で出してはいるのですけども、

道としては継続的に費用を持ちながら、単独で検査をしていくという方向性が出たと。これに

ついては、これ北海道、全国的に見た中では、北海道だけではなくて他府県でも単独でやって

いくと。費用を持ちながらということでの情報も、こう得ております。 

 そういった中では、国が知らん顔をして各府県がばらばらばらばらやるのではこれ、恐らく

収集がつかなくなるのではないかということも後ろに、腹の中には思いながら、何とか継続的

に国の方に対して、継続的にこの補助をお願いしたいということでの、今回の趣旨となってお

ります。 

 それで、今の新聞の切り抜きの２ページ目、３ページ目については、先ほど言いましたけど

も、国の方が出している、こういった理由でということになっていますけども、一応この文章

の中にも書いてありますが、20 カ月齢以下の牛の安全については、科学的に評価が示されてい

ることで、もういいのではないかというような表現の仕方ではあるのですけども、いかんせん

ＢＳＥが平成 13 年ですか、発生以降、テレビ報道等でＥＵ、ヨーロッパの方の乳牛の具合が悪

いような状態を、テレビで何度も何度も放映しながら、ああいったものの中でかなり消費者の

食に対する安心・安全については、かなり不安が当然ながら残っていた、残っていると思うの

です。 

 その中での経過の中で、何年か経過したからそろそろいいだろうというようなことには当然

ならないわけで、なかなかその人間の、病理学的なことなのですけども、人間の持っている組

織細胞と、牛の病気。それが果たして一致するのかって、これ、裏づけがまだはっきりしたも

のは取れていません。ただ、似たような伝播性の遺伝子みたいなものがあるのではないかと。

綿羊でいうスクレイピーという、これも同じ牛でいうＢＳＥ、綿羊でいうＢＳＥ、ヤコブ病と

いうことで。 

そういったことも報道では報じられながら、人間に伝播するのではないかということではあ

るのですけども、それも科学的な、本当に間違いなくうつるよと、伝播するよといったことま

での根拠は出ていないです。これは何をどう見ても、調べても、情報もそうですけども、そん

な中でこのＢＳＥ検査を打ち切るとは何ぞやということが、今般の先ほどからお願いしていま

すけれども、陳情書の基本的な趣旨ということで、今日説明に上がりました。 

何分舌足らずで、いろいろとまた皆さんの方からご質問等いただければ、お答えできる範囲

ではお答えしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ありがとうございます。ただ今、とまこまい広域農業協同組
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合の白老支所長 木林茂樹さんよりご説明いただきましたけれども、産業経済課農林緑化担当

和野参事から何か説明があれば、お願いしたいと思いますけれど。 

はい、和野参事。 

○産業経済課農林緑化担当参事（和野敏夫君） 白老町の状況という部分からいきますと、今

白老牛肉、肉として出荷されている出荷月齢から言いますと、はっきり言って黒毛和種の場合

については、29 カ月から 32 カ月ぐらいまでの牛が出荷月齢になっています。 

 それで、国の部分、基準 20 カ月齢以下ということで、21 カ月以上については検査対象とい

う状況になっています。 

そういう部分からいくと、今町内で飼われている黒毛和種については、さほど影響はないの

かなと思っています。ただ、これについては牛肉をテーブルミート、要するに食卓で食べると

いう消費者の皆さんの気持ちから、心情から言いますと、やっぱり今まで 13 年に発生して今日

を迎えた食の安全・安心という構築をですね、きちっと今後も持っていかなければいけないの

かなという、そういう部分からいきますと、これについて単純に、うちの方はそうでもないの

かなと思いながらも、やはりこれはせっかく６年数カ月かけて食の安全・安心という、牛肉に

ついてはそういう中で構築されてきている。それをやっぱり今後も堅持することが、やっぱり

国の姿勢として必要ではないのかというのが私の方で考えている考え方でございます。以上で

す。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ありがとうございました。 

それではこれより、委員の皆様からご質問をいただきたいと思います。何かありましたら。 

はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今日はどうもご苦労様でございます。山本と申します。 

 参考までにちょっとお尋ねしたいのですけれども、この間いろいろ記事ですとか、いろいろ

出された陳情書を読みますと、いまだに原因が究明されていないということですけれども、今

現在その原因についてですね、どの程度まで、特定はされていないのかもしれませんけれども、

ある程度こう、解明の努力はされていると思うのです、国の方もですね。それ、どのような今、

方向性になっているのかっていうのがまず１点ですね。 

 もう１点が、北海道の牛もですね、陽性反応が出たときがございましたですよね。あのとき

の影響というのはどの程度、全般、全体に対してですよ。白老牛も含めてですけども、ああい

う形で陽性が出たときに、どのような影響があったのかというようなこと。簡単で結構ですけ

ども、参考までにお尋ねしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、木林茂樹支所長。 

○とまこまい広域農業協同組合白老支所長（木林茂樹君） 今のまず１点目ですけども、原因

究明ということなのですけども、かなり古い年代になるのですけども、1900 年初頭ぐらいから

始まったやにあるのではないかということなのですけども、先ほど言いましたけども、その病

理学的なこともありますので、素人である私がどこまで分かりえることなのですけど、今まで
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の情報の中では、肉骨粉というのが皆さん耳にしたことがあると思うのですけども、結局そう

いったものが牛の餌として、今言われている伝播されているということであれば、その牛の餌

として使われている中に肉骨粉という、要するにそういった病的な牛から取られた当然脊髄や

ら何やら全部混ぜたものを餌として給付したと、要するに出回っていたということが、まず伝

播をさせてしまったという原因かなというふうには自分の方も把握しております。 

 ただ、その中でそれ以降ですけども、これ全飼料メーカーなのですけども、混ぜないと。混

入させないということで、工場の製造過程から根本的に変えながら、原料としても当然仕入れ

はしないし、今まで使っていた工程の中の機械関係もすべて整備したといった中で、餌メーカ

ーの方からは間違いなく混入していないということも、証明書をいただきながら、当然国の方

も動きがありまして、現地の方に検査というか、調査というか。これは末端農協の方にも当然

入ってきて、使っている餌はどうなのかと。 

 農協が餌を作っているわけではないので、あくまでも仲介役で、作っているのは例えばホク

レンだとか、雪印だとか、そういったメーカーから仕入れたものを農家の方に供給していると。

そういった位置付けの農協の立場で、そういった国の方の調査を受け入れしながら、その辺の

ところははっきりさせながら農家の方に供給しているといったことがあるので、ただ、言った

ようにその根っこの原因というのがどこにあるのかというのは、先ほど言いましたけども、ど

こかの時点でそういった遺伝的な、病理的なことが入って、それが餌として混ぜられてからと

いうふうに、私としては認識しております。 

 それ以上のことまでは、ちょっとまだ認識していませんので、もしあれであれば調べさせて

いただきたいなと思いますけど。 

 それと、２点目のその出た以降の影響ということで、かなり 13 年９月でしたか、初めてのＢ

ＳＥが発生してと。当然、相場、白老町でも繁殖経営がありまして、白老にある、社台にある

市場に持っていったのですけど、市場相場については、それまでの相場から言えば 10 万円、15

万円、下手もすれば 20 万円も下げられた、相場的には下がったという実態はあります。 

 ただ、国の方の補填もありまして、緊急措置としてその時期に出荷したものについて、１頭

当たりいくらということで、これいろいろな事業を絡めてやっていますので、それに応じて国

の方から対応していただいていると。ではありますものの、年明けて 14 年の春、夏以降ですか

ね、夏以降については徐々にですけども、回復、市場の方は回復して、思ったほどの影響はな

く、農家経営についても本当数カ月、半年もない数カ月の相場の冷え込みという程度で終わっ

ていますし、先ほど言いましたように、その間満度ではないですけども、ある程度の国の方の

補填もあったと。 

 それで逆に、それ以降その今の高値ですけども、続いている要因としてはそのときにトレー

サビリティということも国の方で打ち出しまして、要するに識別ですね。人間でいう戸籍です

か。あくまでも和牛は和牛として、それで乳用種は乳用種として、交雑種は交雑種ということ

の色分けというか、本来はそうでなかったらならなかったはずなのですけども、それを期に固
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体識別ということで、これはもう今、日本にいる牛全頭に付いてはいるのですけども、耳に人

間でいうイヤリングですね。それに番号を書いたものがあるのですけども、それは１頭しか持

っていない。先ほど言いましたけれども、人間でいえば戸籍ということになっていますので、

それがあったゆえに、今度和牛が和牛として流通するようになったと。 

そこに来て、蓋を開けたら少なかったと、頭数が。和牛の。そうしたら、あと余りにも言っ

たらまたマスコミの方にも突っ込まれるかもしれないですけど、いかに今まで、今よくありま

すけども偽装問題とかね。今時代ですから偽装という言葉が出てきていますけども、当時は無

かったわけではないでしょうけども、いかに和牛ではないものが和牛として売られていたかと。

それがはっきりしたことで、和牛は和牛としての流通がなった。そこに頭数はどうなのと。全

国流通している頭数はどうなのといったらやっぱり少なかったということで、今の相場が形成

されている。 

 ただ、今の相場が形成されて、ちょっと余談になりますけども、形成されてはいるものの、

高値で素牛が売買されるということは、その素牛を購入していった肥育、要するに肉を、餌を

食べさせて肉を付ける業者というのがいるのですけども、その方たちが当然素牛が高い、餌も

今高い、燃料も上がっていると、コストの中で、当然肉の方の商品の方もちょっと冷え込みに

なってきていますので、そういった意味では相場が下げてきていると。 

 現に 11 月、この社台にあるホクレンの市場でも 11 月、12 月で５～６万円は 10 月から見た

ら、それまでの相場から見たら５～６万円下げている状況にあります。恐らく年明けもこのぐ

らいの、今下がったような、これがどこまで下がるかというのはまだ見えないのですけども、

ある程度下がった、冷え込んだ相場で行くのではないかということで、一応関係者としては踏

んでおります。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ありがとうございました。 

 今ちなみにね、ＢＳＥの原因であろう、正確ではないけども、肉骨粉についてはですね、全

部その焼却処理されているというふうに聞いているのですが、その辺はどうなのでしょうか。 

○とまこまい広域農業協同組合白老支所長（木林茂樹君） と畜場がまず、出荷されたときに

と畜場で脊髄からもう完全に他の肉と違う器具をもって除去して、それは焼却完全に処分して、

良いが悪いが、一番危ないとされている脊髄については、完全に除去された状態で枝肉の方が

流通しているというのが今の検査体制の中でも当然、当然検査されてこの牛についてはと、す

べてサンプルが残っているような状態で保健所の方は。これ当然、早来、今は安平ですか。安

平のと畜場にも保健所がありまして、そちらの方で調べた中で流通されているという現状にあ

ります。 

○委員長（玉井昭一君） はい、ありがとうございました。 

他に質問ございませんか。 

はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 西田です。ご苦労様です。 
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ここの方にいただけました陳情書の中でですね、真ん中辺りにちょっとあるのですけども、

厚生労働省から各都道府県知事に対して文書通知されたっていうことなのですけど、一斉に辞

めなさいとですね、なぜ消費者の不安と生産・流通の混乱が生じる恐れがあるから、辞めなさ

いって各都道府県に対してなぜそれをしなければいけないのかな。まず、一つ不思議なのです。  

それで、もう一つですね、こちらの方にいただいた資料がですね、一番最後の方のこちらの

方ですね、３番目のところの食品安全委員会の科学的知見に基づくリスク評価結果について、

国民に十分理解されるようとは書いているのですけども、この科学的知見に基づいたっていう

ところがですね、私から始めですね、一消費者の立場で言わせていただきますと、何がどんな

ふうに科学的知見に基づいてなっているのかが、二つ目に不思議なのです。この二つ、なぜな

のでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、白老支所長 木林茂樹さん。 

○とまこまい広域農業協同組合白老支所長（木林茂樹君） かなり難しいというか、私の段階

でどこまで説明がし得るかというと、国の中では冒頭の説明させてもらった中でも、もう 13

年発生以降、全頭検査ということでしてきている中で、十分安心・安全というものを定着させ

ただろうといったことで、各都道府県がやっている全頭検査も辞めろといったことということ

で、自分としては認識しているのですけども、先ほど来説明させてもらっているように、そう

は言えども先ほど２点目の、ちょっと重複するかもしれないですけど、その科学的な知見とは

言ってはいますけども、科学的って、先ほど言いましたように、根本的に人間との伝播するう

えで組織細胞がどうなのこうなのと、その病歴的なことは自分もちょっと、専門家ではないの

で認識はしてはいないのですけども、国の方でそれなりに当然調べてはいると思うのですけど

も、その中で科学的にかなりの文献とか、いろいろと文献はあるのですけども、そういうもの

を調査した、検査した、研究したと、この数年でということでの結論を、国としてこれ出した

のがこういう言い回しになったのか、それとも国庫補助をあくまでも補助金がね、付いて回っ

ていますので、そういった意味での、そのお金の方からのことなのか、ちょっと難しいところ

があるのですけども、私個人的に言ったら怒られるかもしれないですけども、言わせてもらえ

れば、やれと言ってやった、今度はそれがもういいだけ、いい加減定着しているだろうと。だ

からもういいだろうといったことでは、とってもではないけどそれでいいのかということが、

自分として何というかな、あまり余計なことを言ったら怒られるかもしれないですけど、ちょ

っと説明にはならないと思うのですけども、そういうような。参考にはならないと思うのです

けど。 

○委員長（玉井昭一君） はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。要するにね、この陳情書を出そうとしたのは 10 月 18 日な

のですよね。それから、北海道の知事がね、これは 11 月 29 日。このときに全頭検査をするっ

て言っている。 

 要するに、１頭約 1,000 円ですよね。この検査、金額から言うと。この金額が、この道がす
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るって言ったけど、牛屋さんに持てというのか、道が持つと言うのか、この辺はどうなのです

か。ここのところでないの、この陳情で一番大事なところは。だって、道がやるって言ってい

るのだから、この陳情の後に。やりますよって。約７万 7,000 頭で 7,000 万円かかるっていう

から。九百何十円だよね、１頭当り。 

 これを、牛屋さんがね、持つのか、道が全部持つって言っているのかと。ここのところだと

思うのですよね。道がやるって言っているのだから。その辺どうなのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、木林支所長。 

○とまこまい広域農業協同組合白老支所長（木林茂樹君） 一応この事業について、別枠でも

ありますけれども、死んだ牛についても当然、やられているのですけども、この 20 カ月齢の全

頭検査については、農家負担はないのですよね。 

 そういった中で、例えばこれを打ち切りにした場合は、そのお金の額についてはね、多いか

少ないかといろいろあるでしょうけども、農家の方に、生産者ですか、の段階の方に当然負担

が強いられると。やっていくといううえでは。 

 そういった今の流れにはなっています。ただ、今言われたように、10 月の陳情書になってい

るのに、その後に道の方がやると言っているのですから…。 

○委員（松田謙吾君） だから、道が全部持ってやると言ったのか。生産者が持ってやるとい

うのか。ここがどうなのかな。 

○とまこまい広域農業協同組合白老支所長（木林茂樹君） はい。道の方が、要するに行政で

すね、行政段階での負担をしていただくということも含めながら、先ほど来から言いましたよ

うに、確かにこの日付のね、ことで言ったらちょっと流れはあるのですけども、そうは言えど

も、基本である安心・安全。そういった意味では全頭検査を続けるべきだろうといったことは

やっぱり根底にあった中での、今回のこれ、お願いということになろうかなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） それ、今言われたね、要は道が持つのか、業者が持つのか、農家が

持つのかっていう見解でいくと、どこになるのですか。 

○とまこまい広域農業協同組合白老支所長（木林茂樹君） 道です。 

○委員長（玉井昭一君） 道が持ちますよと。そういうことですね。はい、分かりました。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） いや、要するにね、この意見書で言えば、国の補助を今打ち切ると。

それと、検査をやらないって言ったと。それで、道がやると言っても、やる都道府県がやる県

とやらない県があるから、みんな一緒に全部国が補助を出してやってくださいと。そういう意

見書でしょう。分かった。 

だから、それだから問題ないのだよ。今の話で言えば。 

だから、道が全部持つって言ったのだけど、もうちょっと国から半分来れば、道は半分で済

むわけだから、という意味でしょう。はい、分かった。 

○委員長（玉井昭一君） はい、今大渕委員と松田委員のお話、そして支所長のお話を聞けば、
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この意見書が出ているのですけども、それの意味につながっていくかなということですね。は

い。 

 他、ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） 結論がだいたい出たようですから。これ以上ないかと思います。 

 それでは、質問がないようであれば、参考人の皆様、大変ありがとうございました。随時退

席をお願いしたいと思います。どうもご苦労様でございました。ありがとうございました。 

 ここで暫時休憩といたします。 

休憩 午前１１時０３分 

 

             再開 午前１１時１０分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

 今後の会議は所管事務調査のまとめ、陳情第１号について、採択をするかどうかという話し

合いを皆様にさせていただくことになります。 

 これより所管事務調査のまとめを行いたいと思います。委員の皆様から、まとめについての

ご意見を賜りたいと思います。ご意見をお持ちの方、よろしくお願いいたします。 

 先に灯油の方から、ＮＰＯ白老消費者協会から出ております、灯油の件から進めたいと思い

ます。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。先ほどからありましたように、皆さんもお聞きになってい

ますので、国に要請してくださいっていう中身ですのでね、これは願意がそうですから、中身

が問題なければ国に要請するということで、意見書を出せばそれでよろしいのではないかと思

いますけれども。お諮りください。 

○委員長（玉井昭一君） はい。今、大渕委員の方から国に要請の意見書を出すべきというふ

うに言われましたが、皆さんどうでしょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。それでは異議なしと、全員賛成のようでございますので、そ

のように計りたいと思いますが、文章については何かございましたら。 

 はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） はい。牧野理事長の方から出ているこの文章を見ていただいて、「灯

油等石油製品価格を下げるための緊急対策を求める要請」のところを、「意見書案」ですよね。

まず、書き直して。 

それから、２段目の段落の「この度、全道の消費者が参加して」の文面、これを削除して、

その下の文面をそのまま上げて、「つきましては、道民が安心して生活のできる石油製品の価格

を引下げるための対策として、次の事項を緊急に取り組むことを国に要請する。」で切ってしま
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うと。それで１から７まで、記でいいのではないですか。どうですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい。今、熊谷委員から出た意見はですね、１番上、「灯油等石油

製品価格を下げるための緊急対策を求める意見書案」というふうに変えると。 

それから、そのまま行きまして、真ん中にある「この度、全道の消費者が」というところか

ら、「満場一致で採択されました。」というところの部分を削りまして、その次にそれを今のと

ころに置き換えて、「つきましては、道民が安心して生活できるよう石油製品の価格を引下げる

ための対策として、次の事項に緊急に取り組むことを国に要請する。」というふうに書き換え、

記７項目を沿え、意見書として出せばという意見でございますが。 

 どうでしょうか。他に何かありましたら。意見のある方。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ＢＳＥの方を見ますと、強く要請いたしますって書いているのです。

「する。」ではなくて、「いたします。」の方が、国に対するとき、いいのではないでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、分かりました。 

 はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） はい。それで、要請先は総理大臣と…。関係する大臣等々については、

事務局にちょっと調べていただいて列記をするという形でお願いすればいいかなと思いますけ

ど、どうでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい。今、熊谷委員の方からの意見ですが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。それでは、関係省庁などを事務局に調査していただいて、提

出するということでよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。それでは、そういうことで事務局方よろしくお願いいたしま

す。 

 それでは次に、ＢＳＥについて。 

 それでは、これより陳情第１号について、ご意見を賜りたいと思います。ご意見をお持ちの

委員はよろしくお願いいたします。 

 はい、熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 熊谷です。いただいたこの実施に関する意見書案、これでおおむねい

いのかなというふうに思いますので、これで進めていただければいいと思います。日付だけ書

いて。当然提出先もこれでいいかと思いますので。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい。今、熊谷委員の方から、ＢＳＥ全頭検査の実施に関する意見

書案が出ております。この案のままで、日付だけ変えて提出してはということですが、どうで

しょうか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長（玉井昭一君） はい。異議なしという声が出ておりますが。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。それでは全員一致ということで、よろしいですね。 

 それで、これは採択ということになるようですが、よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。ありがとうございます。それではそのように進めたいと思い

ます。 

 提出者は委員長でいいのかな。 

○委員（熊谷雅史君） それで、我々委員が賛成者です。 

○委員長（玉井昭一君） はい。今言われたように、そのようにそれでは提出したいと思いま

す。よろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、今回の懸案につきましては、今のような形で採択という

ことで、決定をいたしたいと思います。 

 陳情第１号について、他に異議はございませんね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。異議なきものと認め、陳情第１号は採択とすることに決定い

たしました。 

それでは、以上で陳情第１号の審査は終了いたします。なお、委員会報告の作成については、

正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。それでは、そのように取り扱いいたします。 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 以上を持ちまして、本日の産業厚生常任委員会を閉会いたします。 

ご苦労様でございました。 

（午前１１時１９分） 

 


