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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただいまより産業厚生常任委員会を開会いたします。 

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。 

○事務局主幹(森 隆治君) 本日の委員会は、新規誘致企業の現状についての調査です。調査

事項として、新規事業の現状についての調査を予定しておりますが、午前、午後のかかる予定

でおりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 有限会社 安愚楽共済牧場、株式会社 田野井製作所、株式会社 エポック・サービスにつ

いて、所管課から説明を受け、その後臨海部土地の売却についての調査に入る予定になってお

ります。 

 事前に資料を配布しておりますので、よろしくご審議いただきたいと思います。よろしくお

願いします。 

 

    ◎調査事項 

○委員長（玉井昭一君） これより、所管事務調査を行います。 

 有限会社 安愚楽共済牧場について、産業経済課からの説明をお願いいたします。 

○産業経済課長（和野敏夫君） それでは、お手元の方に資料が、安愚楽共済牧場、それから

田野井製作所、それからエポック・サービスの資料、３部行っていると思います。 

 それで、説明に入る前に、この度１月１日付で人事異動がありまして、私産業経済課課長と

いう職を拝命いたしまして、今日説明会に臨みます。皆さんのところにはご挨拶なくこの席に

座っております。そういう中で改めて、今後とも産業経済、産業の振興につきまして、よろし

く皆さんの協力支援、ご助言をいただきたいと思います。 

 それでは、安愚楽共済牧場の事業計画について、ご説明いたします。 

 それでは、お手元の事業計画書ということで、書いております。それで、安愚楽共済牧場さ

んの白老進出っていう部分は、平成 17 年から土地を購入したいという、これは進出先が上田鉱

業さんの上田牧場というところの 57ｈａについて、取得したいという話が水面下でありまして、

それで私どもの方に正式にご挨拶というのは、平成 18 年になってから、その行為がありました。 

 それに基づいて、私ども上田鉱業さんとも十分打ち合わせをしながらですね、上田鉱業さん

の方も会社経営の部分で土地売却はやむを得ないのだというお話でしたので、それではという

ことで、法手続き等についてもですね、事前打ち合わせをしまして、それで昨年ようやく環境

問題等のですね、地元説明会等も終わりまして、そういう中で今回、昨年の暮れからですね、

法手続きに入ってきております。 

 それで、最終的に法手続きが終わるのは、今年の２月中旬ぐらいに法手続きが終わろうかと

思います。 

 それで、それに基づいて、隣接町内会長さん、町内会とのですね、公害防止協定を締結する
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予定でおります。 

 それでは、事業計画の概要で言いますと、安愚楽共済牧場さんは現在道内に５カ所の直営牧

場があります。それで、今回白老の場合を入れますと、今天塩が着工しておりますので、白老

が入れば道内７カ所での直営牧場と。 

それで、町内には安愚楽共済牧場さんの預託牧場というのが今、２カ所あったのが１カ所あ

ります。それは現在石山で牧場経営をやっているということでございます。 

 そういう中で、全体事業費につきましては、資料の２ページ目、３ページ目ですか。に、書

いております。４.事業費の内訳ということで、畜舎建設費一式で 28 億 4,400 万円。それで、

全体事業費でいきますと、30 億円の事業費と。 

 それで、従業員、雇用の部分としては、50～60 名を現地採用したいというお話でございます。 

 それで、昨今安愚楽共済牧場さんの増渕専務さんが来町しまして、それで、お話を聞きます

と、50～60 っていうのは正社員と。それで、その臨時だとか、パートの人については、150 名

程度いなければ、最終目標の１万、これ成牛換算でいきますと、１万 2,000 頭ぐらいの牧場経

営をするには 150 名程度の牧場作業員の方がいるということで、これらの人材の募集等につい

て、今後とも協力をしていただきたいという申し入れがありました。 

 それで、現在うちのワークステーション、それから職業安定所のハローワークと、それから

道新さんに求人募集をやっています。それで、現在もいろいろな方から問い合わせが来ていま

す。 

 それと、もう一つその臨時職員の部分なのですが、これについては 70 歳ぐらいの方でも十分

作業ができるというお話をこの前賜りましたので、それでもうちょっとその作業の中身につい

てですね、詳しいものを提供していただいて、ワークステーションにですね、それを設置しな

がらですね、シルバー人材の活用も含めてですね、今後対応していきたいなと思っております。 

 それで、頭数が頭数なので、一番危惧されるのが環境問題ということで、これにつきまして

家畜糞尿の処理、これにつきましては今農水省のバイオマス構想、これに基づきまして全体の、

今計画でいるのですが、全体の 80％については燃料化。それから 20％については耕蓄連携と。

それで、農業の方へ堆肥として出したいという計画でおります。 

 そういう中で今、20 年のバイオマス補助金交付金事業にですね、申請するための準備を進め

ております。そういう中で、危惧される家畜糞尿の処理等についてはクリアできるのかなと思

っております。 

 以上、かいつまんでご説明したのですが、今委員長の横のところに図面が付いております。

それでちょっと、その図面でご説明いたしたいと思います。 

 今、全体の面積で、ちょっとこの部分、隠れておりますが、ここの部分については隠れてい

る部分については、牧草畑、そのまま今の上田牧場さんが使っていた形態でおくということで

なっております。 

 それで、次はこちら側の今色の塗らさっている部分に牛舎等を建設するという運びになって
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います。 

 それで、ここの真ん中が飛生川。これ町の管理河川になります。これが流れておりまして、

それでここに今橋がかかっております。これを行き来しながらこの牧場全体を管理していくと

いう形になると思います。ここです。これが飛生道路はこれです。町道竹浦・飛生線がここで

す。そして、こちら側は敷生川になります。 

 そして、この茶色に塗っているところが家畜糞尿の堆肥化施設ということで、堆肥センター

という呼び方になっています。 

 それで、この牛舎と牛舎の間にこう塗らさっているのが、この牛舎から出てくる糞尿の一時

置き場ということで、堆肥舎と。これにつきましても、側壁と屋根をかけたものを設置すると。

それで、牛舎で排泄したものをここで１回受けるという、牛舎から出てきたものを１回受けて、

これをトラックで搬送しまして、こちらへ運んでいくという、一番最初の計画です。 

 これでいくと、どうしてもその最終的に、糞尿の処理が頭数が頭数なものですから、それが

５万ｔ、年間５万ｔぐらいの糞尿の量になると。それで、５万ｔの糞尿を処理するに当たって

は、耕蓄連携ということで、胆振管内だけではちょっと難しいと。それで、今水田の地帯では、

水田の床ですね。床に栄養を与えるということで、引き込み方法と言いまして、そういう中で

完熟堆肥を使いたいというお話が来ています。 

 ところが、それにしても空知の部分では、これ５万ｔぐらいでも足りないぐらいの量がそっ

ちへ行く形になります。 

 ただ、基本的にこれを運搬していくということであれば、町道を通ってそういう堆肥が運ば

れるという部分だとか、それから地域の連携として、ここにフォーレ白老さんがあります。今

灯油の価格が高騰していまして、それで半年間の暖房費が 2,000 万円だったのが 5,000 万円ぐ

らいかかるという中で、このフォーレ白老さんの燃料になる燃料化施設を作って、地域の連携

でやったらどうだというお話が、今双方から出まして、それで今回そのバイオマス、20 年度の

バイオマス事業で、それらも対応したいということで、今現在その中身について、一応手を挙

げるというところでフォーレさん、安愚楽さんの方から同意を得ています。それを今、作業し

ています。 

 それをやることによって十分、８割が燃料化、２割は耕蓄連携で畑作地帯へ堆肥として出せ

るのかなと思っています。 

 以上、この施設の概要について、ご説明いたしました。 

○委員長（玉井昭一君） ただいま説明がありましたけれども、これについて質問のある方、

どうぞ。 

 はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） はい、土屋です。まだ白老に来ているわけではないですけども、胆

振牧場がありますよね。私も何度か行ってみたことがあるのですけども、相当広い敷地の中に

ハウスが連棟で建っていましてね、ちょっとその胆振農舎のここは分からないのですけども、
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今課長がお話になったように、その糞尿の処理ですよね。胆振牧場の方ではどういうふうな形

でやられているのか。その辺は把握しておられますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） はい。今出ました胆振牧場、これにつきましては今 4,000 頭

規模の牧場でございます。 

 それで、そこにつきましては、花木栽培のガラスで、ビニール、強化プラスチックの園芸施

設が、それが経営破たんしまして、その後ですね、厚真町だとかの紹介を得て、そこに安愚楽

さんが肉牛経営を始めたと。 

 それで、敷地面積は 200ｈａあります。 

それで、そこから出る部分については、自社の装置に堆肥として入れているということで対

応しております。ただ、今回白老での燃料化が実際問題これが成功すれば、各牧場にも白老バ

ージョンで整備していくという考えでいるというお話でした。 

○委員長（玉井昭一君） 他ございませんか。 

 はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） ここの牧場についてはですね、やはり、においと、それから雨が降っ

たときの汚水が川に流れるのではないか、この二つの点が心配されるのですけども。 

そして、先ほどフォーレ白老さんで燃料化施設を作ってやりたいというお話ですけども、や

はり牛の糞をやっぱり燃料化するに当たって、やはり同じようににおいが出るのではないかな

と思うのですけど、その辺の公害防止協定というのですか。そういうようなものはどうなって

いるのでしょうか。 

 そして、においの部分というのはどの程度ですね、大丈夫なのかしらと。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） はい。今、その部分、堆肥化、それから燃料化ということで、

昨年暮れから今月にかけてですね、ちょっと安愚楽さんの糞尿というのはどういう糞尿なのだ

ということで、私どももはっきり言って地元の農家から出る肉牛の糞尿と、安愚楽さんからの

牧場で出る糞尿と、異質だと。 

 要するに、においを防ぐために、敷料っていう牛舎の、牛が入っているところに床に引く部

分です。この敷料を今２週間で１回ずつ、半分ずつ替えていくと。そういう対応をすることに

よって、悪臭の発生する前に除去すると。そういう取り組みをしていまして、それで私どもも

今日本製紙さんの方で燃料化をやっているのですが、そこでの実験したときは、地元の農家の

ものすごい糞尿の醗酵したものでやったのですが、そのときにはそこから塩素があると。残留

して残るということで、日本製紙さんの燃料の部分につきましては、炉が傷む可能性があると

いうことで、若干その部分は検討から、糞尿の処理からちょっと外しました。 

 そういう中でですね、今回町内会の隣接町内会の方々に２回に分けて、現地、今やっており

ますうちと同じ牛舎の形態を持っています音更と足寄の牧場を視察に行きました。それで、皆
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さん言うのは、私たちのイメージとは違うということです。 

 要するに、ホルスタインの糞尿というのは水分がものすごい、軟便っていう形で出てきます。

ところが肉牛の場合は水分が少ない。そして、安愚楽さんの場合はその敷料を２週間に１回ず

つ替えるということで、それでこの前胆振牧場に行きまして、採ってきた糞尿を乾燥をかけま

した。そして、燃料にしたらどうだと。 

 これが、こう半分ずつ変えていって、その隅に一番下に残っている、一番汚れた部分です。

それで、今出てくる、大きく出てくるのはこういう感じの部分です。要するに、稲わら・麦稈

という、これがほとんどです。 

 それで、私どもの方も、いやいやイメージ的に、糞尿のイメージが、安愚楽さんから出る糞

尿のイメージが違うということで、これならば燃料化できるなということで、今回農水省のバ

イオマスの交付金事業でやりたいという話になりました。 

 それで今、すでにこれにつきましては、今後で説明します、エポック・サービスが廃油を処

理したときに出てくる、残渣物として出てくる廃エタノールっていう、これが必ず出てきます。

これを処理するといったら産業廃棄物として処理しなければいけません。 

 ところが、それは高カロリーの物質です。それにこの堆肥として出てきた麦稈・稲わらを混

ぜることによって、これが燃料になると。 

 ただ、このままやりますと、がさばって容体だけ大きいです。容積だけが。それで、これを

さらに圧縮をかけて、固形化するという形で今、キューブ、３ｃｍないしは４ｃｍぐらいのサ

イコロ状に圧縮して、そうすることによってこれの面積が少なくなって、保管場所がとらない

ということで、そういう形で糞尿を処理しようということで、事業を今進めております。 

 それで、においについては、はっきり言ってこれが多いので…。 

○委員長（玉井昭一君） それちょっとまわして。 

○産業経済課長（和野敏夫君） はい。これちょっと、廃エタノールの分量が違うもので、中

身は同じです。 

 それが、その今の持っているのが麦稈です。麦の茎の部分です。それを敷料として、そこに

尿、水分を吸収すると。そういう処理の仕方をします。 

 それは麦稈です。稲わらはもうちょっと、麦。麦の茎の部分。 

それが一番下に、どうしても上だけ半分ずつ取り替えていくときに、最終的に牛房の下に溜

まる部分です。 

 だから、それが２割ぐらい計算しています。だから、その２割の部分を堆肥化に持っていく

と。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） ２週間に１回、この麦稈を取り替えますよね。それで結局、それ

が取り替えていくのだけども、上積みと言ったら変だけど、上っ面をこう取り除いていって、

結局最終的に下の方に残っているその、何と言うのかな、糞尿の水分の濃い方。濃い部分が最
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後に残ってくると。それを２カ月に１回ぐらい取り替えると。きれいにして、また入れ替える

という形。 

○産業経済課長（和野敏夫君） そうです。 

○副委員長（氏家裕治君） 分かりました。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） はい。今、色の濃いもの、これにつきましては、それについ

ては地元の堆肥化をやっているところの技術を持ってきて、醗酵菌を使いまして、早く醗酵完

熟堆肥を作るという作業も今、安愚楽共済牧場さんの胆振牧場で始めています。 

 そういう中でですね、地域内にある技術を統合して何とかしたいということで、今取り組み

研究をしております。以上です。 

○委員（西田祐子君） 雨水対策。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） はい。答弁漏れがあります。 

それで、雨水対策につきましては、ここの水色でこうなっているのが沈砂池です。 

そして、全部ここ、屋根がかかります。だから、雨水が落ちたら、この黄色く塗られている

部分、ここに雨水が落ちる形になる。それで、これについてはこの牛舎というか、牛舎ごとに、

ここに一つ、何と言うのですかね、マンホールの大きいものを設けて、１回ここで受ける形に

なります。 

 そして受けて、おそらく結構な数が、マンホールがここに付きます。そういう中で、この通

路に落ちたものについては、そこで１回受けると。さらに、それでも流れてきた場合について

は、この沈砂池で受けるということで、今対応を考えています。 

 それで、今沈砂池、どうしてもこの牛舎を建てるに当たって、今の牧草地の表土をちょっと

いじらないとだめだと。そういう工事期間中に雨が降った場合に、土砂が川に流出しないため

に、この沈砂池を先に設けて、それから工事をやるということです。 

 だから、その土砂が流れないための沈砂池を、今度牛舎が出たときには汚濁水が流れ込まな

いように、ここで１回受けるということです。 

 そして、受けたものについてはここの装置。こちらに散布するということで、それで基本的

にはこの河川には汚濁水は入らないということで考えております。 

 それで、これの末端につきましては敷生川と合流しまして、その合流点の節目に日本製紙さ

んの給水施設があります。それで、この計画については事前に日本製紙さんにもお話をしに行

っております。 

 そういう中で、万が一の部分。例えば汚濁水が発生した場合については、すぐ緊急連絡網で

それの電話連絡先も教えていただきました。そこへ連絡をくださいと。そういう中で、そうし

たら取水口、切り替えができるそうなのですね。敷生川から入れるのは工業用水と、それから

あそこで働いている方の、従業員の方の飲用水という二つに使っている。 
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 それで、それについてはそういう緊急連絡できた場合については、それを飲用水の方はカッ

トして、そして除去するという仕組みになっています。 

 それで、日本製紙さんからはそういう連絡については、はっきり言って手抜きのないように

連絡願いたいということで協議を終わっております。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） そうしましたら、例えば日本製紙さんの方では飲料水として使ってい

らっしゃるということなのですけれども、白老町というか、安愚楽さんの方でもなのですけれ

ども、下の方に例えばその水の検査みたいなものを定期的に行うとか、何かそういうお考えと

かはありますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） それにつきましては、漁組さんとの説明会等にもありますと

おり、それの水質、漁組さんの方で要望があって、そういう事例が見られれば、漁組さんの指

示に従って検査、それから、沈砂池にたまっている水の検査も、これも定期的にするというこ

とで協議を終えています。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。はい、他ございませんか。 

はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 行政サイドでですね、行政同士での連絡をされていたかどうかのこと

についてちょっとお尋ねをしたいのですけれども、と申しますのは、道内で今５カ所直営牧場

を持っていますよね。先ほど、地域住民の方を音更の牧場に見学に行ったというお話もござい

ましたけれども。 

 昨年辺り、いわゆる法令順守、コンプライアンスを度外視してですね、この業界ばかりでは

なくて、いろいろな業界の中で利益主義に走って、いろいろな問題が出てきましたですよね。 

 牧場に連れて行って対応するのは、当然この安愚楽さんだと思うのですけれども、行政同士

の間で連絡をすればですね、例えば今までこういう問題があった、こういう問題に関してはこ

う対処したとかですね、そういったような話も聞けると思うのですよ。 

 ５カ所もやっていれば、その企業のですね、姿勢というのが見えてくると思うのですよ。そ

ういったことの調査って申しますかね。それも、最初の段階にも僕は必要かなと思いますし、

その辺のところについてはいかがでございますか。何も問題ないですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） それについては、胆振牧場が厚真町と鵡川町の行政界にあり

ます。 

 本来は厚真町の行政界という、それでうちの生活環境の方から厚真町へ問い合わせをしてい

ます。その中でも、そういうトラブルはないというお話です。 

 それから後、音更の方については、これは音更町役場。要するに、音更の牧場が一番道内で

古くからある牧場ということで、音更町役場の方にも確認したところ、そういうトラブルはな
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いと。 

 ただ、以前にですね、平成 10 年ぐらいのときに、これ、ガセネタっていう表現がいいのか、

それが北海道新聞さんの方にページを埋めているという投書がありまして、それで道警と役場

が入って、全敷地の調査をやりましたけれども、そういうものが一切なかったということで、

後日北海道新聞さんの方で訂正、お詫びの記事を掲載したというお話は聞いております。以上

です。 

○委員長（玉井昭一君） 他。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。１、２点ちょっとお尋ねをしたいのですが、１点は燃料化

でバイオマスのね、国の金を使ってやるということなのですけど、その事業主体と言いましょ

うかね。ここの会社がやるのかね、直接やるのか。それとも違った機関がやるのか。 

 また、その仕組みシステムなんかはもう、確立されている、燃料化をするための形態がね、

確立されているかどうかという点がまず１点ね。 

 それと、公害防止協定の件につきましては聞いたのだけれども、この地図で言えば竹浦の人

たちなのですよね。それで、地図上で見ると、柏洋団地と緑泉郷の団地の方が近いのですよね、

これで見るとね。地図上で見ればだよ。地図上で見れば、竹浦の日の出だとかの団地よりも、

団地ではないな、町内会よりも、柏洋団地だとか、それから緑泉郷の奥の団地の方が、これか

ら言うと、距離的には近いのですよ。 

 それで、そういうところとのね、お話し合いっていうのかな。それだけ地域の人に聞いたら、

何かほとんどね、あまり質問も出ず、分かったよというふうになったというふうに、地域から

聞いているのです、僕は。 

 そうであれば、こういうところの人たちともね、きちっと合意をしておいた方が、技術的に

きちっと糞尿の関係の堆肥化、それから尿の関係の仕組みシステムがきちっとしているのであ

ればね、これはなるべく多くの町民の人たちの合意を得るっていうか、説明をきちっとしてお

いた方がいいのではないかなって、私は思うのだけれども、そういう関係で、ここで言えばこ

の地図で出ているここの部分。これ、緑泉郷の部分なのだけど。それと柏洋団地の部分だね。

そこの部分の方が近いように思うのだけど、そういうところの考え方はいかがですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） それで、今の悪臭の部分。北吉原本町８区の町内会さん、そ

れから竹浦で言えば竹浦中央。それから、若鷲町内会。それから飛生町内会。この方々の方か

ら、一番最初の事業計画の段階で、ちょっとにおいがという部分はありました。 

 それで、百聞は一見にしかずということで、それらの町内会の方々に現地、要するに、白老

牧場がどういう形で肉牛を飼うのだというのを見てもらいたいと。それで、そこでにおいを嗅

いでいただきたい。それから、堆肥の処理する場所を見ていただきたいという、そういう中で、

ちょっと強行軍でしたけれども、音更、足寄を見させていただきました。 



 10 

 その中で、本町８区の町内会長さんの方から、役員の方も行ったのですが、はっきり言って

自分たちがイメージしていたにおいっていうのは、本町８区の町内会長さんは古くからいる方

なのですが、その役員の方々は酪農ですね。ホルスタインの搾乳の地帯から来ている方々で、

その糞尿のにおいというのはものすごいにおいだと。それをイメージしていましたと。そうい

う中で、今回肉牛ってこんなに違うのっていうお話が出ました。 

 ただ、いろいろな形で、部分で、そのにおいの部分につきましては、これについては白老町

環境基本条例、これに基づきまして、その町内会、隣接する町内会と、それに行政が入って、

それに事業者が入って。これをやれば、例えば本町８区の町内会の部分、それから緑泉郷の部

分、これらの発生してきたときには、行政としてそこに係わり合いをもてるということで、と

りあえず飛生町内会さんと竹浦中央町内会さん、これらの方に入ってもらった４者での公害防

止協定ということで取り組みをしたいなと思っております。 

 燃料化の事業主体につきましては、これは安愚楽さん、それからフォーレ白老さんから出資

をしていただくと。そして、それを燃料化するための企業が入ります。この３者で一つの法人

を作ります。 

 そういう中で、安愚楽さんについては原料提供。それから、安愚楽さんの方も燃料化施設が

ほしいということで、そこからまた燃料の供給を受ける。フォーレさんについては、原料とな

る菌床のおがくずを固めた、これが今かなり、それらの処理に困っていると。これをまたさら

に、今の稲わらだとか、それを混ぜた中で固形燃料化に変えて、自分のところで燃料として使

うという形で、今のところこの処理するための地元の企業だとかを入れた、そういう専門業者

と、それからフォーレ白老さん、安愚楽さん、これらが加わった法人を立ち上げようと思って

います。 

 それをすることによって、国のバイオマスの補助金が５割、50％、２分の１もらえるという

仕組みです。 

 そういう中でですね、それらの仕組みについても一応安愚楽さん、それからフォーレ白老さ

んの方にご説明しています。ただ、その出資額がどれだけになるかというのは、今の堆肥化、

燃料化にかかる事業費が、どれだけになるかでまた出資見合いが違うので、一応今安愚楽さん

にご提示しているのは、その事業計画書の中にあります、堆肥舎、堆肥センター、それの整備

にかかる費用。このぐらいは出資していただきたいという申し入れで、先だって 28 日の日に安

愚楽さんの方へ申し入れしております。 

 そういう中で、安愚楽さんの方で、ぜひバイオマス事業に取り組みたいというご返事をいた

だいたので、今農水省の方にその話を持っていっております。 

 そういうことで、第三セクターというのですか。その原料が出てくる、産廃が出てくる人が、

企業が入って、それを技術的に加工できる、そういう企業が入るという形で一つの組織を作り

ます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 仕組みというか、形は分かりました。 

 問題はね、その技術的な部分を担う企業の問題と地元の問題だと。そこの問題だと僕は思う

のですよ。 

 それで、当然フォーレさんは石油を使っているわけ、油を使っているわけだから、その分が

化石燃料が減るわけですよね。そうすねとＣＯ２が相当減りますよね、そういう部分で言えば

ね。 

 ですから、その点で言えば、今までその燃料化している部分を燃やしていたっていうことは

ないだろうけれども、しかしそれでも化石燃料は減りますからね。そういう点で言えば、やっ

ぱり取り組みとしてはやっぱり、非常に現在にマッチした形になると思うのだ。 

 ただ、技術的にどれぐらいその、うちの一般ごみよりは相当、ある意味ではレベルが低く、

レベルが低いと言ったらおかしいけど、もうちょっと簡易なものでたぶん大丈夫だと思うので

す。自分で勝手に考えればね。 

 だから、問題はそこまでの仕組み、技術的なものが確立されているのかどうかね。そこの部

分。そして、例えばこういうものが本州を含めて、きちっと技術的に確立されたものなのかど

うか。 

 それが、一つの企業として興された場合、それはたぶん全道的にその肥料にならないものに

ついてはそういう形でこれから処理されるというふうになっていくと思うのですよ。 

 ですから、そういう意味で言えば、ある意味で化石燃料を減らすっていうことで言えば、先

進的な部分になる可能性がありますよね。使ってくれるところがあればの話だけどね。 

 だから、そういう点ではすごく、僕は考え方としてはいいのだけど、技術的な完成度ってい

うのはどの程度だっていうことは分かります。 

 あと、地元の業者が入れるのかどうかとか、雇用の問題だとかね。いろいろなことが出てく

ると思うのだけど、そういうところまでは話は行っていますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 今まさに、日本製紙さんで取り組んでいる、技術を持ってい

るクボタさん。まず、このクボタさんはゼロミッションの国の横断的仕組みの委員会にも入っ

ている企業なので、その企業からですね、いろいろなその加工だとか、それから燃やしたとき

に発生するＣＯ２の部分だとか、それらのデータをいただくという中で、今来週の月曜日には

はっきり言って現物っていうか、牧場の方へお伺いして、その技術者の目で、これはどのぐら

いになるだとかという精査をする予定でおります。 

 それらの数値だとか、考え方が出てきて初めて、そうしたら白老の場合のバイオマス事業は

こういう形でっていうのが決まってこようかなと思っています。 

 それで、今農水省にお話しているのは、20 年度で新規事業。それの概数はどのぐらいあるの

だという調査というか、それで最終的には３月の中旬ぐらいまでに、それらの数値をきちっと

まとめるという予定で事業、今調査をやっております。 
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 そういう中で、それらが出てきたときには、今大渕委員さんの言われたとおりのものが、あ

る程度具体的にご説明できるのかなと思っております。そういうことでご了承いただきたいと

思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。分かりました。 

 エポック・サービスも国の補助でやるわけですよね。これから説明があるのだけどもね。そ

ういうことで言えば、地球環境にやさしいっていう、今全世界的なＣＯ２削減問題がね、全世

界的な問題になっているわけで、そういう中での位置付けですから、それが他に波及すると非

常に大きな効果が出ると思うのです。 

 同時に、そこではたぶん雇用の問題。それから技術的な高みの問題。そういうことが出てく

ると思いますので、できればそういうことが分かれば、形ができたらね、この常任委員会にき

ちっと説明してもらって、やっぱりそれはたぶん白老町の、それが成功すればの話です。にお

いもなくて。それは、たぶん白老の売り物になるのだろうなと思いますので、そういう点だけ

きちっと議会の方にも報告していただきたいと思うのですけれども。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 今大渕委員さんの言われたとおり、私どももある程度の数値

が固まった時点で、もう一度産業厚生常任委員会さんの方には説明しようと思っています。 

 そういう中で今回、その概数、目だしという部分で、町長が上京して今日農水省へそれの概

要表を持って行っています。ここに事業費が入っています。ただ、この事業費については、は

っきり言ってばたばたっとはじき出した事業費になっています。 

 これらをすべて精査していく。それから、処理の方法を精査していくというのが３月の 10

日までに終わらせるということで、２月の４日にそういう技術に明るい企業の技術者を連れて、

音更の牧場、足寄の牧場へ行って来るというスケジュールになっています。 

 そういう中で、ある程度のものが出てきた時点で、また委員会の方にご説明したいなと思っ

ています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい。他ございませんか。 

 はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。一つはね、この牧場から入る税の問題。税収。町に入る税

収がどのぐらいになるのか。 

 それから一つはね、もう一つは糞はいいのだけど尿がね、１万 4,000ｔといったら半端なも

のではないと思うのだよ。小便よ。これは、１万 4,000ｔの１日の量といったらどのぐらいに

なるのかと。これが漁民のね、海にいずれ流れるわけだよ、水だから。この処理、きちっと漁

民と話し合いはできているの。 

 それからもう一つは、この麦わらは燃料化するのだけど、私たちも日本製紙の煙筒から出る

ね、大気汚染の灰がすごいのだよね、灰が。これだっておそらく、ものすごい灰だと思う。こ
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れから出る、固形化したにしても、灰はいずれ出るわけだから。 

 そうすると、白老の場合は西風が７割なのだよね。こっちに吹く風が。そうするとやっぱり

北吉原７区、平和区、北吉原地区全部に来るのだ。飛生の鶏の鶏糞のにおいも来るわけだから、

北吉原に。これ、やっぱり北吉原の人方はかぶるわけだよ。萩野も北吉原も。 

 この辺の処理、きちっとしてもらわないと困るよね。その辺、きちんと対策していますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 今の糞尿の尿の部分なのですが、今成牛で１日 20ｋｇという

糞尿、１頭から出るのは糞と尿と合わせて 20ｋｇと計算しております。 

 それで、これで計算していって、うちらの方も糞尿がべたべたの糞尿になるなと。出てきた

後ですね。それが今現実問題、酪農の堆肥舎整備では、酪農の場合は尿が多いということで、

堆肥舎の中に尿溜槽を設けています。 

 ところが、それがイコール肉牛の堆肥舎については、尿溜槽がないと。要するに、それだけ

尿が少ない。それから軟便でないという部分で、それで今、先ほど麦稈だとか、稲わらに吸着

できる、それだけの量ということで考えています。 

 それで、それが下の方に、牛房って牛を飼っている床に、やっぱりまるっきり溜まらないか

っていったら、それは。ただですね、一度僕、ぜひ委員会の方々を連れてですね、音更の牧場

なり、足寄の牧場を見ていただくと、本当に今までのうちの肉牛、農家の牛舎の中と全然違う

という印象です。 

 だから、そういう部分でいったら、置けば置くほどにおいが出る。それから、今の尿も溜ま

ってくると。それでべちゃべちゃになるというスタイルではないということだけ、これだけ松

田委員さんには分かっていただきたいなと思います。 

 そういう中で今回、こういう麦稈に吸着させて、それを燃料化ということで、さらにこれを

ぐっと縮めてやると。このまま燃やしたら、はっきり言ったら松田委員さんが言われたとおり、

煤煙というか、その灰が出たり、それから下に溜まる灰の量も多いです。それを少なくするた

めに、キューブ化という形で固形化していくという形で取り組んでいます。 

 それと、今これの燃焼実験で、においがどういうにおいが出るかだとか、それからその煤煙

の部分だとか。これらも実験炉で、今白老清掃さんで持っている実験炉があるので、その辺で

実験しながらですね、その辺を精査していきたいなと思っています。 

 それから、漁組さんの部分なのですが、漁組さんについてはさけます定置部会ですか。ここ

が敷生川の部分だとか、そういう部分を持っているということで、こことも事前説明会をして

おります。 

 そういう中で、ちょっとコンサルの方が間違えまして、今回この施設を作るに当たっては、

開発行為ということにはならないと。要するに農業用施設と。農振農用地内の農業施設という

ことになれば、その牛舎を建てるだとか、そういう部分については条件緩和措置があります。

それで、それの公害防止協定等の相手先というのが開発行為、都市計画、都計法に基づく開発
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行為についてはそれの水利権を有する方、それらの方々の同意だとか、公害防止協定を結びな

さいという項目があるのですが、今回の場合それがないと。 

 ただ、ないからいいということではなくて、漁業者の漁組さんの方にもそれを説明しており

ます。それで、今回も２月の中旬すぎに、ある程度糞尿の処理の方法等が、ちょっとがらっと

変わるものですから、そういう部分でいったら、それらの説明も日本製紙さんと漁組さんに説

明してきたいなと。 

 それと、公害防止協定、今４者でという町内会の方々にも、事業計画の内容が変更になった

場合には、説明いたしますということで昨年終わっていますので、それらの手続きもしていき

たいなと思っています。 

 税収につきましては、今の土地が畑です。それで、土地の評価額になっています。これが牛

舎になるということで、これ今度宅地に変更になります。そういう部分からいったら、かなり

な金額になろうかなと思っています。 

 ただ、その反面、固定資産税が増えれば交付税が減るという、国の仕組みになっていまして、

それで最終的には 25 は地元に残るということから計算していっても、畑で入ってくる土地の固

定資産税以上のものが入ってくるということで考えますと、建物が償却資産という部分で考え

ますと、4,000 万円ぐらいは税収として入ってくるのかなと。とらぬ狸の皮算用かも分かりま

せんけども、今 4,000 万円ぐらいと見ております。そういう中で、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） とらぬ狸の皮算用というのも、建てる棟数が決まってね、きちっと計

画を立ててやれば、何も狸の計算をしなくたってはっきりするのでは。 

 あと、大事なのは漁業者とね、きちっとやっぱりしなかったら、最後にやっぱり白老の漁業

者は河口から出たね、あそこから言うとホッキ貝があの辺の漁場ですからね。日本製紙のとき

だって、チップのね、問題で随分大変なことだった。今１万 4,000 頭といったら白老の人口に

もう少しで追いついてしまうのだよね。だって、30 年後１万 5,000 人になるというのだから、

牛が１万 5,000 頭だから、そのぐらいの量だって出るわけだからね。そんな簡単な、笑ってい

る場合ではないと思うよ、だいぶきちっとやらなかったら。すごい量だと思う。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） その辺については、松田委員さんのご意見も踏まえて、きち

っと対応していきたいなと思います。 

○委員（山本浩平君） はい、土屋委員。 

○委員（土屋かづよ君） 非常に単純な質問になるかもしれませんけれども、これだけ大きな

企業が来るということに関して、今白老にある既存のね、生産農家に対する影響というものは

出ないのかどうか。 

 それと、農地の品目横断的なものっていうかね、将来的にそうならざるを得なくなっていく
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ような事態には至らないのかなということと、もう一つは安愚楽さんから議会に対して、議会

に対しての説明がなされるのかなということをちょっとお聞きしたいのですけど。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） それでは、今品目横断的な部分。これについては、今国が進

めている品目横断については大豆等の畑作の部分です。それについては、はっきり言ってそち

らには影響ないのかなと思っています。 

○委員（土屋かづよ君） 小さいところが吸収されるとかっていう。小さな農家が吸収される

部分ってありますよね。大きなところへ。耕作面積が少ないということで。 

○産業経済課長（和野敏夫君） それはちょっと、安愚楽さんとは別角度で畑作・水田。それ

で、それに置き換えて、小さな規模の肉牛系がそちらにっていう部分は、はっきり言って、同

じ肉牛系の部分になっています。 

 ただ、はっきり言って、安愚楽さんだけが肉牛ではなくて、今安愚楽さんが全頭数 25 万頭の

規模。これでもまだ肉の需要が足りないという部分です。 

 それで、その足りない部分を今農家が補っているのですが、ただ、はっきり言って今の頭数

は、北海道内で飼われている牛の頭数と、安愚楽さんが飼養している頭数と同じです。全国で

飼われている頭数とですね。 

 だから、そういう部分でいったら、農家には別の部分、農家同士での基牛の売りだとか買い

だとか、それから肥育農家に基牛が供給していくという形でいっているので、これ丸っきり影

響がないのかと言ったら、将来に向かってありませんとは言いかねますけども、ただ、今の現

実の部分でいったら、そんなに影響はないだろうと。要するに、安愚楽さんの場合、一環経営

っていう形になっています。要するに、繁殖から、子牛生産から、肉にして売るという、これ

を全国の牧場で一つにして、一環経営という形になっているので、ただそういう部分でいった

ら、今のうちの町内の繁殖経営は、農家間、要するに肥育農家、繁殖農家の連携でやっている

という形に、今後ともそれを、仕組みは崩れないのかなと思っています。 

 それから、議会の説明なのですが、これについては１回産業厚生常任委員会と思っていまし

たのですが、ちょっと今のバイオマス事業だとか、ある程度の形が決まった中で、こういう形

ですよという部分では、そういう機会、安愚楽共済牧場さんと打ち合わせをしながらですね、

そういう機会を設けられれば設けたいなと思っています。 

 ただ、視察等についてはいつでも来てくださいというお話は賜っております。 

 それで、今町内会の方にも事前説明会の部分では、ある程度の形ができた中で、白老の牧場

の中の視察、それらについてもいいですよという形でなっています。 

 だから、いずれか形がある程度出てきた中では、議会の方々の牧場視察するのは可能かなと

思っています。 

○委員長（玉井昭一君） はい。他、ございませんか。 

 はい、大渕委員。 
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○委員（大渕紀夫君） 一つだけ。大渕です。糞の堆肥化の関係なのだけどね、それ今の翔和

農材さんがやるということになっているのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 翔和農材さんがやるという形にはなっていません。翔和農材

さんが持っている技術。これを受けて、案愚楽さん自体が堆肥化をやるということです。 

 要するに、翔和農材さんの持っている醗酵菌。乾気性、高気性の性質を持った醗酵菌。これ

が、ものすごい醗酵速度が速いということで、それの醗酵菌を安愚楽さんが買うと。それで、

安愚楽牧場の中で、それを堆肥化するという形で、その技術も右から左へすぐいくものではな

いので、今種菌って呼ばれるものを、翔和農材さんから安愚楽さんへいただきまして、それで

胆振牧場でそれを実験をやろうということで取り組んでいます。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） 大渕です。ということは、技術指導を翔和農材がやって、安愚楽が直

接その堆肥化する施設と、それから外に出して売っていくっていうのも、全部安愚楽が独自で

やると、こういうことでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） そのとおりです。それで、安愚楽さんの部分も、耕蓄連携っ

ていう部分。要するに、安愚楽さんも農業生産法人、これ栃木県の那須で同じ農業者という形

でやっているので、それで耕蓄連携をやっぱり外すわけにはいかないと。やはり、耕種農家の

有機堆肥という部分でいったら、そちらに供給する使命も、自分たちも持っているということ

で今、２割の部分、これについて耕種農家へ提供していきたいと。 

 それで、それについてははっきり言って１円、何もとらなかったら産廃になってしまうもの

ですから、それについては１円ぐらいの、トン１円でも、ただに近い形でトラックを持ってき

ていただいたらそこへ積み込んであげますという形で今考えています。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい。他、ありませんか。 

 はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） すみません。この安愚楽さんのですね、本社とか、何というのですか、

資本金だとかもそういうのが特に書いていないような気がした、本社はありますか。会社名。

何か、立地企業の概要というのですか、こういうようなものが特にないような気がしたもので

すから。もし、できればあとで結構ですから、いただければと思いまして。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） はい。会社概要のパンフレットがあります。大変申し訳あり

ません。それは後で、皆さんにコピーをおあげしたいなと思います。 

 それで、資本金につきましては 3,000 万円です。全部で。有限会社です。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい。他、ございませんか。 

 はい、松田委員。 
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○委員（松田謙吾君） 委員長ね、これちょっと今日のと違うのですが、いいですかね。ちょ

うど課長が来ているので。 

 昨日、一昨日の新聞ですか、白老の和牛市場がね、移転する話が出ていましたよね。私は大

変残念に思うのですが、あの新聞を見ると、ほぼ移転が決まっている、こういうことが書いて

いたのですが、あれ、町としてですね、どう考えていたのか。 

 それから、あれだけは立派なね、市場を作って、やすやすとね、指をくわえて見ていたのか。

このことが私、残念でならないのですが。 

 こういう話っていうのは、一度も議会や何かでね、取り上げていなかったのか。 

 それから、農協に対してホクレンかな。あそこに対してですね、やはり白老にもう少し拡張

してくださいとか、残ってくださいとかっていうですね、陳情とか、なぜしなかったのかって、

大変残念に思うのですが。ちょうど課長がいるからですね、その辺の考えをお聞きしたいので

すが。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） はい。今お手元へお配りしたのが、まさに松田委員さんの言

われている新聞記事の部分です。23 日の道新の朝刊をはじめ、室民さん、苫民さんの記事にな

っています。 

 そして、一番新しいので先日、昨日ですね。昨日出た道新さんの記事ということで、これら

については、ちょっと私たちの方で抑えている部分からお話申し上げますと、去年、一昨年の

12 月に全道ホルスタイン農業協同組合の全道懇談会というのがありました。札幌で。 

 そこで、胆振地区の理事さんの方から、全国ホルスタイン共進会を北海道に誘致しようと。

それも、安平に誘致しようというお話が出まして、それでそのときの部分として、経費をかけ

ないで全共をやりたいというホル協、ホルスタイン農業協同組合さんをホル協と言っているの

ですが、ホル協さんの方でそれだったら白老にある家畜市場をこちらへ持ってきて、ホクレン

さんと共有化で、それが施設が整備できればいいのではないかというお話が、ホル協さんの方

でありました。 

 それが、翌年の４月に、これホルスタイン通信という新聞があります。それにその記事が出

ました。それを私どもも把握しまして、それでそれらについてホクレンさんの方に確認をとり

ました。その結果、ホクレンさんについては 19 年から 21 年までの３カ年計画に、市場の統廃

合、そういう整備計画が事業としてあがっていませんと。ただ、それこそ３年前に今の社台の

南北海道家畜市場が整備されております。３億円をかけて、中に購買者の休憩所、それからコ

ンピューター化の、そういう施設を整備しております。 

 そういう中で、今ホクレンさんとして答申する状況にはないと。それで、昨年の４月のそう

いう回答を得ました。 

 それと、またもう一方道の担当課の方へ確認をしております。そういう中では、ホルスタイ

ン通信にはあるけども、まだ道としてはそういう情報は得ていないということでしたので、私
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どもの方も、ああそうなのだということで、良かったねという中で生産者とはお話が終わって

いました。 

 ところが、つい最近の部分で、情報として入ってきた部分でいきますと、まだこの情報が未

確認なので、それらを確認した後ですね、またこの産業厚生常任委員会さんの方にご説明して、

それからまた地元の生産者ともですね、タイアップしながらですね、最終決定が６月というお

話なので、その間いろいろな地元の議員さんの方々も含めてですね、それらの対応について、

ご説明等をしていきたいなと思っています。 

 それで、今その情報収集中なので、もうちょっとお待ちいただきたいなと思っています。 

 ただ、はっきり言いますと、ホル協さんとホクレンさんというのは、ホル協さんというのは

家畜商の方々の集まりの組合です。ホクレンさんは生産者、農畜産物を集めて、それを流通経

路にのせていくという、そういう取り組みなので、これは相反する農協さんということで、ず

っと今までホクレンさんもホル協さんも、一緒に事業をやったことがないという、ずっとの取

り組みです。 

 ただ、今回そういう部分でいったら、共有化という部分の記事があります。だから、それが

どういういきさつでそうなったのかというのも、現在情報収集をしております。道へお伺いし

たり、ホクレンさんの苫小牧支所等にですね、お伺いして、その情報を収集しているので、そ

れらが集まり次第、また産業厚生常任委員会の方へご説明したいなと思っています。 

 そういうことでご了承願いたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） はい、松田です。いや、ちょうど言ったらこのタイミングでこれが出

ていたから今、説明する気だったのかい。 

○産業経済課長（和野敏夫君） はい。 

○委員（松田謙吾君） この新聞にも出ているけどね、昨年の 12 月 25 日に飴谷町長に報告が

来ているのですね。それからもう１カ月経っている。この大事なことをね、もう少し町をあげ

て北海道一の和牛の町と言っている。それから今、安愚楽さんも来ると、人口と同じ数の牛が

いるこの町からね、こういう町が今目の前にしてですね、この取り組み方が本当に甘いなと私

は思って、新聞を見てね。何も話を聞いたことがありませんから。町民の方々も驚いています

よ。 

 それでこの市場のね、経済効果っていうのは相当なものだと私は聞いております。例えば旅

館に泊まったりね。そういうものが。 

 それで、こういう、今白老の町がこういう状況なのにね、全くのん気だなと驚いていたので

すがね、これが新聞に出たときに。もう少しやっぱり、議会をあげて、町をあげて、役場をあ

げてね、やっぱり逆転できるものならね、国会議員も含めて、道議会議員も含めてね、やるべ

きですよ、これ。大変な問題ですよ、これ。大きな。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 
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○産業経済課長（和野敏夫君） はい。今、松田委員さんが言われたとおり、私どもの方もそ

の地元に与える、その旅館、飲食店、それらの経済に与える影響、これもかなりあると。それ

から、ましてやここから安平になった場合に、ここの年間 870 頭の出荷をしている白老町とし

て、白老町の生産者が今度向こうへ持っていかないとだめだと。今ガソリン、それが高騰して

いる中で、向こうへ運ぶ経費の増大、コスト高。それと、もう一つは新聞記事にもありました

とおり、高齢の農家の方々が、地元だったら運べる、だけど向こうへ行ったら運べない。そう

いう部分があります。 

 それで、私どもの方で今考えている部分としては、まず本当に確定されて、何もできないの

か。それとも白老の生産者に何か優位になる形で今後の対策を組めないのか。それらをちょっ

と、調査している段階です。 

 そういう中で、ちょっと今ここでは申し上げられませんけども、それらが固まり次第、また

産業厚生常任委員会並びに議会の方へ報告しながらですね、対応等を考えていきたいなと思っ

ています。 

 そういうことで、何分ご了承願いたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 今の松田委員さんからお話がございましたけど、私もこの件について

は非常に懸念をしておりまして、いろいろとその生産者の方にもお話を聞いていたのですね。

生産者の若い方、２名ぐらいの方とお話したのですけども。 

 意外とですね、生産者、いわゆる農家の人たちが真剣になっていないのですよ、これが。そ

ういうお話を聞いているのですね。それで、オーストラリアだとかアメリカの肉が解禁になろ

うとしたときはものすごい鉢巻きして、ストライキもしてですね、農家の方たちが一生懸命こ

う、苫小牧に行って行進されたり、いろいろやっていたと思うのですけども、今回これ、あま

り農家の人たちが真剣に、白老から撤退することに対して、さほど気にされていない様子を、

ちょっと私は聞きかじったものですから、この点ですね、やはりその業界の方々が腰を上げて、

そしてもうみんなで、町民が一体となって何とか阻止したいのだという動きにしていかないと、

周りはその気になっても実際生産者の方々は傍観しているようではね、これはどうにもならな

いと思うのですよ。 

 その辺のところをですね、課としてきちっと把握をしてですね、やっていただきたいなとい

うふうに考えていますけど、いかがでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） はい。まさに、生産者が何も動きをしていないのかと言えば

そうではなくて、今はっきり言って、うちの生産者は苫小牧広域農業協同組合の組合員という

組織の中に入っています。そういう中でいきますと、広域農協さんに説明があったという情報

が昨日入ってきまして、それが広域農協さんへのホクレンさんからの説明という第一報です。

それまでは一切ないという中で、それで、ただ昨年末に新聞記事にも書いていますとおり、胆
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振和牛振興協議会という生産者の団体があります。そこの正副会長の会議の中で、ホクレンさ

んから提示があったというのが、まず一番最初に生産者の方へ伝わった情報なのかなと思って

います。 

 そのときも、苫小牧ＪＡ広域さんにはそういう情報が入っていないという中で、この胆振管

内市町村長さんについても、それらの情報が一切ないと。ましてや、安平の町長さんにもそう

いうお話がないという中で、今日を迎えています。 

 それで、どういう形でそのホクレンさんだとか、これの計画について、やはりふんどしを締

めてかかっていかなければいけないのかなと思っています。そういう部分で今、ちょっと道か

らの情報だとか、それから議員さんを通じての情報だとか、今それを待っています。 

 そういう中で、また議会等に説明をしていきたいなと思っています。そして、協力をしてい

だきたいなと思っています。よろしくお願いします。 

○委員長（玉井昭一君） はい、いいですか。 

はい、西田委員。 

○委員（西田祐子君） 今回の白老町の議会だよりで、和牛の初競りということで、広報小委

員会の方で取り上げさせていただいています。これを取り上げさせていただいたのは、やはり

先ほど説明がありました、安愚楽牧場さんの件はもちろんなのですけども、白老牛、また、こ

れを白老のブランドにしていくべきだっていう、議員の意見とかがありまして、やはりこれは

一番最初に和牛の初競り、正月に行われたものをぜひ今年度はこれを巻頭に持っていきたいと

いうことで、議会としてはですね、非常に期待もしていた矢先での、この今回の問題だったも

のですから、むしろ何と言うのですか、もっと早くに議会の方にそういう情報をほしかったし、

私は議会としては、他の議員さんも皆さん同じだと思うのですけども、これに対して非常にシ

ョックを受けているのではないかな、反対に協力してほしいのではなくて、なぜなのだという

気持ちの方が、私からはじめ強くあります。 

 ですから、もっと産業経済課、役場をあげてですね、議会ももちろんそうですし、ぜひ一丸

となってですね、この問題に対して私は取り組んでいただきたいし、もちろん議会はそのつも

りだからこういう広報に載せているわけですから、ぜひその辺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、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） いろいろな情報が飛び交う中で、今日を迎えています。 

 私どもも白老議会だよりで初競りが載るって言う、あまり記憶がなかったのですが、今回そ

れを見て、ああと思いながら町広報誌でもないのにって思っています。ただ、それだけ白老牛

っていう部分について、地域の産業の一つという部分で、行政をあげて、議会をあげて、それ

の支援をしてきたわけです。 

 だから、それらについての私どもの行政としての思いも、はっきり言って持っています。 

 ただ、それが情報だとか、国・道の動き、最終的には家畜市場の再編ということになれば、
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国の補助金が導入されることもやぶさかでないという状況になっています。 

 そういう中で、どの辺まで熟度がいっているのかという十分な調査、情報の収集をした中で

対応していきたいと思っています。その節には皆さんの協力等をお願いしたいなと思っていま

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） この件についてはね、みんな同じ考えだと思うのですけど、ただその、

今同じ意見がありましたけれども、昨年の 25 日に町長にきちっと説明しているのですよね。き

ちっとかどうか分からないけれども。当然、今策があって動けないのか、その情報っていうの

は、25 日から１カ月経って、例えは６月に決まるとしたら、動くのならもう遅いですよ。はっ

きり言えばね。私に言わせれば。 

 ただ、策があって情報を待っているっていうのなら別なのですよ。それで、言えないことも

あるでしょう、政治的な絡みもあるからね。僕はそんなこと何も、聞こうとは思わない。 

 ただ、策があって待っているのならいいのだけど、そうでなくて、１カ月間、何と言うのか

な、情報を待っていたっていうことは、このまま例えば安平に行ったらね、何もしなかったっ

ていうことになるわけです。はっきり言えば。そうだよね。 

 そこの情報アンテナっていうのはね、我々よりもよっぽど早くね、町長のところへ来ている

わけだから、25 日に。当然 25 日からもう動いているはずなのだよ。それなのに、現段階でま

だ情報収集が簡潔していないというのはね、それなりの政治的な意図、配慮、その他のものが

あるっていうふうなこと以外で、考えられないのだよ。僕の頭ではね。 

 そこら辺はね、運動ではなくて、そういうような解決の仕方というふうな、今たまたまマス

コミがいないから言っているのだけど、いないからね。言っているのだけど、いないでしょう。

だから、僕はやっぱりそこら辺がね、はっきりしないとね、早い話が我々の認識で言えば何も

していなかったっていう認識になるっていうことなのですよ。はっきりしているの、これ。 

 そこら辺がね、よく分からないところなのだよ。だから、情報収集って、今そういう政治的

なことを十分配慮したうえでの、今動けていないし、外には言えないよというような理解でい

いのですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） まさに、今言われた部分です。今のホクレンさんの部分、事

業の取り組みっていうのが生産者抜きという事業の取り組みが、この頃ホクレンさんの取り組

みの中で横暴さが目立ってきています。そういう中で、今回の部分についてはそれらをホクレ

ンさんが是正してもらいたいと。生産者の部分から言ったり、行政の部分にしても、今まで社

台の家畜市場がここにあって、それらについても行政として、あそこの町道の整備だとか、そ

れらをやってきた経緯があります。 

 そういうものの土台が、何もカウントされないという仕組み自体がおかしいということで、

新聞記事も書いていますとおり、25 日に来たときについては、はっきり言ってもうあなた方の
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これ以上の話は聞きたくない。それから承服できない。ましてや生産者、行政は関係ないって

いう言葉まで出ています。 

 そういう中で、はっきり言って、政治絡みの行動も辞さないという中であります。 

 それで、ただ懸念されるのは、これが苫小牧広域農協さんが、はっきり言って情報が何もな

い。なぜかと言ったら、苫小牧広域農協さんにすれば、白老から穂別までのエリアが苫小牧広

域農協さんのエリアです。そういう中では、向こうに近くなった部分では、生産者のリスクが

少なくなる生産者もいる。それから、白老から見た場合には増えると。そういうしがらみがあ

るのではないかなと思いまして、それで、私ども今地元の白老和牛生産改良組合、やっぱりこ

こが動かなければいけないのかなということで、１月の上旬に懇談会をやっております。それ

は、ブン屋さんには出していません。 

 そういう中で、理事者ともその結果を持って、懇談しています。そういう中で、もうちょっ

と、そうしたらパンチ力のあるホクレンさんに投げかけができる素材ってないのかということ

で、今道議の先生をはじめ国会議員の先生はじめ、それと今日農水省へ行ったついでに町長が

中央の政界ともコンタクトをとることになっています。 

 それらが帰ってきてから、それらの状況、中央省庁の状況、これ補助金が絡むというので、

そうなれば中央にもうすでに話が行っている話なのかなと。 

 それと、今ブン屋さんがいないのですが、情報が入ってきたのは、道は一切関与していませ

んという報告を受けていました。ところが、道が一枚絡んでいるという情報も入ってきていま

す。だから、それらが本当にそうなのかというのも、ちょっとつい昨日そういう情報が入って

きているので、それを確認したいと。そういう中で、道が絡んでいれば、はっきり言って道が

ホクレンに対する補助、間接補助ということで、道が１回国から受けて、ホクレンさんに補助

金を流すという仕組みなので、だからそういうやり方が、道が補助事業を認めたのかという、

その市町村に対する部分、生産者に対する部分、それらが欠落しているものを道が支援するの

っていう、そういうような投げかけ等もですね、今の考えの中にあります。 

 そういうものがちょっと、町長が戻ってきたり、中央省庁の状況を確認したりして、その中

でまた議員さんの方にご説明等をしたいなと思っています。そういうことで、もうちょっとだ

け時間をいただきたいと思っています。 

○委員長（玉井昭一君） 12 時になりましたけども、休憩もしないで申し訳ありませんでした。  

他、なければ昼食の休憩に入りたいと思いますけど、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。それでは休憩に入ります。 

             休憩 午後 ０時００分 

 

             再開 午後 １時００分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩前に引き続きまして、委員会を再開したいと思います。 
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 次に、株式会社 田野井製作所について、産業経済課の方から説明をお願いしたいと思いま

す。 

 和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） それでは、株式会社 田野井製作所についてでございます。 

 お手元の方に、立地企業の概要という資料がありますかと思います。それで、ここの会社に

つきましては、そこに書いているとおり、事業内容についてはタップ、タップというのはめね

じ切り工具、ダイス、おねじ切り工具、そういう軽金属の加工をしているという部分でござい

ます。 

 それで、今回石山工業団地のノーステック、進出企業の、そこの南側、海側の方の敷地 6,800

㎡、正確には 6,786.90 ㎡の土地を取得して、ここに５年後に会社を建てるということで、先行

取得ということで、今地元から従業員の募集をしまして、その方を今ある東京の方で研修を積

んだうえ、５年後にこちらに配属して、工場を運営するという形になっております。 

 それで、6,787 ㎡を総額で 3,393 万 4,000 円、これ千円未満切捨てしております。それで、

これについては５カ年で、要するに工場を建てるときで、５カ年分割ということで、すでに平

成 19 年度分の 700 万円については、納入済みとなっております。 

 一応、田野井製作所さんについては、以上のとおり５年後に石山工業団地内に工場を建設す

ると、そういう中で、高卒各学校卒業者のところに全道、札幌含めて地元の高校、大学へ採用

の説明に、今月うちの担当職員と一緒になり、説明を終わらせております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい。ただいま説明がありましたが、この件について質疑がありま

したら、どうぞ。 

 はい、副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。ちょっと、25 年、５年後の開業予定ということで、予

想されるですね、これから５年間は東京の方で研修を積んだ方々が、技術者としてこちらの方

に帰ってこられて、そういった営業に携わる、開業に携わるっていう形になるのでしょうけど

も、全体の例えば従業員数、パート、臨時含めてですね、どれぐらいの規模を今計画されてい

るのかということは、把握されているのかどうか。その辺についてちょっとお伺いしたいなと

思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西主幹。 

○産業経済課主幹（西 幹雄君） 今、24 年の３月から建設に入る予定なのですけども、それ

までに正社員で 70 名を雇用する予定で、毎年 10 名ないし 15 名ずつ採用する予定で、平成 19

年度につきましては今９名採用が決定してございます。それ以降は毎年 10 名ないし 15 名の正

社員を採用して、埼玉、宮城の工場で研修を積ませていただいて、平成 24 年に工場を建てると

きに、その研修した社員はこちらの方に全部、白老の方に戻ってこられて、そしてその方々が

中心になって運営していくということで、中心になる方は今採用している方々が中心になって、

あとは本社の方からは幹部職員２、３名が来て、工場を運営していくという予定になってござ
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います。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 他、ございませんか。特にありませんか。 

 なければ先に進ん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。それでは引き続き、株式会社 エポック・サービスについて

の説明をお願いいたします。 

はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） それでは、お手元にあります立地企業の概要、株式会社 エ

ポック・サービスの概要について、ご説明いたします。 

 資本金はそこに書いているとおり、7,000 万円。それから、事業の内容は産業廃棄物収集・

運搬業、バイオ燃料の精製。それから医療用廃棄物用収集容器、病院向け備品の販売、ビルメ

ンテナンス事業、労働者派遣事業ということでなっております。 

 それで、白老町につきましては、平成 19 年９月 26 日に契約、用地買収の契約が済んで、場

所としましてはわらべや北海道さん、石山大通りの南側のわらべや北海道さんの南側、ＪＲと

そこの間の用地 8,100 ㎡のうち 4,000 ㎡を取得しております。取得額は 2,000 万円です。 

 そういう中で、終わっておりまして、それで昨年暮れに工場の着工式が行われております。

そういう中で、徐々に工場の形が見えてくるのかなと思います。 

 それで、先ほども安愚楽牧場さんの事業概要のところにも説明しましたが、エポック・サー

ビスさんから出る廃グリセリンを活用しながらですね、地域のそういう環境産業に貢献してい

ただける企業と、私どもも思っております。 

 それで、ここでは第１期計画、そこには製造規模という欄がありますけども、第１期計画が

平成 20 年４月操業ということで、計画されております。第２期が平成 21 年操業開始というこ

とでございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） はい。いま説明が終わりましたけど、これについて質問がございま

したら、どうぞ。 

 はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） はい、松田です。これ、家庭用の廃油の回収なんかね、例えば白老町

内の。各家庭の廃油はどんな集め方をするのですか。収集の仕方。 

○委員長（玉井昭一君） はい、西主幹。 

○産業経済課主幹（西 幹雄君） 今建設しておりまして、今年の３月３日に完成する予定に

なってございます。その後試運転をして、今年の４月から操業をしていくわけなのですけども、

今は第１期工事ということで、１期工事につきましては、札幌から函館までですね、主にスー

パーだとか、それからコンビニさんを中心にですね、業者からまず集めてですね、年間 2,500

キロリットルをですね、集めて、そしてそれをバイオディーゼル燃料に変えて、操業していく

と。 
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 それで、今議員が言われた家庭用につきましてはですね、今その第一段階がスムーズに移行

した後ですね、第２期工事に合わせてですね、家庭用もしくは学校等々ですね、通じましてで

すね、白老町内もしくは胆振管内のですね、学校等々とも連携しながらですね、それを回収す

る、今どういう方向がいいのかも含めてですね、１期が動き出したすぐ、そこら辺を検討しな

がらですね、地元町内会等々も協力していただきながら回収ですので、事業者と家庭用につい

ては２期から採用する予定になってございます。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。他ございませんか。 

 はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 発生するグリセリンのですね、これ下の方に牛糞などと混合すること

により、良質な肥料となると。あとは、助燃材として有効にリサイクルできるものということ

でございますけれども 20 年の４月操業と。この行き先というのかな、どういうところとタイア

ップして具体的にどうするっていうのが、今の段階でおそらく計画はしていると思うのですけ

ども、その点について、分かればお尋ねしたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、和野課長。 

○産業経済課長（和野敏夫君） 今の廃グリセリンにつきましては、先ほど説明した案愚楽さ

んの部分、要するにこれを、廃グリセリンというのは、カロリーが高い部分と、それからもう

一つは醗酵を促すものということで、その家畜の糞尿に混ぜて入れることによって、それが醗

酵を促す作用があるということで、今回の安愚楽さんの部分、この二つですね。先ほど申しま

した地域の翔和農材さんが持っている醗酵菌、それからここの廃グリセリン、これを混ぜるこ

とによって、その悪臭の出る期間を短くできると。醗酵過程で出るにおいですね。それを短く

できるということで、それらにも廃グリセリンを活用していこうということで、ここに記載し

ております。 

 それと、また燃料化ということで、カロリーの高い固形燃料化にも使っていくということで

考えております。 

○委員長（玉井昭一君） 他、ございませんか。ないようでしたら、これで説明を終えてよろ

しいでしょうか。よろしいですか。 

 〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） それでは、産業経済課の皆さん、ご苦労様でした。ありがとうござ

いました。 

 暫時休憩いたします。 

             休憩 午後 １時１５分 

 

             再開 午後 １時３０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。 

 臨海部土地の売却について、水産港湾課からの説明をお願いいたします。 
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 はい、堀江課長。 

○水産港湾課長(堀江 寛君) はい。お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうご

ざいます。 

 それでは、臨海部の土地の売却について、ご説明いたします。先だっての議会でもお話し申

し上げましたが、改めてという形でご説明いたします。１ページ目をお開きいただきたいと思

います。 

 売却先が栗林不動産株式会社ということで、議会でお話したとおりでございます。ご承知の

とおり、室蘭市に本社を構えまして、運送業他商事事業など、幅広く手を挙げておる会社の栗

林商会の関連企業でございます。 

 売却面積につきましては、15,086.96 ㎡。売却価格につきましても、１億5,086 万 9,600 円。

これ㎡当たり１万円の単価でございます。 

これ、昨年売却いたしましたエスワイプロモーションの単価 9,700 円よりも若干ですけども、

高い値段で買っていただきました。 

 それで、予定地につきましては議会でもお話しましたけど、この一番最後の方にですね、航

空写真を付けております。赤くこう、縁取りしている上屋の後ろの方、この部分全地約１万

5,000 ㎡というふうになります。 

 契約につきましては、もう２月の上旬ということで来週、もしくは再来週契約する予定で、

年度内の歳入ということになります。 

 次のページをお開きいただきまして、これ、先ほども申し上げましたが、栗林商会というこ

とで、明治 25 年に創業と、老舗ということで、資本金が 15 億円。従業員数がだいたい 270 人

ぐらい。そして、年商が 360 億円ということで、運送事業、商事事業をいたしております。 

 栗林商会さんについては、陸・海・空すべてにおける物流を手がける運輸部門と、多彩な商

品を販売する商事部門の２本柱が主な業務となっております。 

 明治 25 年に室蘭で酒店を構えたのが始まりで、創業以来 104 年を経て、関連グループ 25 社

を抱える企業に成長を続けております。この関連グループ 25 社のうちの１社が、今回土地を買

っていただきます栗林不動産でございます。栗林グループ関連企業の不動産を管理している会

社でございます。 

 この買った後の土地ですけども、議会のときも申し上げましたが、第３商港区の完成後にで

すね、物流センター構想に基づいて事務所ですとか物流倉庫などを建設したいということでご

ざいます。 

 あと、図面は先ほど申し上げたとおりの、一番最後の方にこの航空写真で売却予定箇所。そ

してその一つ手前に黄色く塗ったところと、赤く塗ったのがございますが、黄色い部分につき

ましては昨年売却いたしましたキューピー関連グループのエスワイプロモーションという会社

に売ったところで、先ほどお配りした写真のとおりで、もうだいたい施設的にはできてきてお

ります。まだ最後、ボイラー等ですね、まだ工事が残っておりますけども、何とか３月中には
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第一船が入れるのではないかということで今、進めております。 

 以上、雑駁でございますが、ご説明を終了させていただきたいと思います。よろしくお願い

します。 

○委員長（玉井昭一君） はい。説明が終わりました。これに対して質問がございましたら、

どうぞ。議決していますので、ないかと思いますけども。ありませんか。 

 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。なしという声がありましたので、先ほど言いましたように…。  

 はい。それでは、質問がないということでございますので、水産港湾課の皆さん、ご足労を

いただきましたけど、ありがとうございました。 

 委員の皆様から、まとめについてのご意見をお伺いしたいと思います。 

 ２月の５日、もう一度委員会を行いますので、そのときには意見書等のとりまとめもござい

ます。今日のこのまとめも、５日でも構いませんけれども、そのときに進めますか。これぐら

いのことは意見書に入れておいた方がいいとかという、まとめの中に入れておいた方がいいと

かということがあれば、特別なことがあれば、お伺いしておけばいいかなと思うのですけども。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。安愚楽の関係でね、必要がないかどうかというのはちょっ

と私も分からないのだけれども、あそこで来て問題になるっていうのはもう、糞尿しかないの

ですよ。たぶん。 

 それでね、町内会とか、みんな見に行っているのだよね。もちろん日帰りで行って帰ってこ

られるから。泊まるなんていうのは今のあれでいったら怒られるからね、あれだけども。日帰

りで、もう一つ私がちょっと思ったのは、この間見るかと言った翔和農材の試験をやっている

でしょう。どこだかで。そういうのを含めて、見る、今の状況でいったらたぶん町からあまり

意見が出ているような状況ではないみたいにも思うのだけどね。出ていないのならいいのだけ

ど、これから出るとしたらそこの部分だから、実際に他の委員さんも言ったように、例えば尿

の量がものすごい量だけどね、もう見てくれればっていうようなことを言っていたでしょう。 

 だから、どうなのかなっていう気がちょっとしたのだよ。 

 ただ、町民から問題が出ていないのならね、何も我々が行く必要はないのだけど。 

○委員長（玉井昭一君） さっき、和野課長が言っていたようにね、町内会のある程度の人が

何人か行っているのでしょう。そして、そのときには、こんなににおいがしないものだったら

と、昔のことを考えていた人みたいだけど。その反論をした人は。だけども、そういう答えが

一応はあったのでしょう。 

○委員（大渕紀夫君） みたいだ。 

○委員長（玉井昭一君） だから、それで何も反応がないと。 

 それで、僕が聞いている範囲では、さっきも言ったけど、愛泉園とそれから日本製紙と、そ

れから柏洋団地の、こっち側では柏洋団地、それからさっき言った飛生、日の出、その辺の町
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内会、竹浦の近くね。そこら辺が説明されているのだよね。 

○委員（大渕紀夫君） 行っているのもそこが行っているのだ。農協も行っているのだよ。一

緒に。 

 だから、何も見る必要がなかったら何も１日もかけて遠くへ行くこともないけども、そこが、

問題になるとしたらそこだけだから、我々がそういうことをちゃんと見て、本当にその麦のあ

れで、きちっとそんなにおいが少なくなるぐらい吸収するものかね、という疑問は私もある。 

○委員長（玉井昭一君） 今大渕委員が言っているのは、要するに、今北海道にある施設の何

箇所かを見ておいたらいいのではないかという意味ですか。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そういう必要があるかどうかっていう話だけは議論しておかないとね。

それで、みんなで必要がないとなれば、それはいいけども。 

 ただ、町民の皆さんが見に行ったり、関係者が見に行っててね、議会が全く知らないわ、大

丈夫だわというふうに、なるかどうかという話で、今の状況っていうのは町民との関係の議会

の関係ってそういう状況だからね。 

 だから、ちゃんとそういうことを議会がやることはやっておかないとだめだという意味で、

必要なかったら何も、別にどうっていうことはない。 

○委員長（玉井昭一君） いやいや、そんなことはないと思う。 

 はい、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） いや、必要だと思うよ。必要だと思うし、これは今一番の寒いときだ

よね。凍結して。これが真夏のね、状況と全然においが違うと思うし。今と真夏とね。梅雨時

と。 

 だから、やっぱりきちっと見るべきだと思う。ましてや１万何千頭といったら想像がつかな

いぞ。この、においったら。 

○委員長（玉井昭一君） はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） はい。僕もね、たぶん皆さんこう頭に描いているその糞尿処理、

例えば白老町でもやっている、例えば牛糞だとか何とかね。よく堆肥で３年ものだとかって、

もらったりしますよね。あれ自体見たって、うまくいっている、成功しているところと失敗し

ているところが僕はあると思うのですよ。 

 だから、そういったところをね、イメージしながら今言った１万 5,000 頭みたいな話がね、

頭の中でこう、混乱する一つの要因になってくると、僕は思うのですよ。 

 ただ実際、今回エポック・サービスから出てくるそのグリセリンだとかも利用しながらやる

っていう話もしているし。例えば今その翔和農材から? 、お金はいいですけども、? いくらっ

ていうその菌をね、安愚楽さんが買って、それを技術指導を仰ぎながらやっていくと。その、

翔和農材さんのやり方というか、その方法というのは、すごくこう、醗酵が早い、そして温度

もすごく急激に上がってくる。ただ、夏場は夏場で確かにいいのだけど、冬場にも若干難点は
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あるのではないかなという疑問を持たれる方もたくさん、僕はいらっしゃるのではないかなと

思うから、実際自分たちの目で１回見てみてね、見てみてやっぱりその辺を、あ、なるほどな

と、これだったら何とかできるのだなっていうものがないとですね、ずっとこの議論というの

はやっぱりね、続いていく形になっていくと思う。 

 でも、もう始まるわけですよ。始まってしまってからいくら議論したって、また遅い話にな

るので、まず１回そのやっているというものがあるのであれば１回見てくるべきだなと。 

○委員長（玉井昭一君） 今氏家副委員長から、あるいは松田委員、大渕委員からも言われた

とおりですね、私もそう思うのです。 

 実は、私もね、なぜこの立地企業についての所管事務調査をしたかというとですね、実は飛

生の愛泉園に僕たまたま用事があって行ったときに、施設長がいやいや実は安愚楽の説明、う

ちは受けたのだよ。日本製紙も受けたみたいですって言われたときに、私は全然知らなかった

わけです。そんなことが。ええっと。議会には何の説明もないなと。これは許されないなとい

うふうに、私も思ったものだから、すぐ産業経済課に行って、立地企業のすべての項目につい

てね、説明してくれなければ困ると。産業厚生常任委員会に一番先に説明してくれなかったら

どうにもならないぞと。話が逆になってしまって、私たちつるし上げを食らってしまうという

話はしたのですよ。その結果が今なのですよ。 

 だから、今言われたことすべてがね、当然のことだと私も思うのです。ですから、それには

どうすればいいかということを決めればいいかなと思うのですけども。 

 産業経済課に言って、どことどこをね、視察すればいいか。その辺を、強行軍であっても構

わないからね、行ってきたいなっていうふうに進めますか。それでもちろん、今言った翔和農

材のことも含めて、町内で見なければならない部分は見なければならないというふうに、これ

も促しますか。そういうことで。 

 はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 翔和農材のことは今日聞いたらね、翔和農材は直接関係ないと言った

でしょう。だから、その胆振牧場だかどこだかで、今実際にやっているというわけだ。それを

ちゃんと言って、うまいところばかり見せないようにしなければだめだけど、そこをちゃんと、

そういうのを見てね、相手にちゃんと聞いてね、そしてもう本当に技術的に確立できるのかど

うかって、その２割の部分がかなり大きいかもしれないからね。その一番濃度の濃い部分が。 

 だから、そういうところをちゃんとこう、クリアできるかどうかっていう辺りをね、そこは

もう、そこを重点的に見るっていうふうにした方がいいのではないかと思うのだけど。見るの

だったら。 

○委員長（玉井昭一君） これ、おそらくね、５カ所書いてあるけど、やっぱり一番近いのは

音更と胆振牧場だと思うのですよ。これ、津別牧場、足寄牧場、浦幌牧場なんて遠いのだよ。

いよいよ遠いから、だから、それで音更は今説明があったとおり、一番古いところだよと。最

初からの。当初から。この２カ所を今までも見せているのですよね。 
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 だから、近いところでここを見せてもらいたいというふうに、この牧場についてはそういう

ことでいいですか。そうしたら、これを見れば、胆振牧場を見れば、翔和農材は見なくてもい

いということになりますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。そうしたらその辺で、なるべく早いうちに日程を定めて、視

察してくると。 

 だけどこれ、日程、おおよそどの辺に。これちょっときついよね。 

 はい、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 僕ね、思うのだけども、この醗酵させる段階で、やっぱり夏場と

冬場の温度差のあるときにやっぱり見ておくべきだというふうに思うのですよ。 

 だから、冬場のね、例えば今は問題ない。でも、今問題ないということは、夏場は問題ない

のですよ。いや、問題ないと言ったら変だけども、結局その温度のね、高くなったときにはさ

ほど問題ない。この冬場どうやってその、醗酵させる温度を上げるかの問題で、やっぱりこう

一番熟慮しなければならない部分だと思いますのでね。やっぱり見るのだったらこの時期にや

っぱり１回見ておくべきではないのかなと、僕は思うのですよね。 

 いや、２月だとかっていう部分で限定しなくてもね。ただ、３月に入ればもう議会。 

○委員長（玉井昭一君） もうこれ３月だからだって問題はないのだけど。３月は議会がある

から、見るとしたら上旬だよね。 

 これ、日帰りできるのかな、２カ所見て。１泊か。 

○委員（大渕紀夫君） この間は役場の職員が朝６時に出て、音更と足寄を見て、夕方まで帰

ってくるっていう強行スケジュールで行ったっていうのはそういう意味です。 

 足寄と音更両方行っているのだから。だから、音更と、それでも冬と夏とでは全然違うから。 

○委員長（玉井昭一君） 足寄は行かないで胆振牧場へ行くのだから、そうしたら強行でもな

い。その方が楽ではないのか。 

 その方が早いだろう。大分違うだろう。２時間ぐらい違うよ。 

足寄まで行くといったら遠いもの。足寄は遠いからね、だから、いやいい。だから、胆振牧場

と音更へ行けばいいのではないの。それだったら、そんなにかからないと思うけどね。 

 でも、時間は余裕を持って行かないとだめだよね、この時期だから。 

 胆振牧場だけでもいいかもしれないな。 

 ちょっと、暫時休憩いたします。 

             休憩 午後 １時５２分 

 

             再開 午後 ２時００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。 

 いずれにしても、その胆振牧場は見に行くと。視察に行くということでよろしいですね。 
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〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） はい。それでは以上で、まだか。 

 あと、２月５日もう一度委員会を行います。それで、昨日お話したようにですね、意見書の

確認。どういうふうに出すかということの意見を集約したいということと、今日のまとめをし

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

◎閉会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 以上で、委員会を閉会いたしたいと思います。ご苦労様でした。 

（午後 ２時０２分） 

 


