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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の所管事務調査を行います。 

（午前 ９時５８分）  

                                         

○委員長（玉井昭一君）  燃油高対策についてということですが、先に事務局から説明があり

ます。森事務局主幹。  

○事務局主幹（森 隆治君） ご連絡いたします。きょうの調査におきましては、新たに資料

１、２ということで、皆様のところにお配りしております。所管課のほうから資料が提出され

ておりますので、これを見ながらまたご審議いただきたいと思います。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  町側の説明をお願いいたします、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） おはようございます。よろしくお願いいたします。ご説明に

つきましては、私のほうから燃油高の今の状況を含めて、全体の内容をご説明させていただい

た後、農業それから中小企業を含めて運輸、さらに水産業についてご説明をさせていただきた

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

今、議会事務局のほうからご説明のあったとおり、資料１と２を急遽追加で配らせていただ

いておりますが、これで現在の状況についてご説明をさせていただきたいと思います。 

資料１をご覧いただきたいのですが、これ財団法人日本エネルギー経済研究所情報センター

というところで発行しておりますものでございまして、これの１ページの右下の表を見ていた

だければ、ここ１年間の原油がどのように上がってきたのかということがわかるかというふう

に思います。これはあくまでも黒い線が、ニューヨークの商業取引所での価格でございまして、

下の線が東京工業品取引所での価格ということでございますが、最高高値では７月ですけれど

も、１バレル 145.29 ドルということで高い金額になってございますが、10 月６日の時点では、

概況という部分で書いてあるとおり、文章の 11 行目くらいから書いてあるのですけれども、10

月 10 日で出てきている最新の情報でございますけれども、10 月６日ではそれが１バレル 87.81

ドルまで下がっているということでございます。また、７日には反発して 90.06 ドルまで上が

っていると、しかしまた８日にはそれが売りということが出てきまして、88.95 ドルというこ

とで、乱高下しているということでございますが、非常にいっとき、ことしの７月 145 ドルま

で上がった値段は約半分近くまで下がってきているという、こういう概況でございます。 

この資料１の一番最後のページに、実はもう一つ、この乱高下の状況についてわかりやすい

資料がございました。これ石油連盟のほうで発行している資料でございまして、これを見てい

ただければおわかりかと思いますが、下の黒い実線が 2007 年度の実績でございまして、上が

2008 年のグラフになってございます。今ご説明したとおり７月の段階で終わり値 145.29 ドル

というのが史上最高値ということでございます。瞬間値でいえば 147.27 ということでもう少し

上がってございますが、これが今、だんだんだんだん下がってきているということで、先ほど

お話ししましたとおり、80 ドル台まで下がってきていますということになれば、2008 年の１月
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程度まで下がってきているということが言えるのかなと思います。かなり急激に上がり、そし

て急激に下がってきているかと思います。 

そういう中で、きのうのニューヨークの取引の状況で申し上げますと、これ報道等で載って

ございましたけれども、それが最終値で 74.54 ドルまで下がってきていると。ですから約１年

1 カ月ぶりにニューヨークの商業取引所の原油先物相場は 74.54 ドルまで下がったと。75 ドル

を割っているということでございますから、最高高値と比べて半分以下になってはきていると

いう状況でございます。 

その理由としましては、先ほど石油連盟のグラフでいろいろな原因があげられますけれども、

やはり需要と供給のバランスが取れてきたということですとか、石油に対する、先物に対する

投機、これらが要因となって大きく数字が価格が乱高下しているという実態でございます。そ

ういう中で、この国内の需要がどのようになっているかというのは２ページ以降資料がござい

ますが、これについては説明を省略をさせていただきたいと思います。今現在、石油の原油価

格がどのように動いているのかということは、この資料１のほうでおわかりいただけるかとい

うふうに思います。 

次に、資料２のほうでご説明させていただきたいと思いますが、ここでは原油価格の推移と

いうことで、これもニューヨークの原油の先物価格をグラフにしているものでございますが、

先ほどご説明してございますので、これらについては説明を省略させていただいて、５ページ

をお開きください。これは北海道の経済部が調査したものをまとめてございますが、これは石

油製品の高騰に伴う影響についてということで、一次エネルギーの道内、それから国内の総供

給の構成がどのようになっているのかということがあります。ですから、北海道の場合、一次

エネルギーについては石油系が約 63％ということでございますから、やはりこの値段が大きく

上がるということになれば、当然影響が大きいということがいえます。 

２番目の民生部門のほうを見ましても、家庭用灯油の世帯当たり使用量は、北海道がやはり

一番高く、1,734 リットルということでございます。この右側のほうの環境生活部のほうの調

べでは、この３人世帯では、このままの状況であった場合とありますが、あくまでもこの７月

時点で状況をふまえてリットル当たりを出してございますけれども、これからいくと、48 円上

昇してございますから、年間の負担は 1,734 リットルを掛けますと、今まで 13 万 8,000 円であ

ったものが 22 万 1,000 円ほどになるということで８万3,300円の負担増になるというのが試算

として出ているわけでございます。若干この灯油価格について、今また下がってきてございま

すから、この負担額については下がってくるのかなというふうには思いますが、影響としては

このような状況があるということでございまして、合わせて消費者物価指数でございますが、

物価が当然上がるということでございます。石油製品に関連して物価が当然上がるということ

が、対前年に対して 2.2％増加、対前月比でも 2.0％増加しているという率でございます。 

次に、６ページのほうをお開きいただきたいのですが、これも道の経済部のほうで調べてい

る部分でございますが、業種別の業況動向調査結果というのがございます。これも４月から６

月期にかけて、各関係団体のほうからの調査をまとめたものということで公表されているもの
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でございます。調査対象団体含めて、その調査の内容を、調査結果概要ということで 10 の分類

にわけて記載されています。どのような概況になっているのかということで、例えば、機械、

食品、ＩＴという、そういう分類の中で、その概況が書かれてございます。 

この中では、10 分類と書かれていますけれども、やはりＩＴについては今のところ影響はな

いという。ただし、今後の状況によって投資抑制が発生すれば影響が出てくるだろうという、

こういうことを書かれてございますが、他の業種についてはすべて影響があるということでご

ざいます。特に直接的に石油製品を使っている運輸、それから水産業、ここにつきましては特

に影響が大きいということが言えるのかなというふうに思います。また、国内の企業物価指数

ですが、これ 20 年７月段階でございますけれども、企業物価指数、企業間で取引される、つま

り卸ですとかそういう段階で取引される物価指数ということでございますけれども、これはや

はり、対前年比 12.0％の増加、前年の同月比でも 7.1％の増加ということでございますから、

やはり、かなり物価自体が上がっているということがわかるかというふうに思います。 

次のページ、７ページのほうをお開きいただきたいのですが、この原油価格の高騰影響調査

報告ということで、中小企業の部分についてまとめられてございます。収益の影響ということ

で、１番目として全部で６つの業種に分けて収益の状況が書かれてございますが、分類として

は無回答、影響なし、やや圧迫、大きく圧迫という、そういう分類になってございます。一番

上の表です。このやや圧迫、大きく圧迫という部分を合わせますと９割、全体で９割近くにな

ってございますし、特に運輸業を見ていただければわかるとおり、99％がやや圧迫、大きく圧

迫という状況ですから、直接的に使われる分野の業種には影響がかなり大きく出てきていると

いうことがいえるかと思います。 

なおかつ２番目の原油価格高騰で経費の増加分を価格に転嫁できるかどうかという部分でご

ざいます。ここでは、この中でもやはり、運輸業、宿泊業についは転嫁していないという状況

です。これがかなり占めているわけです。ですから、上がった分をすぐサービスなり、価格に

上げられるかというと、これらの業種についてはなかなか上げづらいという状況だということ

が、この中でわかるかというふうに思います。今後の、いわゆる価格転嫁以外の対策として考

えられるのはどこかというと、３番目に書いてあるのですが、やはりここでも圧倒的に多いの

が燃料費を節約するということでございます。もしくは他の経費で節減をしていくという、そ

ういう内容になってございます。 

また、石油代替エネルギーへの転換の予定ということでございますが、やはり、石油製品が

これだけ値上がりしているから、他のもので代替ということが考えられるかということでの表

でございますけれども、４番目の表でありますが、転換する必要はあるが予定はない。または

転換の予定があるというふうに答えてございますけれども、運輸業についていえばやはり転換

することがなかなか難しいということがいえるかと思います。宿泊業についても、転換する必

要があるが今のところ予定はないというのが占めているという実態であります。それぞれ、な

かなか代替エネルギーへの転換予定というのは難しい部分があります。 

それから８ページのほうをお開きいただきたいのですが、原油・原材料の高騰に伴う影響と
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いうことで、残念ながら畜産については北海道農政部の調べでございますので、うちが直接関

係する畜産については、この影響額について出てございませんが、農業分野への影響としては、

やはり稲作で約 10％、畑作で約 17％、酪農関係では４％ほど飼料の割合で、いわゆる飼料が高

騰しているという影響が出てくるという部分でございます。 

それから、漁業分野への影響ということで、経費に占める燃料費の割合がどのくらい変わっ

てくるのかということございます。これは、16 年と 20 年の比較でございますが、薄いほうが

16 年ですね。濃いほうが 20 年ということでございますが、それぞれの魚種によって経費の割

合が 10％近く上がっているということがわかるかと思います。 

その他、運輸関係については収益悪化という理由の一つとして、航空路線の縮小ということ

も当然あるということでございます。 

観光関係でいえば、当然燃料費が上がるものですから観光客、宿泊客が減少しているという

ことございます。そういう中で、影響が出るということでございますし、当然、旅館・ホテル

の場合は、ボイラーを稼動させる。そういう部分での燃料費が上がっていると、これが影響と

してあるということでございます。 

そういう中で９ページのほうをお開きいただきたいと思います。９ページは、原油及び原材

料高騰対策の一覧でございます。今、国がどのようなことを対策として打とうとしているのか。

更に道がそれに対してどのような形で対応、連携していこうかという部分での一覧としてまと

めたものでございます。これは全部で４分類に分けて、１つ目には価格安定に向けた対策、民

生部門に向けた対策、３つ目として産業部門に向けた対策、それから４つ目として省エネ・新

エネに向けた対策という、大きく４分類に分けた対策でございまして、このうち今回ご説明す

るのは産業部門に向けた対策ということになるかと思います。 

中小企業対策では、セーフティネット保証ということ、後ほど詳しく説明させていただきま

すが、そういう対象業種を延長もしくは拡大していくという、そういう施策をとっているとい

うことでございますし、北海道としても、中小企業の総合振興資金というものを、融資枠、こ

ういうものを拡大していくと。こういう状況になってございます。それから、貸し付けの強化

ということがございます。それからなおかつ下請けの駆け込み寺を全国 47 都道府県に設置して

いると。それから、下請け取引の適正化を行うということで、いわゆる相談窓口をつくってい

くということになってございます。 

農業についてですが、農業につきましては省エネ型の農業の促進ということが国の対策の中

であげられてございますし、それから畜産・酪農における追加緊急対策ということが約 738 億

円の追加の対策を行うということでございます。 

それから、効率的な施肥体系の導入と飼料コストの低減に向けた支援を行うなど、農業に対

しては、直接的な部分としては、いわゆる利子の貸し付けですとかそういうものでございます

けれども、いわゆる誘導策と言いましょうか、省エネ型のハウスをつくっていくですとか、そ

ういうものの誘導策がございます。 

それから次に 10 ページのほうについては、漁業の部分でございます。漁業の部分につきまし
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ては、省燃油実証事業の創設ということで、ある程度の燃料を削減した場合に、その部分につ

いて負担をしてくれるというそういう制度でございます。これは後ほど、また詳しく説明をし

ていただきます。あと休漁・減船等の支援対策があるということでございます。それから、国

際漁業対策など国際的な規制に加えた対応も考えているという、そのような状況でございます。 

それから運輸業でございますが、運輸業につきましては、高速道路料金の引き下げですね。

それからトラック運送業における燃料サーチャージ制の導入促進ということでございます。そ

れからトラック運送業の燃料費高騰対策推進事業ということで、これは検討中ということでご

ざいますが、先ほど中小企業のほうでお話しましたけれども、保証に関わる保証料助成の支援

ということ。なおかつ、やはり燃料を使わないということが必要になってきますので、低公害

車普及促進対策補助事業ということが考えられてございます。 

以上、私のほうは概要として、総体として、今の原油価格がどうなっているのか、それとそ

の影響が、どの分野でどのような影響が現れているのか。それから国・道等の対策が概要とし

てどのようになっているのかのご説明をさせていただきます。 

続きまして、各分野別に、農業、それから中小企業含めた運輸の、それから漁業について個

別の対策について説明を続けさせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） 産業経済課農畜産グループ五十嵐主幹。  

○産業経済課主幹（五十嵐省蔵君） 産業経済課の五十嵐です。資料について説明させていた

だきます。横版の資料をお開きください。１ページ目となります。  

○事務局主幹（森 隆治君） 資料、お配りしたものが資料１から４ということで、今回新た

に追加したものと間違えやすいのですけれども、最初お配りした資料３のほうです。  

○産業経済課主幹（五十嵐省蔵君） 資料３の１ページ目をお開きください。白老町に特に影

響があると思われる畜産関係の資料を添付してあります。 

 １ページ目なのですが、20 年度の当初予算における 738 億円の内訳となっております。大き

く言いますと、区分といたしまして左側に配合飼料価格安定制度の安定化、それから政策価格

等の期中改定、経営安定対策の充実・強化という３本立てになっていまして、横に酪農・肉用

牛・養豚・養鶏となっております。合計が 738 億円となっております。 

 ２ページをお開きください。個々に簡略に説明していきたいと思います。一番初めに(１)の

配合飼料価格安定制度、これには 450 億円となっております。内訳といたしましては配合飼料

通常補てん基金に 350 億円、配合飼料異常補てん基準引き下げに 100 億円となっております。

簡単に説明いたしますが、平成 19 年の１月から３月期から、７月から９月期という棒グラフが

あります。農家負担分、それから斜めの斜線が国の追加補てん分、それから通常補てん分、異

常補てん分という４本のグラフが積み上がっております。平成 19 年の７月から９月期を見てい

ただきますと、配合飼料の価格自体は一番上の５万 4,290 円となっております。その内訳とし

て、農家負担分が４万 6,640 円、それ以外で斜め斜線のすぐ上なのですが、国の追加補てん分

という４％の価格上昇を超えた分について国が追加補てんする分となっております。それから、

白い部分が通常補てん部分となっておりまして、これは農家がトン当たり 500 円積み立てるも
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の、それから飼料メーカーがトン当たり 1,000 円基金に積み立てるものの内訳となっておりま

す。横の棒になりますが、これが異常補てん分となりまして、直前１年間の原料輸入価格が

115％を超えた分が基金から支給されると。115％については、国と飼料メーカーで拠出するよ

うな形となっております。ですから、ちょっと見づらいのですが、５万 4,290 円のうち、農家

負担が４万 6,640 円で、補てん金額が 7,650 円あるという内訳になっております。これについ

ては該当業者が酪農・肉用牛・養豚・養鶏となっております。これについては町内農家全戸が

加入しております。ですから、実際補てんは受けていると。現状でも受けているという状況に

なっております。 

 その下の(２)政策価格の期中改定で９億円となっておりますが、これは該当業種、酪農で、

加工原料乳生産者補給金制度になっております。これについては、白老町内では該当する農家

はございません。 

 次のページ３ページをお開きください。一番上の②指定食肉（豚肉・牛肉）の安定価格の引

き下げ４億円となっております。指定食肉の価格、牛肉・豚肉等については、安定基準価格と

安定上位価格との間で推移するように、農畜産業振興機構によって価格調整を行っております。

それに対する支援金が４億円ということになります。 

 続きまして③の肉用子牛の保証基準価格の引き下げ、これが４億円となっております。子牛

価格が低落した場合には、肉用子牛生産者に対して生産者補給金を交付する制度となっており

ます。左下の平均売買価格というのを見ていただきたいと思いますが、保証基準価格、第１四

半期黒毛和種でいいますと 30 万 5,000 円となっております。その２段下に平均売買価格、第１

四半期 41 万 4,100 円となっております。要するに 41 万 4,100 円を下がらないと、平均売価価

格が保証基準価格の 31 万5,000 円を下回らないと補てん金が出ないという制度になっておりま

す。これについては、該当牛種は肉用牛になっておりますが、町内農家については 27 戸加入し

ておりますが、今まで、ここ５年以上は支給されたことはありません。ですから現在もまだ、

支給されてはおりません。この内訳としては、生産者が実際、１頭当たり 2,475 円積み立てて

おります。 

 続きまして４ページ目、(３)経営安定対策の充実・強化ということで 279 億円。①の北海道

酪農緊急経営強化対策事業、これ該当業種酪農ですが、27 億円となっております。②の都府県

酪農緊急経営対策事業 49 億円。これは、北海道は上の①でありますので該当しません。それか

ら③の、肉用子牛資質向上緊急支援対策 41 億円。これ該当業種肉用牛となりますが、これも子

牛価格が発動基準（40 万円または都道府県の平均価格のいずれか低い方）とありますが、北海

道も約 40 万円です。これを下回った場合に当該子牛を生産した黒毛和種繁殖雌牛に対する資質

向上の取り組みに対して交付となっております。これ、記入漏れておりますが、１頭当たり

3,000 円から 5,000 円となっております。町内農家 27 戸が加盟しております。左側の③の下に

支援交付金単価とありますが、先ほどの１頭当たり 3,000 円から 5,000 円以外に、優良な種雄

牛精液の人工授精を行った場合については、１頭当たり１万円から３万円の範囲で支給されま

す。それと、優良な繁殖雌牛に更新する場合も、１頭当たり５万円が支給されます。これにつ
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いても、まだ交付されたことはありません。今ぎりぎりのラインですから、今後発動されるお

それがあるということです。 

続きまして④肉用牛肥育経営安定対策事業 20 億円となっております。これは、四半期ごとに

肥育牛の所得が悪化したときに、家族労働費の一部を肥育牛補てん金として交付する事業であ

ります。町内農家が５戸加入しておりますが、これについてもまだ交付されたことはありませ

ん。棒グラフがありますが、左側の通常時、生産費が家族労働費以外の生産費用、それから家

族労働費含めて生産費となりますが、これを粗収益、所得を含めて上回った場合については、

当然所得が上回っていますから発動されませんが、右側の所得低下時を見ていただきたいので

すが、左側の生産費がありまして、右側を見ていただきたいのですが、物財費、所得があって

粗収益がありますが、これが左側の生産費を上回らなかった場合、家族労働費の８割を補てん

するというものです。これについては生産者が４分の１を積み立てて、国が４分の３を支給す

るという形になっておりますが、先ほど農家５戸加入と言いましたが、これについては１頭当

たり 7,400 円の積み立てをしているということになっております。 

 続きまして５ページをお開きください。⑤肥育牛生産者収益性低下緊急対策事業 63 億円とな

っておりますが、これも先ほどの肥育牛肥育経営安定対策事業と絡むのですが、四半期ごとに

肥育牛の所得が悪化したときに粗収益が物財費を割り込んだときに、物財費を補てん金として

交付する事業です。棒グラフを見ていただきたいのですが、右側で先ほど家族労働費の分の８

割を補てんするということを説明いたしましたが、これについては物財費が、要するに粗収益

で下回った場合について、それの６割を補てんするという事業です。これについては国が全額

支給するということになりますが、これもまだ交付されたことはありません。 

⑥肥育牛経営等緊急支援特別対策事業 40 億円。これも対象該当業種は肉用牛となりますが、

配合飼料の配合量低減を目的に、肥育期間を短縮するとともに、給与飼料の変更など、飼育管

理方法の改善を行った場合に交付ということになっております。これの対象者というのは、最

初に説明しました配合飼料価格安定制度の加入者となっております。これについては、今年度

途中から実際、１頭当たり 5,000 円交付されております。白老町の農家も今申請中で受ける予

定になっております。 

 続きまして、⑦の肉豚価格差補てん緊急支援特別対策事業 24 億円。これについては、都道府

県単位で生産者・国が基金を積み立てて、肉豚価格の低落時に、その基金を取り崩して事業に

加入している生産者に地域保証価格との差額を補てんする事業ということで、該当業種は養豚

となりますが、左側のグラフになります。横線で、今まで現行で地域保証価格というのは 470

円だったのですが、豚肉の市場価格が下落した場合に、その上の横ラインの地域保証価格追加

対策ということで 10 円上げて480 円の範囲内で補てん金を支給するという事業です。以上です。 

 続きまして６ページになります。⑧の養豚経営緊急安定化特別事業 15 億円となっています。

これにつきましては、豚肉の市場価格が地域保証価格を下回った場合に、１頭当たりの配合飼

料の使用量を低減する取り組みを実施した場合に交付ということになっております。 

 続きまして、⑨の鶏卵価格安定対策事業、これは国ではなくて全農・農協系で実施している
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事業です。鶏卵の標準取引価格が補てん基準価格を下回った場合、その差額を補てんする事業

ということで、先ほどの肉豚の価格差補てん事業と考え方というか、やり方は同じとなってお

ります。現行の１キログラム当たり 185 円を 191 円に６円上げた分となっております。 

 ６ページの４番目の下側になりますが、その他の追加緊急対策として、①畜産経営生産性向

上支援リース事業、これは右側に説明がありますが、個人がリース方式で機械を購入する場合

に導入費用の３分の１を助成する事業となっております。今年度貸付枠を前倒しで 70 億円に増

額して実施するものです。町内農家３戸加入しておりまして、１軒申請する予定となっており

ます。 

 ②の高位生産草地等転換促進事業ですが、アルファルファ、日本名「紫うまごやし」「糸もや

し」とも呼ばれているものみたいなのですが、主に牧草として栽培されるマメ科の植物という

ことですが、これ白老町ではやっている方がいらっしゃいませんので該当しないと思います。 

 それから７ページ、20 年度の農林水産関係補正予算（案）の概要ということで、間もなく農

林水産関係の補正予算が可決されると思うのですが、総額 2,602 億円の内訳となっております。

詳細についてはまだ市町村単位におりてきておりませんので、一応項目のみの説明となります

が、農業における燃油・飼料・肥料対策として 790 億円、肥料・燃油高騰対応緊急対策事業と

して 500 億円、化学肥料の使用量や施設園芸用の燃油の使用量２割以上を低減する農業者グル

ープに対し支援するとなっておりますが、これについては白老の農家では該当しないのかなと。 

 続きまして２番目の配合飼料価格安定対策事業 85 億円、これは一番最初に説明しました配合

飼料の価格等安定対策に対する追加分の基金異常補てん財源の基金分となります。 

 ３番目に強い農業づくり交付金 28 億円、これは施設園芸における燃油使用量の低減に対する

支援となります。これも白老町においては該当がないのかなと思っております。 

 ４番目、施設園芸省エネルギー技術緊急導入推進事業 10 億円。これも施設園芸の省エネルギ

ー型農業への転換を推進したものに対する支援となっております。これも白老町については該

当しないと思います。 

５番目、施肥体系緊急転換対策事業 70 億円、土壌診断に基づく効率的にたい肥を導入する事

業等に対して支援するものとなります。これも白老町に対しては、装置が大半ですので該当し

ないのかなと思います。 

８ページをお開きください。６番目の国内産糖・いもでん粉向上省エネルギー設備緊急事業

10 億円、これにつていても白老町については該当しないと思います。 

７番目、省エネルギー・低コスト経営支援緊急対策利子助成金交付事業 80 億円、省エネルギ

ー施設の導入等によりコスト低減を図る農業者に支援するものとなっておりますが、これにつ

いても白老町では該当者がいないと思います。 

８番目、担い手経営展開支援リース事業７億円、認定農業者や集落営農組織が、リース方式

により省エネルギー型機械等を導入する場合のリース料の一部を助成となっております。これ

については要望すれば該当すると思いますが、要望あるかどうか、まだ詳細不明ですので、そ

のような状況になっております。 
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続きまして、強い農業の創出対策ということで 52 億円。１番目、耕作放棄地再生利用推進事

業 25 億円となっております。これについては耕作放棄地の再生利用に向けた体制整備等の実証

実験、計画策定の支援となっております。 

２番目の農山漁村活性化プロジェクト支援交付金４億円。この事業につきましては水田関係

になります。それに対する支援となります。 

３番目、強い農業づくり交付金等 23 億円。国産原材料の利用拡大に向けた供給円滑化のため

の集出荷貯蔵施設、穀類乾燥調製貯蔵施設等の設備になります。これについても白老は該当し

ないのかなと思います。 

続きまして９ページ目、とまこまい広域農業協同組合の対策を提示してあります。燃油・飼

料・肥料高騰による生産資材対策として、１番目の運動の取り組みとしては、③ですが、今ま

では組合員、役職員等で署名活動の展開。それから、④の苫小牧市においては署名運動と出陣

式を開催。それから⑤の札幌市にて「全道農業危機突破総決起大会」に参加等の中央要請活動

等を展開しております。 

２番目の肥料高騰対策としては、①土壌診断で過剰施肥抑制ということで、現状で 1,000 点

ほどの土壌診断をやっていますが、それを 2,000 程度、倍くらいにふやしまして、より効率的

な施肥だとか、過剰施肥を抑えようという指導を考えております。それから施肥・緑肥等の利

用拡大による基肥投入量の削減、化成肥料からＢＢ肥料への転換誘導、それから 21 年度系統肥

料特別対策として、ホクレンからの農家経営支援金 759 万 7,000 円を合わせて総額 6,000 万円

の支援ということで、これが胆振管内でほかにない独自支援となっております。これについて

は、肥料高騰対策に対して 20 キログラム、１袋当たりに上限 200 円と。農協経由で肥料を購入

する場合について、１袋当たり 200 円を支給するということになっております。対象者は組合

員または組合員が組織する団体ということで、組合員の中にあっても、ＪＡ、ホクレンの肥料

を入れていないところもありますので、そういう方は該当しないということになります。胆振

管内ほかＪＡでは、９月 30 日現在では肥料高騰による対策について支援しているというところ

はないと聞いております。 

続きまして 10 ページ、ホクレンの対策となっておりますが、１番目の肥料対策、全道総額で

65 億 5,000 万円、とまこまい広域８億 2,000 万円となっておりますが、これについては実際価

格に折り込み済みとなっております。ホクレンが上記の対策をしたことによって、19 年度の対

比で 75％くらいの値上がりしたものが、約 15％下がって 60％の値上がりの幅に抑えていると

いう状況になっております。 

２番目の飼料対策といたしまして、全道総額約１億 7,000 万円となっておりますが、②の肥

育牛肥育地盤対策として配合飼料なのですが、期間内実績に対してトン当たり 1,000 円の後戻

しというのは、７月１日から 12 月 30 日に出荷した分の、そのトン数に応じて後からお金を戻

しますよという形になっております。それ以外には出資対策、それから４番目の土壌分析診断

を活用した適性施肥推進対策となっております。以上農業関係、特に畜産関係の説明を終わり

ます。 
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○委員長（玉井昭一君）  産業経済課三上主任。 

○産業経済課主任（三上裕志君）  産業経済課経済・観光振興グループ三上と申します。よろ

しくお願いします。私のほうからは、中小企業対策、運輸業対策、建設業対策、石油販売業対

策についてご説明させていただきたいと思います。 

まずは、11 ページ、中小企業対策について説明をいたします。①セーフティネット保証の対

象業種の延長・拡大。これについては資料中では７月１日付見直しとなっておりますが、現在

の指定業種の大半を継続指定するとともに、石油製品等の仕入れ価格の上昇を転嫁できていな

い業種や売上高の減少している業種を対象として追加指定しております。７月１日現在では、

159 業種から 170 業種に拡大されているのですが、10 月１日から 170 業種から 185 業種へさら

に拡大になっております。 

続きまして、②セーフティネット貸し付けの強化、こちらも７月７日より、中小企業金融公

庫、国民生活金融公庫等によるセーフティネット貸し付け（経営環境変化対応資金）につき、

一般貸し付けとは別枠で原油・原材料価格上昇等にかかる融資枠を設けております。融資枠に

ついては倍増と、元本返済据置期間も２年間から３年間に延長されております。参考としまし

て、下に書いてあるのですが、これは日本政策金融公庫さんの利率なのですが、中小公庫と書

いてあるほうが、政策金融公庫さんの中小企業事業という事業でして、こちらは一般貸し付け

と合わせて４億 8,000 万円を融資枠として持っているのですが、こちらに関しては別枠でさら

に４億 8,000 万円。下にあります国民公庫につきましては、国民生活事業なのですが、こちら

についても当初 4,800 万円の融資枠を持っていたものが、別枠で 4,800 万円というふうな形で

倍増になっております。 

続きまして 12 ページ、民間金融機関による中小企業向け資金供給の円滑化の要請ということ

で、こちらは経済産業省のほうから７月１日付の文書において、全国銀行協会、（社）信託協会、

（社）全国地方銀行協会、（社）第二地方銀行協会、（社）全国信用金庫協会、（社）全国信用組

合中央協会に対しまして、原油価格高騰等を踏まえた地域金融機関の取り組みや、資金供給の

一層の円滑化について、傘下金融機関に対する周知を要請しているところであります。 

続きまして、④番「下請けかけこみ寺」の周知ということで、平成 20 年４月から全国 47 都

道府県に開設しております。リーフレットを 100 万部作成して配付している状態であります。

現在の状況ですが、７月 18 日現在で 872 件の相談を受け付けております。北海道では、財団法

人北海道中小企業総合支援センター、札幌にあるのですが、こちらが窓口となっております。 

さらに、８月９日から追加支援対策ということで、６点ほど追加になっております。１番目

が、平日の相談時間の延長及び土曜日の相談の実施。 

２番目として、原油・原材料価格高騰時における買いたたきの具体的内容の明示。 

３番目として、下請代金法に照らし問題がある可能性があると考えられる親事業者に対する

特別事情聴取の実施。 

４番目として、原油・原材料の価格の高騰の影響が強い業種を中心とした親事業者に対する

特別立ち入り検査の実施。 
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５番目、下請適正取引ガイドラインのフォローアップの実施。 

６番目、厚生労働省からの通報制度の新設、となっております。 

続きまして 13 ページ、⑤原油・原材料高騰対策特別資金の創設と、こちらは北海道の政策と

なっております。こちらに関しては新規の融資枠として 200 億円の予算を組んでおります。原

油価格や原材料価格の高騰により影響を受けている中小企業者の方であれば、どなたでもご利

用いただける制度となっております。ただし、一部ご利用いただけない業種の方もいらっしゃ

います。既に借り入れされている信用保証協会の保証付きの北海道の制度を借りている方も、

借かえてもご利用いただけるようになっております。この制度は、来年の３月いっぱいまでの

期間限定となっております。概要ですが、融資の名称が、中小企業総合振興資金「原油・原材

料高騰対策特別資金」。融資の対象についてですが、(１)は運転資金となっております。運転資

金については、原油または原材料価格の高騰の影響により、最近３カ月の売上高に対する「売

上原価」または「販売費及び一般管理費」の割合が前年同期に比べ増加しているもの。 

（２）が設備資金となっております。こちらは原油または原材料価格の高騰の影響を受けて

いる中小企業者等であって、省エネルギーに資する施設や新エネルギー等を使用する施設また

は環境への不可を低減させる施設等を導入するものであります。融資金額は１億円以内。融資

期間は 10 年以内、うち据え置き３年以内。融資利率については、固定ものだと５年以内、年

1.5％。10 年以内だと 1.7％。変動金利であれば、年 1.5％が基準になりまして、年２回ほど金

利の改定があります。取り扱いの金融機関につきましては、全道の都市銀行、地方銀行、信用

金庫等になっております。取り扱い機関は９月８日から来年の３月 31 日までというふうになっ

ております。 

続きまして 14 ページ、２番、運輸業対策といたしまして４点あります。１点目、各種高速道

路料金の引き下げということで、もう既に始まっていますのでご存知かと思いますが、夜間料

金の引き下げをしております。これについてはことしの２月 15 日から１年間の実施を予定して

おりまして、全国の高速道路で深夜割引０時から４時までの、現在３割引きをしている高速料

金につきまして、４割引きに拡充しているところであります。 

続きまして、②トラック運送業燃料費高騰対策推進事業、仮称ということで、先ほど課長の

ほうからもご説明させていただきましたが、こちらのほうは現在検討中ということで、詳細に

ついては未定となっております。 

続きまして 15 ページ、③トラック運送業における燃料サーチャージ制の導入促進ということ

で、燃料サーチャージ制についてなのですが、これは燃料価格の上昇・下落によるコストの上

限を、別立ての運賃として設定するというような制度でございます。これにつきましては、全

国の地方トラック協会・支部に対しまして、220 回を超える説明会を開催するとともに、経済・

荷主団体等に対し協力要請を実施しております。さらに、燃料サーチャージ制の導入も広がり

つつあるのですが、燃料サーチャージの運賃設定に係る届出件数は、７月 28 日現在、全国で

1,996 件ということで、広がりつつあるものの、まだまだこれからなのかなという部分もござ

います。そこで経済産業省では、実態調査の結果を踏まえて７月 29 日にさらなる導入促進のた
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めの個別荷主への要請等の追加対策を実施しております。 

④番目、低公害車普及促進対策ということで、今年度については、22 億 3,300 万円の予算措

置をしております。こちらについては大都市地域等における自動車に起因する大気汚染問題は

依然として厳しい状況にあることから、バス・トラック事業者を中心に、ＣＮＧ（天然ガス）

及びハイブリッドバス・トラック導入に対する支援を行うことにより、低公害車の普及を促進

し、大気環境の改善を図るものでございます。こちらについては、補助対象は新車の導入であ

れば、通常価格との差額の２分の１と。もう既に使っているものを改造する場合については、

改造費の３分の１を補助するような形になっているのですが、予算が 22 億 3,300 万円でして、

７月 23 日時点で利用が 2,724 台、約 20 億円の応募がありまして、こちらについては７月 31

日で受け付けを終了しております。 

続きまして 16 ページ、３番建設業対策といたしまして、単品スライド条項の適用ということ

で、こちらについては経済産業省、各都道府県、全国の政令指定都市等で、既に発令されてお

ります。これは、建設資材高騰に対応して、公共工事契約において請負代金額の変更を可能と

する単品スライド条項を発動いたしております。既に、各都道府県、政令指定都市のほぼすべ

てで発動しており、北海道においても同じく発動しております。 

続きまして４番目、石油販売業対策、信用保証基金の積み増しによる特別保証枠の創設とい

うことで、石油販売業者の資金繰りや、離島等における流通効率化等を支援するため、信用保

証基金を積み増すとともに、保証条件を大幅に優遇した特別保証枠を設置しております。また、

暫定税率の失効等に伴い、特別保証の借り入れ限度額の拡大、特別利子補給制度を創設してお

ります。実績といたしましては、６月 13 日現在なのですが、特別保証につきましては 692 件で

保証金額としては 99 億 6,000 万円。特別利子補給金につきましては、問い合わせ・相談が 3,715

件で、201 件がご利用ということになっておりまして、特別信用保証については、受付期間が

来年の３月 31 日まで、対象はすべての揮発油販売業者、保証期間は５年以内で、保証利用率は

0.6％となっております。利子補給については受付期間が今年の４月 21 日から９月 30 日という

ことで、既に終了しております。 

以上で、中小企業対策のほうの説明を終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） 水産港湾課岩崎課長。  

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 水産業について説明いたします。水産港湾課のほうから資料

をお出ししていますので、それに沿って説明したいと思います。資料４だと思います。ページ

数を入れていないので大変申しわけないと思いますが、その中で説明したいと思います。  

 まず、１ページでございます。燃油高騰ということでの緊急対策でございますが、漁業部門

につきましては、平成 17 年・16 年度から燃油が上がってきている状況がありまして、17 年度

に燃油対策の事業を行っております。そして 19 年度に対策をすると。そしてまた急激に燃油が

上がってきたものですから、20 年度に新たに燃油対策を行っているという状況でございます。 

それで、20 年度の今現状の燃油の対策でございますが、事業が６項目になっております。事

業総額として 745 億円となっております。項目でございますが、省燃油実証実験、これは 80
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億円ですけれども、19 年度の燃油消費量の１割を削減することによる燃油の実際的な援助でご

ざいます。これにつきましては、先ほど言いましたとおり 19 年度に１割燃油の消費量を落とし

て、５人以上のグループである程度対策をとると。そして、その中で 20 年度の水揚げが同じで

あれば、燃油の増額分の９割分を国が保証するという形でございます。言ってしまえば、19 年

度に 100 リットル使っていると、それを20 年度では90 リットルに落とさなければならないと。

それで、燃油の原価が 100 円であったのが、120 円になった場合、その 20 円分の９割分を国が

補助するという形でございます。 

 続きまして、省エネ機器導入の関係でございます。これにつきましては、省エネのエネルギ

ーに変えたり、省エネをするような形で事業を推進するために無利子の融資をするというよう

な形でございます。 

 休漁・減船対策、これにつきましては 65 億円なのですけれども、原油高騰を踏まえて、漁業

者が休漁した場合に保証をするという形でございます。休漁した場合に、漁場形成とか、干潟

造成、植林等をやればその分を保証するという形でございます。それと国際漁業対策、これに

つきましては、遠洋漁業の減船対策という形について支援するという形でございます。 

 続きまして、流通の多様化を通じた手段ということで、これについては流通の構造を変える

と。それによって、漁師に入る魚価が多くなったりすることをやっていく場合に、それの事業

に対する援助をするという形でございます。 

次のページでございます。一応、20 年度なのですけれども、今 745 億円の対策を立てており

ますけれども、今度の補正で 600 億円の追加があるという形でございます。その中で、やはり、

(１)の燃油実証実験が 80 億円あったのが 550 億円の増額になるのではと。全国で 80 億円の中

で、申請が 300 億円近く上がったものですから、それに伴う増額になっております。 

ただ、いぶり中央漁協につきましては、漁組の考え方として、要請するのは難しいのではな

いかということで、うちの漁組さんについては、これについて要求しないという形になってお

ります。すべての緊急対策なのですけれども、白老のいぶり中央漁協につきましては、要求す

るものがないというような考え方で、これにつきましては今のところ申請しないという形にな

っております。 

次のページでございます。一応、漁連といぶり中央漁業協同組合での対策でございます。全

国的な動きの中で、７月 15 日に全国一斉の休漁を行っています。これにつきましては、いぶり

中央漁協も登別漁港で決起集会を行っております。それから、７月中旬から９月の間につきま

しては、署名運動を展開していると。この中で、道漁連としても６万人の署名を集めたという

形でございます。漁組独自の指導としましては、前もご説明しましたが、エンジンの回転数を

落として燃費を重視した走行をするという形の指導をしております。 

20 年度につきましては、漁模様が芳しくないものですから、１日あけたり、２日あけたりし

ながらの漁業展開、出漁は減らしているという状況でございます。支援につきましては、今の

ところ漁組さんも考えていないということでございます。 

次のページでございます。先ほど説明したのですけれども、平成 20 年度の省燃油操業実証実
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験で参加している状況でございます。北海道においては、(１)30 トン未満については 55 漁協

で申請しているという形でございます。大体総額として 104 億円くらいになっているのではな

いかと。 

（２）として、30 トン以上の大型漁船の場合でございますが６つの漁協でやっております。

総事業費として８億円の要求をしていると聞いております。これにつきましても、申請として

は 10 月１日と 11 月１日で認定して、事業がスタートしているという形でございます。 

３番目のところで、いぶり中央漁協における燃油の単価の推移でございます。平成 16 年で

53 円 70 銭だったのが、平成 20 年の 10 月 14 日現在、112 円 40 銭ということでございます。一

番高かったのは、９月４日の 128 円 40 銭ですが、若干下がっているけれども平成 16 年から比

べると、倍以上に値上がりしているという状況でございます。 

次のページでございます。これはまだ、概算要求の段階でございます。平成 21 年度で水産省

の要求の水産業における概算要求の資料でございます。燃油高騰の対策として 608 億円の対策

を今のところ考えているということでございます。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 暫時休憩いたします。 

休 憩 午前１１時００分 

                                         

再 開 午前１１時１１分 

○委員長（玉井昭一君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。  

町側の説明が終わりましたので、これから質問を受けたいと思います。委員の皆さん質問ご

ざいましたらどうぞ。山本委員。  

○委員（山本浩平君） ４点ほどお尋ねしたいと思います。ただいま町側から燃油高騰の現況

や理由等の説明がございました。また、各団体に対しての国や道のあらゆる制度についての説

明もございました。私は、町にかかわることについての点を、何点かお尋ねしたいというふう

に思います。  

 まず、これらの制度に関しましては、各業界あるいは各団体がそれぞれ研究を重ねていると

は思うのですけれども、きょう説明を受けてこういうのもあったのかと逆に思って、知らなか

ったことも結構出てきたのですけれども、業界団体あるいは個人業主の方への、この制度の周

知はどのように、今後町としては行っていかれるのかというのを 1 点お尋ねしたいと思います。 

 それと、今白老町、財政の問題におきましても、町側と議会側で超過税率の問題で、若干の

対立がある。こういう状況の中で、町独自の対策、いわゆる町から補てんをするということは、

非常に厳しい状況ではあると思いますけれども、町独自の対策を考えられているものがあるの

かどうなのか。また、各団体は議会だとかあるいは道・国に対してはそれぞれ要望書や陳情書

という形でお願いをしているケースがあると思うのですけれども、実際にこういう状況で困っ

ています。というような相談等が町にあるのかどうなのか、この点もお尋ねしたいと思います。  

 それと、昨年の福祉灯油の実績と、今年度の予定についてお尋ねしたいと思います。と申し

ますのは、福祉灯油、何か関係ないですか。どこかに載っていたような・・・。この点につい
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ては省略をさせていただきます。何を言いたかったのかと申し上げたいのですけれども、福祉

灯油の確率が悪かったのですね、これだけしますよ。というお話だったのだけれども、実際に

こられている方たちの確率が低い。それに対して今後どのような対策をとっていくのかという

ことをお尋ねしたかったのですけれども、これは結構です。  

 最後ですけれども、私、素人なので単純にお尋ねします。漁業部門においての説明の中で、

資料４です。白老のいぶり中央漁協としては要求しないと。省燃油操業実証事業だとかはこれ

は難しいので申請しないというお話なのですけれども、単純にお尋ねしたいのですが、どうい

う理由で白老のいぶり中央漁協としてはやらないのか。そういう必用は一切ないのかというこ

と。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） それでは、私のほうからお答えしたいと思います。  

 まず制度に関して、これは周知ということでございますが、当然町のほうでは広報にも、中

小企業対策についてはご相談ください、融資についてはご相談くださいということで出してご

ざいますし、それから、例えば農協さんであれば、農協さんとはこういう対策については常に

連絡を取り合ってございまして、今、農協で考えられている対策はどうなのだ。ですとか、ホ

クレンではどうなのか。国の対策はどうなのか。というようなことを常に連絡体制を取り合っ

てございまして、そういう中で個別の農家に対する周知も、当然、農協のほうで相談に対応し

てございます。それから商工会においても、前回の議会でご質問受けてございますけれども、

各事業者さんに、いわゆるそれぞれのサービス部門ですとか、なになに部門ありますけれども、

そういうところから影響の状況も調査しながら、窓口をきちんと設けていますよということも

周知も行っていると思います。ですから、そういう中でご相談には商工会にも行かれるでしょ

うけれども、行かれた場合に対しての対応というのは商工会で行われてございますし、これら

の対応策の内容というのは町ですとか、商工会ですとか、必ず文書で流れてくるようになって

ございますので、そういう対応は行ってございます。 

 議会のこともご質問いただいたとおり、周知というのは、個別の周知というのは、なかなか

制度を詳しくということはできないものですから、やはりご相談をいただくということでの、

そういう広報での掲載はさせていただいてございます。  

 それから、町独自の対策ということで、いわゆる直接補てん。例えば、農業で言えば、価格

安定のためにある一定の基準を下回った場合にお金を補てんするという、そういう制度がある

のですが、町が独自に基準を上乗せして、例えば子牛の価格で例を取りますと、基準が 30 万

5,000 円だとすると、今売買されているのが平均して 35 から 36 万円でしょうか、それを町が

独自に 40 万円までの基準を設置するとかして上乗せすると、こういうようなところまでの直接

対策というのはなかなか難しいというふうに考えています。 

 ただ、そういう直接補助ではなくて、いわゆる、国なり北海道が、先ほども出ていましたけ

れども、肥料が上がっているので、少なく使うために肥料がどのくらい入っている適正な土壌

なのかどうかという調査を行う場合に、例えば国から、道からという部分に連携して行うとい
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うようなことは可能かというふうに思いますが、ただ、そういうものも含めて、今回補正予算

が、昨日通ってございますから、国の制度等も見ながら、北海道の制度もあわせて検討しなが

ら、町としてできることについて考えていきたいというふうに思ってございます。 

 それから要望、もしくは相談があるかということでございますけれども、直接的に商工業関

係でいえば、うちのほうにはそういう相談は、例えば融資の関係でということについてはあり

ません。農協関係の農家については、農協さんへの相談というのはございます。というのは、

農協さんはあくまでも組合という制度をもっていまして、農家の所得の状況を把握してござい

ますので、そういう部分では随時、経営状況について把握してございますので、そういう部分

での相談はあるというふうに聞いてございます。 

 それから福祉灯油の関係につきましては、健康福祉課のほうでやってございますので、それ

らの詳細については、こちらのほうで把握してございませんのでよろしくお願いしたいという

ふうに思います。 

○委員長（玉井昭一君） 岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 漁業部門についてお答えいたします。各団体にその辺のこと

をお知らせしているのかという話ですけれども、これにつきましては北海道の胆振支庁の水産

課、この対策関係がぎょれんとか大日本水産会のほうでやっているという形なものですから、

漁組さんのほうにそういう通知が来ている状況にはなっております。私も、いろいろ聞いてい

れば、同じような情報は入っているという形になっております。 

 続きまして、町独自の対策は先ほど岡村課長も説明したとおり、今のところは考えてはおり

ません。困っているという相談も、今のところは港湾課のほうにはまだ来ていないという形で

ございます。最後に、省燃油操業実証事業の申請を漁組さんでやめているということなのです

が、一応、申請の体制が煩雑なところがあります。それが一つの問題となっています。それと、

一番問題なのは、16 年くらいから燃油が上がってきているものですから、省エネはその頃から

やっていると。今更その 10％の削減というのはちょっと難しいところがあるというような判断

の中で、まず 10％削減しなければ全く話にならないものですから、そこを削減するのは難しい

のではないかということで、今のところ申請は難しいという判断になっているみたいでござい

ます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。  

○委員（山本浩平君） 全体的な説明は今いただきましてわかりました。ありがとうございま

す。 

 そこで、今白老の産業の状況をかんがみますと、農業・漁業、一次産業に関しましては、非

常に悪い産業から比べると逆にそこそこ漁業のほうも漁があるし、畜産のほうは牛の価格は安

定していると。そういった中で、他の地域から比べると、非常にこの一次産業に関しては、今

のところは非常に悪くないのかなというふうな認識でいるのですけれども、そういう中で、具

体的な相談が余りなかったりしているのかなと思うのですけれども、この辺についての町とし

てのとらえかたは、どのようにとらえていらっしゃいますか。  
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○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 一次産業の中で、うちの場合の畜産。実は畜産については、

価格は相当落ち込んでございまして、平成 19 年の 10 月の市場での売買の成績の平均価格で、

去勢が 35 頭出ているのですけれども、このとき 53 万円くらいなのです。雌の場合 36 頭出てい

ますが、42 万円というそういう価格でした。それがことしの 10 月の平均価格では去勢 42 頭出

しているのですけれども 35 万円ということで、かなり下がってございますし、雌についても

28 頭出してございますけれども 33 万 8,000 円ということで、これも９万ちょっと下がってい

るという実態ですから、平均でいっても 12、3 万くらいは、昨年の同月の価格から比べると下

がっているのです。 

 ただ、当然出す牛に違いがあるわけですから、価格差は当然出てきますが、やはり枝肉価格

も下がっているという状況がございますので、素牛が売れない、価格が下がるという部分は、

やはり最終的な枝肉の消費が下がっているということだと思うのです。そうしないと肥育が盛

んにならない。肥育を盛んにするために素牛を購入するというのが流れですから、そういう部

分では消費が落ち込んだ影響があるということは、これは農協のほうとも、そういうことが原

因ではないかということで、常々お話をしてございますが、先ほどご説明したとおり、国が定

めている補助基準というものの基準額を下がっているというところまではいかないということ

なものですから、そういう補てん金が出るという状況にまでは至っていない。しかし、農家の

ほうの経営というのはかなり厳しい状況になってきているということでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 水産業についてなのですけれども、水産については燃油が高

騰はしているのですけれども、ここ数年は漁獲量につきましても、水揚げ量につきましても増

加しているという形でございます。そのためか、燃油の高騰もその中に含まれて、余り問題に

なっていないで来ているのかなということで考えています。  

 ここ数年はスケトウダラと秋サケにつきまして、うちの６割くらいなのですけれども、好調

だったという形なものですから、それほど影響がなかったと思います。ただ、今年度につきま

して秋サケとスケトウダラがこれからなものですから、この状況を見てみないとその辺は判断

できないのかなということで思っています。ただ、秋サケは、聞いた話では平年並みになって

いるということで聞いております。ただ、スケトウダラが状況はわからないのですけれども、

余り漁模様がないという形で、普通でいけば 11 月、12 月が主流になるものですから、そこに

期待したいという形で、今は話を聞いています。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんか。土屋委員。  

○委員（土屋かづよ君） 土屋です。アメリカから端を発したこの金融不安、それに関連して、

今回この燃油対策でいろいろな制度ができたということはいいことなのですけれども、実際に

金融市場が今引き締めをやっているわけですよね。その際に、例えばですけれども、町内の一

次産業の方が、公庫なり信金なりから融資をお願いすることによって、何年か前にもあったの

ですが、貸し渋りが発生するのではないかということが懸念されるのですけれども、それに対
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して白老町として、金融機関に対する対応というのはどういうふうにお考えになっているのか。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 貸し渋りですとか貸しはがしというのですか、そういうよう

なことが懸念されるということがありますが、農家の場合についていえば、基本的に組合が組

合勘定ということでやってございますので、市中銀行を利用するということは、法人経営とい

う部分くらいが市中銀行を使うと、当然市中銀行の場合は、そのときには経営状況審査をして、

一定の審査を受けた上での貸し付けということになりますが、私どもは当然、制度として中小

企業向けの制度の場合についていえば、一定の保証付きの融資制度のために預託をしているわ

けですから、金融機関に対しては、今後そのようなことがあるということであれば、それらに

ついては金融機関にもご相談申し上げなければならないというふうに考えてございます。  

○委員長（玉井昭一君） 水産港湾課木藤主査。  

○水産港湾課主査（木藤久義君） 木藤と申します。よろしくお願いします。  

水産業のほうについてご説明をさせていただきますと、そういったケースの場合、水産業の

場合は必ず漁協の理事会に問題が議案として提出されると。その中で資金ですとか収入関係を

含めて、よしあしの判断をされるということになります。その中で、その判断がよしとなった

場合については、農林中央金融公庫ですとか、北海道信連という金融機関、漁協系統の金融機

関がありますので、そちらを利用するという形になります。ですから、農業と同じように基本

的には市中銀行を利用するということは、ほとんどあり得ないというふうな状況の中で、そう

いう形でいろいろ運用されるというふうな流れになるのが一般的でございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 土屋委員、いいですね。  

大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。一つは、地元の人たちが国がとった対応策で、地元の商工

会を含めた企業の人たちが恩恵を受けられないということ、もちろん、こちらのほうが申請し

ないということであれば、これは仕方がないのだけれど、農業などは結構、対応策に対して受

けているように思うのだけれども・・・。 

 聞いている範囲では、国の対応策がきちんと中小の業者や、中小の漁業経営者に対して行き

渡っていないと。農協のほうは、農業協同組合に入っている部分についていえば、大小があっ

ても結構恩恵があるのかなというふうに思えるのです。そこら辺が、もうちょっと改善されな

ければだめだろうと。我々自身ももちろんやるのだけれども、自治体としてもそういう意見を

きちんと上げていかないとだめではないかということが１点。 

 もう一つは、農業を中心とした企業との関係、例えばフォーレ白老、それ以外のシイタケや

さんて、余りなくなってしまったように見えるのだよ、私から見ると。何軒か、北吉原でもや

めてしまったし、あそこらへんずっとやめているのだよね。  

 これも明らかに油の関係で、冬の付加価値が高いときに出せないのが大きいのではないかと

思っているのだけれども、それとか豚のも出ていましたよね。美保野ポークポロトファームな

どは多分農協に入っていないだろうから、これとはどういう関係になるのか。  
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それだとか、牛も企業の牛、養鶏は企業養鶏以外、今白老にないと思うのです。ゼロになっ

てしまって、前には 300 羽くらい飼っているところ、小さなところあったような記憶があるの

だけれども、そういう企業が参入することが、全部悪いとは言わないけれども、そういうこと

で地元の業者、例えばシイタケなどは、もっと前の油の関係かどうかわからないけれども、ほ

とんどやめてしまって、冬出しているところが少ないと。虎杖浜がやっているのかな。あと、

飛生だって余りやっていないような気がするのだよね。そういうことが、逆に言うと地元の中

小企業者、中小零細農家などができなくなっていくと。安愚楽さんなどがきて、こちらのほう

は今どのようになっているのかわからないけれども、競合しないとは言っても、実際にシイタ

ケだって、来たときには絶対に競合しないと言っていたのだよね。テンパックで出すから関係

ないのだと、地元は絶対しませんよと言っていたのだけれども、現実的には違う影響かもしれ

ないけれど、燃料と違う影響かもしれないけれども、何か地元の業者がなくなっていっている

ような、あらゆる部門でそうなっていっている気がするのだよね。そういうところの押さえと

いうのは、燃料の問題なのか、それ以外の問題なのか、今回の油の問題で、そういう企業がや

っているところというのはどういう状況なのかわかっていますか。  

○委員長（玉井昭一君） 岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 水産の部門でお答えします。水産加工ということで、言って

しまえば一次産業ではない、1.5 次産業というのですか、そういう形のところは、はっきり言

えば、国の支援がまったく来ていない中で事業をやっているということで、この頃の収支状況

を見ていると大変苦しいということは話しておりました。その中で、水産加工連とかが中心に

なって、国のほうへ何とか農業、水産業と同じような形で支援をしてもらえないかという形を、

今のところ要求したいということで言っております。 

 水産と胆振共同ミールもそうなのですが、共同ミールといえばここに一つしかないので、そ

れがつぶれると大変なのですけれども、19 年度は赤字になったので、その辺をうちのほうも状

況を見ながらその辺のことを対応したいなというようなことは考えております。 

○委員長（玉井昭一君） 産業経済課五十嵐主幹。  

○産業経済課主幹（五十嵐省蔵君） 今のご質問なのですが、農業系の関係なのですかが、先

ほど説明した国の支援金等について、町経由で補助金が各農家へ行くというものは実際にない

のです。例えば、畜産であればＪＡ関係の組合についてはすべてＪＡ経由です。それから、先

ほどおっしゃいました肉業でも法人、それから養鶏・養豚については、その全農系を経由して

いきます。どちらかというと、私たちも悪いのですが、肉牛関係はＪＡと行き来があるもので

すが、どこが申請するよという情報を取っていますが、養鶏・養豚については、シイタケを含

めて詳しくは押さえていないところが実際です。以上です。  

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。それは仕方がないと思うのです。ただ、白老の産業として

みたときに、実際にはあるわけだよね。だから、影響がどれだけあるかは知らないよ。例えば

樽前で言えば、Ｂ１トンちゃんというのは相当メーカーで売り出すと。あれは明らかにホッキ
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の次、柳の下のドジョウ２匹目を狙っているのではないかと思うくらいの力の入れようですよ。

やはり、シイタケでいえば差別化したシイタケ、アスパラも差別化したアスパラ。やはり求め

ているのはそういうのを求めているのです。ある部分かもしれないけれど。 

だから、漁業だって同じだと思うのだけれども、そういうことでいえば、例えば室蘭の底び

きがきて、ここら辺を引っ張って歩いたら、中小企業かもしれないけれど地元の沿岸漁業はた

まったものではないのだよね。そういう人たちがここの恩恵をこうむっているとしたら、これ

は馬鹿みたいな話だよね。僕はそれかどうかわからなくて言っているのだけれど、だけど、や

はりそういうところを何とかしないと、地元が活性化するということでいえば、もちろん韓国

が来てもロシアが来ても同じだけれども、そういう部分をきちんとして、ここでいくら言って

も、ここで監視船を出すわけにはいかないからだめだと思うけれども、やはり室蘭の底びきの

30 トンも 50 トンもあるやつが来て引っ張って、その後白老が行って網を張っても・・・、そ

して国の恩恵をその人たちが受けているのであれば、やはり商売にならないと思うのだよね。  

だから、そこをどうするかというのは私もよくわからないし、役場もそれをやれといっても

難しいと思うのだけれども、やはり、漁業の人たちが一致して、そこに何らかの方策の立ち向

かい方を考えるだとか、下関のほうでは韓国との関係でやっているわけだから、やはり何かそ

ういうことを考えたりしていかないとなかなか大変ではないかと。  

それから、もし本当にうちが豚だとか、大きなシイタケだとか、鶏企業だとか、そういうも

のを少なくても売りとして、卵の生産量１位だか２位だかとやっているわけだから、利用でき

るのだとしたら、やはり町の中で利用する方法を最大限考えると。  

今、いい悪いは別だけれど、例えば、フロンティアが１個 40 円の卵を売って、こちらも高い

卵を売っていると。それはやはり、差別化しているところは売れるわけだよ。両方とも。そう

いうことでの関係で、白老の売りを、単なる食材王国だとかそういうのではなくて、需要と供

給とやはり白老の町の産業を活性化させるためにいえば、そういうことを考えながらこういう

ものとの対応を考えないとだめではないかと思うのですがいかがですか。  

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 委員のおっしゃるとおりだと思います。先ほど素牛の値段が

下がっているというお話もさせていただきました。それは、当然枝肉の市場価格も下がってい

るからそういう肥育牛が旺盛に反応しないのだという話もございましたけれども、やはり牛の

価格が下がると。それを価格補てんというそういう制度だけではなくて、一貫生産ということ

で、今度は肥育に持っていくという、みずから肥育できるような体制ができるとか、やはり白

老牛をブランド化していく上でも、これが課題になってくるだろうというふうに思ってござい

ます。 

ただ、現状で各農家がすべて肥育に取り組めるのかというと、当然牛舎の面積だとかが限ら

れていますから、すぐに頭数をふやしていくということにはならないかもしれませんので、そ

の分についても、実は農協のほうとも相談していますけれども、将来、やはり一定の素牛の生

産と、その素牛を使った肥育という一貫生産、こういうことをきちんとしてなおかつ白老牛の
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ブランドということを展開していくためにも、ある一定のロットというのでしょうか、頭数の

確保ということ、安定供給していくためにも必要になってくると。そういうことをやっていか

なければならないだろうと。その場合には個別の農家だけではなくて、例えば法人の参画がど

うなのかだとかということも考えていかなければならないと。大きな白老町の農業の課題とし

てもございますので、原油価格がどうだ。それに伴って経営が悪化しているということもそう

なのですが、一方で白老町の持っている農業課題として、そういうことに対して取り組んでい

かなければならない。特に、差別化ということをお話いただきましたので、白老町のせっかく

商標登録を行った白老牛でございますから、やはりきちんとした一環体制、こういうところま

で持っていくことが課題になったりするのかなと思います。そういう部分での検討は、農協の

ほうでも行っていきたいと。  

ただ、肥育をするということはその期間収入が一定途絶えるということがあります。当然、

素牛を生産して 10 カ月程度で売るものが 18 カ月 20 カ月くらいさらにおかなければならない。

餌代がかかるけれども、その間収入は入らない。この間をどうやって資金繰りをしていくのか

という課題も含めて、いろいろな課題を持ってございますので、その辺を含めて検討していき

たいと。これは関係団体とも一緒になって検討していきたいというふうに考えております。以

上でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課長（岩崎 勉君） 底びきの話があったのですけれども、これにつきましてはや

はり、うちの漁組でも、何とかならないかという話があります。その中で、今ちょっとした動

きをしているのが、北海道議会の議員さんとか、国会議員さんと話しながら、底びきにつきま

しては国が規制すると。沿岸漁業につきましては北海道がやると。それで底びきのほうにいろ

いろと制限がなくなるところがあるのですけれども、その辺をちょっと国会議員さんとかとの

話の中で、何とか底びきの入る浜から何キロとか、そういうところをもうちょっと沖に行って

もらうとか、そういうところを今調整させていただいております。 

今のところやはり、北海道の漁業としては沿岸もあれば底びきもあると、そういう中での調

整なので、すぐにはうまくいかないと思いますけれども、そのへんやはり底びきであれば全部

持っていってしまって、資源がなくなってしまうものですから、その辺のことを調整しながら、

なるべく多くのことが、やる操業時期を少なくするとか、そういう調整をこれからやっていき

たいというふうに考えております。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほか、松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。まず、今底びきの話なのです。この底びきは、大渕委員が

言ったのは、沿岸漁業の方々がこういう補正予算が出てもさっぱり使うものがないのだと。該

当しないと。大きく該当するのは、底びき漁船のような大きな船が省エネやら、そういうこと

で大きな機械ですから、何億円の機械ですから、だからそういうほうにだけいくのではないの

かということなのです。ですから、底びき漁船もなければ、日本の食の魚も確保できないわけ

ですから、それはそれなりの役目を持っているのですが、ただ、私たちが先ほど言ったのは、
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沿岸漁業には、さっぱり使うものがないけれども、大型船などにばかりいくのだと。こういう

話なのですよ。 

 それから、この話ちょっと違うのですが、農業も漁業ももちろん大事ですけれども、先ほど

山本委員が言われたのですが、今石油高騰は白老の建設業者、土木業者含めた中小企業いっぱ

いに影響があるのですよ。ですから、白老は今、国は１兆 8,000 億円の補正予算がきのう通っ

たし、これ以上の補正予算をまたやると言っている。こういうときに白老町も、年末に向けて

１億円や２億円くらいの、やはり補正予算も含めて建設業者、中小企業の特別融資みたいなの

をきちんと町が、確か平成 12、３年に１億円預けて特別融資をやったよね。ああいう対策を今

講じなければ、土木業者でも建築業者でも、中小の商店でも何でもみんなまいってしまうよ。

思い切ってやるような方向で考えなければだめだと思うのですが、産業経済課長としてどうで

すか。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 応援していただける立場での発言だと思って聞いてございま

した。やはり、町長も常々言っていることはまちの産業の活性化なのだということを話してご

ざいますから、私の立場からすれば、いろいろな形で補正ということは必要だというふうに考

えてございます。その思いは議員と同じでございます。ただ、その財源がという問題になって

くれば、町の財政という部分で、財政問題絡んできますので、非常に厳しい状況があると。こ

ういうお話については当然理事者のほうにも、産業対策として必要な時期を逃さない形で、ど

のくらいが可能なのかということはお話ししたいというふうには考えております。  

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） こういう厳しいときにこそやらなければ、財政が厳しいのはわかる。

しかし、何もしないということは死ねということに等しいのだ。何もしないということは。 

 だから、町の財政を厳しい上に立って物を考えるのが行政のやることではないのか。それで

なければ死ねということだよ。私はそう思っていたけれど。もう１回聞きたいけれど、死んで

もいいのか。今やらなければそういうことだよ。  

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 厳しいご質問でございます。本当に中小含めて、一次産業含

めて、原油高だけに限らず、今の経済不況という部分ですね。消費が落ち込み、いわゆる景気

がまた足踏み、もしくは弱くなってきているということでございますから、何らかの景気対策

をとっていかなければならないというのは、当然産業経済課としては、そういう考え方でおり

ますということでご理解いただきたいと思います。  

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 私も、何点か確認をさせていただきながら、ちょっとお聞きした

いなと思うのですけれども、先ほど課長が言われたとおり、経済産業課の中で、10 月の町の広

報誌でしたよね。中小企業、小規模商店の方々に対しての相談窓口を設けていますと。私見ま

した。 
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 本当に、ああいう形の中で町民としては、例えば商工会だとか、そういったところ以外にも

役場に行って、こういう話もできるのだということでは一つの周知ができたのかと思っていま

すけれども、それに対しての相談件数はまだないと。そういう話で確認させていただきたいと

思います。  

 それと、商工会は商工会でやっていますけれども、その相談件数などは、町として把握され

ているのかどうか。 

それから、それに含めて、直接は関係ないかもしれませんけれども、社会福祉協議会が窓口

になって、生活者の緊急支援対策資金ですか。そのようなのがあるのですよね。道の部分と町

の部分、額の違いがあるのだけれども。そういった部分の相談件数が、例えば前年、前々年か

ら比べて今どうなっているのか。実際わからなければわからないでいいのです。僕は、今松田

委員も言われたとおり、白老町内の小規模商店街、生活者、この人たちはすごく大変な時期に

来ていると思うのですよ。そういった実態というのは、そういったところの調査から見ていか

ないとわからない部分たくさんあると僕は思うのです。  

 これは産業経済課でやる問題ではないかもしれないけれど、ただ、全体を把握する、横の連

携が必要だと。役場がだんだんスリム化していく中で、一番大事なことは横の連携、今の経済

状況の中で町民、または中小企業、どうなっているのかということを、やはりそういったもの

に関わる課は、すべて同じ認識の中で把握、見ていくということは僕は大事なような気がする

のです。 

できれば、その辺の実態をしっかり押さえた中で、12 月なら 12 月の広報に載せてほしいの

です。僕は当然載せるべきだと思います。これだけ今大変な状況にあるのだということを認識

しながら、松田委員が言われたことだとか、例えばそれだけではなくて、資料３で国・道が緊

急実施する原油・原材料等の対策について、中小企業のセーフティ保証の対象枠を広げていま

すよね。これも実際きちんと説明しないと、皆さんわからないですよ。これ、今までの部分と

今回予算に盛られた部分というのは、例えば書類関係も煩雑、先ほど煩雑で使えないという話

もあったけれど、そうではなくて、これについては緩やかになっています。どうしてこのよう

なところまで通してくれるのかと思うところまでやっています。ですから、銀行などではねら

れても、ここできちんと通してくれるというところたくさんありますから、そういったところ

の相談体制だとかというのもきちんと。なぜ今国がこういったものを出してきているかという

ものも、例えば価格の上昇を品物に転嫁できないのですよ。できない一つの条件づけで、売上

高が減少しているところに「貸しますよ。」と言っているわけだから、そういったところの説明

が、セーフティネットと言ってもなかなかわからない人わからないです。小さな商店街の人方

はわからないです。国の対策だと思うから、なおさら行けないのだそうです。今の政策金融公

庫、これ国民金融公庫になっているけれど、今政策公庫ですよね。名前変わってしまって。だ

から、もっともっと相談体制は受けるけれども、その辺の話をちゃんとしてあげないといけな

いような気がする。 

だから、一歩一歩かもしれないけれど一歩一歩ではだめなの、急を要することだから。だか
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らそういったことも、例えば広報の中にセーフティネットの部分の説明をもう少しやわらかく

してあげる。話をしてあげる。聞かせてやれるくらいの、そういった思いやりは僕は必要だと

思うのです。町ができないのであれば、そういった国の制度をきちんと使ってもらうという思

いでやっていかなければならないような気がするのですけれども、それについての考え方を。  

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 貴重なご意見ありがとうございます。それから、そういうご

質問だというふうに承りました。生活者の支援件数という部分については、大変申しわけござ

いません。把握してございません。ただ、副委員長がおっしゃられる、そういうところから生

活者の状況を把握するべきではないのかと、そういう主旨のご発言だというふうに思いますの

で、今後こういうところにも意を配していきたいと思います。  

 それから、広報に出した後の相談件数というのは、先ほどもお話しましたとおり受けてござ

いません。ただ、実際商工会のほうでどのくらい受けているのかというのは、融資の申し込み

状況等については、それは件数ですとか、どういうところがというところはお伺いはしてござ

います。ただ、セーフティネット保証の部分というのは、確かに委員がおっしゃるとおり、内

容をきちんとお知らせしないとまた使えない融資ではないのかというところがありますので、

この点につきましては先ほどご指摘ただいたとおり、12 月広報に再度、こういう内容の融資制

度がありますと、ぜひご相談くださいということについては載せたいというふうに考えます。

ご理解いただきたいと思います。以上です。  

○委員長（玉井昭一君） ほかございませんか。西田委員。  

○委員（西田祐子君） 西田です。今の氏家副委員長の質問と重複する部分もかなりあるもの

ですから、そこは割愛させていただきまして、今、広報に載せるという話の中で、私は一つの

広報の載せ方の、手法にもいろいろ工夫が必要なのではないかと思うのです。  

 やはり町として、先ほど松田委員もおっしゃっていましたけれども、やはり独自の補正予算

を組むなり、それだけのことができないのかと。もしできないのであれば、あらゆる国とか道

とかの補助金とか、いろいろな形のものの中で、どうやったら白老の業者、中小企業の業者、

その人たちをカバーしていくのかということを、最大限に知恵を使っていかなければならない

のではないかと思うのです。そこの中でやはり、限られた人数と限られた時間の中で、広報と

いうものを特集で組むとか、そういうことをしなければ、なかなか白老の業者が、果たしてこ

の年を越せるのかどうなのか。私は一番その辺を危惧しているのです。来年の、年を越せるよ

うな企業が、これだけ、どこにあるのだろうか。シャッター街がまだふえるのだろうか。夜逃

げする業者がいるのではないか。  

 やはり、この燃油高ということに対しては、すごくひしひしと感じていますので、中小企業

業者また建設業者、漁業、農業、すべての人たちに対しても、産業経済課として一つ大きなと

らえ方の中で、白老の業者を何とかしたい。そういうところの特集を組むくらいの意気込みを

持っていただければ、また町長もそのくらいの、どこか、何かできることはないだろうか。ぜ

ひそれを考えていただければと、これは私の切なる要望でもあります。いかがでしょうか。 
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○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 先ほど氏家副委員長のほうにもお話ししたように、どこまで

載せられるかということについては、当然紙面の関係もございますからこの場でお答えできま

せんが、できるだけ住民の方が利用できるように、内容がある程度理解できるように検討して

いきたいというふうに思いますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） ほか。山本委員。  

○委員（山本浩平君） 先ほどと同じことなのですけれども、申しわけないです。いただいた

資料２の９ページ、この中に実は民生部門に向けた対策として、原油・原材料高騰対策一覧の

中で生活困窮者に対する灯油購入等の助成、福祉ガソリン、ここに出ていますよね。ですから

私、先ほどそのような質問をさせていただきましたので、きのうの委員会の中で鉄鋼スラグの

件で積み残ししている部分がまだありましたよね。ですから、ぜひ担当部署の方へ福祉灯油の

話を再度、きょうの話をしていただいて回答いただきたいなというふうに思います。  

 せっかくやっているのに利用率が低い、その要因は何かということです。考えられるのは金

額的にもう少し、これも難しい話ですけれども、アップすれば利用率が高くなる可能性もある

でしょうし、それは難しいかもしれません。また、どうしても足のない方はタクシーを利用し

なければ来られないケースもありますよね。そういったときに、近い人はいいけれど遠い人は

その往復で何千円もいってしまうわけですよね。そういったこともあって、利用する率が非常

に低いのかどうなのか。形だけやるのではなくて、生活困窮者に対する福祉灯油、町としてそ

ういう制度を今年も続けてやるのであれば、身のあるものにぜひしていただきたいと思います

ので、次回のときにその辺のところ、担当の部署も出席していただきたいと、これ委員長に。  

○委員長（玉井昭一君） 次回というのは、24 日にまた所管事務調査をやることになっている

のです。だから、この日までに、今、山本委員が言っている話を精査していただければなとい

うことです。  

岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） ここに書かれている、いわゆる生活困窮者に対する灯油購入

費等の助成というのがありますので、この問題が昨年どうだったのかという実績、例えば件数

ですとか、金額ですとか、総体の対象者に対する率とか、そういうものを資料の提供というこ

とと、今年度の実施要領、この場への出席ということ。それを 24 日のこの委員会の中で説明を

ということでございますか。  

○委員長（玉井昭一君） どなたか、例えば生活環境課でも、相談して・・・。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 担当、健康福祉課になります。 

○委員長（玉井昭一君） その中で把握した結果を伝えてもらえれば。  

 暫時休憩いたします。 

休 憩 午後１２時０４分 

                                         

再 開 午後１２時０７分 
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○委員長（玉井昭一君） 会議を再開いたします。  

岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 昨日の鉄鋼スラグの関係で市場価格がどうなっているのかと

いうことと、地元の産業に与える影響がどういう状況なのか押さえているかというご質問の内

容というふうに、きのう終わってからでございますけれども、お聞きしておりましたので、そ

の内容についてお答えさせていただきたいと思います。  

 市場価格という形では、実際のところ企業さんと企業さんの間の中での取引でございますの

で、その価格についての詳細はうちのほうでは押さえてはございません。しかし、これはグリ

ーン購入法に基づく鉄鋼スラグということでございますので、北海道も基本的に、こういうよ

うなリサイクル製品を使ったモデル工事を事業として実施し、道路整備等行っている部分もご

ざいまして、その中の積算単価表というのは、実は公表されてございます。 

 その公表単価を見ますと、白老・苫小牧地区のいわゆる見積価格は、立米 2,300 円というふ

うになってございます。ただ、これは公共事業としての金額でしょうから、実際に民間が買う

場合については、相当安い金額でこれが取引されているという状況があるのかなというふうに

は考えてございます。  

 それともう一つが、これあくまでも資材単価表ということで、公共工事を発注する場合の資

材単価表の中でのスラグにつきましては、立米 2,000 円ということで、これは地方単価表とい

うのです。砂利が 2,300 円くらいです。 

当然、与える影響ということでございますけれども、骨材関係の需用という部分について、

一定の利用の範囲があって、当然それに競合するＡという製品、もしくは砂利という製品があ

れば、当然それに変わる代替品として納入されるわけでございますから、既存の事業者には大

きな影響はあるというふうに思います。 

 ただ、実際に鉄鋼スラグ自体は取引は可能な製品でございますので、現状ではきちんとした

届出を行って、認められた製品として使われているということでございますから、今後、特に

これらの再生品というものがふえていく可能性がありますし、特に公共事業でもこれらの製品

を使うということが、今後広がっていくというふうに考えております。ですから、これらの製

品を使うということを前提に、町内の業者さんでも鉄鋼スラグを扱っているところが２件ある

というふうに、私ども聞いてございますけれども、今後そういうものへの参入ということも新

たに出てくる可能性というのはあるのかなと考えてございます。以上でございます。  

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） これ、私が質問したのですが、白老港に地方港湾として 100 万トン余

り取り扱っていますよね。その中の 22 万トン、ことしの予定ですよね。５分の１強なのです。

これだけの大量のスラグを取り扱っているわけだよね。そうすれば、やはり白老の大きな一つ

の産業にもなるわけだよね。もう一つは、白老の産業の基礎の一つにずっと砂利採石があるわ

けだよ。業者も７つか８業者くらいいたこともある。今は５つや６つはあるだろうけれど。 

 今、白老の採石業者さんは、砂利採取に大変な労力とお金と知恵と、そして確保して今まで
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きたわけだよ。胆振管内はもちろん札幌圏も含めて。今聞くと、2,300 円なら切込砂利と同じ

単価なのだよね。これだけの単価で売っているにもかかわらず、例えば、きのう質問しても全

然答弁にもなっていないし、23 万トンの金額も、仕入れ価格も販売価格も何もわからなかった

ものだから、どのような価格だと。 

 それから、先ほど言ったように、既存の古くからやっている採石業者さん方は、今の採石基

盤というのを苦労してつくって維持もしてきた。そこに、ただ船で持ってきて、22 万トン入れ

て 2,300 円で売るのだったら、既存の採石やさんが成り立たないわけだよね。成り立つ、立た

ない別だよ。立たなくなってくるのです。ですから、今後ともこのスラグをどんどん入れて、

全国で 3,330 万トンあるそうですから、どんどん持ってこられるのです。であれば、考え方と

しては、今の採石やさんもみんな公害でもなんでもなくどんどん入れていいものなら、何も山

を掘って採石をつくらないで、鉄鋼スラグをどんどん入れてやればいいわけでしょう。考え方

だから。こういうことのためにも、将来どのようなことになるのだということくらいは、やは

り産業経済課としてはきちんと把握すべきではないのかということを、私は言っているわけな

のです。そういうことをきのう言っているのです。 

 ですから、もう一回繰り返すけれども、今まで何十年もつくってきた基盤が、この鉄鋼スラ

グによって崩れてしまうのです。そうでしょう、3,330 万トンもあっていくらで持ってくると

いうのだから、そうしたら何も苦労をしないで、そこに水揚げして 2,300 円で、今切込 2,000

円くらいなのです。この単価切込みより高いのです。これは単価だから、裏取引はどのように

しているかわからないよ。だから、私は入ってくる価格がいくらくらいだと。おそらく 500 円

か 300 円、ただとも言われているのだよね。産業廃棄物だから船賃だけだとも聞いている。だ

けれども、わざわざ言うこともないのだけれど、そういうことをきちんと産業経済課としてと

らえて、それから路盤にも、農業にもどんどん使うのであれば、何も今言ったように、穴を掘

って砂利を取ることがなくなってくるのだよね。そういうことも踏まえると、もう少し課とし

てきちんとしたものを、スラグについては将来こうなるし、これだけの価格があるし、それか

ら今の砂利とあわせた場合どちらが得かとか、こういう選択だって、生きるためには砂利業者

もこれからしていかなくてはだめなのです。 

ですから、私はきちんとしたそういう 22 万トンも入っているこの大きな一つの産業になるわ

けだから、この辺をもう少しきちんと勉強して、そして状況をきちんと把握して、町民にもも

ちろんそうだし、業者さんにもきちんとしたデータというのは出すべきではないのかと。こう

いうことを聞きたかったのです。きのう言ったのです。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 産業面での鉄鋼スラグがどのような内容になっているかとい

うことでも、もう少し産業経済課としてきちんと押さえるべきではないのかということでござ

いますので、今分かりうる範囲での、先ほど答えしかできませんでしたけれども、状況につい

てはもう少し詳しく調べたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。  



 29 

○委員（松田謙吾君） もう一つは、砂利に代替する鉄鋼スラグが完全に代替しうるものかと。

白老町の発注工事にすべてだよ。だからそこで採石やっている砂利やさんの考え方が将来的に

変わっていくのです。大事なことなのだと私は言っているのです。そういうことなのです。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） その代替品としてなるかということは、既にモデル事業とし

て、路盤材として使用されておりますのでそういうことになっていくだろうということは推測

されます。しかしながら、実際に白老町の発注の工事に使っていくのかどうかということにつ

いては、建設課のほうにきちんと私のほうから、その辺も含めて使用についての検討はどうな

のかということも含めて調査したいと思います。  

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） もう一つはっきりしておかなければならないのは購入価格だよね。調

べてください。鹿島とどこかに聞けばわかるわけだから、この辺の価格をきちんと委員会に、

原価の価格を調査してください。  

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 大変申しわけありません。その価格については調査してござ

いませんが、その価格を調査して教えていただける価格なのかどうかということを、今の段階

で即答できませんけれども、まず今委員がおっしゃったように、そういう価格についてどうな

のかということも含めて調査させていただきたいと思います。  

○委員長（玉井昭一君） 松田委員。  

○委員（松田謙吾君） もう一点。課長、今公共事業に使って 2,300 円と単価まで出たよね。

仕入価格がわからないで、どうして単価を出す。だから、きちんとあるはずだよ。仕入価格が

なければ見積り単価を出せないでしょう、苫小牧で使って 2,300 円と先ほど言ったでしょう。

仕入単価がわからないでどこから出てくるのですか。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 先ほどお話ししましたのは、今公表されている範囲内での数

字としてお話しした部分でございまして、そこに詳細に仕入れがいくらでどういうものがかか

っていくらだから 2,300 円という、そういう価格ではなくて、いわゆる見積価格としていくら

という形で載っていることでございまして、そういうお答えをさせていただきましたので、そ

こまでの段階の数字がわかるかどうかということを含めて調べてみたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。  

○委員（山本浩平君） 私からも一点ありますけれども、平成 18 年にこの業者間と胆振支庁の

間で取り交わしている事前協議の中で、鉄鋼スラグ工事施工一覧表、これ私独自に入手してい

るものなのですが、白老町で町の管理道路、維持管理に使われたのかなと思うのですけれども、

これあくまでも計画の段階での数字ですから、実際にどうなのかということをお尋ねしたいの

ですけれども、3,164 トン、立米数に直すと比重を 2.0 でみていますから半分ですね。1,582

立米、これが管理道路に使われる計画になっているのですけれども、実際に使われていたのか
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どうなのかということを、建設課にお尋ねをしていただきたいと。私の記憶ですとこれは 18

年だけなのです。その後もう使われていないのです。これ、先ほど課長の答弁の中で、広く公

共工事にもこれからふえていくというお話がありましたけれども、当初、鹿島の住金さんから

の納入されているものに関しては、新日鉄さんで、室蘭で精製されている 40 ミリメートルクラ

スの、本当に路盤材に適したものではなくて、25 ミリアンダーのトップはあっても、専門的な

ことを言って申しわけないのですけれども、ほとんど粒度調整が余りよくない粉分の多いもの

なのです。そういったもののために 18 年度は町として維持管理に使ったけれども、それ以降不

適応で 19 年度、20 年度ということはそういったものには使われていないのかどうなのか、含

めてお尋ねしておきたいなと。 

 やはり、公共事業に適用されるものなのかどうなのかというのは、きちんと判断をしていた

だきたいと思うのです。きのうの委員会の中では 99％農家のほうに、牧場等に使用されている

という、そういう生活環境課のお話でありました。きのうちょっと疑問に思ったのは、安愚楽

さんに入っている数量が、ことしは２万 4,000 立米というお話も生活環境課からありました。

そうなると 99％、残り立米数に直しますと約 10 万立米近い数量が１年間で、この白老町内の

牧場に全部入ることになるわけです。事前協議の中で、必ず計画書を胆振支庁に出さなければ

ならないことになっていますから、そうなったときに農家の方々が、今まで、例えば、安愚楽

さんみたいに大々的に工事を進めているところでさえ２万 4,000 立米なのに、一般の農家の牧

場のところに、各牧場があったとしても 10 万立米の鉄鋼スラグをまともな路盤材の価格で購入

するのかなという疑問もそこには生まれてくるわけです。ですから、先ほど松田委員からお話

があったように、一体仕入価格はどのくらいで、どのくらいで販売されているのかなと。当然、

茨城県の港から白老へ揚げるまでには、生産されている工場から、そこに持ってくる運賃もあ

れば、積み込み料もある、そして船運賃もある。白老に揚ってから積み込み料、そして運賃。

それなりのものがないと・・・。その辺の仕組みがよく理解できないところがあるのです。 

 経済的な部分に関しては、なかなか入り込めないというお話も、実は道のほうからもいただ

いております。私はどういう仕組みになっているのかよくわからなかったので道のほうへも行

っております。ですけれども、その辺に関心を示していただきたいなというふうには思います。

理由は先ほど松田委員がおっしゃったような理由でもあります。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 今山本委員のほうからお話をいただいた平成 18 年度での事前

協議の中では、3,164 トンを管理道路用という公共事業で使うという計画だったということな

ので、それが実際に行われたのか、それ以後なぜ使わなかったのかということについては、建

設課のほうに確認を求めたいというふうに思います。 

 一連のお話の中で、鉄鋼スラグの価格、あくまでもこれ見積価格ということで先ほどお話し

しましたけれども、実際の取引の売買価格含めて、それを納入業者さんがいくらで仕入れてい

るのかだとか、そういう細かな価格については、私どものほうで調査するとしても、具体的な

調査権限を持ってございませんので、あくまでもお願いとしてお聞きする形になりますけれど
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も、その範囲で教えていただくことであれば、公表ができるということであれば、それはお聞

きすることは可能だと思っています。ただ、これは、例えば、いわゆる鉄鋼スラグは一定の届

出もしくは事前協議を経て納入する製品であって、それに対して何か不都合な問題があるから、

調査権限を持つ道庁がそれなりの対応として動いて、いわゆる何か価格的な面での不正な面が

あるのではないかということでの調査が入るというのであれば、強制力を持って対応はできる

のですが、私どものほうではあくまでも業者さんにお願いとして確認したいと思います。  

○委員長（玉井昭一君） 時間がかなり、大幅に過ぎているのですが。松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 100 万トンのうちの５分の１強、22 万トンも港に取り扱って、陸揚げ

しているよね。そうすれば、経済効果だっていくらあるのかを出さなければだめでしょう。港

に陸揚げしているのだから、白老町の敷地内に、そうでしょう。そこに陸揚げして、賃貸料も

取っているし、そうすれば港の５分の１の大きな量を占めるわけですよ。それがどのくらいの

経済効果があるのだということを計算するときに価格がわからなければできないでしょう。だ

から私は建設課ではなく産業経済課に聞いているのですよ。言っているのはそのことなのです。 

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 十分にそのことは、先ほどのご質問でわかっているのですが、

実は統計上の調査として公表されるものにつきましては、特定の業者がわかるものについては、

実は統計上としては調査されても公表されない仕組みになっているのです。そういうこともあ

るものですから、先ほど来、私の方でお話ししているのは、今受けているところは１社なもの

ですから、そこの状況をすべてわかるような答弁が可能になるのかどうかということは、非常

に今の段階で、おっしゃることは十分理解しているのですけれども・・、ですからご相談をさ

せていただきたいというのはそういうことでございますのでご理解いただきたいと思います。  

○委員長（玉井昭一君） いいですか、松田委員。  

○委員（松田謙吾君） もう一回言うけれども、私はそのスラグが、砂利に変わって白老の産

業になりうるのであれば、今の既存の砂利やさんが苦労して山を砕いて石を掘って、他人の土

地を買ってやることなく、苦労をしないで入れられるのであれば、みんなそこに参入してやれ

るのではないのかと、こういうことを言いたいわけなのです。 

 公共事業に使われて、それから砂利の代替になって、そして公害がなければ、その代替とし

て既存の砂利やさんが苦労をしないで、穴を掘らなくてもできるでしょうと。こういう考え方

に成り立って指導していかなければならないのではないのかと、私はこう言っているのです。  

 だから、価格も必要だし、経済効果も必要なのだよ。港の経済効果も必要だし、だから価格

をきちんと出したらどうだと言っているのはそのためなのです。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今言われたことは、もっとも、そのとおりなのです。許可

権者が道だというところに問題があるのです。はっきり言えば砂利採取と同じなのです。だか

ら、可能かどうかわからないけれど、昔、白老町は道の砂利採取よりはまだまだ厳しいものを

一度はつくったことがあるのですよ。これはすごい厳しくやったのです。このときは道にも相
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当行って話をしたのです。だから、道に行って議会として聞けばいいのではないですか。道は

一体何ですかと。あなたたちが許可しているのでしょうということで、道に徹底してやっては

いかがでしょうか。どうせやるのなら、やはり町は、許可権者は町ではないからやりづらいと

ころがあるのです。許可権者は道なのだから、道に行って徹底的に白老町議会として聞くとい

うことだって、24 日だっていいけれど、手法がどうかわからないけれど、町を責めるよりも、

今の段階では公式に道に行ったほうがより早いと思うよ。個人ではなくて公式に白老町議会と

してやるというふうにしたら、答えだってもらえるだろうし、できないものはできないと言う

でしょう。  

○委員長（玉井昭一君） それはそうだけれど、町だって白老の経済効果云々ということであ

れば、何も大威張りでしょう。 

大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 私が言っているのは、公式にやる場合は許可権者が道なのだから、許

可をしているところの問題なのです。もちろん質問はできるとは思うけれどもね。  

○委員（松田謙吾君） 今やっている業者が悪いといっているのではない。いいものであった

なら、わざわざ穴を掘ったり、土買ったり、土地買ったりしないで、それをどんどんみんなの

業者でやってはどうかと、そういうことだってすごく大事なことでしょう。私が言っているの

はそこなのです。だから、きちんとしなさいと言っているのです。だけど、町が後押ししてく

れないで誰がするのですか。  

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。  

○委員（山本浩平君） この話になったものですから、この機会に私もお話ししたいと思うの

ですけれども。実は鉄鋼スラグ協会というのがありまして、これは皆さん大手の鉄鋼メーカー

さんでつくっている、非常に政治力もある協会です。ここが鉄鋼スラグ協会。ここが出してい

る資料があるのです。鉄鋼スラグの環境への影響。今までの調査から留意すべき事項、４つ挙

げているのです。簡単に言います。地下水に近い部分では大略で、１メートル以上隔てて使用

すればよいと。農地では、良質水が直接流れ込まない施工をすれば問題ない。３番目、陸地に

おいてはスラグ層を投下した水は土壌 30 センチメートル以上を透過するように施行すれば問

題ない。水域や海域での使用は、水が停滞する場所での使用は、別途検討を要する。水の交換

が自然に起こる部分であればいいと。やはり鉄鋼スラグ協会の中でも、これだけは守ってやら

ないと環境に影響がありますよということを出しているわけです。 

 今現在、第３商港区の中でも砂と一緒に、新日鉄のものが入っていますよね。ケーソンの中

詰材として入っているのです。これは北海道が認めているものなのです。ですけれども、今、

道外の循環資源に入るものは厳しい事前協議があって、それをクリアしないと入ってこない。

それをクリアしているから、揚げているのですけれども、先ほど松田委員が言うように、茨城

県の一つの工場で生産されている 100 万トンの５分の１がこちらに入ってきていると、言い方

を変えれば、本来本州で、その地域でさばくことができるのであれば、わざわざこちらに持っ

てこないと思うのですよ。それを道内にどんどん持ってくるということは、どうしても鉄を生
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産する上でいらないものが出てくると。それをリサイクル品という名を借りて、こちらのほう

にはどんどんどんどん入ってきておりますけれども、その実際の仕入れだとか市場価格に関し

ては、非常に、これ産業廃棄物ではないのかなと思われるような市場価格が出まわっているや

に聞いているわけです。その辺は、やはり非常に疑問に思うところもありますし、それを白老

町としてもどんどんこれからも、許可権者が道だから、白老町としてはそこまでは関係ありま

せんよという姿勢で行くのか、それともやはり調査をするのか、そういうところだと思います。  

○委員長（玉井昭一君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） お話の内容は、先ほど来から十分わかってございますので、

可能な限り、今お答えできなかった部分に対しては、当然納入業者さんがいらっしゃるわけで

すから、もしくは鉄鋼スラグ協会ですとか、製造元のそういうところがございますので、そこ

に確認できる範囲で確認をし、この中でご報告させていただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 次回 24 日ですので、そのときまでに把握できますか。 

○産業経済課長（岡村幸男君） そのように努力いたします。  

○委員長（玉井昭一君） そのときにまた、よろしくお願いいたします。  

以上ですけれども、ほかございませんね。 

                                         

◎閉会の宣言 

○委員長（玉井昭一君） それでは、以上できょうの委員会を終了いたします。どうもご苦労

さまでした。 

（午後１２時３８分） 


