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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君）  産業厚生常任委員会を開会いたします。 

（午前 ９時５９分）  

                                         

○委員長（玉井昭一君）  所管事務調査の鉄鋼スラグの現状及び燃油高対策についてというこ

とで、まず事務局のほうから説明いたします。 

○事務局主幹（森 隆治君）  本日の調査は、10 月 16、17 日の鉄鋼スラグ及び燃油高対策に

ついて引き続き所管事務調査を行うものでございます。先般、平成 18 年度における町内管理道

路の維持管理に鉄鋼スラグの使用の有無ということと、福祉灯油の利用率の要因及び昨年度の

実績ということで、説明が保留になっているものがございます。先にそちらのほうから説明し

ていただき、引き続き所管事務調査ということでやっていきたいというふうに思っています。 

なお、きょう、あいにくの天気で、建設課のほうでパトロールもございますので、先にそち

らのほうの説明保留となっているものを言っていただきたいというふうに思っていますので、

よろしく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）  それでは、建設課のほうから説明をいただきたいと思います。星建

設課長お願いします。  

○建設課長（星  貢君） 私のほうからは、路盤材とかでの使用に関する今までの状況です

とか、今後の見通しということかと思います。ご承知のように、循環型社会を形成するという

目標の中では、そういうリサイクル品の使用については、配慮しなければならない時期である

ことはまず承知しております。ただ、鉄鋼スラグ自体は、路盤材として使用する場合について

は、道のほうから示されているものがございまして、その中では使用禁止条件なるものが実は

ございます。それは、短いので読み上げさせていただきますけども、鉄鋼スラグ路盤材は、コ

ンクリート再生骨材と同様にｐＨの高い資材であると。透過したｐＨの高い水は、周辺の土壌

30 センチメートル程度通過することによって土に吸収されるため、周辺に影響を与えることは

ほとんどないが、周辺環境への影響を考慮し、次の現場においては使用しないという方針があ

ります。具体的には、施工箇所周辺に飲用井戸、養殖池等の水質が重視される施設があり、透

過水が流入するおそれのある箇所。あるいは、舗装路盤が常に地下水位より低い箇所、水はけ

が悪い箇所等水が滞留しやすい箇所。そのほか、鉄鋼スラグ路盤材は、水により個結するため、

近い将来再掘削する可能性が高い箇所には使用しないという、こういう一応方針といいますか、

示されてございますので、ここに合致するものについては、道に準じて、道はいろんな調査を

した上でこういう留意事項を示しておりますので、それに従うつもりでございます。ただ、こ

れに合致しない、使用禁止されていないようなものについては、循環型社会推進という観点で

は、使うことについては検討をしていきたいと考えてございます。大まかには、今そういった

ことになります。ですから、繰り返しになりますけども、今まで実は路盤材としては使ったこ

とはございませんし、今後については、今言った条件のもとに、可能性があるものについては、
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検討はしてまいりたいと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  委員の方で質問のある方、どうぞ。山本委員。  

○委員（山本浩平君） 大体今の内容よくわかりました。道の指針というか方針が出ているの

で、それに沿った形で行っていきたいし、循環型社会を考えた場合は、今後使用については検

討していきたいという回答でございますので、その内容はわかりました。 

今課長の話の中で、路盤材としての使用はないというお話でございましたけれども、前に計

画としては道路の維持補修等に計画されて、現実的に事前協議をその業者さんが計画書の中に

平成 18 年度か 19 年度かその辺だったと思うのですけども、町の維持補修で使うような協議は

されていたはずなのです。これ、ちょっと違うところから入手したものですから。現実的には

計画はあったけど、路盤材としての使用は１度もまだしていないという認識でよろしいですか。 

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。  

○建設課長（星  貢君） 今おっしゃったとおりでございます。先ほどのちょっとつけ加え

させていただきますと、使いづらい状況というのが考えられまして、先ほど言いましたとおり、

近い将来再掘削する可能が高い箇所ということでございますけども、通常の道路であれば、舗

装の下にはいろんな配管何かもございます。水道管、下水道管。それは何らかの形で修繕した

りするケースというのは当然考えられます。そのときには、掘削することが必要になったりす

る場面が多くありますので、そういう可能性のあるところはなかなか使用しづらいというのが

現状でございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ありませんか。  

ないようでしたら、私のほうから一つ。これは聞いた話ですから、正確なことではないので

すが、国土交通省も国で許可していると、このスラグについて。羽田空港にも使っているのだ

と。これは、入札で国土交通省がこの資材を使わせたという話を聞いたのですが、これが要す

るに国土交通省も許可して使っているのだという事実があるというのだけど、この辺の把握は

していませんか。星建設課長。 

○建設課長（星  貢君） 詳細には把握していませんが、国が使っているというところまで

聞いていますが、羽田で使ったかどうかは確認されておりません。  

○委員長（玉井昭一君）  国が使っているというのは、国土交通省が許可しているということ

を確認できているのですか。  

○建設課長（星  貢君） これは道で出したものの中にも、そのように読み取れるものがご

ざいまして、道としても道路用資材としての鉄鋼スラグの使用に関しては、条件は一定のもと

にあるのです。先ほど言ったのは、ちょっと細かい現場レベルでの状況です。  

もう一つ、詳しくは鉄鋼スラグは全国的に利用が進められているが、道内を対象とした場合、

用途によっては利用範囲が限られるのもがあるというようなことで、道の認識としても全国的

な利用はあるということを前提に先ほど申したような路盤材として利用する場合には、一定の

条件設定をしているというふうに理解しているところです。  

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。西田委員。 
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○委員（西田祐子君） 西田でございます。参考までにちょっとお伺いさせていただきたいの

ですけども、今言われた鉄鋼スラグというものを、やはり土木関係というか、そういう関係で

周辺とか北海道全体とか、どういうふうな使われ方をしているのか、もしそちらのほうで把握

している事例とか、状態とかありましたら教えていただければと思うのですけど。  

○委員長（玉井昭一君） 星建設課長。  

○建設課長（星  貢君） これも道からいただいている文書を参考にしか私情報仕入れてお

りませんが、その中のＱアンドＡの中に、開発局での使用状況についてというくだりがござい

まして、その中では開発局で使用実績があるのは室蘭、函館開建の２カ所。小樽開建では今年

度利用予定があると。これは、最新の情報でございます。函館開建では循環型社会経済のため、

使える箇所は積極的に利用していると。特に、今回コンクリート再生鋼材が入手しづらい地域

で利用していると。室蘭開発建設部については、使用箇所に関する判断は、現場ごとに行って

おりますということですが、この中で使用禁止箇所については、フィルター材透水性を要する

箇所。ですから、先ほどの道の考え方と相当近いです。あと、使用を控える、禁止ではなくて、

控えるですから、ちょっと緩いのですけども、そういうものは市街地での歩道。掘り返す可能

性の高い地下埋設物がある箇所というようなことです。使用を推進している箇所としては、中

央分離帯の中ですとか縁石、排水の基礎、市街地車道というようなこと何かが情報としてはい

ただいてございます。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。  

 ないようでございますので、土木課のほうはこれでお引き取りいただきたいと思います。あ

りがとうございました。  

 それでは続いて、福祉灯油の利用率の要因及び昨年度の実績について、健康福祉課長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  おはようございます。福祉灯油の関係でご説明申し上げま

す。皆様のお手元に１枚ものの資料で、平成 19 年度福祉灯油購入費助成状況という資料を配布

させていただいております。それに基づいて説明をさせていただきます。 

昨年実施いたしました福祉灯油の助成なのですが、まず助成対象世帯ということで、まず老

人世帯、障がい世帯、母子世帯を対象といたしまして、共通要件といたしましては、平成 19

年 12 月１日現在白老町に住所を有している方で、課税要件、19 年度の町民税が非課税世帯。

これが共通要件といたしまして、老人世帯につきましては、単身世帯であれば 75 歳以上の単身

世帯。複数世帯、複数の方がいる世帯につきましては、65 歳以上の方で構成される世帯。18

歳未満の児童を扶養している世帯を含みますが、そのうち 75 歳以上の方が１人以上いる世帯と

いう形で要件をつけております。障がい世帯につきましては、知的、身体、精神に分けまして、

それぞれ療育手帳Ａを持っている方。身体障害者手帳１級、２級の方がいる世帯。それと、精

神障害者保健手帳１級の方がいる世帯という形で要件を分けさせていただいております。母子

世帯につきましては、母子及び寡婦福祉法という法律の中に規定しております、配偶者のいな

い女子が 18 歳未満の子供を扶養している世帯という形で、それぞれ世帯要件をつけまして、対

象外という形になりますが、施設入所者、介護保険施設及び福祉施設という形で、そちらのほ
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うに入所なさっている方及び長期入院者。12 月１日現在入院しており、３カ月以上の入院また

は入院が見込まれる方ということで条件をつけてございます。あと、生活保護の受給世帯とい

う形で、対象外世帯はこのように条件をつけてございます。 

対象となる世帯数なのですが、こちらのほうに記載のとおり、老人世帯につきましては 861

世帯、障がい世帯 166 世帯、母子世帯 178 世帯、合計世帯数で 1,205 世帯が一応基本となる対

象となると思われる世帯数でございます。 

３番目の申請件数でございますが、申請件数につきましては、老人世帯 737、障がい者世帯

143、母子世帯 102 の合計 982 世帯の申請がございました。その中で、非該当件数という中で、

先ほどの対象とならない方につきましても申請がございましたものですから、その中で非該当

となります世帯につきましては合計で 152 世帯が該当となりまして、実質助成を実施した件数

といたしましては、老人世帯が 640 世帯、障がい者世帯 99 世帯、母子世帯 88 世帯の合計 830

世帯につきまして助成を実施いたしました。助成金額につきましては、１世帯当たり 5,000 円

という形で、合計金額が 415 万円の助成を実施してございます。助成率という形で、助成した

世帯数が対象となる世帯数の割合という形で、老人世帯については 74.7％、障がい者世帯

59.6％、母子世帯 49.4％と、全体で 68.9％の助成率という形で結果が出てございます。 

最後の４番目の箇所別の申請状況。これにつきましては、どういう形で申請が行われたのか

という形で、やはり一番多かったのがいきいき４・６と役場、こちらのほうに半数以上の方が

申請書を持参したという形になってございます。あと、３つの萩野、竹浦、虎杖浜の各出張所

への持参。それと、郵送での申請というのがございまして、それぞれの箇所別の件数と割合が

このようになってございます。 

説明といたしましては、一応そういう形で説明なのですが、先ほどの非該当の件数。これで、

どういう方が非該当として 152 世帯が該当したのかというと、やはり一番多かったのが、町民

税が課税されている世帯。これが 152 世帯のうち、76 世帯。ちょうど半分なのですが、76 世帯

の方が申請をされましたが実際に当方で調べたところ、町民税が課税されていたということで、

対象外という形でなってございます。次に多かったのが、同居要件。先ほどの 65 歳以上の方で

構成される世帯で、そのうち 75 歳以上の方が１名以上いる世帯という形で、実際に 75 歳以上

の方がいらっしゃるのですが、同居の世帯の方に 65 歳未満の方がいらっしゃる、そういう世帯

につきましては対象となりませんものですから、こういう同居要件に該当しないということで、

この 40 世帯が非該当という形で助成から外れてございます。多かったものがこの２つで、次に

多かったものが、実際に申請になったのですが、ご本人自体が 75 歳未満だったという形で申請

があった方が 19 世帯。障がいの程度が要件より低い要件。例えば身体障がい者であれば、１級、

２級という手帳をお持ちの方以外の、もっと軽い方の申請のあった件数が 11 件という形で、あ

とは生活保護世帯が５世帯。それと、白老に住民登録がされていない方。こちらが、１世帯申

請がございました。合計で 152 世帯という方で、これが対象から外れた世帯という形になって

ございます。これは、資料のほうにはございませんが、そういう形で非該当という形になって

ございます。長期入院の方につきましては、一応うちのほうは、聞き取り調査という形で、実
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際に確かめてはございません。ただ、長期入院という形での対象から外れたという方は、実際

のところうちのほうでは、今回はございませんでした。 

ですから、皆さんに、昨年につきましては１月の広報に全戸配布いたしまして、それによっ

て申請していただきたいという形でお願いして、なおかつ町内会長さん、それと民生委員さん。

そちらのほうにも申請に協力をしていただきたいということで、通知文も出させていただいて、

申請について協力いただいたのですが、当初２月 15 日までの申請期間でしたが、やはり期間が

短かったせいもありまして、当初につきましては、申請率が低かったもので、２月 29 日まで申

請期間を延ばしました。これにつきましても新聞報道でお願いしたり、また介護の認定者であ

れば町内の居宅介護支援事業所、ケアマネージャーさん、こちらのほうにも協力をいただいて、

該当すると思われる方につきましては、申請をされていないようであれば協力してほしいとい

うことで、申請の協力も依頼し、なおかつ民生委員さん等につきましても要請をいたしまして、

最終的には当初２月 15 日までの助成といたしましては、599 世帯に助成して該当する世帯でし

たが、延長分で 231 世帯という形で、最終的に 830 世帯という助成が完了したという形になっ

てございます。説明といたしましては簡単ですが、これで終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君）  これに対して、質問のある方はどうぞ。山本委員。  

○委員（山本浩平君） きょうは出席いただいてありがとうございます。実は、前回の所管事

務調査の中で、本当は漁業、農業、運輸ということが対象ではあったのですけども、たまたま

産業経済課から出された資料の中に、民生部分に向けた対策というところも若干載っていたも

のですから、気になるところだったものですから、私が来ていただいたということでありがと

うございます。 

それで、まずお尋ねしたいのが、助成率の出し方なのですけども、対象になっている合計世

帯数が 1,205 世帯ですよね。これから始まっているのか、それとも申請件数 980 から計ってい

るのかというのが１点。 

それと非該当件数、おそらくこれも入れての 68.9 だと思うのですけども、この 68.9 という

のはどのような仕組みになっているのかと、まずお尋ねをしたいと思います。 

それと、他町村と比べてどうなのかと、その比較です。わかる範囲で結構です。 

○委員長（玉井昭一君）  健康福祉課長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  この助成率、最終的に 68.9％。この数字につきましては、

支給の対象世帯からの割合でございます。ですから、申請件数からではなく、全体の対象世帯

からの割合でございます。非該当につきましては、この助成率の中には入れてありません。実

質助成した世帯数 1,205 世帯に対しまして 830 世帯助成した、その率でございます。 

他町村につきましては、率的なものというのは出てございませんが、昨年 19 年度の実施した

市町村につきましては、全道 180 の市町村ございます。その中で、174 市町村が実施してござ

います。174 プラス政令市、中核市という形で函館、旭川が入りますので、176 市町村が実施し

ているということで、資料が出てございます。実施していないところが札幌市。それと、後志

市の積丹町、仁木町、留萌管内の天塩町ということで資料的にはそういう形でいただいており
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ます。率的なものというのが、大変申しわけございません。何％という形では、ちょっと出て

おりませんので、数字的にはお答えできません。申しわけございません。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。  

○委員（山本浩平君） ありがとうございます。わかりました。 

前回追加をして約 70％近くの数字に持って行ったということなのですけども、最初福祉灯油

という大変ありがたいお話だと思うのですけども、余り、一番最初にこれをやりますよという

ことで町民に示されたときに、数字が最初上がっていかなかったと。この辺の要因については、

どのように分析されていらっしゃるのかということが１点と、これは財政的にも本当に絡んで

くることと思うのですけれども、今年度に関しましてはどのようなことで計画されているのか

ということをお尋ねしたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  健康福祉課長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  昨年の一次の申請につきましては、先ほどお話ししました

とおり、率的には低かったという形で、ちょうど 12 月の定例会のときに補正予算を通していた

だきまして、それから当方におきまして、いろんな実施要綱なり、マニュアル等つくりまして、

１月の広報に織り込みという形で全戸配布させていただきました。その中で締め切り期間が２

月 15 日までという形で、約１カ月半の申請期間を設けさせていただきましたが、やはりほとん

どの世帯がお年寄りの世帯という形で、なかなか文書的にも１枚のチラシという形で、なかな

か広報の中に入っているもので読まれないというか、そういうのがあったのかなと思いました。

それに伴いまして、やはりいろんなうわさというか、口伝いで灯油とか福祉灯油の情報、また、

新聞とかでも報道していただきましたので、それに伴ってだんだん申請的には、日を追うごと

にはふえてきたのは事実でございます。ですから、当初の周知の仕方、こちらについてはやは

り反省点が残るのかなと思っております。うちのほうでも、いろいろな２次に向けては、該当

すると思われる方に対しまして、やはり個別的に文書を出すなり、そういうことも一応実施し

た経緯もございます。中には当然、うちのほうでは該当すると思われても、該当しないという

方も中にはいらっしゃいました。実際にはそういう方もいらっしゃいましたが、やはり個別的

に送るというのが一番よろしいかと思うのですが、郵送料とかそういうことも考慮しますと、

やはり一番広報という形での周知というのが一番よろしいのかなと。広報の仕方についても、

やはり反省点というのは今後もやっていかなければならないのかなと思っています。 

今年度につきましては、まだ実施という形では今のところ結論は出ておりませんが、現課と

しての準備というのは今進めてございます。いつでもやれるような体制で、去年と同じような

体制でどういう世帯の方がどのくらいあるのかとか、そういう形ではいつでも動けるように準

備はしてございますが、９月の定例会のときにもお話ししたような財政状況等いろいろ考えな

がら検討するということで、今まだ結論が出ていないのが現状でございます。ただ、一応うち

の健康福祉課といたしましては、高齢者の部分と先ほどの身体障がい者の部分と母子の部分と

いう形で、一応昨年と同様の要件、そういう形でどのくらいの世帯があるのだろうという形で

今調べましたところ、やはり昨年よりは件数的にはかなりふえてございます。全体的で、昨年
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が 1,205 件という形で約 1,200 世帯。今年度につきましては、本当に概略なのですが、昨年と

同じ条件で考えるといたしまして、大体 100 世帯くらいふえるのではないだろうかというよう

な形で、今考えてございます。それにつきましては、実施するにあたっては、周知の方法、そ

れはやはり、申請率、助成率を高めるためには方法を考えていかなければならないかというこ

とで、今内部のほうでは協議はしている状態です。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） 今山本委員のお話の確認をさせていただきたいのですけども、支

給対象世帯が 1,205 世帯。これには、非該当者件数は入らないで、68％になっていますという

話ですよね。そしたら結局は、まだ申請に来て、該当する人が 31.1％いるということで、判断

していいのですね。まずその確認だけさせてください。そうであれば、まだまだそういった人

が来れば、支給対象になるという人方がいるということなのか、それとも支給対象世帯 1,205

世帯を役場の中で考えたときに、町民税課税世帯もそこには含まれていたり、母子世帯であれ

ば、町民税課税世帯もそこには含まれていて、全体数としてはわからないのだけど、大体これ

くらいの世帯数がいるのではないかということでの 1,205 世帯だったのか、ちょっとその辺確

認だけさせてもらいたいなと思ったのです。 

○委員長（玉井昭一君）  健康福祉課長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  この 1,205 世帯の考え方。これにつきましては、当方のほ

うで、例えば老人世帯であれば、資料といたしましては 75 歳以上の方の名簿というのを出しま

して、その中で町民税が課税されていない方をまず抽出いたします。当然、世帯の中に 75 歳以

上の方が２人、３人といらっしゃる世帯もございます。そういう方は、ダブルでカウントする

場合については、１件減とか２件減という形でカウントいたしますので、実質本当に支給の対

象となると思われる、うちのほうでは押さえられる範囲の最大限の資料の中で選んだ世帯とい

うふうに考えていただければ。最終的にこの 100％の申請あって助成するということになれば、

最終的に 1,205 世帯が支給の対象なったという形になったかと思います。中には、若干課税世

帯も入っていた部分もあるかとは思いますが、ほぼそういう条件に見合った形で当方はこれを

カウントしたことになってございます。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） わかりました。数字的にそういったことがはっきりしてくると、

何か 30％以上の方々が申請に来られないというのはもったいないと言ったら辺だけども、これ

だけ大変な経済状況ということで、行政も議会も考えていることが周知の方法ももう少ししっ

かりしたほうがよかったのかなと思う部分もあります。今年度についての 1,300 世帯という一

応概算、約という話ですけども、道の補正予算の中で、特別追加予算の中で 200 億円でしたか、

ちょっと数字的な額はあれでしたけども、予算組みしていますよね。当時、９月くらい。その

ときに比べるとすごく燃料代も下がってはいるのだけど、町の考え方としては、昨年の支給対

象額に、今回の道の補正で組まれたもの。物価上昇分として、上げて支給する考え方が、現課

として今。これはまだ、町長が 12 月中に結論を出すという話をしていたから、はっきりしたこ
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とは言えないけども、考え方としては今回の道の補正予算についての考え方をどうとらえてい

るのか、ちょっと確認だけさせてもらいたい。 

○委員長（玉井昭一君）  健康福祉課長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  道の予算につきましても、９月の道議会の中で補正予算が

出されまして、補正予算額含めた３億円という形で確か補正が通ったかと私は思いました。今

回福祉灯油等に関する交付要綱、まだ案という形で出されたものの中に、昨年と変わった点に

つきましては、今では福祉灯油という形ではなく、高齢者等の冬の生活支援事業という形の中

に一部あったわけなのですが、改正案の中には福祉灯油特別対策事業という形で新たに項目が

出されたのが今回変わった点で、補助基準につきましても人口要件とかそういうものも以前か

ら残っているのですが、１世帯当たり 9,500 円を上限としますよと。それの２分の１を補助い

たしますということであれば、単純に昨年の実施した助成額 415 万円。うちのほうで出した金

額につきましては、昨年であれば 60 万円の収入でした。それが、今回のことしに合わせますと

415 万円ですので、207 万円くらいの収入が見込めるのかなと。その分一般財源が減るという形

になるのですが、ただ、やはりことしについても、北海道の市町村の中でやるところも昨年も

多かった。今年も多いでしょうということの中で、助成額についても金額的なものも当然上が

る可能性もある中で、結局補助金額というのは頭の金額が決まりますので、最終的にはならす

形になりますので、先ほどの２分の１という額にはならないと思うのですが、若干上がるのか

なとは思っています。 

そういう中で、現課として昨年の実施した 5,000 円がいいのかどうかということを考えます

と、やはり昨年に比べて、昨年の 10 月とことしの 10 月灯油の価格を比較しますと、最近下が

ったといっても、上がったのは事実です。ただ、上がっているのは事実なのですが、やはり助

成額の金額を仮に 5,000 円を倍にするということになると、いくら道の補助金がふえても、町

の持ち出しというのは多くなるというのが現実でございます。ですから、その辺についてもや

はり現課としても実施する方向で考える場合は、昨年と同様の金額を基本とした中で、近隣の

市町村との均衡も当然図りながら、うちのほうはそれに財政状況、それも考えながらという形

で、現課としては上げていきたいと思ってはいますが、やはりいろいろな条件の中で考えてい

かなければならないかなとは思っております。ただ、基本的に実施する方向で進むのであれば、

最低限昨年の基本額、これは下回ることはないようにしたいとは、現課では考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） 考え方はわかりました。ただ、道の９月の道議会の中で、補正の

中で３億円追加ということで、前年度の物価上昇分を考えた形の中での考え方なのですよね。

いろいろ今説明されたけども、最終的には去年がベースになるような話になると、やはり物価

上昇分で道が見るのだよと言っているのに、町がそれを考慮して、でも町の財政もなんて考え

になってしまうと、町民の人方というのは、ことし北海道また追加でまた少しこういったもの

を見てくれているのだなということであれば、やはりそれに対しての物価上昇分の上乗せとい

う分は、現課ではまだわからないと思いますよ。これは今回の議会の 12 月にははっきりさせる
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ということですから。ただ、現課の考え方の中でそういったものが考えられる範囲で持ってい

ないと、何のために道が３億円の補正予算を組んだのみたいな話になってしまうではないです

か。僕は、そこだけは町民に少しでも還元される部分については、確かに町の財政も厳しいけ

ども、この冬を乗り切っていくために、こういった部分道の補正予算を町民に還元しますよと

いう部分を見せてあげないといけないのではないのかなと思います。先ほどの２分の１という

のは企業対策の話でした、すいません。 

○委員長（玉井昭一君）  健康福祉課長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  氏家委員のご意見、もっともだと思いますので、現課とし

て今言われた道の考えというのをもっと理解いたしまして、現課という形で物価上昇分がどの

くらいに影響するのかという中身を考えまして、今後実施するときの検討資料という形で、当

方としましても資料として取り揃えて協議していきたいと思っております。 

○委員長（玉井昭一君）  ほか、ございませんか。ありませんね。  

それでは、以上で健康福祉課について意見を終えます。  

 事務局のほうから次の件につて説明します。 

○事務局主幹（森 隆治君） 17 日に燃油高対策という中で、社会福祉協議会が窓口となって

いる、生活者の緊急対策資金の実態ということが出ましたので、これについて健康福祉課のほ

うで調べていただいていますので、その点ご説明いただきたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  健康福祉課長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  大変申しわけございません。社会福祉協議会のほうで行っ

ている緊急対策資金という形で、うちのほうで今社協のほうに聞いた話の中で、白老町の社協

のほうで行っている事業といたしましては、応急生活資金という形で、上限５万円の貸し出し

という形で、これは灯油代ではなく、あくまでも生活資金の貸し出しという形の中で行ってい

る事業がございます。件数的にいきますと、平成 18 年度におきましては 19 件。平成 19 年度で

26 件。平成 20 年度につきましては、今現在 20 件という形で申請がございまして、貸し出しを

行っているということで、社協のほうから聞いてございます。大変申しわけありません。道社

協のほうで灯油のための緊急対策資金という事業があるということで、昨年１件の申請があっ

たと。道社協の事業ということで、１件の５万円の貸し出しがあったと。あと、道社協で行っ

ている、生活福祉資金という形の中では 18 年度３件。19 年度１件という実績があるというこ

とで、社協のほうから資料をいただいております。以上でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  健康福祉課の説明が終わりました。  

これについて、質問のある方。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） ５万円の限度額として町が実施していると。平成 18 年の 19 件、

19 年 26 件、20 年度現在 20 件という件数ですけども、これ申請件数なのですか。今、この方々

に全部支給されているということでありましたけども、申請件数はまだふえる。もし、それ以

外に申請件数があるとすれば、支給件数がこの件数なのか、申請件数がまだほかにあって、実

際支給されている分がこの件数なのかという、その確認だけさせてもらいたいと思います。 
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○委員長（玉井昭一君）  健康福祉課長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  申しわけありません。うちのほうで押さえている数字とい

うのが、実際に生活資金を支給した件数ということになるものですから、申請件数までは数字

的に押さえてございません。  

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 僕は、やはりそこをちゃんと調べるべきだと思うのです。結局、

この資金貸し付けも５万円なのだけども、申請のクリアラインが厳しい部分があるのですよ。

なぜ、僕こういうことを言うかというと、この５万円でも、ちょっとしたとき本当に必要で借

りたいという人方、貸し付け条件があるでしょう。町民税だとか、滞納だとか、いろんな形の

中でそういったものをクリアしていないと、いくら申請しても、申しわけございませんという

中で断られる部分がたくさんあるのです。一番生活困窮者というのはそこにいるのです。今、

一番大変な生活をしている人方というのは、この物価上昇だとか、原油高だとか、いろんなこ

との影響受けている方というのは、そこに僕はいると思うのです。ですから、申請件数という

のは大事だと思うのです。申請、受け付けるラインというのがあるのはわかりながらも、申請

件数がどれくらいあるのかというのが、やはり明確にしておかないとならないと思うのです。

利用者の人数はわかりましたので、申請件数についてももしできれば後で報告していただけれ

ばと思います。お願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君）  健康福祉課長澤参事。  

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  大変申しわけございません。改めて数字のほうにつきまし

ては、後ほど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） ほか、ありませんか。ないですね。  

私、ちょっと１件だけ聞きたいのだけど、この条件というのは、５万円を貸し付けするため

の条件とは結構難しいのですか。条件をちょっと知りたいのだけど。長澤参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君）  大変申しわけございません。社協の方の貸し付けなもので

すから、今手元に資料ございませんので、こちらにつきましても後ほど条件等報告させていた

だきたいと思います。  

○委員長（玉井昭一君）  それでは、今の条件と氏家副委員長の言った、それは書類上で出し

てもらえるのだったらそれでいいのではないですか。そういうふうにしてください。  

ほかないようですね。それでは、今の件については終わります。ありがとうございました。。

暫時休憩いたします。  

休 憩 午前１０時４５分 

                                         

再 開 午前１１時００分 

○委員長（玉井昭一君）  それでは、委員会を再開いたします。 

町側から説明があります。千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 前の委員会で保留にいたしまして、また胆振支庁等の聞き取



 13 

りによって答えるということで留保しておりました件につきまして、今回報告させていただき

たいと思います。 

まず１点目です。鉄鋼スラグにつきましての一時保管にかかわる基準。これはどのようにな

っているかということで、これにつきましては胆振支庁のほうに聞き取りいたしました。鉄鋼

スラグの保管につきましては、事前協議書の中にその保管の量とか日数、これの記載を求めて

おりますけども、支庁の言い方としましては、鉄鋼スラグそのものが有価物としての取り扱い

ですと。したがいまして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の基準と規制が該当になりま

せんということで、端的に言いますと、基準はございませんというような回答でございます。

また、道としても特別な基準は設けてございませんという。ただ、粉じんの飛散防止でありま

すとか、一般の工区用工事に伴う、準じる取り扱いという形になるということでの説明でござ

いました。なお、これとは別に添付資料にあります鉄鋼スラグ協会、ここで鉄鋼スラグ製品の

管理に関するガイドライン、こういうものを独自に設けてございます。今回の納入先でござい

ます住友さんもこの協会に属してございます。その中で、これの一時保管についての取り扱い

について定めてございますので、これを資料として添付してございます。なお、このガイドラ

インにつきましては、事前協議書中にも添付してございますということでしたので、実際には

これについてどのようにされているのかという、そのような確認が支庁によってなされるもの

と考えてございます。 

資料のガイドラインの３ページ、５の３施工中という欄をご覧いただきたいと思います(１)

施工中の追跡調査では、施行場所、輸送、一時保管。ここで一時保管を含むというふうに記載

がございます。追跡調査を行い状況の確認を行うこととされています。特に高ｐＨ水溶出対策、

粉じん対策の実施状況をチェックすること。3,000 トン以上の案件については、施行中調査を

３カ月に１回以上実施のことと。また、(２)の下段になりますが、特に施工中のスラグ製品の

敷地外一時保管場所については、定期的に見回り調査を実施し、高ｐＨ水溶出対策、粉じん対

策の実施状況をチェック、記録すると共に、在庫過多が野積みとみなされないように在庫は３

カ月分をめどとする。このような管理、独自の基準を設けて、これによって取り決めがなされ

ているということで、今回ご報告させていただきます。 

○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） 次の２点目の敷きならしの位置ということなのですけども、

前回資料に添付しました写真の位置ですけども、ちょっと調べまして、虎杖浜のところでござ

います。虎杖浜の私道の部分に鉄鋼スラグを敷いたと。林道ではなくて、私道の工事を実施し

たという形でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） ３番目に、実際の工事用スラグの使用例という形で、鉄鋼ス

ラグ協会から出されているものを添付してございます。先ほど出ていましたが、羽田空港。資

材搬入道路の使用例とか、その他の使用例の記述、写真等がございましたので参考までに添付

してございます。  
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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） ４番目になりますが、これは前回のときにお話ししました道

産資材使用促進モデル工事積算単価表というものに掲載されているということで、見積もり単

価 2,300 円ということでお話ししましたけども、その資料でございまして、３ページのほうに

記載のとおり、立米単価が見積もりとして白老・苫小牧については 2,300 円となっているとい

うことでございます。それと、５ページのほうお開きいただきたいのですが、いわゆる最近の

例としてどのような工事ということで開発局、北海道でのモデル工事としての実績がここに書

かれてございます。以上でございます。 

 ５番目の資料として、鉄鋼スラグの建設物価、積算資料抜粋価格ということで、価格を載せ

てございます。これにつきましては、建設物価、積算資料というのが発行されてございまして、

この中で鉄鋼スラグの現着の渡し価格が記載されているとおり、このような価格になっていま

す。実は先だってのご質問の中で、単価についてご質問いただいたわけでございますが、６番

目の資料の中の２枚目を開いていただきたいのですが、これがいわゆる積算単価、地方単価と

いうことで押さえている数字でございまして、これも先だってお話ししました立米 2,000 円と

いう単価でございます。それで、実際の取引価格についてのお話ということがございまして、

これについては地元の事業者さんに確認をしてございますが、実際の取引価格については取り

扱い数量、現場の状況、さまざまな条件などにより異なるという中で、公表はできないという、

こういうお話でございます。それから、住友金属からの納入価格についてもお聞きしましたが、

金額はお答えできないけども有価で取り扱っているということでございます。そのときにお話

を聞いた中では、やはり納入先については、既存の事業者さんとはできるだけ競合しない形で

自分としては新たに販路を求めているということのお話はされてございました。 

もう一つ、事務所だけではなくて住友金属工業のほうにも確認をさせていただきましたが、

鉄鋼スラグの品質についての確認としては、16 日に提出された分析表のとおりでございまして、

溶出検査を行うなど、品質的には問題ないという部分でございます。流土分布についても片寄

らない規格としているという中で、環境基準も満たしているということで、それらの品質保証

がわかる資料のファクスをいただいておりますが、内容については 16 日に提出しました内容の

ものでございます。市場価格はどれくらいになるのかということのお話もさせていただきまし

たが、これは砂利などの骨材に相当するものであるとうことで、いわゆる建設物価ですとか、

そういう資材の資料に載っているとおりでありますと、こういう回答です。住友金属工業さん

が卸し価格としていくらになるのかということも単刀直入にお話をさせていただきましたが、

それについても有価での取引を行っているが、金額の公表はできないという、こういうお話で

ございます。したがいまして、私どもの今調べられる範囲というのは、残念ながらこの単価表

に基づくものということでございます。以上、単価についての説明でございます。 

○委員長（玉井昭一君）  委員の方で質問のある方はお受けいたします。氏家副委員長。  

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。先日から、そういったいろいろな調査をしていただい

た部分だと思うのですけども、先ほど土木課の説明にもあったように、道としてもそういった
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許可をしていく中でいろいろ基準ありましたよね、使用禁止のできない場合。そういったいろ

いろな基準を設けられていると。あくまで、これはそういった基準のもとに、例えば先ほど言

われた河川に近い場所だとか、池だとか、沼地だとか、そういったところに近いところには使

用一部できない、そういう条件のもとで使用されるということだったものですから。ただし有

価物であって、グリーン購入法に基づいた法律の中で認められた材料ということであれば、こ

れは新しいビジネスチャンスとして取り組む業者さんがいても、確かにそれはおかしくない話

だし、今後そういったものに対応していかなければいけない骨材業者さんだとか、そういった

方々もこれから出てくるのではないかなと私は思うのだけども、そういう形の中で今使用され

ると。同僚議員からの質問にもあったのだけれども、白老町に搬入される 99％は農家さんで使

われるような、そういうデータこの間言われていましたよね。そういった部分であれば、きょ

う示していただいた３ページ。５の２の納入から始まって、施工中の管理については、やはり

町としてもちゃんと見ていかなければいけない部分はあるのかなと、僕は思うのです。例えば

それが(２)に書いている状況確認の結果、輸送だとか保管、施工に際して、製品の取り扱い等

に対してふぐあいが認められた場合という部分で書いていますよね。その前段の(１)の中には、

3,000 トン以上の案件を施工中については施工中調査を３カ月に１回程度実施するのであると。

一番みんなが危惧するのは、ｐＨの基準をどう管理していくのかということだと、僕は思うの

ですよ。国が認め、道がある一定の基準を設け、公共事業の基準に沿った形の中で骨材の使用

として認めた、それについては何も言うことはないと思うのです。ただ、それが施工基準に伴

って使われているか使われていないかということについては、やはりｐＨという、一つの基準

をしっかり管理していかなければいけないですよという、何か前置きがあるような気がしてな

らないのです。ですから、今白老町で使われる部分の 99％が農家さんで使われると。それにつ

いては、やはり農家さんが使われる以上は、そういった部分に関して町もしっかり使用目的に

ついては知っておくことが必要ではないのかなと思うのですけども、それについての考え方を

１回確認させていただきたいなと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 支庁のほうで事前協議で出された内容を確認して、総合的に

判断して許可されたものであるということで、これにつきましては当然ガイドライン。これに

ついても事前協議書のほうに出されておりますので、これの現地確認、これについては支庁の

ほうでは必要と判断したときに現地確認しますというような、そういうスタンスで考えている

というようなことでございます。それで、どういう場所にそういうものを使用するのかという

箇所についても、事前協議中で、この場所については問題ないだろうというような書類上の話

ですけれども確認していると。書類上というのは、使用者が現地を確認した中で出されていま

すねと、そういう確認をして、そして支庁が認めているというようなことでございます。事前

調査していない箇所については、それは調査しなさいとか、支庁が行って確認するとかいう形

で許可になっていると、そういうふうに聞いてございます。その確認について、町でも行うべ

きではないかということでございますが、一時的に支庁が確認して問題あるかどうかという判
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断をするということでありますので、そこら辺は支庁とも協議した中で確認の仕方等検討して

いきたいと思っております。  

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 僕が言っているのは、今課長言われたのは支庁が許可を出す、道

が許可を出すというのは、購入者が公共事業だとか公の工事に使用される場合に、そういった

契約に基づいての使用目的であるとか、いろんなものをうたって、それについて支庁が検査す

るだとか、道が検査するだとか、そういうことではないのですか。僕はそういうふうに思って

いたのです。例えば個人の納入業者に対しては、支庁はそこまでの契約条件また施工条件だと

か、そういったものもやられるのかどうか。その都度たたき台だけを確認したいだけなのです。

そこだけちょっと確認させてください。それが一緒なのですということであれば、それはそれ

で構いません。 

○委員長（玉井昭一君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） お聞きしたところ、また一部書類等を拝見させていただいた

ところ、同じようにそういう施工場所等の確認はされて許可はしていると、そういうふうに認

識してございます。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） それでは、そういったいろいろな課題だとか、今回常任委員会の

中でいろいろな質問があって、ｐＨの問題、いろいろな問題、これは最終的な問題云々は別で

すけど、何かあったときの責任は支庁だとか、そういったところにあって町にはないというこ

とになるのですよね。変な意味で言っているわけではないです。あくまで使用禁止箇所だとか

が道の仕様書の中でうたわれている。うたわれている以上は、何かあったときのことを道も心

配している、支庁も心配している。何かあったときのことを考慮して、そういった基準を設け

ているのでしょうから、今課長の説明にあったとおり、使用目的、使用箇所については、支庁

からの条件つきの検査だとかいろいろな部分、しっかり管理されるということであれば、最終

的な利用目的についての不適切な利用目的があった場合の問題が起きたときの責任は支庁等に

かかわって、町が結局最終的にあなた達ちゃんと管理しなかったからということにはならない

のですよね。その確認だけ。  

○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） 実はこの件に関しては、生活環境課長のほうとも私のほうも

一緒になって、支庁に相談した経過ございまして、その中で当然鉄鋼スラグというグリーン購

入法で認められているということではあるけれども、そういう環境などの面で懸念される面が

一部あるということも伝えながら、どのように判断されていくのかという、そういう実はご質

問等も相談もさせてもらっておりますが、そういう中では事前計画書ですとか、変更計画書の

内容等から適正に使っているというふうに道は判断しているということと、もしそういうこと

があれば現地調査を実施しなければならないという、そういうお答えはしてございます、道か

らの話としては。ですから、私どもとしては何かあれば、当然危惧するようなことがあれば、
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きちんと道にはご相談しなければならないことはあるのかなというふうには考えてございます。 

○委員長（玉井昭一君）  氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 僕は、港にこれだけの材料が入ってきて、すごく町にとっても経

済効果もあるだろうし、いろいろな新規のビジネスに着手する人方もいらっしゃるし、いろん

な経済面では大きな効果も上げていくものなのだろうなと思うのです。ただ、これが今後、ス

ラグ協会から出された先ほどの管理基準だとか、道が示す管理基準何かを見ても、やはり課題

を持ちながら使っていくということになりますよね。そういうことであれば、やはりこれから

もどんどんふえるであろう、こういった材料については、喜ばしいという部分と、それに対し

ての管理という部分では、行政としても押さえていかなければいけない。それは道と支庁と協

議しながら、今課長言われたそのとおりかなと思うのだけども、そこだけ明確にしておかない

と、入ってきたそれを運用して町にすごく恩恵がある。でも、こういった懸念材料を示されて

いたにもかかわらず、町は何もしていなかったという話で、最後に何かふぐあいが生じたとき

に、そこはしっかりそういったものを押さえながら、道だとか支庁との連携を密に、行政とし

てもやっていくべきことなのだろうなと、僕は思うのです。別に使ってはいけないものではな

いですし、国がグリーン購入法で認められて、これからの循環型社会に適応した材料というこ

とであれば。ただ、その維持管理、環境の管理という部分に関しては、行政もちゃんとした手

を打っていった中で、こういった材料については使っていただきたいなと、僕は思うのですけ

ども、それについての考え方をもう１回だけ。 

○委員長（玉井昭一君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） おっしゃられるとおり、環境に何らかの影響を与えるという

ことになれば、それは大変なことというふうには認識しておりますので、そういうおそれがな

いような形で支庁とも協議しながら、そこら辺最善の方策を取ってまいりたいと思ってござい

ます。 

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） 先ほど建設課が出席のときに確認をさせていただいたのですね。町道

の管理等に使われていたのではないのかというお話をしたところ、実績はないということで、

今後は道の管理基準や指針に基づいて検討は進めてまいりたいという、そういうお話でござい

ました。情報公開ということで、実は平成 18 年から 20 年度までの事前協議書を胆振支庁の環

境生活課から取り寄せておりました。そこで、鉄鋼スラグの平成 18 年度の内容のものなのです

が、製鋼スラグ工事施工一覧表、追加変更という、追加変更で出ている中で、これは個人情報

保護法ということもあるものだから、おそらく民間のところに関しては名前も施工場所も全部

黒塗りに消されているのですから、どこに何が入ったかはわからないのです。数量は出ていま

す。その中で、一つだけ黒塗りではないところがあるのです。それは公のところ、白老町の白

老町内道路敷地ということで、一つだけオープンになっているところあるのです、平成 18 年。

これが、非常に具体的な数字で上がっているのです。3,164 トンという、随分細かい数字で上

がっているのです。これは、あくまでも計画として出したものだからそうなのかもしれません



 18 

けど、こういう形で入れますよということで、事前協議書として業者さんが出している以上は、

当然町の建設課等とも打ち合わせをした上で事前協議として出されていなければおかしいこと

なのです。ところが、実際の先ほどの実績はないというお話でした。こういったことを考える

と、やはり事実こういった形で出ているわけですから、この辺については事前協議書の中で架

空とまでは言いません、計画があったのかもしれません。しかし、こういったことで実際出さ

れて、白老町の名前も出ているわけですから、やはり今後のことを考えた場合、事前協議書の

内容と実際に使われるのかどうなのかというのを、きちんと打ち合わせをしていただいた中で

提出。これは町が提出するわけではない。業者が提出して事前協議するわけですから、町の責

任ではないと思うのですけども、こういったことがありますので、その辺はやはり今後きちん

と話し合いというのか、打ち合わせをした中でやらないとこういったことが起きてくるという

ふうに思われますが、いかがでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 事前協議の計画の中で、町の使用という形で上がっていると

いう形については、一応私どもは確認をして、建設課のほうでこういう計画が上がっているの

だけれども、実際どうなのかという中でのやり取りもしてございます。その中で先ほど話して

いましたが、当初維持管理として町で使用する計画で、その数字を出したということでしたけ

れども、実際は使用していなかったと。なぜ、使用しなかったかという中で、スラグの特性の

固結、再度形を変える場合にもう１度取り除く、そういう用地があったのかなということで使

用しなかったと。当時の判断までわからないですけども、計画に上がったことと使用しなかっ

たと、この２点のことで現課のほうで確認をしています。そしてまた、使用しなかった場合に

つきましては、先ほどおっしゃられましたように、その都度変更の計画等で再度承認を得ると

いう形になってございます。そういう中で、最終的に確認をしたいなと思っています。 

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。一つは、今こういうふうになってきたのだけど、今まで日

本の製鉄業界というのは、ものすごいものをつくってきているわけですよね。今までの鉄鋼ス

ラグというのか何というのか知らないけども、一体それはどこへ行ってしまったのか。何で今

頃になって急にこんなことになるのか。例えば、1970 年代なんかものすごく鉄鋼生産されたわ

けですよね。それの残渣というのは、一体どこへ行っていたのか。そういうことがまず一つ、

非常に僕は疑問なのです。突然何かグリーン購入法の中でこういうことになってくるというの

がなぜなのかというあたり、もしわかれば。 

それと、道の事前協議書という、鉄鋼スラグ協会が出しているものもほとんど内容が同じよ

うに思えるのです。この鉄鋼スラグ協会で出しているものの中で、指導に従わない場合は行政

と相談の上、撤去を含めと、売っている有価物だと言うのでしょう、相手は。売っているほう

が行政と調べてやれというばかな話はどこにあるのかと。価格も言えないと。価格言えないの

だけど、何か問題が起きたら行政に相談をしてやれと、こんな売主のばかなことが何で通じる

のかと。道の基準や国の基準は一体何なのかということになりませんか。今までの答弁を聞い



 19 

ていると、町は確かに許可権者ではないと。ということは、この文書、この鉄鋼スラグ協会か

ら出している基準からいくと、では行政指導の範疇というのはどこにあるのかと。いやいや、

地方自治体はわかりませんと。だけど、入るのは地方自治体に入るのです。北海道に入るとい

うことにもなるかもしれない。だけど、北海道が全部管理しているだけにしか入らないという

なら、それはそれでわかるのだけども、これは協会が出しているものなのです、売っている。

金額言えないという協会が出しているものの中に、行政と相談の上、撤去も含めてやれと書い

ているのです。そこがお金を出して買ってくれと。その金は言えないよと。 

ところが私のところにこの議論の後、電話が来ました。その人に会いました。その人本人で

す、白老の方です。入れました。自分のところで使いました。なぜ大渕さん、使ったかわかる

かい。値段が白老の骨材の 10 分の１だというのです。はっきり言いました。安いから使うのだ

よと。国や道が許可しているのが何悪いのとなったのです。何で、議会で議論するの、そんな

こと。そういうふうになったときに、単価は言えないよと。使った人は 10 分の１だと言ってい

るのです。これは町が悪いと言っているわけではないですよ。こういう状況の中で、変だと思

いませんか。行政指導の範疇、それはここで書いているのだから、行政と相談の上と。我々が

読みかえると、道の行政とは思いません。私は町と思います。そうなれば、高アルカリという

ことも認めているのです、出しているほうが。問題なのは、道が認めているのではないのです、

これは。鉄鋼スラグ協会が認めている、ここに問題があるのです。そうしたら、鉄鋼スラグ協

会が責任を持って、きちんとした検査をして、発表をきちんと入れさせると。道なら道もやる

と。町はやらなくてもいいのだというなら、それは許可権者ではないから、やらないというの

はわかります。理解しないとは言わない。そうしたら、問題があるのであれば入れた業者、売

った業者とそれをまたこっちへ入れて、売った業者が責任を持って環境対策をきちんとやるべ

きだと、私はそう思うのです。そうでなかったら地元の住民は、例えばまだ今の中ではグレー

ゾーンがあるとなっているのだから。グレーゾーンがある中でそうなったとしたら、その農道

を通った牛が食べた肉を我々が食べるのですよ。白老町のブランドの肉がどうなるかというこ

とだって、僕は波及しないとは限らないのではないかな。そんなことになったら困ります。と

ても困るから、そういうふうにならないようにしてもらわないとだめだから僕は言っているの

だけど。そういうことに発展する可能性がある中身なのだよと言っているのです、僕が言って

いるのは。何ぼで売ろうと勝手なのです、それは。値段何ぼだってわからなくてもいいのです。

だけど、10 分の１で売ろうというのは、理由がなかったらそういうふうにはならないというこ

となのです。その理由が問題なのです。そこのところを町ができないのであれば、道にきちん

と言って検査なり何なり、受け入れた業者、基準だってきちんとつくって、売った業者にも受

け入れた業者にもきちんとやらせるというぐらいのことをしなければいけないのではないのか

なと。疑問を呈しているのは、鉄鋼スラグ協会が疑問を呈しているのだから、僕はそれぐらい

の権限を行政指導やってくださいと言っているのだから、そういう行政指導をすべきだという

ふうに思うのですけどいかがですか。 

○委員長（玉井昭一君）  岡村産業経済課長。 
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○産業経済課長（岡村幸男君） 私のほうからは、今までの鉄鋼スラグの状況ということで、

実は私のほうも古くさかのぼってちょっと見当たらないのですけども、16、17、18 年度の高炉

スラグの生産量だとか、利用料というのがございますので、これを見ますと利用料としては合

計で、これでいくと 16 年度の数量としては 2,532 万 1,000 トンです、全国で。17 年度で 2,574

万 7,000 トンです。18 年度で 2,610 万 9,000 トンというかなりの数が使われていると。それが、

地域別の資料もありましたので、どのような形で使われているのかということも見ましたら、

まず内容としては道路だとか、地盤改良だとか、土木、セメント、コンクリート、肥料土壌改

良材、建築、その他利用ということで、今言いました数量が 17、18 で言いますと、北海道でど

れだけ使っているかとか、そういう数値はあるのです。やはり、道内はこれまで使っていたの

は少なかったようでございます。17 年でいきますと８万 4,000 トン。18 年度で 18 万 4,000 ト

ンでございますから、全国で使っている数量からは北海道はかなり少ないのかなと。ただ、や

はり関東地域、西日本での利用というのは、多いということがこの資料の中からは言えるのか

なというふうに考えています。状況で押さえているのは、直近で３年ぐらいの資料でございま

すけども、全国で約 2,000 万トンを超える鉄鋼スラグが使われているという中で、北海道はこ

のぐらいの数量が使われているということでございます。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 鉄鋼スラグそのものについての、そういう危うい面という形

で協会から出されているガイドライン等でそのようなお話がございましたけれども、私前段で

申し上げましたとおり、道の判断としましては、これについては鉄鋼スラグそのものを有価物

という形でとらえてございますので、具体的な取り扱いに対して使用にかかる基準等はないと。

ですから、保管上の基準もないという形で道としては考えていますと。ただ、スラグ自体につ

いては、それとは別に鉄鋼スラグで申し合わせといいますか、そのような形の基準を設けて、 

それに基づいて扱っていますということでございますので、道として使用について、また使用

される方法等について問題ないという形で取り扱っていると。これについて、問題あるかない

かという形でもし問われるという形になれば、町としましても問題ないのではないかというよ

うな形の答えになろうかと思っております。  

また、鉄鋼スラグ自体については、前回函館とか、そこら辺で自由に使っているのではない

かという、そんなようなお話等もございました。それについては、道内品という形で通常道内

品という形であれば、通常の資材というような、いわゆる製品という形でそのまま使えるわけ

でございます。今回については、事前協議というのは、あくまでも道外からの搬入物に対して

の規制でございますので、いろんな規制等がかかってくるという形で、鉄鋼スラグ自体がどう

こうというような形でのとらわれ方ではなくて、道外から搬入するときのそういう適正な取り

扱いという形で道が審査していると、このようにとらえてございます。  

○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） 私が言っているのは、そういうことを言っているのではないのです。

法律的なことの解釈を聞いているのではないのです。10 分の１で入っているのです。認識して
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いますか、そこのところ。どうして 10 分の１で入るのですか。鉄鋼スラグ協会で出している文

書に、高アルカリ対策が必要でよと言っているのですよ。言ってないですか。そして、いろん

なこと、在庫３カ月の上限をめどとする、３カ月以上の長期にわたり、利用されずに放置され

ているような場合、速やかにその解消を指導し、指導に従わない場合は行政と相談の上と書い

てあるのですよ。そうしたら、行政というのはどこですか、聞きますけど。行政に相談する、

鉄鋼スラグ協会がそうやってやりなさいと言っているのですよ。それは、道が許可を出したの

に問題がないから、我々は関知しないという考えですか、町は。10 分の１で入っているのは事

実なのですよ。それは法律的に問題がないから、我々は一切関係ありませんという、そういう

答弁ですか。僕はそこのところを聞いているのです。行政というのは、町の行政というのは、

もちろん法律的に合致しているかどうかというのは大切なことというのはよくわかります。生

活している町民に、この影響が出るかもしれないということなのですよ。売っている人がそう

やって言っていて、単価がこうやって出てきたけれども、その単価の 10 分の１で白老町民の人

がどんどん入れているのです。その現実との中身をどう理解されていますかということを聞い

ているのですよ。それでなかったら行政はいらないでしょう。法律的に問題はありません。こ

れはいいですから、はいどうぞ使ってくださいと。白老の業者どうなろうと、何ぼで入ろうと

関係ありませんよと。高アルカリも関係ありませんよと、そういうことになりますか。そこの

ところを聞いているわけです。町の機関、行政というのはここでも書いているのだから。それ

はどうするのと聞いているのです。法律的に問題ないからいいいですよということなのですか。

そこをはっきりしてください。後で答弁するなら答弁するでいいけど、そこをはっきりしない

と、今後どうやって我々だって、この問題をどう決着つけるかとならないですよ。 

僕、実際に前回、この会議をやった後に 10 分の１で入っているからと聞いているのですから、

実際。それしか払っていないと言うのです。事実ですよ。そうして、こういうことがあって、

何もないのですと。千石課長思わないですか、2,300 円が 200 円で入るのは不思議だと思わな

いですか、何かあると思わないですか。思わないのだったら仕方がないからいいけど、僕が言

っているのは、あなた自身を責めているのではなくて、考え方としてそういう考えでなくては

だめではないかと言っているのです。法律の話はいいですから。 

○委員長（玉井昭一君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 価格について、10 分の１というのは、そこら辺のところまで

は実は承知してございません。道のほうで伺うところ、有価物という形でこの件につては対応

してございますということですので、有価で引き取られて、そういう形で再利用されていると

いう認識でございます。 

また、今回ガイドラインで出されているｐＨ、高アルカリについて、これについて堆積の部

分というような意味合いでの記載かと思います。これについて適正な運営等の処置がされれば、

アルカリ等の解消等が図れるのかなというところもございますので、それがもし環境に影響す

るような長期の堆積とか取り扱いがされているようであれば、それは環境保全という形で支庁

とも対応に取り組んでまいりたいと思ってございます。 
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○委員長（玉井昭一君）  大渕委員。  

○委員（大渕紀夫君） これは何ぼやったってしょうがないからいいけれども、有価物という

のは１円でも有価物です。わかっていますよね。そういう意味です、有価物というのは。だか

ら、僕が言っているのは、そういうことに対して町民がそういう立場になっているのに、そこ

に疑問を持たないのですかと言っているのです。有価物というのはわかっているのです。１万

円でも有価物、１円でも有価物なのです。だから、なぜそうなのかということを考えないと、

何の発展にもなっていかないのではないですか。この読み込みだって同じだと思います。問題

が起きてからやるのは、何もいいのです。問題が起きる前に、今やろうとしているわけだから。

では、行政としてどういう取り組みを今後していくのかということが一番大切なのです。例え

ば、白老町に 20 万トンも入るわけです。さっきあったように、北海道に入っている量からいっ

たらものすごい量でしょう。ほとんどの量が白老に入ってくるかどうかわからないけども、20

万トンも入るのです。それに対して、問題が起きたら何かやりますとか、道の基準がこうだか

らこうですとか、そういうことで済むのですかということを言っているのです。環境を守ると

いうのは、汚染されてしまったらもう遅いのです。あのときそうやってやりましたけど、道が

何も言いませんでしたということにしかならないのです。だから、鉄鋼スラグ協会でもこうい

うものを出しているし、道も管理基準出しているとしたら、それをきちんと点検できるように、

町が全部やらなくても、町の範囲でないとしたら、道なら道にどうやってもらうのか。鉄鋼ス

ラグ協会にどうやってもらうのか。白老町で買っている人にどうやってもらうのか、そういう

ことをきちんとするのが行政の仕事ではないですか。僕が結論をいう必要がないかもしれない

けど。だから、行政と相談の上と書いているのではないですか。鉄鋼スラグ協会に指導されて

いるのですか、あなたたちは。そういうふうになってしまうのではないか。だから、僕はそう

いうことを事前にきちんとやらないと、問題起きてからやって、高アルカリが出ましたと言っ

てからでは遅いのではないですかと。これだけわかっているのだったら、打てる手は打ったほ

うがいいのではないかと、行政として。そういうことを申し述べているのです、さっきから。

疑問に思っても同じです。そういうことを、より積極的に町民の安全を守り、環境を守るため

に町は動くのではないですか、積極的に。道に言われたり、どこかに言われたりしてから動く

のではなくて。そういうことではないのかと言っているのです。どうやってやるのかというこ

となのです。 

○委員長（玉井昭一君） 千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） おっしゃられるとおり、環境に対するそういう不安がぬぐい

きれないという、そのような意見等も多々ございますので、そういう問題が生じないような形

で、そういう仕組みになっているというふうにも一部思っているところはございますけれども、

それが徹底されるように、またみんなに周知できるような形で、道のほうとも情報等聞き出し

ながら、そこら辺の不安解消に努めてまいりたいと思ってございます。  

○委員長（玉井昭一君）  不安解消に努めたいということですが、大渕委員いいですか。  

事故が起きてからでは本当に遅いのです。だから、今大渕委員が言ったように、それが起き
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ないように町としても町民だから、道民でもあるけれども。その辺を把握してほしいというこ

とですよ。今後、維持管理により一層努めてほしいということだと思います。  

松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 私も、先日一つ質問した一人なのですけども、有価物というのは再三

言っているからわかりますし、わかっています。それから、今大渕委員の言われたように、平

米 200 円くらい。私は前に質問しているのは、これが入るからいいとか悪いとかではなく、22

万トン入るのだけども、白老の二次産業の採石業界というのは、白老を支えてきた大きな産業

の一つなのだと。ずっと苦労をして山を切り開いて、今はその宅地を切り開いて買って、今大

体 2,200、300 円で売っているのです、立米当たり。それが有価物だからどんどん入れて売るの

は 2,000 円ぐらいです。大体今の砂利業界の切り込み砂利と同じくらいの単価です。これが、

今お話のようにその辺で出回っているのは 200 円くらいで入れて、これは本当かどうかわかり

ませんよ。そのぐらいで入れて、その辺にどんどん行き渡る。そうすると、私はこの間から言

っているのは、白老の第二次産業である白老の今いる５業者くらいいるはず、７業者か８業者

いたやつ、この人方が成り立たないのではないですかと。成り立たなくても仕方がないですよ

ね、競争の原理だから。だけれども、国が認めて、道が認めているから、無尽蔵にどんどん入

れていいのだというのであれば、私はこの前言っているのは、そういう業者の方々がそれでは

産業成り立たないからやめて、それをどんどん入れて競合するような形取ってもいいのかと、

こういうことを私はこの前質問しているのです。そうであれば、山を開いて、宅地を買って、

今掘り戻して埋め立てる。こんな手間は要らずに、道はもちろん認めているから、町もどんど

ん一次産業つぶれようがつぶれまいが認めて、誰でも鉄鋼スラグを買ってやってもいいのかと、

この物の考え方を聞いていたのです。 

それからもう一つは、白老港に 22 万トン入って来る。この経済効果はどのくらいなのだと。

これも私は聞いているはずなのです。この辺、どうですか。 

○委員長（玉井昭一君）  岩崎水産港湾課長。 

○水産港湾課（岩崎 勉君）  港湾に入っている経済効果ということで、ちょっといろいろと

調べているのですけど、やはり正規な数字が出ないので、概略の中でご説明いたしたいと思い

ます。どれだけの経済効果があるかという形の中で調べれば、船が入ってくるときの係船料、

それと今ヤードを使われているその料金、それに入って来たものがどれだけかという形での計

算しか今はできないのかなと。それでいけば、19 年度は船で鉄鋼スラグは運んできているのは、

大体 74 隻あります。係船料としては 54 万 8,000 円くらいになります。ヤードの使用料として

は、１区画借りているときと、２区画。１区画大体 900 平米くらいでお貸ししているのです。

それを１区画借りている段階と２区画借りている段階があったものですから、それでいけば大

体 81 万 9,000 円くらいになるということで思っております。それと、19 年度で大体 15 万 7,000

トン入っております。それを立米数にすると、大体７万 8,000 立米くらいになると。それを、

先ほどの北海道の単価の 2,000 円にすると、大体１億 5,000 万くらいになると。それでいけば、

大体１億 5,500 万円くらいの経済効果があるのではないかというふうなことで考えております。 
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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） 既存の採石事業者と競合する形になってくるのではないかと

いう、そういうお話でございますけども、まさにそれが実際にたくさん使われてくるようにな

ると、もしくは町内の公共事業でも、先ほどの使えない条件がありましたけども、使えるよう

な条件が出てきた場合は、それも認められるということになれば、やはり使用量がふえていく

という部分があるかと思います。そういう部分では、少なからず今の採石を扱っている事業者

さんに対する影響というのは出てくるかなというふうには思ってございます。ただ、何として

もここは私ども行政の立場で、だから金額がどうだこうだというところまでいけないというの

が、すごくもどかしい部分ございますが、そういう部分では私どもも心配しているところでは

ございます。ただ、確認した中では、先ほどもお話ししましたけれども、既存の事業者さんと

そこの中では自分達で販路を拡大しているというか、使っていないようなところに売り込んで、

そして契約をしている状況というふうには聞いてございますので、今の段階では大きな影響を

与えているというふうには考えてはございませんでした。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  松田委員。  

○委員（松田謙吾君） 言葉上そうなのだけれども、私は単純に計算して、砂利と同じ、その

辺で売っている砂利と同じ価値があるものであれば、2,000 円で売ったって４憶 5,000 万円に

なるのです。単純に言って、22 万トンなら。だから、業界においては相当な影響があると思う

し。ただ、今言ったように、新たな開拓をして売っているのだから、今のところ影響ないと言

っているけれども、それはそれでいいのです。ただ私が言っているのは、今骨材業者というの

は、山を買ったり、宅地を買ったり、埋め立てて。埋め立てれば、また山を崩して買ってまた

入れなければならないのです。山の変化だって起きてくるのです、事実埋め立てるから。そう

いうことからいくと、私はまちが認めて、土木の開発もみんな認めて、土木に使用されるから

どんどん使ってもいいという、このものがきちんと確立されているのであれば、今の業者だっ

て競合して無尽蔵にどんどん砂利を入れればいいし、山を買わなくてもいい、削らなくてもい

い、埋め戻さなくてもいいという手間が省けるわけです。その辺、町の考え方をきちんと確立

したらどうだと、私はそれを聞いていたのです。だから、まちの考えがそれでいいのだという

ことになれば、これは今の骨材業界もがらりと物の考え方変えて、200 円で入って 2,000 円で

売るのだったら、誰だってそっちに手をつけるだろうと。それでいいのかと言っているのです。

どんどんそれで進めて。そういうことなのです、聞いているのは。私も 200 円は聞いていまし

たよ。今も聞いたけど、前からも聞いていました。そんなものだろうとは聞いていました。た

だ、そんなことは言わなかったけども。それでいいのであれば、骨材業界にどんどんこれを入

れて、そんな山を削らないで、土地を削らないで、埋め立てしない方法をとったらと、指導す

べきではないのかと、こういうことを言っているのです。 

○委員長（玉井昭一君）  あらかじめ、時間は超えると思いますが、了承したいと思います。  

岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 当然、採石事業としては、振興していかなければいけないこ
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とだと思っております。ただ、時代の流れと共に状況が変わってきているということは事実な

のかなというように思います、特にこういう環境に対する考え方が変わってくると、今まで使

われていなかったものが、廃棄物とされていたものがいろんな形で再生をされてくるわけです

から、さらにそれが製品として認められてくるということになっておりますので、やはり循環

型の社会の形成を目指すということであれば、事業者さんもその辺の研究は、私どもよりも早

くその辺は随分されているのではないかなというふうに考えてございます。その辺の経済活動

に対して、行政のほうで一つ一つどうだああだというふうなことには、なかなかならないので

はないかというふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。ただ、先ほど

来、いろいろと言われています環境という部分でいえば、当然生活環境課長もお話ししている

とおり、そこら辺の懸念があるということであれば、町として何らかの指導だとかということ

は、当然もしくは道庁に対して相談を行うとか、こういうお話があるということを伝えるとい

うことは、それは先ほども生活環境課長がお話ししているとおりだと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君）  西田委員。  

○委員（西田祐子君） いただいた資料の管理に関するガイドラインの５番目の(５)のところ。

２ページの一番下の、必要に応じて行政、近隣住民とも事前協議を行うことと書いているので

すけれども、これは必要に応じて行政、近隣住民と事前協議を行うことということに関しまし

ては、白老町としては、近隣住民ということは当然白老町民になりますから、その辺はどのよ

うにとらえておられるのかということと、６番目の契約締結上の留意点というところで、販売

価格が運送費を下回るおそれがある場合は、運送業者と販売先は別法人とし、業者の間に名目

のどうのこうのと書いている、ここは一体何を言っているのかなと。これも鉄鋼スラグ協会自

体の価格が運送費を下回っていますよということを明言しているのです。これは、ちょっとお

かしいのではないかと。これを行政は何ともすることはできないし、またその下のところに、

販売した鉄鋼スラグは原則転売禁止しますよとは書いていますけれども、ここまで書いている

ということは、つまり安易に転売がされているのではないかなと、私はそういうふうに読めた

のです。最後のページのところ、本ガイドラインに対する注意事項のところで、ガイドライン

に従った使用、環境影響その他の事項によるトラブルが生じないこと。協会として保障するも

のではないと書かれてしまって、ここまで書かれると、住民の立場としてどうしていいのかわ

からないというのが正直なので、この辺をぜひ何とか、申しわけないですけども、生活環境課

を中心に何とかしていただければありがたいなと、以上でございます。  

○委員長（玉井昭一君）  千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 今回提出しましたガイドラインにつきましては、あくまでも

鉄鋼スラグ協会内部の会員向けの取り扱いという中身で、その中で施工中の一時保管について

の記載がございましたので、今回提出したということです。ただ、項目等についてどういう意

図でこのような規定がされているか詳細等については承知してございません。ただ、このガイ

ドラインについては、事前協議書の添付書類にもなってございます。支庁については、このガ

イドラインの履行等について確かめていくというようなことを言ってございましたので、合わ
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せまして町としましても、支庁にこれらを確認しながら今後取り組んでまいりたいと思います。 

○委員長（玉井昭一君）  これはあくまでも協会の書類であって、例えば道、国の規定がある

と思うのですよね。これは、調べることはできるのでしょう。国と道の規則というのは当然あ

りますよね。これは協会の規則であって、あくまでも。  

千石生活環境課長。 

○生活環境課長（千石講平君） 本鉄鋼スラグにかかわる基準、これにつきましては、廃棄物

というような見なし方でなはなくて、有価物という形ですので、普通の製品と同等の取り扱い

をしているというような、まずそこからスタートしているものですから、そこら辺の基準が適

用されるかどうかということになれば、現時点では基準適用がないということです。  

○委員長（玉井昭一君）  山本委員。  

○委員（山本浩平君） 実は今、西田委員がおっしゃったことを僕も一番懸念していたところ

なのです。これ何かと一言で言えば、今まで産業廃棄物として鉄鋼メーカーが多くは処理され

ていたものが、リサイクル材として認められて、いわゆる骨材という扱いになったわけです。

これいうなれば、鉄鋼メーカーのリサイクル材になってからの一つのすき間産業ですね。これ

にかかわっているところの人たちも、また運送業者もそうですけども、一つのすき間産業の中

に入っているわけでございます。今、西田委員がおっしゃった続きの中で、名目のいかんに関

わらず、処理料金に相当する金品の授受がないよう担保すること。また、運賃は複数見積もり

を取るなど、妥当性を検証すること。また、販売した鉄鋼スラグ製品は、原則転売禁止とし、

転売した場合は販売者の了解を得ることと購入者に徹底をすると。これは、要は協会が扱う業

者に対して、これらのことを一つでも従わない状況をやったときに、いわゆる産業廃棄物とみ

なされるおそれがあるから取り扱いには十分注意をして販売してくださいよと、こういう協会

内部での資料なのですよ。私、まだ半袖が着ていられる暖かい時期に、実は胆振支庁ではなく

て、道のほうのこれの関係している、いわゆる生活環境課的なところの担当の方ともお話をし

てきたのですけれども、そのときの道の回答としては、経済行為に関しては、私どもの課とし

ては一切踏み込むことはできませんと、こういう回答だったのです。ですから、今各議員が懸

念されていることを、いくらここで町の担当課の方にお話をしても、道の考え方がそういう考

え方ですから、これ以上回答を町のほうに求めても、これは難しいことなのかなと、このよう

に思っております。ただ、こういった鉄鋼メーカーが今まで産廃だったものがリサイクル品に

なったことによってのすき間産業なのだよと。そして、白老町が率先して道内の中でも揚げて

いるという事実はありますよということだけは、私は認識しておいていただきたいなと、この

ように思っております。回答は結構です。 

○委員長（玉井昭一君） ほか、ありませんね。  

暫時休憩をいたします。  

休 憩 午後 ０時０９分 

                                         

再 開 午後 ０時３４分 
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○委員長（玉井昭一君）  休憩を閉じて、会議を再開いたします。  

今までお互いにお話があったように、ある程度は簡素にまとめて、環境問題、業界への影響

問題若干、そんなことを含めながら、業界にも刺激のないような書き方をするというようなこ

とでよろしいですか。  

それでは、そんなことでまとめていきたいと思います。また、まとめ上がった場合に皆様に

お見せして、訂正箇所があるかないか検討していき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）  では、昼も大変過ぎました。申しわけございません。 

以上で、産業厚生常任委員会を終了いたします。 

（午後 ０時３５分）  


