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○委員長（及川 保君）  それでは、休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 その前に、総務課長のほうから追加説明が、先ほどの質疑中での説明があるそうなので、さ

せますのでお願いいたします。田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） １点お答えいたします。午前中のご質問の中で、議会中示された

整理事項であるとか、どのように取り組まれているのかというような趣旨のお話があったかと

思うのですけども。私どもとしましては、議会終了後、そういった課題であるとか、懸案的な

ものを示されたものについては各課から抽出していただきまして、その対処方法であるとか改

善方法等々について検討を進めております。これは今始まったことではなく、もう何年も前か

らそのような手法の中で取り組んでやっているということでご理解をいただければと、こんな

ふうに思います。 

○委員長（及川 保君） それでは、ほか質問はございませんか。ありませんね。 

 それでは、次に移ります。20 ページ２目姉妹都市費から 25 ページ８目車両管理費まで。決

算書は 102 ページから 107 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 25 ページの車両管理費について伺います。先ほど、総務課長もリース

をしたことによって経費浮いたと、こう話していますけども、リースしたことによって町内の

整備工場に車検が出なくなっているのです。そして、仮に出たとしても１社で非常に厳しい状

況になっているのですけど、常日頃、町長は地域の経済活性化言っていますけども、こういう

部分からいっても整備工場関係についてはかなり車検が減ったということで苦慮しているので

すけど、その辺の実態をまず押さえているかどうか。 

 それとあわせて、聞くところによると庁舎の火災保険料あるいは車両保険、１社随契という

のか、１社でやっていると。前回は町内の人にある程度そういう保険代理店のほうに契約を皆

さんされていたのですけど、聞くところによると１社随契で、これはもう現実にある代理店の

方も言っていましたけど、そういうような状況になっているのです。そういう部分に対する実

態、それと、今後やっぱり広くそういう関係で仕事が分けられないのかというような部分です。 

 それともう１点は、非常に財政厳しいですから自家保有車もなくなってきていると思います

けど、非常に職員が緊急あるいは車両を使って仕事へ行くときに非常に車両がなくて支障を来

たしている、行政サービスに支障を来たしているという状況が間々あるのです。私も聞いてい

ます。また、住民からも聞いております。今すぐ行けないとか。そういう部分に対する考え方、

整理されているのかどうかお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） まず、リース車になってからの車検の実態なのですけども。リー

スそのものが車検を含んでのリース料金ということで整理しておりまして、そういったことか

らいけば、従前のような各整備工場さんに流れていくという実態にはちょっとなりづらい部分

もあるのかなと、こんなふうには思います。しかし、それが逆にいいますと、フルメンテナン
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スのリースにしていることによって効果が生まれているというふうに逆にとらえていただけれ

ばと、そんなふうに思っております。 

あと、緊急時の車両が少なくなっている実態の関係なのですが、昨年４月からリースを開始

して、車両も減らした中で運用はしているわけなのですけども、実際の話、稼働率としてはほ

ぼ 100％に近い稼働率の中で運用されているというふうには私どものほうでも押さえておりま

す。それで、実際車両台数的には今後ちょっと検討しながら、余裕車両を置けるような体制の

ほうが望ましいのかなということは考えておりますが、その点については、今後また全体を含

めて考えていかなければならないなと思っております。 

あと、車両の保険の関係です。こちらについても過去については町内数社の業者さんが参加

した中で割り振りをしていたという実態はございます。それで、車両台数が減ったような状況

の中から現状の中では、１社にお任せをしている傾向にはあるというのも実態としてはそのよ

うな状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） リースの関係、当初は多分検討されたと思うのです。結果的には車検

がリース料に含んでいるとこうなったと思うのですけど。契約条項になっていますから、当初

その部分が多分検討もされたのだろうと。だけど、経費を計算すると安かったからそういうこ

とになったと思うのですけども。保険も含めて議会には再三、地域の活性化、いろいろな、先

ほど町長の決算の報告の中でも地域振興券云々やっていますけども、やっぱりもうちょっと片

方ではそういう気配りというか経済対策をしながら、日常の中でちょっとささいなこと、ちょ

っとしたことによって地元の業者が一緒に町の仕事できているのだなと。高い安いは別です。

本来安いほうがいいと思いますけども。そういう気持ちが、そこに仕事をとってやるというこ

とに対して、やっぱり経済のマインド的な部分で非常に上がってくるのです。そういう部分も

やっぱり行政は配慮すべきだと思いますけども、その辺。 

 もう１つは、今課長、議会で提案、質問、指摘等々されたものは、その後各課で調整します

とこう答えました。以前、私も同僚議員もそうだと思いますけども、今こういう状況ですから

公用車少ないので職員が機動性持てるように、職員の車を借り上げすると。他の町村でやって

いるところありますけども。そういうこと再三言われているはずですけど、それは実際に町の

部局でまな板に上がっているのかどうか。その辺伺います。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 職員の車の借り上げの関係です。この関係については、庁舎内で

もまな板には上げて議論はしてございます。その最終結論にはまだ至ってはいないのですけれ

ども、職員の車を借り上げるとなったときには、職員の自己所有の車両に掛けている任意保険、

この関係が個人のものを使わなければならない、事故時にはです。そのような状況になってく

るという課題の部分もございます。そういったことから、まだ最終的にはその方法がよいのか

悪いのか含めて検討中であるということでは押さえていただければと、こんなふうに思ってお

ります。 
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○委員長（及川 保君） 保険の部分について。 

○総務課長（田中春光君） 保険といいますか、車検の関係ですよね。車検の関係については、

委員のおっしゃることも当たっている部分もあるのかなと思うのですけども、やはり町として

は全体的に経費をどう抑えていくか、どう効率性を求めていくかという部分の中で取り上げた

フルメンテナンスのリースであるという、その方式からいくと、そこの部分では効果部分とし

てとらえていただければなとこんなふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 車検の部分とか保険のことを１社ではなくて、多く業者に開放して経

済の活性化に寄与するような考えはないかということを言っているので、その質問をお願いし

たいことと、今保険のことで少し削減できると言っていましたけど、確認だけしますけども、

この保険は見積もりあわせ、入札行為はしていますか。それだけでございます。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 導入の段階では見積もりあわせをした中での整理ということにな

っております。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 保険を１社に今契約しているけど、以前みたく代理店とかあるのだか

ら、ある程度広く門戸を広げないのかと。そういうような言い方をしているのです。それに対

しての答弁。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 先ほどお答えしましたが、全体的な中で見積もりあわせした中で

一番安かった１社にお願いをしているということでございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今契約は見積もり合あせ、数社からしていると言いましたよね。それ

で今課長は一番安いところから契約していると言ったけど、間違いないですね。そこだけ確認

しておきます。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） そのように確認しております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。ございませんね。 

 それでは、次、25 ページ９目企画調整費から 29 ページ 17 目諸費まで。決算書は 106 ページ

から 109 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田祐子でございます。29 ページの諸費、(１)の自衛官募集事

務経費のところでお伺いいたします。これは国庫支出金としまして、自衛官募集事務委託金と

して２万 8,000 円入っておりますけども、合計で９万 4,000 円を補助金として白老町自衛隊協

力連合会に出しております。差額分６万 6,000 円を白老町で出しているわけなのですけども、
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合計９万 4,000 円なのですけども。これは、防衛省から多額の補助金をいただきながら、白老

町では多く周辺整備事業をしていると思うのです、何億円というお金をいただいて。例えば今

般も活用されています、防災無線とか白老駅北口の整備とか、あらゆるところに防衛省からの

補助金をいただいてやっておりますけれども、毎年予算のときに必ず共産党さんから、この部

分のことについて反対意見が出されて予算が否決されるのです。私は多額の補助金をいただい

ていながら、非常に何か、それを理由にされて反対意見されるのは非常に好ましい状態ではな

いのではないかと非常に思っているのですけれども、一度この予算、なぜ協力連合会にわずか

な金額でありながら、毎回否決されるのがどうも私は補助金をいただきながら申しわけなくて。

その辺のお考え方はいかがなのでしょうか。ぜひ、防衛省にこの、どうなのでしょうか、これ。

実際これは防衛省ではなくて、自衛隊協力連合会にどうしても出さなければいけないお金なの

でしょうか。私は出さないほうがいいような気がするのですけども、これから先もたくさん補

助金をいただきたいので、その辺を今回ちょっと決算で伺ってみたいなと思ったのですけど。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） おっしゃる補助金の関係は、おっしゃるとおり自衛隊協力会の連

合会の事務局に運営費としての補助を出しているわけでございます。その使途としては、例え

ば自衛隊の認識高揚事務であるとか、あとは駐屯地で毎年記念行事が行われているのですけど

も、その関係の協力を行っていただいていたり、さらにいえば、町内の出身者の入隊者に対し

ての壮行激励会を行っていたりというようなことがございます。そういったもろもろの事業を

執行していく中にあっては事務経費として当然、通信費であるとか会議費であるとか等々必要

になってくるわけで、それに対しての必要な経費を町のほうから支出をしていると、このよう

なことでご理解いただければなと思います。 

○委員（西田祐子君） 考え方を伺っているのですけど。私の質問に対しての答えではないと

思うのですけど。 

○総務課長（田中春光君） そうであるので、町としては必要な経費としての支出ということ

でございます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） もう一度お伺いします。私は、多額な補助金をいただきながら、わず

か白老町で負担する金額が６万 6,000 円。たったこれだけの金額で、毎年、毎年、予算で反対

を受けると。こういうのはいかがなものかと。好ましい状態だと思わないから、これをなくし

たらどうですか、そういうお考えはありませんかとお伺いしたつもりでございます。 

○委員長（及川 保君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 町として反対意見があるから、ないから、出す、出さないと、

こういう話ではなくて、あくまでも自衛隊協力会のほうに支出が必要だということで補助金を

出しているわけでございます。そういったことで課長が説明したり、協力会としてはこういう

事業をやっていますということでございますので、町はその必要性を認めて補助金を精査しな

がら出していると、こういうことでございます。 
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○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 26 ページの移住・定住促進事業について。町長、先ほど決算審査特別

委員会の成果についての説明についても触れていませんでしたけども、執行方針では民間業者

と連携した、仮称白老町促進計画を立ち上げ、地域経済の活性化を図り云々と言っています。

しかし、この主要成果説明を見たら、当初予算の白老町移住促進協議会の補助金８万円が落ち

ています。これは 20 年度で協議会が結成できなかったのか。それと、なぜできなかったのか。

必要性がなかったのか。前回一般質問されていますけども、それは別として現実に町長が執行

方針していながら、事業が実行されていないということに対する考え方を伺います。 

 それで、財政税務課長に伺いますけども。決算書の 107 ページですけども、ずっと見ていく

と非常に流用多いです。金額がかなり多いです。予備費については前回の決算委員会で私問い

ただしまして、多分そのとおりやってくれているなとこうは思いますけども、流用が 20 万円か

ら 50 万円。前のページでいけば 45 万 8,000 円。どこに流用したか別です。金額でいえば非常

に流用が多い。それはやっぱり補正予算等々でやるべきだし、当初の予算査定がどうなってい

るのかわかりませんけども、一つの財政規律、その考え方を伺います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まず、移住・定住事業における協議会の支出、補助金として

の支出がなかったという部分でございます。委員ご指摘のとおり、20 年度には協議会の設立は

正直言いましてできませんでした。これについては、まず移住・定住については主体が町とし

てやってございます。今事務局持っているのは町でやってございますが、議会の中でもご説明

してございますけども、民間を含めた協議会を立ち上げたいということでお話ししてございま

す。そこには移住・定住にかかわる商工会ですとか観光協会ですとか、それから、大町商業振

興会、それから萩野商業振興会、それぞれにかかわる事業者の皆さんが移住ビジネスとしてビ

ジネス化できるかどうかということの、実は検討をしてございます。単純に移住・定住という、

人が来ていただくということだけではなくて、いかに町内にそういう波及効果をもたらすかと

いうことを考えながら協議会を進めて立ち上げていきたいということがございます。そういう

検討に実は時間を要しているということでございます。今やっとその辺がまとまりつつありま

して、９月の段階で準備会、そして 10 月をめどに協議会の立ち上げをして、今申しました各団

体に、加入する意欲のある、移住・定住ビジネスに意欲のある事業者の参加を求めて協議会を

立ち上げたいというふうに考えてございますので、20 年度についてはご指摘のとおり支出はご

ざいません。 

○委員長（及川 保君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） 流用のご質問がございましたので私のほうから答弁させてい

ただきます。まず、流用につきましては、あくまでもこれは許される行為ということで特段法

に抵触するとかそういった問題はないというのをまず前提としてお答えいたしますが、最近と

みに、確かに流用が多いというのは私どものほうも認識してございます。その１つの要因とし
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ては、やはりかなり財源厳しい折、予算編成も厳しい状況でございまして、かなり各課におい

ても要求はすれどやっぱり予算がつかない。財政担当のほうでかなり絞った当初予算組みをし

ているという部分がございます。そういった中で事業を執行していく上で、やはりどうしても

足りないという部分につきましては、流用やむなしという部分で対応しているという状況でご

ざいます。 

 それと、確かに補正予算でというようなお話ございましたが、何でもかんでも流用を許して

いるというわけではございませんで、確かに既存の事業の中でそう影響のない部分での一つの

科目での増減、これについては流用で対応してございますが、もちろん新たな事業あるいは議

会なり町民の皆様にこの変更については、やはり説明しなければならないというものについて

は、これまでも補正予算計上ということで対応しているというふうに考えてございますのでご

理解をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。26 ページのサミット効果について伺いたいと思います。先

ほど町長からも一定の評価がありましたけれども、全部終わってしまって、今として、町とし

て費用を出したその費用対効果ということではどんなふうにまとめられているのか。それがあ

るかどうかということ。 

 それから、生活環境面の整備ということで何か変わったというのがあったのかどうなのか。

その辺を伺いたいと思います。 

 それともう１つ、29 ページの自衛官募集業務のこと、今出されまして、共産党の名前も出た

わけですけども、これがあるから、協力会に金を出しているから反対しているのだというふう

には受け取らないでいただきたいということは念のため申し添えておきます。ついでながらち

ょっと聞いておきたいと思いますけれども、その協力会というのは私も認識不足であれなのだ

けども、何人くらいがいて、その事務局というのがどこに置いてあるのかということ。そのこ

とだけ聞いておきたいと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） サミットの関連でございますけれども、まず、じかにサミッ

トが開催されたことによって、どんな行動をして、どんな結果が生まれているかということは

去年の７月、サミットが終わった直後に北海道サミット開催に伴う白老町関連事業報告書とい

うことで皆さんにご報告している内容でございます。これはあくまで、どんな行動をしたかと、

どういうふうになったかというだけのことで、効果については今お答えしたいと思います。 

 また、その効果につきましてですけれども、活用の食材リストというのが実は北海道庁が編

さんして発刊しました。こういうものが出ております。これによりますと、首脳会談の朝食だ

とか昼食だとか晩さん会に使われたもの１点。それから、シェルパですね。要するに代表のナ

ンバーツー、首脳のナンバーツーの人たちの会合が裏で行われています。それに使われた食材。

それと、メディアに使われた食材。メディアセンターがルスツにできました。あそこのセンタ

ーで使われた食材。それから、婦人プログラムで使われた食材と。大きく４つに。実はこの冊
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子は、その４つのシーンに分けてどんなものが使われたかということがこの冊子でわかるよう

になっています。実は白老町の白老牛だけが全シーンで使われています。全シーンで使われた

のはうちの白老牛だけなのです。あとは４つのシーンのうち２つだとか、１つだとか、３つだ

とかということで、そういう意味では非常に大きな効果として、この冊子にあらわれておりま

す。これをもってして、実はこの冊子が非常に貴重品になっていまして、お正月だとかお歳暮

の贈答品用にこれがぜひほしいという人がすごいのです。そういうことからしても、かなり大

きな成果を生んだのではないかと思っています。 

 それと、メディア関係につきましては、多くの、30 数カ国で 100 人くらいの各国のメディア

が訪れてきたということで自分の国初め周辺国に白老の文化だとか環境に対する取り組み、そ

れから、食材関係の発信をしていただいています。その結果、大きなものでは、国内向けには

美味しんぼという劇画があると思います。そのドラマ版がフジテレビから放映されるのです。

それの舞台に実は白老町がなりまして、土佐牛と白老牛の勝負という、そういうものを題材に

して 11 月の土曜日９時からのゴールデンタイムに２時間番組でされます。そして、最後、帝国

ホテルで勝負して白老牛が勝つと。そういう内容でございます。それとか、香港の富裕層が 80

何人大挙して、料理の鉄人の審判員をやったという有名な方なのですが、その方が香港在住の

ジャッキー・チェンのプロデューサーなのですけども、その人が 80 数名、白老町にその情報を

得て、メディアからの情報を得て、ぜひ、白老牛を食べたいということで年末に来るとか、そ

ういったような効果。さらには、都内でもいくつかの店が白老牛を掲げて開店され、札幌市内

でももう数店、今産業経済課のほうにパンフレット置いてありますけども、３店から４店ぐら

い新たに専門店ができております。そういうようなことで効果は非常に上がっているのではな

いかというふうに考えています。 

以上です。 

○委員（玉井昭一君） 11 月の何日ですか。 

○企画振興部長（高畠 章君） それが確か 11 月 20 何日の土曜日だったと思います。それは、

改めてまたお答えします。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 自衛隊協力会の関係で２点ばかりご質問あったかと思うのですけ

ども。まず、入会されている方の人数ですが、ことしの４月１日現在の数として 338 名の方が

入会されてございます。あと、事務局につきましては、町内会連合会の事務局がこちらの事務

も兼ねて行っていただいていると、このようなことでございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） サミットのほうは、今町長が言われたように白老牛として広く認知さ

れたということからもっと広がって、また面白い現象があらわれているのだなということで理

解をいたしましたけども、実際に前のときに、このサミットを契機にして市場の開拓、そして、

白老牛の評価が高くなって農家経営の安定につながっていけばいいのだと、こういう表現をし

ていたと思うのです。だから、ただ一部その肉が使われたということではなくて、広く牛を飼
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っている農家の経営というところまでこういうふうに広げるということをどんなふうにつかま

えているのか。今の答弁の中でそういうふうに評価されているのだから、各農家にもかなり影

響があるのではないかと言いたいのかどうなのか。そこまでいくのかどうなのか。そのあたり

の見解というのはどういうふうに持っているかということが１つ。 

 それから、もう１つ。自衛隊の関係なのですけどもわかりました。それで、何でこんなこと

を聞いたかというと、何かの催しがあったときに、何で町内会連合会が応援要請されなければ

ならないのかという声を聞いたのです。この協力会と町内会連合会というのは、全然別な組織

なはずです。何でそれが町連合の中にあるのか。それが仕組みとして、その経緯があるのだっ

たら、その経緯を教えてほしい。何かあるのではないかと思うのですけど。そして、他の町村

でいうと、やはり同じような形式で、どこのまちにも協力会というのがあるのでしょうから、

それが町連合のような形で結びついて一緒になってやっているのかどうなのか。そのあたりの

ことを伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） サミットで付加価値が上がって、それが最終的に農家の所得

にどう反映したかという部分でございますけども、ここがやはり一番大事なところなのです。

ただ、その効果については今現在全くあらわれていないというふうに分析しております。ただ、

これは例えばＡ５の牛でいきますと、枝肉価格が約キロ 2,200 円ということで、これが 100 円

上がるとしますと１頭当たり 400 キロから 500 キロということで、1,000 頭出荷するとすると

大体 4,000 万円から 5,000 万円クラスの収入増になるわけです。それで、末端のほうの小売り

で白老牛がそういう形でどうしてもほしいと、白老牛に人気が殺到すると必ず品薄になります。

品薄になると、当然それがどんどん肥育のほうまで伝播していって、そして、最後には肥育牛

の値段が上がる、そして、素牛の値段も上がると。これは市場原理という形でそういうふうに

なるのは時間の問題かなと思っております。ただ、値段が決まるのはそれだけの要素ではない

ので、いろいろな状況の中で値段は決まりますので、単なる市場原理だけでは決まりませんの

で、ここの部分は今そういった単純な思惑もございます。だけども、そこはじっと将来を見据

えて評価しなくてはいけない部分かなと考えております。そのためには銘柄推進協議会と町の

ブランド化に対する取り組み、それをさらに強化してやっていかないとだめなのかなと思って

おります。今現在ではそのように考えているところでございます。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 自衛隊の関係でございますが、これはちょっと歴史古い話になっ

ていくのですが、もうかれこれ 20 年以上前になろうかなと思うのですけれども、もともとは町

内会活動の事務局そのものも庁舎の中、行政のほうで持っていたわけなのです。当時としては

総務課で持っていたという記憶をしております。そのときに自衛隊協力会、あと、防犯協会で

あるとか、そういったもろもろの団体も総務課のほうで持っていたのですが、これを独自の活

動ということで町内会の活動団体として事務局組織を持った段階で、合わせて協力会のほうも

防犯協会のほうも同時にそちらの事務局のほうに体制が移行されたと、こんなふうには記憶し
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てございます。そこが経緯といいますか、事の始まりであったのかなと、こんなふうには思っ

ております。 

 あと、ほかのまちの形でどうであるかということなのですが、申しわけございません、今そ

この部分まではちょっと押さえていなかったので、今の段階ではお答えはできません。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） サミットのほうはわかりました。また畜産振興のほうにありますので、

それだけにしておきます。 

 それで、自衛隊の関係の確認だけちょっとしておきたいのですが。ほかの町村のことがわか

りましたら、後で教えてほしいと思います。それで実際には、確認なのですけども、協力会と

町内会連合会は別組織であって、一緒になって活動をするべき組織ではないということだけは

確認しておいてよろしいのですか。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） おっしゃるとおりです。それは別の団体になりますので、一緒に

なって活動とか、そういうような話には当然ならないかと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 27 ページの交通安全対策について伺いたいと思います。交通安全対策

事務経費と、それから、交通安全運動ということで 20 年度は 530 万円の予算が計上されていま

して、この中で交通安全指導員の方たちとかいろいろな活動をされていると思うのですが、白

老町は大変ことしになってからも事故が多いのですが、白老町の地形、そういったものを考え

たときに、事故の原因の特徴みたいなものを押さえられているかどうか。その辺はどのように

お考えになっているか伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 事故の関係についてお答えいたします。現時点で白老町の道

路の地形等が事故にどのような影響をしているかということに関しては細かく分析というのか、

そういうものは持ち合わせていないのが現状でございます。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 私のほうから若干補足します。つい最近も２人がお亡くなり

なる事故がありまして、ことし３名の死亡事故が発生してございます。やはり国道 36 号という

幹線がわがまちを通り、どちらかというと事故にあわれる方は町外の方がかなり多いのです。

そういう部分では、町民運動ということで取り組んでございますけれども、やはり死亡事故の

かなり部分、町外の方ということで、この辺は町民の方には十分気をつけていただいているの

ですけども、なかなか町外の方まではちょっとその辺の取り組みはわがまちだけでは難しいの

かなと、そういうふうに思ってございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） 私、他の市町村調べたわけではないのであれなのですが、白老町は割

と踏切事故が多いのかなとちょっととらえているのです。割と踏切事故は白老町の方が多いの

かなということで。これは話なので限定的なものではないのですが、割と踏み切りから信号見

えますよね。信号見える踏み切りが多いのです。信号を見て急いだりとか、そういったことが

あるのではないかというようなことが特徴として、人の話の中ではそういうことが上がってい

るのです。それと同時に、何回かいろいろな方の質問で出ていると思うのですが、やっぱり４

車線になっていないということも、交通量の割合に比べて２車線であるということが要因にな

っているということは考えられませんか。私は踏み切りのことは、やっぱりもうちょっと何か

町として対策を考える必要があるのではないかなというふうに思うのですけれども、それと同

時に４車線化は町でできることでありませんので、それに対して交通安全の面からも何か働き

かけをする必要があるのではないかというふうに考えるのですが、その辺どうでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） 踏み切りと国道が距離が短いことによって、例えば踏み切り

側から国道を見たときに信号があると、そういった箇所は、近い箇所が何カ所かございます。

そして、抜本的な改良というのですか、そういったものにつきましては、どちらかを動かすと

かそういったようなことになってしまうものですから、そういったものは現時点で明確にお答

えできないですけれども、そういったところの事故の多い所に対して安全に心がけるようにと

か、そういったＰＲというのですか、そういった活動をする中で何とか事故を防止していきた

いというふうには考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） あと、４車線、２車線の関係ですけれども、今回お２人の方

が亡くなった事故も敷生川に架かっている橋の上でという、そういう部分で２車線のところで

す。そういう部分ではやはり２車線というのは、ハンドル操作が間違えば対向車と衝突という

ことで確かに交通事故に結びつきやすいのかなと、そのようには考えてございます。国道の整

備については、高速道路との並行路線ということですぐにという形ではないですけども、町の

ほうでは歩道の設置、橋の歩道の設置も含めてそういう部分はこれまで取り組んでいるという

ことで、４車線というのはやはり今後も取り組むべき事項だと考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

それでは、次に進みます。30 ページ２項徴税費１目賦課徴収費から 35 ページ６項監査委員

費１目監査委員費まで。決算書は 108 ページから 115 ページまででございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

 それでは、３款民生費に入ります。36 ページ１項社会福祉費１目社会福祉総務費から 41 ペ

ージ２目老人福祉費まで。決算書は 114 ページから 119 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんね。 

次に進みます。41 ページ 3 目身体障害者福祉費から 49 ページ９目定額給付金費まで。決算
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書については 118 ページから 125 ページまででございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 定額給付金の関係でちょっと伺いたいと思います。この定額給付金と

同時に子育て支援特別手当交付事業も一緒にやっているのですが、定例会６月会議である程度

申し込み割合とか人数的なもの、パーセンテージが出たのですが、この子育て特別手当に関し

ては、受け取るべき子供たちの家族は全員受け取れるような形になったのかどうかということ

と、それから、定額給付金に関しては今月いっぱいでたしか申し込み終わりだったと思うので

すが、どこまでパーセンテージいったのかちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） まず、子ども手当てでございますけども、対象者世帯には、皆さ

ん全員支給終わっております。対象となった世帯、全員です。 

 それと、定額給付金は９月 17 日現在ですけども、対象者でまだされていない方が 185 世帯ご

ざいまして、対象額 280 万円ほどですので、現在でいきますともう 98.9％を超えた状況になっ

ています。残りあと何日かですけども、きょうも来ていましたので、最終的にどのぐらいにな

るか、まだあれですけど、120、130 ぐらいになるのではないかなと予想しております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 子ども支援特別手当に関しては全員支給されて、全員受け取ったとい

うことで、これはたしか担当課で３月中に、大抵他の自治体は定額給付金と一緒に同時で支給

しているのですが、白老町の場合は担当課が努力されて３月に支給されたということで、これ

を受け取った方々はちょうど入学に間に合ったということで大変喜んでおりました。そのこと

はつけ加えておきたいと思います。 

 それで、定額給付金の 185 世帯の中で、きっと、手続きしませんかとか、受け取らないので

すかという、そういうような通知はするというふうに聞いていたのですが、そういった通知を

されて、なおかつ、この方々は申し込みされないということなのか。それとも、住所がわから

ないとか、そういった方々も含まれているのかどうなのか。その辺だけ確認したいと思います。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 185 件の内訳を申しますと、そのうち 34 世帯が郵便物が一切届か

ないという世帯でございます。これも当初の１回だけではなくて毎回、当初の送付のほかに３

回、現在まで督促といいましょうか、しております。それも含めて同じ方が当然戻ってきまし

て 34 名です。そのほか、新生児から現在に至って途中で亡くなった方。亡くなった方は支給対

象外になります。それが 28 名。ですから、合わせて 62 名の方は、185 のうち 62 は間違いなく

どうやってももらえない。残り 120、130 の方々に対して、先ほど言いましたけども、新生児を

含めて４回こちらのほうから文章お渡ししていますので、その方たちがまだ見えられていない

という状況です。 
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○委員長（及川 保君） ほか。 

11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。47 ページのウタリ施策推進事務経費についてお伺

いします。この主要等成果説明書では、最初の予算が 2,500 万円計上されているのですけども、

決算書を見ますと補正が 500 万円組まれています。それをたどっていきますと、ちょっと単純

な質問かもしれませんけど、500 万円の補正を組んでいるのですけども、不用額で 532 万円上

がっているのです。単純に考えて、私ちょっと不思議なのですけども、この経過をお知らせい

ただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） 532 万円の不用額ということですが、まず、480 万円、

ウタリ住宅の貸し付けを予定して１軒見積もりしておりました。その 480 万円が貸し付けなし

ということで、その分でございます。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○委員（土屋かづよ君） 予定していたのがなくなったと。補正を組んだ後になくなったとい

うことですか。申し込みがあって補正を組むのですよね。違うのですか。最初からその分だけ

見込んで。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） ウタリ住宅の件なのですけども、当初予算で改築費 480

万円見ておりました。それが１軒もないということで不用額 450 万円残ってございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 一応、年度当初、予算編成するとき、あるか、ないかはわか

らないので想定として置いておきますと。それで、年度末までこの予算は申し込みがあれば必

要な予算ですから、年度末まで置いておくのです。ですから、その間に増額で補正の必要にな

ったものについては、その分ぽんと上乗せする形になります。ですから、結果的にこのような

ふうになってしまったということです。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 49 ページのイオル再生事業の基本的な部分についてお伺いしたいと思

います。イオル再生事業の白老の位置づけなのですけれども、当初、中核イオルだというふう

に言っていたのかなと思ったら、いや、中核ではないのだと。それでは、その後、先行地域と

して白老はやっていくのだという役割を担ったと思ったら、もう次へ移るというようなことで、

もう先行地域も終わったのかどうなのかちょっとよくわかりませんけども。そういうふうに考

えていきますと、白老の位置づけというのは一体何なのだと。すごく不明瞭な感じだなと。せ

っかく鳴り物入りで一生懸命頑張ろうというような気持ちにさせておいて、どういうことなの

だろうと。このあたりが随分はっきりしないというふうに思っているのです。それで、国や道
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が白老をどんなふうに位置づけて、何をさせようとしているのか。最近どんなふうに論議をさ

れているのか。その特徴的な部分がありましたらお聞かせ願いたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） イオル再生事業の位置づけということかと思いますけ

ども、当初、白老については中核イオルということで進めてきていると聞いてございます。た

だ、昨年、20 年度からは白老町については教育型イオル、そして、平取町については活動型イ

オルということで国から示されてございます。それで、教育型イオルということで白老町につ

いては昨年度から担い手研修、３年間の教育、そういった教育だとか、コタンの再現だとか、

そういった教育型に必要なイオル事業を進めているところであります。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） そうすると、その地域イオルによって、それぞれ白老はこんな形のイ

オルだと、それから、平取はこういう形のイオルだと、それぞれの性格を違って持たせて、そ

れで成立させていくのだというふうな考え方なのかどうなのか。その辺ちょっと教えてほしい

と思います。 

 それで、ポロトに白老イオル事務所をつくりましたよね。それで、道が白老に乗り出してき

て仕事をやるのだというふうに思っていたのですが、このイオル事務所「チキサニ」を建てた

狙いといいますか、その事務所が白老町で果たしてきた役割というのは何なのか。それで白老

の事業というのがまた進んだのかどうなのか。そのあたりの役割について教えてください。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） まず、１点目の白老の教育型イオルと平取の活動型イ

オルの役割ということで、白老についてはご存知のとおり、アイヌ民族博物館という以前から

アイヌ文化の調査研究、非常に評価を受けてございます。そういったことも多分あると思いま

すが、そういった教育型イオルということで白老町については事業を進めていきましょうと国

の検討委員会等々で、我々も当然入っているのですが、検討いたしまして事業を推進しており

ます。 

 それで、２点目の地域事務所ということでございますが、白老地域のイオル事務所でござい

ます。ですから、本来であれば、あのイオル事務所で今後イオル事業の展開をしていくと。そ

れが今後シフトしていくと思います。今の段階ではまだそこまで充実してございませんから町

もかかわった中でやっているのですが、近い将来はイオル事務所でイオル事業を展開していく

と。昨年の５月から事務所を開設しているわけですけども、これについてはアイヌの方々が中

心となってイオル事務所の中でさまざまな文化の伝承の活動をしてございまして、非常に活発

な活動で今後に期待を持てる事務所かと思ってございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。そうすると、イオル事務所というのは、白老が教育型
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イオルなのだから、特にその中では伝承者の育成だとかそういう教育面での指導者の育成、そ

ういうものが必要だということで、そのお手伝いのために、それを専門にイオル事務所は指導

すると受け取っていいのですか。それとも、イオル事業となれば、もっと幅の広いものだろう

と思うのです。ですから、そういう全体の構想を立てて、それを白老町に位置づけながら、そ

の中でも教育的な部分に力を入れていくと。こういうようなことならわかるのですけれども、

イオル事務所の役割というのがどの範囲のものなのか。そして、全道のイオル事業の全体の構

想といいますか、そういうものを指導する立場にあるのかどうなのかということをお聞きした

いというのと、それから、特に教育的でいえば、先ほど言った伝承者だとか、その指導者の育

成ということが一番大事なことになるのですが、前に自然の植物を育てていくというようなそ

ういう仕事もやってきたわけですよね。それとのかかわりというのはどうなるのか。イオル事

務所がそういう植物も育て、素材を育てながら、また、教育的なものもやっていくと、両方に

金を出していると財政的な裏づけをきちんとしているのかどうなのか。そのあたりはどうなの

ですか。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） イオル事務所の位置づけということになろうかと思い

ますけども、先ほども申し上げましたが、イオル事務所については将来的には、白老地域のイ

オル事業についてはあそこが監督官というか、あそこでイオル事業を展開していくと。それが

そういうことになろうかと思います。ただ、今の段階ではそれだけの充実化、まだ充実してお

りませんので、そういったことで町がかかわりを持っているわけです。 

 それと植栽の、アイヌ伝統的生活空間。イオル事業というのは、アイヌ伝統的生活空間の再

生でございますから、その中で植栽事業をやってございます。これは平成 18 年度と 19 年度、

主に植栽事業をやってございますが、その管理というのが今もアイヌ協会白老支部を中心に、

あと、博物館中心に管理をしてございます。 

 全体構想というのは、あくまでも今全道で７地区候補地ございますけども、その中で白老と

平取が今進めているわけです。同じ答えになりますけども、白老については教育型イオルで進

めていきましょうと。平取については活動型イオルということで、それぞれ特殊性を持ったイ

オルの活動を進めていくと。それで、あとの５地区についてはまだ計画が実際に出てきており

ませんので、それは我々がするというよりも国の諮問機関が事業を検査してやっていくと、そ

ういうことになります。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時０１分 

                                         

再開 午後 ２時１４分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

引き続き質疑を受けます。 

５番、山本浩平委員。 
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○委員（山本浩平君） ５番、山本でございます。47 ページから 49 ページにかけまして、ア

イヌ民族の関連でちょっと何点かお尋ねしたいと思います。 

 まず、49 ページのアイヌ民族博物館緊急支援事業。これは地域活性化生活対策臨時交付金と

いうことで 500 万円を出しているということになっております。昨年は非常に、先ほどサミッ

トの関係のプラスの効果の話がございましたけども、北海道全体の観光に関しては、サミット

自体は決してプラスばかりではなくて、余りにも国がテロ対策を意識した中で、警備が非常に

厳しい中でやられた。その結果、洞爺あたりのホテルの経営者の方ともお話をさせていただい

たことがあったのですけども、非常に経営厳しいようなところが今たくさん出ているようなそ

ういう現状でございまして、必ずしも北海道にとってサミットがプラス要素ばかりではなかっ

たと。昔、沖縄でやったときのサミットとは全然違う、そういう国の警備の余りにも厳しさが

ありまして道民が歓迎をできるような体制ではない、そういうサミットだったものですからマ

イナス要素もかなりあったと思います。そういった中で非常にアイヌ民族博物館の入り込み数

も減り、また、ことしに関しましてはインフルエンザ等のこともございまして入り込み客が減

るという中で、昨年 500 万円は支出しておりますけども、今年度に入ってからアイヌ民族博物

館から支援の要請が議会のほうにも要望書というような形でございました。そういった中で、

結果的にはこの 500 万円では間に合わなかったような状態になっているのかなというふうに私

は認識しておるわけでございますけども、現在のアイヌ民族博物館の経営実態、町としてどの

ように認識されているのか。まず、その点をお尋ねしたいと思います。                 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） 博物館の経営実態かと思いますけども、議員おっしゃ

るとおり昨年は約 21 万 4,000 人ということで 19 年度から見ると４万人ほど減っています。今

年度４月からの入り込みでございますが、昨年から見ると２万人ほど減ってございます。この

影響については、昨年から引き続き金融危機ということもありまして、東南アジア、特に韓国

が非常にふえていたのですけども、昨年の９月以降ぴたっととまってございます。それと、こ

としの４月から新型インフルエンザの影響で修学旅行の団体がキャンセルということで、これ

は非常に影響を受けて今年度についても非常に厳しい状況になってございます。その中で博物

館の職員等々が特別展示等々をやりまして、何とか入り込みの回復ということで事業を進めて

いるところですけども、外部の影響というか外的要因で非常に減っている状況にあります。 

以上です。 

○委員（山本浩平君） それで、今、経営実態は厳しいのかどうなのかということを伺ってい

るわけです、現状として。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） 当然、入り込み数、今年度についても４月から２万人

ぐらい減ってございますから、非常に厳しい状況になっています。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） アイヌ民族博物緊急支援事業について、若干補則説明させて

いただきます。今現在、昨年の決算から見ますと 21 万人という数字でございます。それで、今
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のアイヌ民族博物館の経常費的な経費を固定して考えますと、今約 20 万人なのですが、実際

30 万人以上入らなければ収支がとんとんにならないというような状況でございます。そういっ

たことから非常に、要するに 50％アップにならないと収支がとんとんにならないという状況で

す。ということからして、かなり厳しい状況だというふうに考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番、山本でございます。アイヌ民族博物館の白老町における位置づ

けとしては、言うまでもなく非常に大切な施設でもございますし、もう町にとっても欠かすこ

とのできないものだと、このようには皆さんも認識していると思います。そういう中で、当然、

町としても支援体制は、私は、個人的には行っていくべきだと、このように考えてはおります

けれども、それでは、ゆくゆくずっとこのまま外的な要因、先ほど円高の要因いろいろござい

ました、そういった世界同時不況の影響、そういった外的要因の中でいくらいろいろ関係機関

と連携しながら、ＪＴＢあたりとも連携しながら、観光協会もいろいろ考えながら方策を練っ

たとしても、外的要因によって入り込み客が回復できない可能性も多々あると思いますし、回

復したとしても倍ですよね、50％アップ、この 50％アップというのは非常に厳しい数字だと思

うのです。そういう中で、町がずっとバックアップし続けるのかというと、それも非常に難し

い問題もあると思うのです、そこには。そうなってきますと、やはり、私が伺っているのは、

伝承文化として非常に重要な研究も行い、大学等の関係からも非常に資料の提供などもお願い

されて、そういった研究等もやられているところだと、こういうふうに聞いているわけです。

ということは、決して誘客活動そのものがアイヌ民族の研究や伝承文化を続けていくことで入

り込み客が回復するということになりませんので、やはり、いずれの時期において国の施設に

していただけるぐらいのことを念頭に置いて、町もやはり運動を展開していくべきものではな

いのかなというふうに考えているのです。そういった中で、今後のアイヌ民族博物館の支援も

含めて、町としてはどのようなことを現段階で考えられているのかお尋ねしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 皆さん方と共通して言えることは、まず、アイヌ文化の火は

絶対消さないと、ここについては完全に一致する考え方だと思います。それでは、どのように

それをやるかという部分では、まず、お金が足りないから金銭的な支援。そこの部分もまた必

要な額は額として、その支援は必要だと思います。それと、教育的な見地から教育施策。それ

から観光だとか、それからあそこでの物販品の販売だとか、そういった産業制作。そういった

さまざまな見地から誘客を一人でもふやす、小売り人口をふやす、入館者をふやす、そういっ

た施策を展開していって、その中でどうしても足りないといった部分を町が援助すると。これ

は火を消さないためには絶対必要なことだと思っております。そして、なおかつ、将来的には

やはり、こういう民族の文化を残す責務がどこにあるかということでございますけども、そこ

の部分についてはやはり地域としてもそれを守るということも大事だと思いますが、やはり、

これは国としてしっかりやっていただきたいと。ですから、最終的には、国が最終的に責任を



 17 

持った形であそこの文化の火を消さないと、そういう取り組みをお願いしたいということ、そ

れを協力に要請していきたいなと考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田でございます。今の同じところでお伺いしますけれども、

49 ページのアイヌ民族博物館の緊急支援事業。昨年、臨時交付金ということで、補助金という

ことで出したのですけども、これの決算、アイヌ民族博物館のほうからいただいていると思う

のですけれども、この決算状況、主にどういうものに使われたのか、どうなのかということが

１つ。 

 それと、この決算書は、私たち議員はいただけないものなのでしょうか。前回このお話をし

ましたときに、必要があれば、そういうようなものもどのような形で使っていくのかというこ

ともお示ししたいというようなご答弁、たしかいただいたと思ったものですから。どうなので

しょうか、その辺。 

 それともう１つ。今般、北海道ウタリ協会から北海道アイヌ協会に名称変更されました。今

もアイヌ施策推進室となっていますけれども、これは昨年度の決算なのでウタリと全部書いて

いるのですけど、今後は、全部名称はアイヌ施策推進室というふうに変わったのでしょうか。

いつから変えたのでしょうか。その辺だけちょっとお願いします。 

○委員長（及川 保君） 高野アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（高野末保君） まず、１点目の緊急支援の 500 万円の使途ということ

でございますが、まず、ほとんどが学芸事業部門も光熱費。灯油であったり、ガスであったり、

電気。それと、伝承公開事業の光熱費。これも同じく灯油、ガス、特に伝承部門ですから木炭

もたいてございますので、そういった木炭代。それと、管理部門についても灯油、ガス、電気

代等が占めて、これで約 470 万円占めてございます。それと、資料収集費が若干ございます。 

 それと、次に決算書の開示ということで、特に問題はないと思いますので、博物館のほうか

ら資料をいただいて配布したいと思ってございます。 

 それと、もう１点がウタリからアイヌに変わったということかと思いますけども、これはア

イヌ協会のほうで今年度の４月１日からウタリから北海道アイヌ協会に変わってございます。

それにあわせて、白老町にとってもウタリ推進室からアイヌ推進室ということで名称を変更さ

せていただいております。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時２７分 

                                         

再開 午後 ２時２８分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 
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 ほかにございませんか。ありませんね。 

 それでは、次に進みます。50 ページ２項児童福祉費１目児童福祉総務費から 57 ページ６目

児童館費まで。決算書は 126 ページから 131 ページまででございます。 

質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

 それでは、次に進みます。４款環境衛生費に入ります。58 ページ１項保健衛生費１目地域保

健費から 65 ページ２項環境衛生費１目環境衛生諸費まで。決算書は 130 ページから 135 ページ

でございます。 

質疑のございます方はどうぞ。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 15 番、吉田です。59 ページの健診についてちょっと伺いたいと思いま

す。特定健診の実施の件なのですが、高齢者の医療の確保に関する法律のもとで 40 歳から 74

歳の国保の方で特定健診がされるようになりましたけれども、目標設置として平成 20 年から

24 年まで５年間で、合計で年 2,300 人の目標を掲げて実施してきておりますけれども、今回の

数値が出ておりますが、973 人という受診人数となっていますけれども、平成 19 年度までの成

人病健診は 1,700 人台でした。ですから、かなり、56％程度ではないかと考えるのですが、こ

れは三連携にもいろいろ結びつきますし、それから、医療費の抑制と、そういったことを防ぐ

ためのものなのですが、人数が減っていることに対して何が要因になっているのか。その辺を

１点伺いたいと思います。 

 それと、60 ページの一番下の子ども育成推進経費の中の子ども虐待と家族支援の研修会とい

うのが 3,000 円で本当に小さな金額なのですが、これはどういったものだったのか。どういっ

た人が対象になっていたのか。ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 健診者数の減少の件でございますけども、先ほど委員からも

お話ありましたけども、昨年度につきましては今まで対象者に入っておりました 75 歳以上の

方々が後期高齢者のほうの対象に入りましたために相当数が減少してございます。また、昨年

からなのですけども、社会保険加入者の配偶者につきましても 19 年度までは対象に入っており

ましたけども、平成 20 年度からは対象から外れたこと等で対象人数が大幅に減ってございます。

また、ほかの健診、がん検診等々の減った要因でございますけども、これも昨年、総合健診の

健診月日をずらしたということによりまして、従来からやっていた方法と若干対象月を変えた

ことによりまして、中には受診する回数を２回ほど実質がん検診等はやっているのですけども、

中には年１回でいいという形の中で受診が、通年でいうと、受けていた方が昨年に限って受け

ることを控えたということがありまして健診等々も減ってございます。 

また、これにつきましては、大きな要因としては何かということなのですけども、やはり昨

年大幅に健診内容が変わったということも踏まえて、事前に周知も当然しているのですけども、

結果的には周知が足りなかったのかなということが大きな原因と考えております。 

 また、２点目の研修会の件でございますけども、これは保健師がこの研修会の負担金が 3,000
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円必要だったということで、その保健師が出たときの負担金でございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） １点目のほうなのですが、今 75 歳以上は後期高齢者にいったとか、社

会保険の配偶者は別の扱いになるということだったのですが、ただ、2,300 人、20 年から 24

年までは目標持っています。それでは、この目標を変えるということにはなるのですか。そう

いう諸般の事情を兼ね備えたうえで 2,300 人という目標を持ったのではないのですか。その辺

１点伺いたい。 

それから、2,300 人、そういういろいろな事情であるのであれば数字を変えていかないと。

数字を変えてもだめなのかもしれませんけれども、24 年度で目標値 65％いかないとペナルティ

ーがあります。そういったことも全部兼ね備えて考えていかないと、この事業というのは厳し

いものになるのではないかなと思うのです。ただ、そのペナルティーというのは、後期高齢者

医療制度への支援金が拠出金に対してプラスマイナス 10％の範囲内でやるということなので、

後期高齢者制度がなくなるかもしれませんので、それに影響するかどうかというのはまた別問

題として、この目標値の考え方。それでは、最初からこの数値はどういった考えて持たれたの

か。ちょっと今話を聞いていて理解できなかったのですけど。いろいろな諸般の事情がある中

で 2,300 人設けたのではなくて、2,300 人設けてから 75 歳以上は対象にならないとか、配偶者

が別だとかということになったのですか。その辺ちょっと理解できなかったのが 1 点。 

それから、もう１点は、有料になりましたよね。1,300 円の個人負担になりましたよね、今

度。無料から有料化になったということでの要因にはないのかどうなのか。前に議会で何回か

議論されましたけれども、有料になったということで人数が減ったことに対してどうするのか

ということがあったときに、補助体制をつくっていくということをお話になったのですが、そ

の辺のことはどのように考えられているのか伺いたいと思います。 

それと、子供の関係なのですが、保健師さんが受けられたということなのですが、私は、子

供の虐待と家族支援の研修会、この子供の虐待に関しては、虐待される子ども、それから虐待

する親に対していろいろな支援をしていかなければならないのではないかと前にも質問したこ

とがあるのですが、保健師さんがそういう対応をされていくということで研修を受けられたと

いうことでこういう名目なのか。それで、これは今後ずっと継続されることなのか。それとも、

これを受けたことで何か体制づくりができたのかどうなのか。その点伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） まず、１点目の計画目標数値でございますけども、実は昨年から

説明申し上げておりますけども、特定健診という新たな制度がございまして、これは最終的に

委員おっしゃるとおり、後期高齢者の支援金、最終的には罰則がございまして、受診率 65％達

しないと支援金がプラスマイナス 10％ペネルティーをかけられるという制度でございまして、

私も三連携の計画の中で去年から 24 年までの計画期間をもって 10％ずつ上げていくと。当初

は 25％からスタートして、ことしは 35％なのですけども、いかんせん制度が始まったばかりで、
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先ほど料金もかかるということで他市町村によっては行政のほうで補助をして無料のところも

ございますけども、うちのこういう財政的な問題でその辺についてはなかなかできない状況が

ございまして補助をしていない状況でございますけども、目標を常に毎年毎年上げていかない

と最終的なペナルティーがございますので、ただ体制的に私ども病院、７月からは各診療機関

でお願いしていて、あとは集団健診で行ってございますけども、なかなか受診率が上回ってい

かないと。この辺を再度三連携のほうで検討し直して、最終的に 65％を目指して取り組む、こ

れは町民の皆さんも必ず受けてもらうということで。若年層がなかなか、40 代、50 代が少ない

のです。60 代、70 代の方は受診率高いのですけども、若い方が少ないのでその辺を。ことしあ

たり、漁業協同組合の組合員さんなど新たなところもふえてきましたので、それを保健師さん

のほうでいろいろな場面でＰＲ活動を行ってまいりましたので、徐々にこの辺は努力してまい

りたいなと思っています。 

 ２点目は、料金のほうも今ちょっと答弁しましたけども、苫小牧市では無料になっているの

です。それで受診率はすごく高いと。初年度の目標いったと。料金がかからなければ、当然受

診率上がってくるのかなという状況でございますので、私たちも今、この財政状況の流れが大

変難しい状況ございますのでＰＲ含めて努力していきたいと考えています。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 三連携の関係ですので全体的な話ということで目標の関係をお

話ししたいと思います。三連携の推進計画につきましては、平成 16 年度の現状を踏まえて平成

17 年度に町内でこの取り組み方針を決めてございます。そして、18 年から具体的にスタートを

している。つまり、制度設計の中身については 16 年、17 年度をもとにしてつくっております。

そうしますと、例えば国保の総合健診、こういったものも当時念頭にはなかったというような

形になっています。それから、各種がん検診の取り組み、具体的な検診の手法等もやっぱり変

わってきているような状況にございます。それで、18 年、19 年度の結果を踏まえまして去年、

中間評価を一度してございます。それを踏まえて、今後また事務局の中で数値目標を具体的に

修正するのか、しないのか。例えば具体的に出ているものでありましたら、18 年度の数値を新

たに修正してまた数値を出すのか。今後どうするのかということについても、これは町内の検

討会議の中で今後もう一度きちんと論議をしていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 負担金の関係でございますけども、今回の研修会については

20 年度のみの研修会でございまして、これを主催したのは看護協会でございまして、この対象

範囲につきましては看護師さんだとか保健師さんとか、そういう専門家の研修会でございます。

そして、なおかつ、その研修で当然、専門的な知識等も勉強してきておりますし、それを持ち

帰りまして、それぞれ保健師、私どもおりますので、そこで全体的にその内容も周知しながら、

日々の虐待等のことに対応するべく研修会の中身を実践してございます。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 
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○委員（吉田和子君） 今の特定健診のほうですが、先ほど 2,300 人と言ったのですが、目標

値別のほうの枠で 20 年は 1,367 人、その次の年が 35％で 1,879 人と書いてあるのが出てきた

のですけど、こちらのほうが正しい目標値ですね。申しわけありません。この目標値にしても

大分低いということですので、10％ずつ上げていくのは大変厳しいなと思って見たのですが。

ただ、この成人病健診、それから三連携を 17 年度から始めていって、健診を受けることで医療

費の抑制がなされているのかどうなのか。この大きな目的は医療費の抑制ですよね。このこと

が結果として出てきているのであれば、私は 1,300 円の有料化に対して少し補助があってもい

いのかなと。今白老町は財政厳しいですので、上乗せ、横出しはしないという方針になってい

ますので、この特定健診への補助がそれに当てはまるのであればなかなか厳しいのかなという

ふうには思うのですが。ただ、理由づけとして医療費が抑制されていけば、その限りではない

のかなというふうにちょっと考えるのですが、その辺の考え方をもう一度伺いたいというふう

に思います。 

 それから、子供虐待の家族支援の研修。これはわかりました。これは、本当に研修を受けた

方、広範囲にこういうお母さん方と接する、その子供と接する保育士さんとかいっぱいいらっ

しゃいますよね。そういった方々にもこの研修の意義というものを伝えていっていただければ

なというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 三連携の推進の中で特定健診をやることによって医療費を抑制す

る、これが究極の目標でございますけども、まだ 20 年度の速報値が来ていませんけども、私ど

も独自に国保側で押さえている医療費については、20 年度は後期高齢者医療が入りましたので

なかなか比較、19 年度と 20 年度と比較できない状況でございます。ただ、ことしの４月以降、

21 年度になってからもう５カ月過ぎていますけども、３、４、５月の状況では、今の状況を見

ますと若干下回ってきています。今まで右肩上がりで上がってまいりましたけども、今年度に

入ってわずかながら減少傾向にございますので、特定健診の受診率は低いですからすぐ影響と

は思いませんけども、全般的に退職者医療制度の人たちの医療費も下がっていますし、一般被

保険者の方も若干ながら４、５、６月と３カ月ですけども下がってきています。今後１年間通

じてどういうふうになるかというのがまだちょっと見えてきませんので、今の段階ではまだ答

弁できませんのでご了解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今吉田委員が質問したところ、私も質問しようと思ってい

て、全部重なっていましたので大体わかりましたけれども、ただ、聞いていてわからなかった

ことだけちょっと確認をしたいのですが。目標でいうと、国保の被保険者が 5,467 人いて、そ

のうちの 1,367 人が目標だったのですよね、当面。それが高齢者医療に移ったために被保険者

が減ったわけです。それで、受診した人が 973 人になったと。それでは、これは何人減って 973

人で何％になったか。それが目標にいっているかどうかという問題なわけでしょう。だから、

973 人で何％になったのですか。それで、高齢者へ移行した数字というのはどうなるのかとい
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うことなのですけども、そのあたりは。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） もう後期高齢者へ移行される 75 歳以上の人は、この特定健診の計

画の段階では抜いた形で目標数値を三連携推進方針の中でつくっておりますので、何％という

のはないものでございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） ちょっと言っていることがよくわからないのですけども、当初の計画

でもう既に後期高齢者の分は抜いてあるということなのですね。そうすると、前の計画書を見

ますと、被保険者 5,467 人いるということは、これは後期高齢者の分が除かれているわけです

か。そうすると、純粋に今度はその中で 973 人受けたのだから、それ割ればいいということで

すか。そうすると 18％ですよね。こう解釈していいのですか。それでは、今の計画書はそのま

ままだこれからも生きていくと。これから数字を変える必要はないわけですね。あくまでもそ

の中でやっていけばいいと。そうすると、後期高齢者へ移行した人が後期高齢者医療制度の中

でみんな健診をやっているのだというとらえ方ではないはずですね。そういうのはどこが押さ

えて、白老町としては、国保の保険者と、後期高齢者に移行した人、そういう人たちがみんな

どれだけ全体で健診しているのかと見るのが全体的な指導になるわけですよね。そうしなけれ

ば、全体の町民の健康状態というのがつかみきれないと。こう考えたいのですけども、そうい

うふうに全体で把握するすべはないのですか。 

○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） まず、町民全体の受診率というのは健康福祉課長のほうからの答

弁だと思いますけども、私のほうは後期高齢者のほうです。後期高齢者は 20 年度から制度移り

まして、20 年度当初は広域連合のほうの補助も定まらない中で現実的には 20 年度は実施して

いません。21 年度、今年度から特定健診を実施していまして、これは私のほうで当然把握して

おります。これは同時に各医療機関でやっていまして、順調に受診されておりますので結果的

に何名受けたかというのはわかります。ただ、全体的なものは健康福祉課長ですけども、私は、

社会保険とか各被保険者のは把握できない状況なのです。私どもは、町でいけば、後期高齢者

の人数と国保の方たちしか特定健診を受けた人たちは把握できないと。その他いろいろな共済、

それから健保組合、社会保険は把握できないのが現状でございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） そこまでわかりました。それで、先ほど保険料がどれだけ下がるかと

いうことでいうと、一人当たりの医療費、19 年度までずっと下がってきた。それでもまだ全国、

全道の平均値よりはまだかなり高い。それでも全道の値には大分近づいてきたというところま

では、この表を見ながら理解はするのですけども。先ほど、まだ速報値でもはっきりしないの

だという話は 21 年の話ですよね。20 年度でどういう見込みになるかというのは、もう来月あ

たり出てくるわけですね。そうすると、もう今の時点で 20 年度でどれだけ下がったかというこ

とはつかみきれないのですか。 
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○委員長（及川 保君） 安達町民課長。 

○町民課長（安達義孝君） 私も先ほど答弁しましたけども、21 年度は若干ながら今下がって

きていまして、20 年度は国保連合会から皆さんのお手元に資料配っておりますけども、毎年 10

月過ぎないとなかなか前年度の結果が出てこない状況でございまして、20 年度はちょっとまだ

つかめない状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ３番、西田でございます。62 ページの予防接種のことでお伺いいたし

ます。３年くらい前だと思うのですけども、若者の結核がふえているという状況があって、一

時ちょうど大学生の人たちが随分学校内で結核が蔓延するということで、各大学が臨時休校し

たり何かしまして一時社会問題になりまして、その後、結核の予防をきちんとしましょうとい

うことだったのですけども、また最近、この予防が余り高くなくなって下がってきているとい

う報道何かがありまして、また近い将来、こういうような現状になるのではないかということ

なものですけど、白老町では一体どういうふうな状態になっているのか。実際に 100％きちん

と予防接種を受けておられるのか。もし、受けられない方々へのケアというのですか、そうい

うようなものはどのようにされているのか。その辺をお伺いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 庄司健康福祉課主査。 

○健康福祉課主査（庄司尚代君） 結核の予防接種というのが生後３カ月から６カ月未満にＢ

ＣＧという予防接種がありまして、それを乳児期に一度受けていただくということになってい

ます。そして、うちのほうでもＢＣＧの予防接種については厳重に管理しておりまして、何度

も勧奨しまして、ほとんどのお子さんには受けていただいているというような状況にあります。

ただ、今おっしゃられた大学生ぐらいの方たちについては、ＢＣＧが十分その時代に受けてい

ただいたかどうかというのはちょっと把握できておりませんので即答できないのですけれども、

現在ＢＣＧの予防接種については町のほうで管理しておりまして、ほぼ 100％近く受けていた

だくようにはしている状況です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 環境衛生諸費の中で伺いますけども。当初予算のリサイクル銀行推進

事業費。内容については、家具の再生修理、展示、譲渡等々ありますけど、これは推進事業行

われたのかどうか。行われたのであれば、どういうような効果、どういうような家具の再生修

理、展示、譲渡、件数等々、町民からの支持があったのかどうか。その辺をまず伺います。 

 それと、65 ページの不法投棄の防止対策推進事業です。これはボランティアですよね。最近、

嘱託職員も一生懸命歩いて、不法投棄余り見えなくなったのですけど、現実にこのボランティ

ア活動がどのように行われて、ボランティアの人方が有意義に活動できるような環境にあるの

か。そして、どういうような町との関連の中で仕事をされているのか。その辺伺います。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 
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○生活環境課長（竹田敏雄君） まず、最初にリサイクル銀行の関係をご説明いたします。予

算の執行自体はゼロでございますけども、再生品のプレゼントということで消費生活展の中で

自転車が６台、これをリサイクルとして取り組んでおります。これに対する申し込み件数が 27

件でございます。 

 それから、リサイクル銀行の窓口ということで、マイバック運動を３Ｒ推進協議会と連携し

た中で、それを配布しております。配布枚数が 230 枚でございます。 

 それから、不法投棄です。不法投棄の活動でございます。現在ボランティア監視員というこ

とで登録されている人数が 21 年３月 31 日で 88 名です。20 年度、その方々から通報あった件

数が 40 件でございます。活動内容としましては、この方たちは自分たちの活動、例えば散歩だ

とかそういった中で不法投棄を発見した場合に役場のほうに通報してくれると、こういったよ

うなシステムでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） このリサイクル銀行、当初よその自治体でやっているように、ある程

度施設の中で家具、来たものを修理してどうとかと、そういう形の予算の 15 万 7,000 円ではな

かったのかと思うのです。ですから、環境衛生センターの中にそういう体制として、あそこに

来たものをリサイクルしてどうすると、そういう方法でなかったのかと私も思うし、本来やっ

ぱりそうあるべきだと思うのです。正直な話、今課長に聞いたら失礼ですけど、便宜上やって

みたような話だけど。現実にその機能をこれからどう考えていくのか。あるいは、町民にこた

えられるようなリサイクル銀行になっていくのかどうか。その辺のお考えを伺います。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） リサイクル銀行の関係なのですけども、当初家具だとかを一

部手を加えて、その修理費を見て、リサイクル銀行で活用しようというふうに考えておりまし

た。それで、自転車のほうはセンターにいる方のボランティアという形の中で経費をかけない

でできております。家具につきましては直接登別に行くことになりまして、その前段で何点か

抜き取りというか、そういったものをしていかなければならないということで、ちょっと物と

していいものがなかったというのが現状でございます。今後もそういった形の中で、前段でい

いもの、そういったものをできる限り活用するようにというふうに努めていきたいと考えてお

ります。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時０１分 

                                         

再開 午後 ３時１４分 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開します。 

 次に、65 ページ２目公害対策費から 70 ページ５項上水道費１目上水道施設費まで。決算書
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は 134 ページから 139 ページまででございます。 

質疑のございます方はどうぞ。 

９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 69 ページ、バイオマス燃料化事業について伺います。平成 20 年度の

14 億円近い整備費をかけて始めた事業であって、失敗は絶対許されない事業だというふうに思

うのですが、これは前回の６月会議、同僚議員の質問で、製品の塩素濃度が高くて製品になら

なくて、350 トンが野積みになっているというトラブルが生じたと、それが明らかになったわ

けですけども、大急ぎ対策をとるということになっています。その後、何らかの進展があった

のか。まず、心配ですので、この点から伺いたいと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 燃料化施設の最近の状況ですけれども、基本的には一般廃棄

物の処理施設ということで、ごみ処理という部分につきましては生成物をつくる段階まではき

ちんと対応しているという状況になってございますけども、ご質問の製品をつくるという、成

形段階といいますか、粉状のものを製品にする段階で塩素の問題がありまして、質的に安定し

た製品を常時生産することに今ちょっと調整を要している状況ということです。６月段階より

もある程度製品にできる状況というのは改善されておりますけれども、ただ、やっぱり塩素濃

度の部分の対策というのはきちんとしっかりと対策しなければならないということで、現在、

抜本的にといいますか、それをきちんと対策できる方法を確立するために試験を行ってござい

まして、10 月中にはその方向が出るのかなということでございます。それにあわせて、施設の

改修により安定した製品の供給可能な体制を図れるのかなと考えてございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 前回の議事録をずっと読ませていただきますと、基本的には家庭系ご

みの分別で基準をクリアできるのではないかと。これはどこが判断したのかちょっとわかりま

せんけども、そういうような答弁をされていたと思います。それで、この事業というのは全国

初めての大きな事業なわけですから、これから先、何が起きるかわからないわけです。部分的

に直していけばいいというものではないだろうというふうに思うのです。そういうふうに考え

ますと、こういうトラブルがあったときに、産学官の共同で起こした事業です。その中で本当

に化学的にどうなのかということは、もっともっと学問的にどういうことなのかということを

もっとはっきりさせる必要があるのではないかと。ただ、実験でその場何とか基準クリアでき

たからそれでいいということではなくて、やはりそこら辺の抜本的な解明をするべきではない

かということが１つです。 

 原因の中で塩ビ管だとか、それからラップの混入が大きな原因だというふうに言われている

わけですけれども、そういうものを考えたときに、混入するのですから、一般町民が協力でき

るものは何かというふうに考えるべきではないかと。そうしますと、分別の段階で町民がラッ

プを丹念に取り除くということも事業を成功させる上ですごく大事なことではないかと。事業
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系のごみであれば塩ビ管は絶対に入れないというような、そういうふうに具体的に町民の協力

を仰いで、これを解決していく方向を考えなければならないのではないかというような、そこ

がどうも見えてこないわけですけども、そのあたりについての見解を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず、分別の方法。塩ビ管とかラップ等の塩ビを含むものの

分別に関してなのですけども。まず、塩ビ管というのは、町民の方が見られてもある程度判断

できると思うのですけども、ラップに関しては取り扱いメーカーによって入っていたり、入っ

ていなかったりしております。ですから、それを分別してもらうということはちょっと難しい

面もあるのかなというふうに今現在考えておりまして、分別である程度可能だと今思っている

のが、ゴム系の分別はある程度できていくのかなと。例えば長靴だとか、それから運動靴のゴ

ム底のついているものとか、そういったものに関してはある程度分別していただけるのかなと

いうふうには担当として考えています。それを実際やるか、やらないか、また今後検討してい

かなければならないことだとは思っています。 

 それから、産学官の関係でございます。産学官の中で何点かこういった方法がありますとい

うことが実はありまして、実際試してみました。それで、その中で確実に塩素を落とすという

段階に至っておりませんので、現時点では、今試しをしていることで、どういった結果が出る

のかというふうにものを進めているという段階でございます。 

以上であります。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。ゴム手だとか長靴の底だとかというのは前からだめだと言

われているのだから、これは取り除くのは当然だろうと思うのですけど、今問題になっている

ラップ、ラップがどのぐらい悪いものかということが私にはわからないわけですけども、今の

話でラップにも塩素の入っているもの、入っていないものいろいろあるのですということで、

ラップを取り除くことは非常に困難だと。困難な状況はわかる気がするのですけども、でも、

それをやらない限り、成功に導けないとなれば、入っている、入っていないにかかわらずラッ

プは取り除くのだと、こういうことを考えるべきではないかと。そういうことができないかど

うか、検討してみる必要があるのではないかと思うことなのです。それで、実際に私がこの事

業の中で最も大事にしなければならないことだと思っているのは、地球環境に対する貢献度の

問題なのです。絶対失敗してはならないということも、やはり今地球を守らなければならない

この段階の中で何とか温室効果ガスを減らすという、それに少しでも貢献できるということが

白老町からできれば最高だろうというふうに思って、それに期待をかけるわけですけども。政

権が変わって、今度は 25％まで削減するのだということを打ち出して国際的には拍手をもらっ

たと、こういう状況の中で本当に私もこれには全面的に賛成をしてやるべきだと。本当に今、

地球を孫子の代まで残していくために、これは守らなければないというふうに思うわけです。

そうすると、その中で白老町が果たすべき役割というものを、その一翼を担うということはも

のすごく大変光栄になる部分で、何とか成功させていただきたいということで、白老町の中で
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20 年７月、環境町民会議が設置されて、そして、検討を加えられているということであります

けども、温室効果ガスの削減に向かってどういうような話し合いが、実行のある話し合いが進

められてきているかどうか、そのあたりについて報告があれば若干伺いたいなというふうに思

うのですが、いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 竹田生活環境課長。 

○生活環境課長（竹田敏雄君） まず、１点目のラップの関係についてもう一度お答えしたい

と思うのですけども。今やっているテスト、クボタ環境サービスのほうで塩素対策用のテスト

をしています。その結果をまずは 10 月に出ますので、その結果を見た中で分別をどうしていく

かというのはお答えしたいと思いますので、10 月までちょっと時間をいただきたいということ

です。 

 それと、環境町民会議につきましては、去年の７月に設立しまして何回か会議を開いており

ます。この会の基本的な目的である地球温暖化防止対策、会の目的として取り組みをしており

ますけれども、先般、海岸の清掃という活動をする中で、国際クリーンアップ事業という中で

ごみ質を分析して、そういったデータを中央に送って、そういった活動をまずは取り組みを始

めました。それで、具体的に地球温暖化対策をどのように進めていくかということにつきまし

ては、今後、会議の中で協議していただきたいというふうに考えております。今の時点でこれ

をします、あれをしますということでは、まだちょっと決まっていませんのでもう少し時間を

いただきたいと考えています。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今同僚委員からバイオマスの件で質問が出ましたので、私もちょっと

懸念していること、やっぱり実際に現実として起こっておりますので、その点についてちょっ

と質問と私なりの意見を述べさせていただきたいなと思ったのですけども。以前からこのバイ

オマスに関しましては、私どもの同じ会派の前議員が非常に心配をされて、何点かいろいろと

専門的な分野の質問もさせていただいていました。また、ランニングコスト等の質問もずっと

しておったわけですけども、なかなか具体的な答えが返ってこない、そういった段階で進んで

しまったようなことはちょっと否めないのかなというふうに認識として持っております。以前、

私、当時の生活環境課長、千石課長さんのほうに分別の必要はないのかというお話をさせてい

ただいたことがあったのです。こういうようなときにです。そのときの答えとして、現在のと

ころは全くごみの分別の必要はないという答えでした。それで、結果的に塩素の問題がまだク

リアしていないということでございますけども。先ほど、生活福祉部長の回答の中で施設の改

修というお話がございました。いわゆる塩素を少なくするために、あらゆる手段、いろいろな

混和剤的なものを入れる、そういったことでもしクリアできなかった場合は、当然施設の改修、

いわゆる脱塩素のための装置をつける必要が私もあると思うのです。これは当然、メーカー責

任で私はやるべきだというふうに考えておるわけです。やはり全国で初めてのことをやるわけ

ですから、当然時間もかかりますし、すぐ 100％スタートからうまくいくというふうに私も思
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ってはいないのですけれども、今後に向けてなかなかこの問題がずるずる解決しないで長い時

間経過するということであれば、総合評価でクボタを選択した町の責任、これもいつか問われ

るということに私はなると思います。そういった観点からいって、やはりきちんとメーカー責

任というところも考えながら、今後対処していくべきだとこのように思っているわけですけど

も、この点についての見解を聞かせていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 今ご質問ありました、脱塩素の施設改修、一応そういう方向

の中で現在試験を行っているということでございます。この費用につきましては、委員からお

話ありましたけども、一応この施設は性能保証ということできちんと当初の目的どおり目標と

いうものを達成できると、そういうことを前提に施設を建設していただいておりますので、施

工者のほうに、これはそういうような形でお話をしてございますし、10 月中には結論が出せる

というお話をしたかと思いますけども、その中であわせて、当然そういう経費も出てきて、そ

の負担については向こう側ということで現在協議を進めているということでございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

 次に進みます。５款労働費、６款農林水産業費に入ります。71 ページから 79 ページまでの

労働費及び農林水産業費全般について。決算書は 138 ページから 143 ページでございます。 

質疑のございます方はどうぞ。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。１点だけちょっとお伺いしたい部分があります。主

要施策の 77 ページ。白老ふるさと 2000 年の森管理経費の中のポロト自然休養林のキャンプ場

の委託管理の部分です。ちょっとお伺いしたいのですけども、もらった資料の中、資料の９の

３というのがあるのですけども、よろしいでしょうか。９の３の施設利用料の中の利用料金と

通常の利用料金と減免の利用料金という部分があるのですけども、この減免の利用料金のとこ

ろの計算がおかしいのか、数字的な印刷ミスなのか、そこだけ確認をしておきたいと思います。

バンガローの宿泊のところです。町民が利用料 3,000 円のところ 42 泊されていると。そして、

金額が 12 万 6,000 円ですと。ここまではいいと思うのですけども、利用料金減免の部分です。

５泊、これは 100％の減免となっておりますけども、５泊で 100％の減免であれば１万 5,000

円の金額というのはそこに出てきているとおりだと思うのですが、そのあとの合計金額 10 万

3,500 円というのは、これはちょっとおかしいような気がするのです。それで、その下の一般

のバンガロー宿泊利用料、これが利用料 5,000 円、265 泊をされて 132 万 5,000 円。ここまで

はいいと思うのですが、これも利用料金減免で、５泊で 50％7,500 円。その後の合計金額が 132

万 5,000 円。ここの数字がどうしても納得いかない。最終的には計算的には合っているのです

けども、ただ数字の間違いなのか、減免のパーセント違いなのか。その辺の確認をまず１回し

ておきたいと思います。 

 それから、ここの施設については通年で利用されているというふうにして私は把握している

のですけども、ここの施設の最終的な施設利用料金というのが 215 万 1,400 円。ここの施設の
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利用目的という当初の町としての考え方もあるのかもしれませんが、ここにかかっている人件

費、職員賃金等を考えますと大体 460 万円から 500 万円前後のお金がかかっていると。あと、

維持管理費で 500 万円程度。全部で大体 1,000 万円程度の中で運営されている施設。その中で

の利用料が 215 万 1,000 円。ここの利用人数というものを見てみますと、大体大人で 1,870 名、

小中学生が 436 名、全部で 2,200 名から 2,300 名前後、こういった年間の利用量なのですけど

も、僕はこれ全体の、ここの施設、相当広い広域な施設の中でこの人数というのはどうなのか

なと思って。結局どれぐらいを目標にこの施設を運用しようとしているのか、ちょっとその辺

の考え方をお伺いしておきたいと思うのです。 

この間、私ちょっと人から頼まれて電話番号を教えてほしいと、センターの。たしか自然休

養林だと思いまして、自然休養林のキャンプ場だという感じで言ったら、それで電話番号を調

べたのです、ＮＴＴのほうで。そうしたら、出ていないと。ポロトの森キャンプ場でやっとわ

かったと。これもつながるのですけども、人を呼ぼうとする努力というのをちゃんとされてい

るのかどうか。自然休養林では通じなくて、ポロトの森キャンプ場。インターネットで調べて

もインターネットの中に二通りあるのです。自然休養林キャンプ場だとか、ポロト湖キャンプ

場だとか、そういうふうにして載せておきながら、電話を調べたときには自然休養林では出て

いない。そういうことというのは、やっぱり集客をする意識がちょっと薄いのではないかと思

うのです。あそこは大体、管理人の方にお伺いすると１日 300 人ぐらい入っても十分余裕のあ

る施設だという話をお伺いしていますけども、ここの利用月数を見ると、せいぜい多くて８月

の計で 1,000 名、これが最高なのです、１カ月の中で。普通は一番最盛期で 1,000 名、大体そ

の前後して 300 名だとか 200 名前後という数字になっているのですけども、やっぱりこれはも

うちょっと集客に対する意識をちゃんと持った中での運営をしていかないと、キャンプ場とし

ての利用価値がなくなる。そんなに人に入ってきてもらっては困るのだという施設であればど

うかなと思いますけども、やはり白老町に人を。ほとんどが町外からのお客さんなのです、こ

こに来られているのは。リピーターのお客さんです。そうであれば、もっとやっぱり集客に向

けた努力をして、そして、町内の消費の活性、そういったものに向けていかなければいけない

ような気がするのですけども、その辺の今後の運営、そして、今までの運営方法についての考

え方をお伺いしておきたいと思います。指定管理者であるということは十分承知しております。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） まず、利用料金収入実績表についてですけども、非常にわかりづら

い表になっていまして、これは単純に横に計算して足し引きを実はしていないのです。利用料

金通常というのは、通常だけなのです。それで、減免したものはこれが内訳となっているので

すけども、減免の小計２万 2,500 円ございますけども、そこを単純に、一番上、町民 412 万 6,000

円から引いた数字を合計額というふうに表記をしているのです。町民しか減免は適用にならな

いのです。一般というところの横に５泊 50％とかと書いていますけども、これは対象になるわ

けではなくて、これは対応していないのです、横には。ですから、これは別の表というふうに。

済みません、わかりづらくて申しわけないのですけど理解いただきたいと思います。 
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 あと、集客の意識が不足しているのではないかということですけども、ご指摘のとおりの部

分もあろうかと思います。別の形で集客の努力に関してはいろいろ観光協会中心にやられたこ

とは事実なのですけども、今言った部分、電話帳のことにしても、看板類にしても、前も議会

のほうでも指摘あったかと思いますけども、そういうことを含めて検討はしているところでご

ざいます。看板についてもです。その他、集客意識については、従来やっていなかったキャン

プ場独自の事業についても夏、冬ともキャンプをそういう専門の業者と連携しながらやってい

くだとかということをやっておりますし、今ちょうどやっているものとしては、癒しの森の事

業をプログラム化した上で集客をふやすというようなことの取り組みを始めたばかりですけど

も、そういうことを含めてもう少し集客について総合的な施策をきちんと立てていくように努

めていきたいと思っております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。今課長のほうから説明のあった、大変わかりづらい

表で申しわけないと。僕、そんな話ではないと思うのです。どうやったって、これは比較して、

もし、ここに減免の部分が全然ここに関係ないものですというのであれば別紙としてつけるべ

きだと思います。どうやったって、縦と横の計算でもってここの数字というのは出てくる話で

はないですか。それでは、減免で何人いるのか。町民の方は減免の対象になるのですね。一般

の方が減免の対象にならないと。そういった部分のものというのは、その内訳わからないでし

ょう。この数字が出てくれば、そのまま何でこういうふうになるのかなという話になります。 

 それから、僕が聞こうと思ったことを今課長言われたけども、集客に対しての取り組みをこ

れから始めると。町外から来る方にもよく言われます。看板もないところにどうやって行ける

のと。ポロトと言ったって広いよみたいな話になるわけです。ですから、本当にそういった集

客、どういったところを集客目標にしているのか。先ほど答え出ていてなかったので。どうい

ったところを集客目標にしているのか。その集客目標に向けてどういった取り組みをしなけれ

ばいけないのかということが全然明確になっていないような気がするのです。それで、いろい

ろな取り組みを夏場だけでなくて冬場もという話でやられているのですよね。でも、やられて

いるのはわかるけども、例えば２月と３月、やられている人数見ても 14 人とか。その中で、通

年でやる意味があるのかどうかということもやっぱり考えなければいけないと思うのです。こ

この施設の一番有利なところはバンガローがあって、そして、管理センターがあって、そうい

ったところは確かに有利性があるのかもしれないけれども、冬場やることで相当数の管理経費

がかかる、それを少し抑えてでも夏場の集客に向けて、しっかりリピーターを稼ぐといったら

言い方おかしいのかもしれないけど、そういう方向性もちゃんと考えないと、ただやればいい

というものではないような気がするのです。それで、ここにキャンプ用品のレンタル事業始め

ましたという話で出ています。この実績は別紙のとおりというのだけども、探しても探せなか

ったのだけども、実際、レンタル事業をやってどれだけの収益が。僕、レンタル事業やること

は悪いことではないと思いますのでいいと思いますけども、どれだけの実績が残っているのか、



 31 

その辺をちょっとお伺いしたいのですけども。集客の目標、どういったところに立てられてい

るかということも明確にお話をしていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 星建設課長。 

○建設課長（星 貢君） ご指摘のことですけども、まず、集客の目標といいますか、数字的

な目標は現時点ではございません。ですから、先ほども言ったのですけども、今癒しの森でい

ろいろ検討を始めているところですけども、そこの中でターゲットは、ターゲットといったら

言い方悪いかもしれませんけど、どういうところに営業に行くのかですとか、そういうことも

含めて今議論しているところです。ですから、そういう中で数値的な目標までなんとか出せる

ようにしていきたいなと考えているところです。 

 もう１つ。済みません。別紙のとおりとなっていますが、これは、実は観光協会からいただ

いたものなものですから、全部が全部つけていたわけではありません。それで、今ここで話だ

けさせていただきたいと思います。20 年度でいきますと、１年間の合計金額で 29 万 4,000 円

です、収入としては。利用件数としては 217 件ということです。これはほとんど、やっぱり７

月、８月に集中しているような状況でございます。北海道バーベキューカレッジというところ

と連携して、そこがキャンプ用品のメーカーさんとも連携しているものですから、そこの宣伝

を兼ねて観光協会でそれをお預かりするような形をとっていまして、それを貸すことにはなる

のですけども、それはコールマンだとかの宣伝にもなるというような双方にメリットがあるよ

うな連携をした中でこの事業は進めているところでございます。テントですとか、机とか椅子

のセットですとか、そういうものを貸し出しているような状況でございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕は大変すばらしいキャンプ場だと思っていますし、たくさん多くの

方々にやっぱり来ていただきたいなと思う観点から話をしています。今課長、目標は立ててお

りませんと言ったことに対して、僕ちょっと一言だけ言わせていただきたいと思います。例え

ば、2000 年の森を守るためにだけあそこの施設を使うのであれば、これだけお金を使う必要は

僕はないと思います。森の維持管理だとかそういったもので使うのであれば、もっともっと違

う使い方があると僕は思うのです。ですから、あそこをキャンプ場にして、そして、たくさん

の方々に白老に来てもらって、そして、白老でお金を落としていただくと。それがやっぱり、

ポロトの魅力も伝えながら、白老の観光に一役買っていただけるようなそういう施設だと僕は

思っています。ですから、特にそれは今、観光協会がここの施設の委託管理を受けて指定管理

者としてやっているのであれば、やっぱりもっともっと細かな部分にまで配慮した施設運営に

あたってもらわなければならないような気がするのです。ですから、目標は立てていませんで

はなくて、やっぱりしっかりとした目標を立てて、それに向かってどうやったらいいのかとい

うことを考えていかなければいけないような気がしますので、ぜひ、この施設は本当に収支バ

ランスを取れという話ではなくて、いかに目標に向かっていくかというところにやっぱり着眼

点を置いて考えていかなければいけないのではないかと思います。森野の体験館なども同じで
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すけども、そこに、白老町に来ていただく一つの外的パイがあるということで、人をやっぱり

呼ぶということにもっともっと力を入れていく、そういった施設でありますので、ぜひ、そう

いったところにはしっかり今後取り組んでいただきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） まず、最初の資料のご指摘がございましたけども、これにつ

いては来年度に向けても今すぐにでもやはり改善しないと、確かに見た目は合計になってしま

いますから、計算とか何かが間違っているのではなくて転記方法が悪かったということで、こ

れは改善させてもらいたいというふうに思います。 

 それから、大きな話ではやはりポロト自然休養林全体をとらえて、やはり心のこもったおも

てなしといいましょうか、やはりお客さんを迎えるそういう視点が大事ではないかということ

だと思います。確かにご質問の趣旨のとおりでございまして、先ほども担当課長のほうから申

し上げたとおり、やっぱりここ数年、キャンプ場の利用客で大体 2,000 人前後で推移はしてい

るのです。それから、バンガローも大体 300 人ぐらいで推移はしています。目標はないといい

ながらも、やはり前年度実績は上回りたいというのは誰もが思っている数値でして、やっぱり

そのことをきちんと毎年予算編成のときはそれを意識しながら、それをさらにふやすというた

めにはどうしたらいいかということを常に予算編成前からその辺をさらに組み立てながら実施

していきたいとこのように考えてございますのでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 76 ページ、畜産振興の状況につきまして若干伺いたいと思います。安

愚楽牧場進出、大きな牧場が来るということで期待をしていたわけであります。実際には、地

元の 7,000 頭の肉牛に対して、安愚楽牧場が約 8,000 頭の牛が来たと。一気に１万 5,000 頭に

なったとこういう状況があります。ただ、当初の計画に対しまして、この不況によって計画が

変更になったという話は聞いておりますけれども、現在の運営状況、そして、今後の見通しは

どうなのか。つかまえている範囲で教えていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 安愚楽牧場の件でございますけども、今委員のほうからお話

あったとおり、２期工事につきましては、今のところ具体的な計画というのはまだめどが立た

ないという状況になってございまして、現状の今建っている施設で当面運営されていくという

ように聞いてございます。ですから、今 8,000 頭ほどおりますけども、それで推移していくと

いうふうに聞いてございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。それと、先ほど町長から雇用の件でも地元雇用 70 名ほ

どの成果があったということを聞いて、この数字だけ聞けば、70 名というのはかなり大きな数

字でありがたいことだと思うのですけども。実際に当初の計画、誘致したときの計画から見る

とかなり大幅に違うのではないか。それで、そのあたりをどうとらえなければならないか。今
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答弁ございましたように、２期工事がめどが立っていないということで、これから先の発展性

というのがどうなるかわからないという状況の中では、初めの契約時点での見通しというのが

大分狂ってしまったのではないか。そのあたり、どういうふうにとらえるのかということ。 

 固定資産税、町に入るべき収入、どんなふうになっているのか。それもかなり大きな狂いが、

計画段階から見ると狂いが生じているのではないかというふうに思うのですが、そのあたりい

かがなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） ご指摘のとおり、始めの計画からは大きく変わってきていま

す。１期工事ということですから、委員のおっしゃるとおりでございまして、雇用人数も 70

名ということで当初予定した数値よりも少なくなっているということでございますが、ただ、

少なくても１期工事の中ではやはりこれだけの雇用を確保できているということは評価をいた

だきたいという部分でございます。 

 それと、影響があるのかないのかということでございます。当然、２期工事の建物が立つこ

とによって固定資産税、償却資産等も含めて税として入るということが想定されていたわけで

すけども、その分については当面先送りになるということでございますから、影響は少なから

ずあると。ただ、少なくても１期工事の部分については完成してございますので、それらにつ

いての税収は確保されているということでございます。ただ、詳しい税額等については、今手

元には資料ございませんので税額についてお答えできませんが、効果はあるということでご理

解いただきたいというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） １期工事が終わって、２期工事のめどが立たないということでは相手

のあることですし、今の経済状況の中でこれは見詰めていかなければならないということだと

は思うのです。 

 もう１つだけ別件でちょっとお伺いしたいのです。資料を出していただきました。その資料

を見て、おやと思うことが、肉牛の飼育している農家の戸数というのが徐々に減少をしてきて

いるのです。ところが牛の頭数は徐々に上がってきていたということは、それは農家の努力な

のだろうなというふうには理解するわけですけども、20 年になって肥育牛の数が極端に少なく

なっているのです。それで、19 年度から見ると 155 頭減っているし、それから、その前の 18

年を見ると約 300 頭減ってきていると。今までずっと伸びてきたものがどうしてここへきてぐ

んと落ちるのかという、その理由というのが我々にとってはわからないことなのですけども、

これはどんな理由によるものなのかということとあわせて考えると、素牛の値段が 20 年になっ

てがくんと落ちているのです。実際にこの表を見ますと、平成 13 年度のＢＳＥが発生したとき

よりも下がっていると。これは一体、不況によると一言で片づけてしまっていいのか。そうす

ると、この先の牛飼い農家の見通しというのは甚だ怪しくなってくるわけですけれども、その

あたりの見解というのをお聞かせ願えればと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 
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○産業経済課長（岡村幸男君） まず、肥育牛ですけども、今委員おっしゃられたとおり頭数

自体は減ってございます。これはやはり理由としては、肥育に回っていく牛自体が将来の肉牛

の価格、枝肉価格、この相場が下がってきているという影響がありますので、どうしても肥育

に回っていくということになると将来的な、いわゆる、どこまでが分岐点になるのかというこ

とはありますけども、素牛を高いときに買って、そして、なおかつ、肥育したときに枝肉とし

て高く売れればいいのですけども、そういうことがなかなか難しい状況になってきているとい

うことが肥育も減ってきている実態かというふうに思います。 

 ただ、私どもは何とか一貫生産ということを農家の皆さんにお話ししてございますので、個

人経営の農家の皆さんについては若干頭数は上がっているかというふうに思います。これは、

経営内での一貫生産。まず、繁殖させて、素牛をつくって、そして、肥育していくということ

に対して、やはりそういう取り組みは個々の農家さんではしていただいているかというふうに

思いますが、全体で見ると、当然、企業の畜産農家もありますので、ここは経営に直接影響す

る部分もございますので、そこでは、上下はどうしてもしてしまうということがあるかという

ふうに思います。 

 それから、農家さんの戸数ですけども、これはやはり経営環境の中ではどうしても離農せざ

るを得ないという方が出てきてございます。中には個人農家をやめて、何軒かで法人化にする

というところも出てきておりますし、完全に少数の頭数を飼っていた農家さんがこれ以上後継

者もいないので離農するという場合もあります。ただ、それが全部牛として減らないというの

は、白老町の場合、農家の皆さんが離農者先を購入して、違う農家さんがそこを購入する形を

取りながら農業を営んでいるという形態になってございますので、そういう部分では農家自体

数は減っていますが、頭数自体はそれほど落ちていないということになってございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 畜産振興です。私も 76 ページなのですけども。ことしの牛肉まつりに

は高橋はるみ知事も来られて、非常に白老牛というのが北海道の名ブランドとして大変なプラ

スの効果を出しているということで絶賛をされておりました。私何を言いたいかというと、家

畜市場撤退後の関係なのですけれども、白老町は家畜市場に対して今まで道路整備だとかいろ

いろなこともやられてきたと思っております。そういった中で家畜市場が撤退することによっ

て、この市場に関係している農家の方々も、また、一般の白老の経済を担っている人たちも大

変マイナスになるということで大きな影響を受けるわけでございますけども、その後の家畜市

場の撤退後の手だてと申しますか、それでは、その分何かほかのことで考えてもらえるのかと

か、道に対してそういったようなお話をするですとか、あるいはホクレンさん、ＪＡさん含め

てその辺のところがどのようになっているのかということが１点と、跡地利用、具体的な何か

計画がもしあるのであればお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 家畜市場につきましては、ことしの 10 月７日の市場をもちま

して、白老市場ではもう終わりということになります。そこで実は、先般の一般質問の中でも
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お答えはしているのですけども、何とかあそこの施設を再利用できないかということで考えて

検討しました。これは、町が白老町の生産農家とともに肥育を進めていく施設として再利用で

きないかというのが１つ大きな課題としてありまして、そういう方向で実は一時検討を進めて

いました。その内容につきましては、改築費で約１億円かかると。ただし、これは道にも相談

したのですけども、そのための補助メニューはないという中であれば、この１億円丸まると負

担しなければならないということになります。 

 それと、あそこは改築すると約 450 頭の牛を肥育することが可能になるということの中で、

450 頭を順次導入していくと約２億円のお金がかかってくるとこういうふうになります。そう

いう中で今の肉の相場、肥育をしていったときの肉の相場等を考えたときに、ほぼランニング

コストとして、前にもお話ししたかと思いますが、プラスマイナスゼロ程度、若干の赤字にな

るかなと。それが、今考えていますのは、Ａ４の肉であった場合という、こういう想定の上で

シミュレーションした結果がございますが、当初導入した費用についての回収というのはかな

り難しいという、そういう結果になったというのが１つあります。 

 それで、肥育について、その資料をもとに和牛生産改良組合の役員、それから、農協とも協

議した中でこれが皆さん本当にできるのだろうかということも率直に意見交換をさせていただ

いております。その中ではかなり厳しいのではないかという、こういう結論が実は出てきたと

ころであります。 

 一方で、他の施設の利用ができないかということでございまして、それが実はお話ししまし

た、優良種牛をつくる、そういう法人が社団法人なのですが、ジェネティクス北海道という法

人がございます。これは和牛だけではなくて乳牛も含めての優良な種牛をつくる。そして、種

牛をつくるということは、種をつけまして生まれた子どもは現在各農家さんでそれを肥育して

いるという状況なのです。それだと、肥育の状況は個々の農家さんの状況によって変わるとい

うことがございますので、それを１カ所にまとめて、集合検定という方法なのですけども、集

合検定でできないかということで、実はあの施設をそのための施設として活用できないかとい

うことをジェネティクス北海道のほうに要望してございます。ジェネティクス北海道だけでは

なくて、胆振支庁、それから北海道、それからホクレン、北海道農業協同組合中央会、こうい

う５社に対して、この施設の跡地についてはそういう方向で検討して、ぜひとも検討していた

だきたいと。そのことが白老牛のみならず北海道の和牛生産のために必要な施設なのだと、こ

ういうことで実はお願いをしているというのが今の状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） それが可能になれば非常に・・・。全道的な規模というか、全道から

集まるような形になりますよね、おそらく。非常に素晴らしいお話ですけども、方向性という

か、大体検討して答えが出てくるのにどのぐらいかかって、どういうような状況になりそうな

のかというのはどうなのでしょうか。今始まったばかりでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 実は、このお話については煮詰まってきたのが８月のお盆で
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ございまして、その後、各関係機関に対して要請をかけてございます。ですから、これがすぐ

に結論になるということにはちょっとなかなか難しいのかなというふうに考えてございますが、

ただ、ジェネティクスさんのほうとしては中期３年計画というのを今年度からつくり出してい

るということなのです。その中では集合検定の必要性ということに対しては議論があるという

ことなのです。今私どもが要望していることが全くゼロではないというふうな感触は持ってお

りますが、ただ、どちらにしましても、ジェネティクスさんにしましても、当然施設の改修に

お金がかかるですとか、それに対して北海道が例えばどれだけの補助が出せるのかですとか、

当然白老町として例えば補助も考えなければならないのかですとか、いろいろな条件設定が必

要になってくるのかなというふうに考えてございます。そういう中でまだ具体的に、いつまで

にというような結論というのはまだ至っていないという状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ほか。 

３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） ３番、西田祐子でございます。私は水産関係のほうについてちょっと

お伺いしたいと思います。78ページのところの水産業漁村振興対策事業ということで 500万円、

それと、次のページ 79 ページで海の畑づくりで 200 万 1,000 円、それと、定置資材等製作 476

万 5,000 円、まず、これらの事業はどのようなことを具体的にされたのかということをお一つ

伺ってみたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） まず、水産業漁村振興対策事業費の 500 万円でございます。

これは登別漁港の荷捌き所と冷凍施設の建設に伴う町支援ということでございます。それで、

500 万円ずつ 10 年間支援をするということになりまして、平成 27 年度まで行う形になってい

るというものでございます。 

 それと、海の畑づくり事業の 200 万 1,000 円についてですが、これは平成 20 年度中に５万粒

を放流してございます。これはウニの放流でございまして、５万粒を放流しているという事業

でございます。そのほかにウニ保育礁、これを２基購入しまして、さらに２基提供を受けまし

て４基、これを行っているというものでございます。 

 それから、定置資材等の製作事業 476 万 5,000 円でございますが、これは秋サケ定置事業の

定置網資材関係の老朽化に伴う資材の更新、これに対して総事業費 1,000 万円のうちの２分の

１以内ということで補助をしているものでございますが、入札先によって 1,000 万円を割って

いるということでございまして、476 万 5,000 円ということになってございます。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） ありがとうございました。いろいろ事業をやっていらっしゃるのだな

と思うのですけども、私やはり、今回農業とか漁業とか一次産業というのは非常に白老町にと

って大事だなと思うのです。ここの中で先般いただいた白老町の概要、これを見たら、平成 21

年４月１日現在の漁家戸数、これが白老・虎杖浜合わせて 182 戸。それで、農業関係が全部で
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77 戸。そのうち専業が 60 戸となっているのです。ところが実際には、補助金というか白老町

の出している財源見ましたら、農業が 3,264 万 1,000 円、漁業のほうが 2,222 万 8,977 円。約

1,000 万円近くやっぱり少ないのです。やはり私としては、ちょっとこれは、これだけの方々

が多く漁業にいる以上はもうちょっと予算つけてもいいのではないかなと思うのです。という

のは、きょうの新聞にも書いていましたけども、農業とか漁業とか、やはりこういう一次産業

がきちんと食べていけるようになると、結局子供を３人、４人と生んで育てられるだけのそう

いうものがあるというのです。それで、佐呂間のほうでしたか、向こうのほうでホタテの出て

いましたね。あれで３人、４人と子供を育てている。そこの地区だけは子供がふえている。多

分、札幌以外だったらここだけだろうというようなことが載っていましたよね。私、白老とい

うのは、今言ったような稚ウニだとか秋サケのそういうものだとか、さらにナマコとかいろい

ろありますよね。いろいろなことでやはり環境整備を町が積極的にやっていくことによって、

漁業をされる方々の生活が向上することによって、白老町高齢化率高いですから、それが食い

とめられるのではないかと思うのですけど、その辺は実際にこうやって事業をやっていらっし

ゃって、漁家の人たちの収入が上がるようにつながっているのかどうなのか。その辺をちょっ

とお伺いしてみたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 町長の政策の中ではつくり育てる漁業ということ、これが大

事だということで、本町の主要魚種というのはスケソウダラと、それから秋サケなのですけど

も、これはどうしてもとれる量によって、もしくは価格によって大きく変動するという、そう

いう魚種でありますから、やはり、つくり育てる漁業という部分を大事にしていかなければな

らないというこういう考え方でございまして、先の一般質問のほうでもご答弁させていただき

ましたけども、やはりウニですとかナマコですとか、そういうような新しい魚種に対して積極

的な取り組みが必要だというふうに考えてございます。そういう中でやはり予算づけを町も行

っているということでございますが、そういう中で今委員おっしゃられたように漁民の皆さん

の所得安定化を図っていくということが必要だというふうに考えています。幸いことしの秋サ

ケは、予想では２、３割減という予想であったものが、今かなり予想を大きく上回った漁獲量

があるということでございますので、その分については担当としても胸をなでおろしていると

ころなのですが、ただ、漁業環境としてどうなのかというと、やはり衛生管理型の漁港にして

いくですとか、そういうようなことによって働きやすい環境ですとか効率的な環境等をつくっ

ていくということは必要な事項だろうというふうに考えてございます。それらの施策について

は、今後十分どういうことが必要なのかということを漁組のほうとも打ち合わせしながら考え

ていきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 76 ページの白老牛銘柄推進事業について何点か伺います。これはラベ

ルを貼るということも１つの事業になっています。このラベルの普及をどうしていくかという
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ことが非常にこれからの白老牛の拡販につながるのかなと思います。それで、去年のこの予算

審査の中で白老牛銘柄推進事業の中で少々ラベルの添付について説明したのです。そうすると、

ラベルを貼るのは屠蓄場で肉に変わった時点で１頭当たり添付を検討しているということで、

それ以上の詳細なかったのだけど、もう１年たちまして、この前の総会もありましたから、そ

れなりに議論されていると思いますけども、これはどのような流れの中で誰が責任を持って添

付するのかということです。 

 それと２点目は、商標シールが、大が３円、小が２円、その後１円となっていますけども、

これは肉に貼るからその区分があるのかな。ちょっとわからないのです。これは具体的にどう

いう形で仕分けされて貼っていくのかということ。 

 ３点目は、白老牛でも町内では何々牛ということで個別の代名詞をつけて売っている白老牛

ありますよね。そういう部分についてシールは添付されていくのかどうか。その辺買う側もち

ょっと迷っていますし、これから具体的に私たちも白老牛を自信を持って話す中で、これらの

形がどういう流通というのか、流れていくのかということを具体的に説明願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） ことしの８月に一定の銘柄推進協議会で取り組むべき事業等

について総会を開きまして議決をいただいた部分なのですが、その中でラベルの添付というこ

とになりますと、まず、指定生産者というのがございます。これは肥育をされている農家の皆

さんであったり、肥育を行っている企業の皆さんが入られて指定生産者ということで推進協議

会のほうで指定をします。申請を受けて指定をするという形になります。一方は、指定販売店

というのがございまして、これは肉を小売りするところということになります。これも町内の

肉を取り扱っているお店が申請されて、そういう指定販売店という形になります。そこで肉を

買います。買った段階でシールが必要な場合、そこでシールを取り扱うということになります。

ですから、提供店というのはさらにもう一つあるのです。例えばレストランも提供店になりま

す。それから、さらにホテルだとかそういうところにもお肉が卸されていくわけですけども、

そのシールを管理をしていただくところは販売店のほうで管理をしてもらうということになり

ます。それは、その販売店も指定販売店ということで、銘柄推進協議会のほうに申請をしてい

ただいて、事務局のほうで指定をするという形になっています。流れとしては、指定生産者が

いて指定販売店があると。指定販売店のほうで取り扱う肉の量に応じてシールを購入していた

だく。そして、提供店にそのお肉を売っていくと、こういう流れになるということであります。 

 それと、大・中・小の区分があるということで、これは当然パックによって大・小がありま

すので、大・小というシールにしてございます。ただ、３円、２円、１円というお話の１円の

部分については、これは事務局のほうで印刷しないでも、１枚１枚シールを貼るわけではなく

て、例えば機械式でラベリングをしていくという場合について、こういうことをできるように

しております。その場合には１枚１円をいただきますとこういうことになっているということ

でございます。 

 それと、町内で何々牛という銘柄で扱っているのはどうかということでございますが、当然
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銘柄推進協議会の中にはそれらのところも入ってございますので、白老牛の定義に当てはまる

牛につきましては当然白老牛ということで使っていただくことでそれは確認をとってございま

す。ただ、その場合においても、例えば○○牛という名前が全く使えないのかではなくて、そ

こは当然そのお店が、扱い店が取引上どうしてもそうせざるを得ない環境というのも当然ある

かと思います。ですから、そこの辺についてはあくまでも事業者さんが判断をしていただくと

いう考え方を持っていますが、基本的には銘柄推進協議会としては白老牛の定義に当てはまる

ものについては白老牛として取り扱っていただくようお願いしているということでございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） ラベルの流れ。具体的にそうしたら、農家の人が肥育されますよね。

仮に和牛センターで出しますと。そうしたら、ホクレンが買って、そして、屠蓄場で屠殺して、

そのときに肉検定をして出てきますよね。そのときにブロックになったものをある小売店が買

ってくるわけですよね。そして、小売店が買ってきて、それを消費者に売るわけです。そうす

ると、屠蓄場から出るときは白老牛だという形のシールは貼らさらないのですか。そうしたら、

その肉がブロックになってきたときに何々牛肉店が、私が買いに言って１キロくださいと言っ

たときに、このシールを貼るのですか。もとの根っこはどうなってくるのかなと思うのです。

そういう流れがあると思うのです。そして、先ほどお話ししたようにレストランでもシール貼

るような話ではなかったかな。そうすると、１キロで買った人も仮にその店屋さんが大・小・

中のシールを貼るかというのは選定するのですか。その辺を伺いたい。 

 がらっと１つ話変わりますけども、先ほど安愚楽の話が出ていましたけど、安愚楽が町内の

農家の人方に預託している関係というのはありますか。仮に前田なら前田のほうに安愚楽がこ

の牛を育ててくれとやっているのであれば、農家数と頭数わかっているかどうか。その辺を伺

います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） ラベルにつきましては今言ったように肥育農家さんが出荷し

て屠蓄されて、それをホクレンさんが買うという形になります。そうしたら、ホクレンさんは

指定販売店になるわけです。ですから、その肉の量にあって、例えばパック数、何パックつく

るのかは別ですけども、それに見合ったシールを買うということなのです。今回ももう既にそ

ういうような形で動いていますので、もう既に実際にホクレンさんのほうからシールの要請が

来ています。ですから、ホクレンさんがそのシールを用意して、そして、卸すという形になる

ということで理解をいただきたいと思います。 

 それと、安愚楽さんが町内の農家に預託している数等については、実は実際のところ預託し

ているということは聞いてございますけども、その数については把握してございません。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） なぜ預託を聞いたかというと、非常に白老町の個人の農家の白老牛を

育てていく技術的なこととかそういう部分が非常に将来懸念されるのです。ですから、生活上、

預託を受けて月何万円ときますけども、本当にそれが白老の農家に浸透していってしまうと、
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白老の本当の畜産農家が自分で育てて自立できるかという部分がちょっと懸念されるものです

から伺ったのです。その辺の見解をお持ちですか。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 私どもが把握しているのは、今、長く農家をやっていらっし

ゃる方のところで預託をしているというふうには聞いてございません。ただ、新規就農者でや

はり経営的に大変なところは、当面の間そういう形での牛を扱うことによって収入を得るとい

うことも一つの経営的な部分としては必要だということでの判断の上に立ってやられているの

だというふうに理解をしてございます。ただ、委員がおっしゃるように、その預託が町内の中

に広がっていくことに対して、私どももそれはやはり白老牛ということのブランド化を進めて

いく中では、それはできる限りそのような方向にならないような形で進んでいく必要があると

いうふうにとらえております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎延会の宣告 

○委員長（及川 保君） お諮りいたします。 

本日はこの程度にとどめ、延会いたしたいと思います。これにご異議ありせんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本日はこれをもって延会することに決定いたしました。 

本日は、これをもって延会といたします。 

（午後 ４時２４分） 


