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平成２１年 白老町議会 広報広聴常任委員会 会議録 

 

 

平成２１年５月２６日（火曜日） 

   開  会  午後１時３０分 

   閉  会  午後３時３６分 

 

場  所  北吉原ふれあいプラザ  

                                          

○議事日程 

  議会報告会 （Ａ班） 

                                          

○会議に付した事件 

 １．財政問題について  

 ２．新年度予算について 

 ３．委員会報告について 

 ４．決議事項について 

 ５．議会活動状況について  

                                          

○出席委員（９名） 

 委 員 長 本 間 広 朗 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

 委  員 山 本 浩 平 君      委  員 氏 家 裕 治 君 

 委  員 土 屋 かづよ 君      委  員 及 川   保 君 

 委  員 熊 谷 雅 史 君      副 議 長 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                          

○欠席委員（なし） 

                                          

○参加町民（２６名） 

                                          

○職務のため出席した事務局職員 

事務局主幹 森  隆 治 君    事務局書記 小山内 恵 君 
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   ◎開催の宣告・議会報告会の趣旨説明 
○委員長（本間広朗君）  開会の宣告（略）、報告会の趣旨説明（略）  

（午後１時３０分） 

                                           

◎開会のあいさつ 
○委員（松田謙吾君）  主催者を代表してあいさつ（略）  

                                           

◎議員の自己紹介 
○出席全委員 自己紹介（略）  

                                           

◎報  告 
１．財政問題について 

○委員（山本浩平君） 説明 （略） 

                                           

２．新年度予算について  

○委員（氏家裕治君） 説明 （略） 

                                           

３．委員会報告について  

○委員（土屋かづよ君） 説明 （略） 

                                           

４．決議事項について 

○委員（及川 保君） 説明 （略） 

                                           

５．議会活動状況について  

○委員（熊谷雅史君） 説明 （略） 

                                           

◎全体での質疑応答 

○町民  バイオマスの関係ですが、平成 21 年度に予算１億 9,000 万円ですか、約２億円計上

されておりますが、その内容を教えていただきたいと思います。 

○委員長（氏家裕治君）  バイオマス燃料化施設の１億 9,900 百万円、あくまでも施設の管理

運営費になります。その中には、バイオマスの固形燃料化したものを 6,300 万円で売却する収

入を見込んでおります。約１万１千トン、日本製紙㈱に売却いたします。トン当たりにすると

約 5,800 円、当初の予定はバイオマスの計画が進んだとき、トン当たり 2,000 円でした。皆さ

んご存知のとおり一昨年原油価格が高騰いたしまして、すべての燃料が上がってしまいました。

それに伴い今年度は、１年に１度、日本製紙㈱さんと協議の中で価格決定をすることになりま
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すので、トン当たり 5,800 円の値段で日本製紙㈱白老工場の方に売却します。来年度はどのよ

うな価格設定になるかわかりませんが、今言われているのは化石燃料がどんどんなくなってい

くだろうと、その中でこのバイオマスの固形燃料は、見直されていくものと私は考えておりま

す。 

○町民  ２億円予算計上している内訳を教えていただきたい。  

○委員（松田謙吾君） 総事業費の支出が２億円。歳入も２億円みていますが、人件費が 6,000

万円、働く人は 17 名で、３直３交替の４人体制と日勤者３名、管理人が含まれています。固形

燃料の運搬費約 600 万円、それから原材料搬入として 2,370 万円みているのですが、ごみだけ

で燃やすと塩素が多くなりボイラーを傷めるので、日本製紙㈱白老工場のオガクズや紙のスラ

ッジを購入し、それらを混ぜまして塩素を少なくした適正な商品にしております。施設の維持

管理費が１億 2,700 万円かかります。日本製紙に支払う電気料 3,300 万円、蒸気が 3,700 万円、

合わせて約 7,000 万円を日本製紙に支払っています。施設の維持管理費を含めると約２億円に

なります。収入と支出が合わない 2,000 万円については、平成 21 年度、日本製紙から 2,000

万円の寄付をいただいたものを充てています。バイオマスは７月１日から生産を開始いたしま

すが、今、日本製紙㈱白老工場も止まっておりますし、本格的操業にはなっていないのですが、

日本で初めてする事業ですので、長い目で見てやらなければならないと思っています。町は議

会に対して 15 年かけ８億円のお金を浮かすと言っていますが、これが成功するかしないかはも

う少し見なければならないと思います。本格的操業が始まったばかりですが、実際にはいろい

ろな欠陥があります。今、そのような状況であるとお聞きしております。   

○町民  雇用財政特別事業の中で、しいたけ戦略プロジェクトとありますが、これは町で立て

ているのですか。 

○委員（氏家裕治君）  雇用緊急対策事業として出されたもので、町が主体となって実施する

ものです。このシイタケ戦略プロジェクト開発事業というのは、新規事業展開を起こすシイタ

ケ栽培の調査研究・商品開発の中で行われるものです。５月の１日から予算措置されており、

ハウスの骨組みからハウスまですべての材料が含まれ、どこからか借りるのではなく使われる

ものか該当になります。来年の３月 31 日まで行われますが、これで終わるのではなく、新しい

商品開発・雇用の面でも期待できる事業として、取り組むことができると私はとらえています。   

○町民  10 年も前ですが、上砂川でこのようなものを建てたことがありますが、倒産してしま

いました。このシイタケ戦略プロジェクトというのは大変結構なのですが、町あてに菌床試験

とか、試験栽培と書かれておりますが、果たしてできるのかということが、私として疑問です

ので聞いたわけです。  

○委員（氏家裕治君）  決して 1,470 万円で終わる事業ではありません。建設課が企業の何年

計画とする中での委託となります。年間を通した雇用などを見直そうと、そのような考え方が

今出てきています。建設業としてもプラスアルファして、自分たちの今後の生きる道を探って

いく一つの機会ととらえているのではないかと思っております。 

○委員（松田謙吾君）  白老のシイタケは、北海道一なのです。年間生産量は 500 トン。今か
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ら数年前までは、ほだ木の農家が 24 ありましたが、現在は２社のみであります。国の不況対策

として建設業者がするもので、町の建設課が選択した事業です。第２次補正の雇用対策です。  

○町民  せっかくやられるのですから、もうけないとだめです。そんな物の考え方ではまずい

と思います。  

○委員（氏家裕治君）  町として 1,700 万円事業として出すのですから、１人でも２人でもこ

こで雇用されるように、私たちもしっかり建設課に対してチェックしていかなければならない

項目と思っています。  

○町民  町内会としても良いまちづくりとして一生懸命やっております。清掃クリーン作戦と

して春・秋ともにやっておりますが、町内はきれいになるのですが業者の方が来られ、投棄し

ていくかわかりませんが高速道路の下、見晴らしが丘団地の道路、それから大昭和の境界のや

ぶの中に誰が捨てていくのかわからないが、車で来て捨てていくのが多いのです。これに対す

る指導をもう一度していただくよう町にお願いし、指導することの返事をいただいていますが、

なかなか実行されていないというのが現状です。不法投棄の問題について、さらになお一層の

指導を議会としてもお願いしたいと思います。 

○委員（氏家裕治君）  環境の所管は、建設厚生常任委員会となりますので私のほうからご説

明させていただきます。この不法投棄については、本当に永遠の課題となります。平成 15 年に

私が議会に上がったときも、町民の方々からいろいろな部分で頼むと言われました。決してそ

のままにしておいたわけではなく、これまで機会あるごとに不法投棄の問題についてパトロー

ルの強化や委員会として現地を見て、このままではだめだということでパトロールの強化をし

ておりますが、まだまだ将来のことになるかもしれませんが、生活基盤を見直さなければなら

ないと考えております。この不法投棄については、私たちも継続してしっかり取り組んでいか

なければならないと思っておりますのでご理解をお願いしたい。 

○町民  昨年の 11 月の報告会で言わしていただいたのですが、萩の里自然公園の関係です。

平成 20 年度計画が終わったと町から聞かされました。総計画が 20 億円だったわけですが、工

事が既にでき上がっているのか、凍結しているのか、平成 20 年度まで国の予算として国の補助

が８％、町が 10％なのですね、それを中止した場合はどのようになるのか、去年の工事で完了

したのかを教えていただきたい。 

○委員（氏家裕治君） 開発計画については平成 20 年度で終了しています。今後町民の方々

の要望など、必要に応じて予算措置をしていくという形になっています。今年度の自然公園で

の予算措置は、管理運営程度しかみていないとそのようにとらえています。 

○委員（松田謙吾君） 当初、100 年でつくる計画だったのですね。実施計画としては 15 億

4,000 万円、平成 20 年度でつくる計画で、土地代も含め 200 ヘクタール全部購入する計画で始

めたのです。私の記憶の中では、74 ヘクタール買い終わったと思います。駐車場をつくったり、

上に 7,000 万円少々だと思いますが、ハウスをつくったりしました。土地の借上げを含めて、

確か 15 億 4,000 万円で、平成 20 年度において一応完了したのです。100 年計画でつくるとい

う計画の中には、200 ヘクタール、高速道路までの土地を買い上げて完成する。それが当初の
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目標だったのです。平成 21 年度の予算には、萩の里公園の予算がありませんので計画分は平成

20 年度で終わったということです。 

○町民  町内の利用者、町外からの利用者は何人いるのか教えていただきたい。 

○委員長（本間広朗君）  町内と町外に分けておりませんけれど、平成 20 年度の利用者数は

１万 6,140 名、平成 19 年度が１万 5,464 名です。センターハウスの利用者は、平成 19 年度 5,462

名、平成 20 年度は 4,989 名の内訳となっております。 

○町民  人数把握は、管理人が調べているのですか。 

○委員長（本間広朗君） センターハウスの利用者に関しては管理人さんが把握しております。 

それ以外は推計値となります。 

○町民  報告会の開催時間ですが、働きに出ている人たちはこのような時間帯ですと、見ての

とおり若い人が全くいないのです。参加できないと思いますので、１人でも多くの参加ができ

る時間帯にしていただきたいと思います。 

○町民 このような議会報告会は、白老で何箇所しか開催していないと思いますが、生活館、

萩野公民館で開催されると、この地区の皆さんはそこまで行ってもらわなければならないこと

になります。できればこの地区に２年か３年位に１回は開催していただくよう、希望として申

し上げたいと思います。  

○委員（松田謙吾君）  循環福祉バスのことについて皆さんにお聞きしたいと思います。財政

が厳しいから廃止になるのかとお年寄りの方々から聞かれます。昨年は 1,900 万円の予算で６

万 1.200 人位が移動したのです。１人 100 円なのですが、ほとんどの方が無料なのですね。お

金を支払った方が１万 2,000 人、残りの４万 7,000 人が無料。財政が苦しいから白老も何とか

したいといいながら、お年よりからお金をいただくのはなかなか厳しいと言われています。私

はお金をとるべきだとはっきり言っております。白老の財政が苦しいから、全員から 200 円位

取るべきだと。その中でどうしても苦しい方、低所得の方のことについては考えるべきであっ

て、原則お金を取って乗るべきだと思っています。なくなるのかとよく聞かれますが、私はバ

スをもっとふやさなければならないと思っています。しかしながら、６万 1,000 人乗って、１

万 2,000 人、100 人で１万円しか支払っていない。財政が苦しい一つですし、みんなの足をも

っと確保しなければならないだろうと、みんなが 100 円支払う気持ちになり循環バスを存続さ

せるべきだと町に言っているのですが、皆さんの意見はどのようなものですか。 

○町民  町のほうが無料で良いと言っているのですよね。料金を取るのであれば、最初から 100

円入れてくださいと言えばいいではないですか。町は無料のパスを発行するのですよね。今回

から 100 円になりましたからと言えばいいではないですか。それを乗る人に押しつけるのはお

かしいですよ。財政が苦しいといっても、町がそのように決めているのですから、今 100 円い

ただいている方に失礼ですよ。 

○委員（松田謙吾君）  なくなる可能性もないわけではないですよね。それよりも皆で出すの

はどうですかということです。行政側はきちんとした意見を聞いていないのですよ。こういう

委員会ですから私は聞いたのですけれどね。 
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○委員（氏家裕治君）  いずれにしても福祉バスについては、町の中でどのような運営をした

らよいか、今後の議論になっていくと思います。ここにおられる議員１人１人、いろいろな考

え方があると思います。今後の議会活動の中で、また議会の中でしっかり皆さんの意見を聞き

ながら今後詰めていく大きな課題だと思っております。  

○委員（熊谷雅史君）  このような会議の開催の時間だとか、やり方について我々にご意見を

ちょうだいした中身ですが、我々から一つ、お願いとこのような方法があるよとお教えしたい

と思います。実は私が担当した報告項目の議会活動と議会改革の中で親しまれる議会という中

で、議員さんが出向きましてお話を聞くということも可能な出前トークというものがあります。

「このようなテーマで話したいね」ということを議会のほうに要請していただければ、それに

付随した議員さんがいいのか、全員の議員さんがいいのかということを判断した中で、こちら

の方に出向くことができるということがあります。福祉バスの関係について、松田議員のほう

から皆さんに投げかけましたけれど、「私たち議員さんと議論してみたいね」ということで呼ん

でいただければ、その時間と曜日に我々が合わせられるということになります。ぜひ知ってい

ただきたいと思います。  

                                           

◎閉会の宣告 
○委員長（本間広朗君） 閉会宣告（略） 

（午後 ３時３６分） 


