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平成２３年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２３年 ４月１５日（金曜日） 

開  会  午前１０時０１分 

閉  会  午後 ３時１２分 

                                         

○会議に付した事件 

 所管事務調査 

１．特用林産物の現状について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 玉 井 昭 一 君      副委員長 氏 家 裕 治 君 

委  員 西 田 祐 子 君      委  員 山 本 浩 平 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 松 田 謙 吾 君 

委  員 熊 谷 雅 史 君      議  長 堀 部 登 志雄君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     都 市 整 備 部 長    岩 城 達 己 君 

     建 設 課 長    安 達 義 孝 君 

     建 設 課 主 幹    片 山 弘 文 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    千 石 講 平 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） ただいまより建設厚生常任委員会を開催いたします。 

（午前１０時０１分） 

                                         

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明を求めます。岩城部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 本日は建設厚生常任委員会所管事務調査にあたりまして、特

用林産物の現状としらおいきのこファームについてこれから調査をいただくわけでございます

が、特にしらおいきのこファームにつきましては、平成 22 年度事業で約６億 3,000 万円という

大きな事業の中で、事業展開させていただきました。ことし３月に無事工場が竣工してござい

まして、きょう午後から工場のほうも視察いただきたいというふうに思ってございます。この

後、安達建設課長から詳細についてご説明申し上げます。 

 なお、恐縮でございますが、私午後から札幌へ出張がございまして、午後の視察のほうは出

席できませんことをお許し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） 安達課長。 

○建設課長（安達義孝君） お手元に用意しました資料についてご説明申し上げます。 

まず１ページを開いていただきたいと思います。町内の特用林産物の現状で、町内の出荷額

等をお示ししております。特用林産物というのはなかなか聞き慣れない言葉でございますが、

国の通達では、主に森林原野から産出されるものというのが特用林産物とされております。キ

ノコ類だとか、当町にはないのですが、クリだとかくるみ、漆、それから山菜、タケノコ、竹、

炭、木炭です、このようなものを総称して特用林産物という定義になっております。今回、所

管事務調査は、キノコ、主にシイタケ栽培の町内の状況について現状をお示したいと思います。 

 １番目に、シイタケの生産量の推移ということでここに表をつくっておりますが、シイタケ

生産といいましても、午後から見るきのこファームのような菌床栽培と、従前からありました

原木栽培、この２種類に分かれております。平成 16 年から 21 年までの推移をお示ししていま

すが、町内と北海道を比較しております。菌床栽培におきましては平成 21 年では 105 万 5,725

キログラムということで、全道の中の生産比率としましては 17.68％と、２割を切る生産比率

となっております。原木については２万 3,000 キロで、比率 5.44％となっております。全体を

通しても、全道各市町村に占める白老町の割合は 16.87％という状況になっております。 

 続いて白老町のシイタケ生産額でございます。ただ、ここにお示ししているとおり、19 年か

ら 21 年度は白老町の生産額が不明だということで、実はこの調査は胆振振興局のほうで把握し

た生産事業者に対して、毎年 12 月末現在で、業者さんのほうに産出量とか生産額を聞きとりし

ていると。これは協力していただけるところだけということでお聞きしております。この全体

の資料は胆振振興局さんのほうからいただいております。全体の出荷額はわかるのですが、町

内の出荷額はわからないということで、全道の１キロ当たりの単価に対して生産額をうちのほ

うでかけた推計値を 19 年度以降、生産額として産出させていただきました。 
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 白老町の産出額、平成 21 年度では８億 582 万 1,000 円と、全道では 47 億 7,000 万円ですか

ら 16.87％の比率でございます。ちなみに、生産量はこのようになっておりますが、菌床栽培

では、全国的に第１位は徳島県、第２位が北海道、第３位が岩手県、以下秋田県、群馬県と、

このような状況になっております。原木は、第１位が群馬県、第２位栃木県、静岡県、茨城県、

北海道第９位となっております。 

 近年菌床栽培の生産量が多くなっていまして、道内的には原木と菌床栽培の比率といいます

のは、圧倒的に菌床栽培が約 93％を占めている現況でございます。原木がどんどんどんどん減

っているという状況でございます。 

 次に、キノコ類に占めるシイタケ生産量です。生産額、全道でどのくらいの比率を占めるの

かというような表でございまして、平成 21 年度では、生産量でいけば全道で 33.63％、生産額

で 43.67％ということで、やはりキノコ類と横のほうに抽出して書いていますが、干しシイタ

ケ、ナメコ、エノキタケ、ヒラタケ、以下書いていますが、やはり、シイタケの占める単価が

高いというのがここであらわれております。精算額の中で４割をシイタケが占めているという

状況でございまして、キノコ類、あまり私たちなじみのない、聞いたこともあるのですが、店

頭ではなじみのない、たもぎだけとかヒラタケ等ございまして、あとマイタケだとかブナシメ

ジ、エリンギだとかナメコは店頭でよく見かけるキノコでございます。 

 続きまして、町内のシイタケ生産者の推移でございます。これも 16 年度数字がなくてお示し

できませんでしたが、個人の生産者が平成 21 年度では５戸です。法人というのは５戸。これは

次の議題で示しますきのこファームさんと、ここははっきり生産者名わかっておりますので、

フォーレさんだとかうめつぼさん、白老興産さん、それから岩崎組さん、白電社さん、このよ

うな法人の現状になっております。個人のほうが５名というのが、ごく小規模でやっている方

はとらえていないものですから、大きくやっているのは原木で虎杖浜の桔梗原さんだとか、竹

浦の星さん、北吉原の三好さんということで、あと２名は把握しておりませんけれども、３名

の方はうちのほうで現状を押さえております。 

 以上、特用林産物の町内での生産量、生産額、このようになっておりまして、全道的にはや

はり、菌床栽培が 93％ということで、法人経営の菌床栽培が年々ふえてきていまして、市場も

相当ダブつきがあるようでございます。ただ、原木栽培のシイタケはおいしさと単価が高いと

いうことで、市場価値としては原木のシイタケのほうが市場価値はあるように聞いております。

簡単でございますけれども、町内の特用林産物の現状を報告いたします。 

○委員長（玉井昭一君） ２ページ以降の説明、全部説明してください。その後に皆さんから

質問を受けますので。安達課長。 

○建設課長（安達義孝君） 次に、協同組合しらおいきのこファームの事業概要を報告します。

２ページでございます。協同組合しらおいきのこファーム、理事長清水尚昭さん、設立が平成

21 年８月 24 日でございます。所在地が白老町字竹浦 477 番地９。組合員はここに示している

とおり、株式会社岩崎組さん、株式会社白電社さん、有限会社フォーレ白老さん、有限会社岩

崎組農林さん、株式会社白老設備工業さんの５社で構成されております。 
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 組合設立の経過としましては、平成 19 年から町内の建設業者さん、岩崎組さん、白電社さん

がフォーレさんの技術提供のもとでシイタケ栽培を展開していたと。その後シイタケ生産に取

り組む建設業者、他社４社が菌床栽培の培養栽培まで一貫体制を目指しながら、只今申し上げ

ました協同組合の設立になったというのが状況でございます。 

 事業概要としましては、こちらの表に書いてあるとおり、菌床製造棟が１棟、それから菌床

培養棟６棟、栽培ハウス 18 棟、その他附帯設備が一式、作業機械一式と、合計６億 3,000 万円

の事業費になっております。これが昨年の 7 月 12 日から着工されまして、本年の２月 21 日に

完成されております。 

この事業の資金計画でございますけれども、補助金３億円、これは国の森林林業木材産業づく

り交付金、これを活用して交付されております。借入金が２億 3,000 万円、これは日本政策金

融公庫から借り入れされております。自己資金が 4,000 万円で、6 億 3,000 万円の資金内訳に

なっております。 

生産規模としましては、菌床製造の目標として年 100 万玉菌床をつくっていくと。生産量と

しましては、シイタケ約 479 トンを目指すという目標になっております。 

雇用につきましては 30 人程度の雇用を予定しております。 

売り上げが約２億 8,700 万円を目指して、この 479 トン、収支の目標でいきますとキロ当た

り 600 円程度で２億 8,700 万円の売り上げを目指すということになっております。経常利益と

しては約 3,700 万円を経常利益として、初年度は赤字ということで２年度目以降という計画で

推移されております。 

生産されたシイタケの流通経路につきましては、全量お隣のフォーレ白老さんに買い上げを

してもらって、フォーレ白老さんは森産業さんがありますので、森産業さんの流通経路に乗せ

て各店頭に回っていくというような状況でございます。フォーレさんのシイタケ生産でござい

ますが、流通は道外が約 60％、道内が 40％に店頭販売されるということをお聞きしております。

道外、道内、これはイオンさんだとか全農系列の店頭販売流通経路になっているというような

ことをお聞きしております。 

続きまして、以下完成写真、午後から現場に行っていただき、このような全景、風景、菌床

製造棟、菌床培養棟とか視察できますので。詳細については現地のほうで見ていただければ。

きのこファームさんのほうから説明がございまして、現地で現状確認できると思われます。 

きのこファームさんの事業概要はこのとおりとなっております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 町側の説明が終わりました。質問のある方はどうぞ。西田委員。 

○委員（西田祐子君） ２点ほど伺いたいのですが。きのこファームさんの前に、シイタケ生

産者の方で個人と法人があると言っていましたが、先ほど５社の名前を言っていましたが、法

人のほうの全体で雇用されている人数というのがもしお分かりになっているなら教えていただ

きたいのと、シイタケ生産額が白老町の 805 キロというのですか、これ売り上げですか。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○建設課長（安達義孝君） ８億 500 万円です。 
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○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） これは、先ほどフォーレ白老さんのほうに買っていただく単価が大体

１キロ当たり 700 円と言っていましたが、こちらのほうのシイタケの売価というのはそれに準

じたような金額なのでしょうか。それとも違うのか。その辺教えていただければと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○建設課長（安達義孝君） まず、法人さん５社のこれにかかわる雇用については、大変申し

わけないですが、私のほうで雇用ニーズまでは押さえていなかったと。後日調べてご報告した

いと思います。 

 それと、このキノコ生産額でございますが、西田委員が言われたのですが、私言ったとおり

600 円で計算されていまして、ただし、こちらのシイタケ生産額の８億 500 万円という数字は、

全道的な数字を見るとやはり 700円から 800円で推移しています。先ほどの 600円というのは、

きのこファームさんの収支計算です。計画ですので市場単価をなるべく安いところで見ている

のかと思われますので、そういう計算の中でされておる数字だと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） ありがとうございます。生産者の数です。やはり法人の方のほうの人

数を把握していただきたいと思ったのが、一つは白老町内の方々がどの程度雇用されていて、

また、町外の方々がどの程度の割合でいらっしゃるのか。やはり、今説明受けた中でも、金額

的に結構大きな売上高を占めているわけですから、当然白老に住んでいる方々というのは、そ

れなりの住民税も払ってくださっているし、雇用の場としてもこれから有力な職場となってく

るのだろうと思うのです。やはりそのような中で、実際にどの程度の人間というのですか、把

握があって、またその人たちに白老町に住んでもらうということによって、一次産業の底が広

がっていくという形、そのようなものもきちんととらえていきたいと思うものですから、それ

で、働いている方々の人数とか、そのようなものを把握していただければと思いますので、そ

の辺よろしくお願いいたします。 

○委員長（玉井昭一君） 今の件は、帰ってきてここでまとめをやりますので、そのときに報

告できればお願いします。 

ほかありませんか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 特用林産物の生産量、生産額の中で、単純なものなのですが、表の

キノコ類に占めるシイタケ生産量、生産額と書いているのですが、この注意書にキノコ類と書

いて、干しシイタケと入っているのだけれど、これはシイタケの生産量に入っていないのです

か。この辺のものが一つと。 

 それから、２ページ以降の事業概要の中で、いろいろと６億 3,000 万円の内容が書いていま

すが、土地自体はどのような形になっているのですか。これは会社のものか、どこからか借り

ているのか。その辺の内容がわかれば教えてほしいのですが。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○課長（安達義孝君） １点目の干しシイタケでございますが、特用林産物の集計上、生シイ
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タケと干しシイタケは区分別になっております。それと、ここに書いてあるとおりナメコだと

かエノキダケ、ヒラタケ、タモギダケとこのような分類の仕方で集計されております。それを

総称してシイタケ全体で、シイタケの生産比率と出荷額の比率というのがこの３番目の表でご

ざいます。集計は生シイタケと乾燥シイタケ別になっているのです。生は生で出すもの、干し

シイタケでもともと出すものは違う集計になっていまして、集計上は。本当は生を乾燥させる

のですから同じだという考えなのですが、集計上、生は生、乾燥シイタケは乾燥シイタケとい

う集計になっています。だから、ダブりではないということです。当然生からできるものです

から、生には乾燥しいたけの分は入っていないということです。 

 それと、土地のほうは自社社有地なのか購入したのか、私たち把握していないので、多分フ

ォーレさんかと思われるのですが、午後に行くまでに調べて報告いたします。 

○委員長（玉井昭一君） 議長。 

○議長（堀部登志雄君） １番目のキノコ類には干しシイタケは入っているのですね。その中

に占める生シイタケの生産額というから、生からこちらでは干して、生の生産量があって、生

から干しシイタケに回したのは除いて、生シイタケで出荷しているものだけをここにピックア

ップしたということですね。それならわかります。わかりました。 

○委員長（玉井昭一君） これ一つだけ、私からお聞きします。ここに今５社でつくっている

キノコは、あくまでもシイタケのみですか。ここに書いているほかのキノコはつくっているの

か、いないのか。それだけです。安達課長。 

○課長（安達義孝君） シイタケだけです。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １つは、これ菌床培養をやることになっているのだけれど、これは自

社の分だけなのか、ほかのところに菌床をつくって売るというようなことも考えてやっている

のかどうか。きのこファームさんね。 

 それともう１つ、今新聞にいろいろ出ているのだけれど、桔梗原さんとうめつぼさんの原木

シイタケの評判がかなりいいということで差別化されて売られています。大量生産でやるのは

やるで、菌床の場合それは仕方がないのだけれど、余ったものはみんなカットして乾燥させて

売ったりしていますでしょう。そういうのはそれでいいのだけれど、要するに町として見たと

き、もちろん産業を育成していくということでいけば、もちろん菌床も非常に大切だし、大量

に全道的に名前が売れるということは必要なのだけれど、同時に差別化して、それが白老町の

シイタケだよと。全然ほかのものと違うのだと。今よく雑誌に出ているのは、シイタケのステ

ーキというので、白老のシイタケの２倍もあるような肉厚のシイタケがどこかの県でつくられ

ているのです。ここではなかったのだけれど雑誌にはよく出ているのです。シイタケのステー

キって１回乾燥させてそれを戻して食べるのです。生ではないのです。何を言いたいかといっ

たら、そのように付加価値を上げて売るということが、産業構造上白老は非常にシイタケ生産

に合っているとしたら、片方はどんどんつくらせるし、片方はそのように差別化した特別な、

本当にここにしかない。菌床栽培１個 100 円で売れるのなら、このステーキシイタケは１個
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1,000 円で売れるとか、そういう差別化して付加価値を上げるというようなことができないも

のかどうかということを、うめつぼさんだとか桔梗原さんがそのようなことを考えていらっし

ゃらないのかどうか。うめつぼさんはアスパラとのタイアップで、あそこのアスパラはうまい

のです。食べたら全然味が違うのです。比べたら、全く違う味だから。だから、シイタケもそ

ういうふうにはできないものなのかというふうにすごく思うのですが、どのようなものですか。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○課長（安達義孝君） 桔梗原さんとうめつぼさん、原木栽培で、当然原木栽培のシイタケと

いうのは肉厚で付加価値が相当、市場価値も高くなっておりまして、桔梗原さんのほうは当然

自分の商標を、名前をよく商品で、農家の顔が見える商品ということで、自分の商品に生産者

の名前を出してやっていますので、本当に市場の中で原木栽培というのが出ているかどうかそ

こまで確認していないのですが、市場価値としては当然高く売っていますし、また、自分の土

地を利用して、水をくみに来る人だとかに対しても生産販売やっていますから、地域の人は十

分桔梗原さんのシイタケというのはご存じかなと思います。 

 大渕委員が言われたように、うめつぼさんもアスパラとのタイアップでそのような販売をや

っていますので、独自にそのような努力を、このお二人の会社は個人の経営の方はされている

と思いますので、市場の中でもやはりそのような取り組み、農家の野菜とかも全部そうですね。

生産者の顔が見える安全で安心なものというようなことで生産されていますので、その辺を町

がどのようにバックアップしていくかというのは課題になっていますけれども、今後そのよう

な形では、生産者の桔梗原さんに聞くと、なかなか横のつながりがないそうなのです。生産者

組合というのがないらしいのです。 

 原木は全道に組合が１つあって、それに桔梗原さんは入っているということを聞きました。

菌床栽培はそういうのは一切ないらしくて、技術提供している森産業さんの系統ともう一つの

系統、そういう流れであって、なかなか組合みたいなものがなくて、市場価値を高めるための

生産者同士のつながりもないようなので、そういうところが課題になっているのかなというこ

とは町としては押さえております。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 岩城部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） １点目の菌床栽培ですが、現在フォーレさん運転しています

けれども、菌床そのものは函館から買い入れしているのです。それであの場所で菌床栽培して

いるのですけれども、今回のきのこファームは自社でつくって製品化していくということと、

それが安定的になれば、お隣のフォーレさんにも売っていきたいと、そのような考えでいるそ

うです。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。要するに、そういうふうに、例えば菌床を出すことによっ

て儲かるのかどうかもわからないのだけれど、もちろんやっているところはたくさんあるのだ

ろうけれど、白老があっていて、そういうことが全道的にやられるということは白老町にとっ

てはプラスになるのでしょう。だから、それがうまくいけばもちろん国のお金も入っているわ
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けですから、できればそのようなことを、菌床も白老から出ていっているよというようなこと

にはならない。もちろんやっている人たちは民間の方ですから、町が行政指導するとかそのよ

うなことではないから、そのようなわけにはいかないだろうけれども、儲かればそのようにな

っていくという可能性はあるのでしょうか。どうなのでしょう。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○課長（安達義孝君） 今部長が説明したとおり自社生産で、なぜ自社生産するかというと、

設立の会社岩崎組農林さんということで木材を扱っていまして、おがくずが手に入りやすいと

いうメリットがあるらしいです。そちらからおが粉を仕入れて格安にできると。コストダウン

を図れるという状況ですから、今後は多分そのようなことで菌床販売も、軌道に乗っていく中

では進められると思います。 

○委員長（玉井昭一君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そういうことでも、やはり白老町の特性にあった形で、おが粉という

のですか、それも含めて林業が一定限度、八割山ですから、そういうことでいえばすごく立地

としてはいいというふうに今受け取ったのですが、それは一つの違った形の産業としては付加

価値上げて売るということでいえば、非常に有効だろうなということと。 

もう１つ、町が指導でせよとかなんとかではなくて、業者さんがやらなければだめなことな

のだけれど、それは十分承知していて、別に行政指導をしなさいとかそのようなことではなく

て、先ほど言ったシイタケとかアスパラ含めて、例えば牛肉のブランドとあわせられるような

ものにはなっているのかもしれないのだけれど、もう少し付加価値上げて高く売れるようなこ

とを、例えば上村さんのところでは旧グランドホテルの料理長がきて、実際にはあそこでもや

っているわけです。私の聞いた範囲では数は少ないけれど、わかっている人が来ているという

ふうに聞いたのです。嘘か本当かわからないけれど。ただ、あそこは肉だけなのです。あと野

菜、肉以外は何もメニューがないのです。肉が食べられない人は行っても食べるものがないの

です。うちの家内も肉を食べないものだから、実をいえば私も行けないのです。 

だから、そのようなところで本当に白老の、北海道で一番肉厚のシイタケだよ。味が全然違

うアスパラだよということのうまく組み合わせなどはできないものか。それほど簡単にはいか

ないと思うけれど、そのようなことは考えられないものなのだろうかというふうに思ったもの

だから、付加価値を上げないと僕はだめだと思うのです。それが域内循環、白老町の中で循環

するということが僕は産業構造上きわめて大切だなと思っているものだから、それで一次産業

と三次産業はドッキングして、来た人がというふうにならないものでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） 岩城部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 今ご質問の中に一次産業と三次産業の連携と。特にそうなの

です。私ども建設課で所管している範囲と、今度は一歩進んで産業経済課で所管する部分、こ

この連携をきちんとしないと、今委員がおっしゃるような、ミスマッチになってしまうとせっ

かくのものがいいものにつながらない。そういう中で実際に取り組んでいるのが、先ほどお話

しのあった桔梗原さんにしても、観光の一つのパッケージとして札幌中心からわざわざシイタ
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ケもぎだけでバスツアーを出していると。このようなのがまさに連携の一つなのですが、何と

言いましょうか、皆さんもそうでしょうが、菌床と原木を食べ比べるとはっきり違いがわかり

ます。そういうこと、そういう部分できちんと消費者の皆さんにもわかってもらう。値段がや

や高くてもこれだけ違うというものを何かの形で展開していきたい。一例がそのような観光パ

ックでは既に展開してきているというのがございます。 

 それともう１点です。きのこファームさんのほうで今お考えの部分で、菌床栽培したシイタ

ケをただパックに入れて詰めて売るだけではなくて、ことし秋くらいから試験的にやりたいと

いうのが、シイタケの中に肉を詰めて、それを焼いて食べるというものを考えているそうです。

既にちょっとしたお店に行くとシイタケの中にミンチにされた肉が入って料理として出るケー

スがあると思うのですが、それを何とか白老を発祥の地にしてやっていきたいというお話をい

ただいています。 

 その肉もなんとか地元のものを使ってもらいたいということをお話ししていますので、その

ようになると、その点についても先ほどありました。牛のミンチになるか、豚のミンチになる

かわかりませんけれど、もしそのように肉でなかなか出荷されないようなものであれば、そこ

をミンチにすることによって付加価値がつくということになってきますので、いろいろな産業

の連携につながってくるかなということに、そのようなことを今お話ししておりますので、何

とか事業化に結び付けていきたいと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほかありませんか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 何点か伺ってみたいと思います。雇用計画 30 人程度を予定ということ

で、中国の女の子がいますよね。それはフォーレさんですか、ここではないのですね。わかり

ました。 

○委員長（玉井昭一君） 個人的にやり取りしないでください。聞いている人がわからないと

困るので。どうぞ、山本委員。 

○委員（山本浩平君） では、違う質問をさせていただきます。初年度赤字ということで、期

間的にも８月に設立されているから、丸々１年間ではないということも当然あるのでしょうけ

れども、買い入れがフォーレしらおいと森産業ということでルートはもう決まっているという

ことなのですが、例えば森産業さん自体で、全国的なレベルでいうと製品がダブつく可能性も

ありますね。そういう中で、ここでつくった、菌床栽培したものが 100％、その年に全部買い

入れるような体制になっているのか、それともやはりダブついてきたときは、生産量もそれに

見合った生産量にしなければならないのかというようなことを含めて、どのような体系になっ

ているかというのをお尋ねしたかったなというふうに思います。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○建設課長（安達義孝君） 事前に調べさせていただきましたら、全国的に森産業さんのグル

ープで生産するのが年間約 90 億円ということで、シェア的には国内トップだそうです。昨年の

実績でいくと。その販売ルートに乗せてイオンさんだとか全農系統に流しますから、そのよう

なことは一切ないということお聞きしています。全量買い上げだそうです。 
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 たまたま今回の東北の地震からいえば、あちらのほうのシイタケが大打撃を受けていますか

ら、ことしは逆に品薄になるのではないかと。菌床はまだ大丈夫ですが、原木的には放射能汚

染があるということで相当ダメージを受けていますので、菌床は多分室内でやるから大丈夫か

と思われますが、風評被害もあるので品薄になる状況ではないかと思われます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） わかりました。品物がダブつくことはないという話でしたね。今回３

月会議で話が出たことを伺いますが、廃菌床をバイオマス施設に、燃料の元となるという形の

計画もあるという話もしていますが、これらは実際に、具体的にそのような計画はあるのです

か。もしわからなければ、現地へ行ったときに聞いてみますが。 

○委員長（玉井昭一君） 岩城部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 廃菌床の取り扱いでございますが、今、廃菌床 30 個くらいを

実際に持って行って、水分があるものですから毛笠コンクリートで、去年から下水道汚泥を固

形燃料にするというところで、まず水分を飛ばして、いわゆるチップダストのような形にして

います。それをバイオマスセンターに持って行って試験をやった結果ですが、私ども聞いてい

る話は、なかなかいい結果が出ているというふうに聞いております。それが実用化できるかと

いうのは次のステップになるのですが、まず１次試験はクリアしているということですので、

今後それをどういう形で副資材として投入するか。また、一定期間の廃菌床をどういう部分で

取り入れできるようになるか。そういう部分は今後の詰めをしていかなければならないのです

が、１次試験としてはいい結果が出たということでの話は伺っています。今後の展開としてそ

れが実用化になるかというのは、次のステップで取り組まなければならないと思っております。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。ほかありませんか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 遅れてきましてすみません。この 45 分くらいの中でもし聞かれて

いる方がいらっしゃれば、私のほうの質問はその中でクリアしていきたいと思いますが、当初

このきのこファームの前身というのは、今から３年ほど前に緊急経済対策か何かで 1,700 万円、

町からの出資を受けて試験的に異業種参入という形の中での出資を受けてのスタートがこの前

身だと思うのですが、その考え方というのは間違いないか伺いしておきたいと。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○建設課長（安達義孝君） 実は、委員が言われているのはふるさと再生のほうで、このきの

こファームの立ち上げ以前に、先ほど概要説明しましたが、岩崎組さんと白電社さんがシイタ

ケ栽培をやっていたと。そこに岩崎組さんのほうに次のステップのために雇用を、技術を習得

してもらうために３名分のふるさと雇用の補助金を出して、３名をフォーレさんのほうで研修

して、今後立ち上げるまでの期間、うちのほうから補助金を出したというような制度でござい

まして、設立に至った資金ではないということで、雇用で出したという補助金でございます。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 氏家です。そのときのふるさと再生の雇用の 1,700 万円という、

あのときは確かにハウスからすべて整えて、そしてその中での雇用でしたね。新たに設立した
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と。あくまで森産業さんだとか、フォーレ白老さんにそういった雇用をお願いするわけではな

くて、新たに菌種の部分から技術提供受けながら、そこで雇用していったという部分でした。 

それが今回、団体さんは全然別かもしれないけれど、そういった流れがこういったきのこフ

ァーム、こういう形ではない。あくまで最初のときには岩崎組さんと白電社さんで異業種参入

みたいな形の中で雇用を創出していったという形が当初ありまして、今回、岩崎農林さんが自

社のおがくずや何かも使いながら、当初からそういったいろいろな研究をされていた方だとい

う話は聞いていますけれども、そういった分野につながっていったというふうに私はとらえて

いたのです。結局はそういったところでいろいろな研究をして、異業種でもやっていけるのだ

という、そのときの 1,700 万円というふるさと再生資金ですか、そういったものがうまく使わ

れて、今回このようにして異業種でもこういった形の中で参入しながら、キノコ生産にかかわ

っていけるのだなというふうにしてとらえていたのです。ですから、当初の 1,700 万円という

投資については議会の中でもいろいろな議論を醸してやられたという記憶もまだ鮮明に残って

います。例えばキノコ産業自体については、森産業があり、フォーレ白老さんがあり、そこで

なおかつなぜシイタケなのだという話もあったことは、皆さんもご存じだったと思うのです。

ただ、それは今こういう形を迎えたということは、私はすごくあのときの決断というのはある

意味よかったのだなと。その取り組みが今回こうした大きな形となって、結果となってあらわ

れてきたという部分については、僕はすごく評価したいなと思っていたのです。でも、それが

全然違うという話であれば、私は当初のそういった取り組みが今後このような形になってくる

のだろうなと予想しながら考えていたものですから、それについて。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○建設課長（安達義孝君） 私の説明不足で大変申しわけないですけれども、氏家副委員長が

言われたとおり、そのような流れのもとに３名の人件費を補助して、あれは 21 年からで、昨年

もやりましたし、ことしも継続で予算計上しております。まだまだ研修はされておりますけれ

ども、菌床栽培は異業種参入ということで他分野でございますので、当然まだまだ研修を重ね

て、菌床栽培を軌道に乗せるために、ことしも３名の予算を出しながら研修の結果、今度は新

たに採用される人たちに、雇用する人たちにその技術を提供していくというような名目で、３

年継続で支出しているということで受けてございます。 

○委員長（玉井昭一君） 氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） わかりました。僕の頭の中の整理だけさせてください。21 年から

取り組んできたふるさと再生雇用の形の中でやってきたもの、そこで例えば菌床栽培について

の技術者の育成をしていきますと、そこときのこファームさんとは全然違うものなのですね。

同じ形で取り組まれているということでいいのでしょうか。そこで取り組まれた方の、技術者

として育成された方々が、例えばきのこファームさんに雇用されたり、それから森産業さんだ

とかフォーレ白老さんのほうに雇用されていく、そういう形態になるのか、それともふるさと

再生雇用、白老町から今出している雇用、３名なら３名分の、そういった方々が常時そこで独

自の開発をやっていっているという形でとらえたらいいのか。そのふるい分けだけの話をして
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いただければ。 

○委員長（玉井昭一君） 安達課長。 

○建設課長（安達義孝君） 身分は岩崎組さんの社員の身分ですけれども、白老きのこファー

ムさんのほうへ派遣という形を取っているのでしょうか、詳しくわからないのですが、そちら

のほうへ行って２年間技術研修受けたものを、ことしは新たに実質的に動き出しましたので、

そういうノウハウを皆さんに教えているというような立場で今は行っているそうです。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。片山主幹。 

○建設課主幹（片山弘文君） 今の説明を補足させていただきたいのですが、初年度につきま

しては森産業さんから菌床を買い入れてそれを生産しています。２年目につきましては平成 22

年なのですが、それにつきましては菌床をつくるところから、森産業さんの東北の工場、そこ

に行って研修してつくれるようになったと。今年度につきましては、それをどのようにすれば

効率よくできるかということで、おが粉なども今回広葉樹のものの混ぜ具合によって育ち方が

違ったりするということを聞いています。そういった研究をするのに今年度緊急雇用の人を雇

っています。その３年間については多少出入りはありましたが、継続的に最初からずっと今ま

で全体を見られる技術者を育てるということで、会社としてそのような形で育てております。

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、私からもう一点。３億円と

いう補助を受けていますね。これは北海道の食産業というかそれのための事業だと思うのです

が、白老でこのシイタケ以外にこの補助を受けるような可能性のあるものというのを研究した

ことはありますか。全然ないですか。これ、ちらちら聞くには、道では予算はあるという話を

私は聞いているのです。だから、何かほかに目ぼしいものがあれば、白老で産業としてやれる

ものがあれば補助金をもらえるのではないのかなというふうに思っているのですが。片山主幹。 

○建設課主幹（片山弘文君） 今回の補助金につきましては、この 21 年に始まったときに初め

て今回のこの予算がついたみたいなのですが、それについては全道で聞いた話なのですが、６

億円くらいのうちの白老のほうへ３億円を持ってきたというふうに聞いております。その後に

ついては情報がないので、今もそれが続いているかどうかとか、その金額がどのくらいかとい

うのはちょっとわからないのですが、初年度については大変苦労してこの補助金をもってきた

というふうな話では聞いております。 

○委員長（玉井昭一君） 岩城部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） 補足します。いろいろな事業をやるときに、補助金があって

ではこれだからやろうというか、あるいはこのような事業をやりたいので何とか補助金を探し

たいというやり方２つあると思うのですが、今回は、補助金があってもなくてもこのような事

業は展開したいと。ついては何かいい制度がないかということでいろいろ探して、探して、や

っとここにたどり着いて、何と２分の１補助できるという制度があったと。 

 同じように、過去の例でいきますと、例えば石山工業団地に進出しましたエポックサービス、

そこについても２分の１国から補助がありました。いろいろな部分で、特に経済産業省の関係
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ですとか、補助メニューというのはたくさんあるのです。ですから、例えば事業者さんがこの

ようなことをやりたいと言ったときには、産業経済課でも、また私どもでもいいのですが、ど

んどん相談に来られて国のよりよい補助メニューを探し当てて、そこに補助申請をして採択い

ただくと。このような動きを取らなければだめだと思うのです。 

 今回３億円あったのが常にあって、何とか事業をやりたいからこれをもらいたい。と言って

もそうはならない。あくまでも今回の事業に当てはまるから補助がついたということですので、

今後白老町内においても、いろいろな産業があって事業したいとなれば、それは役場を通して

国、道と相談しながら補助メニューを見つけるということになろうかと思います。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。なければ町側の方々に退席していただきたいと

思います。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時５７分 

                                         

再開 午前１１時２３分 

○委員長（玉井昭一君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

 特別なことはないと思うので、午後からの予定を説明させます。 

○主幹（熊倉博幸君） 午後１時にここを出発します。大体午後１時半くらいから１時間程度

施設を視察して帰ってきまして、３時くらいから最後のまとめをしてきょうは終わりにしたい

と思います。１時にここを出発しますので遅くても 55 分までには集合してください。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） それでは、休憩に入ります。 

休憩 午前１１時２４分 

                                         

再開 午後 ２時４６分 

○委員長（玉井昭一君） 建設厚生常任委員会を再開いたします。 

 先ほど町側、西田委員の質問に現地で雇用人数の説明があったけれども、もう一度お伺いし

たい。片山主幹。 

○建設課主幹（片山弘文君） 雇用人数ですが、全員で 219 人ということで聞きとりしました。

そのうち町内が 195 人です。町内にはそのうち外国人が 26 名含んでおります。町外が 24 名で

す。合わせまして 219 名になります。 

 もう１点の用地についてということだったのですが、こちらにつきましてはフォーレ白老さ

んの土地になっておりますので、借りておりますということで聞いております。以上２点です。 

○委員長（玉井昭一君） それでいいですね、西田委員。そのほか。氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今の 219 名の雇用というのは、先ほども説明あったと思いますけ

れども、きのこファームだけではなくて、森産業さん、フォーレ白老さん、岩崎組、白電社、

岩崎組農林、白老設備工業、ここを合わせて 219 名という形でいいのか。 

○委員長（玉井昭一君） 片山主幹。 
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○建設課主幹（片山弘文君） うめつぼさん、岩崎組さん、白電社さん、白老興産さん、フォ

ーレ白老さん、以上の法人５社になります。 

○委員長（玉井昭一君） ほかありませんか。なければ、町側どうもありがとうございました。 

それでは、引き続いてまとめに入りたいと思います。委員の方、こういうことを主に書くべ

きだということがありましたらどうぞ。 

〔「正副一任」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（玉井昭一君） 正副一任という声が出たけれど、氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 特用林産物の現状、またしらおいきのこファームの現状について

は、午前中の担当課からの説明の中である程度皆さんお聞きしたと思うのですけれども、今回

現地に行ってみて、当事者のほうからの一つの課題として見えてきたものは少なかったような

気がしますけれども、年間に占める施設の温度管理に必要な燃料が今灯油に頼っているという

ことで、灯油と電気の併用でやられているという、そういった温度管理に占めるコスト、これ

はやはり原油価格とともに上下する、年間 1,000 万円程度という話で、ことし１年間の経過を

見なければ、今後どういった対策・対応が必要かということも含めて、今後の大きな課題にな

ってくるのではないかという懸念が１点ありました。そういったことも今後の経営維持に関し

ては一つの課題として上げられてきたのかなと思いますけれども、あとこれといって、例えば

販売網に関しても森産業さんのほうで全量買い取るということで、リスク的にはあそこの組合

としては余りリスクがないというふうにも考えられる。見てきたわけなのですが。 

○委員長（玉井昭一君） 西田委員。 

○委員（西田祐子君） きょう見てきたきのこファームさんの中で、特に清水さんがおっしゃ

っていたのが、やはり白老ブランドというものに育ていきたいということをおっしゃっていま

したので、今回の施設も全部サルトを敷いて、本当に近代的な牧場というようりも、むしろ工

場に近いような形の中で生産するということになっていますので、やはりその辺を、これから

ブランド化の差別に、今までつくっていたキノコの栽培状態とまるで違うのだということを強

調されていたような気がするのですが、できればその辺もう少し白老ブランドというものを、

これからは差別化されて価格的にもいい値段で取引してもらえるような状態にしていきたいと

言っていましたので、そういう意味では私はちょっと将来性があるかなと思って見せていただ

きました。 

○委員長（玉井昭一君） 今白老ブランド化に向けてという話がありました。それはもちろん

白老は今も北海道で２番目かな、キノコの量産でいけば、販売も北海道で２番目ということで

すので、ブランド化にはなりつつあるけれども、より以上にそれを宣伝するという意味ではい

いかなと思います。 

氏家副委員長。 

○副委員長（氏家裕治君） 今西田委員が言われたのは、例えば場内の舗装などによる、例え

ば衛生管理・品質管理の面で他との差別化を図って、白老のブランド化と言いますか、白老独

自の他との差別化を図っているという部分の評価ですね、わかりました。 
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○委員長（玉井昭一君） ほかにありませんか。議長。 

○議長（堀部登志雄君） 行ってみて感じたのですけれども、設備が新しいし非常にきれいに

されておりますが、シイタケ栽培そのものが余り複雑でないような感じがして、菌床をつくる

機械にしても、培養するのにしても、余り失敗のないような感じでスムーズにいく施設だなと。 

 やはり１番心配される流通産業にいかに乗せるかというのは森産業できちんとなっているも

ので、単価が極端に安くなって何かアクシデントがない限り、割と順調にいくような感じがし

て、そういう面では雇用関係も安定的にくれば非常にいい産業だなという感じがしました。通

常やっていて余り大きく失敗するような広い施設でもないし、機械も極端に複雑な機械が入っ

ていないし、そういう面ではすばらしい、今後期待できる産業なり会社ではないかと感じまし

た。特に、新しいから、非常にうまくいっているなという感じで、補助金もかなり大きく入っ

ているから、あれだけきちんと整備すれば、生きものではないからそれほど極端に汚れるわけ

でもないし、環境的にもいいし、終わった菌床もどこか他に持って行ってたい肥か何かに使え

るということになっていいようですから、そういう面ではいいのかなというふうに感じました。 

○副委員長（氏家裕治君） 山本委員。 

○委員（山本浩平君） 異業種参入が見事な形でなされているわけですから、ぜひそういった

モデルとして成功していただきたいと。先ほど議長がおっしゃったように、余りリスクはない

と感じたのですが、ぜひ異業種参入のモデルとして成功していただきたいと。 

 それと、雇用の関係ですけれど、今現在 12 名雇用で、６月めどに 30 名雇用というお話しが

ございました。地域に産業がそれほど多くあるわけではございませんし、なかなか働きたくて

も働くところがないというお話も伺いますので、フォーレさんの場合は自分のところというこ

とで、外国人の方 26 名採用されているということがございますが、ここは組合という形の中で

５社が集まってやっているところですので、ぜひとも地元の方を採用していただくようなこと

を検討していただければありがたいなというふうに思います。安くやろうと思ったらフォーレ

さんと同じようなことを考えるのでしょうけれども、ここは一つ組合ということでございます

ので、その辺は地元の人の雇用を希望したいと思います。以上であります。 

○副委員長（氏家裕治君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が見て思ったのは、やはり道南でつくっている菌床を、菌床から製

品まで、売るのはフォーレさんだけれど、一貫生産というこれはやはり非常にいいなと思いま

した。これはＣＯ２の削減含めて、ここからおが粉を持って行って道南でつくってまた持って

くるというようなことをやっているわけですね。それが白老でできると、せっかくそこまでや

るのなら、おが粉が手に入ればフォーレの分、要するに白老の部分は自己循環できる、全部白

老でつくれないと聞いたら、やはり協同組合という、中小企業組合法か何か、法律に基づいた

形で設立しているのです。だから、何か、この後次の展開のときはいいのだけれど、今の段階

では自分のところで回す分だけなのです。あれはシイタケが出てしまったら必ずなくなるもの

だから、だからそれを道南に持って行かないで、あちらでつくってフォーレに売ると。行った

り来たりの分がなくなるわけだから、そうすると結果として運賃分だけが利益になる。そうい
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うことができればいいのではないかと聞いてみたのです。それは今後の展開の中で考えるしか

ないのだと言っていました。そういう点では、僕は次の事業起こすということでいえば、新し

い食品の開発と、菌床をあそこでつくって、フォーレのものすごい量のものをあそこから供給

する。それが利益として白老町に落ちてくるというような形というのはすごく望ましいのでは

ないかと。隣だからです。まったくおが粉だって隣だし、全くＣＯ２発生しないでつくれるわ

けだし、地域内循環としては極めていい構想ではないのかと思ったのですが、すぐにはできな

いそうです。そこはすばらしいなと思ってきました。以上であります。 

○副委員長（氏家裕治君） 先ほど説明を受けた中で、今まで、例えば岩崎農林さんでおが粉

を道南に１回持って行って、そして菌床を逆に買い取っていたというような話がありました。

それが今回、岩崎農林さんのほうがいろいろな研究開発の中で、白老でもそういったものがで

きるということではっきりいったら今やっているのです。菌床をあちらでつくっているという

か、そのおが粉と混ぜて袋詰めにして、種と菌は森産業さんから買っているという形です。で

すから、今大渕委員の言われたとおり、今までの流れからいくと一つの経路が少なくなって、

町内循環の中で、もともとは森産業さんのほうから種と栄養分についてはフォーレ白老さんも

そのようになっている形の中で買い取ってやっていることなのでしょうけれども。ただ、菌床

がおがくずなどを使って、自分のところでできるというのはすごい大きなメリットです。これ

については大きな評価というか、例えば平成 21 年からの取り組みの中でやってきた、あのよう

な一つの技術が今生かされているのかということでもありますので、それが今回のまとめの中

で一つの評価として、評価だけはすごく出てくるのですが、課題のほうは何か見えてきたとこ

ろはありましたか。先どの燃料の部分だとか。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） まだ稼働したばかりだから期待する部分が多いと思うのです。いろい

ろな展開の仕方が１年という説明も受けましたから、だからその頃を見計らってもう一度お邪

魔して、課題点を所管で調査するということで考えるほうがいいのではないでしょうか。 

○副委員長（氏家裕治君） わかりました。とりあえず、きのこファームについてはそういっ

た形の中で、課題と評価に分けて意見として上げさせていただきたいと。特用林産物の現状に

ついての課題、また委員会からの意見。そういったものについてはどうでしょう。 

 熊谷委員。 

○委員（熊谷雅史君） 今回はシイタケについて説明を受けた部分が多かったのですが、内容

的には担当課が違うような気がするのです。だから、数字の説明だとか、こちらから提起した

ものについてもお答えはあったのです。それを記述するより方法はないのかなと。掘り下げた

部分というのは、また別なところの調査があってもしかるべきだと思うけれども、これがやは

り所管している課の情報量としてはこれが精いっぱいではないかと思いますので、その辺も含

めてどうかと、意見として書いていただければいいのではないでしょうか。 

正副委員長にお任せします。以上です。 

○副委員長（氏家裕治君） 皆さん、どうでしょうか。特用林産物の現状については多分所管
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がぎりぎりのところというか、そういった形のところもあるかもしれない。今回説明受けた部

分に押さえておきたいと思いますけれどもそういった形の中でよろしいですか。特段こういっ

たことを書き込むというのではなくて、現状を押さえた形の中で今回のこのきのこファームの

設立というか、それについての意見をまとめさせていただくという形でよろしいでしょうか。 

 議長どうぞ。 

○議長（堀部登志雄君） 特用林産物ということで、先ほど休憩中にも話が出ていたのですが、

今シイタケの関係です。白老の場合、他のキノコ含めていろいろなものが出ていますし、こう

いうものに適しているという地域柄からいっても、シイタケばかりではなくほかの地場産業と

してのこのようなものにも目を向けていく必要が案外あるのかなと。特用林産物、これの生産

にもう少しいいことがないか、他のキノコについてもこのような形はないかというようなその

ようなものも結構、雇用や何かのことを含めて考えると、やはりそれも今後、地場産業の育成

や何かの面ではこのようなものにも目を向けていく必要があるのではないかと感じたので、何

かシンプルな形で極端に販売網だけしっかりしていれば、売り出していくのにいい産業の一つ

ではないかというふうに感じました。ただ、販売網の関係があって、シイタケばかりではなく、

先ほど言っていたけれど、このような菌床でできないものもあるようですが、いろいろなキノ

コ類と言ってもたくさんあるから、こういう課題で大量生産することも可能なものもあるので

はないか、そのようなものの開発も白老町として一つずつ進めていくのもこれからの形では有

効ではないかとそのような気もしたのです。 

○副委員長（氏家裕治君） 今議長が言われたことというのは、例えばシイタケ、キノコに限

らず、他のそういった特用林産物についても、先ほども出ていましたが、地の利を生かした、

地熱を利用した、そういったものだとか、キノコに特化するのではなくてほかの特用林産物に

対してもこういった取り組みができないかどうかということを研究するというか。 

○議長（堀部登志雄君） そういうものも必要ではないかという感じを受けました。 

○副委員長（氏家裕治君） 皆さんそれについての、今議長が言われた部分については、皆さ

ん同じ意見としてとらえさせていただいてよろしいですね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（氏家裕治君） ほかに何かなければ、そういったものをちょっと意見の中に取り

込んでまとめさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○副委員長（氏家裕治君） それでは、まとまりましたら皆さんのお手元に一度お届けして、

その中でこういった意見、ほかにこういったものを入れたほうがいいのではないかということ

があればそのときにまたご意見をお伺いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

                                         

◎閉会の宣告 

○副委員長（氏家裕治君） 以上で建設厚生常任委員会の所管事務調査を終了いたします。 

（午後 ３時１２分） 


