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平成２３年白老町議会予算等審査特別委員会会議録（第１号） 

 

平成２３年 ３月２２日（火曜日） 

開  会  午前１０時００分 

延  会  午後 ４時２８分 

                                         

○出席委員（１４名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 前 田 博 之 君      委  員 西 田 祐 子 君 

委  員 山 本 浩 平 君      委  員 本 間 広 朗 君 

委  員 玉 井 昭 一 君      委  員 斎 藤 征 信 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席議員（なし） 

                                         

○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町      長     飴 谷 長 藏 君 

     副 町 長    目 時 廣 行 君 

     教 育 長    白 崎 浩 司 君 

     総 務 財 政 部 長    山 口 和 雄 君 

 総 務 課 長    田 中 春 光 君 

     財 政 税 務 課 長    大 黒 克 己 君 

     収 納 対 策 室 長    野 本 裕 二 君 

     企 画 振 興 部 長    高 畠   章 君 

     企 画 政 策 課 長    五十嵐 省 蔵 君 

     産 業 経 済 課 長    岡 村 幸 男 君 

     産 業 経済 課 参事    高 野 末 保 君 

     生 活 福 祉 部 長    辻   昌 秀 君 

     町 民 課 長    南   光 男 君 

     生 活 環 境 課 長    竹 田 敏 雄 君 

     健 康 福 祉 課 長    西   幹 雄 君 

     健 康 福祉 課 参事    長 澤 敏 博 君 

     都 市 整 備 部 長    岩 城 達 己 君 
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     会計課長・会計管理者    岩 崎   勉 君 

     教 育 部 長    渡 辺 裕 美 君 

     教 育 課 長    本 間 勝 治 君 

     子 ど も 課 長    中 島 圭 一 君 

     病 院 事 務 長    丸 山 伸 也 君 

     消 防 長    前 田 登志和 君 

     監 査 委 員    岡   英 一 君 

     監査委員室書記長    坂 東 雄 志 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     参 事    千 石 講 平 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（及川 保君） 平成 23 年度の予算等審査特別委員会を３日間の予定で開催したいと

思います。 

 まず、先日、東日本大震災の被災された皆様に支援しようと、白老町議員会が進めました募

金活動でありました。皆さん寒いところお疲れさまでございました。大変な募金をいただきま

して、きょう出発したはずでございます。何とか頑張っていただきたいという思いが伝わると

いいなというふうに思っております。 

 それでは、平成 23 年度の予算審査でございますけども、町長が普通のまちに近づいたと、こ

ういう公式なご発言もございます。そういった中で大変な厳しい財政状況を何とか乗り切れそ

うだという思いはありますが、ぜひ、向こう１年間の予算の中でしっかりとした議論をして、

この予算を組み立てていきたいというふうに委員長としても考えておりますので、３日間とい

う限られた時間ではありますけれども、スムーズな委員会審議にご協力をいただきますように

心からお願い申し上げまして、一言、開会にあたってのごあいさつといたします。 

（午前１０時００分） 

                                         

◎開議の宣告 

○委員長（及川 保君） ただいまから本日の会議を開きます。 

審査に当たって委員長より各委員及び説明員にお願いを申し上げます。 

審議及び答弁を行う場合は、挙手をして委員長の許可を得てから行ってください。予算の質

問事項につきましては、予算書のページ数を示し、要点を簡潔明瞭に発言してください。答弁

についても簡潔明瞭に答弁をするようお願いをいたします。 

  以上、委員長からお願いをしておきたいと思います 

  それでは、ただいまから本委員会に付託されました案件の審査を行います。本委員会に付託

されました案件は、議案第 12 号から第 23 号までの平成 23 年度各会計予算 12 件とこれに関連

する議案１件の、合わせて 13 議案でございます。これらを一括上程し、順次議題に供します。

議案の審査の都合上、議案第 25 号から審査に入ります 

                                         

◎議案第２５号 白老町農業委員会の選挙による委員の定数 

条例の一部を改正する条例の制定について 

○委員長（及川 保君） 議案第 25 号 白老町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部

を改正する条例の制定についてを議題に供します。議案書の議 25―１をお開き願います。 

これより本案に対する質疑に入ります。質疑のございます方はどうぞ。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 大渕です。１点だけちょっとお尋ねをしたいのですけど、選ぶ方々

の数から言いますと妥当な数かなと思うのだけれども、対象農家の方々にこういうことは一切
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連絡というか、どこかで議論をいただくとかそういうことはなく、ここ議会だけで全部決めて

しまうということなのか。町の提案で議会だけで決めてしまうのか。それとも、農協なりどこ

かに事前にお話をして、こういうふうな形でいきたいのだけれどもとかそういうことはないの

でしょうか。その１点だけ。 

○委員長（及川 保君） 高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君） このたびの改正でございますが、まず、白老町農業委員会

の選挙人名簿でございますが、213 名ございます。このたび選挙による 10 名を８名ということ

でご提案差し上げていますけども、委員会の中で委員の皆様と協議した中でこのたびの改正に

至ったところでございます。 

○１０番（大渕紀夫君） わかりました。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。 

 ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

 これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

 採決いたします。 

議案第 25 号 白老町農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部を改正する条例の制定

について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○委員長（及川 保君） 全員賛成。 

 よって、議案第 25 号は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

                                         

◎議案第１２号 平成２３年度白老町一般会計予算 

○委員長（及川 保君） 議案第 12 号 平成 23 年度白老町一般会計予算を議題に供します。 

 恒例によりまして歳出から質疑に入ります。一般会計の 100 ページをお開きください。皆様

の手元に質疑の区切りページ一覧表を配付しておりますので、それに従って進めてまいります。 

 それでは、歳出の１款議会費及び２款総務費に入ります。100 ページ１款議会費から 117 ペ

ージ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費まででございます。質疑のございます方は

どうぞ。 

２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） まず、111 ページの例規の更新データ作成業務。これについては数年

前にデータ化してインターネットで見られるようになっていますけど、更新データの作成業務
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の内容はどうなっているのか。そして、何年か前にこの例規のデータ化をするときに、その時

点でのすべての例規の内容、文言等を更新することになっていたと思うのですけど、すべての

規則、条例等々がその時点で終了されているのかどうかということでございます。 

 それと、115 ページの光ネットワーク管理費の、117 ページ使用料及び賃借料ですけども、こ

の電柱使用料が 489 万 9,000 円、機器の賃貸料が 316 万 7,000 円になっていますけども、なぜ

これだけの電柱料を支払うのか、その理由と算定根拠。それと、機器の賃貸される内容と機器

はどういうものがリースされるのか。その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） それでは、私のほうから例規の関係をお答えいたしますけれども、

すべての例規の内容が更新されているのかと、こういうようなご質問であったのかなと思うの

ですが、基本的には 21 年度、部制しいてございますが、その時点で前段、関連するであろう字

句の改正、こういった部分については全件拾っているというふうには認識してございますが、

その中で今委員からお尋ねがあったとしたら、もしかしたら、目からこぼれた部分もあったの

かなという気もするのですが、基本的には先ほど申し上げたとおり、全件内容をチェックしな

がら字句的に不都合のある部分については修正しているというふうには認識してございます。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 今の例規の関係で補足というか説明をさせていただきます。

例規の更新データの内訳なのですが、490 ページで１ページ当たり 2,800 円、それに消費税と

いうことで算出しております。企画政策課のほうとしましては、例えば規則、条例等の改正が

ありますと、総務のほうから例えばぎょうせいさんからのデータをいただいて、うちのほうで

はそれをホームページ等に載せるという作業を行っております。 

 続きまして 117 ページの光ネットワーク管理経費の中の使用料・賃借料の電柱使用料の内訳

なのですが、北電柱が 3,850 本、それからＮＴＴ柱が 1,000 本の使用料ということで載せてあ

りますが、これにつきましては、ブロードバンドの光の線をＮＴＴ柱、それから北電柱に共架

させております。その使用料ということになります。 

 それとネットワークの機器賃借料につきましては、例えば鉄道の下をくぐる線につきまして

は、地中の管を走っておりますので、そちらの使用料。それから、あと、光ブロードバンドの

線を３局、白老には白老と萩野と虎杖浜にＮＴＴの局が３局あるのですが、そちらに線をつな

ぐ接続料分ということで機器賃借料ということで掲載しております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 今、例規の更新のデータについて答弁ありましたけど、内容的にはそ

ういう流れだと思います。ただ、一番肝心な、私が肝心だと思います、財務会計規則について

全く内容が整理されていないのです。字句ばかりではなくて、こういう部分については、今、

担当課長からの説明で新しく条例改正されたり、要綱制定されたりしたものは多分そのままぎ

ょうせいに行けば流れてくると思いますけど、以前の部分についての財務会計規則、私ずっと
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見てきたのですけども、何も直っていないのです。この辺の部分はどういう形で直されてきた

のか。その辺を伺います。 

     それと電柱の使用料の関係について。これはここで聞いていいのか。本当は事前に行って勉

強すればよかったのですけど。そして、また同じで、使った分のお金は町が払うのだけど、な

ぜ電柱料まで。架線してくる電柱料までうちが払わなければだめなのですか。ＮＴＴが全部そ

れをやって、ここで使っている使用料は払うということにはならないのですか。なぜそこまで

北電とかＮＴＴの電柱に架線する使用料を町が払わなければいけないのかなと思うのです。普

通、インターネットやっても架設料取らないですよね。インターネットの使用料なのです。そ

れがなぜ光ネットワークになったときに北電だとかＮＴＴの電柱引いてくるのに。それは引っ

張る側の責任で使用料に入っていると思うのだけど、なぜ、そこまで町が払わなければいけな

いのか。その辺どういう形なのか。 

    ○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） 財務会計規則の関係につきましては、平成 17 年度にグループ

制をしいたときにおおむねほかの例規関係につきましては、グループ名ですとか事務局の名称

ですとかそういった部分を修正したことと聞いてございます。財務会計規則についてはそのと

きに意図的に残したということを聞いてございますが、詳細につきましては調査させていただ

きたいと思いますので申しわけございません。後で答弁させていただきたいと思います。その

件につきましては、現在修正されていないということを私どもも承知してございますので、今、

修正作業は当課のほうで行っているということだけはご答弁させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 光ネットワークの電柱使用料の件なのですが、先ほどちょ

っと説明不足だったかもしれませんが、光のケーブル、ブロードバンドのケーブルにつきまし

ては町のものです。ケーブル自体は町の物ですので、それをＮＴＴ、それから北電に、要する

に電柱を貸してもらう分の使用料ということです。ただ、その分につきまして、例えば各個人

でインターネット等をやる場合については、逆に今度ＮＴＴのほうから町のほうに１件当たり

700 円の使用料が入ってきております。ですから、例えば 1,000 件入ると月 700 円ですから、

歳入のほうにも計上させてもらっていますが、そちらの使用料は逆に町に入ってきています。

それで、電柱の使用料はケーブルがうちのものですので、逆に使用料を北電とＮＴＴにお支払

いしているという形になっております。 

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） 私のほうから補足説明をさせていただきます。うちの所有物

として整備させてもらいました。ですから、当然、その線を引くときに電柱を借りると使用料

を払わなければいけない。まず、それが１点。 

 それと今度は、そのケーブルをＮＴＴのほうに運用してもらうように貸し付けるのです。そ

の貸し付ける金額が 882 万円なのです。ですから、ここの経費がそっくり特定財源でＮＴＴの
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貸付料で戻ってくるという形になっております。ですから、本来、その辺相殺して契約すれば、

別に歳入歳出をこういう形にしなくてもよろしいかなと思うのですが、実態としてはそういう

契約行為をしてやるものですから、こういう形で歳入歳出ということで別々に予算計上しても

らって、最終的には町は一銭も負担しないでこの維持管理費は賄えるという、そういう仕組み

になってございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 根っこってありますよね。光ケーブル来ますよね。白老に入ってくる

のでしょう、ケーブル。その白老の部分だけは白老町のものになって、白老町が電柱払うので

すか。ずっと浄水場まで行っていますよね。そうしたら、あそこまで行く部分も全部白老町が

虎杖浜まで線を持っているわけですか。そうしたら、こちらからつながってきているものは、

境界の部分までは全部苫小牧が架線で持って、こちらから虎杖浜までは白老が全部持つという

解釈でいいのですか。 

○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） ＮＴＴの光サービスをするためのケーブルは、白老の中には

実は局舎までしか引き込まれていないのです。各３つの局舎があります。そこまでしか引かれ

ていない。そこから面的に白老町全体をカバーするため、サービスするための線は一切ないの

です。その部分を町が町の財産として整備したということなのです。ですから、白老町の中で

光サービスするためのインフラは全部町の物なのです。だから、それにかかる架線するために

必要な電柱、それは北電さんから借りたり、ＮＴＴさんから借りたりしてやるということにな

ります。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 補足なのですが、その光のケーブルの整備につきましては、

平成 21 年から 22 年に繰越明許でやりました、光ブロードバンドの整備工事で、約３億 6,000

万円弱ぐらいでやった事業で整備しております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） そこまでわかったのですけど、それでは、架線は白老町の物という言

い方ですよね。そうしたら、仮に地震だとか台風何かで架線が切れたとか何かしたものを、維

持管理費は白老町が持たなければだめなのですか。それは持ち出しになってしまうわけですか。

それだけ確認しておきます。そうしたら、ＮＴＴは関係なしですか。今後、そういう管理費が

予測されるということで認識しておいていいのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 今お聞きになったとおり、白老町の物ですので何かあった

場合については白老町で整備、修理するということになります。それで、予算にも一応、部分

的に修繕料で 63 万円は載せてあります。 

以上です。 



 8 

○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） 補足で説明させていただきますけれども、この件につきまし

ては、ＮＴＴさんのほうが収益的に確実にできるという判断をされた中では、ＮＴＴさんのほ

うにこの施設を全面的に引き渡すということについて継続協議で検討させていただいており

ます。これはどこの自治体もそうなのです。一応、最初は契約するのですけども、町の所有と

してやるのですけども、更新のときに莫大なお金かかりますので、ＮＴＴさんのほうにそうい

うふうに更新までの間には全部受け取ってくださいということ、今ほかの自治体も全部一斉に

やっておりますので、ＮＴＴも会社の方針として、それをやるということの前向きな検討をし

ていただいております。 

○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） 先ほど答弁漏れがございましたので、先ほどの財務会計規則

の関係、確認をしてまいりました。当時、平成 17 年のときなのですが、グループ制をしいて、

その辺ですべての例規を一応担当のほうで見直すという作業が行われた際に、財務会計規則に

つきましては、いわゆる収入役の廃止の問題がありまして、それにともないます、いわゆる会

計管理者の位置づけがまだ具体的に制度としてはっきりしていなかったというような事情が

ございまして、その段階では一斉にやることはちょっと難しかったということでございます。

しかしながら、それ以降はっきりした段階でやらざるを得なかった、修正、見直しを行わなか

った部分につきましては、大変こちらの不備ということになろうかと思いますが、先ほど申し

ましたとおり、その辺につきましては現在、修正作業を行っているということでご理解をいた

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。 

７番、玉井昭一委員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。今の件なのですが、保険に入っているのか、入って

いないのか。入っているとすればどんな保険に入っているのか。例えば地震保険とか。光ネッ

トワークのケーブルに関してです。白老町の財産について。それだけ１点お願いします。 

○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） この件に関しまして保険料というのが、もし入るとすれば莫

大な保険料になるのです。線が至る所に張り巡らされているものですから、一応、保険という

部分も検討したのですが、保険はほとんどのまちも入らないということで、そういうことで保

険制度自体もこういったものについて保険を入るというのが実はないのです。それで、保険は

現在のところ入っておりません。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。地震保険は個人の建物とか土地については安いので

す。そんなに高くないのです。だから僕そう思って今質問したところなのだけど、莫大に高い

って、これについてだけは個人の建物とか土地についてと違って、例えばどれぐらいかかるの
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か。大よそでいいですけども。 

○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） 保険屋さんのほうに問い合わせしまして、一応どのぐらいかか

るかというようなことも問い合わせしたのですが、ただ、計算不能だということで、およそど

のぐらいかかるかという部分も把握できない状況です。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。116 ページ２目姉妹都市費から 127 ペー

ジ８目車両管理費まで。質疑のございます方はどうぞ。 

９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 斎藤です。117 ページの姉妹都市交流事業の件なのですが、昨年、交

流 30 周年になるということで見直し何かの話も出ていたように記憶しているのですが、23 年

度予算にあたって、ことしはどのような内容で交流しようとしているのかということ。それか

ら、交流の見直しということが検討されたのかどうなのかということ。それから、このたびの

災害で事情がすっかり変わってしまったのではないかという気もするわけですけれども、これ

からの 23 年度の事業というのはどう考えているのか。そのあたりの考え方をお聞かせいただ

きたい。 

○委員長（及川 保君） 田中総務課長。 

○総務課長（田中春光君） 30 周年を受けての今回の事業についてでございますが、今の段階

の計画としては、前段で町長のほうからもご報告あった点につながるのですけども、ケネル市

としては６月の末に代表団が、本来３年ごとの来町となっていますので、本来であれば来年度、

24 年度であるところを１年前倒して 30 周年を祝う形の中で来町することになっていたのです

けども、現時点では震災の関係もありまして、その関係については今後、情報交換等々を進め

ながら、どうするかというところは不確定な要素となってございます。 

 さらに、仙台市についても同様にことし 30 周年を迎える形になっておりますけれども、当初

の計画では陣屋資料館の特別展にあわせて、仙台市長であるとか市議会の議長さんであるとか、

こういった関係される方々をお招きしてということを考えていたのですが、それについても震

災の影響を受けた中でちょっと今後、見直しを含めて、その辺は情報交換、協議していかなけ

ればならないのかなと。このような状況にあるということでございます。 

○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） 姉妹都市の見直しの関係でございます。昨年度、若干見直し

を検討したいと、こういうお話をしていたというふうに思います。それで、一度、部長会議の

中で姉妹都市のあり方、30 周年経過した後どうするかというのは話し合われておりますが、具

体的にどうするという結論には至っておりません。しかしながら、こういった災害が起きます

と、ケネル市からのいわゆる町長に対する激励の電話だとかそういった状況、それから、姉妹
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都市で物資を支援するとかそういうことからすると、もう少しやっぱり慎重に、こういう何か

あったときに姉妹都市の支援というのも相当あるなというふうに再度認識しておりますので、

その辺を考慮しながら、どうあるべきかは次回にまた検討をしていきたいというふうに思いま

すが、やはり災害が起きて初めてありがたさというのは非常にわかる部分もありますので、そ

この見直しについては慎重に行いたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） わかりました。災害の後のことで気になることがいっぱいあるわけで

すけども、さきの話で、今災害が起こってすぐにどうなるかという問題ではないかもしれませ

んけども、仙台市との交流とつがるとの交流というのは、これまた災害の状況からいっても違

ってきますよね。宮城県のほうがずっとずっと被害が大きいわけで、そういうことではこれか

らの交流に違いが出てくるのかどうなのかというようなこと。それから、学校間でも交流して

いるわけです。そういうものが学校の判断でこれから進められるのか。あるいは町の交流の中

で統一して考えられるのか。そのあたりのことはどうなのでしょうか。 

○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） 現在の段階では、そこまでまだ考えてございません。ただ、

つがる市の場合は、今回の災害でほとんど影響ないというふうに聞いてございますので、そこ

のところとまた一概にイコールにはならないのかなというふうに思いますが、ただ、姉妹都市

の交流の関係と災害の支援の関係、これは具体的にいうと中身の質が違いますので、そこのと

ころは分けて議論しなければならないというふうには考えてございます。いずれにしても今度

どういう形の、災害復興の状況もありますし、そういった状況を加味しながら考えていく、こ

ういう形になろうかというふうに思います。 

○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 学校の交流に関しましては、今それぞれの学校も各姉妹都市の学

校のほうと連絡を取り合っております。状況としては、そんなにひどい状況ではなくてという

ような情報をいただいていて、この後はそれぞれの状況を把握しながら、教育委員会としても

今後の方向性をちょっと検討していきたいというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。126 ページ９目企画調整費から 135 ペー

ジ 17 目諸費まで。質疑のございます方はどうぞ。 

15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。127 ページの移住・定住促進事業で、ここでちょ

っと伺うべきなのかなと思って伺いたいのですが、まず、定住よりも移住のほうになると思う

のですが、今回、東北の災害がありまして、白老町でも 67 軒の雇用促進住宅を含めてこちらの

ほうに受け入れるという準備はできたということで新聞等にすごく載りましたので、募金をし

ているときもそうだったのですが、町民の方々からいろいろな問い合わせがすごく来るのです。
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すごくいいことだと、本当に受け入れてもらいたいということでお話があるのですが、その中

で、本当に町民の方々、後々のことまで考えられまして、白老町の人口が減っていると、もし

かしたら向こうもその土地が安心ではないかもしれないから、こちらに定住になるということ

もあるのではないかと。そういったことから、今後白老町の対応がすごく大きく後々に影響す

るのではないかというふうにまで言ってくれる町民の方々もいらっしゃるのです。それで、私

もちょっといろいろそういうお話を伺いながら考えてみたのですが、今回この受け入れはまだ

時期等ははっきりしないということだと思うのですが、今後受け入れるということになると衣、

食、それから学校、保育園関係、幼稚園関係、病院、それから雇用も含めて今後いろいろな対

応が必要になってくると思うのですが、この受け入れは今の町民会議にも行きましたけれども、

生活環境課での災害対策本部みたいな、中心になってやっていますけども、今度、部長会議も

やって全体的な受け入れの会議もすぐできるようになっていますので、今後そういった受け入

れのシステムだとか、それから、そういったことに対して町民への、もちろん今回の募金とか

町内全部通して本当に町民の方々が日曜日もきのうもかなりの方が駆けつけてくれていました

ので、そういう通達は今こういう時期ですので、すごく伝わり早いかなというふうに思うので

すけども、そういったことまで考えられているかどうか。その辺ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 避難者の受け入れに関する質問でございますけれども、町の

内部としては災害支援本部というのを立ち上げまして、これについても打ち合わせをしてござ

います。道のほうでの公的な住宅の要請等もございますけれども、白老町については公住以外

に雇用促進住宅あるいは一般町民の方から民間住宅の提供というお話もございます。そういう

ことも含めて、まず家屋の提供あるいはそれにともなって、もし来られるとなれば家財道具が

必要となってきます。こういう部分でもいろいろな家財道具を提供できるというようなお話も

承っています。そういうものを受けて、さらに、実際こちらに来られたときの生活支援という

ことで総合的な窓口を設けたり、また、個々のいろいろな、先ほどご質問ありました、教育の

部分とか仕事の部分あるいは福祉の施策、それぞれ担当課挙げて、役場の組織、内部で連携し

ながら総合的に進める準備をしているということでございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 総合的な受け入れる体制ということで、まず、時期的なものはまだ

はっきりしないですね。これからまだ落ち着いてからになるのかなというふうに思うのですが、

皆さん、いつ頃来るのとかそういう心配されているのと、もう１点、皆さん心配されているの

は、衣類もみんな集まってくるだろうと、いろいろな生活用品も集まってくるのだろうけども、

生活費、いろいろなものを買って生活をするわけです。そういった部分というのは、これも町

のほうで支援していくようになるのかというお話もちょっとあるのですが、その辺どうなので

しょうか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 生活道具の関係については、町民の方あるいはいろいろな機
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関から寄せられたものを活用するという形になると思います。ただ、生活費の部分については、

まだきちんとした形で国の考え、あるいは仙台市、あるいは北海道の考え方、ちょっとまだ来

ておりませんので、ここのところは情報収集しながら白老町の役割はどういう部分になるかと

いうのを早々に整理していきたいと考えております。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 今ほどの質問のことなのですけれども、やはり私のところにも今回の

震災でぜひ役場で受け入れしてほしい、公営住宅借りてほしいという問い合わせが来ているの

ですけど、今、準備進めているとおっしゃっていましたけれども、現実的に、例えば前回も町

長おっしゃっていましたけども、教員住宅だとかそういうところ、受け入れられる日数という

のか、いつ頃から受け入れるのか。その辺だけ１つ教えていただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 先ほど吉田委員への答弁、ちょっと不十分な部分があったのですけど。

西田委員も同じ質問だと思うのですけど。まず、まちとしては、もう受け入れることができま

すと。あと、例えば今の雇用促進住宅であれば、冷蔵庫とか洗濯機とかテレビのたぐいと、来

たと同時に、例えば町民の皆さんになべとか余っている物があればということができると思う

のです。ただ１つ問題は、今新学期が来月７日、８日に始まりますので、一番心配なのは学校

の部分だと思うのです。それで、まず仙台市もそうなのですが、もう一つは、石巻、日本製紙

の石巻の工場も全滅しているわけです。うちの建設部長のほうから日本製紙にそういう住宅も

実は空いておりますと。あと、教育関係であれば、今定員までいっていないですから、小学校

１年生なら 35 名、２年生からは 40 名、定員割れしていますので、その辺も含めて受け入れる

ことができますということをまず仙台市に伝えなさいと。そして、石巻の日本製紙のほうにも

伝えなさいと。うちのまちに工場あるものですから。ですから、何々用意しなければ受け入れ

られませんだとか、それは何も考える必要はないので、今、向こうが大変な思いで生活してい

るわけですから、向こうには、まずそういう意思は、仙台市のほうと日本製紙のほうには、で

すから、仙台市と石巻のほうには伝えてくださいというようなことで日本製紙通じてやってい

ます。ですから、向こうのほうの体制ができれば、こちらはいつでも受け入れますと。受け入

れることができますということは伝えてあります。ただ、石巻のほうはかなり、今、工場の中、

聞いたらまだ捜索しているということなので、大変な状況なので、いずれにしてもその意思だ

けは両市には伝えて、日本製紙通じてです。仙台市のほうは直接伝えているのですが、その意

向は伝えてあります。意思は伝えてありますということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 吉田委員が質問したので、私、それはいいです。ぜひ、今町長もお話

あったように、日本製紙は地元にあるので、少しでも手を差し伸べてやっていればやっぱり白

老の気持ちが十分伝わって、また地元の企業ということで生きていくのかなと思いますので、
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その辺はぜひ、町長のトップ決断でぜひやっていただきたいなと思います。 

 それで、129 ページいいですよね。自治基本条例の推進事業、これについては見直しという

ことでありますので、私も前にパブリックコメントのことも質問していますけど、それを含め

て作業工程、どこまでどういう手順で何を今年度するのかと。それでどういう結果のところま

でいくのかというような部分の工程的な部分と、審議する内容についてご質問します。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画生活課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 自治基本条例についてでありますが、今３月の広報で検討

委員会の委員を募集しております。具体的にはまだスケジュール等詳細については実際のとこ

ろ詰めておりません。委員が決まりまして、４月くらいをめどにその辺のスケジュール等を含

めて新しい委員さんと検討したいなと考えております。 

 それと、パブリックコメント条例も出ておりましたが、自治基本条例のほうは予算いただい

ておりますが、パブリックコメント条例につきましてもこれをあわせて一緒に進めたいと考え

ております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 体制の問題ですけど、これを見たら４人となっています。前回、自治

基本条例を制定したとき、かなり大がかりな形でやったと思うのですけども、こういう４人の

委員の、回数は別として、そういうような委員会の組織であれだけの基本条例を十分に検討し

て、今まだ工程表も何も決まっていないと言っていますからどうかと思いますけど、その辺の

考え方はいかがなのかなと。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 外部委員につきましては４人なのですが、町のほうの行政

サイドは部長等かなり入っておりますので、人数は４人ということはありませんので。役場内

部はそれなりの体制でやりたいと考えております。外部委員について４人ということです。前

回は制定ということで人数もかなり多くて期間もふえましたが、今回はまず見直しを検討する

ということですので４人で十分かと考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 僕は予算の査定というか、事業として、逆に言えば作業工程もこれか

ら決まるとこう言っています。その基本条例の見直しの中で全体的にやるときに、部門、部門

にそういう外部の委員さんを入れて客観的な議論をする必要があるのではないかと。たった４

人だけでいいのですかということなのです。 

○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） 基本的に制定ではなくて見直しですから、外部委員は４人と

いうことで考えております。そして、なおかつ各、例えば商工会だとか体協だとか消費者協会

とかそういったところは個別に意見を聞く場、意見交換をする場、この４人を含めた中でそう
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いう形で広く町民の意見を吸い上げるという、そういう手法でやっていきますので、漏れなく

いろいろな各層、各年齢層から聞くような、意見を集約するような場所、そういうようなこと

も視野に入れながらこの検討委員会で検討していただいて、そういう方向でやるようにという

ことで事務局のほうでは考えているところでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。127 ページの企画調整費のことでちょっとお尋ね

をしたいのですけれども。１つは、政権が変わり、今回の大震災という状況の中で、今までの

国、道の継続事業がどういうような変化をしつつあるのか。変化しないならしないで結構でご

ざいます。昨年度は白老川の河川改修等々も含めて事業に入ったと。フシコベツは完成でブウ

ベツはまた入るというようなこともありましたけれども、そういう国、道の継続事業がどのよ

うな状況になるのか。国の予算もまだですけれども、見通しがどうなっているかということ。 

 それから、町として新規に要望していて盛り込まれそうだなというようなものがあるかどう

か。当然、震災の関係で今大量の 16 兆円とも言われる予算が必要になってくるわけですから、

大変な状況になるとは思うのですけれども、そこら辺の見通しがあれば一つお尋ねをしたいと。 

 それから、次の 129 ページの今の自治基本条例の関係なのですけれども、見直しのやり方、

どういうふうな形で見直しをするのか。具体的にこういう形で見直しをしますということがあ

れば。その点だけ。 

 それから、次の第５次白老町総合計画策定事業がございます。これの部分は予算が 130 万円

ついておりますけれども、策定のスケジュール、また、具体的な策定の方法、議会との関係、

町も議会も改選があるわけですけれども、そことの関係はないのかどうか。この点についてお

尋ねをしたいと思います。 

○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） 今回の震災にともないまして大きな災害復旧事業が行われる

ということで、それによる影響という部分でございますけども、それにつきましては、今新聞

報道でも補助事業の分だけで 7,000 億円だとかそういった数字が出ております。それには直轄

事業とか含まれていないのです。港湾だとか空港は含まれておりません。そういった中で想像

を絶するような予算が災害復旧のほうにかなりシフトされるということで、公共事業全体もそ

ちらのほうに行ってしまうということは予想されます。ただ、今平成 22 年度において 23 年度

概算要求していると、そういった補助事業については余り影響ないのかなと思いますけれども、

国の直轄の部分、ここの部分はやはり影響を受けるのかなと思います。例えば人工リーフだと

か、これは災害持っているところと同じようなセクションのところですから、人工リーフの進

捗がちょっと遅れるのかなというふうに考えております。 

 また、トンネルのオープンカットで４車線が実現した虎杖浜地区。それが３月 10 日で供用開

始されたわけですから、23 年度以降引き続き社台地区だとか、まだ町内には 12 キロの２車線

区間が残っていますから、それらの影響は避けられないのかなと思っております。町としては
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全力を尽くして４車線化については引き続き行えるように 22 年度中も関係省庁のほうには強

く要望してきたところでございます。ただ、今これからどのような状態になるか。総体的な金

額がまだ出ておりませんので、道庁を通じて、その辺の情報まだ一切入ってきておりませんの

で、今後はそういった情報を収集して、速やかに町としても対応できるような態勢を整えてい

きたいなとこのように思っているところでございます。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） まず、自治基本条例の見直しの仕方ということですが、先

ほど前田委員のほうにも説明しましたが、今検討する委員を募集しておりまして、その方が決

まり次第、その方々を含めて４月中に見直しについて詰めていきたいと考えております。 

 また、総合計画なのですが、スケジュールにつきましては、総合計画の審議会委員につきま

しても３月の広報で募集かけております。それで、２月 28 日に策定委員会、町でいくと部長

職以上、それから学識経験者４名の策定委員会を開催しております。それで、第１回の審議会

を５月頃に考えて、12 月くらいまでを考えております。 

 それから、議会との関係なのですが、議会のほうには全員協議会等で策定方針計画日程等に

ついては５月か６月くらい、できるだけ早いうちに説明したいと考えております。それで、10

月末に町長・町議選挙がありますので、そちらの町長の公約等の反映もそれが終わり次第確認

して、議会に対して計画案の上程・審議については町長・町議選終了後できるだけ早いうちに

と考えております。それで一応、計画の承認を今のところ詳細詰めておりませんが、来年３月

と考えてはおります。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今こういう状況ですから詳しいことはなかなか無

理だというのはよくわかります。ただ、白老町にどれぐらいの影響があるのか。例えば人工リ

ーフだとか４車線化というのはある意味とまらざるを得ないだろうと。ただ、港は港で直轄で

やる部分ありますよね。それで、河川だとかそういう部分に一体どういうふうにやっていくの

かなと。今の話では新規はかなり厳しいというふうに見たほうがいいのかなと。当然、道も国

の予算で動きますから、道の仕事もそういう形になるのは仕方がないのかなと思うのだけど、

そういう考え方でいいかどうか。簡単でいいです。 

 それと、僕が今言った見直しのやり方という意味は、例えば自治基本条例で言えば、前回は

町民と議会と行政と３カ所でやりました。そういうやり方はまだ考えていないのかということ

を聞いているのです。方向づけ、スケジュールはこれからだと。まさか外部委員の皆さんが入

って３カ所にするか、今度はみんなでやるのかとか、そんなことはそこで決めるのではないと

僕は思っているのです。だから、町は考え方としてこういうふうにやるというものがないのか

ということを聞いたのです。まず、やり方という意味は。 

 それから、総合計画のほうはわかりました。基本的な部分で、例えば栗山町のように住民の

方々が中心になってつくった、議会もつくった、それをすり合わせてやったというところもあ
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ります、現実的に。そこら辺のやり方、手法。要するに行政が主導するのか、それとも町民の

意見をよく聞いて、それを行政が具現化するのか、議会は議会としてそこに意見を取り入れる

のか。そういうことが少しでもやり方として、基本的な考え方として町はどういうふうに今回

は、５次計画をどういうふうに考えているのか。その考え方を聞きたいのです。そこだけ。固

まっていれば。 

○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） 最初の１点目なのですが、これにつきましては、まず、災害

が起こる前から国の財政状況が非常に逼迫しているということから、まず新規の事業というの

がほとんど厳しい状態なのです。それに拍車をかけるように今回の震災ですから、ますます厳

しい状況というふうに考えております。町としては継続している事業、これについては要求額

満額つくように中央のほうに要望かけていくというそういう考え方で、新規のほうはかなり厳

しいという見通しは立てております。 

 それから、自治基本条例なのですが、この部分につきましては、まず、見直しをする必要が

あるかないかといったようなことを検討委員会の中で検討してもらって、その中で見直しの必

要性というものがここの部分、あの部分という部分が出てきた場合、例えば町民の部分、行政

の部分、議会の部分だとか、そういう部分がどうしてもやっぱりここは変えたほうがいいので

はないかといった部分をまずここできちんと把握すると、意見を出してもらって把握すると。

それに基づいて関係団体に新たにまた別の組織立てをするかしないかも含めた中でこの策定

委員会の中でもんでいこうということで考えております。まず、見直しをするかしないか、そ

こが一番大事なところで、そこの入口の部分をこの策定委員会でやりましょうということなの

です。その後については町で必要な団体についてそれなりに意見を聞くというふうなことをき

ちんとやっていこうという考え方です。 

 それから、第５次総合計画の策定なのですが、これは当然、行政だけがつくるわけではござ

いません。町民の意見を広く聞く、それから、議会の意見を聞くといったこと、これについて

はしっかりやっていくという部分がございます。やっぱり、決められた非常に厳しい予算の中

で長期展望に立った予算をどう使うか。あるいは短期のサービス、必要とするサービス、それ

らをどうするのだと。この配分、２つをうまくバランスとってやらないと、まちというのは残

りませんから。ですから、そのためにはやっぱり多くの意見を聞かなくてはいけないと。それ

で、前回の総合計画も８年で、４年、４年と。これは４月の統一選を前提にしてやっていたわ

けなのです。ところが、今うちは 10 月末とかそういう形になったものですから、非常に議会

の皆さんの意見を聞くという部分、このタイミングが非常に難しくて、基本的には私たちは行

政としては今いる議会の人たちに提案して、それで意見をいただくというスケジュールは立て

ております。ただ、選挙後、もう大半の議員の方が変わられたといった場合、やはり、そこは

もう一回、もう一度きちんと議会の意見を吸い上げるだとか、そういったことをいろいろ。そ

れは首長が変わる場合もありますでしょうし、そういったことを念頭に置くと、そういった最

悪の事態を想定すると、やはりかなり来年の３月 31 日に計画決定をするというのはそういっ
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た場合難しいかなと思いますけれども。ただ、今の時点ではやはり３月 31 日をめどにスケジ

ュール立てしているということでご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 自治基本条例の関係です。基本的に考えなければならないのは、あま

りにも民主的に町民の声を広く何回も聞くというようなことがはたして、無駄とは言いません

が、それがこういうものをつくる場合に本当にいいのかと。例えば議員の皆さんも一定の権利

というか仕事を任せられているわけです、町民の方から。ですから、広く聞くというその意味

合い、団体に聞くのは結構だと思うのですが、それを繰り返し、繰り返しやるのははたしてど

うなのかなと実は思っております。それは議会側でもこれから議会改革の中で議論する話だと

思うのですが。それで、自治基本条例については一定の方向性を出しますけど、ただ、今の基

本条例で何か修正しなければならないことがあるのかどうかということから始まると思いま

すので、まるっきり何か問題あって変えますと、修正しますということではないと思いますの

で、若干しか変わらない部分も多分あり得るということでまず考えていただきたいと思います。 

 それと、総合計画の関係なのですが、基本的にこういう東北関東大震災みたいなことがある

と公共施設の基本的な考え方が変わってくると。それは特に防災上の観点をかなり入れなけれ

ばならないので、学校の適配の基本的な考え方から変わってくると思います。ですから、公共

施設全般に国全体でおそらく考え方が変わるような気がします。我々が出す前に国から基本的

な考え方が多分出てくると思うので、それも待ちながら防災の部分は進めていきたいのですが、

基本的に公共施設そのものの整備の仕方も、川、道路、箱物、全部変わってくると思います。 

 それともう一つは、今これから高齢化が進んでいますので、まちとしては重点的な部分で高

齢化社会の対応といいますか、その施策が重点的になってくるのではないかと思っています。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。町長の答弁でわかりました。それで、１つはこう

いうことなのです。自治基本条例は、議会は議会として今見直しやっているわけです。そうい

うものを盛り込む手だてをどうするかということがよくわからないものだから、それで聞いた

のが１つ。そこはそうなのです。だから、どうのこうの、絶対議会の言うこと聞けとか、そう

いうことを言っているのではないのです。そういうことを一緒にやれるような方策を考えてい

ただきたいということが１つ。 

 それから、今の町長のおっしゃられたとおりだと思うのです。多分、総合計画はそういう視

点で、観点で見直しがされていかざるを得なくなるでしょう。そうなったときに議会との関係

で意見を聞きますということなのか。それとも、議会は議会で独自で一定限度の話し合いをし

ながら、町とのすり合わせになるのかどうかわかりません、議会の考え方を聞いていただくと

か。そういうことを仕組みとしてまだなかったらなくていいのだけど、どう考えるのかという

あたりが。要するに大切なのは、町長が今言われたように我々議会が町民の代表だとしたなら
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ば、そこの意見がきちんと反映される、今まで反映していないという意味ではないです、だけ

ど、仕組み。栗山町では、議会は議会として総合計画をつくって町に提示をして町とのすり合

わせをしたところも実際にあるのです。それが全部いいかどうかは別です。だけど、そういう

議会と町とのかかわりをどういう形でつくっていただけるのかなと。特に今部長が答弁したよ

うに 10 月だと、来年の３月 31 日につくるとなったら、これは一体、議会との関係はどんなふ

うになるのかなと、僕自身はさっぱりイメージとして浮かばないのです。今いくら言ったって、

10 月で改選になって違ってしまったら、これまた本当に困ってしまうなという気がしているの

だけど、その時点で考えるのなら考えるでも結構ですけど、何かあれば。２点です。 

○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） まず１点目の自治基本条例の見直しの件なのですが、ここの

部分につきましては、当然すり合わせるというそういう行為、それはどんな形かというのは今

後議会との協議の中で進めていきたいなと。ただ、考え方をきちんとお互いに確認し合って、

変えるなら変えると。そのことはしっかりやっていきたいと思います。それが全員協議会なの

か所管する委員会のほうで受けるのか、その辺は議会と相談させていただきながら進めていき

たいと思っています。 

 それから、総合計画の件なのですが、これは前回の例でいきますと、第４次のときはやはり

特別委員会をつくって、町のほうで素案ができて、例えば特別委員会でもんでもらうとかそう

いう形になると、結局９月ぐらいに特別委員会をつくってもらっても 10 月に選挙、改選なの

です。そうしたら、また特別委員会をつくってとなるわけです。前回の第４次のときはそうい

うことで年度がやはりずれまして、次の年の、ですから今回のケースでいくと 24 年度の９月

の議会ということで計画決定を行ったという経過があります。ですから、しっかりと議会との

考え方のすり合わせと言ったら変な言い方ですけども、議会の考え方とともに総合計画をつく

っていくといった場合、そのあり方については当然議会のほうでどんな形で町との考え方の交

換をやるかというのは、議会のほうで考えていただくのですが、ただ、町としては、そこのと

ころはしっかりやりたいというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

 暫時休憩をいたします。 

休憩 午前１１時０５分 

                                         

再開 午前１１時１９分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ほかございませんか。 

５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 私もどこの場所で聞いていいかちょっとわからなかったので、この第

５次白老町総合計画策定事業というところでお尋ねしたいと思います。 
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 今回の震災は想定をはるかに超えた震災ということで、昨日もＮＨＫスペシャルをご覧にな

った方がいらっしゃると思うのですけども、こちらのほうに逃げてくださいということで、津

波があったときはこちらに逃げてくださいと。決まっていたところに逃げたのだけれども、天

井近くまで水が来て、命からがらカーテンにしがみついて首だけ出した人は助かったけど、そ

こに逃げた人のかなりの方が亡くなられたと。このようなことがございました。今回の震災で

白老町も大津波警報がしばらく続いたわけですけども。 

○委員長（及川 保君） 山本委員、それは災害対策のところがいいですね。 

○５番（山本浩平君） わかりました。そのところで伺います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。134 ページ２項徴税費、１目賦課徴収費

から 147 ページ６項１目監査委員費まで。質疑のございます方はどうぞ。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。３款民生費に入ります。148 ページ１項

社会福祉費、１目社会福祉総務費から 159 ページ２目老人福祉費まで。質疑のございます方は

どうぞ。 

15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。151 ページ地産地消推進食の安全・安心普及啓発

事業の中で、この事業はたしかＮＰＯ白老消費者協会への委託事業ということでなっているの

ですが、22 年度は 257 万 2,000 円なのですが、23 年度は 120 万円ほど多いのですけれども、

何か事業としてつけ加えられたのかどうなのか。その点１点伺いたいと思います。 

 それから、もう１点。高齢者福祉のほうで 157 ページ高齢者見守り生活支援事業での携帯電

話の貸し付け事業のことなのですが、本年 25 台増ということでこの間補正が通っているので

すが、約 100 台となるのですけれども、今現在、白老町の高齢化率、安心筒は大体 2,000 世帯

が対象だというお話だったのですが、この見守りのための携帯の必要な世帯数をどのように押

さえられているのか。その点ちょっと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） 地産地消事業の増となった部分のご説明をいたします。まず、

増となった部分につきましては、電気料金、それから水道料金、それから燃料費と事務所を借

りる賃借料、これらが増になっております。合計しますと 110 万円ほど前年度より増となって

おります。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 携帯電話の関係でございます。現在 75 台、23 年度におい

て 25 台、合計 100 台を貸し付けする予定で今やっておりますが、今後必要な世帯という形に

なれば、うちのほうで今現在お貸ししている、対象となっている方が 70 歳以上の独居、もし



 20 

くは 70 歳以上の高齢者夫婦世帯ということでやっておりますので、世帯数までは今のところ

把握はしておりませんが、そういう形で対象者の範囲というのは決めてございます。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 地産地消推進と食の安心・安全普及事業で、これは消費者協会に委

託、先ほど言いましたけども。この目的というか果たす役割ということなのですが、アンテナ

ショップの事業拡大にともなうさらなる食生活の安心・安全と、食の地産地消の推進事業の展

開ということなのですが、もう１点、消費者協会の１つの事業として、いろいろな詐欺等によ

るそういう相談体制だとか。その相談体制は場合によっては生活環境課にある生活相談員のほ

うにつなげているという形なのですが、今回場所が移転をするということで、そのことについ

て、この目的、それから、あそこは高齢者が集えるそういった憩いの場としてもたしか立ち上

げたと思うのですが、そういった目的と今移転する場所との、目的がきちんと果たせていける

のかどうなのかということがちょっと。そして、ここはたしかリサイクル銀行も兼ね備えてや

っていたような気がするのですが、そういったことも含めて、段々高齢化率が上がっていく中

で歩く範囲と言っていいのか、そういうことを含めるとほかに適当な場所がなかったからあち

らに移ったのか。あちらが悪いということではないのですが、その目的に沿っていけるという

ふうにとらえているかどうか。その点伺いたいと思います。 

 それから、もう１点。携帯のほうなのですが、これは本当に全国的にも日本で初めてのモデ

ルケースとしてやっていますので注目をされておりますけれども、各市町村からも問い合わせ

が来て、３月の定例会等でこの実施についての質問をされている議員さんも結構いるのですが、

こういったことを含めて本当に効果、その利用していく中で、今回、臨時職員を雇って相談体

制とるのですけれども、そういった高齢者の不安等が訴えられていないかどうか。その点ちょ

っと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） 消費者協会の場所の関係にお答えいたします。協会さんのほ

うと一緒になって場所につきましてはまちの中ということで、八方手を尽くしたのですけども、

結果としまして現在の場所に移るということになりました。それで、場所的にはまちの中では

ないので不便なところは確かにあるというふうには認識しております。協会さんとの協力の中

でいろいろなことについてリサイクル銀行も含めて今後進めていきたいというふうに考えて

おります。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 携帯電話の関係でございます。現在、生活支援員１名を臨

時雇用しておりまして、その者が毎日、毎朝、利用者からの歩数計のメールをチェックいたし

まして、メールが送信されない方、もしくはゼロ歩だった方、この方々に対しましては電話も

しくは訪問という形でご本人との安否確認をさせていただいております。中にはやはり操作が

なかなかうまくいかなくて待機画面をちょっとずらしていて送信されなかったとかというこ
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とが結構あるということで、決して皆さん携帯電話を持つことに嫌がってはいないというふう

には思っています。効果といたしまして、実は利用者さんすべてではないのですが、たしか 20

人ほどの方にアンケート調査をしました。回答といたしましては、やはり持って安心している

とか。役場とつながっている安心感があるというようなことをされております。ただ、やはり

操作が難しいということも聞いております。そういう方々につきましては、生活支援員が訪問

することによって操作をやっていただく、覚えていただく、そういうことはやはり何度もやっ

ていかなければ操作というのはなかなか難しいとは私のほうも自覚しておりますので、生活支

援員のほうにはそういう形での訪問ということも伝えてありますので、今後につきましてもそ

ういうことは継続していきたいと思っております。それで、やはりなかなか予約という買い物

支援、そういうことにつきましてもなかなか実態としては、件数的には多くはございません。

というのは、やはり操作が難しい、一人で操作するというのがなかなか難しいということで、

そういう方につきましても生活支援員が訪問して、一緒に予約してみましょうというような形

で操作を覚えていただくというような対応をしております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 地産地消の推進のほうなのですが、私、消費者協会が今現在の地に

引っ越してきてから発掘堂ができ、それからグランマができて、本当にいろいろなそれぞれの

役割を果たしていると思うのです。本当に発信の場がたくさんあるというのはいいのですけれ

ども、白老町としてこういった地産地消の推進のための、商店街の活性化ということも含めて

いると思うのですが、ぽん、ぽんとできて、それぞれが目的を持ってやっているのですけども、

もうちょっと白老町としてどうあるべきなのかというふうな、そういった形がないのかなとち

ょっと思って。それぞれが役割をそれではどういうふうに果たせばいいのだろうということの

とまどいもあったりするときもあったのです。そういったことから含めると、アンテナショッ

プとしていろいろな役割をたくさん持っていて、それぞれまた個々の大きな役割も持っている

のですけれども、いろいろな活性化だとか地産地消含めて、町民の生活を守っていくというこ

とからも含めて統一したものが必要なのではないかなというふうに思うのですが、その点の考

えを伺いたいと思います。 

 それから、本当に携帯電話は命を守るという一つの、安否確認も含めて本当に使い方をなれ

ていただきたいなというふうに思うのです。これは、70 歳の単身、それから 70 歳以上の夫婦

世帯が一応対象ということで、安心筒と同じ 2,000 世帯くらいが対象になる世帯はあるのかな

と私はとらえていたのですが、これは今後またにふやしていく必要が出てくるのではないかな

と思うのですが、これは高齢者がある程度行き届いたら、70 歳未満の本当に身体に障がいのあ

る方、これは高齢者向きなので、でも、これからは白老町の財源でやっていくのではないかと

いうふうに思うのですけども、この辺、そういったところまで拡大ができないのかどうなのか。

まだ、そちらまで手を伸ばすまでいかないのかどうなのか。その点ちょっとお考えを伺ってお

きたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（辻 昌秀君） まず、地産地消の取り組みですけれども、これは消費者協会

にとって本来の消費者保護とか消費者相談とかそういう部分以外に情報発信をしていきたい

と、そういう部分でああいう店舗をあれまで構えたのかなと思っております。店舗自体が取り

壊し対象になったということで移転せざるを得なくなり、結果的にはそういう場所になってご

ざいます。関連してほかのお店のお話もございましたけれども、基本的にはコミュニティーの

ショップといいますか、そういうものを一つ消費者がああいう形でやることによって、やはり

その意義というのがほかの団体さんとか、また、ご婦人の方々にも伝わったのかなと思います。

この統一したものという部分では、消費者協会がリードしてということにはちょっとならない

かと思います。やはり一つの地域の中でのそれぞれの団体、あるいはそういう方々の思いの中

でコミュニティーショップというのは運営されるものかなと思っておりますので、特に行政と

してこうだということになかなかならないのかなと思います。 

 それと、次の携帯電話、今後ふやす上での方針ということでございますけれども、現在、大

体希望される 70歳以上の方にはある程度答えられるという形になってきておりますけれども、

やはり今、使っている方々の情報が、使いみちといいますか、そういう効果が伝われば、まだ

高齢者の方の利用というのがふえるのかなと思います。当面については、まだ始まって１年も

たってございません。やはり使っていく中でその実績を見ながら、また違った形での利用とい

うのは検討させていただきたいと思います。当面は一応高齢者中心ということで考えてござい

ます。 

○委員長（及川 保君） 長澤健康福祉課参事。 

○健康福祉課参事（長澤敏博君） 携帯電話の関係で、実績といたしましては８月に貸与を始

めまして、これまで 75 台を貸与しまして、実際に救急車の出動件数が６件ございました。こ

の方々は幸い命に別状はなく、救急車で搬送されて入院もしくは自宅に帰ったという実績がご

ざいます。それで、買い物につきましても実績といたしましては、月でいきますと大体 10 件

から 20 件ぐらいの間で予約というのもあります。相談につきましては、支援ボランティア、

申請のときに出していただいたお近くにお住まいの方が支援ボランティアとして登録されて

いる方に相談という形でいくわけなのですが、ほとんど近所の方なものですから、なかなかそ

れを使わないで直接お話するということが主となっておりまして、相談件数というのはそれほ

ど実績としては上がってきていないのが現状でございます。携帯電話の実績としてはそういう

形となっております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。151 ページ循環福祉バス運行事業経費について

お伺いします。その中で委託料のところで、循環福祉バス停除雪業務委託料とありますけれど

も、これは何名ぐらいの方が委託を受けているのか。それと、これは町全体の福祉循環バスの

バス停にかかわるわけですね。それでちょっとお聞きしたいのですけれども、バス停の除雪体

制というのはきちんと確立されているのかどうか。そのことについてお聞きします。 
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○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今ご質問ありました件でございますけども、バス停の除雪に

ついては、高齢者事業団に年３回、これは降雪があったときに除雪するということで、人数に

ついては事業団が手分けしてやってございます。年３回やっていただいてございます。あと、

そのほかに当然降った場合については、随時除雪していただくような体制をとっております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） 11 番、土屋です。地域によって差があるのか、私、全部の町内の

バス停を点検したわけではないのですけれども、少なくても私が住んでいる地域ですけれども、

大型の除雪車が入った後、うちの近くにバス停あるものですから見ますと、全く除雪がされて

いないわけなのです。それが２日も３日もたつと固まってしまって、私たちも仕方ないからス

コップ持って除雪するのですけれども、とっても人海ではできないような雪の重さなのです。

そして、特に朝の９時頃、元気号が来るときは、高齢者の人方がそれこそ今まで広い車道だっ

たのが、ほとんど半分ぐらいまで道が埋まってしまうものですから、もう車スレスレに、乗用

車が走っても何走っても。バス停にいるということが非常に危険なのです。そういう部分では、

いち早く除雪することが必要ではないのかなと、ことしの冬、随分あちらこちらで確認したわ

けなのですけれども、その辺の徹底をしていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 基本的には高齢者もしくは利用される方は大変高齢な方が多

いということですので、除雪については、基本的には早急に利用される時間までに除雪を終え

るように高齢者事業団のほうに依頼してございますけども、そのほかでなかなかそこら辺がう

まくいっていないということがありましたが、今後、そこら辺も踏まえて対応していくように

考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 11 番、土屋かづよ委員。 

○１１番（土屋かづよ君） ３回目の質問になります。字白老のほうはわからないのですけど

も、広い町道と、それから歩道があります。その場合に同時進行ということはできないのでし

ょうか。町道と歩道と。結局、大型除雪車でやると歩道に全部雪が上がってしまうのです。そ

うすると、歩行者は歩道が歩けないために仕方なくその道路歩くわけなのです。その辺の指導

というのをきちんとしていただきたいと思っておりますけども。 

○委員長（及川 保君） ただいまの質問はここまでやっておりますから、道路で答えるしか

ないのですよね。今回だけは認めましょう。道路の部分で建設部長のほうから答弁を願います。 

岩城都市整備部長。 

○都市整備部長（岩城達己君） ただいまのご質問でありますが、道路に関係してきますので

私のほうからお答え申し上げます。まず、車道の部分は大型ショベルですとかグレーダーなり、

そういった大型重機で車道は除雪します。歩道は小型の除雪機を使ってやるものですから、そ
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れぞれ重機を持っているところでエリアを決めているのです。Ａ業者さんは大型重機持ってい

るけど、小さいのは持っていないと。そうすると、小さいのはＢ業者さんで歩道をやるという

ことで、その地域によってもやっぱりずれが出てきます。ですから、今あったとおり一緒にや

れば一番いいのではないかという部分はなかなか難しい点がございます。ただ、やり方として、

できるだけ車道優先させて、次に歩道入ると。割とその辺の、後から大きい雪が残ってという

のはないかもしれませんが、ただ、通学路は早く除雪してやりたいという部分もありますので、

その辺は十分現地見ながら調整はしていきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。158 ページ３目身体障碍者福祉費から 175

ページ８目アイヌ施策推進費まで。質疑のございます方はどうぞ。 

２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） まず、171 ページのイオル再生事業です。これは 23 年度から機構より

直接町が受注して発注するというような方法に変わったと、こういうことであります。そこで、

これをやると町の職員の負担が非常に大きくなると思うのですけども、チキサニの職員の業務

との住み分け、その辺についてはどういうふうに整理されているのか伺います。 

 それと、175 ページ民族共生象徴空間整備事業促進事業であります。この事業にとっては私

も一般質問でしていますけども、重要な施策課題であって、広く町民に情報を提供して理解と

認識をしていただくことが必要だと、こういうことを私は再三言っています。それと、アイヌ

政策推進会議の作業部会にも、白老町にまた当てはまりますけども、アイヌの人々が総意をま

とめていくのが今後の課題だと、こうされていますけども、この２点についての部分に対する

対策にかかわる事業経費はこの予算で見られているのか。あるいは、その部分も十分議論され

て予算を新規に組み入れたのか。 

 それと、それと合わせて具体的にこの促進事業の内容と今後これらでどういう展開をされて

いくのか。その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） まず１点目のイオル事業についてであります。イオル事業

につきましては、平成 18 年から白老町は始まっておりますが、18 年のときには今年度のよう

に一括で町で受けておりました。それで、19 年から 22 年までが白老町はイオル事業の全体分

の事業だけを受託して、あとは直接機構から博物館等への委託としておりました。事業のやり

方というか進め方としまして、白老町内のイオルの検討会議というのを設けております。博物

館、それから白老モシリ保存会、教育委員会、うちのアイヌ施策推進室、それで毎年度の事業

計画、それから要望等を機構にしている状況であります。それで、今までのやり方ですと、直

接機構から博物館等に発注されることから、事業の内容、いつ始まってどのぐらいの予算額で

というのがアイヌ施策推進室として見えなかったということもあるのと、あと、国がもう少し

事業を一括管理しなさいということで指導がありまして、それで 23 年度から町のほうで一括
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受けて、各博物館とかに委託という形をとることになりました。 

     それで、もう１点、チキサニの事業のすみ分けということですが、チキサニにつきましては、

例えば昨年まででは、チキサニの業務については白老のイオル事務所ですから、来館者へのイ

オル事業の説明、それからその対応等をしておりましたが、機構の臨時職員ということでチキ

サニの職員を置いていました。それで、今年度からはうちのほうで受けまして、白老モシリに

委託するという事業になりますので、あくまでもチキサニの業務についてはチキサニ内部の仕

事ということと、町は統括的な仕事というすみ分けをしております。 

 それから、民族共生の象徴的空間の事業の内容につきましては、これはあくまでも民族共生

の象徴的空間につきましては国の責務として進める事業でありますので、直接そちらにかかる

経費にはありません。あくまでもうちのほうで白老町として対応する事業を載せているだけで

あります。 

 中身的には掲載のとおりですが、例えば８番目の報償費につきましては、北海道で昨年も９

月に開催しておりますが、アイヌ文化フォーラムというのを開催しておりますが、白老町が民

族共生の象徴的空間に内定されたということで白老町で開催したいということでありますが、

それにともなう側面からの支援という形で、例えば工芸サークルだとか古式舞踊等について、

白老町としてイベントの開催協力をするということと、あとは、例えば委託料でありますが、

草刈業務委託料につきましては、旧ミンタラ跡地の解体跡を芝生にしましたが、そちらの草刈

り等の業務になります。より環境をよくして国に土地利用を図っていただきたいということと、

それと、使用料・賃借料等につきましては、共生空間の視察対応等のための経費として載せて

おります。ですから、町であくまでも直接対応する分しか経費に載せておりません。 

 あともう１点です。今後どのように進めていくかということですが、３月の一般質問、代表

質問でも答弁を町長がしておりますが、あくまでも国のほうが第 12 回の作業部会が３月 24 日

に予定しておりましたが、震災の関係で４月 13 日に延びると聞いております。それで、今春に

作業部会の報告をまとめて推進部会としてまとまりますが、23 年度中に今後のスケジュール、

それから具体的な整備内容についてはある程度国のほうで白老町に示されるかなと思っており

ます。以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 私、すみ分けと言ったのは、チキサニで４人ぐらい職員いると思うの

です。それで、白老町がもとの 18 年度から 21 年度までの仕事のやり方に戻るとこう言ってい

ますけども、今の、現状の職員の部分で職員の負担がふえないのかということです。臨時職員

がこちらに来るみたいな言い方だけども、そういう形の中でいいのですかということなのです。

もう少しやっぱり機構のほうに白老町の姿勢として。国のほうがいろいろなそういう事務手続

きとか補助申請とかそういう部分の不都合でまた白老に戻ってきた部分ってあるのです。そう

いう部分をまた事務処理が悪いから白老町で通して責任持ってやってくれということであれば、

当然、それ相当のことを白老町としてもちゃんと言って、もし臨時職員が来るようであれば、

そういう部分は町が出すのではなくて手当てしてもらうとか、要するにふえた部分どういう対
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応をしていくのかという部分をちゃんと整理すべきだと思います。行ったり来たりではなくて。

そういう部分ちゃんと事務レベルで整理されているのかということです。 

 それと、民族共生空間については、町長も多分一般・代表質問でお話していましたけど、こ

とし 1,500 万円の国の予算つきます。そのときに白老町としてのものの考え方を整理して国に

言っていきたいとこう言っているのです。そのための調査費とか、基本構想までいかなくても

計画的物を策定して、それを示していくと。それぐらいの意思のある予算を組んでいないのか

ということを聞いています。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） まず１点目のチキサニについてでありますが、チキサニの

管理自体については２名で管理しております。昨年まではチキサニの管理業務だけで２名、要

するに機構直接の臨時職員が２名で対応しておりましたが、今年度から白老モシリのほうに委

託しますが、コタンの再現のチセ等も含めて一括で考えております。それで、申請手続き等に

ついて、例えば町職員の負担がふえないのかということですが、あくまでも今までは町から直

接各団体等に委託をかけていたと。それで、町として全体事業がなかなかつかみづらかったと

いうこともありますので、そちらが今回一括で受注することによってそういう全体像が見える

ということで、仕事の増になるとはうちではとらえておりません。 

 それから、民族共生のほうの象徴的空間のほうなのですが、計画的なもの、具体的なそうい

うものを考えないのかという話ですが、あくまでも国が考えることととらえておりまして、一

応、今回の予算の中にも役務費の手数料の中で例えばポロト地区の土地の鑑定手数料等は町の

ほうで対応しておりますので、あくまでも民族共生の象徴的空間は白老町に内定したとはいえ、

例えば町がこういう施設と要望するとおかしな話になるといいますか、あくまでもアイヌ民族

の方が望む施設等を国がつくるべきでありまして、そうしないと各地区の要望合戦になってし

まいますので、その辺を整理して国が白老町以外の各地区のアイヌ民族の意見も聞きながらど

のような施設という整備計画をつくってからつくるのが正しいと思っております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番、松田です。このアイヌ政策推進なのですが、今、課長も言っ

ていたけども、これは白老の問題ではないのだと。そのとおりなのです。これは国がやってい

ることなのです。それで、今白老でいろいろな政策をやるけれども、これは白老の政策ではな

いのです。北海道全体のアイヌの政策なのですから。そして、文化の保存をするために、白老

は文化の保存をよそよりもしているということで指定されたわけなのです。ですから、もとも

とこの政策は機構がやるべきもの、アイヌ協会がやるものであってまちが介入するのは、私は

おかしいなと思っていました。ということは、このさまざまな政策は白老のアイヌのためにや

る政策ではありません。北海道全体の６カ所、そこの方々のアイヌ文化の保存と伝承はどうあ

るべきかということでやっていくわけですから。第一、白老がここに絡む自体が大体私は間違

っていると。それで、機構が白老を重視するのであれば、チキサニを主体にしてやればいいわ
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けであって、白老は白老でやるべきところの支援をするのが白老であって、アイヌ文化の全体

の支援、それから施策は協会や機構がやるべきものであって、私は白老が白老経由でやるのは

おかしいなと最初から思っていました。ですから、やっぱりこの辺をきちんとしないと何か間

違いあったときには他の地域のアイヌの方々が、白老何やっているのだと言われるわけです。

機構が中心になってチキサニを中心にやればいいのであって、私は白老のまちを経由してやる

のは間違っていると思うのですが、私が言っていること間違っていますか。どうですか。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） 松田委員おっしゃっているのはイオル事業のこと。イオル

事業につきましては各地区で進める。国、道から補助金はもらっていますが、イオル事業につ

いては各地区で進めるべきだと思いますが、民族共生の象徴的空間につきましては、それは国

の責務で行いますので町が主体的にやるということにはならないと思っております。 

 それで、チキサニが進めるべきということでおっしゃっていましたが、チキサニはあくまで

もイオル事業の現地事務所だけですので、町長のほうからも、例えばアイヌ文化研究推進機構

を白老町に持ってきたほうがいいのではないかという要望はされております。そういう活動も

行っております。 

以上です。ちょっと回答になっていないかもしれませんが。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 私も松田委員と同じ考えです。これは国の責任において進めるべき事

業でありますので。ただ、今イオル事業やっているのは、例えば国と道が２億円でイオル事業

の予算取りましたと。そうしたら国が１億円、道が１億円で折半して、その中で伝統工芸だと

か伝承食の事業だったり中にはチセをつくったり。これは道と国の予算で実はやっているわけ

なのです。その事業費の中には、例えば 5,000 万円来たといったら、それは財団に 5,000 万円

入るわけです。そして財団がチセをつくるにあたって作業員を雇いますから、財団の職員が指

導者となって、そしてチセをつくっているということで、今まで直接町に入って、町から財団

にお金渡したと。そのままで、素通りで。ですから全国、全道のアイヌの人たちの、そのため

に白老がいろいろな、例えば伝承者から研究者から学芸員が、白老がやっぱり学術的にも一番

進んでいたということでイオルも来たし、今回の伝統的象徴空間も来たのです。そこで私、国

に対して言っているのは、博物館を国立化にしてきちんとしたものをつくってもらいたいと。

それをきちんとつくると、例えば調査、研究、今委員言われました伝承、保存まで国立博物館

の事業として今度できるわけです。そこに学芸員も置く、研究者も置く。ですから白老はアイ

ヌ民族の文化のメッカといいますか、日本の中心地になっていくと。それで、勉強したい人は

白老に来てくださいと。それで、全道、全国にいろいろな人が白老で勉強してまた出ていくと。

そういうことを実はねらいとしているのです。それで、そのほかにも国立というきちんと名前

をつけていただきたいと。そのためには我々も、先ほど前田委員のほうからも言いましたけど、

きちんとした考え方を国のほうに伝えて、早く国立というものを進めてもらいたいという考え

方です。ですから、国の責任においてやりますと。それは絶対そのとおりなのです。ただ、我々
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がお手伝いすることもあるのです。今、機構が受けている事業の約７割から８割は白老のアイ

ヌ民族博物館でないとできないのです。ですから、うちの課長のほうからも言いましたけど、

それであればこちらに来なさいと、機構は。そういうことも実は国と道と機構のほうには私の

ほうから何回か言っております。ただ、今回１つよかったのは、今までイオル事業だとか今回

の象徴的空間、国まで来たのです。それで、僕のほうから何で一回一回東京行かなければなら

ないのだと。国土交通省の所管、窓口ですから、国土交通省の出先は北海道開発局です。開発

局につくってくださいと言ったら、去年から開発局の中につくっていただいたということで大

分、今後事業が進んでいくようになると思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 私は、そんな難しい話は言っていないのです。北海道、国がやるの

であれば、それから北海道全体のアイヌ文化の伝承保存のためにやるのですから、わざわざ白

老を経由しないでチキサニが、白老に出張所みたいなものをつくったのであれば、機構のでし

ょう、あれ。そうであればそこに直接行けばいいわけであって、何もまち経由で。先ほど前田

委員が言ったようにいろいろな経費もかかるのに。ただ、今までの財団やいろいろな経歴があ

るから、いろいろな失敗もあるし、そういうものもあるから信用されていないのです。白老経

由するということは。はっきり言うけども。だからそうやっているのだろうけども。私は北海

道全体のアイヌのことを考えれば、まちは口出しすべきものでないし、経由したにしてもそっ

くりチキサニへ、出張所あるのですからやればいいわけだし。例えば体育館の指定管理みたい

にその事業やるときは指定管理者に全部金を渡してやっているようなシステムなのですよね、

今。わざわざこれを引き受けて、今でなくてもいつか何かがあったときに大きな白老の責任に

もなるのです。これは大きな事業なのですから。ですから私は今こういうことを。もう少し勉

強をきちんとしてからもう１回言うけども、私はそう思って言ったのです。 

○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） 松田委員がおっしゃったように、やはり全道で結構経理の事

故が起きております。そういったことからしまして、町のほうに１回会計をくぐらせてという、

国、機構の意向で今回こういうふうになったわけなのです。それで、実態的にどの程度町の負

担がふえるかというと、やっぱり契約行為とかあります、そういったことがふえるのです。そ

れは事務的レベルの話なのです。でも、実態として町が管理するために職員が草刈りするだと

かそういったことにはならない。それはずっと今までと同じ、直に機構が発注したのと同じ形

で、もう既にコタンの再現空間、ああやってチセできますよね。ああいったものについての管

理はモシリがやる。あるいはアイヌ民族博物館がやる部分もございます。そういった契約事務、

それが町の若干の負担になるかなということで、従前どおりそれぞれの団体に委託してやって

もらうということは変わりはないということで、町のほうもそれなりにやっぱり会計をくぐる

ということは大きな責任を担うということ、それは間違いないと思います。その辺も踏まえた

中で関係団体と連携を図りながらスムーズな事業が執行できるように進めていきたいなと思い
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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） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 簡単に言いますと、今のチキサニの事務所は、案内所とイオル事業は

こういうことをやっていますということしかないのです。ただ、イオル事業はまだいっぱいあ

りますから、その中で全体のイオル事業でいくと、白老の博物館の協力というか手を借りない

となかなか事業進まないと。というのは、一番やっぱり白老のアイヌ民族博物館がそういう部

分では優れているのです。学術的にもいろいろな資料も持っていますし。指導的な立場にいま

すから。それで、今回、象徴的な空間の事業がきます。そのときはイオル事業はなくなるので

す。それで、また象徴的空間の事務所ができるのです。ただ、先ほども言ったのですけど、や

っぱりアイヌ民族文化推進研究機構、あれが白老に来てやるのが一番いいですね。ですから、

あんな家賃の高いところにいる必要はないのではないかということは、国と道に私、何回も言

っているのです。一番いい仕事になるのは、白老に事務所を置いてやるのが一番いい仕事にな

ります。言うとおりだと思います。 

○委員長（及川 保君） それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ０時０５分 

                                         

再開 午後 １時０５分 

○委員長（及川 保君） 会議を再開したいと思います。 

 それでは、先ほどの続きを。質疑を受けたいと思います。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。２点ちょっとお尋ねをしたいのですけど、１点、

総合保健福祉センターの管理業務の中で総合福祉センターの窓口業務というのかな、それは町

民の皆さんがご相談に行ったときに、社協もそうですけれども、どんなような対応をするよう

な教育をされているのか。先にちょっと言ってしまうと、近頃２件ぐらい、町民の皆さんから

私のところに苦情が実は来ました。ただ、それが来たからどうのこうのと言っているのではな

くて、どんな立場に立って対応しているのかと。相手はみんな困って行くわけです。先にみん

な言ってしまうけど。法律的にこうだというのはよくわかるのだけど、本当に町民の立場に立

って対応するかどうかというのは本人が一番わかることなのです。できないけれども、本当に

私の立場に立って考えてくれたというのと、いやいや、法律的にできないからこれはここでは

無理ですというのは全然違うのです。それで、そのかなり厳しい苦情が来ました、私のところ

に２件ほど。それでちょっとそこら辺、対応をどういうふうにされているのかお尋ねしたいと

思います。教育含めて。まず１点。 

 あと１点。今ずっと議論になりましたから、アイヌ民族推進機構の関係のことはいいのです

けど、173 ページの(８)、(９)、(10)、(11)というのは、これは全部博物館に委託する事業な

のかどうか。それで、もう何度も答弁されているから結構なのですけど、要するにチキサニに

機構が来ればいいのです。僕も本当にそう思うのです。皆さん言っているとおり。まずそうい
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うふうにすることが、国が本当にアイヌ民族のことを考えているという証しなのです。札幌の

いいところに事務所あって、そこに通うような役人の方はいらないのです、はっきり言えば。

いや、見ていたら、本当にそうやって言ってほしいと思います。本当にそういうふうな視点に

立ってやっているかどうかということが私は問題だと思います。もちろん、これは町に言った

って仕方がありません。町長が一生懸命努力しているというのだからそれでいいのですけども。

そこのところをやっぱりもっと強く言ったらだめなものかなということが１つ。 

 それから、象徴空間との関係なのですけど、先ほど町長、この空間のことが始まったらイオ

ル事業が終わるというような意味のことをおっしゃったのです。ということは、ことし予算が

1,500 万円ついたということになると、イオル事業というのは今回で、この 23 年度予算で終わ

りということになるのかどうか。そこら辺。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） まず１点目の職員の窓口対応ということでございますけども、

基本的には、健康福祉課には乳幼児・障がい者、それから生保の相談だとか、あとは高齢者で

す。そういう方で基本的に生活弱者がほとんどでございますので、職員、それから窓口につき

ましては常に相手の立場に立ってお話を聞いて、もちろん法律もありますけども、委員言われ

たように、法律ではだめであっても当然どういうふうな形になったらそれに近づけるかという

形の中で、常々職員のほうにも申し伝えておりますけども、そういう中でも相手が不満に思わ

れた方がもし仮にいらっしゃるとしたら、引き続き、今後ともそういう接遇に対してはもう一

歩進んだ対応をしていかなければならないなというふうに感じております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） まず１点目のチキサニに機構が来るべきという話は先ほど

も町長が答弁しておりますが、強く機構、国、それから北海道のほうにも強く訴えております。

また、173 ページの(８)から(10)の事業について委託先ということですが、これはすべてアイ

ヌ民族博物館への委託となっております。 

 また、イオル事業がなくなるのかというご質問でしたが、象徴的空間の整備が始まるとイオ

ル事業がその空間整備の事業に統合されるということになります。今イオル事業単体でやって

いますが、それが空間整備事業と合わさって空間のほうで整備を進めるということになります。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 基本的にわかりました。まず１点目です。そうだと思うのです。私、

この問題、大分以前にも一度取り上げたことがあるのです。それで、社協さんも同じなのだけ

ど、要するに職員の皆さんは一生懸命やっている気持ちなのです。それはわかるのです。だけ

ど、とらえるほうはそうとらえていないのです。いや、法律的にだめだからだめだと言われた

と私のところに電話くるわけだから。それは、私のほうに相談来たから、ちょっと行って相談

してみなさいと。親切にちゃんとやってくれますと言って行った。帰ってきたら、何さという
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ことで電話来るわけです。それがすべてだと思いません。その人が自分の要求が満たされない

ことによって不満を言っている場合もあります。そこまで私は思うのだけど、ただ、やっぱり

言われたのは、法律的に無理だから無理なのですと。それはそうなのだけど、無理だから行っ

ているのです。社協もそうなのだけど。社協に行った人は何と言ったかと、あそこに行って保

証人だとか何だとか、すべったとかと言われたら行きたくないというわけです。行きたくない

と、もう。だから、それも受けとめ方の問題ですから、全部職員が悪いなんて僕は全然言って

いません。ただ、本当にわかってほしいのは困って行っているのです。だから、困って行って

いることをちゃんと聞いてあげて、それは法律的に無理だけど、こういうこともあると、先ほ

ど課長が言われたようなことを含めて、そこのところをわかりやすく、３分でも５分でもいい

から時間あれば、それは納得してもらえるようなことが随分あるのではないかなと。聞いた私、

かなり細かく聞きました。余り言うと誰かとすぐわかるのです、対応した人が。わかると思い

ます、はっきり言って。それはもう、障害で行ったと言ったらすぐわかってしまうのだから。

その人がここへ行ったと言ったらすぐわかるわけだから。だから、そこまで余り言ったらわか

ってしまうから言わないけど、やっぱりそこら辺が、町民が一番望んでいるのはそこなのです。

だから、そこは本当に心を込めて話をしてほしいなというふうに、そういう教育をしてほしい

というふうに本当に思います。そういう立場に立っている職員さんのことでもあったことです

から。その点一つ、十分教育をきちんとしてほしい。社協も含めてです。ここはひとつよろし

くお願いしたいと思います。 

 それと、推進機構の話はわかりました。先ほどちょっと議論あった中で、機構が直接やった

ほうがいいというのがありますよね。それで、この４つの事業というのは、事業内容とかはい

いですけど、イオルの事業とこの４事業の成果の確認というのは、町でもきちんとやる必要が

あると僕は思っているのだけど、そういうことになる仕掛けになっていますか、これは。町の

予算を通すということは、そういうふうな理解でいいですか。成果の確認は。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） １点目の件ですけど、ちょっと具体的な事案がわかりません

けれども、委員おっしゃるようにやはりいろいろ解決困難な事例を抱えながらの相談かと思い

ます。法的な部分ではどうしてもという部分は確かにございます。そこの部分をしっかりわか

りやすく伝えていくような、そういう接遇の研修、または教育含めて、社協も含めまして、今

後さらに検討させていただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） まず、お答えする前に１点先ほどの訂正なのですが、先ほ

ど４事業、(８)から(11)までの４事業はアイヌ民族博物館と言いましたが、(９)の事業につき

ましては、昨年 22 年、23 年の町からアイヌ民族博物館への補助事業ですので、委託事業では

ありませんので訂正させていただきます。 

 それで、先ほどイオル事業の成果等についてきちんとされているのかという話ですが、イオ

ル事業につきましては、まちのほうの町でやるイオルの検討会議の中で事業完了時にその成果
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をまとめております。また、その上に北海道のイオル検討会議とあるのですが、そちらのほう

でも成果等をまとめております。きちんとやっております。また、ほかの(８)と(11)の事業は

昨年もふるさと雇用と緊急雇用やっておりますが、これの成果についてもまとめております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○14 番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。159 ページ、障害者自立支援の給付経費。ここで聞

いていいと思うのですけども、去年から進められています、今回の代表質問の中でも質問させ

ていただきました、障がい者の自立支援に向けての就労支援員、その支援員の活動が多分こと

しの３月いっぱいで終わると。それで、今後の自立支援に向けての対策をどう考えていくのか。

具体的にちょっと、すぐできることではないことということは私も頭の中で整理して考えてお

ります。ただし、この障がい者の方々が一般企業に定着する、させるための考え方というのを

やっぱり町も含めて我々もしっかりと考えなければいけない。型どおりの、ただ障がい者を自

立させるために一般企業に入れるのだという考え方だけでは、なかなか自立支援という形の中

での対策にはなっていかないと思うのですけども。はっきり言います。ハローワークを通して、

例えば障がい者の方々を一般企業からこういった要望がきていますと、こういった方々を求め

ていますとハローワークから白老であれば白老のそういったところに来る。ハローワークを中

心にそういった流れの中で来るのです。来たときに、それでは、ハローワークとしてそういっ

た障がい者の方々が、例えばどこかの施設に行って、こういう就職の斡旋がきているけどもど

うだろうというのを各施設に求めていこうとするのか。それとも、障がい者の方々が本当に例

えば一般社会の中に出ていくということはすごく不安を抱える。そして、一般企業も障がい者

の方々を求めるということについては、いろいろな不安材料も抱えながら、それは今回の支援

員の方々のいろいろな説明の中である程度は理解しながらも、そういった形の中で就職を受け

入れるだとか、それに希望する障がい者の方々をどういう形の中で一般企業の方々に進めてい

かなければいけないのか。そういう考え方は、私は例えば障がい者の方々の職業訓練的な法人

があっていいような気がするのです。そこで例えばジョブコーチと言われるような方々の育成、

またはそういった方々の活用を含めて一般企業に対して、それだったらこの方をどうでしょう

かとか、こういった方々をどうでしょうかという考え方を示していくのが、これからの障がい

者の方々の一般企業に対しての就労定着というものにつながっていくような気がするのですが、

今後そういった部分のことにつきましては、多分白老町としてもいろいろな負担も出てくるか

もしれません。でも、そういったことをしっかり考えながら、やはり、ただ障がい者の自立支

援だからといって、障がい者の方々を一般企業に送り出す、だめだったから戻ってくるという

形ではなくて、やはりしっかりとした考え方の中でこれは進めていっていただきたいと思うの

ですけども、その辺についての考え方だけお伺いをしておきたい。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 障がい者の就労の関係でございますけども、もちろん障がい

者が一般企業に就職するためにはいろいろな、程度によっては、例えばパソコンができる人は
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そういう事務でもできますでしょうし、そういうマッチングを当然ハローワークなり、私ども

のワークステーションのほうでやっていきまして、そして、一般企業に勤めていただく。もち

ろん今委員が言われたように、その定着というのが一番大切でございますので、それについて

は国の機関でもありますジョブコーチも当然使いながら、当然私どものほうでもワークステー

ションでフォローアップもしていかないといけないでしょうし、いろいろな形の中で障がい者

が定着していくような体制をとっていくことは当然のことだと考えております。 

 また、先ほど言われましたジョブコーチというのはいろいろな形がありまして、国から支援

されるジョブコーチもございますし、今、実際私どもの町内の施設で直接一般企業に雇用され

ない方は就労支援Ｂ型というのがありまして、例えばこれはポプリなのですけども、そこで一

定の訓練を受けて、そしてある程度一般企業でも雇用できるようになればそちらの企業に行か

れるということで、実際製造業の企業のほうにも一般で就職されている方もおりますので、そ

ういった面ではその程度に応じて、それぞれの能力に合った施設に入っていただいて、徐々に

レベルを上げていただいて一般就労に結びつくような形に町としても考えておりますので、今

後とも障がい者が一般企業に定着できるような体制をとっていきたいというふうに考えており

ます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 最後にしますけども、私は、やはり例えば白老町でできること、で

きないこと、白老町で本来そういった形のものができれば一番いいのかもしれませんけども、

今やっと苫小牧あたりでもジョブコーチの考え方、それから、障がい者の職業訓練的な、例え

ば一つの名前を出しますと、就労サポートセンター紙風船だとかそういった施設で物事の考え

方を進めつつあるという話をお伺いしております。例えば沖縄のハローワークなんかは、こう

いった求人があるのだけどもどうだろうかと。そうなるとやっぱり、今言われたポプリさんも

一つの例かもしれません、障がい者の方々、自立しようとする意識のある方々、それは、程度

は関係ないといいます。自立したいと、自分が一般社会へ出ていきたい、何か役立つことがで

きるのではないのかということがある、意識の持てる障がい者の方々を職業訓練的な形の中で、

例えば朝の挨拶から始まり、そして、一般社会に溶け込むためのスキルアップをさせていくと

いうそういった中間施設があるのです。そこで例えばジョブコーチなりそういった方々の支援

を受けながら、そして、ハローワークと連携しながら、定着支援に向けて進んでいると。そう

いった現実があります。前回の代表質問でも言いましたけども、例えば札幌のある企業では、

そういった方々の受け入れがどんどん進んでくる中で、10 人、20 人と使っていく中で、その企

業の中でジョブコーチを育成している。そして、障がい者の受け入れをそこでしっかりと整え

ていっているという例もございます。ですから、ジョブコーチという考え方は、いろいろな場

面、場面で利用方法というのがあるのかもしれない。ただ、障がい者の方々の中間施設といい

ますか、就労に向けての職業訓練的な施設が胆振東部に、例えば苫小牧を中心にし、各取り巻

く町村、そういったところが協力しながらそういったものをつくるということも今後、僕は必
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要な気がするのです。そうした中で本当に本当の意味での障がい者の自立支援に向けた取り組

みというのがそこから生まれてくるような気がするのですが、それについての答えを聞いて。

僕はこれ、これからの２年後、３年後、５年後へ向けて、本当にこのままでよかったのかどう

かというのは検証していきますから、そういった意味も含めて今後の取り組みについての答え

をお伺いしていきたいと。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今委員からご質問ありました、企業さんでもジョブコーチと

いうことで。実は、このジョブコーチを採用して実際に訓練を受けさせている、先ほど言いま

した就労サポートセンター紙風船だとかというお話ありましたけど、白老町には今ないのでご

ざいますけども、苫小牧市内では５つの事業所が今言われた就労移行支援という制度を活用し

て障がい者で一般就労に向けて訓練を受けている。実際、町民の方でもこの施設に５名ほど行

きまして一般就労に向けて 24 カ月、約２年間に向けて訓練を受けてございます。ですので、実

際に今言った５カ所はこういう形の中でジョブコーチも活用しながら一般就労に向けて今活動

してございますので。今町民ではそういう方々がいらっしゃいましたら、そういう事業所を紹

介しながら、実際そこにはジョブコーチもいらっしゃいますので、実際に今５名ほど活用され

ていますので、今後そういうところがそれぞれ部署がありまして、町内にはないのですけども

苫小牧には５カ所ございますので、そういう事業所を有効活用しながら障がい者の一般就労に

向けて町のほうとしても情報提供、または情報を共有しながら障がい者の雇用に結びつけてい

きたいというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 斎藤です。173 ページ。(９)と(10)について先ほども聞こうと思った

のですけども、話がほとんど出ましたので大体わかりました。ただ、１点だけちょっとお伺い

しておきたいのですが、(９)のアイヌ文化調査研究強化対策事業費なのですけども、これは学

芸員４人に対して２年間の補助事業という形で、23 年で終わりということになるわけですけど

も、乏しい研究費の中で学芸員が頑張っているという話はよく聞いて、これで相当な貢献でき

たのかなというふうには思っているのですけども、これは 23 年で打ち切りということは、調査

研究というのはこれからもますます進めていかなければならない部分、これはそういうメニュ

ーというのはこれから先どういう見通しになっているのか。もうこれで本当に打ち切られてし

まうのかどうなのか。そのあたりどういうふうに思っているのかということが１つ。 

 それから、アイヌ文化コンシェルジュ育成事業のことについて１つ伺っておきたいのですが、

アイヌ文化といっても衣食住から始まって、環境、文化、いろいろな多方面に渡るのではない

かというふうに思うのです。この育成している対象者というのはどういう人たちなのか。どう

いう仕事にたずさわる。例えば、アイヌ文化であれば、アイヌの人たちが必要なのか。あるい

は学芸員を育てようとするのか。全く違う協会員の人たちで仕事が間に合うのか。どんな仕事

をしているのか具体的にわからないものですから、そのあたりについてちょっと伺っておきた
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いなというふうに思います。 

○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） 私のほうから１点目の(９)のアイヌ文化調査研究強化対策事

業 1,500 万円、この部分について答えさせていただきます。これは昨年から計上している予算

でございますけども、アイヌ民族博物館が非常に入り込み客数が減ったということで、学芸員

の研究活動、そのために必要な学芸員４名、ここの部分についてしっかり人件費補助をしまし

ょうということで 1,500 万円、昨年からつけて２年間やりましょうというお話で計上させてい

ただいたところでございます。それで、ここの部分につきまして、来年以降はアイヌ文化の共

生の象徴的空間、これもありますことから、できることであればさらに 500 万円ぐらい追加し

た中でアイヌ民族博物館が国立化というようなことも踏まえた中で今後も継続してできる限り

助成していきたいとこ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） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） ２点目の(11)アイヌ文化コンシェルジュ育成事業です。中

身についてですが、アイヌ文化の伝承者の人材育成が白老町でも急がれているのですが、まず

古式舞踊の伝承者の人材育成ということで、伝統的舞踊、それから博物館の研究者を伝承者が

指導して技術の伝承を行うと。伝承者の人材育成のためにです。それから、あと来館者へのサ

ービス向上の人材育成としまして、館内の解説、それから指導者を指導して技術の伝承及び文

化の知識の習得を行ってもらうというのが２点目。３点目が駐車場の管理と観光案内と、それ

と博物館への誘導等のサービスを行うという、この３点に事業内容がなっております。若い人

から高齢者を含めた雇用と考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 今の話なのですけど、ちょっとよくわからないのですけども、アイヌ

文化としての舞踊だとか、それから伝統的なものというのと駐車場の管理とかというのは業務

上違いますよね。全く質の違うもので。駐車場の管理だとか何とかということになれば全く誰

でもいいわけで。文化関係のほうでいうとこれは対象者はアイヌの人たちという形になるので

すか。その辺だけ。 

○委員長（及川 保君） 五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） すべてがアイヌの人ということにはこだわっておりません

というか、これは緊急雇用ですので、あくまでも雇用を創出するということが主でありまして、

駐車場の管理については１人の雇用を考えております。あと、それ以外に例えば伝統文化実技

とか、解説者については１人とか、事業の管理とか実技指導者に対して２人とかという雇用で、

合わせて６名の雇用ということをしております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 総合福祉センターの管理運営経費の中にちょっと入れてというか、
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生活保護の関係をちょっとお伺いしたいのですけど。いいと思うのですけど。今現在、どこの

市町村もそうなのですが、市は市独自で生活保護の支給をやっているのですが、白老町は胆振

支庁ということでそれを総括して押さえられているか伺いたいと思うのですが、無年金者の高

齢化だとか、それから今本当に不景気ということで仕事がないということで生活保護の申請を

する方が多いのですが、今のところ白老町で、このパーセントの出し方があるのですけども、

人口 1,000 人当たりの受給者数を示す保護率というのがあるのですが、白老町はどれぐらいか

ということは押さえられているかどうか。その点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） ただいまのご質問ですけども、昨年の 12 月末現在でございま

すけども、27％パーミルでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） これがふえてきているのではないかなというふうに思うのですが、

ただ、今すごく問題になっているのは不正受給者が結構いるということもありまして、そうい

った面で停止された方がいらっしゃるのかどうかということが１点。 

 それから、私ちょっと新聞の報道を見てびっくりしたのですけども、びっくりしたというか、

これは当然のことなのかなと思いながら見たのですけども、厚生労働省が 2011 年度から生活保

護受給者に対して病院の薬を新薬ではなくて低価格のジェネリック医薬品を利用するよう指導

を強化していくということがあるのですが、これは実際に必要であればそこまではしない、絶

対にこの人に新薬が必要であればそういうことはしないのですけれども、こういったことが実

際に指導としてきているのかどうなのか。その点、１点。 

 それから、この生活保護受給者、本当に仕事を探しなさいと。若い人であれば特に仕事を探

しなさいという指導がかなり強くされるのですが、１点、ケースワーカーの方がついています

よね、それぞれ。そのケースワーカーの方々が本当に仕事を探したり、仕事に就くための相談

体制を強化したりとかというふうにして、なるべく社会復帰ができるようにという指導をして

いるということなのですが、そういった点、白老町も胆振支庁と連携をとりながらされている

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） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） ３点ほどご質問があったと認識してございますけども、まず

１点目の不正受給の関係で何名かということでございますけども、これについてはちょっと今

詳細の数を押さえてございませんので後ほど答弁させていただきたいと思います。 

 そして、もう１点の仕事についての件でございますけども、これにつきましてはもちろん胆

振総合振興局には生活保護者のための就労支援員、１名なのですけども、その１名が総体的に

やるのですけども、それぞれの地区でケースワーカーがいらっしゃいますので、そのケースワ

ーカーと雇用支援員がその地域ごとに企業さんと連携を図りながら、実際白老町でも２名の方

がその方の活用を受けて就労しているという実態でございます。 
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以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 生活保護受給者の医療費の関係でございますが、今のところは

まだジェネリックを使えということでの医療機関に対する指導は来ておりませんが、多分そう

いう指導が入ってくるだろうなというふうには思っています。ただ、そこの医療機関自体の医

師の考え方もいろいろありますので、すべてジェネリックという形になるかどうかはあくまで

も最終的には医療機関と医師の判断ということになろうかと思っております。 

 それともう１つ、生活保護費の関係の新聞紙上もにぎわせましたけども、睡眠薬。医療費が

無料だということで特に安定剤関係を不正に受給されている方がおられまして、それに関して

は相当うるさく、安定剤の処方について、そういう事例はないかの調査は入ってございました。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 先ほどの１点目のご質問でございましたけども、生活保護の

不正受給されている方はということでしたけども、本町にはゼロでございます。以前、障がい

者の関係で札幌の耳鼻咽喉科で耳の関係でありましたけども、その方以外で生保の方はいらっ

しゃいません。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。174 ページ２項児童福祉費、１目児童福

祉総務費から 185 ページ６目児童館費まで。質疑のございます方はどうぞ。 

13 番、熊谷雅史委員。 

○１３番（熊谷雅史君） 177 ページ２目児童措置費、子ども手当です。これについてちょっ

とお伺いをしたいと思います。今、国の予算が審議されている中、とうとうとこの子ども手当

についてかなりの懸案ということがこの震災前、かなり多く報道をされておりました。それで

今回、我が町の予算措置の状況を見て、前年から約 600 万円多くなっている状況です。それで、

聞きたいのは、この予算書を見ると前年度と同じような措置をしているように思うのです。た

だ、前年の措置というのが今の時の政府がマニフェストの中で中学生までの支給額をある程度

の額を示したのですけれども、それを満額国が出さないで自治体が一部負担して昨年は支給し

ています。それと同じ方法をとっているのかということの確認をしたいので教えてほしいので

す。それはなぜかというと、やっぱりこういう状態の中で、震災があって今大変でこれからど

うなるのだろうというふうに昨年子ども手当をいただいたお父さん、お母さん、非常に不安に

思っていると思うのです。私も非常にそういう部分では、去年の状況がどうだったのかという

のは分析はしていませんけれども、やはりいただいた家庭というのは助かっているというふう

に僕は認知をしているのです。それがことしはどうなるのかというのも非常に不安がっている

と思うので、その辺をちょっとお伺いしたいということです。 
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○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 子ども手当、平成 22 年度から実施ということで、政権与党と

いいますか、そのマニフェストの中で新しく児童手当にかわるものとして子ども手当を導入す

ると。それで、子ども手当の財源については一応全額国庫負担ということでマニフェストはで

きたと。ただ、22 年度の予算を組むときにやはり財源措置としての財源確保の部分では単年度

限りの措置として児童手当分の地方の負担は引き続き町が負担していただきたいということで

22 年度予算は組まれたと。23 年度については協議を行うということ、そういうことになってい

たかと思います。今回 23 年度の町の予算については、国、道も含めて 22 年度と同様の予算組

みと。従来の児童手当分の財源については地方も負担すると。そういうことで国、道の予算が

できてございます。白老町についてもそれに合わせて 22 年度と同様の予算を組んでございます。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○１３番（熊谷雅史君） 今、部長の答弁だと前年と同じということで、支給もそういうこと

でしていきますという考え方ということで理解していいですね。それは、国、道の分は児童手

当分の原資の部分を積み上げたということですね。わかりました。 

 それでは、これに関して実はいろいろ国会で今言った児童手当のかわりにした子ども手当の

法案を政府は通したいと。それで、どうも審議の途中でどうなるかわからないと。最近だと、

震災にその上乗せ分を使うかとか、そういう話まで出ていますよね。ただ、僕が聞きたいのは、

今どうも新聞報道によると今月末に要するに法案が通るか、通らないか、関連法案で通るか、

通らないかというのは微妙だと思うのです。ただ、つなぎ法案というのが今通るかもしれない

というふうに言われています。通ったとしてもこれまた９月に切れてしまうのです、最悪。そ

れで、またつなぎかという話もあるかもしれませんけども。先ほど部長がちらっと言っていま

した、児童手当。完全につなぎ法案切れてしまえば、児童手当に戻るわけですよね。そのシス

テムというのは、報道でよその町村のことを聞いたのですけど、そのシステムをもう要するに

カットしてしまって、今の手当のシステムを入力していますと。復旧するのに 1,000 万円ぐら

いかかるという報道を見たことがあるのです。うちのまちはどうなのですか。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 先ほどの答弁、ちょっと私、不足がございました。22 年度と

23 年度、財源については同様ということでございますけども、実際の支給額につきましては、

23 年度においては３歳未満は月額 7,000 円を加算し、月額２万円。これは国のほうで財源手当

てすると、そういうような予算になってございます。町の負担は基本的に従来の児童手当と同

じだということでございます。 

 それで、ご質問の部分です。ちょっと詳細の分は担当課長からご説明しますけれども、これ

を支給するシステムについては、児童手当のシステムから子ども手当のシステムに切りかえて

ございますので、これを直すとなるとまた一定の期間かかってくるのかなと。ちょっとその詳

細の部分は担当課長のほうからご説明します。 

○委員長（及川 保君） 南町民課長。 
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○町民課長（南光男君） 子ども手当の関係で関連法案が通るか、通らないかわからない状況

ということで、さらに今、大震災ということで審議が遅れている中で、委員おっしゃったとお

りつなぎ法案もしくはつなぎ法案をも通らなければ児童手当にかえってしまいますということ

で、今既に 22 年度から始まっていますのでシステム的には子ども手当のシステムになってしま

っています。それで、もし法案が通らなければ児童手当に切りかえなければならないので、そ

の分はどれぐらいかかるか、全然見えない中での話ですので、費用、もし児童手当になった場

合 400 万円程度の見積もりを出させてもらっているのですけども、結局国のほうから法案が通

らない場合、システム改修にどれぐらいの経費が必要なのかということがございまして出して

おります。ですから、本当に今後の動向によってはどうなるかわからない状況であります。 

以上であります。 

○委員長（及川 保君） 13 番、熊谷雅史委員。 

○１３番（熊谷雅史君） 課長、どうも御苦労さまです。やっぱり現場が混乱すると思うので

す。町民の皆さんはやっぱり期待感を持って聞きに来るだろうし、返答のしようもない。その

中で非常に複雑になっていると。非常に見えないと。非常に迷惑な話だなと僕は思うのです。 

 それで、これは理事者に聞きたいのですけども、こういうことが本当に地方自治体を運営し

ている理事者として許されるのか。余り余計なことを言うと免責特権はこの町議会にはないで

すから余りおかしなことは言えないですけども、これはやっぱり国民生活を主としている今の

政権、やっぱりおかしいと思います。それで、こういうことはやっぱり担当部長、それから担

当者も含めて非常に煩雑している今の仕事に拍車をかけています。こういうことはやっぱり理

事者として関係機関に強く要請して、やっぱりきちんとしてくださいと。きちんとしてくださ

いという要請をやっぱり強くすべきだと思うのです。それを聞きたいなと思いまして。３問目

ですから、それでやめますのでよろしくお願いします。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、本来民主党のマニフェストでは全額国の負担ということで、

平成 22 年度は地方負担ということで一部児童手当相当分、町の負担ということ。それで、同じ

く 23 年度については全額国のほうの負担というような形でいくかなと思ったのですが、23 年

度も 22 年度と同様に地方負担を伴うと。それで、地方６団体、知事会あるいは市長会、それと

市町村会、これについても全額国の負担ということで声明を出していただいて、道の知事も地

方負担は遺憾であるというような声明を出しております。当然町としても本来であれば国全額

負担というような流れになるべきというところが変わってしまって、先ほど言われたつなぎ法

案の問題、それから災害で被災された、そこの復興財源として子ども手当を減額することによ

って１兆円の財源が生まれると。しかし、今まで受給された方々のその思いを考えると、本当

にそれでいいのかとそういう思いは私自身持っておりますし、１年間続けて受けてこられた方

はやはり生活もありますし、この辺の不安をどういうふうに解消するのか。これは当然、国の

責務もありますし、この辺は私どもも何らかの形で考える必要があるかと思うのですが、これ

を全額町でするとなると２億 9,000 万円。道が負担するとしても２億 6,000 万円の財源が必要
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となるということで、どうすればいいのかというのは非常に悩んでいるところでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 177 ページの訪問型家庭教育相談体制充実事業経費でお聞きします。

これは少ない予算ですけども、教育委員会では家庭教育のすすめということで全戸配布して力

入れていますけども、22 年度も道の補助事業で行われています。それで、23 年度も継続される

のですけど、22 年度の訪問件数や相談内容、そして、その効果あるいは金額は少ないですけど

事業内容は重要だと思いますけど、その反省点、まず、それを聞きます。 

 それで、22 年度の、多分もう検証終えていると思いますけども、それで 23 年度に事業継続

されますけども、23 年度はどのような事業内容を目指しているのか。それをお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 中島子ども課長。 

○子ども課長（中島圭一君） 訪問型家庭教育の 22 年度の実績でございますが、訪問件数につ

いては去年の４月から２月現在で 55 件、訪問活動をしております。主に子育てに関する相談が

中心となっております。あとは例えば不登校の問題に関しても相談に乗っている状況にありま

す。それぞれの家庭において、こういう相談をすることにより相談場所の紹介でありますとか、

子育て交流をする場所でありますとか、そういう紹介をいたしまして、保護者の子育てに関す

る不安の解消に努めているところでございます。21 年度は補助金事業でありましたが、22 年度

は単費事業、23 年度事業については今要請をしてありますが、道の補助金等をもらう予定でご

ざいます。今後もまだまだ目に見えてこない子育てできない相談者もいると思いますので、拡

大に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 家庭教育支援というのは 46 万 8,000 円ですから活動日数限られている

と思うのです。その辺の手当てとか、そういう事業内容がこの活動日数で十分に間に合うのか。

今課長お話したように、もっともっと拡充していきたいという解釈ですから、そうすれば、そ

の辺がどうなるのかということ。 

前に同僚議員も質問していましたけど、実際に 55 件相談受けた中で解決された問題はどう

なのか。どれぐらいあるのか。もうこれは法律的にだめだからと切ってしまうような相談業務

になっていないのか。その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君） 中島子ども課長。 

○子ども課長（中島圭一君） 予算につきましては、確かに１件当たりの訪問時間２時間程度

で訪問していますので、これからもその予算をなるべく確保しながら進めてまいりたいという

ふうに考えております。 

 解決件数につきましては、現在の中ではそれぞれ相談に応じて、それぞれの家庭で相談を受

けて、それぞれの場所を紹介したりということをしておりますので、今、実際的には解決され

た件数は押さえていない状態にあります。 
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○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 解決された云々という部分については押さえていないという解釈です

か。ただ相談してやっているというだけなのか。 

 それと、質問漏れですけども、この家庭支援員の活動日数とか活動時間を具体的に。そして、

どういう方が相談員になっているのか。 

○委員長（及川 保君） 中島子ども課長。 

○子ども課長（中島圭一君） 家庭訪問員、今５人おりまして、次年度から４人になります。

22 年度におきまして５人の家庭教育支援員を結成しておりまして、23 年度から若干１名減でス

タートはいたしますが、22 年度におきましては５名。お助けネット等の指導員から２名、親業

研究会から１名、学識研究者から１名。お助けネットからは３名でした。申しわけありません。

計５名で運営をしております。 

○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 今５名ということで、時間的には、システムとしては相談をされ

たい方から連絡をいただいて、その方のご都合のいいときに家庭訪問をして、その中でいろい

ろな悩みを聞かせていただく。それがまず１つ目です。それで、その中で例えば具体的にこう

いうような場所がありますとか、こういうようなことがという情報提供ができて解決をするも

のと、それだけではなかなか解決がしないで、例えば昨年のケースであったのは、保育園に交

流保育で行きたいと。だけれども、やっぱり保護者の方にもいろいろな問題があって、なかな

か自分では子供を一人では連れて行けない、そういう場合には支援員が一緒に同行する形で保

育園の中にお子さんを交流させ、少し慣れて、あとは支援員はいなくて保護者の方とお子さん

が交流できる、そういうような支援もありますので、どこでそれがすべて達成できているかと

いうところは、それで今、課長が全部達成というところの数字が出ないというのはそういうと

ころなのです。それぞれのケースによって１回で済まないで３回ぐらいあるとか、それからあ

とは電話だけの相談もずっと継続で続けているとか、そういうケースもある状況にあります。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 179 ページの町立保育園の運営経費というところで、関連でお伺いし

たいのですけれども、保育園の開園日数というのですか、１月は何日からになっているのでし

ょうか。といいますのは、白老町役場は６日からやっているのですけども、ほかの公官庁とか

金融機関とかいろいろなところは４日から実際に業務を始めています。そうした中、４日、５

日、二日間お子さんを預かれないというような話を聞いたものですから、その辺の対応はどう

なっているのかなと。それをお伺いしてみたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 中島子ども課長。 

○子ども課長（中島圭一君） 保育園の１月の最初の開所日は１月６日からということで役場

と同じふうになっています。 

○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 
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○教育部長（渡辺裕美君） 開設は役場と同じ６日の日ということなものですから、それぞれ

の保護者の方の仕事の都合によって、１日、２日ちょっと早く仕事に出られる方の場合には、

例えばお近くの方にお願いをしているとか、それから、親戚の方に見ていただく、または、そ

れぞれファミリーサポートセンターのようなところを活用してという方もいらっしゃいます。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） それでは、ファミリーサポートセンターのほうでは１月４日、５日、

間違いなくお願いをしたら預けることができるのでしょうか。やはり、親戚の方とか何とかと

言いましても実際に保育園ですから年齢的に非常に小さいわけですし。私やはりちょっと、白

老町役場が６日から始まるから保育園も６日ですというのは知らなくて、ちょっとびっくりし

たのです。できないならできないなりに、やはり正月ですから、普段のときと違うわけですか

ら。だけど、そういうところに勤めていらっしゃる方々もやはり４日、５日と通常どおりに業

務が始まってしまう場合においては、わずかな人数かもしれませんけども、その辺きちんと対

応できるようなもの、仕組みというのですか、システムがなってなければおかしいのではない

のかなと思うのです。保育所が預かれないのだったら、こういうところがありますと。ただ、

親戚とか身内で何とかしてくださいという話だったら、保育所としてはいかがなものかなと私

は感じるのですけども。 

○委員長（及川 保君） 渡辺教育部長。 

○教育部長（渡辺裕美君） 保育園の役割ということでいいますと、保育に欠ける方をお預か

りするということですので、例えば時間的なもの、それから日数的なもので、保育園が閉鎖す

るということはほとんどありませんが、そういうようなときの対応の仕方ですとか、そういう

ようなところまで保育園としては配慮しながら今までも進めてきております。ただ、正月休み

といいますか、この新年明けにつきましては、それぞれのお勤めの方々がある程度調整をしな

がら、というところがこれまでもあったものですから、そこの部分についてはこちらのほうと

しても配慮といいますか、ファミリーサポートセンターが必ず４日、５日開設しているとか、

そういうようなところまでの情報の提供といいますか、そういうようなところまでは、現状の

中ではしておりません。基本的に役場と同じ、閉める年末も同じ日にちまで開設をしてという

ことをしておりますので、ちょっとそこのところについては今この場でそこのところの検討を

させていただくということはお答えできませんが、それにもし変わる手法がある、例えば情報

提供をしてあげられるとか、その辺のところがあれば、それについては検討させていただきた

いと思います。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） ぜひ検討していただきたいなと思います。やはり少子化の中で働ける

女性というのは非常に少ないと思うのです。そこの中でやはり女性が働く環境が整わなければ、

なかなか出産につながっていかないわけですから、これは数が多いとか少ないという問題では

なく、やはり１人でも２人でも女性の働く環境が整うということが一番の少子化対策だと思い

ますのでよろしくお願い申し上げます。 
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○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時０２分 

                                         

再開 午後 ２時１３分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。４款環境衛生費に入ります。186 ページ

１項保健衛生費、１目地域保健費から 203 ページ２項環境衛生費、１目環境衛生諸費までです。

質疑のございます方はどうぞ。 

12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。208 ページの環境費。 

○委員長（及川 保君） 203 ページまでです。ございませんか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。有害鳥獣の関係。197 ページの有害鳥獣の関係で、

アライグマが別に起きているのです、項目が。アライグマの部分が。それで、アライグマだと

かシカというのは有害鳥獣でまとめて載らないのか。シカの場合は農林水産業費にあるのです。

それはお金の出るところが違うからそうなるのかわからないのだけど、有害鳥獣でみんなまと

めたほうが非常にわかりやすいのではないのかなというふうに思っているのが１つ。 

 それから、201 ページのアライグマの関係で 917 万円、随分大きな予算で、アライグマの被

害が白老町ですごく出ているという認識では、僕は余りなかったのです。シカのほうの被害の

ほうがよっぽど大きいし、カラスのほうの被害もよっぽど大きいかなと思っているのだけど、

このアライグマの 917 万円というのは何でこんなことになるのか。シカのほうに回して、もう

ちょっとシカをきちんとやったほうがいいと思うのだけどどんなものですか。 

○委員長（及川 保君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） アライグマの調査の件についてお答えいたします。アラ

イグマの生息数については、調査のしようがないということでわかっておりません。これは全

道的なものです。ただし、過去の捕獲数からいきますと、白老町単独でやっている事業と、そ

れから北海道庁が平成 20 年度からアライグマの生息が非常に多くなっているということで捕

獲事業を始めております。そういうこともありまして、一概に平成 16 年度からの評価にはなら

ないのですが、白老町の捕獲数としては平成 16 年１頭、平成 17 年ゼロ頭、平成 18 年 37 頭、

平成 19 年 51 頭、平成 20 年 52 頭、平成 21 年 94 頭というふうにふえております。なお、北海

道では平成 20 年白老町管内において 18 頭、平成 21 年 33 頭の捕獲実績がございます。それで

今ご紹介しましたように、級数的に非常に多くなっているというのが実情でございます。それ
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で、北海道の具体的な対策というのは今のところ捕獲だけということです。しかも、期間が限

られた時期で、生息数を把握するための捕獲ということになっております。エゾシカとアライ

グマの違いといいますのは、エゾシカについては１回の交尾で１頭出産するということですが、

アライグマについては１回の出産で約５頭出産します。場合によっては年に２回出産すること

もあるというふうにも聞いております。ですので、こういう言い方はどうかと思いますけれど

も、鉄は熱いうちに打てではないのですが、やはりアライグマはまだ生息数がエゾシカに比べ

て非常に少ない時期にございますので、今のうちにきちんとした対策をとるべきだというふう

に私どものほうとしては考えまして、平成 23 年度においては捕獲員数を２名、12 カ月常駐さ

せまして、箱穴を 22 年の調査と同様の数、約 40 から 50 ぐらい町内に配置をしてアライグマを

捕獲しようということで、その捕獲した後の処理も含めて人件費込みで約 900 万円というよう

な予算をさせていただいております。なお、エゾシカにつきましては現在、北海道のほうでエ

ゾシカ対策の本部をつくって予算も国、道がある程度補助金という形で町村に対して執行でき

るような形の対策を講じていることから、町としては現在のような予算立てになったというこ

とでございます。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。ちょっと私の認識がそういう認識ではなかったと

いうことであります。それで、アライグマというのは、どういう被害。例えば僕なんか見たこ

とないのです、実際には一度も。被害に遭ったというのもよくわからないのです。どういう被

害なのか。それで、池で飼っているコイを食べられたとかそういう話は何か。見たことないで

すけど間接的に聞いたことがあるのです。それで当然、一番問題なのは、多分北海道に住んで

いなかった動物が繁殖するというのは、自然形態が大きく変わりますのでそういうことで言え

ばおっしゃられるとおりだし、きちんとしたほうがいいと私も思います。生態系が変わる典型

みたいなものだと思うのです。ですから、そこはよくわかりました。やっぱりこれぐらいのお

金をかけてきちんとやらないと将来的には大変になる、どういうふうになっていくのかという

ことが１つと、どういう被害があるのかということと、このアライグマというのは例えば病原

菌を持って、人間に直接影響があるのか。エキノコックスみたいな形で影響があるとか、そう

いうことはあるものなのですか。 

○委員長（及川 保君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） アライグマがそもそも北海道に入ってきてこのように急

激に増加していったという背景は、やっぱりペットでございます。アライグマは小さいときは

非常にかわいい動物でつめ爪もそんなに長くない。ところが成獣、大人になりますとつめが非

常に伸びて凶暴なものですから、人間の皮膚をかっちゃくというようなところで非常に扱いづ

らくなってきたので放棄したと。これが札幌近郊の都市で一番最初に起こったと。そこから幾

何級数的に広がってきて、現在、北海道全域に広がっているという状況でございます。 

 それで、具体的な被害としては、白老町の中だけで言いますと、先ほど言われた養鱒場の被
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害が若干あります。これは、具体的な額は聞いていませんが口頭で聞いております。それから

家庭菜園等の害、それと牛、馬の飼料となるデントコーンの食被害。非常に食欲が旺盛な動物

で、それでまたトウキビの皮をきちんとむいて中だけ食べるのですけども、おいしいところと

いうことで真ん中しか食べないのです。全部は食べないのです。なので、トウキビを手当たり

次第真ん中だけ食べて捨てると。あとスイカとかメロンとかは器用に穴を開けて中だけほじく

って食べるというような頭のいい動物なものですからそういうことがある。それともう１つ、

畜産の関係です。肉牛の肥育している牧場なんかの飼料が入っている袋に穴を開けて中の飼料

を食べるというような被害報告は入っております。そのほか、このままいきますと、クッタラ

湖のほうにももう既にアライグマが生息していまして、おととしのＮＰＯの調査では、二晩で

２家族８頭、暗視カメラで確認をしているという状況です。クッタラ湖のレイクハウスの支配

人に話を聞くと、やはり卵のとき、それからヒナのときに食べられてしまう。要するに木を登

ることができますので、巣にそのまま行って巣の中にある卵、ヒナを食べてしまうというよう

なことで、やはり自然形態にも大きく影響を及ぼすということもあります。 

 それで、アライグマについては白老町だけでどんなにやっても結局ほかに逃げてまた戻って

くるというようなこともありますので、今の段階では胆振総合振興局にアライグマの生息状況

あるいは捕獲状況を白老町として報告をして、具体的な対策をできるだけ早くやってほしいと

いうように報告・要請をしているというところもありまして、白老町としては引き続き 23 年度

も 22 年度同様の捕獲体制をとって、何とか絶滅にもっていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 あと、病原菌とかの話は今のところ確認はされておりません。特に何かを持ってエキノコッ

クスのような形で人間に被害を及ぼすというような病理系のものを保持しているという話は今

のところ聞いておりません。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。簡単に。今、最後に絶滅とおっしゃられたのだけ

ど、もちろんそれが望ましいと思います。北海道は今シカの食害で貴重な植物まで全部、知床

でもなくなってしまうのではないかと言われている中で、あとはブラックバスの関係、ソウギ

ョとかブラックバスの関係、アメリカザリガニもそうですけれども、そういうものが異常繁殖

しているような感じがございますけれども、１つは、この約 1,000 万円の予算で毎年きちんと

やっていくことによって、全北海道がやればある意味絶滅に追い込むことができる可能性が実

際にあるのかどうかということが一番我々興味持つことなのです。シカはシカでいろいろ対策

やるのですけど、この場合は今ぐらいの予算で白老町なり北海道全体が動いていくことによっ

て絶滅に追い込むことができるというふうに理解していいのでしょうか。それだけ。 

○委員長（及川 保君） 小野寺生活課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） そのようになることを願って 23 年度、事業化させていた

だいております。それで、今委員おっしゃったように全道的に 179 の市町村がすべて同じスタ
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ンスをもって整えれば、多分エゾシカのようなことにはならないのかなと思いますが、いかん

せん温度差が非常に大きい事業でございますので、その辺は道と連携をしながら何としてもそ

ういう方向に持っていきたいと。白老町としてはそういうふうにしていきたいというふうに考

えております。明言は避けさせていただきます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。202 ページ２目公害対策費から 213 ペー

ジ４項病院費１目病院事業費まで。質疑のございます方はどうぞ。 

５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。209 ページのごみ袋の関係です。有料ごみ

袋の関係をちょっとお尋ねしたいのですけども。今定例会の一般質問の中でバイオマスの関係

で、副資材のお話が随分出たと思います。副資材、これは雑紙というものを透明のビニール袋

で一般の町民の方々が出せるということになりました。これによって各家庭の紙類は大分、い

わゆる有料の青い袋からは減ったと思うのです。現実的に生ごみかあるいは紙関係が多かった

わけですから。しかしながら、それによって当初青い、いわゆる有料のごみ袋の中に入れてい

た紙関係が減ったわけですから、当然、有料のお金が町のほうで減っていったのではないのか

なというふうに感じているわけです。もともと有料だったわけですから、考え方としては、私

は、副資材のものも当然有料でやるべきだったのではないのかなというふうにずっと思ってい

たわけですけども。この考え方というか、考え方の前にこの無料化になったことでの財政とい

うか、いわゆる金額的なことですけども、影響はどの程度になっているのかということをまず

お尋ねしたいと思います。 

○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、ごみ袋の関係でございます。雑紙が可燃物から資源ご

みに回ったときの袋の状況なのですけども、正確には押さえておりません。まだ月 10 トンぐら

いなものですから、それが袋にどれだけの影響を与えるかというのはまだ正直なところ試算し

ておりません。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 次に考え方としてお尋ねしますけれども、おそらくこれは副資材とし

て町民にご協力をいただくと、そういう観点から袋は有料化したものではなくて透明な袋とい

うことにされたのかなと。想像ですけど。ただし、透明の袋がない家庭はどうするかといった

ら、わざわざ透明の袋をやっぱりそれ用に購入するわけです。そういう状況だと思うのですけ

れども、今後やはり、どんどん雑紙がふえていって有料のいわゆる生ごみ関係のための青い袋

が売れなくなるというか、その金額が大分減っていくということになると、これはやっぱり影

響をこれから受けていくのかなと思うのです。それで、白老の場合は協働のまちづくりという

のを早い時期からやっていた状況によって、ごみの有料化に対しても余り町民の抵抗なくすん
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なりいけたと思うのです。ほかの町村あるいは市は、いきなり有料化するとなるともう非常に

厳しい反論があるわけです。ですから、せっかく協働のまちづくりの中で有料化ということに

慣れているわけですから、これをそのような形をとる必要があったのかなと私は思っているの

です。ですから、このことについての考え方を伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 雑紙を資源として今回区分していただき、提供をいただくと、

そういう趣旨での雑紙の分別収集でございます。基本はあくまでもリサイクルの品目をふやし

て有効に活用すると。確かに青い有料のごみ袋は、ちょっと金額は定かではありませんけど、

当然一定割合、現段階で５％程度、雑紙類が分別されているのかなと思います。そういう部分

では減額ということで影響ありますけれども、逆に副資材として購入すべく支出のほうで見て

おります副資材の原材料費が節減になりますので、その部分ではそういうような形できちんと

したバランスとれるかどうかは別にしまして、町民に協力いただきリサイクルすると。ペット

ボトルを有料でということにはなってございませんし、極力そういう部分で手間かかる分を協

力してもらうということでは無料という部分になろうかなと思います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 今後、当然、収支どうなっているのかというのは検証する必要もある

と思いますし、それによってやはりどうするかということは考えていくべきかと思うのですけ

れども、当面これはこのまま続けるという考えですか。最後の質問です。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 雑紙については資源として提供いただくと、そういう趣旨か

らも一応無料化という方針を続けたいと思っております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。209 ページ、ごみの分別でちょっとお聞きしてお

いたほうがいいのかなと思うのですけども。最近、素朴な疑問を感じるのです。白老町内には

９カ所、コンビニエンスストアと言われるものがたしか９カ所ございます。時々見かけるのが、

分別収集をされているコンビニエンスストアの前のごみ箱がいっぱいになっていて、収まりき

らないものをそこの従業員の方々が一生懸命分別しているのです。燃えるごみと、それから空

き缶、それからペットボトル。分けてあるのです、収集箱は。分けてあるのだけども、そうい

ったものを一生懸命分別している姿をお見かけします。話を聞きますと、例えばコンビニ何か

から出てくる透明の袋１つ 100 円ぐらいで収集しているという話を聞いています。それが例え

ばコンビニエンスストアで買って投げられるものばかりではなくて、一般の、例えばほかのお

店で買ったものだとかいろいろなものがそこのコンビニエンスストアのごみ箱を有効活用され

ているのです、皆さん。僕、あれを黙って見ていると、それが当たり前だと言われれば当たり

前なのかもしれない、商売やっているのだから、それがあるから客が来るのだ、みたいなこと

になればそれはそれでしようがないのかもしれないけど、そういったものが本当に１店舗で１
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カ月にごみの処理費として４万円、５万円というお金がかかっているという話を聞くと、これ

ってそのお店だけに任せておいていい話なのかなとか。例えば１袋、今 100 円かかっているも

のだったら、そこの店だけではなくて白老町内のごみがそういったコンビニと言われるごみの

集積箱を設置しているお店のところに集中して来ている物を見ると、今の負担金を少しでも町

が見てやるぐらいのものがあっていいような気がしてならないのです。別に僕はコンビニエン

スストアの回し者でも何でもないです。ただ、ああいった姿を見ていると、本来は自分の家庭

の中で処理をしなければいけないものをそこがかわって処理をしているという、何か気持ちの

中でどうしても複雑な気持ちになるときがあるのです。その辺についての考え方。これは僕だ

けの個人的な考え方なのか。皆さん、行政のほうでどう考えられているのか。ちょっとその辺

のお話を聞きたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） これはちょっとこれまで行政として直接対応してかかわった

ことがないので、考え方という部分でお答えさせていただきたいと思います。基本的には各お

店に置いているごみ箱は、事業者の企業活動の中で利用者に対する便宜としてやられている物

かなと思います。そうは言いながらも、マナーの部分でそれ以外の方も利用されていると。そ

れはあろうかと思いますけども、ただそれをもって行政として、それでは一般のごみも入って

いるから公的なお金をそういう部分で補うと、そういう形にはならないかなと思います。あく

までも事業活動の中でのサービスではないかなと思います。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○１４番（氏家裕治君） 今の部長の言っていることというのは、僕も本当にその通りだなと

思うのです。ただ、もしコンビニエンスストアというところに収集ごみ箱がなかったとしたら、

それだけのマナーを持って皆さんが各家庭に持ち帰ってそれを処分するかというと、私どうも

すごく不安材料があります。例えば道路のあちこちにコンビニの袋に入ったごみが捨てられて

いたりするということが何となくすごく懸念される部分があるのです。だから、白老町は白老

町なりのそういったごみの対策についての考え方というのは持っているかもしれないけれども、

何となく僕の気持ちの中に引っかかる部分がありまして、そういった企業努力でやっていらっ

しゃるというのは、僕すごくわかるのだけども、そういったところにやっぱり行政としても目

を向けていくことも僕は大事なような気がしてならないことがあったものですから、この場を

借りてちょっとお話をお伺いしたかったというのが現実です。だから、こうすれとかそういっ

たものはなくて、何か引っかかるものがあったのでちょっと、きょう、今回ここでお話をさせ

ていただきました。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） コンビニエンスストアが町民生活の中でかなりいろいろな形

でその役割を果たしていると、そういう部分はあろうかと思います。ご質問ありましたように、

コンビニのごみ箱があることによりある程度きれいなまちと言いますか、ごみを捨てる場所が

ありますので、そういう部分の役割は補っていただいている部分はあるかもしれません。一部
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あるかなと思います。ただ、それをもって、やはり事業活動の中でやっていただいている部分

ですから、社会貢献と言っては何ですけれども、そういう部分のプラスアルファも含めてやは

り事業者の方には、今後も引き続きご協力をお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番、松田です。208 ページの環境費のバイオマスについて、特に

考え方をお聞きしたいと思うのですが。今回の一般質問等を聞いていますと、二人の方がして

いるのですが、その質問の答弁の中で、このバイオマス事業はうまくいっているのだと。決し

て失敗はしていないと。うまくいっていると。それで、最終的には環境衛生費の中からこのバ

イオマス事業が、うまくいっていないけれども財源収入としては財政に対する影響はないよう

な言い方を何度もしていました。それで、私はこのバイオマス事業が町民の大きな、大きく言

うと我がまちの環境衛生、ごみ処理の大きな転換だととらえておりましたし、そうなるものだ

と思っています。それで、その中でなかなか当初のバイオマスの売却、日本製紙に売却すると

いう、この部分はなかなかうまくいっていない。それで、前田議員の質問の中にあったのです

が、２年間の生成物の売却益、これをこの２年間の完成したものと差し引くと 7,000 万円か

7,200 万円から 8,000 万円くらいの損をしているのだと、こういうことにもいずれにしても環

境衛生費からはみ出ていないと、こういう言い方をされています。 

 それから、もう１つは、今の保管されている生成物、売却したらどうだと。それでまた売却

も考えていると。こういう言い方もされております。このバイオマス事業の根幹は、100％のご

みの 14.2％のリサイクルを 92.9％に上げるのだと。財政的にも 15 年間で８億円余りの財政効

果があるのだと。それから、ＣＯ２も、これは日本製紙含めて２万 8,000 トン余りの、これも

バイオマスの環境効果があると。こういうことで進めたわけなのです。そこで議会も挙げて、

もちろん町民もそういうものであれば、とにかく協力しながら、とにかく日本製紙も化石燃料

が３割減るのだと。すべていいもの尽くしの中から出発したはずなのですが。町長いつも言っ

ていますけども、１年、２年でうまくいかないと。これは私の言った言葉なのです。ですから、

町民の前でもう少し大目に見てやるべきだと、こう言ったのは私なのです。こう言ってきたの

ですが、その２年が過ぎました。それで、その２年が過ぎたら、いやいや、うまくいっている

し、要は環境衛生費の中で終わっているのだと、こういう言い方をしているのです。しかも、

今の生成物は 6,000 トン余りあるのですが、これも売ってしまってもいいよと、売ってしまえ

という言葉まで出ています。こういうことからいくと、このバイオマスの事業、この考え方こ

れから、我々は議員です、町民との懇談会もいろいろある。こういうことを含めるときちんと

したものをやっぱり考え方をまとめておかなければならない。それで町民にも説明をしなけれ

ばならない。こういうことからいくと、これをきちんとまとめて、今の状況、それからこれか

らのバイオマス事業がどうなるのだと。どう説明したらいいのだろうと。このことで考え方を

述べていただきたいなと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） ご質問の中にいろいろな要素を含みながら、ちょっとなかな
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か当初のとおりいっていない部分のご指摘もありましたけれども、当初の目標の部分は多少生

産量等軌道修正してございますけれども、施設の改善を加えることによって今その目標にかな

り近づいてきていると、そういう見通しを立ててございます。トータルの部分ではやはり当初

計画した細かな金額は別にしまして、その方向の中でやはり、この 23 年度しっかりやっていこ

うとそういう考え方でございます。そういう部分では当然、町民の方に今後の取り組みについ

てしっかりした説明は必要かと思いますけれども、これからの取り組みの状況、この辺を見極

めた中で、整理した中で新年度に入りましてバイオマスの状況、そして、今後の見通し、それ

はきちんと説明していきたいなと思っております。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 今後の議会の皆さんが対町民に対して、町民が今のバイオマス施設を

一体どうなっているのだということで議員の皆さんに大分お聞きになると思います。このこと

に関しては、私、クボタ側とも話をしました。それで、１日当たりの生産量は、年間生産量含

めて間違いなくクリアするような技術になりましたと。要するに考え方は間違っていないので

すが、生産工程の中でちょっとやっぱり不備があったということで機能改善とかそういうもの

をしたわけなのですが。ただ、松田委員もやはり町民言われたときに、やっぱり１年、２年か

かるということを言っていただいたということは我々も助かっているのですが。先日もお話し

たのですが、王子製紙がバイオマスボイラーを導入して、軌道まで７年ぐらいかかったのだと。

こういう新しい技術というのは、やっぱり実証実験やっているときは何ともないのだけど、大

量生産になるとなかなかうまくいかない部分が出てくるのだと。だから、我々も６、７年は覚

悟してやっていたと。ただ、やっぱり町長、新しい技術を入れるということはそういうことな

のだと。日本の国自体もそういう改良、改良を加えて技術革新、技術の発展をしてきたのだと

いうようなことも言われました。ただ、だからといって我々それで満足しているわけではない

のです。本来やはり１年目から安定操業、そして安定生産というのが我々の目標でしたから、

そういう部分では本当に議会の皆さんにこれからも、今までもご迷惑かけたのですが、これか

らもまた説明していただく上でご迷惑かけると思います。ただ、23 年度においては安定稼働す

るというお約束のもとにやっています。それと、日本で初めての技術ということも加えて、い

ずれにしてもＣＯ２の削減だとか、リサイクル率等においても先進的な取り組みということで

やっていますので、その辺も加えて議会のほうから、議員の皆さんからご説明いただければと

思っています。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。私はこのごみ事業はもともと登別市と共同でやったとき

は、白老のごみ処理マシンが壊れてきたと、古くなってきたと。ダイオキシンがもともとのご

み処理は 80 ナノグラム以下のダイオキシンの数値だった。平成９年 12 月、大気汚染法という

のができて、今度は 14 年からたしか１ミリナノグラム以下にしなさいと。それで、白老町がや

るとすれば 19 億円もかかるのだと。ここから始まっていっているのです。私は先般いろいろお
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話を聞いていて、バイオマスを売るのはいいと思うのです。でも、あそこにダイオキシンが入

っているのです。ダイオキシンはたしか 800 度以上の温度で 24 時間燃やしっぱなしでないとダ

イオキシンが出るのだと。熱の冷めたときと、温めるときがダイオキシン出るのだと。こうい

うことでまちが断念したのですが。それでバイオマスが、それでは、その辺に売ってみる。先

日、副町長、安愚楽に売ることを考えているのだと言うけども、私はそういうことからいくと

ダイオキシンの問題が、大変な問題が出てくるような気がするのです。今まで言われたことか

らいくとです。ですから、私は今後も機械壊れる場合もあるし、故障もあるし、機械がまとも

に運転しても生成物がまともにならない場合があると思います。そのときどうしてもやっぱり

また野積みだってある。これからもあり得る。それをどうするかという問題、今の 3,600 トン

を処理した後も延々と続く問題だと思うのです。ですから、やっぱりその辺をきちんとした考

えのもとに、ただ行って売ればいいということではなく、その辺をきちんとこれからやっぱり

やるべきだと、こう私は思うのですが。ただ売ればいいということでは、私はならないと思う

のですが、その辺の考え方はどうですか。 

○委員長（及川 保君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） ダイオキシン問題についてでございますけれども、まず、

燃料化施設で製造されています固形燃料については塩素分が入っておりますので、0.3％以下

ではございますが、燃やすとまず間違いなくダイオキシンの発生する可能性はあります。それ

で、日本製紙の大型の新エネルギーボイラーで燃焼していますと、24 時間燃焼ということでダ

イオキシン発生の温度帯約 800 度を超えた上のほうで燃焼しておりますので、日本製紙におい

てはダイオキシンが発生する可能性が極めて低い。これは全く発生しないということではない

と思います。ただし、ダイオキシン特別措置法に基づく排出濃度等は十分にクリアしている状

態だということでございます。それから、ダイオキシン特措法の観点でいきますと、ボイラー

の規模要件がございます。この規模要件はある一定規模以上のボイラーに関しては、この規制

が対象になります。適用になりますということでございます。 

 それで今お話の中にありました安愚楽牧場のボイラーについては適用外。要するに規模要件

よりも小さなボイラーということになります。したがって、ダイオキシンの測定義務あるいは

その基準に基づく対策の必要性等々については研究されていないという状況にございます。と

いうことで、そこで固形燃料をたいたとしても特段法的には問題はないということになります。 

 ただ、一方、それではダイオキシンが発生する可能性が極めて高いのにそのまま放ったらか

しにしておいていいのかという問題が出てくると思うのです。しかし、大型の焼却施設あるい

はボイラーでたいていたときに発生するダイオキシンの総量に対して、安愚楽牧場のような小

さなボイラーで固形燃料をたいたときに発生するダイオキシンの量は極めて少量であるとい

うことがあります。その少量のものが大気中に排出されたときの拡散の状況を考えますと、大

型のボイラーでたいているよりは十分に濃度が低い状態で周辺に届くということになります

ので、健康面から考えても、いわゆるダイオキシン特措法で規定をしている基準値を下回る状

況になると。これは国の見解です。国の見解でそのような見解になっていますので、そういう



 52 

観点からいきますと、具体に特別の除去方法あるいは解消方法をとらないと周辺に人体的な影

響が及ぶのではないかというところは、心配をする必要はないというふうに考えております。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 余剰生成物の売却の件でございますが、まず、今 3,600 トンの余剰

生成物についてはできるだけ早く処理をしたいということで、処理をするには時間かかります

ので、この分については売却を含めて検討するということでございます。今後につきましては、

余剰生成物はそれほど出ません。これについては安愚楽のバイオマスボイラーで粉のまま使う

か、あるいは固めて使っていただくか。これは今、粉の状態で試験やっていますけども、でき

ればハンドリングの関係で固めたほうが使いやすいということですので、この辺は単価も含め

て検討をしていきたいという考えでございます。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○１２番（松田謙吾君） 大体わかりました。それで、一番大事なことは日本製紙に１万 1,000

トン化石燃料３割分納入するのだと、供給するのだと、こういうことで始めたわけなのです。

それで、あそこの土地は日本製紙の土地だし、蒸気も電気もいただいています。寄附までいた

だいている。そこで、私はなぜきょうこう言うかというと、日本製紙の今の土地、電気、そし

て蒸気が供給される中で、ただ、あそこでつくったのはどこへ売ってもいいのだということに

なれば、やはり日本製紙との約束が違うわけです。ですから、こういうことはきちんと、私が

きちんとお話しておいてというのは、町民にいろいろな言葉が伝わるわけです。ですから、日

本製紙にもきちんとお話しているのならしていますとか、土地がそうなのですから。そういう

方向性をきちんとしておかなければおかしな風評がたって、いつもの白老みたいになるのです。

白老のまちはそうだから。それで私、心配してこういうことを今お話したのです。ですから、

日本製紙との関係はきちんとお話しているのかどうかということでお聞きしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 日本製紙とは生産量の見込み等を含めて定期的に会合を持ち

まして、これまでなかなか当初の計画に達しない部分も理解いただいて、少しでも早く目標と

する部分にもっていきたいと、そういう部分の理解は得てございます。そういう部分では、今

後の生産量が現在の計画に沿って確保できれば十分理解いただけるものと考えております。 

○委員長（及川 保君）  ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 211 ページのバイオマス燃料化施設関連で質問します。一般質問して

いますから町長と云々ということにはならなくて、あくまでも財政面で 23 年度予算の部分で

質問したいと思います。ただ、町長、冒頭、同僚議員で技術革新に７、８年かかるとこう言っ

ていました。それは、かかる、かからない別として、私が言っているのは、だからと言ってそ

れにかかる町民負担は求めてはだめですというような言い方ですから。技術革新、イノベーシ

ョンですから、それはいろいろなこと遭遇されると思いますけど、だから、それが大義名分で
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ぼんぼん財源をかけていいかということにはならないと思います。これはやっぱりクボタの責

任でやっていただきたいなと、こう思います。 

 それで、これは部長に伺いますけども、部長、先日私に、一般質問でごみ処理経費全体の収

支見通しについて質問したら、私数字で言ったら、どこからきている数字かわからないとこう

いう答弁されたのです。それで私今回はっきり言いますけども、23 年３月 23 日の予算等審査

特別委員会で、ここにありますけども、これのごみ処理全体の収支見通し、収支金額を提示さ

れているのです。わかっていますよね。このとき提出された計画表の支出項目。ここにありま

す。燃料化施設運営経費なのです。これが 23 年度以降の経費額を１億 8,946 万 1,000 円とみ

ています。ずっと、35 年までです。しかし、23 年度の予算を見たら予算計上額は２億 911 万

2,000 円。対比すると約 2,000 万円。細かく言うと 1,965 万 1,000 円の増となっているのです。

これを私が言ったら、あなたはわからないとこう言ったのです。この収支計画に対しての増額

の要因は何だったかをまずお聞きします。 

 それと、当初、今の議論ありましたけど、１万 1,000 トンとありましたけれども、次の年か

ら 8,800 トン、余剰生成物が 1,600 トン。それで 9,700 トンになったけど、今までの議論聞い

ていると、今、町長もいみじくも言いましたけど、23 年度で稼働しますけど４月１日からとは

言っていません。途中からになるだろうと、こう言っていますので。それを聞くと、状況判断

して満度の生産量に追いつかないと思います。私、追いついてほしいと希望しています。そう

すると、このことからもごみ処理全体の収支見通しの見直しが必要かなと思います。私の一般

質問にも、副町長も見直ししたいなとこういう言い方をしていますので、それが２点目。 

 それと、次に 213 ページ。ここにバイオマス燃料化施設副資材調達システム、これはバイオ

マス施設を安定稼働させるためによりよい副資材の調達が不可欠だと。そのために国の緊急雇

用創出事業でこの 23 年度からは重点分野雇用創出事業というふうに切りかえて、燃料化施設

副資材調達システムの構築を図ろうとして予算計上しています。22 年度は 928 万 8,000 円。23

年度はここに書いてあるような金額です。1,646 万 6,000 円ですよね。合わせて 2,600 万円に

なります。そこで聞きますけども、まず１点目。22 年度もやっていますけども、23 年度の事

業内容と、なぜまた 23 年度継続する事業の必要性が出てきたのか。２点目、この事業は、今

回のこれです。23 年度で計上しているシステム構築事業。どのような形でこれがバイオマス施

設の安定稼働につながっていくのか。そして３点目。この補助金が 23 年度で仮になくなった

場合に今後はどのような扱いになっていくのか。その点伺います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 大きな１点目の 23 年度予算と 22 年度予算を比較しての増額

の要因と。そういう質問かと思いますけれども、施設運営費の部分で大きくふえている部分に

つきましては、光熱水費、燃料費と言いますか、そういう部分がございます。重油等の値上が

りもございますけれども、ある程度生産量がふえてくる中でやはり実績として、電気と蒸気の

使用料が実績として 22 年度の予算よりもちょっとふえてきていると。そういう部分では 12 月

で補正させていただいております。 
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 あと、施設管理の委託料です。これは実際稼働させる中でやはり機能改善工事を実施して、

本来は最初から必要だったと、そういうような部分の工事だと認識してございますけれども、

それを稼働させる上にやっぱり人員的な部分も必要になったと。そういうことで約 1,900 万円、

これが前年度と比較しますとトータルふえてございます。 

 23 年度以降の収支見通しという中での今後の見通しという部分でございますけれども、昨年

の予算の中の説明の資料としては、支出の見通し、また、収入の見通し、そういうものの中で

効果額として４億 5,000 万円ぐらいという数字をたしかお示ししたかと思いますけども、支出

のほうのこういう増の要因がございますので、現在の見通しとしては約２億円弱ぐらいの効果

額にちょっと縮まってきていると。ただ、一般質問の答弁でもお答えしましたとおり、平成 20

年度まで登別の広域で処理していたときよりもやはりトータルな経費としては下回っている

と、そういう部分でございます。 

 ３点目の調達システムの関係については担当課長のほうからご説明いたします。 

○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） それでは、副資材の調達システムのご説明をいたします。ま

ず、１つ目の事業内容についてですが、事業内容につきましては平成 22 年、今年度と内容的

には同じものになります。副資材の調達先の開発だとか。それで現在、調達先を何軒か見つけ

ております。そこには副資材になり得るものがございますけども、その分別の方法だとか、品

質というものが確立されておりません。なので、そういったものをこういうふうに分別してく

ださいとか、こういうふうに出してくださいとか、そういったお願いも含めて事業者にお願い

していると。こういったことを繰り返しております。 

 次に、副資材があることによって安定的につながるかという点でございますけども、廃プラ

も、それから紙類につきましても、今現在ある程度の調達はもう可能になっております。ただ、

量的にはあるのですけども、やはり質が伴わないところがありますので、この事業を使っても

う少し進めていきたいというふうに考えています。 

 それから、予算的には 700 万円ほど増になっています。増になった部分につきましては、一

人、人をふやしています。分析をしてもらうということで１名ふやしております。それから、

借りる重機です。車です。そういったものの増額をしております。 

 あと、今後の関係なのですけども、これにつきましてはある程度ルートを確定させて、でき

れば民間のほうに譲れればなというふうには考えています。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 今、部長のほうで２億円圧縮するというと、実際には最終的に２億 5,000

万円ぐらいになってしまう。私、一般質問でもやったけど、交付税の部分も半分ぐらい落ちて

きていますし、当然もっと落ちると思いますので、これについてはもう一回見直しの資料を提

出するよう要求をいたします。 

 それと、22 年度と 23 年度の比較を言ったのだけれども、22 年より生産量ふえるから動力的
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なものの経費がふえると言ったけども、700 何ぼ、22 年で補正していますよね。それ合わせて

も１億 9,000 万円ぐらいなのです。それでは、今もう少しで 25 日に補正予算出るからそれを

じっくり見ますけども、実際に 22 年度は生産量落ちていて、支出の生産する処理費、支出額

は変わっていないのです。それでは、23 年度は同じ生産量でもっていながら、なぜ 22 年度か

ら見たら 2,000 万円ふえたのかという言い方です。何も変わっていないのです、生産量も支出

の中身も。逆に 22 年度減っていながら、予算額約２億円の金をあちらに使ってしまっている

のです。それは矛盾しないですか。その辺１つ。 

 もう１つ。そういう話をするけど、町長は前に言ったように、このバイオマス管理施設の部

分だけの単独の予算書をつくって、21 年、22 年出ているのです。23 年度も私は今、出ると思

ったけど、出なかったのだけど、これは予算審議中に出るように要求しますので、ぜひこれは

出してください。それでなければわかりませんから。これは特別会計にかわる部分で町長が出

しますと言ったことで、バイオマス燃料化施設管理運営経費予算の内訳で、全部、歳入、歳出

出ていますから。これは出せるかどうか。その２点をまず伺います。 

 次に副資材の関係に入ります。これはたまたま補助メニューあったからそういう部分でやっ

たと思うのだけども、その部分で今、来年から云々と言ったけど、これは事業の継続性が本当

に出てきたときに町の持ち出しすることになるのか。そういう部分はちゃんと整理しておかな

ければいけないと思います。 

 それと、先般もらった資料で、重点雇用の関係の資料を要求して、いただきました。ありが

とうございました。その中で見ると、副資材の調達システム事業は３人の雇用で、雇用率が

56.1％なのです。他の雇用交付金の事業、16 事業ありますけども、これでいけば雇用者数が非

常に低いのです。雇用率が悪い。今、課長言ったように多分重機何かも借りていると思うのだ

けども、その辺はどうも、重点雇用の国の補助金でやっているのだけども、その部分がそうい

う重機とか何かに全部充てんしているのかどうかということを伺いたいと思います。そして、

単価を割り返すと他の事業よりかなりここの１人当たりの賃金単価非常に高いのです。これは

特殊なものなのかどうなのか。その辺どうなのかということです。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） １点目の質問は、22 年度と 23 年度の比較の中で生産量との

兼ね合いでどうかという部分だったのですけど、その中の質問にありました交付税のお話をさ

れていましたけども、交付税については昨年出した資料の中のその部分については、もう既に

ある最終処分地の元利償還金、そういうものも基本的に入っております。ですから、金額の違

いは基本的にはないということでご理解いただきたいと思います。あくまでもバイオマス燃料

化施設だけの交付税であれば委員おっしゃるような金額になると思いますけど、昨年度の資料

でも基本的には現在ある最終処分地の元利償還金も含めてつくってございますので、交付税が

見込みよりも下がると、そういうことではないということでご理解いただきたいと思います。 

 それで、22 年と 23 年の比較の中でちょっと生産量が違う中でなぜふえてくるかという部分

なのですけれども。基本的に電気を多く使う部分というのは固形化するラインでございます。
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固形化ラインです。固めるラインです。固めるラインについては、量が多くても少なくても基

本的にはずっとフルで運転すると、そういう部分の中で経費的には変わらないといいますか、

そういう部分でございます。だから、量が少ないと経費が落とせるという部分のラインではな

いという要素もこの工程の中にあります。そういう部分で実績として燃料あるいは電気の部分、

実績として 22 年度、数字出てきていますので、それで予算を組ませていただいたということ

でございます。 

 22 年度と 23 年度の予算比較の資料につきましては、なるべく早く提出したいと思います。 

 あと、調達システムの関係。細かな部分は課長のほうから話しますけれども、基本的には 22

年度、23 年度で副資材の調達先の道筋をつけて、それを使って、それを活用する形で 24 年度

以降に 23 年度も含めてきちんと副資材の調達先を確保していこうと、そういう考え方でござ

いますので、この事業がなくなったから、それではその調達先がなくなるということではなく

て、この事業の中で調達先を確保していく事業だと、そういうことでご理解いただきたいと思

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） それでは、事業の内容についてもう少し詳しくご説明したい

と思います。まず、事業費総額で約 1,600 万円でございます。その中に人件費として 870 万円

ほど。ちょっと管理費と諸経費別にしていますけども、それぐらいの金額になります。それで、

その中で単価が高額だということですけども、大型運転手の単価を使わせてもらっています。

それと、車両代として４トン車の借り入れだとか、そういったものを 500 万円ほどみておりま

す。それで、人件費につきましては 50％以上という決まりというのですか、そういうものがあ

りますので、その範囲内で人件費を組んでいると。そういった事業になります。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） かなり動力の関係で当初と違ってきているなということですよね。燃

料費もかかっているし、前回重油関係もやってきていますから。本来は化石燃料を減らすため

に、そういう燃料をつくのに逆に多くのエネルギーが必要になってきているということが予算

に反映されているという解釈でいいかどうかということ。 

 もう１つは、先ほど言った収支全体の２億円圧縮される部分の見直しの資料は提出になるの

かどうか。それだけ伺います。 

○委員長（及川 保君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 化石燃料のという部分でいきますと、この施設、たしかに重油、

電気、蒸気のそういうＣＯ２の排出要素を持っていますけども、その要素を試算しますとＣＯ

２換算で約 5,000 トン、使う部分としてです。燃料を供給する部分では、当初の２万数千トン

という数字がありますけども、ちょっと生産量低くなってきていますけども、２万トンぐらい

の削減効果があるということでエネルギーバランスとしては十分意味のあるものだと思って

ございます。 
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 あと、収支見通しにつきましては、数字を精査して出せるようには努力したいと思いますけ

ども、何分災害支援で非常に業務多忙ですので、ちょっとその部分もご配慮いただき、なるべ

く早く出すということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 前田委員、資料２つありましたけども、今ちょっと震災の関係で担

当でかかわって今一生懸命やっている部署ですので、若干遅れるということでご理解いただき

たいと思います。 

 それでは、暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ３時１６分 

                                         

再開 午後 ３時２９分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 そのほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、次に進みます。５款労働費及び６款農林水産業費に入り

ます。ページ数は 214 ページから 227 ページまでの労働費及び農林水産業費全般について。質

疑のございます方はどうぞ。 

５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。先ほどもアライグマのときにちょっと触れ

てはいたのですけども、エゾシカの関係をちょっと伺いたいと思います。221 ページ。今回、

農林水産業費ということでエゾシカの駆除に 60 万円と、それとエゾシカの防護柵に 1,084 万

円ということでございますけれども、この事業の詳細について、まずお尋ねしたいと思います。

この金額の内訳というか。 

○委員長（及川 保君） 高野経済産業課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君） エゾシカの駆除ということでお答えさせていただいます。

まず、この主な事業としては、先ほどもご説明してございますが、エゾシカが急激に増加して

いるということで国の緊急雇用で事業をとってございます。雇用人員については、ハンター２

名と臨時雇用事務職１名、計３名でございまして、事業の内容でございますが、エゾシカの防

護さく設置あるいは補修ということになってございます。それと、エゾシカの捕獲約 200 頭を

予定しております。総額、人件費については 877 万 3,000 円ほどでございます。そのほかに防

護さくの原材料等々を含めまして、総額 1,084 万 3,000 円でございます。 

以上でございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○５番（山本浩平君） 町営牧場に防護さくを設置するということなのですけども、町営牧場

に限定されている理由は何でしょうか。お尋ねしたいと思います。 

 それと、その前のエゾシカの駆除で 60 万円。この 60 万円の内訳というのは、ハンター２名

の賃金ですか。この 60 万円は何の金額なのでしょうか。これをお尋ねしたいと思います。と
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申しますのは、先ほど駆除に関しては国や道が、小野寺参事のお答えの中で、アライグマのと

きにですけども、国や道が予算立てしているためだと、駆除に関しては。ですから、町のほう

はそんなに費用出さなくてもということなのですけれども、非常に私は、確かに牧場の被害も

もちろんあると思うのですけれども、一般町民が例えば事故に遭うですとか、あるいは趣味で

野菜等をつくられている方々が時期になると食い荒らされているとか、そういったようなこと

でやはり駆除のほうに力点を置くべきではないのかなと。防護さくも必要かもしれませんけど

も、駆除にもっと力を注ぐべきではないのかなというふうに思うわけなのです。この前も２、

３日前だったか、１週間以内ですけれども、時間的には朝の８時半かそのぐらいでした。美園

公住のすぐそばのところの石山大通の抜けるところの道路のところに雄ジカが３、４頭いたの

です。私、個人的に大滝線をよく仕事の関係で通るものですから危ない目にあったことが２回

ほどあるのです。もう本当にギリギリでかわした、かわしたというよりもたまたまぶつからな

かったと言ったほうがいいのですけど、そんな状況が２回ぐらいあるものですから、個人的に

は非常にエゾシカというのは恐怖だなというふうに思っている人間なのですけども。その辺に

ついて、捕獲ではなくて駆除です、これにもっと力を入れるべきではないかと。この点につい

てお答え願いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高野経済産業課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君） エゾシカの駆除ということで、エゾシカ被害対策事業 60

万円。この事業については議員から先般、他市町村で１頭につき 2,000 円、あるいは 3,000 円

の補助をしているのではないかと。そういった意見もございました。それで、この 60 万円に

ついては 300 頭分の 2,000 円ということで、農協のほうに補助する形になってございます。こ

れが 300 頭ということで駆除を予定してございます。 

 それと、先ほどご説明してございますが、エゾシカ防護柵設置捕獲事業。防護さくの設置と

あわせて、これも捕獲 200 頭を予定して、計 500 頭予定してございます。 

 町営牧場ということで限定したということについては、農畜産農家の方々、８農家なのです

が、それぞれ３カ所ございますが、300 頭ほど放牧していると。そういった状況にある中で、

まず、町営牧場をエゾシカの侵入とあわせて牛も出ないようにと、そういった部分もございま

す。主はエゾシカの侵入防止ということで、今回、事業を組ませてもらっています。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○９番（斎藤征信君） 斎藤です。同じところですけれども、前にテレビでやっていた自衛隊

まで動員してシカを追って、それで一日がかりで２頭捕ったとか、すごく敏感で全然捕れない

というそういうニュースやっていました。だから、300 頭捕るというのも大変な仕事なのかな

というふうに思うのですけども。まず１つは、白老の中で住んでいるわけではないだろうと思

うので、出入りしているのだろうと思うけども、大体確認される頭数というのはどのぐらいな

のですか。そのうちの 300 頭というのはどのぐらいの割合になるのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君） 捕獲の状況、私のほうからご説明申し上げます。平成 22



 59 

年の緊急雇用で 10 月からハンター２名と臨時職員１名、計３名で現在、捕獲事業を進めてご

ざいます。これまで 10 月から 111 頭を捕獲している状況にございます。それとあわせて、こ

の事業についてはエゾシカがふえているということで確認された場所だとか、捕獲した場所だ

とか、それを全部地図に落として道に報告する、そういった事業でございます。 

 あと、捕獲数なのですけども、20 年度で全体で８万 2,972 頭を捕獲してございます。捕獲数

でございます。 

○委員長（及川 保君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） エゾシカの生息数ですが、町村ごとに生息数というのは

出せません。それはご存じのとおりということで。全道的には数年前で 24 万頭と。10 年前、

12 万頭という数字が私の記憶の中にあります。多分、現在はそれよりも多い。その中で 50 万

頭という数字をちょっと頭の中にはあります。年間で 12 万頭殺していかないと適正数にはい

かないという状況の中で８万頭とかそういう状況ですから、それだとまだふえるということに

なるというような状況の中で自衛隊に協力をお願いして、自衛隊のヘリコプターを出して上か

らどこにどのくらいいるのかという情報を下のハンターさんに情報を提供しながら囲い込み

でどんどん追い込んでいって、ある一定のところ、谷のようなところに追い込んで上から集中

的に殺すというような方法をとったり、あるいは、あらかじめハンターさんがずっと居られる

ようなやぐらを何カ所かに組んで、そこにほかのハンターさんが追い込むというような、そう

いうチームワークを必要とするような手法、猟の方法、そういうのを今、試すということで、

自衛隊との協力は狩猟振興局の白糠町で今年度２回ほどやっておりまして、その２頭というの

も最初に失敗した例だと思いますが、本当は何十頭単位で捕れるものなのです。それがなかな

かうまくいかないというのが現状だと。シカも結構頭がよくて、１回追い込まれて、そこで自

分の仲間が何頭も殺されているところを何回か経験すると、おのずとそこには寄らなくなって

くるということなのです。そうするとまた人間が違うところで囲い込みをやらなければいけな

いということで、特に冬期間の場合にはそういうことをやるのが非常に大変だということです。

それで、撃ったシカを運ぶのも、また山の中で、雪の中だともう全然身動きがとれないという

ことで、自衛隊のスノーモービルとかそういうものの協力を得て搬送もするような、そんな話

をしております。 

 それから、先ほどのご質問の中に白老町の中でどんなところに生息しているのだという話が

ありましたが、基本は山の中です。それで、１つだけあるのは、国有林は営林署の管轄なもの

ですから、入山に非常に制約があります。許可証をとらなければいけないとかいろいろな制約

があって、スノーモービルで中に入れないとか。今は入れるようになったのですが、そういう

ような実態があるものですから、シカも賢くて人間が追って来ないところにおのずと逃げ行く

のです。ということで、イタチごっこ的なところがあってなかなか捕獲数が伸びないというの

が現状です。ましてハンターさんが高齢になって体力的にも以前ほど長時間動けないというよ

うなことやいろいろな条件があって捕獲数が伸びていない、そんな状況にあります。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 
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○９番（斎藤征信君） よくわかりました。今ハンターの話が出たのだけども、捕獲するハン

ター。この間、よそのまちでしたか、誤射があって亡くなったという話もございました。やは

り、すごく大事なことだと思うのだけども、白老のハンターというのは資格を持っている人た

ちはどのくらい。実質。年とって動けないハンターではどうにもならないので、元気のいいハ

ンター、どのくらい、何人くらいいるのか。そして組織化されているのか。そのあたりはどう

いうことになるのでしょうか。 

 それともう１つは、先ほど道で本部を設置したという話があったのですけども、捕獲するた

めの行動というのは広域的にやられているということと解釈していいのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） まず、道のエゾシカ対策本部は札幌の本庁につくってお

ります。それで、各振興局単位で振興局ごとのエゾシカ対策本部、支部みたいものがつくられ

ています。その支部のメンバーに管内の市町村の担当がメンバーとして入っています。白糠町

でやったのはあくまでもモデル事業ということで、それがうまくいけば全道的に展開をしてい

きたいということで、平成 22 年度からの事業でございますので、まずは実効性が上がるのか

どうかというところをやるというような話でございました。それで、やった結果、あのときは

道、自衛隊、それから白糠町、それと地元の猟友会、この連携を取りながら狩猟しなければい

けないということでしたので、そこの連携がちょっと不足していた部分があるということが反

省材料になっていますので、今後さらにその辺を詰めた形で具体的なマニュアルみたいなもの

が出てくるのかなと。そのマニュアルに基づいて各市町村あるいは振興局単位で何らかの対応

をとっていくということになろうかと思います。胆振振興局管内においても伊達、それから壮

瞥町でしたか、向こうのほうで囲いわな的なモデル事業というのをやっております。それは、

細かい話はちょっとまだ私のところには入ってきておりませんのでお答えできないのですが、

具体的にモデル事業としてやっていると。白糠町とは別ケースでやっているということで、そ

れもまた反省点等を踏まえて具体的な方法に進めれば、また各振興局にその情報が入ってくる

のかなということでございます。 

 白老町内のハンターの状況ですけれども、北海道猟友会苫小牧支部の白老支所というのがご

ざいまして、現在 20 名ハンターの登録があります。そのうち 10 名が町の有害鳥獣駆除要員と

して登録されております。平均年齢は年々高くなっておりましてなかなか厳しい状況にありま

すけれども、一昨年４名でしたか、猟友会から外れまして、それで新たに４名の方が猟友会の

メンバーということで増減はないのですけれどもメンバーがかわっております。その中で１名

の方が 40 代の方が今回新しく猟友会のメンバーになりましたので、平均年齢としては若干下

がっているというような状態でございます。 

○委員長（及川 保君） ほか。 

６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君） ６番、本間です。今の関連したエゾシカ、大変シカが憎くて言うわけ

ではありません。うまく使えば奈良のような観光資源にもなりますので、憎くて言っているわ
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けではありませんけど。今、同僚議員のほうからこの対策の強化についてはいろいろ質問され

ていましたので、私のしようとした質問もありましたのでそれはいいと思いますけど、この防

護さくについてです。今後このような防護さくというのはふえるのかどうか。今回、一部の地

域にありますけど、例えばほかのところ、僕も虎杖浜地域なのですけど、本当に最近ですけど

12、13 頭の群れを見ています。いろいろ花とか食べられたりしていて、実際に去年からずっと

そういう農業被害もそうですけどそういう被害が多くなっております。実際に農業被害という

のはアライグマとまた違ってエゾシカのほうは違うと思いますが、その辺ちょっと聞かせても

らいたいと思います。 

 それと、227 ページの栽培資源管理型の推進費なのですけど、今回ナマコに関しては昨年か

ら継続して事業をやっていると思いますが、今後新しい設備などで事業を行っていくのかどう

かというが１点。 

 それから、町長の 23 年度の執行方針の中にもアワビの増殖という、この増殖試験に着手する

というのがありますけど、これは具体的にどのようなことをやるのか。その辺をちょっと聞き

たいと思います。 

○委員長（及川 保君） 高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君） まず、シカの防護さくということでございます。これにつ

いては緊急雇用の先ほどご説明してございますが、シカの通り道を重点的に、猟友会の方々は

ある程度場所を確認していますので、そういった部分に防護さくということで対策を取ってい

きたいと思ってございます。 

 それと被害額でございますが、21年度の被害額で 650万円ということで、草地でございます。 

 それと新しい事業ということで、これは町長も執行方針の中で栽培漁業を力入れていきたい

ということで、アワビの増殖事業がございます。このアワビについては白老港の中で天然のア

ワビが確認されております。そういったことでまずアワビの増殖事業ができないかと。試験的

に今年度実施する予定でいます。予算的には 35 万円ということでとってございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君） シカの捕獲方法については先ほどいろいろハンターとか防護さくであ

りましたけど、今後そのほかに、ハンターもそうなのですけど、わなという考え方もちょっと

以前聞いたことはあるのですが、このわなについては今後どのように考えているのかお聞きし

たいと思います。 

 それと、先ほど山本委員のほうからもありましたが、エゾシカと車というか、人というか、

この事故が昨年からちょっと僕も警察のほうでお聞きしたらやっぱり実際に起きているとい

うことなので、車でぶつかるのならまだあれかもしれないですけど、実際に人間がそれでけが

したり、どこか別の所にぶつかってけがしたりとかという事故もありますので、今後まちとし

てそういう対策というか、どういうような看板を出すといっても広いですからなかなかできな

いかもしれないですけど、でも、これはやはり人身事故というかそういうことも考えられると
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思いますので、町のほうの考えとしてはどうかなと。ちょっとその辺お聞きしたいと思います。 

○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） 前段のわなによる捕獲。そこの考え方について私のほうから

答えさせていただきます。事故等については生活環境課のほうでお願いしたいと思います。 

 シカは、白老町では年間 500 頭ぐらい駆除しないと年々ふえていくというふうに胆振振興局

のほうからも、担当のほうからも聞いております。ですから、今回２つ合わせて 500 頭という

目標を立てたところなのです。一方では、この捕獲したシカの肉をやっぱり流通に乗せて消費

に回すということが今後、捕獲事業にかかる財源を確保する意味でも大事かなということで、

これは道のほうも率先してやりましょうということで、全道的にそういう方向で今行っている

ところなのです。それで実は、わなというのはひっかかるときに非常にストレスがかかるとい

うことで、シカに。全身に血が回ってしまって商品価値がなくなるという部分がございます。

必死に逃れようとして。ですから、基本的にはわなという方法は考えてございません。囲い込

んで、そしてそこで首から上の部所を弾丸で撃つという方法、これが一番いい方法とされてお

りますので。町営牧場を選んだというのも、さくをつくって選んだというのも、実はそのさく

に追い込んで、そこでハンターが撃つというそういうことも考えた中で町営牧場という、ああ

いう広いヤードが必要だということでやっているわけです。 

私のほうからは以上です。 

○委員長（及川 保君） 小野寺生活環境課参事。 

○生活環境課参事（小野寺卓司君） エゾシカに伴う交通事故の関係ですけれども、近年やは

りふえております。私どものほうも苫小牧署のほうから情報をいただきまして数年前というか、

ここ１、２年がやっぱり急にふえております。ただし、死亡事故はまだ１件もないということ

で聞いてございます。場所についても調査をしてございまして、何通りかのシカ道といいます

か、シカの通り道がある。おそらく、専門家の話ですとシカも塩分がほしくて海の水を飲みに

行くというようなことを聞いております。それで、まだ具体にどこなのかというところまで絞

り込んではいないのですけれども、大体このあたりかなと、４本か５本くらいシカ道があるの

ですけれども、そこについては今後、警察署のほうとも相談しながら、要するにシカ注意とい

うような看板を立てるなり何なりということで。どういう方法をとるか、まだ具体には決まっ

ていませんが何らかの対応をとらなければいけないというふうには認識しておりますので、今

後検討しながら具体的な対策を講じていきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ６番、本間広朗委員。 

○６番（本間広朗君） 肉の活用とかあとは海産物、アワビ、ウニ、ナマコ、これからいろい

ろふえて生産量も上がっていくと思います。昨年、食品加工研究所のほうといろいろ協力して

そういう新しい食品開発をすると言っていたのですが、今年度は食品加工研究所の成果につい

てちょっとお聞きしたいのです。これはやはりこれから、先ほど言いましたようにエゾシカの

肉やウニ、アワビ、いろいろと地産地消の観点からそういうことが将来明るいのかなとは思っ
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ていますので、その辺ちょっと成果をお聞きして終わりたいと思います。 

○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） 食品加工研究所との包括連携協定を結んで最低１品を開発し

たいということで実は取り組んでおりまして、いろいろと肉の、例えばしょうゆですとか、そ

れとかふりかけですとか、いろいろなものを検討していた部分がございます。そういう中では、

まだ実は正直言って商品化まで至ってございません。これについては今回３月 18 日にも食材

王国しらおいのプロジェクトの強化事業報告ということをやらせていただいておりますけれ

ども、食品加工研究所の担当部長さんもみえてございました。引き続いて連携をしながら商品

開発に努めていきたい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） ほかございませんか。 

15 番、吉田和子委員。 

○１５番（吉田和子君） 若い人の声を聞きたいと思いますのでちょっと質問したいと思いま

す。今、本当に今回の災害で北海道の観光関係の入り込み数がかなり減っているということで

あったのですけども、私も本当に若い方と何回かお会いするのですけど、やっぱり派遣社員で

採用されていて仕事がなくなったと。215 ページのワークステーションのことです。それで、

若い人から、おばさんお願いがあるのだけどと言われたのですが、本当に仕事がないときに相

談されたらワークステーション行きなさいと言ったら、本当にあそこにワークステーションが

あることで僕たちすごく助かっていますと。だけどやっぱり派遣社員とかそういうので行くと、

また仕事がなくなると一番先に切られる。それから、仕事がないと妻帯者が優先で残されて、

若い人はやっぱり切られてしまうと。それで、あそこにはもうしょっちゅう行くのですと。仕

事もしていないから車も余り乗れないし、本当にワークステーションありがたいのですけど、

すごく行きにくいのだよねという話があったのです。それで、どうしてと言ったら、あそこは

見えるし、見えるのはまだ仕方ないにしても、ハローワークみたいにインターネットで見られ

るものがないのだろうかと。それがあるとある程度自分で見て。用紙だけに書いてあるのは、

細かいことがわからないと。だから、あれだけではちょっと判断できないと。そういうものを

見て最終的に相談ができたら、本当に僕たち助かるのだけどということを何人かに言われたも

のですから、おばさんとしてもすごく悩みまして、本当にそういった方法もとれないものか、

ちょっとお伺いしたいと思います。お願いをしたいと思います。 

○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） ワークステーションの活動ですけども、今、委員のほうから

お話いただきましたけども、実は年間約 2,800 件の相談をいただいていますから、これは直接

お見えになる方が約 2,400 人、電話での相談等で 400 人ほどいらっしゃいまして、年間 2,800

人ぐらい相談に見えられております。そういう環境としては当初１階のほうにありましたけど

も、いろいろ庁舎の事情がありまして今の場所に。ただ、あれは一応パーテーションで区切ら

せていただいて、対応を取るような形を取ってございます。そういう中ではできるだけ皆さん
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が来て相談しやすい環境は今後ともつくっていきたいというふうに考えます。それで、町のホ

ームページでもワークステーションの掲載している内容についても随時掲載しながら、ハロー

ワークと同じような情報を載せるということにはちょっと無理があります。あくまでも今はデ

ータとして白老町に関係する求職の情報をデータとしていただいているという状況なもので

すから、ハローワークのようにパソコンをたたいて、例えば自分の希望の求職の事業を探すと

いうそういう環境までは整ってございませんが、あくまでも今、情報提供の部分ではできるだ

け使いやすいような情報の提供の仕方を今後とも提供していきたい、検討していきたいという

ふうに考えてございますの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） ほかございませんか。 

２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） シカではなくて牛のほうにいきたいと思います。223 ページの畜産振

興推進事業費です。これは 22 年度に町長のてこ入れで優良牛の繁殖牛の自家保留あるいは受

精卵の移植等かなり力入ってはきていますけども、その中の一つが和牛センターの受託料の運

営補助みたいな部分がありました。これは見てみますと、受託料として１頭 300 円に対して町

が 75 円助成するということで、22 年から３年間やりますとこう言っていますけども、和牛セ

ンターの経営状況と、この 75 円を助成したことによって現時点での和牛センターにおける経

営全体にどのような効果を及ぼしているのか。また、現実に課題や問題点、多分あると思うの

ですけど、そして、センターの出資者から町に改善点が多分寄せられているかもしれないと思

うのですけど、その辺の部分がどういうような問題点が提起されていて、どういう対応をされ

ているのかということ。 

 それと、最近、飼料の値上げ傾向がまた出てきて、非常に圧迫しているのです、畜産農家を。

そういう部分で肥育農家とか畜産農家や和牛センターの経営にどのような状況になっているか。

そういう部分を踏まえて今回の農業振興策の予算を吟味されているのか。その辺を伺います。 

○委員長（及川 保君）  高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君） 改良センターのことかと思いますが、22 年度の予算で 96

頭ということで 262 万 8,000 円の補助を見てございます。預託料については１日 300 円、預託

者 500 円、改良センター25 円ということで、１日 75 円の 96 頭ということで預託してございま

す。この成果でございますが、これまで改良センターに預けた過去の、18 年度からなのですが

73 頭、19 年については 86 頭、20 年については 75 頭ということで、21 年は先ほど申しました

が 96 頭ということで年々ふえてございます。この改良組合の中で生産者が預けて、えさの与

え、いろいろなえさがございますので、そのえさによってどういった肉質が出るかだとかそう

いう研究をしてございます。昨年 11 月に全道枝肉共励会で最優秀賞を阿部正幸さんが１頭取

っているわけでございますが、過去に改良センターからも１名出して、それぞれこのセンター

を中心として飼料関係の勉強を生産農家の方々がそれぞれ情報を持ち寄って研究して、ここを

中心に肉質の改良を進めているところでございます。 

 問題点ということですけども、やはり今、白老牛ということで名前は広く認知されておりま
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す。ただ、白老牛というのは特徴というか、えさを一本化したいと。農家の方々は皆さんそう

いう思いでいるのですけども、そこが一本化されないということで先日も農家の方々が一堂に

会して、そういった部分で独自性を出したいということで改良センターを中心にして取り組ん

でいるところでございます。 

 経営の状況なのですけども、ここ３年でございますが、18 年に 33 万 1,723 円増になってご

ざいます。19 年については、マイナス 10 万 1,453 円と。20 年については、109 万 8,051 円の

プラスになってございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 現実にこの和牛センター、この 22 年度末で何頭ぐらいの出荷になって

いるのかということと、いろいろ私、聞いていくと、個人農家の中で肥育をやめている人がか

なり出てきているのです。これはまた後で質問しますけど。そういうことで現在、肥育してい

る個人農家が何戸で、実際に何頭肥育されているのか。 

 それと、今、答弁にありましたけど、和牛センターの肥育の肉質をデータ化して、良質の肥

育牛の生産に生かすと。これは去年、おととしか、高畠部長が胸張って言ったのです。そのデ

ータ結果がちゃんと今、議会に報告されていませんけども、そういうものは集積されて、その

データが肥育技術の向上と、それらに活用されているのか。そして、それが農家の経営改善に

実際に反映されたのか。まず、その点を伺います。 

○委員長（及川 保君） 高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君） 肥育状況ということでございます。21 年度については 1,746

頭肥育してございます。今年度 22 年度については 3,169 頭ということで 1,423 頭増になって

ございます。町内の肥育の状況でございます。先ほどセンターのほうは 96 頭とお答えしたか

と思います。 

 農家戸数でございますが、現在 43 戸ということで押さえてございます。肥育についてはちょ

っと時間をいただければと思います。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ４時０８分 

                                         

再開 午後 ４時１０分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君） 失礼しました。農家戸数 43 に対しまして、肥育については

23 軒肥育してございます。 

○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） 昨年の話なのです。夏、何号補正のときだったか緊急雇用を

使ってということでデータをそろえるという部分です。それは今ホクレンのほうでの出荷頭数
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だとか、各枝肉共励会だとか、それから市場での価格等をデータとして、それではどんな牛が

高く売れているのかとか、その牛はどんなえさを食べているだとかそういったことをデータベ

ース化するということを去年の緊急雇用で申し上げております。その点でありましたら、今そ

のデータを、去年の途中で補正かけた事業ですから、今回のこの肥育頭数増になった部分で反

映されたかどうかという部分はまだそのデータを取りそろえて分析しておりませんので、これ

からの作業になりますので、そこの部分は今回 1,400 頭ぐらいふえておりますが、その辺が反

映されたということにはなりませんので。ただ、今回平成 21 年に 1,746 頭、そして平成 22 年

２月１日の現状 3,169 頭ということで、それを比較しますと 1,400 頭ふええてございます。ふ

えた理由というのはやはり販路拡大、そういった事業が浸透していって、そして農家のほうで

肥育しても十分それが市場に出回るという確信のもと、私ここにデータありますけども、多く

の農家がふえております。去年とことしのデータを比較しますと。そういう状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○２番（前田博之君） 3,169 頭になったのは、企業農家入っていないですか。あくまでも個

人ですか。多分、名前出しませんけども企業さん入っていると思います。実際、私、歩いたら、

肥育やめた農家がかなりあるのです。これをまず認識しているかどうかということです。 

 それと、今データの部分言いましたけど、まだまとめているということだから農家のほうに

いっていませんけど、肥育をやめた部分は、私、前にも言いましたけど技術指導とか営農指導、

そういう部分が非常に大きいのかなとこう思うのですけど。町長が一生懸命自治産業、農家の

経営所得をふやすためにやっていると言っているのだけど、現実の現場の中でもっと具体的に

どういうふうに町長言っていることがそしゃくされて、今言ったように町ばかりではないのだ

けども、農協も普及センターもそうですけど、そういう技術指導とか営農指導をちゃんとして、

そして肥育を高めていくという部分が確立しないと意味ないと思うのです。いくら白老牛のブ

ランド化と騒いでも。まず、それと。 

 もう１つです。今言ったようにやめた部分の原因と、この肥育牛 3,169 頭にふえたと言いま

すけども、これはいいのです。いいことだと思います。ただ、現実に安定供給ができないとよ

く言いますけども、これは基本的には出荷計画をちゃんとしないといけないのです。当然肥育

頭数だって年ベースで計画見ていかなければだめです。この出荷計画をちゃんとしなければ安

定供給につながらないです。これらの体制づくりは私は急務だと思うのですけど、どういうよ

うな形でつくっていくかと。ただ銘柄推進協議会に任せているというのではなくて、私はどこ

かがちゃんと責任を明確にしてこの出荷計画の組織をつくっていかないと旧態依然、一生懸命

旗振っても安定供給できないし、白老牛は先ほど名産と言っていましたけど、それはまた別な

機会でいろいろ話したいと思うけど、まず、その部分について答弁願います。 

○委員長（及川 保君） まずと言いますけど、３回目ですからね。これで終わりですから。 

 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 1,400 頭ぐらいふえたという部分ですけども、これは白老牛

ブランドという名前を使える農家でございます。これは大小さまざまな農家、ほとんどがふえ
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てございます。ただ、中には廃業した農家もあります。それと、素牛価格が上がってきていま

すので、リスクを伴う肥育より素牛にシフトして肥育をやめたところも実はございます。でも、

そういったことも踏まえまして 1,400 頭ふえているということです。 

 それで、計画的な出荷。ここは大事なところだと思うのです。ここは先ほど申しましたよう

に、ホクレンのほうが基本的にいろいろな二次問屋、一次問屋そういうところに卸していって、

それでは末端はどういうところに行っているのだというところで、市場をまず確認して、どれ

だけ白老牛というのは今現在使われて、将来どのぐらいさらに販路拡大する、そういうものが

あるのかと。そこを把握しないと、逆算すると肥育頭数は何頭なのだといったところが出てき

ませんので、まず、将来の見通し、現在を調査して将来の見通し、そこを押さえた中で肥育頭

数というものは、白老の肥育頭数は将来的にこのぐらい必要だから、だから各農家の人たち頑

張りましょうというようなことになると思うのです。それで、それを今、去年の補正でやらせ

てもらっていますので、最終的なホテルだとかレストラン、居酒屋だとかそういったところを

まず調査かけて、その調査かけたところに対して町のほうでさらに今後販路拡大の見込みがあ

るかどうか。これはつぶさに調査して、そして、全体に必要な市場の量、そこを把握して生産

計画を立てると。目標です。そういうような形で今進んでいこうかなというふうに考えている

ところでございます。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 和牛は、育種家というのは当然ご存じだと思うのですが、これはえさ

から血統からあって、育種家というのは大変な作業と、博士みたいな人も結構いないとなかな

か難しい部分があるのです。ただ、今、部長言ったように、６年、７年前も実は素牛高かった

のです。素牛が高くなると肥育やめる農家が出てくるのです。要するに手間のかからない、ど

うしても素牛に偏ってしまうのですけど。本当の農家の安定と白老牛のブランド振興を考えれ

ば、先ほど委員も言われましたけど、要するに肥育やめると出荷計画にも直接影響してくるの

です。それで、また一番高い時期は 11 月、12 月なのです。そこに合わせて産めるようにして

いくのですけど。ただ一方、いい部分のニュースもありまして、今、素牛の市場でもやはり白

老牛がちょっと４万円からそのぐらい平均的に高くなっているということでございます。肉の

価格も当然高くなって、ブランドのほうも結構振興してきたかなと。一番問題は、えさで３つ

ぐらいに分かれているのか、ビールかすを使ったり使わなかったり。具体的に言いますと、雪

印の名人というえさが結構霜降りできて高い値段つくのですけど、それからいくと、それでは

味はどうなのだという課題もあるわけなのです。それで、どうしてもえさで分かれるのですけ

ど、いまだになかなか農家の人は職人の集団ですから難しい部分があると。それで、担当のほ

うもかなり悩んでいると思います。大体もう私も想像つきますので。実態はそういうところな

のですが、ただ、白老牛の価格、価値といいますか、価値は確実に上がっているというのと、

ホクレンあたりも道内では白老牛だけ別扱いしているという状況でございますので、その辺は

ご理解いただきたいと思います。 
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 営農指導なのですが、営農というのは経営指導ですよね。経営指導と技術指導があるのです

が、私も産経の課長をやっていたのであれなのですけど、これはなかなか実は難しい部分があ

るのです。経営指導というのは例えば自分たちの、えさをやったり、じいさんばあさんいて、

自分たち夫婦がやったり、それを人件費に組み込んで、そこまで今は農家が余裕あるかといっ

たら、はっきり言ってないです。上がったとしても今、大変厳しい状況です。実態はまだまだ

経営的には厳しいということです。これから少なくとも一流ブランド牛に限りなく近く上がっ

ていくと経営としても成り立つのですけど、まだその途上ということでご理解いただきたいと

思います。 

 あと、技術指導については農協を含めて改良普及センターがあります。そこに農協、役場も

入って指導しているという状況でございます。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） まず 223 ページの白老ふるさと 2000 年の森管理経費なのですけど、こ

れは指定管理委託料、私の勘違いでしたか、前は観光協会がやっていたような気がしたのです

けども違いましたでしょうか。というのが１つです。 

 もう１つは、227 ページの水産行政全体の中で、先ほども本間委員のほうからちょっと質問

ありましたけど、栽培とか資源管理型漁業事業ということでマツカワの放流事業というものが

入っているのですけども、先日の災害でその種苗、そちらのほうに被害があったとかという報

道があったのですけども、実際にそういうようなもの、白老町でナマコとかいろいろやってい

ますけれど、そういうものに関しての被害はなかったのか。影響されるものはないのか。その

辺お伺いします。 

 ３つ目が、225 ページの水産業漁村振興対策事業経費 500 万円。これは債務負担行為だと思

うのですけれども、昨年度の債務負担行為の 500 万円はどうなったのか。この３点をお伺いい

たします。 

○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） １点目の指定管理者の関係でございますが、委員おっしゃる

とおり白老観光協会に指定管理としてお願いしていますので、その分の費用でございます。 

○委員長（及川 保君） 高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君） マツカワの関係でこのたびの災害で被害がないかというこ

となのですけども、まずマツカワの種苗生産については伊達のセンターで行ってございます。

当海域については毎年、白老地区については３万 5,000 尾、虎杖浜については３万 3,000 尾、

登別についても３万 3,000 尾ということで、約 10 万 1,000 尾を毎年放流してございます。そう

いった状況で、あとウニ、ナマコ等もございましたが、特に被害はございません。ただ、先日

の災害の中で登別漁港の中で小型船が１隻、船外機が水につかって壊れたと。あと活魚施設が、

ポンプ等が破損したという事例がございます。今その辺の被害額についてはいぶり中央漁協で

調査してございます。 
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○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） ３点目の漁組に対する補助金ですけども、これにつきまして

は 23 年度については通常どおりということで、昨年の分なのが、これは平成 27 年までの債務

負担行為ということで、漁組さんとは経営が悪化したときを見計らってということで昨年の部

分をかさ上げして払うということです。実はことしサケと、それからスケトウダラで約６億円

の水揚げ高が減少しております。ただ、決算が出ておりませんので、決算が出た時点で 24 年度

以降に上乗せして、22 年度分を上乗せして補助したいと。そのように検討しておりますのでご

理解いただきたいと思います。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○３番（西田祐子君） 先般の新聞報道で、韓国で北海道産のスケトウダラ、あれを買わない

というような報道もちょっとありましたものですから、非常にその辺心配しているのですけれ

ども、実際には大丈夫でしょうか。その辺が一番懸念しております。 

○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） 韓国に輸出しているのは沿岸ではなくて底引きなのです。で

すから直接白老、胆振日高、それから渡島、この海岸で獲れた沿岸ものはほとんど行っていな

いと聞いております。韓国に行っているのは底引きという漁法で獲っている物ですから、直接

的には余り影響ないのかなと思いますが、魚がダブつくと魚価が落ちると、その部分はありま

す。そういった意味での影響はあるかなというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「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。 

本日の会議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。 

 なお、あすも午前 10 時より委員会を開催いたしますので、ご承知おき願います。 

 本日はこれをもって延会いたします。 

（午後 ４時２８分） 


