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平成２４年白老町議会総務文教常任委員会協議会会議録 

 

平成２４年 ７月２４日（火曜日） 

開  会  午後 １時１５分 

閉  会  午後 ２時５７分 

                                         

○会議に付した事件 

１．メガソーラー設置運営事業者の募集について 

２．（仮称）白老町食育・防災センターの建設事業について 

                                         

○出席委員（６名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      委  員 吉 田 和 子 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 山 田 和 子 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

議  長 山 本 浩 平 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 副委員長 坂 下 利 明 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     総 務 財 政 部 長    岩 城 達 己 君 

     防災危機管理室長    畑 田 正 明 君 

     企 画 振 興 部 長    大 黒 克 己 君 

     企 画 政 策 課 長    高 橋 裕 明 君 

     企画政策課主幹    高 尾 利 弘 君 

     企 業 誘 致 室 長    小 関 雄 司 君 

     企業誘致室主査    藤 澤 文 一 君 

     企業誘致室主査    村 上 弘 光 君 

     健康福祉課主査    加 藤 有佳子 君 

     都 市 整 備 部 長    高 畠   章 君 

     建 設 課 長    岩 崎   勉 君 

     建 設 課 主 幹    田 中 規 雄 君 

     教 育 部 長    辻   昌 秀 君 

     教 育 課 長    五十嵐 省 蔵 君 

     学校給食センター長    葛 西 吉 孝 君 
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○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただいまより総務文教常任委員会協議会を開催いたします。 

（午後 １時１５分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 本日は、企画振興部産業経済課企業誘致室よりメガソーラー設置運

営事業者の募集についての協議会の要請がございました。 

担当課より説明を求めたいと思います。大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒達己君） お忙しいところお集まりいただきましてありがとうございま

す。本日、白老町のメガソーラーの設置運営事業者の募集要項について説明をさせていただき

たいと思います。このメガソーラーにつきましては、皆様ご承知のとおり電気事業者による再

生可能エネルギーに、電気の調達に関する特別措置法、いわゆる特措法に基づきまして、こと

しの４月１日、法律の施行ということで、その再生可能エネルギーによる発電がいろいろ全道

各地でも活発化されているという状況でございます。そういう中におきましては、やはり、今

後の企業誘致、あるいは税収の確保という観点から、本町も積極的に取り組みたいというとこ

ろで、町有地の確保、それと、今後進めていく中での募集という形をとらせていただいて、そ

の辺を進めていきたいというふうに考えておりまして、今回、要綱を策定しております。まだ

案でございますけど、これについて事前に議員の皆様にご説明をしまして、ご理解をいただき

たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、中身につきましては室長のほうより説明をいたします。 

○委員長（小西秀延君） 小関企業誘致室長。 

○企業誘致室長（小関雄司君） お手元に白老町メガソーラー設置運営事業者募集要項がござ

います。それについてご説明させていただきます。座ってご説明させていただきます。今部長

のほうからありましたように、メガソーラー再生可能エネルギーの特措法が、ことしの７月１

日から施行になったということで、メガソーラーの設置が全国規模でされております。これに

基づきまして、白老町にも数社問い合わせが来ているということで、その中で町有地ですとか、

工業団地、これらの遊休地を活用して、メガソーラーの誘致を進めていきたいと。そういう中

で、税収の確保だとか、そういった部分を図っていきたいということでございます。 

この実施要項におきましては、２の募集概要ということがあります。この中では、一応設置

場所としまして、①と②と２通り考えております。まずは町有地のほうでございますけれども、

これは白老町字石山 39 番地１から 39 番地 1,095 ということで、お手元の資料の最後から４枚

目のＡ３の用紙があるかと思います。そちらにピンク色で２カ所塗っておりますけれども、そ

のうちの左側のほう、町有地設置場所ということで、ウヨロの川の隣でございます。ここは町

有地ということで、面積的には９万 4,221 平米ということで、約９ヘクタールちょっとありま

す。ここの部分ともう１カ所、工業団地内なのですけれども、白老町字石山 323 番地１という

ことで、先ほどのＡ３サイズの工業団地設置場所ということで、ちょうど阿部牛さんの工場の
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向かい側、線路向かい側のほうになります。こちらのほうが、大きさとしましては５万 782 平

米ということで、約５ヘクタールあります。あわせまして 14 ヘクタールの面積なのですけれど

も、そちらのほうをメガソーラー設置の候補として考えている場所でございます。 

ここで想定される出力なのですけれども、約１メガから２メガワット未満ということを想定

した中で設置を進めていきたいということで考えております。事業期間としましては、７月１

日以降、設置をするような形になりますけれども、長期的には 20 年間、この事業の特措法の中

で、国が電気を売電できるということになっていますので、一応 20 年間の期間ということで、

賃借という中で考えていきたいと思っております。 

最後のほうに白老町からの提示条件としまして、誰にでも自由に貸すということではなくて、

この要項の中で、うちで審査しました中から決定していきたいということで、設置場所は今言

ったところで基本的には貸しつけという中で進めていきたいと考えております。 

次のページめくっていただきまして、町有地と工業団地のそれぞれの１平方メートル当たり

の単価ということが出ています。町有地については 42 円。工業団地については 110 円と。年間

１平米当たり、この単価を考えております。基本的に土地は現状のままの貸しつけということ

で進めていきたいと思っています。この中では、発電業者は白老町に事務所を設置していただ

くということ、または、草刈りとかパネルの清掃等、維持管理業務、こういうことが発生した

場合、優先的に地元業者に発注していただきたいということも条件の中に盛り込んでおります。 

この中では、最後に、上記の提示条件のほかに白老町のメガソーラー施設立地基本方針とい

う部分があります。お手元の資料の１番最後につけているかと思いますけれども、５月 30 日つ

けで簡単なものですけれども、メガソーラーの施設設置基本方針ということ、企業誘致室のほ

うでつくっております。これに基づいて、いろいろな問い合わせ、この６月以降問い合わせが

あったのですけれども、こういった条件をクリアしていただいた業者については、応募のほう

はいいですよといった部分の簡単な取り決めということでつくった方針でございますけれども、

これに合致した者を基本的には募集したいというようなことで考えております。 

３としまして、今後のスケジュールになります。これについては、企画書をまず出していた

だくのですけれども、８月１日から８月 10 日の間に募集をかけたいと思っております。事業者

の決定については、10 日以降８月下旬までに、白老町企業誘致推進本部会議というものがある

のですけれども、その中で選定をしていきたいということを考えております。今のところ 10

数社から来ておりまして、その中からの企画書を見て、抜粋して、またなおかつその中から、

２社、３社を選んで、プレゼンテーションをやって、それで最終決定したいということで考え

ております。プレゼンテーションまたは面談で、業者がどういうことを目的として考えている

か、どういうことに貢献できるかということを面接等で聞いて決定したいというようなことを

考えています。ここで業者が決定したら、契約の締結とか、土地の貸付ということを 11 月くら

いまでにはある程度終わりたいという予定で走っていきたいと思っております。 

４の応募資格でございます。これには１番から３番まで考えておりまして、例えば（１）で

ありましたら、メガソーラーの発電事業を実現できる総合的な企画力、技術力、資金力、そう
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いうものがしっかりしている業者なのかどうかということが選定の条件で、イとしましては、

メガソーラー設置または運営に関連する事業に関与したことがあるか、または具体的に他のメ

ガソーラーの設置または運営に着手しているかといった部分の会社の運営方針等を確認してい

きたいというようなことを応募の資格の条件としております。 

（２）、（３）はそれぞれ通常の、例えば税の滞納がないとか、また役員等に暴力団が入って

いないかとかそういった部分で、基本的な条項を定めて運営していきたいと思っております。 

５の、現地の説明会と、基本的な電気の説明会というのは、特に行う状況は考えておりませ

ん。それぞれの業者が独自にけっこう動いているといった部分もありますので、特にそのあた

りは設けていないと。 

６としましては、企画提案書の提出ということで、先ほどご説明したように、８月１日から

10 日の間に企業誘致室のほうに持参または郵送していただくということで考えております。提

出の書類については、次のページ以降、それぞれ様式１、様式２というふうなものを定めてお

りますので、後ほど見ていただければと思います。 

そして、先ほどＡ３の用紙でご説明したのですけど、詳しくはそのＡ３の用紙の次のページ

に、まず工業団地の図面が正確に載っております。ちょうど阿部牛さんの道路挟んで向かい側

なのですけれども、こちら側ちょうど、区画としては２区画の形になるのですけれども、ここ

がちょうど５ヘクタール、この全体を使っていただきたいということです。町有地につきまし

ては、次のページにあるのですけれども、ちょうどウヨロの横になります。形としてはちょっ

と変わっているのですけれども、こちらがちょうど全体的に分筆されているのですけれども、

合計で町有地としまして９ヘクタールあるということで、こちらを活用していただきたいとい

った部分で考えております。 

最終的に業者の決定については、白老町の企業誘致推進本部会議で選定して決定するという

ような流れで進めていくことを考えております。 

簡単なのですけれども、以上でご説明を終わらせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） ただいま説明がございました。質問のある委員は、挙手の上どうぞ。 

山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。工業団地の土地なのですけれども、パラグライダーをやっ

ているところとは違うのですよね。 

○委員長（小西秀延君） 小関企業誘致室長。 

○企業誘致室長（小関雄司君） 今ご質問があったとおり、モーターパラグライダーをやって

いるところでございます。ここが決定すれば、モーターパラグライダーは別のほうの用地を確

保して、移っていただくというようなことも想定して、今のところ考えております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） １点気になっていることは、この工業団地の設置場所の鉄道側のほう

に、トンネルの土砂を堆積した場所がありますよね。たしか鉄道側のほうだったと思うのです

が、それは影響ないのかどうなのかということが１点。 
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それから、先ほどの説明で、今何 10 社か問い合わせがあるということで、２社に絞って、そ

れからプレゼンテーションをやってから決めていくということなのですが、町の考えとしては、

一社にするという意味なのか、その辺の考えを伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 小関企業誘致室長。 

○企業誘致室長（小関雄司君） 土砂のほうは後ほど藤澤主査のほうからお答えさせていただ

きます。今のところ数社、先ほど言った 10 数社あるのですけれども、その中で１社になるのか

２社になるのかは、そのプレゼンテーションを受けた中である程度決めていきたいなと。それ

ぞれの業者で、例えば９ヘクタール欲しいところもあれば、５ヘクタールでいいと、いろいろ

なパターンがありますので、それは随時その中で決めていきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） 藤澤企業誘致室主査。 

○企業誘致室主査（藤澤文一君） 最初のご質問でございますが、工業団地に堆積していまし

た、虎杖浜トンネルを掘削した公共残土、以前堆積しておりましたけれども、現在は、石山大

通から港につながる西跨線橋、あそこの公共工事でぜひ土を使いたいということで、相当量運

んで、現状ではほぼフラットになっているような状況ということでございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） いつも見て歩いていたような気がして、山になっているような気がし

ていたのですけれど、ないということですね。わかりました。 

それともう１点は、これは賃借になるということなのですが、一応 20 年間の賃借での施設と

いうことでのお話だったのですが、メガソーラーというの、私、ちょっとわからないのですが、

20 年ということは、20 年の間にその設置したものは取りかえる必要が出てくるということなの

か、それともその契約の上で、20 年間はきちっと責任を持って設置してもらいたいということ

なのか、その辺のお考えを。 

○委員長（小西秀延君） 小関室長。 

○企業誘致室長（小関雄司君） 基本的には 20 年間電気を買い取るという法律になっています

ので、業者のほうは基本的に 20 年間そこの場所でそのまま発電をしたいと考えているようです。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。維持管理業務は地元業者への発注に努めることという条件

になっていますけれども、設置時における地元利用というのはないのですか。 

○委員長（小西秀延君） 小関企業誘致室長。 

○企業誘致室長（小関雄司君） 今のご質問なのですけれども、最後に基本方針というのがあ

るかと思います。例えば基本方針の（２）に事業内容と書いているのですけれども、④には事

業の施行や施設管理等について、地元企業等の参加や人材の雇用が期待できる者とかそういっ

た部分で、本体の工事そのものはちょっと地元難しいと思うのですけれども、基本的には例え

ば基礎工事ですとかそういった部分では、極力地元の業者を使っていただきたいということで、

基本的なある程度の条件として相手方には伝えていきたいと考えております。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 
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○委員（斎藤征信君） 工業団地のほうが９万平方メートルで、町有地のほうが５万平方メー

トルと。それで、精いっぱいそこに設置して起こせる電気が 1,000 から 2,000 キロワットと書

いてあります。これ全部合わせてですよね。これは、実際には、何世帯が恩恵を受けられる大

きさなのか。これをつくることによって、どのくらいの電気というか、そこのところをまず聞

いておきます。 

○委員長（小西秀延君） 小関企業誘致室長。 

○企業誘致室長（小関雄司君） 大体言われているのが、１メガワットで 300 世帯分は賄える

だろうというふうに言われております。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そうすると、１から２メガワットになっていますから、大体 300 から

500 前後という世帯と考えていいですか、この大きさで。 

それともう１つ、10 数社の問い合わせと言っていましたが、確かに今こういう自然エネルギ

ーを使おうというか動きがすごく強いのだというふうに思うのです。それだけ需要がある、供

給したいという会社があるということでいうと、１社、２社に選定するのではなくて、もっと

大規模に呼ぶことができないかどうか。土地の関係者が言ったって、ここの土地だけでなくて、

まだまだあいた土地というのは、白老の中には沢山ありますよね。そうすると、本当に１社、

２社に絞る意味というのはどういうことなのか。もっとあってもいいのではないか。それだけ

の希望があるのであれば、もっと大規模に考えたらどういうことになるか、そのあたりちょっ

と教えてください。 

○委員長（小西秀延君） 藤澤企業誘致室主査。 

○企業誘致室主査（藤澤文一君） ただいまのご質問なのですけれども、確かに今 10 数社から

町有地でメガソーラー事業をできるところがないかという問い合わせが相当来ておりますが、

余りに狭い土地ではなかなか事業展開するなど難しいということで、やはり４ヘクタール、５

ヘクタール以上のロットが必要ですというようなお問い合わせをいただいております。 

それともう一つは、それだけ広いロットの土地をまちとして持っているかどうかとなると、

それほどないのですが、本当に山奥の土地でいいのかということなってくると、やはり送電線

からの距離、これもやはり、一つの条件としてございまして、余り山の中では事業できないと

いうお話はいただいております。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の説明の中で、かなり規模の大きな土地が必要だと。それはわかる

のですけれども、工業団地をもっともっと使う考えはないのかどうなのか。あそこに企業誘致

するとしてもなかなか難しい情勢のなかで、本当にこういうのが来て、固定資産税がもらえる

のであれば、本当に有効利用したほうがいいのではないかという思いもするのですけれども、

そういう考え方はないのか。これは、線路脇のここの部分だけではなくて、もっと枠を広げて

考えることができないかどうか、そのあたりの考え方どうでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 藤澤企業誘致室主査。 



 8 

○企業誘致室主査（藤澤文一君） まず、今回この工業団地の中の用地としてここを候補地と

した理由としては、今未売却になっている分譲用地、これについては整地も終わっております

し、上下水道も完備され、なおかつ開発行為も進んでいるといったようなところで、私どもと

しては、現在進行中で企業誘致の交渉に当たっている企業も数社あるものですから、やはりそ

れは売却用地として確保をしなければならないという事情があります。 

それともう一つは、メガソーラーの事業をやるに当たっては、国のほうからの通達もあるの

ですが、開発行為といったその手続が不要ですということなのです。今回ご提案する用地につ

いては、上下水道まだ入っておりませんし、まだ開発行為も起こされていない土地ということ

で、言ってみれば、今すぐ工場立地できるような環境にないものですから、それであればメガ

ソーラーの事業にお貸しして、土地の賃借料をもらいつつ、その固定資産税の税収も期待でき

るというところで、今回ここの場所を候補地として選んだ。 

それともう一つは、分譲地については、やはり、まとまった４ヘクタール、５ヘクタールの

ロットが取れるのが、実はここのところだけなのです。それと、ほかの、先ほど言ったとおり、

交渉中の企業も数社あるものですから、やはり分譲地として残しておかなければならないとい

ったところで、今回の提案に至ったということです。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 小さいことなので、前田委員より先に聞きます。この土地を貸すとい

うことは、固定資産税は入ってこないと思うのです。白老町にとってのメリットは何があるの

かなとちょっと思ったことと、それからもしかしたら手を挙げている業者、先ほど何世帯ぐら

い使えるかという話があったのですが、もしかしたら、企業さんがもし入ってきたとしたら、

自分の企業で使うということになる可能性ももちろんこれは再生可能エネルギーで、節電とい

うことも表にすると、企業があれば、企業は黙っていても使うわけですから、自分で使うもの

を自分で用意するということも前提にあるとしたら、町へのメリットは賃借料入るだけなのか。

それで何かほかにまだメリットがあるのかということをと今考えて聞いていたのですけれども。 

○委員長（小西秀延君） 藤澤企業誘致室主査。 

○企業誘致室主査（藤澤文一君） 今吉田委員からお話あったとおり、やはり、現在活用され

ていない土地をお貸しして、土地の賃借料いただくというのはもちろん一つ利用としてはござ

いますけれども、もう一つは、太陽光パネル等を設置した上では、固定資産税の償却資産に該

当してくるものですから、一定の固定資産税も得られるといったようなところも狙いとしてご

ざいます。そのほかにもまちに対して直接実入りがあるといいますか、そういったものではご

ざいませんが、先ほど申し上げたとおり、施行ですとか、メンテナンスに当たっては、地元企

業の受注機会ですとか、そういったものを期待できると思いますので、募集するに当たっては、

そういったところも選考の基準として考えながら、事業者を選んでいきたいというふうには考

えております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 町は、これは企業として入ってくるわけですから、個人ではないので、
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町として今後、再生可能エネルギーを立ち上げる人たちに対しての補助とか、そういったこと

は考えられていますか。それはあくまでも個人で太陽光パネルつけるとかそういうことなのか。

町としての再生可能エネルギー、自然に配慮した今後の対策として、町としてはそういったこ

とに対しての補助体制、これは国からもたしか、企業はあるはずなのです。だけれどそれ以外

に、町として考えられているかどうか、その点伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 藤澤企業誘致室主査。 

○企業誘致室主査（藤澤文一君） ただいまのご質問ですけれども、町独自でその辺の助成制

度を設ける考えはないかというご質問かと思います。それで、実は再生可能エネルギー、発電

設備に係る固定資産税の軽減措置というのがございまして、平成 26 年３月末までに設置したも

のについては、３年間に限りですが、固定資産税の課税標準額を３分の２に軽減するといった

ような軽減措置がございますが、では白老町として、例えば固定資産税を３年分ですとか５年

分免除しますといったような措置をとるかどうかということについては、今北海道内の自治体

を見ても、ちらほらそういう助成制度を設けているところは出てきております。ただ、実際の

ところ、先ほど吉田委員からお話ししたとおり、土地の賃借料プラスその固定資産税の収入と

いうふうに考えたときに、固定資産税を例えば３年なり５年なり丸々免除してしまうと、これ

はまちの財政にとっても余りメリットがないということで、現在は町独自の助成制度というも

のは今のところ考えていないというのが現状です。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒達己君） この辺につきましては、いろいろ内部でも議論させていただ

きました。今藤澤主査のほうで答弁したとおり、やはり、ほかの町村ではそういうことをやっ

ているところもございます。ただ、実際、現在飛び込みみたいな形でかなりの問い合わせ、あ

るいは現地見させてくださいということで、案内したりということで、かなり殺到していると

いう状況ではございますので、通常の企業誘致のように、全くない中で誘致するのであれば、

やはりそういうような、税制面でいろんな措置を講じるということは考えられますが、今回に

つきましては、逆にそこまで設置しなくてもというような考えのもとで、今回町としてはそう

いう措置は講じないということで考えているところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 取れるときには取ったほうがいいという考えですね。わかりました。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 皆さんある程度聞いているので確認する意味もありますけれども、こ

のメガソーラー何 10 件も問い合わせが来ていると言いますけど、今まで話を聞くと、設置条件

はこういうものだから、企業側には町の助成云々ありませんということになっているけれども、

これは正直な話、更地があれば民地でもいいのです。業者が町を通してくるメリットがどこに

あるのかと思うのです。業者にすれば、思惑があるから通していると思うのだけれど、幾らだ

って、今議長のところだっていっぱい土地があるわけです。そういうふうに民地が沢山あるの

に、民地を当たればいい話なのに、なぜ町を通ってくるのかと思うのです。その辺まず１点。 
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○委員長（小西秀延君） 藤澤主査。 

○企業誘致室主査（藤沢文一君） ただいまのご質問ですけれども、それであれば民間の土地

に全く話がないかというと、実際に相談に来られた事業者さんに民有地何かも考えていますか

というお話をすると、それも考えていますと。ただ、やはり行政側で持っている土地というの

はある程度広い面積を持っているケースが多いので、大体その市役所なり役場なりに相談は持

ちかけているようです。ただ、今まで相談受けた数社の事業者は、やはり民間の土地も視野に

入れて考えていますよということで、逆にそういった民間の土地情報もないですかみたいな相

談を受ける場合もあります。ただ、やはり行政で持っている土地に問い合わせが多いというの

は、ちょっとこれは私の私見にはなるかもしれませんが、例えば、町の土地を借りれば、今ま

で非課税の土地ですから、土地の賃借料だけで済むものが、例えば民間の土地を借りたときに、

その土地の賃借料プラスそこの土地の固定資産税も払ってくれといったようなこともあるのか

ないのかちょっとわからないですが、そういったことも考えられるのかなとは思いますが、た

だ民間の土地にも、オファーがないのかと言われると、あるというふうに聞いております。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 基本方針では、民間等が保有する土地にかかる情報を提供することを

うたっていますよね。その辺が、どちらが優先されてくるのかなと思うのだけれども、当然町

としてもある程度の面積規模の土地保有というか、調査して、情報を持っていないとだめです

よね。こういうところがありますよと。そういう部分はどうなっているのかと思って。方針に

うたっているから。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒達己君） 現在、すべての情報を町として我々企業誘致室のほうで持っ

ているわけではございませんが、何カ所か、やはり大きな土地と言いますか、業者さんが希望

するような大きな土地については、ある程度押さえている部分がありますので、もしこの町有

地が仮に決定して、ほかにないですかといった場合には、そういった土地も当たってください

というようなことで情報提供もすべきだと思いますし、また、全部調査していませんけれども、

その後は調査して、もし可能であれば、設置していただければ逆に固定資産税入りますので、

そういった情報提供という部分での土地の調査というのは、今後も引き続いて行わなければな

らないというふうに考えています。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 先ほど償却資産多分あると思ったのですけれども、その部分で、図面

上の規模でいけば投資額幾らぐらいになって、それにかかわる償却資産、今どれぐらい見込ん

でいるのか。何も数字入っていませんから、そういうところが肝心なのです。その辺を押さえ

ていると思うので、その辺をまずお聞きしたいということです。一つずつ聞きます。あと二つ

ぐらいありますけど。 

○委員長（小西秀延君） 藤澤企業誘致室主査。 

○企業誘致室主査（藤澤文一君） 問い合わせといいますか、あった事業者には、例えば工業
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団地の今５ヘクタールのロットで、ではここで事業展開する場合に、どれくらいの投資額にな

りますかというお話もよく聞かせていただくのですが、大体４から５億ぐらいでしょうねとい

うお話は聞きます。これを例えば固定資産税に置き換えるとするならば、大体年間 500 万円か

ら 600 万円ぐらい。これは年々減価償却してきますので、目減りはしていきますけれども、大

体それぐらいのものを想定できるということで考えています。投資額にそのまま掛けるという

わけにはいかないですが、だいたいそれぐらい想定見込めるかなと。500 万円から 600 万円ぐ

らいかなと。それに付随する土地の賃借料も、例えば工業団地の部分であれば、今 110 円掛け

る５ヘクタールで想定していますので、土地の年間収入も、これは 500 万円から 600 万円見込

めると。工業団地のほうだけで今お話ししましたけれども。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 資料を読んでも、国の法律で行っているからそこまで心配しなくてい

いかどうかわかりませんけど、電力会社の接続の是非というか、申請するときに許可をもらっ

たとかそういうものをチェックがなければ、設置はしたが送電線乗らないとなったら困るので、

その辺の手続上の後先の話はどうなのですか。これ見たら、要項を見ても電力会社の接続につ

いて何もうたっていないのです。これはどうなるのか。何かこういうもの、ちゃんと、ここで

も北電とか何とかで、内々そういう事業者があれば、出てこなければだめではないのですか。 

それともう一つは、白老でやるときに、当然に日照時間というのがありますよね。これ、他

の地域との優位性というのは、白老はあるのですか。その２点。 

○委員長（小西秀延君） 小関企業誘致室長。 

○企業誘致室長（小関雄司君） 北電との契約のことになるかと思うのですけれども、基本的

に、決定した後、事業者がここで事業できるということで、先に北電のほうに申請するような

形になります。その申請を受けて、北電で最終的に設置の是非を決定するというような運びに

なるかと思います。 

日照時間の部分なのですけれども、これについては、以前にＮＥＤＯというところで日照時

間について、北海道の年間の平均日照量ということは測定しています。その中では、十勝のほ

うが平米当たり大体 4.2 キロワットの日照量があるということで、北海道の中ではここが一番

いいのかなと。胆振については、その中でも、平米当たりのキロワット 3.8 という測定をされ

ておりまして、北海道全体から見ると、十勝の次にこのあたりも年間の日照量としては十分確

保できるという部分になろうかと思います。ちなみに主要都市の東京が 3.74 ということで、東

京よりも年間の日照量としては十分確保できるのかなというような部分は理解しております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 最後ですけれども、先ほどの期間 20 年と言いました。これから契約に

なっていくと思うのですけれども、事業撤退したとかその場合、ソーラー設置していますよね。

そういう部分の、そういう条項というのは、ちゃんと白老町で、契約の中で整理していくのか。

これ、企業わかりませんから、20 年といったって。そういうことです。 
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あと、小さいことだけれど、この図面でいくと、萩野の町有地の場所、約 10 平米だから、石

山工業団地にすれば同じ大きさだけれど、ただ置き換えただけなのですよね。面積の大きさ。

それと、隣に日本製紙の土地がなかったですか。その辺は、企業さんだからどうなのですか。

その１点だけ。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒達己君） まず撤退の関係につきましては、条件として、２枚目の（５）

の白老町からの提示条件という中の、カタカナのクです。契約期間内に当該業者またはメーカ

ーの都合で事業の継続が困難になった場合、当該事業者の責任において、長期保証の確保に努

めることとし、その処理方法を町へ報告すること。ということで、こういう文言入れています

ので、逆にここがきちっとなっているかどうかという部分が、選定する上での１つの条件かな

というふうにも考えていますし、その辺については、もちろんそういう書き方、書いてきたと

ころを優先して選ぶということになろうかと思います。それにおきましては、やはり、契約の

中にも盛り込んでいきたいと考えています。 

図面につきましては、ちょっとこれ、フリーハンドで書いておりますので、面積的には同じ

ぐらいに見えるかもしれませんけれども、実際は９ヘクタールございますので、その辺は大丈

夫でございます。 

それともう１つ、隣地、西隣には、おっしゃる土地はございます。 

○委員長（小西秀延君） 山本議長。 

○議長（山本浩平君） 大体皆さん聞いてみたいということはほとんど聞かれていましたので、

若干ちょっと重なるところありますけど、先ほど山田委員のほうから出た話に関係ありますけ

れども、ことしは非常に、建築・土木、白老の業者の中で、建築のほうはまだ公共事業が少な

くても、民間の建物、例えば普通の家を建設とか、そういったことがあるのですけれども、土

木は本当にことし、非常に薄い。そういった中で、春先に、町側にも、そして議会のほうにも、

建設協会から切実な陳情、請願がございました。そのときに、本当に切実な内容のお話をされ

ていきました。そういった中で、私はこの提示条件の中で、少なくともやはり、本体工事は専

門性があるから無理だと思うのですけれども、少なくても、その下請の基礎工事は、地元の工

事屋さんで十分土木業者でできる内容でありますので、この辺はぜひともこの白老からの提示

条件の中の一つに、ぜひとも盛り込んでいただきたいという思いでございます。そして都市整

備部さんのほうともよく連携しながら、どれだけことし土木工事が少ないかがわかると思いま

す。その辺ちょっとお願いですけれども、検討していただければというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒達己君） 今の議長のご質問でございますが、先ほど小関室長のほうか

らお答えしたとおり、方針の中にはその辺の部分については盛り込んでいるということではご

ざいましたが、今おっしゃるとおり、確かに土木工事、公共事業も少なくなっている中で、厳

しい状況だというのは十分理解しておりますので、今回、募集要項につきましては、まだ案と

いう段階でございますので、今おっしゃったことにつきましてはこの中に盛り込むような形で、
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最終的な成案化していきたいというふうに考えています。了解いたしました。 

○委員長（小西秀延君） それでは、私から一つ。今 10 数社来ているのですが、この要件等が

整えば、まださらに業界誌等で応募かけるということはまだあり得るのですか。広げるという

ことはあり得るのでしょうか。 

藤澤主査。 

○企業誘致室主査（藤澤文一君） ただいまの委員長からのご質問でございますが、お話しあ

ったとおり、既に 10 数社からは問い合わせが来ておりまして、これから募集するに当たっては、

各事業者さんからは、お声かけしていただきたいといったようなお話はございますが、そのス

ケジュール的なものを申し上げると、先ほどその 42 円という買い取り価格、20 年というのは、

今年度に着工しないと保障されないというところがあって、かなりスケジュール的には後手を

踏んだ感はございます。ただ、何も周知しないで募集しますということにはなりませんので、

例えば町のホームページなり、そういったところも使いながら、広く募集をかけようとは思っ

ていますが、例えば業界誌ですか、そういったものの掲載がちょっと間に合うかどうかという

のは、これからちょっと検討はしたいと思いますけれども、一応、今問い合わせ来ているもの

だけに限ってということではないということでは、ご理解いただきたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） わかりました。 

ほかにないようであれば、メガソーラー設置運営事業者の応募については終了したいと思い

ますが、よろしいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０２分  

                                         

再開 午後 ２時１６分  

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じまして、総務文教常任委員会の委員会協議会を再開いた

します。 

続きまして、企画振興部企画政策課より（仮称）白老町食育・防災センター建設事業につい

ての委員会協議会の要請が来ております。 

大黒企画振興部長、説明をお願いいたします。 

○企画振興部長（大黒達己君） （仮称）白老町食育・防災センターの件につきまして、私の

ほうから説明をさせていただきたいと思います。前回の議案に引き続いて、ちょっとお時間を

いただきたいと思います。座って説明をさせていただきます。この（仮称）白老町食育・防災

センターにつきましては、一般質問ですとか予算審議の中で、議員の皆様とはいろいろとこれ

まで議論をさせていただいておりました。そういった中におきましても、なかなか補助金が決

定せず、町側としても説明にいろいろ苦慮してきたところでございますが、このたび補助金が

内定したということで、この関係とあわせて、若干、現段階でございますが、変更になった点

を説明させていただきたいということで、本日、開催させていただきました。 



 14 

お手元に資料を配付させていただいております。まず１枚目をご覧いただきたいと思います

が、まず１番目として、食育・防災センター建設の目的ということでございます。今回給食セ

ンターを建てかえるに当たりまして、防衛省に対しましてまちづくり構想ということでの提案

をさせていただき、７月６日づけでございますが、防衛施設周辺整備助成補助金、この中のま

ちづくり支援事業という名称で内定をしたところでございます。ここに記載のとおり、食育の

推進や防災学習、災害時に備えた食糧配給拠点などの機能を有する施設を建設するということ

で、今回採択されたポイントとなる部分については、括弧に記載してございますが、防災に関

する活動、これがやはり大きなポイントでありまして、この分がなければ採択されなかったで

あろうというぐらいのところで、これが補助要件の一つということでございます。 

２番目の機能でございますが、これは以前からお話ししておりますが、平常時におきまして

は、安心・安全な学校給食の提供、あるいは防災・食育に関する学習・実践の場、災害等に備

えた食糧備蓄ということで考えてございまして、非常時におきましては、ここに記載のとおり、

災害対策本部給食班が食糧調達、調理、配給等の指揮を執る拠点施設となるもの、非常配備さ

れた調理員が備蓄または調達した食糧により非常食を準備するところ、そして輸送車両等を配

備して、避難施設等への非常食を配給する、いわゆる災害時に食糧を配給できるネットワーク

の拠点ということで、非常時には考えてございます。 

３番目につきましては、これは概算要求時の施設の概要ということで、（１）から（４）まで

はちょっと説明を省略させていただきますが、（５）のいわゆる補助率につきましては、これは

10 分の 7.5 ということで、高率の補助事業であるということでございます。それともう一つ変

更点は、工事期間でございます。これまで工事期間については、25、26 の２カ年で行いたいと

いうことで考えてございましたが、防衛省からの採択要件としまして、３カ年にしてほしいと

いう条件が付されました。それによりまして、27 年８月をめどに供用開始したいというふうに

考えてございます。 

４番目の食育・防災センターの建設工事ということで、１ページの下に 23 年から 27 年度ま

でのそれぞれの項目ごとの、大体時期を示してございますが、次のページにある程度の詳細を

示してございます。24 年度につきましては、単年度事業ということでございまして、25、26、

２カ年の国債事業で、25 年度が２割、それから 26 年度が８割。それから 27 年度につきまして

も、２カ年事業の国債事業ということで、同じく２割、８割というような形での事業の実施に

なるというふうに、今ところ想定しているところでございます。 

次のページは、津波災害時における施設状況についてというところでございまして、これに

つきましては岩城部長のほうから説明していただきますが、その前に、今回食育・防災センタ

ーを建設するに当たりまして、本来であれば新たな部署等を設けて、そこが中心となって行う

という部分が、いきいき４・６等もそうでございましたが、現在なかなか職員数も少ないとい

うことで、準備会議というものを設けまして、その中でいろいろ関連する部分も含めて検討し

てまいりたいというふうに考えております。食育・防災センター建設準備会議、これは７月 19

日に第１回目の会議を開いてございまして、実は会議といいましても、これ、２段構造になっ
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ていまして、建設準備会議というのは部長職で構成しておりまして、所管につきましては、教

育部、総務財政部、生活福祉部、都市整備部、企画振興部の５部でつくってございます。ここ

で総括的な連絡、確認、調整会議を行うと。その下にプロジェクト会議ということで、さらに

細かい作業の打ち合わせを課長クラスで行うということで、先ほど申しました７月 19 日に開催

したのがこの課長級での準備会議のプロジェクト会議ということで開催してございます。ここ

には、教育課、それから学校給食センター、防災危機管理室、健康福祉課、建設課、企画政策

課で構成しているものでございます。 

私のほうからの説明は以上です。 

○委員長（小西秀延君） 岩城総務財政部長。 

○総務財政部長（岩城達己君） それでは、津波災害時における施設状況について、私のほう

から説明させていただきます。ここで、ちょっと図面小さいのですけれども、結論から先に申

し上げますと、津波災害時においても、食育・防災センターの機能は維持できるというもので

ございます。きょう改めて浸水予測図をカラーでお配りしてございます。そちらのほうを見て

いただきたいのですが、まずこの浸水予測です。本年６月 28 日に北海道防災会議地震専門委員

会より、津波浸水予測図が公表されました。それを基に、これをプリントしたものを、きょう

お手元のほうに配付してございます。Ａ３の大きい図面で右側の中段に想定津波波源域という

ことで、どこでどういうふうに津波が発生するかというものを四角く囲ってございます。北海

道の地図があって、その下に黄色い升が並んでいるというところです。これは太平洋側プレー

トと、陸側プレートの境界に幅 140 キロメートル、ですからこの黄色い２升が延長にして 140

キロで、長さ、延長です。これが 420 キロの断層を設定して、ここが一度に 30 メートル、太平

洋側の断層上面に 30 メートル、海溝側、海側のほうの断層が 35 メートルずれると、そういう

滑り量を与えた地震津波というものを想定しています。 

この想定図ですが、想定作業の前提として４つほどあります。１つは、あらゆる可能性を考

慮した最大クラスの巨大な地震津波を検討したもの。２つ目に、マグニチュードを一律９とい

うような数値に置きかえる手法はとっておりません。また、見直しには科学的根拠、これは津

波堆積物のデータ、そういったものを基本にしています。最後４点目に、500 年間隔の地震の

根拠にもなった津波堆積物調査に基づく見直しを行ったと。これが大きく前提となって、今回

白老町を含め、太平洋沿岸の浸水予測図というものが公表になってございます。 

気になるその食育・防災センターの地点は、先ほどの資料のほうに印がついてございますが、

この色からいきますと薄い水色になりまして、１メートル未満と。これだけ大きな地震が発生

した巨大津波が来ても、建設予定地は１メートル未満ということになってございます。今後実

施設計のときは、こういう絵よりも、数値的に津波の高さが標高何メートルかというのをきち

っと出して、計算上建物のフロアの高さが何メートルにするかというのは、今度実施設計の作

業としては出てきます。これではちょっと拾うことはできませんので、これはまた北海道にお

願いして、その数字を拾うこととしております。 

それぞれ大町、白老港ですとか竹浦地区の津波の最大水域のことも記載してございますが、
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これらが北海道から提示された数値になってございます。私ども、その防災との関連では、今

後この予測図を受けて津波避難計画の策定、白老町地域防災計画の見直し、そして防災マップ

の作成というふうになっていきます。１番町民が関心あります防災マップ、これは早くつくっ

て、町民の人達にどこにどう避難していったらいいのか、今後各町内会長と、地域のことをよ

くわかっているのは町内会長さんですので、どういう避難、誘導ルート、そういったことも検

討しながら、避難場所も確認しながら、位置づけしていきたいというふうに考えてございます。 

なお、この図面は、広報８月号でも載せまして、町民の方々にもわかりやすいように説明を

加えて出したいと思っていますし、もう一方の建設厚生常任委員会のほうにも、きょう、この

会議が終わりましたら配付したいというふうに考えてございます。全議員さんのほうにも回る

ようにしたいと思います。 

以上で私のほうからの説明を終わります。 

○委員長（小西秀延君） 説明が終わりました。質疑のある委員さんはいらっしゃいますか。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 補助金が内定をしたということで、ほっとしておりますけれども、そ

の条件の１つとして、３年間というふうに延びたというのを聞いて、ちょっと。１番心配した

ことは、現在ある給食センターは大丈夫かと。直し直ししながら使っているという現状だと思

うのですが、視察している範囲内では大変厳しい状況が続いているのだと思うのですけど、今

説明がありましたように、災害がいつ来るかわからないという現状の中においても、かなり、

これよりもっと小さい地震でもあそこは心配かなと思っているものですから、この３年間とい

うのは動かしようがないのだと思うのですが、現在のその給食センターの状況、３年間やっぱ

りそういうような形で補修しながらやっていくのかどうか、その点伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 完成まで、供用開始まで、以前の説明ですと２年先、今度は３年

先という、そういうような状況になってくる、そういう部分でございます。ここの部分につい

ては、１月の議会のほうにもご説明してきていますけれども、いろいろ老朽化している部分で、

やはり、日々の点検の中でチェックしながら、一部そういう補修、改修しながら使っていかざ

るを得ないと。そういう部分では、どういう状況、どういう症状が出るかちょっとわかりませ

んけれども、給食の提供に支障ないような形で何とか維持していきたいと。具体的にどの部分

がというのは、いろいろありますけれども、こまめな点検の中で何とか維持していきたいと、

そのように考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） これは伺っていいのかどうなのか。答えられなければ答えられなくて

いいのですが、３年間になった理由は何だったのかなと。前は一応２年ということは、それは

こちら側の一方的な意向であったのか、それともこちらの計画で 26 年ということだったのか、

それとも何かその３年ということは、国のほうから２年ということはこういうことで厳しい中

で３年ということになったのか、何故しつこく聞くかというと、前に給食センターの訪問した
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ときに、いろいろな洗浄器具だとか、いろいろなものがあって、壊れたときに部品すら揃わな

いという話も聞いているのです。ですから、補修で本当に補っていけるものなのかどうなのか。

すごくそういう心配ばかりしているのですけれども、これ、３年間になった大きな理由がある

から、こちら側が承諾せざるを得なかったのかなと思いながら聞いていたのですが、その理由

が言えるかどうかわかりませんけれども、理由がもし述べられているのであれば、お聞きした

いというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 今のご質問、３年間に変更になった理由についてですけれど

も、白老町といたしましては、これまでどおり２年間で要望してまいりましたけれども、やは

り、国の財政の状況ですとか、これは北海道局を通じての補助金になりまして、北海道局の配

分の関係もございます。補助金としては９億円を超える補助内容になっておりまして、今年度

も北海道局の補助金の１カ所に対する最大額というのが１億 5,000 万円とか、２億円なのです。

それを白老町に単年度計算で７億円とかというのは、全国的に見てもちょっと難しいだろうと

いうことになりまして、２年、２年の複合的な国債を使って、３年間に平準化するといいます

か、そういうことで配分してもらえないかということが、大きな理由でございます。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。２つ聞いておきたいのですけれども、補助金の中で、12 億

円かかるのが９億円補助されるということでは、すごく喜ばしいことかなというふうに思いま

すが、これは、工事関係で町の持ち出しが３億円になるのですね。そのほかに既存の建物の解

体工事というのは、これは対象外になっていますよね。それだとか、備品の購入が対象外にな

る。こういう、例えば解体するのにどのくらいかかって、備品がどれくらいかかるか。この工

事以外の持ち出しというのは、どんなふうに予測できますか。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） まだ詳細な積算はしていませんが、解体工事につきましては 900

万円ほど。あくまでもまだ概算です。備品につきましては 2,500 万円程度と考えております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 経費はわかりました。 

もう一つなのですけど、建てる位置のことなのですが、先ほどの説明の中で１メートル未満

のということでは大丈夫だろうと、そういう説明があったのですが、あそこ、工業団地の高さ

というのはどのくらいになっていて、本当に海から見るとさほど高くないだろうという気がす

るのですけれども、本当に大丈夫なのかどうなのか。その根拠をもう少し聞かせてください。 

○委員長（小西秀延君） 岩城総務財政部長。 

○総務財政部長（岩城達己君） 標高値は 4.3 メートルになります。それで、先ほどもちょっ

とご説明申し上げましたが、津波の高さ、地盤が今 4.3 メートルという標高値ですから、津波

がこれに対して図面では１メートル未満ですので、4.3 以上ですよね。それで、１メートル未
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満ですから、5.3 以内になろうかと思うのです。ですから、その値が幾らになるかというのを

今北海道のほうに提示してほしいというお願いをしています。そうすることによって、今度の

食育・防災センターの床面の高さを、今度は設計で何メートルにしましょうと、今ここで図面

表示しているのは、既にもう 90 センチ地盤より高いという状況を、先ほどの資料についていま

すので、今のところ、厳密に言えば 10 センチオーバーしているのではないかと言われればそれ

までなのですが、90 センチ地盤より高い位置に食育・防災センターができますから、その部分

では浸水はされないという部分でご説明したところです。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） １点だけお聞きします。きょうは委員会協議会なので、趣旨わかって

いますから。概要の中で、１の食育・防災センター建設の目的で、これまで議会でいろいろ議

論あったのですけれども、そこで、防衛省にまちづくり構想を提案したと言っていますので、

これ、いつどのような内容を提案していたのか。その経緯と内容についてお聞きしておきます。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） これまでの補助金獲得のための動きは、この２、３年いろい

ろな形で行ってまいりましたけれども、その中で今回獲得できそうだという補助金の要件を満

たすために、防衛省のほうからまちづくり構想というもの提出してくれという要請がございま

して、本年５月に急遽策定して、５月末に提出しております。これは、先ほど部長から説明し

ましたように、今回の補助要件が防災活動に関するものということで、そういう内容にそろえ

て、今回の食糧の供給拠点となるセンターをつくるという内容で、構想を提出しております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒達己君） 今回の防衛省に対する補助要望につきましては、あくまでも

給食センターのメニュー化という部分から当初お願いはしてきたのですが、最終的にもそうい

う、新たに給食センターをつくるというためのメニューというのはやはりつくれないという中

におきまして、防衛省のほうでいろいろ、逆に町のこういうような給食センターをつくるに当

たって、どういう形で補助事業に合致した事業がつくれるか、いろいろ頭を悩ませていただい

た中での、いわゆる防災に関する活動という部分の一つとしてのまちづくり支援事業というメ

ニューで押さえて、その中で考えてくれたと。その一つの要件として、まちづくり構想という

ものを提出しなければならないという形になったということでございます。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） これからの実施計画やっていますから、給食機能、食育機能、防災機

能の面積案分とかそういう部分については、これから整理されてくると理解していいのですね。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） 今のご質問は、要は一つの建物で防災だとか、食育だとか、給

食の補助で案分されるのかというご質問だったと思うのですが、あくまでも一つの食育・防災

センターということで、案分という形にはなりません。全体で 100 としたら、75％が補助とい
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うことですので、その中で、その建物で防災機能と食育機能と給食機能を持っている建物とい

うことになります。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 詳しいことは後で聞くけれども、押さえだけ。そうすると、今のこの

資料だけの面積でいくと、1,800 平米のうち、仮に給食機能は将来的にこれだけの子供の人数

になりますと。ある程度どこかの時点で想定しなければいけないけれど、これだけの子供のた

めには、給食機能は何平米ですよと、防災機能については何平米です。そういうような機能的

な分け方をしないのかということです。ということは、建物ばかりで、将来維持管理も後から、

これから出てくると思いますのでそのときにまた議論しますけれども、そういう部分の機能分

担で補助金には整理されないのかということです。これから議論していくときに、漠として、

この話にはならないと思うのだけど、それはどうですかということです。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） ここに示している今の想定でいくと、延べ床面積が 1,800 平米

ありますと。その中で実際給食機能が大半を占めるわけなのですが、８割、９割ぐらい占める

と思いますが、そのうち残りの分について、例えば防災については 200 平米とか、それから、

食育分野でも防災機能と一緒の部屋を使う場合もありますので、という意味合いです。ですか

ら、面積的に案分で言いますと、食育機能、給食機能が例えば何平米、それから管理部門何平

米、それから防災と食育合わせた機能が幾ら、それから備蓄倉庫が幾らという面積は、それは

できますけれども、補助はあくまでも１本ですということです。この説明でわかりますか。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の話の中で、前にも何回も出ているのかもしれないけれども、この

規模のセンターで、子供ために日常何食分の用意ができるのか。そして防災上、災害時には何

食分までが可能なのか。そのあたりもう 1 回言ってください。 

○委員長（小西秀延君） 高橋企画政策課長。 

○企画政策課長（高橋裕明君） 今回の施設の規模とか供給量なのですが、防衛省の補助金を

獲得するに当たっては、あくまでも防災対応施設ということで、想定災害は、先ほど説明しま

した津波で全町的に災害を受けるというのは想定しておりませんで、例えば、樽前山の火山噴

火ですとか、高潮・高波の台風とかの影響で、そういう災害を受ける方が約 1,700 人ぐらいだ

ろうと。それで、そのうち避難所に避難する想定は 1,300 人、８割としております。それで、

1,300 食をつくれる防災機能を持った食糧供給基地ということで、現在の給食の供給量とも合

致させているということはありますけれども、あくまでも防衛省に対しては、災害規模に対応

する施設、規模ということです。 

○委員長（小西秀延君） 五十嵐教育課長。 

○教育課長（五十嵐省蔵君） わかりづらい説明だったかもしれませんけれども、要は、通常

時は今の児童生徒、実際 1,400 人ちょっといるのですが、それに対応する 1,300 食の施設にな

っています。災害時も同じく 1,300 人に配給できる施設になっていますということです。 
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以上です。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ちょっと 1 つ、変なことをお聞きします。今のお話を伺っていて、私

たちこれから町民の方とか、いろいろな方とか、新聞にも載ると思います。それで、町民の意

識としては、防災センターだという、備蓄を備えた防災センターで、いざというときに 1,300

人の物がつくれるのだけれども、いざというときは何年に 1 回来るか、何 10 年に 1 回来るかわ

からないから、それを普段は給食センターとして使うのだと、そういう説明をしないと、何か。

私もそうなのですけれども、給食センターができるのだという感覚がどちらかといったら、私

たちの中に先になっているのです。たまたまそこに備蓄をつくるのだという感覚でいるのです

けれども、今の話を伺う限りでは、あくまでも防災用の食の確保だとか、配食という、つくっ

て配食できる、被災者にやっていくと、それが１番大きな目的なのだということがきちっとな

っていかないと、その辺、私たちのものの言い方で、すごく、それは気にしなくていいことな

のですか。給食センターができる。でいいのか、その辺が今の説明聞いていて、何か違和感を

というか、どういうふうに言っていけばいいのか、なにかそう思ったのです。単純明解に、そ

の辺何か、今、複雑な心境で聞いていたのです。どういうふうに説明するのかなというふうに、

補助金のことを考えると、やっぱり防災の本当の拠点になってくるのだという話のほうがいい

のかなと。普段使わないときは給食センターなのだよというほうがいいのかなと。何かそんな

ふうにちょっと思ったのですけれども、何か考え過ぎですか。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） この食育・防災センターの機能という部分で、本日お配りした資

料の２番の部分になろうかと思います。経過の中でお話ありましたけれども、以前から給食セ

ンターの建て替えが必要だということで、この後への補助事業の中で、そういうメニュー化と

いうのが図られないかと、そういうような形の中で実現を目指してきたと。ただ現実には、そ

のメニューにないという部分の中で、平常時にそういうような機能もあわせた、補助事業とし

ては、まちづくり支援事業、防災機能を兼ねたそういう施設の中で、平常時の機能もあわせて

諮ると。一応そういうような施設として採択になってきたと、そういうようなとらえ方で、ち

ょっとここが、平常時と非常時のこういう目的という部分が２つあるものですから、補助事業

上は非常時という部分を意識した中での採択ということでございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今の部長の説明がきちっとした説明だと思うのですけれども、最終的

に給食センターでいいのだなと。違うでしょと、今補助金のことを考えたときに、きちっとし

た徹底の仕方をしないと、だから補助金もうもらえないとかそんなことを心配しているのでは

なくて、意識の中で皆さんがどういった補助をもらって、どういったものができるのだという

こときちっと自覚をしていただくような、そして白老にそういう防災に至ったときには拠点が

できたのだという思い。普段はこういうことに使うけれども、プラスがあるのだよというぐら

いの説明の仕方でないと、何か今聞いていると、給食センターかというようなことでは、給食
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センターのメニューは入っていないということですから、それが表に出てくることが、今後、

まだ 27 年まであるわけですから、そういう中では問題はないのかなと。 

○委員長（小西秀延君） 辻教育部長。 

○教育部長（辻 昌秀君） 補助事業上については、非常時の備えにという部分でこれをつく

っていくと。ただ、副次的にと言いますか、それを平常時活用するという部分では、給食機能

という部分についても、特に食育も含めて活用させていただくと。そういうような組み立ての

中で採択を受けていくということでございます。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） 参考程度になるかどうかわからないのですが、この大きいＡ４の地図

のところに本図はとずっと書いてあるのですが、津波堆積物の各種調査、これはどこで調査、

大学かどこかそういうところだと思います。いろいろな各種調査と、津波に関して調査したと

思いますが、どういうような内容でやったのかというのを、ちょっとまず聞かせてください。 

○委員長（小西秀延君） 畑田防災危機管理室長。 

○防災危機管理室長（畑田正明君） これは道で発表された津波浸水予測図なのですが、北海

道の防災会議の中に地震専門委員会というのがございまして、その中で過去の津波の堆積状況

とかそういうものを調べた結果として、こういう浸水予測図を発表したというような形になっ

ておりまして、今まで胆振日高管内では、堆積が以前は見当たらなかったのですが、今回新し

く胆振日高管内に、特にむかわ近辺に過去に津波が来て堆積されたものが発見されて、従前と

の予想とは変わった形で、変更になった形で発表されたというような状態になっております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 

○委員（本間広朗君） この調査というのは、町内で行ったのかどうかというのと、余りちょ

っと聞くとあれなので、あとは、これ、やはり先ほど斎藤委員からも工業団地の標高値 4.3 メ

ートルだと答えていましたが、これ本当に最大規模になると 8.8、余り、ここにもありますよ

うに、過小評価とか、過大評価、まずこれを考えてやっていくべきだとなっておりますが、や

はりこれ、これからのいろいろと、例えば８メートルクラスのが来たら、果たしてここの場所

でいいのかどうなのかということにもなると思うのですが、その辺のところをどう考えている

のか、ちょっと聞かせてください。 

○委員長（小西秀延君） 畑田防災危機管理室長。 

○防災危機管理室長（畑田正明君） ただいまの、町内での調査という話なのですが、実は、

私ども確認はしていないのですが、道の発表では、別々川付近で堆積物が見られたというよう

なことは聞いております。堆積物の関係については、以上です。 

○委員長（小西秀延君） 岩城総務財政部長。 

○総務財政部長（岩城達己君） 津波の 8.8 メートルの関係ですが、この予測図の色の濃いオ

レンジから赤にかけてというのが 8.8 ですので、海岸線のほうは、やはりそれだけの津波高に

なってしまうと。内陸に入れば入るほど、薄い水色に変わっていくということで、浸水高とい
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うのは深さですね、これがどんどん減っていきます。その結果、先ほど説明した地域では１メ

ートル未満ということでの図面の見方で考えていただきたい。これはもう想定をという言葉が

ない、最大限先ほど１番最初に黄色い枠の震源域をご説明しましたが、これだけの範囲が一斉

にプレートがずれた場合に起こりうる津波ということですので、北海道の検討の中では、これ

以上の地震といいましょうか、津波はないということの最大を示した値であるというふうにご

理解いただきたい。 

ちなみに釧路、厚岸、道東方面は 30 メートルを超えているということですので、白老町は

8.8 という状況であるということの報告がありました。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕。 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） ないようであれば、本日の総務文教常任委員会協議会を閉会いたし

ます。 

（午後 ２時５７分）  


