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再開 午後 １時２９分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 引き続き、154 ページ３目身体障害者福祉費から 171 ページ８目アイヌ政策推進費まででご

ざいます。質疑のある方はどうぞ。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。簡単なことを２点お尋ねしたいのですけれども、１

つは、ことしなくなった事業の中にアイヌ文化伝統衣服製作伝承事業というのと、アイヌ文化

コンシェルジュ育成事業というのがあるわけなのです。なくなるのはいいのだけれども、そし

て、今回新たにアイヌ文化伝承保存公開事業、これは道が 100％のお金を出してやるのだと、

890 万円ですか、やるのだというふうに言っているのだけど。今ちょっと違うあれだけどあっ

たように、イオル、象徴的空間、そして道の事業とたくさんあるのです。なくなったものも記

憶では道の補助かと思うのです。何でこんなにメニューがどんどん変わるのかと。一定の形で

ずっといくというわけにはいかないものなのかなということが１つ。 

それから、もう１つは、機構から仕事が、財団のほうに町をくぐらないでくる事業の中身と

いうのはあるのかどうか。そして、あるとしたら、どれぐらいの町の予算をくぐらないで直接

機構のほうからくる事業があるのか。この２点についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。 

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） まず１点目のアイヌ文化伝承保存公開事業に関するご

質問でございますが、この事業については、委員ご指摘のとおり道の緊急雇用の補助金を活用

した事業メニューになってございます。このため、雇用が１年間ということもありますので、

その事業のメニューを変えた形で平成 24年度 890万円という事業を新たに構築したところでご

ざいます。中身につきましては、アイヌ古式舞踊実演者の配置、それから、アイヌ伝統工芸で

あります、ゴザ編み技術者の配置を行うという事業を組み立てて、24 年度実施をしたいという

ふうに考えているところでございます。 

２点目のアイヌ民族博物館への推進機構からの事業の関係でございますが、アイヌ文化振興

緊急推進機構からアイヌ民族博物館へは担い手、イオル伝承者の育成事業、この事業がアイヌ

民族博物館へ直接委託をされているところでございます。この事業は３カ年かけて伝承者育成

をしようという事業でありまして、20、21、22 年度、第一期生が卒業したわけですが、こちら

のほうもアイヌ民族博物館が。それから、今年度から第二期生の委託事業につきましてもアイ

ヌ民族博物館がその業務を受託しているところでございます。事業経費としましては約 1,700

万円の事業委託になってございます。 

以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。中身としてはいいのです。ただ、緊急雇用で出ると

いう意味がどういうことなのかなと。要するに、アイヌ民族の文化政策で道がやるのであれば、



 2 

やはり一貫性がずっとあって、長いスパンでやらないと。緊急雇用というと、こういうふうに

つけますというような気がしてならないのです。そういうのではなくて、道として先ほどから

出ているように博物館をきちんと維持するために国や道がお金を出すというのは、私ずっと言

っていることなのです。もちろん町も出すということなのです。基本的にはやはり道や国が博

物館にはきちんとお金を出すべきだと。例えば学芸員だとか。入館料収入がないから運営がで

きなくなるなんていうのは、文化的には非常に低いレベルの話になってしまう。そういう中で

緊急雇用でしか道が出せないというのは一体どういうことなのかなと。これは町に聞いてもだ

めなのかもしれないけど。１つはやはりそういうことを非常に考えるのです。それで、当然、

今のこういう答弁を聞いていると、今までの議論の中から考えられるのは、そういうことがわ

かっていて国や道は、経由して財団に仕事を出しているのかなと思えるふしもないわけではな

いのです。だから、そこら辺をもうちょっとすっきりした形にならないのかなと。それなのに

イオルに 2,000 万円、象徴的空間に何十万とかってつけているわけでしょう。もうちょっと一

本化してきちんとした政策の中で予算がついてくるというふうにはならないものなのですか。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 総合的にアイヌ民族博物館、ここの文化的な火を消さないよ

うにということで、なおかつ、次の目的を達成するためにこの財団に対する補助といった部分、

これは先ほどの答弁の中でもお話しさせていただきましたけれども、今ある制度、これを活用

するしかないというのが現状だということをまず１点ご理解いただきたいと思います。 

それで、その中で緊急雇用については、ふるさとというのが３年前にあります。ふるさとの

緊急雇用と。それと、一般的なものがあります。ふるさとは３年間、一般的なものは１年間と

いう縛りがございます。そういった縛りの中で、アイヌ民族博物館が経営上、あるいは事業の

運営上抱えている課題を予算の中で解決していくということで取り組んだ事業なのです。例え

ば、昨年のコンシェルジェについては、23 年に次の年に雇用しようと、常時雇用しようとする

人を見習いとして、臨時職員としてその緊急雇用で雇用して、そして、ある一定の技術だとか

ノウハウを身につけさせて正規職にすると、そういう目的で認めてもらっています。これは単

年度です。 

それと、今度は衣服や何かの更新。踊り子さんたちが踊っている衣服、かなり古いのです。

まず、これを少ない予算の中で更新したいというのが当時ありまして、その更新をするために

（10）番と似たような名称で、私ちょっと、フルネーム覚えてございませんけど、多分、アイ

ヌ文化伝承保存、ここまでは同じだと思うのです。そういう目的で去年はやっております。そ

れで、目的を達成して踊り子の衣服も更新しております。ですから、そういうようなことを踏

まえて道のほうもある制度の中でできる限り支援していこうというのが今の実態です。 

それで、町としても本当にすっきりした形で何とかちゃんと支援する姿勢を見せてほしいと

いうことは常日頃から要望させていただいているところでございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑ございます方。 
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〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ないようであれば、次へ進みます。170 ページ２項児童福祉費、１

目児童福祉総務費から 183 ページ６目児童館費まで。質疑のある方は、挙手の上お願いいたし

ます。 

２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） ２番、吉田です。３点について伺いたいと思います。171 ページの児

童福祉総務費の中で、保育行政事務経費の中で聞くのが一番いいのかなと思ってお伺いしたい

のですが、アレルギー疾患の対応のガイドラインのことについて伺いたいと思います。以前に

質問いたしまして、小中高、それから、幼稚園向けに学校ガイドラインというのが発行されて、

それがきちんと学校に行き渡っているのだろうかということで、その中での対応の仕方とかを

ちょっと伺ったことがあるのですが。2011 年３月に厚労省からやはりアレルギー疾患対策に対

する子供への対応をまとめた指針、保育所におけるアレルギー対応ガイドラインが発行されて

いるのですが、これは 3,000 冊つくって配布をしているということなのですが、市町村でもそ

れをわかっていないところもあるということだったのですが、白老町としてはそれを押さえら

れているかどうか。その点１点伺いたいと思います。 

それから、173 ページの、今のところは子ども手当ということになっていると思いますが、

正式にはようやく、いろいろな議論があったようなのですが、児童手当というふうに最終的に

はなったのですね。それで、やはり予算関係でネット中継されていますので聞いている方もい

らっしゃって、かなりいろいろなことであちら行ったり、こちら行ったりしましたので、最終

的にどういう状況になったのか。所得制限が設けられるということも伺っていますし、児童手

当として６月から支給されるということになっておりますが、そういったことを含めてどうい

うふうな状況になるのか。その点。 

それから、児童手当に今回なりました。それで、児童手当システム構築事務委託料というこ

とで、これは子ども手当になったり児童手当になったりするたびに事務事業というのは必ず変

わらなければならないのだと思うのですけど、これは本当に、無駄と言ったら怒られてしまい

ますが、何か毎度政策のやりとりで変わってしまって、その負担が全部市町村にかかってくる。

もちろんこれは国のほうで持ってくれるのではないかというふうに思うのですが、その辺のこ

とも含めてこれからまた申請だとかに向けて苦労されると思うのですが、その点の状況を伺い

たいと思います。 

それから、173 ページの弗化物洗口事業についてなのですが、これは、小学校はもう載って

います。小学校のほうにも載っているのですが、これは、子育ての中で虫歯にならない予防の

ための事業ということで、これの対象幼稚園、保育園、小学校が対象になるのかどうなのか。

それとも、何歳以上というふうになっているのか。その点ちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 子ども手当の関係で質問にお答えいたします。今現在、特別措置

法で子ども手当という名称になっているのですけれども、４月からは、当初は子供のための手
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当てということで児童手当法を改正しようとしていたのですけれども、それが最終的に国のほ

うで児童手当法になるということで、法律名は児童手当になります、まずは。 

それで、４月以降、今度は所得制限を設けますということで、これにつきましては所得制限

を設けるのですけれども、ひと月一人 5,000 円を給付しますということなのですけれども、こ

れについては結局、住民税の年少者の扶養控除を廃止しまして、それで、特定扶養控除の縮減

を行ったことによって、その家庭の収入が、実質的な収入が減るということで、所得制限は設

けるけれども手当てを出しますということでございます。 

それで、扶養控除とかがなくなったことによって、地方は税収がふえるということで、費用

負担も実は従来、国と地方が２対１だったのですけれども、１対１にしようということがあっ

たのですけれども、地方の反発でというか、また２対１に戻りました。その中で詳細な費用負

担割合はある程度示されているのですけれども、今国会で審議中ですので、まだ決定していな

いのです、この辺が。ですから、所得制限の恒久化、あと、財政費用負担の恒久化を今回４月

から児童手当法に変わって改正されると思うのですけれども、その辺がいろいろ、審議が国会

でされると思います。そのとおりになるかどうかは今のところわかりませんけれども、そうい

う状況でございます。 

それと、システム関係なのですけれども、まずいろいろな資格管理から適正な給付を行うた

めにいろいろなデータを入れて、システムから帳票が出るのです。その帳票で結局子ども手当

から児童手当になります。それだけでも改修しなければならない。大体今回は所得制限が入り

ますので、税との情報を連携しなければならないので、その辺のシステム改修ということで結

構大きな 610 万円が必要になってきます。それで、そのほかに保育料だとか給食費も天引きで

きますということになっていますので、今後の制度もそういうふうになる予定ですので、それ

に向けた天引きできるようなシステムにするようなことも検討しております。システム改修費

については北海道のほうから全額補助されますので、これについては町の負担はないというこ

とでございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 中島子ども課長。 

○子ども課長（中島圭一君） 質問にお答えしたいと思います。保育園のアレルギーのガイド

ラインについては、ちょっと私のほうで今押さえておりませんので、確認させていただきたい

と思います。 

弗化物洗口につきましては、うがいのできる年齢が好ましいということで、４歳以上という

ことで北海道の計画で明確にされておりますので、４歳以上が対象となってございます。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） 子ども手当のほうから先に答えがありましたので。この子ども手当、

今度は児童手当ということになると思うのですが、今説明がありましたように、年少扶養控除

が廃止になったというのは、これは 2011 年からですから、2011 年度の申告分ということは、

2012 年から減るという意味でとっていいのかなというふうにとらえたのです。だから、今回か
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ら課税の対象から一定限度を引く、控除される分が廃止になったというふうにとらえるから、

今年度の支給分から。というのは、なぜかというと、それがなくなったことを今おっしゃって

いたけど、所得制限つけても 5,000 円支給するのは、その年少扶養控除がなくなったからなの

だということなのですが、このことによって児童手当が支給されてもマイナスになる人もいる

ということがちょっとあったのですけれども、白老町でそういった影響を受ける人がいるのか

どうかということが１点。 

それから、もう１点は、最近の報道の中で児童手当の申請を 11％ぐらいの人がしていないと

いうのがわかったということでちょっと出ていました。白老町ではそういったことがなかった

のかどうなのか。その点伺いたいと思います。 

それと、保育所のアレルギー対応のガイドラインというのは、学校には向けられたのですが

保育園にはないということで、これはやはり全国的なアレルギー疾患の母親の会とかそういっ

た会から、手落ちではないかということでかなり要請があって、それで配布をされたというこ

となのです。いつもそうなのですが、国、厚労省だとか文科省だとかは配布をしましたと言っ

ているけど、現場に行ったら、実際に配布されたかどうかわからないとか、手元にはいってい

ますとかそういう感じなのですが、国のいろいろな制度を見ていったときに、今孤立死だとか

孤独死とかって起きてから騒いでいます。このアレルギーもやはりいろいろなそういう問題が

起きるから、こういったことで対応の仕方というのが出ているのです。そういったことからい

うと、これは医療的なものも、エピペンの自己注射もできるとかそういうような制度になりま

したので、学校はまだ養護の先生がいらっしゃるからいいのですけど、保育園にパッと配られ

ても保育園の先生方が理解できるかどうかということが今一つ問題になっているということな

のです。ですから、もしこれが配布をされていないのであれば、配布するようにきちんとして

いただきたいということと、それから、配布された時点で保育園の先生方にきちんとした、あ

る程度定義的なものはきちんとお知らせしていただきたいというふうに思います。 

それから、弗化物洗口事業なのですが、４歳以上ということですので、これは各家庭に配る

ということではなくて学校は学校でやると思うのです。保育園だとか幼稚園とかはそういうと

ころでやると思うのですけど、幼稚園も保育園も行っていない、４歳以上の子供で行っていな

い方もまだいます。そういった子供の対応はどうされるのですか。その点伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 子ども手当の関係でございますけれども、平成 23 年 10 月からの

特別措置法に該当する方は、３月末までに申請しなければ 10 月分からの手当ては当たらないと

いうことになっておりますので、986 世帯あったのですけれども、今のところ８世帯でござい

ます。それで、先週ぐらいから個別に電話なり何らかの形で連絡をとって申請をしていただく

ようにしておりますので、あと８世帯が、申請がないという、意思表示がないということにな

ってございます。 

それと、所得制限に伴ってマイナスの影響がどうだということなのですけれども、これは実

際に今年度に初めてわかることになりますので、個々の収入というか所得の状況もいろいろご
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ざいますので、一概に何世帯影響するとか、何％影響するとか、そういうことはちょっと今押

さえようがないということでございます。ご理解していただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 中島子ども課長。 

○子ども課長（中島圭一君） 保育園のアレルギー対策につきまして、今現在は、入所すると

きに保護者、子供と一度対面して、そのお子さんのアレルギー状況、何に対してアレルギーを

起こすのか明確に調査いたしまして、それに基づく給食献立を作成いたしまして、順次対応し

ているところであります。アレルギー対応のガイドライン等を入手する要請もいたしますし、

入手した際には保育園に徹底してその指導をしてまいりたいというふうに考えております。 

弗化物洗口の未就学の子供に対しては、歯科医師の指示書がどうしても必要になってきます

ので、歯科医師のほうの指導に基づいて実施することになると思います。 

以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方。 

11 番、山田和子委員。 

○１１番（山田和子君） 11 番、山田です。今の弗化物洗口に関してなのですけど、先日、新

聞で道の実施マニュアルには、事故時の対応が具体的に書かれていない、近隣の歯科医、内科

医との連携などの体制が整っていない中で実施するのは危険だという、みんなで弗素を考える

実行委員会という記事が載っていたのですけど、そんなふうに思ったことが一度もなかったの

で、どういう危険性があるのか。あと、薬をどういう扱いにするのかを確認したいです。 

○委員長（小西秀延君） 中島子ども課長。 

○子ども課長（中島圭一君） 弗化物につきましては、弗化物洗口試薬という薬剤があるので

すけれども、それについては一応劇薬扱いになってございます。白老町としましては、それを

溶解した、溶解したものについては劇薬扱いから外れるものですから、溶解した段階で各施設、

保育園、幼稚園、小学校に配送するという考え方を持っています。 

それで、弗化物洗口の事故の実態ですが、今まで発生していないというのが実態でありまし

て、もし、事故としたら、この劇薬的なものを飲むというのが事故扱いになると思うのですけ

れども、そういう状態では各施設に配付しないという考え方で進めているところです。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ないようですので、次へ進みます。184 ページ１項保健衛生費、１

目地域保健費から 199 ページ２項環境衛生費、１目環境衛生諸費まで。お持ちの方は挙手の上、

お願いいたします。 

12 番、本間広朗委員。 

○１２番（本間広朗君） 本間です。193 ページ、有害昆虫・鳥獣駆除対策事業です。これは、

ことしは、キツネ箱とかいろいろやる予定でいるようなのですが、去年はアライグマの捕獲調

査事業というのがありました。これは、ことしはなくなったようなのですが、その辺ちょっと
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お聞きしたいのですが、なぜ、なくなったのか。継続してやらないのかどうかというところを

お聞きしたいと思います。それについて１点お願いします。 

○委員長（小西秀延君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） まず、最初にお答えしたいのは、今回、私どものほうで持っ

ている事業の統合といいますか、そういったようなことで、例えば、今ご質問のアライグマの

捕獲事業、または、調査捕獲事業、これは人件費、または人件費以外のものにつきましては、

例えばですけれども、昨年度の不法投棄パトロール事業、または、アライグマ捕獲調査事業、

これは人件費のみですけれども、これは環境行政推進経費に統合したといったようなことで、

簡単にいいますと、昨年の予算書と比較しますと、その中でちょっと今回見えづらいような内

容になっているようなものもございます。いわゆる１事業が少額の事業であれば、それを統合

して有意義な事業展開をしていきたいというようなことで事業統合をしているものもございま

すので。結論としては、今のご質問のアライグマの事業につきましては、人の配置も 23 年度ま

では緊急雇用等で実施していましたけれども、その事業が継続されないということで、町の単

独費で人件費を見ながら、引き続きその事業を実施していくということで考えてございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 12 番、本間広朗委員。 

○１２番（本間広朗君） 私もそうかなと思って、統合されるというか、そこの中に入ってい

るのかなと思ってちょっとお聞きしました。ただ、このアライグマ、キツネもそうなのですけ

ど、前の予算委員会のときも言ったのですけど、いろいろそういう病気のことも考えられます

ので、隣の登別市もそういう病気に対しての周知というか、アライグマはこういうような病気

がありますので皆さん気をつけてくださいというような周知もしていますので、ぜひ、町も。

そういう危険度は少ない動物かもしれませんけど、もし持っていたらの場合というのもありま

すので、ぜひ、その辺も。 

それと、参考までに今年度のアライグマの捕獲頭数がわかればお知らせいただきたいと思い

ます。 

それと、どこで聞いていいのか。環境衛生の観点から、震災瓦れきについてちょっとお聞き

したいと思います。これもやはり町外のいろいろなそういう問題がありますので、まず、国は

広域処理を認めて、各市町村に要請文を出していると思いますが、その辺まちとしてどう受け

とめていくのか。その辺をお聞きしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） ３点ほどございましたけれども、１点目のアライグマの病原

菌といいますか、これは昨年の決算委員会でも本間委員のほうからご質問ございましたけれど

も、海外にはそういったような病原菌の例はあると。ただ、日本の中では、国内ではそういっ

たようなものはないということでお答えしたと思います。今現在のところでも、国内ではアラ

イグマの病原菌についての報告はないというふうに言われております。ただ、我々も今後周知

しながら対応していかなくてはいけないだろうというふうには考えてございますけれども、今
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のところ、国内ではそういう発生がないというふうに聞いております。 

それと、２点目のアライグマの捕獲数のことですが、この数年、相当ふえてきてございます。

例えば 18 年度以降でいきますと、18 年度から３年度ぐらいは 30 頭から 50 頭前後でしたけれ

ども、21 年度以降 108 頭、昨年 210 頭、今年度 23 年度につきましては、12 月末現在ですが 146

頭ということで、この１月から３月までの数値についてはまだ集計をしてございませんが、お

おむね 200 頭を超えるのかなといったような状況でございます。 

それと、震災瓦れきの話でございますけれども・・・。 

○委員長（小西秀延君） 課長、済みません。瓦れきの話は 203 ページの廃棄物のところで受

けたいと思うのですが。 

本間委員、よろしいでしょうか。 

○１２番（本間広朗君） 今アライグマの捕獲頭数を聞いてびっくりしたのですが、これはや

はり、私個人としては、しっかり予算化して、アライグマはこれからネズミ算式にふえていく

動物だとよく言われているのです。それで、やはりちゃんと予算化して、エゾシカ対策と同時

に有害駆除という大きなくくりではなくて、私はアライグマ捕獲のための予算化をするべきで

はないかなと思います。しっかりそれをやっていただいたほうが、先ほど言うように病気の観

点からもそういう問題もありますので。あと、畑のものとか、農作物等の被害もございますの

で、その辺のところもぜひやっていただければなという願いを込めて、その辺をちょっと聞い

て終わります。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） アライグマ対策の財源という部分では、雇用対策事業として

３年ほど取り組んできました。そういう部分では、国の制度を生かしながらということですけ

ど、今後どういうふうに推移していくか。23 年度は 12 月までということで、冬場は頭数的に

減ってくるのかなと思いますけれども、頭打ちなのか、ますます今後ふえていくのか。ふえる

可能性は、そのとしに生んだ子供がまた成獣になりますので、可能性としてはあるのかなと思

います。そういう部分としての対策の継続は必要かと思いますけれども、特に予算の中で見え

るような形という部分では、雇用対策であれば専任の方は張りつけできるのですけれども、や

はり町の単独財源となりますと、不法投棄も含めていろいろな業務を効率よく配置していくと

いう形になりますので、そこの部分ではとれる時期、とれない時期がありますので、専属して

予算化するというのはなかなか難しいのかなと。ただ、従来の対策が一応継続できるようにと、

そういうような形では今後も取り組んでまいりたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） 187 ページの母子保健事業経費の中で伺いたいと思います。妊婦一般

健康診査委託料が載っていますが、ここ３年ぐらいの白老町の出生数はどのようになっていま

すでしょうか。お伺いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） ここ３年ということですので、まず、今年度 23 年度は、今現
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在 77 名。２月末現在で 77 名です。それで、22 年度、21 年度、これについては、102 名、105

名ということになっています。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） ２番、吉田です。大変残念な数字だなというふうに思っています。人

口減少とういのはいろいろなデータで出て、何年には何人に減るとかということがあるのです

が、ふえているところもあるのです、出生数が。それで、白老町も少子化対策ということでか

なり妊婦健診は無料化、それから、不妊治療も助成制度が確立した、それから、保育園も少し

ずつ整ってきている、それから、生まれた子供に対してのいろいろな予防ワクチンも整ってき

た。それで、今保育園の入所ができないということがかなり大きな問題になっているというこ

とが言われていますけれども、白老町は足りないくらいだということで、そういったことを含

めると、白老町の少子化の原因は何なのだろうと。一般的にはやはり子育てにお金がかかると

か、いろいろなことが出ているのですが、子ども手当もあるけれど、できていると。昔と今と

子供の育て方は違うのかもしれませんけれども、いろいろな条件が整っているけれども、子供

がやはり少ないと。これはやはり、今年度だけで見れば、30 人近く減っているということは本

当に大きな課題であり、何が原因なのか。白老町として何が原因なのか。ふえているところも

あるということをとらえて、それでは、白老町でそういったことに何が足りなくて、何をしな

ければならないのかというような調査だとか、前に家庭支援計画とかそういうものをつくると

きに、子供は何人理想かとか載っているところがあったのですが、最近そういったことで、今、

子育て中の若い方、それから、結婚された方々のそういった考え等をお聞きになる機会だとか、

そういった調査だとかはされていますか。その点伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 細かな調査は担当のほうでしていないということなのですけ

れども、子供の数が減ってきているという部分では、単純に子供の数だけが減っているのでは

なくて、ここは分析してみなければわからないのですけれども、人口が減ってくる中の要因の

一つとして、若年人口といいますか、子育て世代の人口、これは働く場との関連もあろうかと

思います。そういう部分もやはり連動しているのかなと、そういうようなとらえ方もできよう

かと思います。ただ、ここの部分はきちんと我々もデータを押さえていませんので、それらも

含めて再度整理して、確認してみたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ２番、吉田和子委員。 

○２番（吉田和子君） 白老町の今のいろいろな町のサービス、それから、雇用の問題、そう

いったことを総合的に含めて、白老町で子供をふやしてもらう、安心して子供が生める環境と

いうのは、国は国の制度でやるべきことはやってきていると思うのです、大分。少子化対策と

して。ただ、それはどこの市町村へ行っても同じサービスを受けられます。白老町の、もちろ

ん全体的に人口は減っているのかもしれませんけれども、それでは、若い人がいないのかとい

ったら、いると思うのです。そういった中で、なぜ子供を生む環境にならないのか。また、３
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人ほしいけど何が不安なのか。もちろん雇用の関係もある、安定していないということもある

のかもしれませんけど、それも原因の一つとして、調査しないとわからないことですよね。 

それと、もう１点は、若い人が結婚をしない。これも雇用に絡んでくると思うのですが、そ

れに対応するために、私も前に何回か言っていますけど、いろいろな出会いの場をつくるだと

か、若い人に対しての対応、どういったことが必要なのかということを、やはり私は行政、白

老町の人口をふやすための、企業誘致とかもちろん大事なのですが、そういった調査をきちん

として、原因をとらえておくということが必要だというふうに思うのですが。その辺のお考え

を伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 子供が減ってくる原因、人口という一つの要因もあろうかと

思いますけれども、育てやすい環境とか、また、その年齢層の不安的なもの、そういう部分に

ついては、実際、直接お話を聞けるのは、母子手帳をもらいに来た方。この方は赤ちゃんを生

む方なのですけれども、あわせてそういう方々に、やはり子供を生むという部分での不安の部

分、また、環境づくりの部分、そういうものをあわせて聞いていくような形も今後してまいり

たいと思います。 

また、若い人の婚活的な部分については、前も議会でいろいろご意見が出て、行政としてや

っている自治体もあるのですけれども、逆に民間の中でと、そういうような取り組みもほかの

市町村ではある。そういうことも含めて、この体制の中で、行政でどこまでできるかという部

分があるのですけれども、民間の中でそういう取り組みも考えられないのかどうか、さらに検

討してまいりたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方はいらっしゃいますか。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。185 ページの地域保健医療推進経費の中でちょっと

お尋ねをしたいのですけれども、先ほども社協のお話をちょっとさせていただきました。今回、

一般質問、代表質問で保健師さんの活動について随分質問がありましたけれども、基本的に、

保健師さんがベテランになっていく中で、地域に出るという仕事が保健師さんの仕事なのか、

それとも、きちんとした企画立案等々をするのが保健師さんの仕事なのか。もちろん区別はな

いと思います。区別はないと思いますけれども、今保健師さんの中で臨時の方もいらっしゃる

やに聞いております。そういう中で、保健師さんの本来の行政の中でやるべき仕事はどういう

ことだというふうに押さえていますか。もちろん両方だというふうに答弁されるかもしれませ

ん。先に言っておきますけれども、本当にそれでいいのかどうか。これからの役場というのは、

どんどん小さくなっていきます。そういう中で、そことの関係で本当にそういう形がいいのか。

企画立案でまちの高齢者の方々を含めた健康を守る形をつくっていくのか。その企画をするの

に専門職としての保健師さんの仕事、例で言えば、病院の相談員の方、前回も今回もそうです

けれども、保健師さんがなられて非常に大きな成果を上げられております。もちろんまちの人

が来て聞いているのだけど。一般的にまちに出て行ってローラーをかけることが保健師さんの
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仕事なのかどうか。そこら辺のご見解をちょっと聞きたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 西健康福祉課長。 

○健康福祉課長（西 幹雄君） 今委員から質問がありました、保健師の仕事の中身でござい

ますけれども、地域に出て町民の健康づくりを推進することももちろん大切ですし、やはり、

今実際にやっている生活習慣病予防については、国の補助事業をいただきながら町の特定健診

の受診率が低い、この原因はやはり結果として生活習慣病が徴増すると。これは大変な大きな

問題でございますので、このためにどうやるかということで重症化予防、未受診者対策をやっ

て、そして、保健師がみずから未受診者のところへ行って、未受診者に対しては受診するよう

に促すし、当然、重症化の人には食事の関係も含めて重症化にならないように説明するわけで

すから、これについては両方、やはり保健師は保健活動というのが最重要課題でございます。

でも、それは計画的に企画立案しながらターゲットを絞ってやっていかなかったら意味はない

ものですから、これについてはやはり両方必要な能力だというふうにとらえております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。実は私も以前ずっとそういう形でローラーかけなさ

いと、たくさん保健師さんをふやしてローラーかけることが本当にまちの健康を守る最大の原

点なのですという質問をずっとしてきたのです、事実。それで、本当にそれで保健師さんの能

力が生かされて、本当に町民の皆さんが健康でいられるのならいいのだけれども、保健師さん

の仕事、本当にベテランになればなるほど、もっと総合的に見て、やる仕事があるのではない

のかなという気もこの頃ちょっとするようになったのです。なぜかというと、ローラーをかけ

るだけで本当にそのことを保健師さんという立場でやる、保健師さんの立場でなかったら、そ

の仕事はできないのかという、ここらあたりなのです。代わりの者をやればいいとか、そんな

ことを僕は言っているのではなくて、本当に保健師さんの本来の仕事はそれでいいのかなとい

う気がこの頃僕はするのです。なぜかというと、役場はこれからもっともっと人がふえていく

なんていうことはあり得ません。実はこの間、私視察行きましたけど、視察行ったところの保

育士は、全部正規職員です。アルバイトも嘱託も何もいない。全部正規の職員でやっていると。

もちろん成果も上がっているということでした。しかし、それでは、全部がそういう形でこれ

からやれるのだったら一番いいのだけど、今一番言われているのは、財政硬直化の最大の原因

は人件費だと言われているわけです。そういう中で、本当にそういうこともきちんと考えて方

向づけを出さないと、保健師さんをふやさなければ町民の健康は守れないのだと。そうなれば、

例えば相談員は、保健師さんではなくほかの人がやって、保健師さんはまちへ出たほうがいい

のかとこういう議論になってしまうでしょう。だから、そういうことを含めて、やはり考え方

を整理する。だって、一番ピークのときよりはもう 100 名も減っているわけでしょう、人が。

役場の職員です。そうしたら、どこかに必ず町民の皆さんにしわ寄せがくるわけです。それを

本当に健康を守るということからいったら、そういう形でいいのかどうかというあたりは、検

討する必要はないのでしょうか。 
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○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 平成 23 年度から国保ヘルスアップ事業、あるいは特定健診

の未受診者対策の事業、これを取り組む中で国からの助成も受けておりますので、実際、この

取り組み方について道内の先進的な事例として、新十津川町で保健師さんを経験された、スー

パー保健師と呼んでいいかどうかわかりませんけど、かなりいろいろな講演会で講師をされて

いる、そういう方を呼んでアドバイザーになっていただき、また、こちらの保健師もいろいろ

学習する場を設けております。私も何回かお話を聞いておりますけれども、やはり保健師の役

割というのは、実際保健指導が必要な方にやはり出向いて、きちんと指導するのが基本である

と。そういうふうに私はその方のお話から受けたところです。ただ、ローラーでやみくもにと

いうことではなくて、今回の場合は特定健診という結びつきの中できちんとデータを分析して、

その中で本当に必要な方を絞っていくと。そういうような形の中で効率よく町民の方に出向く

と、そういうところはやはり保健師でなかったらできない仕事かなと思います。今回の取り組

みの中で、この２つの事業を取り組みできるような、あるいは国、道に認めていただくという

部分の企画立案の部分は、保健師が国保の事業担当ということで 23 年度人事異動もありまし

て、その中できちんとこの事業の組み立てもしていただいたと。そういう部分で、やはりベテ

ランの保健師の役割としては、大渕委員おっしゃったような企画立案、そういうような組み立

てというのも経験を積んだ保健師の役割かなと思います。ですから、この辺の組み合わせとい

いますか、兼ね合い、そういうことも含めて、保健師の人数にも限りありますので、23 年の中

では従来介護保険の審査といいますか、検討委員会の中に配置していた保健師については、社

会福祉士を採用することによって、また本来の保健師業務の戦力になれるような、そういうよ

うな配置がえも行っていますので、限りある保健師の人数をやはり効率よく町民の方の健康指

導に生かせるよう、まず、その役割分担についても経験ある方と、やはり経験を積んだ中でノ

ウハウを蓄積しなければならない若い世代、この辺の配置を考えながら保健師の役割というの

を果たしていかなければならないと考えております。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 今の大渕委員のご質問、決して保健師に限らずというふうに受け取

りました。役場の職員の人数が減少してきています。かといって、事務事業がそれに比例して

減少しているわけではないと。そういう中で事務事業の執行をしていますので、非常にきつい

ところも出てくるだろうなというふうに思っています。今の制度の中で、いわゆる直接職員が

手がけなければならない業務、あるいは、外部に委託していい業務、それから、いわゆる今の

制度の中で、それから、指定管理者で行う業務、そういうものを見極めながら職員の配置も考

えなければだめだなというふうに思います。 

今ご質問の中で保健師の事例を出しながら、地域に出る、あるいは企画立案をするというの

は、私もこれは両方必要だろうというふうに思います。企画立案するにはやはり地域を知らな

いとだめだと思っていますので、私個人的には、やはり若いうちは地域に出る。そういう実情

を踏まえた中で企画立案していかなければ、実情をわからない状況で企画立案はできないと思
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っていますので、これは必要だと思います。 

それで、保健師に限らず、私の立場でいえば、業務委託できる分野、マイナスにならない分

野については、今後役場の形態も変わっていくでしょうし、業務の中身も変わってきますから、

そういうようなところは、るる判断していきたいなというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方。 

〔「なし」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２２分 

                                         

再開 午後 ２時３４分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩を閉じて会議を再開いたします。 

続きまして、198 ページ２目公害対策費から 209 ページ４項病院費、１目病院事業費までと

いたします。質疑のある方は、挙手をお願いいたします。 

５番、松田謙吾委員。 

○５番（松田謙吾君） ５番、松田です。207 ページです。バイオマス燃料化施設管理運営経

費の 16 節です。この辺から質問したいと思います。このバイオマス事業については、私は一般

質問もして、大体 24 年度からのバイオマス事業の考え方をお聞きしました。ただ、改めて考え

てみますと、バイオマス事業、ごみを燃やすから加工して販売する、こういう大きな目標を持

って始めたのですが、この事業がごみを燃やしてから、副資材を買って、固形燃料をつくる、

こういうふうになったのだなと改めてそう思っております。そこで、この 16節の原材料費 1,024

万 8,000 円、副資材。今までこういう項目はなかったと思うのですが、これは新たに固形燃料

をつくるための副資材を求めるという金額なのですか。 

それから、もう１つは、次のページの新バイオマス固形燃料商品開発事業、これも 473万 7,000

円あるのですが、この２つの考え方をお聞きしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） それでは、２点ご質問にお答えしたいと思います。まず原

材料、副資材の関係ですけれども、この部分につきましては従来から予算としては持っており

ます。それで、今回単価のアップ等によって約 300 万円の増という予算を組ませていただいて

おります。 

それと、もう１点につきましては、バイオマス燃料化施設の商品開発事業の関係のご質問だ

と思います。この事業につきましては、現在、保管している生成物を燃料として使えないかと

いったようなことを組み立てていく事業として、今回予算に計上させていただいています。そ

れで、中身としましては、臨時作業員が１名です。１年間 246 日間の勤務としまして、サンプ

ルの作成だとか、それから、燃焼テストだとか、それから、燃料の分析、それから、データの

収集などを行っていこうとしている事業であります。金額等につきましては、人件費で約 230

万円。それから、分析の経費でトータルですけれども、87 万円ほど。それから、造粒機といっ
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て、ペレットの燃料をつくる機械があります。それを借りる経費が 140 万円です。合わせて 473

万円の計上となっています。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ５番、松田謙吾委員。 

○５番（松田謙吾君） わかりました。ということは、不良生成物、埋立地に積んであります、

4,300 トン。これは再利用しないということですね。それを使って新しい開発をしてやるわけ

だから、機械に戻して再利用しないということですね、まず１つ。 

それから、埋立地。あの埋立地はバイオマス事業をやることで８億 911 万 8,000 円、15 年間

の削減効果があると、これがうたい文句でした。それで、22 年度は１億 4,300 万円になりまし

たとこう言っていました。それで、23 年度末のバイオマス 15 年間の削減効果額は幾らだと。

これは前回書いていたけれども、質問したのだけれども答弁なかったのです、この部分。それ

で、お聞きしたいと思います。 

それから、ごみ処理場。２万 4,000 トンです、あのごみ処理場は。それで、21 年度末、たし

かあと 5,500 トン残っていると。それで、今までのペース、それまでのペースでいくと、平均

すると 1,500 幾らでした。１年間の埋立量が。それが、シフトがえ、バイオマスをやることで

850 トンぐらいになるから、24 年度で埋め立て終わるものが 29 年度までもつかもしれないと、

こういう計画でしたが、今の残量、埋立地の。これはどのぐらい残っているのかをお聞きした

いと思います。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） それでは、まず余剰生成物の関係です。先ほどご説明しま

した事業で、置いてある部分を使って事業展開します。あわせて、置いてあるものも一部持っ

てきて、施設の中で固形化していきたいということは考えております。 

それから、２つ目の埋立地の関係です。埋立地につきましては、最初 29 年というご説明をし

た後、たしか 29 年の次に 27 年という説明をしたのです。それと、今の残量ですけれども、今

ちょっとデータありませんので調べさせていただきたいと思います。 

次、効果額につきましては、１答目の中で 23 年度の時点では見込めないという答弁をさせて

いただいております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ５番、松田謙吾委員。 

○５番（松田謙吾君） このごみ処理、大幅な誤算が狂って、改めて話さなくても今こんな状

況です。町民説明をやはりきちんとやるべきだと思うのです。それで、当初計画は固形燃料の

計画が１万 1,000 トン。304 日やって昨年は 6,300 トン、不良生成物 700 トンで、あの機械が

動いたものは 7,000 トンです。そういうことからいくと、今のご説明にもありましたように、

不良生成物 6,300 トンは新たな展開をしていくのだとこういうことですから、あの機械の処理

能力は 304 日やって約 7,000 トン、こういう考え方に立っていいのですか。ここのところだけ

一つ。要は、あの機械の処理能力が 7,000 トンぐらいなのだと、こういうことで決めたのかと。
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こういうことでお聞きしておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 最初に町民説明のお話がございましたけれども、総点検して

改善計画をまとめていった中で町民の方々には広報等で周知するほか、秋口ですとまちづくり

懇談会等もございますので、そういう中で説明してまいりたいと思います。 

あと、施設の能力という部分です。一応、施設的な能力は以前の答弁でもお答えしています

けれども、いろいろテストをやった中で確認はしているということでございますけれども、ご

みの処理量については、前半の工程の処理量については、これはきちんと問題なく処理してい

ると。ただ、問題は生産する量という部分では、一応、設計上の数値としては２つの系統があ

って、年間１万 2,000 トンぐらい、そういう能力という設計になってございます。ただ、現実

は、ごみの量です。若干減ってきていますけれども、6,500 トンぐらい入っています。それに

副資材を加えてという部分で、副資材を加えた中で実験したところ、12 月のテストでは１日 30

トン弱の 300 日でいけば、１週間のテストということだったので年間ではありませんけど、

9,000 トンは生産できると。そういう部分の一つのテストデータというのはございます。ただ、

7,000 トンという数字は、実際、量をふやすためには副資材が必要ということで、委員ご質問

のように有価の副資材を使いますので、生産するコスト的な面で最善な量といいますか、コス

トパフォーマンスのいい量というと 7,000 トン台という形の中で現在とらえているところでご

ざいます。生産施設自体はそれ以上の能力はありますが、現実的に今運用していくとなると

7,000 トン台というそういう押さえをしてございます。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 先ほど、埋立地の残容量についてご質問がありましたので

お答えします。22 年度末の実測値です。22 年度で埋め立てた量が 875 立米です。残っている量

が、4,966 立米残されているということになります。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

12 番、本間広朗委員。 

○１２番（本間広朗君） 本間です。先ほどの質問、203 ページだと思います。一般廃棄物な

のか、ごみの問題なのかちょっとわかりませんが、環境衛生の観点から質問したいと思います。

先ほど申しましたように、東日本大震災の瓦れきの件なのですが、19 日に環境省から岩手県、

宮城県の瓦れきを受け入れるように求めるよう要請文を、新聞では道と札幌市に提出したとな

っております。35 都道府県と 10 政令都市が対象だとなっています。それで、この瓦れきにつ

いては、国のセシウムの基準もありますし、また、道のほうも独自にそういう基準を設けると

いうお話もいろいろマスコミのほうに載っているのですが、これもいろいろ錯綜していて、ど

うなるのかというのは今後見ていかないとだめだと思いますが、そういう要請文は道のほうに

来ていると思いますが、白老町のほうにはそういうようなものが、まず、来ているのかどうか

と。今後、白老はどういうような対応をしていくのかというその辺をお聞きしたいと思います。 
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それと、もう１つです。199 ページの公害対策経費なのですが、これもちょっと参考程度に

お聞きしたいのですが、環境調査分析委託料というのがあるのですが、ここにずらずらと白老

川・白老海域調査委託料とこの下ずっとあるのですが、これのもし調査内容がわかればお聞き

したいと思います。どのような場所で行うのか。調査結果などがわかればお聞きしたいと思い

ます。その２点だけお願いします。 

○委員長（小西秀延君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） まず、１点目の瓦れき処理の関係のご質問でございますけれ

ども、国のほうから道と札幌市に要請があったといったようなことについては、もう新聞報道

等でも委員もご承知のとおりと思います。それで、ご質問の趣旨はその辺のことが町に来てい

るのかといったようなことだと思いますが、結論から言いますと来てございません。実は、２

月 16 日に観光省北海道地方環境事務所と北海道による説明会がございました。これは新聞紙上

にも掲載されておりますので、詳しいことは申し上げませんけれども、そういったようなこと

の中で、道内の受け入れを考えている市町村のほうから相当な危惧の発言がございました。そ

ういったような後で、今胆振総合振興局のほうから話がございまして、各振興局のほうで管内

の市町村のほうにそういったような要請、または説明に上がるというような話はございます。

それで、本町には近日中にということで、おそらく来週になろうかと思いますけれども、議会

終了後、振興局の担当が来てお会いすることになっておりますが、ご存じのとおり、12 月会議

の中で一般質問がございまして、町長のほうからお答えしていることが何点かございます。町

長からは、本町では受け入れ施設がないということで回答していますと、国のほうにです。そ

れと、ただ、民間事業者で受け入れの意思表示があると、それと、町長からは町民に不安を招

くことのないよう、その方針を示すよう道などに求めておりますと。ただ、町長といたしまし

ては、被災地の窮状を考えて民間レベルでも復興に寄与できるものであれば寄与したいといっ

たような答弁をしてございます。そういったようなことも含めて、来週、振興局のほうで説明

に来るということですので、我々としても今危惧されている放射線の関係だとか、それから、

自治体で受け入れる場合の状況だけが今クローズアップされておりますけれども、それが民間

レベルで受け入れするということになったときの条件といいますか、状況などについても詳し

くお聞きするなりしながら、適切な判断を理事者とも相談しながら、白老町として決めていき

たいというふうに考えております。 

それと、199 ページの公害対策経費の関係でございます。水質調査につきましては、白老川

など各河川、それと、ポロト湖、クッタラ湖などの公共水域の水質調査に要する経費として 10

河川２湖沼の水質調査を行っておりますが、それぞれ問題はないというような結果になってお

ります。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 12 番、本間広朗委員。 

○１２番（本間広朗君） 瓦れきの受け入れに対してですが、やはり宮城県、岩手県もそうな

のですけど、宮城県は特に仙台市が姉妹都市になっておりますので、そういうことから見て、
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町はいろいろ問題があろうかと思いますが、特に放射能、セシウムの問題もありますが、私個

人としては、できればそういう受け入れ体制をしていただければと思います。やはり宮城県、

岩手県、福島県もそうですが、助けると言ったらあれですけど、そういうような態度を示して

いただければと思います。また、福島は福島でいろいろと放射能の問題もありますし、福島県

内でそういう瓦れきの処理を独自にするということにもなっておりますので、放射能に関して

はこれから調べなければならないかもしれませんが、福島県よりは安全なのかなという私の個

人的なあれでありますが、その辺はこれからまちとして、ぜひ、いろいろ考えていただきたい

と思います。 

それと、公害対策経費なのですが、10 河川、私も９河川かそのぐらいあるかなと思ったので

すが。この結果、大きい川はどうかわかりませんが、小さい川は特にいろいろな生活排水等々

が流れて汚れている川もあろうかと思います。どこの川とは言いませんが、そういうところを

調査して、本当に大丈夫だったのかなというちょっと心配というか懸念もあります。何もない

という見解でしたらいいのですが、その辺は町としてどう考えているのかなと。どういう調査

をしたのかというのをちょっとお聞きしたいです。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 震災瓦れきの関係です。姉妹都市仙台市のお話も出ましたの

で、仙台市の状況は事前に聞いておりますのでご説明したいと思います。仙台市のほう、災害

廃棄物と言っているのですけど、この受け入れをする場所を３カ所設けて、それぞれ焼却施設

等も含めて 12 月ぐらいまでにすべて稼働し始めて、そして、一応受け入れについては年度内と

いうことでめどが立って、ここ数年で、仙台市に限って言えばすべて自前で処理できるという

ふうに聞いてございます。逆に能力的に余裕があるので、宮城県内のほかのまちの部分ができ

ないかどうかという相談も受けていますという、以前のそういうお話でございました。 

それで、今回北海道のほうで受け入れしようという部分については、２月の説明会何かでも

お話がありましたけれども、一応岩手県の災害廃棄物と、そういうようなことになってござい

ます。これについては、先ほど担当課長のほうからもご説明しましたように、まずは道のほう

からのお話も聞いて、特にうちの場合は焼却施設持っていませんので、民間の施設で受け入れ

できるのか、できないのか、その辺の条件も含めて今後検討してまいりたいと。当然、民間事

業者の意向というのが大きいですけれども、ただ、住民対応の部分は行政として、ここはしっ

かりやらなければならないと考えております。 

あと、河川の関係につきましては、担当課長のほうからご説明します。 

○委員長（小西秀延君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） ２点目の生活排水が河川に流れ込んでいるというケースもあ

るというようなことで受けとめましたけれども、我々としてはその辺のことを詳細押さえてご

ざいませんので、今後、調査するなりしながら、ちょっと検討させていただきたいということ

でお答えさせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） 12 番、本間広朗委員。 
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○１２番（本間広朗君） 本間です。最後の質問になりますが、今いろいろ、瓦れきの問題に

関してもお聞きしましたので、今後、先ほど言いましたように、本当であれば、町長の考え方

というのもお聞きしたいところですが、トップとしていろいろとそういう決断をしなければな

らないところもあると思いますので、やはりその辺も本当は聞きたいのですが、この辺にして

おきます。 

河川のほうも、本当に環境衛生面から見て、先ほど言いましたように、どこの川とは言いま

せんが、やはり生活排水等々流れているところもあろうかと思いますので、その辺しっかり調

査して、汚れているような場所があれば、やはり、まちとしても指導していかなければならな

いのかなという思いで質問させていただきましたが、先ほど答弁もらいましたのでいいかもし

れませんが、その辺ちょっとお聞きして終わりにしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） １答目でお答えしたとおり、10 河川そういう水質調査を行っ

ておりますけれども、その中では問題ないと、先ほどお答えしたとおりです。今本間委員のご

質問の趣旨ももう少し具体的に確認してみなければいけないというようなことも踏まえて、後

日その辺のことも詳しくお聞きしながら、ちょっと調査してみたいというふうに思っておりま

すし、その結果の状況によっては検討していきたいということでお答えしたとおりです。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 戸田町長。 

○町長（戸田安彦君） 瓦れきの件なのですが、端的に申し上げますと、担当部長、課長のお

話ししたとおりであります。ただ、東日本大震災の復旧と復興は、これは同じ日本人として協

力を最大限していかなければならないと考えております。あとは、町民の安全基準、そして、

白老町としての処理能力の問題もありますので、その辺がクリアできる、もしくは、白老町と

して瓦れき処理に対してどの分野で協力ができるのかも、これから国、道の基準化も見ながら

考えていきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。209 ページ。１つは、バイオマスの関係で１点だけ。

新規ボイラーつくりましたよね。もう稼働していると思うのですけれども、それの効果をこの

予算の中でどこかで見ているかどうか。こういう効果があります、例えば暖房費が安くなると

か、そういうことでの効果はありますかということが１つ。 

それと、もう１つは、このバイオマスボイラーで余剰生成物を燃やすはずだと思うのですけ

ど、年間何トンぐらいの使用量になるのか。バイオマスではこの２点ちょっとお聞きしておき

たいと思います。 

それと、病院への繰出金の問題でちょっとお尋ねをしたいのですけど、この３億 7,800 万円

というのは、ルール分で全額だというような議案説明がございましたけれども、例えばことし

と同じように 4,000 万円の単年度のルール分以外の赤字が出た場合は、これに 4,000 万円をプ
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ラスだけの補正でいいのかどうか。要するに４億 1,800 万円という、最終的にはそういう形で

いいのかどうかが１点。 

それから、この３億 7,800 万円というのは、一般的にいうルール計算分というとらえ方でい

いかどうか。それで、同時にこの一般的なルール分３億 7,800 万円のうち、交付税で大方見ら

れると思われる金額、もしわかればどれぐらいか。それで、今回の一般質問の中の答弁で、真

水分というのは、このルール分で出した分から交付税を引いた分が真水分だというような答弁

がございました。確かにそうなのだけど、ルール分で出すという分が、私は町が出そうと国が

出そうとどこが出そうと、これはルール分で出すのだから必要な経費だと、病院にとっては。

そうなると、真水分という表現がそれで合っているのかどうか。なぜこんなことを聞くかとい

うと、そうだとしたら、ルール分から交付税を引いた分は超過負担だと。私の考え方では超過

負担です、これは。国が出すべきものを出さないから町が出しているというふうになると、も

ちろん計算ルールの方法とかいろいろなことがあるのは知っています。だけど、私から言えば、

それは町が出すべきものではなくて、本来、国が出すべきもので、超過負担になるのではない

かというふうに思うのですけど、ここら辺の見解がどうかと。 

最後に、他市町村のルール計算は調べたことがありますか。なぜ聞くかというと、一定のル

ール分というのは、多分全国的にそういう決まりがあるのではないのかなと私は勝手に思って

いるのです。それぞれの町村で全部ルール分が違ったら、うちの病院はルール分ちょっと多く

すれば本当の赤字減ってしまうわけだから。きちんとしたルール計算分ということで、これは

全国どこでも同じなものなのかどうかと。この点についてお尋ねしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） それでは、３点ほど質問あったと思います。燃料化施設の

関係の質問にお答えします。まず、１点目です。バイオマス温水ボイラーの設置の件ですけれ

ども、今月 25 日にバイオボイラーが届きます。ユニット式ですので、それが届いた時点で据え

つけをして稼働が開始されるという予定でございます。 

それから、暖房費の削減についてですけれども、新たにつく設備となりますので、使ってい

るエネルギーの削減、現在の部分からの削減はないということになります。それで、バイオマ

ス温水ボイラーにつきましては、副資材等を置いているヤードの乾燥工程に使っていきたいと

いうふうに考えております。 

それから、３点目のバイオマス温水ボイラーで使う余剰生成物の量のご質問だと思いますけ

れども、年間 160 トンほどを予定しております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 病院の繰り出し金の関係でお尋ねがございましたので、答弁さ

せていただきます。まず、１点目の 4,000 万円の関係でございますけれども、基本的にこれは

赤字が出れば。ことしは、額は 4,000 万円でしたけれども、赤字が出なければ当然もらわない

と。そうならないように努力しますということで一般質問のときもお答えさせていただいたか
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と思っております。 

それと、交付税のルール分の計算でどうかということでございます。これはそのとおりとい

うふうに考えてございます。ただ、交付税が特別交付税の場合は、予算措置含めて単価等が年

度によって若干動いてきますので、見込みとしましては１億 9,000 万円から２億円程度の間に、

前年度 22 年度が１億 9,600 万円ぐらいになっていますので、多分その前後だろうというぐあい

に想定していますので、23 年、24 年も大体同じような数字かなと思ってございます。 

それと、３点目の真水分なのですが、実は正直な話をしますと、病院と財政当局との間でち

ょっといろいろ、解釈をどうするかということでお話がございまして、最終的にはこの真水分

の取り扱いの仕方を一般質問の答弁に合わせまして、真水分というのは一般財源で交付税繰出

金の中から交付税の税額を引いて残ったものを真水分ということで整理をしようと。そうしな

いと、基本的には担当が変わるごとに真水の取り扱いが変わるということになってはちょっと

まずいということで、真水という言い方に関しましては、そういう形で整理をさせていただく

ということでございますので、ぜひ、ご理解していただきたい。 

それで、この部分については、超過負担かどうかということでございますが、本来は国が持

つべき超過負担分というふうにはならないだろうと。あくまでも町立病院の開設者は町長であ

りますので、町立病院の経営については、最終的に町長が全責任を負うと。また、この運営に

ついても町長が全面的に決定をしながら、かつ責任を持ってやるということになりますので、

これは町としてやはり持たなければならないことだというような理解になりますので、超過負

担という言い方にはならないだろうと。 

それと、お尋ねになりました４点目の一定のルール、ほかの町村の動向はどうかということ

でございますが、これは病院の経営改革の関係で総務省に各病院が提出しました状況を見てい

ますと、はっきり申し上げまして千差万別でございます。交付税相当分しか出さないというと

ころもありますし、赤字出た分全部出すというような町村もあります。うちの場合は、経営計

画の中でさまざまな負担金についてはこういうぐあいに取り扱いをしましょうということで総

務省の承認をもらっておりますので、その計算で最終的に今回は３億 7,000 万円の繰出金をい

ただくというような形になってございます。全国同じかどうかといいますと、かなりばらつき

があるというふうに理解をしてございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。１点目のバイオマスのほうなのだけど、僕が言って

いるのは、例えば乾燥に使うでしょう、そうしたら、今まで乾燥していなかったところを乾燥

するということだけだったら、バイオマスボイラーは何のためにつけたのかとなりませんか。

要するに今まで乾燥するためにこれだけの費用を使っていたと。これがこれだけ減るから、道

だったか、国だったか忘れてしまったけど、3,000 万円もらってボイラーつけたというふうに

ならないと。つけても、つけなくても同じ。ただちょっと暖かくなると。そんなものつけない

ほうがいいのではないですか、はっきり言えば。ランニングコストだってかかるのだし、人も
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かかるのです。僕が言っているのは、それをつけることによってどれだけバイオマスボイラー

にメリットがあるかということにならないとおかしいのではないですか。何のためにつけるの

ですか。つけないほうがよっぽどいいのではないですか、はっきり言えば。やはり、そこら辺

はっきりしないとだめだと思います。なぜかというと、それだけのお金かけて、道から補助も

らってつけて、ランニングコストがかかって、タダでまわるものではないのです。そうだとし

たら、今までこれだけの乾燥のお金がかかったけど、それがこれだけ減ります。だから、これ

は効果があるのですとならないと、そんなものおかしいではないですか。そういう効果があっ

て、僕は答弁の中でしていると思います、何かの効果があるというふうにはしていると思いま

す。そうでなかったら、つけないほうがいいのですから。人件費だってかかるのです。タダで

動かせるものではないでしょう。そこら辺どうかということが１つ。 

それから、わかりました。解釈上の問題ですからそのことで私は云々言う気はありません。

ただ、解釈が超過負担でないとしたら、これは当然まちが出すべきものですから、真水という

解釈で私はいいと思います。ただ、本当からいったら、この２億円以外の分はルール分という

認識になるのかどうかと。僕が思うのは、真水分というのはやはり病院の責任で頑張らなけれ

ばだめなのです。ルール分として見られるかどうかというのは、僕は見られないのではないか

というふうに思うのです。だから、算式としてはそういう形で出して、これだけ町は応援して

くださいというのはいいですけれど、やはり赤字は、そうなったら１億 7,000 万円分というの

は赤字と同じだというふうな解釈になるのだけど。ルール分と赤字の部分のすみ分けの問題で

ちょっと面倒ですけど、私はそういうふうに思う。なぜかというと、国のルールが同じでない

ということはやはりそういう解釈で、病院はぜひ１億 7,000 万円分も頑張って２億円の交付税

以外はやはり赤字出さないという姿勢に切りかえるというか、そういう立場で病院運営を町長

はしなければいけないのではないかというふうに私は思うのだけど、どんなものですか。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） １点目のバイオマスボイラーの効果の質問ですけれども、こ

のバイオマスボイラーを計画したのは、平成 21 年の夏ぐらい、かなり早い時点、操業して間も

なくと、そういう状況になっています。その時点の考え方で、基本的に１年遅れで今回実施す

るのですけれども、当時、やはり副資材の水分というのが非常に課題になっていたと。当時は

一切乾燥工程というのを設けていなかったと。そういうようなことになっています。そういう

中で、やはり廃プラ等も含めての乾燥というのは課題でありながら、やはり乾燥する工程が必

要だと。そういう中で、一応道のほうはグリーンニューディール基金、これは平成 21 年度の国

の補正予算で、３カ年計画で設置された基金で、その中でやるということですけれども、その

中ではＣＯ２の削減効果というのも実は求められております。その中で私どもが組み立てた効

果としては、こういう施設の中で必要のあるものとして乾燥するための熱量の確保、そこを余

剰となる生成物を使ってこういうものを設置することにより、石油製品のボイラーと比較した

中でその熱量に換算するＣＯ２削減効果があるということで、一応これを一つの大きな効果と

いたしまして計画書を提出し、採択いただいたと。そういうことでございます。ですから、既
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存の工程の振りかえということではなくて、必要とされる熱量の確保という部分でのＣＯ２削

減効果、その部分で採択いただいたと。そういう経過になってございます。 

○委員長（小西秀延君） 丸山病院事務長。 

○病院事務長（丸山伸也君） 胸張って、１億 7,000 万円はいりませんと、ぜひ、そういうこ

とが言えるような病院になってほしいなと私は思っております。多分、町長もそういう決意は

あるかと思います。まさに委員のおっしゃるとおりだと思っています。ただ、ここに至る経緯

についてちょっと説明をさせていただきますと、何でこの病院の改革プランをつくらなければ

ならなかったのか。夕張の市立病院がまず代表の例になります。交付税分すら出していないと。

全部病院に借金を負わせて、市役所から１円も一般会計出ていないと。実は、全国的な病院の

中の状況というのは、交付税措置以外は一切出していないところも結構あったふうに聞いてお

ります。それで、やはり自治体病院の責任はだれが責任を持って運営するのか。それはやはり

首長なのです。そのことに対してきちんとやはり責任を持ってくださいというのが総務省の考

え方なのです。ですから、総務省はきちんと白老さん、町立病院を続けていくのだったら出す

もの出してきちんとやらなければだめだと。だから、赤字特例債も貸してあげるからきちんと

整理をしてやりなさいというのが今回の 21 年から始めています病院の経営計画の改革プラン

の中身なのです。ですから、当然立てたときに５名体制をとっていったならば、医師の確保の

状況がそういう状況ではありませんので、それは未達成になったままなのですけれども、幸い

24 年度は１名内科医が何とか確保できるという状況になってきたときに、何とか収支とんとん

までは少なくとももっていきたいなと。さらに委員おっしゃられるとおり、１億 7,000 万円に

ついては、自分のところの稼ぎで十分賄えますというのがやはり理想だと私は考えていますし、

できればそうなっていただきたいということで、残された病院のスタッフのほうにもそういう

夢を託してお願いをし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（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） ４番、大渕です。バイオマスの関係なのだけど、確かにそういう答弁

があったというふうに思いますし、そうだと思うのです。ただ、3,000 万円のグリーンニュー

ディールをかけて、言えば、暖房と乾燥するだけのものというのは、こういう状況の中でそれ

だったら、3,000 万円現金もらうというわけにいかないから、そんなわけにいかないというの

はよくわかるのです。だけど、それだったら、例えば太陽光発電で、3,000 万円で何もつくれ

ないかもしれないけれど、電気でも起こしたほうがまだプラスになるのではないかなと思うわ

けです。今のバイオマスの状況というのを見たときに、それでは、バイオマスボイラーって何

のためだったのと思ってしまうのです。確かにそういう説明あったかもしれません。私もそこ

は、全部それが効果あるというふうに言っていないかもしれない。だけど、単なる暖房とちょ

っと乾燥するために 3,000 万円かけてボイラーつくる必要があるのかどうか。そのことによっ

て今の乾燥工程がこれだけプラスになるということぐらいないのかなと思うのです。何か金の

使い方がどうも違うのではないのかなと思うのだけど。３回目だからこれでやめるけど、ただ、
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やはりちょっと甘いのではないかなと。質問で私もそこまで詰めていないかもしれないけど、

そういう気がするのだけどどうですか。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） バイオマス温水ボイラーについて答弁させてもらいます。

当初、温水ボイラーをつけて副資材を乾燥させるという説明をさせていただきました。副資材

を乾燥させる工程、今までは副資材そのものに水分がありますので、凍結していたという状況

にあります。それで、温水ボイラーを入れることによって、その凍結が幾分でも解消できてく

る。つまり作業効率がある程度よくなるといった意味合いも含めて、今回温水ボイラーを設置

するという計画でものを進めております。 

それと、その暖房を温水ボイラーによって熱源を得るということで、Ａ重油を使ったときの

暖房と対比した削減といいますか、そういった効果につきましては、事業の中で組み立ててお

ります。Ａ重油を使って同じ暖房をしたときのＣＯ２の削減の量としましては、460 トンほど

のＣＯ２の削減ができますということと、それから、Ａ重油と今つける温水ボイラーの対比し

たときの燃料費の削減額としては、約 800 万円ありますといった中で事業を組み立てて、今回、

温水ボイラーをつけるといったようなことになっております。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ４番、大渕紀夫委員。 

○４番（大渕紀夫君） 800 万円もうかったというのならそれでいいのです。そこのところを

ちゃんと言わないからそうでないと言うのです。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） 先ほど説明しましたように、その温水ボイラーとＡ重油、

今現在のものを比較したときに 800 万円ほどの効果があらわれるといった意味です。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 13 番、前田です。207 ページのごみ収集経費です。これは白老清掃

社のごみ収集委託料だと思いますけれども、清掃社も環境の時代で非常に業務が広がって、バ

イオマスの運転というのか、あそこも委託しているようですけれども、その中にあってごみの

量が減ってきたり、資源ごみもかなり落ち着いたりしていると思うのですけど、それによって

422 万 1,000 円ふえていますけど、これらの理由が何か。経営的な問題なのか。重油何かが上

がっていますから、それも含んでいると思いますけれども、それにしても額が大きいので、ま

ず聞きます。 

それと、バイオマス燃料化施設です。これは、松田委員が町民説明しなさいと話したら、ず

っと部長は、私もずっと言っているのですが、なかなか消極的なのです。先般、町長にも言っ

たけれども、町長も余り積極的ではない。そして、今度は町政懇談会でやると言っていました。

町政懇談会というのは主体が違うのです。私も町政懇談会に出ていますけれども、皆さん後ろ

に下がって、仕切るのは町連合なのです。なぜ、もっと主体的に町民に説明するという姿勢を

持ってこられないのかなと思うのです。もう町民に説明する時代ではないですか、足を運んで。
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議会できれいに洗いざらい出たのだから。すべては出ていないと思いますけど。なぜ、もっと

町民に説明してあげられないのかなと思うのです。なぜ、そんなに消極的なのですか。何か不

都合あるのですか。松田委員も言っているし、大渕委員も言っているのです。私も言っていま

す。本当にもっと真摯に受けとめてくれませんか。町民のそういうバイオマスに対する不信感

が今沸騰点に達してきているのです。もうちょっとその辺を真剣に理事者と合わせて議論して

みてください。 

それと、209 ページのバイオマス固形燃料商品開発事業です。これは今大渕委員から話があ

りましたボイラーの件について。これは、私は質問していますから会議録を読んでもらえれば

いいけれども、直接バイオマスに関連あるのかといったときに私も懸念して質問したのです。

結果は会議録読めばわかりますから、ここで言いませんけど。そこで、このまた新バイオマス

固形燃料の商品開発事業がバイオマス施設にどのように寄与するのか。直接です。 

それと、このデータを収集してデータを使う、何にデータを使うのかということなのです。

どうやって生かされていくのかと。バイオマス燃料化の施設に対して。 

それと、一部持ってきて固形にしますと言っていました。それはペレットにしたものをどん

なものに使うのですか、これになったときに。一部だけ持ってきて燃やすと言っています。大

半 4,000 幾らだったか、数トンあるのにペレットにしたもの、今度どこに消化するのですか。

よそに売るということですか。そういうことまで計画的に整理されて、例え道の交付金であろ

うと本当にできるのか。そして、直営でやるのか。これにかかわる人が本当に専門的な人なの

かどうか。そういう部分もあると思うのです。まず、その関係。 

○委員長（小西秀延君） 本間生活環境課長。 

○生活環境課長（本間勝治君） 私のほうからごみ収集経費の 420 万円ほどの増減理由につい

てお答えいたします。ごみ収集経費の事務事業委託料として３本ございますが、特に廃棄物収

集、それと、資源ごみの収集運搬業務委託、これにつきましては人件費、事業主負担の法定福

利費と燃料単価の上昇による燃料費、それと、車両につきまして老朽化、または耐用年数も過

ぎているということで新たな車の購入も事業者のほうからありましたが、まだ使えるのではな

いかといったようなことで１年先送りにするということで、ただ、年度途中に修繕をしなけれ

ばいけないということも含めてそういったような経費。それと、大型ごみの収集についてはふ

えてございません。資源ごみの収集につきましては一般廃棄物の収集と同じように人件費の法

定福利費関係、それと、燃料費の単価アップ、それと、同じように車両の新規購入を一時控え

たというか、そういうような交渉をした上でやったのですが、結果として 420 万円ほどの増に

なっているといったような実態でございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） それでは、バイオマス固形燃料商品開発事業の関係で質問

にお答えします。１つ目が燃料化施設にどのような効果があるのかという点でございます。ま

ず、改善対策の１つとしまして、余剰となっている生成物をペレット化の燃料にしていくとい
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うことで、今それが有価として利用していただける可能性があるのか、ないのか。そういった

ことも取り組んでいきたいというところがあります。それで、仮に有価として、燃料として売

却できるようになれば、収支の改善、それから、今置かれているところ、生成物を置いてあり

ますけれども、そこの対策といったところに結びつけたいなというふうに考えております。 

それから、先ほど持ってきて使いますといった部分なのですけれども、２つありまして、今

事業として取り組む部分で持ってくる量と、それから、今まで日本製紙側に出していた固形燃

料としても使うということも含めております。ですから、この事業で使う部分と、それから、

従来といったら変ですけれども、日本製紙に出荷するために置いてある分を少し持ってきて使

っていきたいというふうに考えております。量的には、たくさんの量を持ってきて改善してい

くということにはなかなかならないと思いますけれども、できる限り努めていきたいというふ

うに思っております。 

それから、直営でやるのかというところですけども、この部分については町のほうで直接や

るような形になります。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 町民への説明という部分でございますけれども、この施設の

立地している周辺町内会には、環境という部分で説明会を行っていますけれども、これまで議

論になってきている部分では、この施設の運営、そして、今後の計画、それに対しての説明を

どうするのかという部分の説明という形になろうかと思います。ここの部分では、環境の部分

は直接関係する方々というのはありますけれども、広く町民にという部分、この施設の運営に

ついては広く町民にという形の中で、どういう説明をしていくかとそういうことかと存じます。

そういう部分では、基本は広く町民全体ということであれば、計画等をまとめていく中で広報

等で町民の方にお知らせすると。それが第一義かと思います。また、そういう部分の中で説明

する機会という部分では、先ほどご説明したまちづくり懇談会と。各町内会長そういうような

方々が集まりますので、今後のあり方も含めてそういう形の中で秋に向かって考えていきたい

ということでございます。 

○委員長（小西秀延君） 竹田生活環境課参事。 

○生活環境課参事（竹田敏雄君） データの関係についてご説明したいと思います。データに

つきましては、つくりましたサンプルの燃料の部分について、例えば水分だとか、塩素濃度だ

とか、それから、カロリーだとかそういったものを外部に出すのと、それから、みずから水分

等につきましては自前でできますので、そういったようなデータをとって、それが商品価値と

してあるか。そういったものを判断し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（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 部長、どうも機械の機能不全のことばかり言って、改善が見込めな

いからまだ云々と言うけど、本質的な、私が言っているのは、先般の一般質問でもあったけど
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も、数億の多額の税金を当初の計画見たら町民に負担させているのです。この財政厳しいのに。

それこそ１年分の人件費削った分相当以上になる。あるいは超過負担の１年分以上の部分が３

年間でいっているのです。そういう認識に立てないかということを私言っているのです。それ

をちゃんと町民に説明しなければいけないのではないですか。そして、財政厳しい、厳しいと

言っていて、そういうほうに失敗的な税金が投入されているわけです。それで、３年間も私が

ずっと質問していたら、オオカミ少年のように毎年よくなる、よくなると部長そう言ってきた

のです。町長も。公の場で。そういうことまで改善されていないのに、なぜ、そういう消極的

なものの言い方になるのかなと、私、本当に残念です。しないならしないでいいですけれども。 

それで、ペレットの関係いきます。これも先ほどのボイラーと同じです。全く何も影響ない

のです、これは燃料化に。今まで自分たちで、機能不全で余ったものをどうするかという処理

の考えしかないのです。それで、私はこの有価としての可能性を探ると言ったけれども、前の

質問の中で 0.3 以上の塩素が入っていても目をつぶるというか、ある程度そういうところに販

売する可能性もあると。買っているところもありますと提案したはずです。そうしたら町長は、

そういうふうにして営業したいと言ったのです。その間、歩きましたか。そういうところを見

つけて。仮にそういうところが見つかって、紛体で売れないからこういう補助金を入れて固形

化にしてどこどこに売っていくのだというのなら、私はまだ納得できます。これからまた始め

ますだよ。なぜ、そうやって、議員がわからないながらも提案したり対案出したりやってきて

いるのに、どうして、後々の処理になってくるのですか。今頃、有価としての可能性を探りま

す、ですか。４年間やってきているのです。もっと真剣に考えてほしいのです。何も追求して

いるわけではないのです。ぽっと出て議会がわからなかったらいいです。19 年に吉田議員がい

みじくも言っているのです、すべてを。それと、とって私はずっと質問してきて言ったのです。

だけど、この４年間みんなそういう対応でしょう。町民説明会にしたって、有価物の可能性に

したって。もう少し皆さんの意見を聞いて、もっと行動してもらいたいです。どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） これまでの取り組みの中で、十分当初の目標に達していない、

そういう部分につきましては担当として申しわけなく思っております。そういう部分で、今後

の町民への説明という部分については、こういうような状況の中で今後の取り組みについてま

とめ、そして、それをやはり町民の方に理解していただくと、当然そういうことは必要かと考

えています。ただ、その方法につきましてはいろいろな方法があろうかと思いますけれども、

現在のところ、やはり広く全般にということですから、先ほど答弁したような考え方で現状お

りますけれども、ここの部分は理事者のほうとも相談しながら進めてまいりたいと思います。 

それと、新しい固形燃料という部分では、これは塩素の 0.3 以上の高い状態の中で燃料とし

ての価値を探る、そういう部分でございます。これまでの取り組みとしては、安愚楽牧場さん

に使っていただこうという中で試験的なことも行ってございます。ただ、その中でやはり紛体

として当時使っていただきましたけれども、当時想定していたボイラーでさえやはりペレット

状にしていただくということが今後の課題ですとそういうようなお話も聞いてございます。農
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業的な利用、ハウス栽培とかいろいろな取り組みとして使える部分があろうかと思います。す

でに安愚楽牧場さんの計画は取りやめになりましたけれども、そういうような形のものをやっ

ていく中では、やはり紛体よりも固形化が必要だと。そういう中で今回事業計画を立てたとい

うことでございます。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 細かいことは私ちょっとわかりませんので、いわゆる、ものの考え

方といいますか、一般質問、代表質問等々にも出ていましたけど、町民への説明ということで

は、やはり説明責任というものはあると思います。私どもも説明する段階には、先ほど委員の

質問の中にもありましたけど、やはり今の運営状況はどうなっているのかということと、それ

に対しての課題は何なのかと。それと、今後どういう方向でやっていくのかということがなけ

ればなかなか、説明会を開いてもただ、今こうなっていますというだけにはならないだろうと

思いますので、今回、専門家も入れた委員会を含めて前回、全員協議会の中で説明しましたけ

れども、今後の方向性を定めた中で、こういうものはこうなり、あるいは単独の説明会なり、

そういうことも含めてタイミングを見て考えていきたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 私を含めて、質問されている委員は消極的なものの言い方していな

いのです。もう町長も変わったし、新たなスタートでもっと積極的にかかわってほしい、改善

してほしいということを言っているのです。それが答弁の中でそういう部分になるから過去の

ことを言うようになるのだけど、やはり真摯に過去のことを・・・。何もここで陳謝してもら

うとか何かではないのです。そういう意味で言っているのです、私は。また後に引きずる場合

もあるのだけど。それは別にしても、そういう意味で言っているのです。ですから、やはり体

制も変わったのだから、局面もガラッと変えて、新しい発想で何をするかということを我々に

メッセージを送ってほしいのです。町民にも。そういう部分です。ですから、余り後追いする

ことをしないように。今回のバイオマスの部分も、固形燃料商品開発事業もそういう部分です

けど、もっと後追いの始末をする事業ではなくて、前向きなものをもっと考えてやっていって

いただきたい、こう思いますけれども、その辺の姿勢は副町長としてどうですか。 

○委員長（小西秀延君） 白崎副町長。 

○副町長（白崎浩司君） 発言の中になかったかもしれませんけれども、姿勢という考え方の

中でいみじくも今、委員の質問の中の言葉にありましたけれども、体制が変わったという中で、

やはり何が課題で、何が今ネックになっていて、次の手法、どなたかの質問にありましたけれ

ども、洗いざらいさらしてという話ありましたけれども、ただ、やはり現状を押さえてもらう

ということと、それから、それに対してどういう方向性を持っていくかというのを自分たち、

こう体制が変わった中では仕切り直してといいますか、整理して、それは議会のほうにも、あ

るいは整理した中では町民の方にも説明していきたいという姿勢で、言葉には、今までの中で

は発言なかったかもしれませんけれども、気持ちとしてはちゃんと整理した中でこの施設を有

効稼働、当初の目的のとおり稼働できるような方向に整理していきたいというような気持ちで
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ございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方。 

〔｢なし｣と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 次にまいります。５款労働費及び６款農林水産業費に入ります。210

ページから 221 ページまでの労働費及び農林水産業費全般についてでございます。挙手の上、

質疑のある方はどうぞ。 

３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 211 ページのワークステーションについてお聞きしたいと思うのです

が、このワークステーションについては今までも何回も話出されていますし、状況わかるので

すが、これだけ不況が続いていく中で、この需要というのはますます大変なものだろうという

ことで、昨年も聞いたら、相当の相談件数があったはずです。それだけ町がいろいろな成果を

その中で上げてきたということは、そういうシステムになっているということはすばらしいな

というふうに思うのですけれども、23 年度の状況からいって、求人、求職の状況だとか、それ

から、その中で定職に就いた、あるいは臨時、どうだったのか。 

それから、ステーションで開拓した件数はどのぐらいあったものなのか。そのあたりお聞か

せください。 

○委員長（小西秀延君） 高橋産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高橋裕明君） ただいまのワークステーションの 23 年度の状況についてで

ございますけれども、まず、ワークステーション、平成 16 年から設置しておりますが、おおよ

その活動状況について先に申し上げますと、まず、大体ひと月に相談件数 200 件ほど来ており

ます。そのほかに電話での対応が月に 50 件ほど。ですから、そういう相談を総体しますと年間

3,000 件ほどに上っております。 

それで、年間の求人数、企業側の求人数ですが、ワークステーションで掘り起こした分とし

まして、２月末現在でございますけれども、123 件。それに対しまして求職者でございますが、

294 人。就職決定者数ですけれども、37 名というふうになっております。 

また、そのほかワークステーションでは随時企業訪問等を行っておりますけれども、23 年度

においては町内の 155 社、1,093 件の訪問を行っております。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） 電話も含めて 3,000 件の相談というのはすごいなというふうに思うの

です。それで、今話の中で求職が 294 人あったうちの 37 人決定したと。それだけでも本当に効

果があったというふうに見ていいわけですけれども、本当ならもっともっと、求人数が 123 も

あるわけですから、もっと決まってもいいというふうに思うのです。ところが、前から話があ

ったように、求人と求職のミスマッチがものすごく多いという話なのです。それでは、それは

一体どういうことなのだと。求人するほうはこういう仕事の人がほしいという、ところが片一

方ではそれの資格を持っていない、求職者のほうは資格を持っていないとか、そんな仕事はい

やだとか、遠くへ行くのはいやだとか、いろいろな条件の中でミスマッチが起きるのだろうと
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いうふうに思うのですけど、実際に求人が悪いのか、求職者が悪いのか。悪いと言ったらおか

しいですけれども、どんなところでもいいから働かせてくれという覚悟で来るのか。あるいは、

本当に職を選んでもうこれでなかったら働くのはいやだと言っているのか。そのあたりいろい

ろなことがあるのだけれども、そのあたりがどういう関係になっているのか。そのミスマッチ

の分というのはどういうふうになって、それをどう克服しているのか。そのあたりちょっと聞

かせてほしいのです。 

○委員長（小西秀延君） 高橋産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高橋裕明君） ただいまのミスマッチの件でございますけれども、これは

以前からそういう課題を抱えているということで押さえておりますが、23 年度につきましては

先ほど申しましたように、求職に対して就職決定したのが 12.6％という形で非常に低い結果と

なっておりますけれども、これは今お話にありましたように、どうしても働きたいという方が

大半を占めるわけではないというふうに認識しております。例えば、自分の都合のいい時間に

働きたいという方も多数いらっしゃいますし、もしくは、やはり賃金の高いところに働きたい

という希望も多く寄せられております。ただ、企業側としましては非常に大いに働いていただ

けるような人材を求めていますし、その辺でミスマッチが生じているところであります。ただ、

本当に先ほど申しましたように、どうしても働きたいという方をきちんとすみ分けして、そう

いう方をきちんとした就職に導くということを努めていきたいというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） ３番、斎藤征信委員。 

○３番（斎藤征信君） それぞれの要求を全部満たすなんてことは大変なことですので、それ

は 100％うまくいかないのは当たり前なのですけれども、どうしても働きたいという方を何と

かしなければと。本当に私たちのところにも、職がないのだ、何とかその辺にないだろうかと

いうような話何かも来るわけです。それで、実際に求人の条件と求職の条件との合わせ方とい

うのは非常に難しいだろうという気はするのです。それで、今ただ来た人に斡旋をするという

だけではもう済まないだろうなと。どうしても働きたいという人を集めて就職支援のための相

談会をやるとか、こういう資格を持っていなければだめだから、それを何とか取るために応援

しようだとか。それから、その人が職に就くための支援というのか、考え違いをしているので

あれば、そこのところは何とか無理しないと今は勤められないとか、そういういろいろな相談

が一堂に集まって、そういう中から働く人を一人でも見つけて、まちの人が一人でも多く働け

る条件をつくってやるというのが。ここまでやらなければ、きっとここでだめだったらハロー

ワークへ行ってもだめなのだろうというふうに思いますので。それで、ここの町内で何とかそ

の人たちを解決するために、もう一歩そこのところを支援してやってほしいというふうに思う

のだけれども、そこまでの考えがあるのか。今そこまでやっているというのか。そのあたりは

どうなのですか。 

○委員長（小西秀延君） 高橋産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高橋裕明君） ただいまのご質問ですけれども、我々もこの雇用のマッチ

ングについてはいろいろ検討してまいりまして、１つには、白老にワークステーションがある
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おかげで苫小牧のハローワークまで行かなくてもいいというような状況がありますので、皆さ

ん苫小牧まで行って情報を持ってくるというようなことをしなくてもいいということで、助か

っているという声はよく聞きます。 

それから、それに関しまして今後、今検討中でありますのは、ハローワークの情報はほとん

どインターネットで見られる状況になっております。ですので、今のワークステーションに余

っているパソコン何かを活用しましてインターネットを見られるような状態で、ワークステー

ションに来ていただければハローワークの情報も見られるというふうにしていこうというふう

には検討しております。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの方。 

８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） ８番、広地です。221 ページの栽培資源管理型漁業推進事業について

質問します。１点目です。こちらのほうの事業費が 164 万円余りということで、その増額分で

こちらに力を入れているという姿勢は伺えるのですけれども、ただ、この栽培管理型の中で大

きな問題になっているのは盗掘。盗掘という言葉が適切かどうかは非常に議論あると思うので

す。ここの港湾域内の漁業権の設定ないので。そういう中で盗掘という言葉は当たるかどうか

ちょっと言葉の精査必要なのですけれども、そういった漁業権設定だとか、あと、沖合に例え

ばウニだとか移したりして盗掘を何とか避けようとして活動しているというのは理解している

のですけれども、今回の事業の中でそういった盗掘の実態とその対応としての事業の検討を図

られていたかどうかお尋ねします。 

○委員長（小西秀延君） 高野産業経済課長。 

○産業経済課長（高野末保君） 白老港のウニ、ナマコの資源管理だと思います。これについ

ては、平成 20 年から 30 代から 40 代の漁業者 14 名で資源管理に基づいてウニ、ナマコを漁獲

してございます。それで、年間約 1,500 万円の収入がございます。それで、今盗掘というか、

一般の方が白老港に素潜りで潜ってウニ等を取っている状況にございます。ただ、委員おっし

ゃるとおり、漁業権が設定していないと。そういったことで２かご、３かごとかなり大きい数

量で持って行かれるのですけれども、我々も漁業者もただ見過ごすだけでなく、例えば４月、

５月はウニについては身入っていないのです。入っていない時期に沖のほうに極力移植するだ

とかそういった対策と、あと、漁組のほうも 25 年に漁業権の設定の見直しがございますので、

それに向けて白老港については漁業権を放棄している部分と保証している部分がございますの

で、今主に取られている部分は漁業権を放棄している部分ですので、設定をできるということ

で道等に確認していますので、25 年まで何とか極力、言葉悪いのですけれども取られないよう

に、移植だとか、また、人工リーフにもかなりふえていますので、そちらに移植するだとか、

25 年まで何とか設定するまで、そういった対策をしたいなと思ってございます。 

○委員長（小西秀延君） ８番、広地紀彰委員。 

○８番（広地紀彰君） ８番、広地です。まず、理解しました。実際に、漁業権設定というの

が一番効果的な方法であるというのは漁組さんのほうからも伺っていて、それについては理解
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しているのですけれども、私がそれを聞くのは、今課長のほうからもご説明あったとおり、ウ

ニやナマコの水揚げの金額については期待数値を本当に超えるくらい。それで、実際に平成 20

年度から潜水部会のほうも活動を始めていて、一斉合格されている漁業者の方の盛り上がりの

様子だとか新聞報道などでもたくさん拝見していたのです。そういった可能性のある事業とし

て評価しているのですけれども、例えばウニだとかはお盆までぐらいだと思うのですけれども、

そういった形で今現状としては殻つきウニのままでの出荷が主だというふうに聞いています。

しかし、例えば塩水ウニに加工するだとか、それほど手間のかからない加工であれば、今実際

に夏場がどうしても加工場の仕事が薄くなってしまうという現状もあるので、そういった部分

と組み合わせることによって加工業者に対しての可能性としても大きなものがあるのではない

かというふうに考えますが、そういった加工業者に対しての可能性やその波及についてのお考

えがあるかどうか。 

それと、もう１つ。水産資源増殖試験事業というふうに書いてあります。こちらのほうで事

業費のほうを設定してあるのですけれども、ウニの種苗事業だとか事業の項目としてはないの

ですけれども、そういったことについてもこの水産資源増殖試験事業の中に含まれているかど

うかお尋ねします。 

○委員長（小西秀延君） 高野産業経済課長。 

○産業経済課長（高野末保君） ２点あったかと思いますけれども、まず、ウニの加工、町内

でできないかということかと思うのですが、これについては、実は私も、水産加工、虎杖浜に

30 軒ほどございますので、直接伺った事例もございます。当然、タラコを主流にやっています

から夏場は余り雇用しないと。それで、今ウニの水揚げの量で雇用して、そこでペイするかと

いうか、言葉は悪いのですけれども、そういった部分で検討はするけれども、なかなか難しい

のではないかなと。全部は聞いていないのですけれども、数軒確認してございます。ただ、白

老産ということで、地元で加工して地元の飲食店あるいはホテルに出せれば一番ベストかなと

思っていますので、引き続き協力というか、そういった加工業者を当たっていきたいなと思っ

てございます。 

それと、水産資源増殖試験でございますが、85 万円の件かと思いますけれども、これについ

ては、ナマコ 50 万円、エゾアワビ 35 万円ということで、ナマコについては 20 年から白老港を

中心にして水揚げされているのですけれども、今はただ取るだけでなく資源を増殖しましょう

ということで、水産試験場だとか研究機関の皆さんのお手伝いをいただきながらナマコをふ化

させて白老港周辺に放流していると。それで、前回もお答えしたかと思うのですけれども、22

年度から実施していますが、22 年度については５万 6,000 ほどの稚ナマコを放流して、昨年９

月に私、10 万ぐらいということで報告しているのですけれども、最終的に 50 万ほどのナマコ

を白老港周辺に放流してございます。この取り組みでございますけれども、一般的に大きい施

設を持って栽培漁業振興公社だとか、道の施設だとか、道の関係団体、そういうところでやっ

ているのはかなり大きい施設でやっているのです。ただ、白老港で取り組んでいる部分につい

ては、簡易的な水槽を３つぐらいおいて、それで、漁業者が港湾周辺からナマコを取ってきて
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ふ化させて放流していると。すばらしい、まさに、つくり育てる漁業と先端を行っているなと。

そういった部分で道内から何回か視察をされている、そういう状況にございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質疑をお持ちの委員の方。 

９番、吉谷一孝委員。 

○９番（吉谷一孝君） ９番、吉谷です。214 ページ、農業振興費。農業振興という観点から

質問させていただきたいと思います。本日、一部報道機関によりまして安愚楽牧場の件が記事

に載っておりますが、まず１つ目、安愚楽牧場が破産手続き開始から現在３カ月がたっており

ます。白老牧場の現在の状況、それと、もう１点が、安愚楽牧場が、当初、白老で業務開始し

たときの頭数と現在の頭数をお知らせください。 

○委員長（小西秀延君） 高野産業経済課長。 

○産業経済課長（高野末保君） ２点あろうかと思います。まず、安愚楽牧場についてはご存

じのとおり、昨年８月上旬に破産状態となって、それ以降、破産管財人による施設等の売却を

現在進めております。北海道については８つの直営牧場と、新聞にも出てございますが 100 社

の預託がございます。まず、町に関係している部分だけお答えします。直営牧場についてはご

存じのとおり竹浦にございまして、旧安愚楽牧場からＹＳ商事という会社が引き継いでござい

ます。引き継ぎというとちょっと表現悪いのですけれども、新たな会社ですけれども、ＹＳ商

事がやってございます。それで、ＹＳ商事については直営牧場のみ営業を新たに進めておりま

す。直営牧場といっても白老と胆振牧場２カ所でございます。胆振牧場については厚真のほう

にあるのですけれども、この２カ所を現在やってございます。そのほかですけれども、国内に

全部で、大きくいうと北海道と岩手と栃木、大分、熊本、この５県にまたがってそれぞれ直営

牧場を経営しており、また、旧安愚楽牧場のホテル、レストラン関係あるのですけれども、そ

れらも１カ所、栃木でございますが経営してございます。 

それで、ＹＳ商事の中身でございますけれども、平成 23 年 11 月２日に株式会社ＹＳ商事と

して設立してございます。それ以降、11 月末になろうかと思うのですけれども、破産管財人か

ら白老牧場の契約を交わしてＹＳ商事としてスタートしてございます。ことしの１月１日から

ＹＳ商事として白老牧場を運営してございますけれども、経営は移譲されたのですけれども、

農業委員会に農地法３条に基づく、農地または採草放牧地の権利の移転などそういったものに

ついては、２月 29 日の農業委員会に許可申請がありましたので諮りまして、農業委員の皆さん

の多数の賛成をもって許可しているところでございます。 

まず、頭数の話なのですが、当初、安愚楽牧場については 9,000 頭ほどでございます。今後

新たな経営ということで、繁殖中心に子牛も含めて 6,000 頭を予定してございます。 

以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） ９番、吉谷一孝委員。 

○９番（吉谷一孝君） 現在ＹＳ商事というところが経営を引き継いだといいますか、新たに

事業を展開されたということをお聞きして、理解しました。安愚楽牧場の際には町内に関する

雇用もあったかというふうに思いますが、ＹＳ商事に変わった段階で、今まで雇用されていた
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方の処遇であるとか、新たに雇用される予定があるというふうに伺っているのかどうか。 

それと、旧安愚楽時代の問題なのですが、ふん尿の問題があったかというふうに思いますが、

その状況が今現在どうなっているかお知らせください。 

○委員長（小西秀延君） 高野産業経済課長。 

○産業経済課長（高野末保君） ２点あったかと思います。雇用については、前回答弁申した

とおり、以前安愚楽牧場については 54 名ほどの雇用がありましたが、新たにＹＳ商事として今

進めて事業を展開しているのですけれども、43 名ということを聞いてございます。 

それと、ふん尿の関係でございますが、昨年７月に町民の方から敷地内にふんを野積みして

いると、そういう状況で、公害防止協定結んでいますので、そういったことで指導して、計画

書も出てきていたのですが、８月早々こういった事件があって、その中で計画書のとおりには

進んでいないのですけれども、何とか敷地内の堆肥については移動させなければならないとそ

ういった部分で、苫小牧広域農協にお願いして、東部のほうで農家さんたくさんありますから、

そちらのほうで何とか利用できないかということで、現在も 12 月ぐらいからずっと運んでいる

状況にあります。かなりの量ですからおそらく平成 20 年事業開始してからそのまま積んでいた

ような雰囲気もございますので、新しい会社のほうも早く整理したいということで、今進めて

いるところでございます。我々もその辺を監視していきたいなと思っていますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ９番、吉谷一孝委員。 

○９番（吉谷一孝君） ９番、吉谷です。まずは、両方ともわかりました。環境問題の話です

が、私の聞いたところによりますと１日当たり大型ダンプ３台から４台で１日３回から４回の

運搬を常時行っているというお話を聞いておりますので、計画どおり進んではいないようです

けれども、少しずつ誠意を持って行いますというお話をいただいておりましたので、それもつ

け加えさせていただきたいというふうに思います。 

それと、最後の質問になりますが、現在、安愚楽牧場から預託先の農家、ここについては影

響があったかというふうに思いますが、個体識別番号の問題についてどうとらえているか。そ

の後の対応についてどのように進めているかお伺いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高野産業経済課長。 

○産業経済課長（高野末保君） 旧安愚楽牧場の白老町にある預託農家かと思います。これに

ついては、北海道牧場として安愚楽牧場から預託受けて、その頭数については 630 頭でござい

ました。それで、北海道牧場の債権額と預託受けていた 630 頭、それを相殺して北海道牧場独

自として今事業展開しているのですけれども、まず、問題の１つについては、町に相談という

形で来ているものについては耳標がきております。耳標というのは、生まれたら最初に子牛に

個体識別番号、トレーサビリティです、言ってみれば。そういった申請は農家さん独自にやる

のですけれども、その途中で壊れただとか脱落しただとか、そのときに申請しなければならな

いのですけれども、これは国の仕事なのですが、その仕事は今まで農協の組合員については農

協が所属団体としてやっていたのですけれども、農協にも入っていないですから、宙に一時浮
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いた形なのですけれども、我々としては、やはり国が直接責任を持って出していただきたいと

いうことでそういう調整をして、最終的に国が直接受けるということでやってございます。 

もう１点でございますけれども、実は、牛舎のほうがこのたび大雪で被害を受けたというこ

とで、何とか支援策がないかということでご相談を受けてございます。これについては、前回、

町長のほうからご答弁申し上げたと思いますけれども、すべて町内で被害を受けた 12、3 軒あ

るのですけれども、それについては北海道のほうに報告してございまして、まだ北海道のほう

から直接聞いていないのですけれども、このたびの雪害に対する支援策が何かないかというこ

とで現在やっておりますので、それらをしっかり見極めていきたいと思ってございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方。 

13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 13 番、前田です。時間もきましたので簡単にしたいと思います。217

ページの肥育牛改良推進事業、これは農業振興でお聞きしたいと思います。町長も執行方針で

白老牛に対しては生産から販売までを行う独自産業を進めるということを言っていますし、私

も白老町は第１産業を振興しなければ困るなとこう思っていますので、そういう観点から質問

します。先般、和牛センターの補助金の総額の資料をいただきました。これを見ると、約 9,700

万円出ています。初期投資の分を除いたら 3,300 万円ぐらい運営管理費かかってきています。

これは当初、建設するということは参加した農家に利益が出て還元できると、そういう目的が

あったと思うのですけど、結局はずっと補助金出しています。これで収益が出ればいいのです

けれども、その辺もお聞きして、これまで出資金を増額したり、肥育管理等によってここで採

算が合わなくて農家負担がかなり出ているかどうかということです。 

それと、預託している頭数がどのような状況になっているのかと。そして、おととし、国の

交付金、雇用調整か何かの交付金、それで、和牛の肉質のデータを集積して牛の血統や品質向

上を図るとこう言っていますけど、もう出ているはずなのですけど、これはどういう結果にな

って、どうやって生かされているのか。その辺伺います。 

○委員長（小西秀延君） 高野産業経済課。 

○産業経済課長（高野末保君） 何点かあったかと思いますけれども、順番バラバラなのです

けれども、センター牛の考え方ということでご答弁させていただきます。まず、委員ご存じの

とおり平成 13 年５月から肥育を開始してございまして、この間毎年 70 から 90 頭の預託をして

ございます。途中、平成 19 年になるのですが、センター牛としてそれぞれのえさを与えている

のです。例えば、品名は言えないですけれども、ここでは控えさせていただきますけど、３つ

ぐらいの業者さんございまして、それぞれ１回与える量が 50 円であったり 36 円だとかまちま

ちですから、それをそれぞれ与えて、例えば 50 円のえさを与えて 20 カ月肥育かけてどれだけ

の肉質が出るかと。もう一方では、１回 36 円の飼料を与えてどういった肉質が出るのかと。そ

ういった部分を分析して少しでも利益が上がるようなそういった形の分析結果が出てございま

す。それらについては、農家の方々がそれぞれ情報を持ち寄って改良を進めて、いい結果が出

ているのかなと。というのも、昨年の苫小牧広域農協の中で６頭のうち５頭を白老産の牛で占
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めていると。 

肥育については、23 年度についてはセンター購入分が 30 頭。預託については 78 頭でござい

ます。収支については、23 年度、今年度でございますけれども、174 万円ほどの収益が出てご

ざいます。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 最後の３点目のデータの件です。これは平成 22 年の事業とし

て緊急雇用で白老牛の品質管理販路拡大事業、これでデータを収集してという話で、要するに

家畜市場に出荷されたときに優秀というか高い値段で、あるいは枝肉の共励会などで優秀な成

績を収めた、こういった牛はどんな血統なのか、どんな肥育状態をしているのか、そういうよ

うなデータを集積して、それをフィードバックして農家の肥育に生かせるというそういう事業

でございます。これは実際に血統書、それから、格付書、それらを提出していただいて、これ

は本当に丸秘事項ですから、それらの中身を関係者のほうにはしっかりフィードバックして、

その成果として農家にきちんと出しているというのはございます。これはたまたま緊急雇用で

やってその分だけの蓄積ではなくて、それがデータベース化されますから、これは毎年積み重

なっております。現課に来ていただければ、そのデータはすぐ見られるようになってございま

すので、成果としてはしっかり還元して有効に使っているという現状でございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員、出資金のご質問もありましたよね。今わかりますか。 

高野経済産業課長。 

○産業経済課長（高野末保君） 出資金については、組合員については９名でございますので、

出資金については今手元にないので、後でお伝えします。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 私、白老牛がより多くなって白老の経済に寄与してもらいたいとい

う観点で質問しています。それで、前にも質問していますけれども、そういう肥育をするため

に何をしなければならないのかと。初期投資かかりますから運転資金に対して無利子で貸し付

けしてあげて、農家の負担を軽減してあげる、いろいろな提言したのですけど、現実に私、回

って歩いたら、この２、３年、肥育農家やめている人いるのです。合わないと言って。実は２

軒います、私、聞いているので。名前は出す必要ないと思いますけど。これからふえると思い

ますけど。私はもっと、そうではなくて底上げすることできないかという部分で、せっかく町

長が執行方針で言っていますからそういう部分で強い意志があると思うのですけど、その辺を

もっと具体的に。データ出たのはわかります。だけど、現実的にやめていっている人がいるの

です、合わないからといって。そして、まして今度、ＴＰＰばかりではなくて狂牛病、あの関

係でも押さえていますけれども、もし、向こうから 30 カ月の牛が入ってきたら、肥育してもあ

る程度同じような肉質になるということが言われているのです。そうすると、なかなか太刀打

ちできなくなるのです。だから、そういう部分も踏まえてもう少し農業振興、畜産振興できな

いのかなと思って、今質問したのです。それで、和牛肥育センター、今言った部分ありますけ
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れども、もっともっとそれを中心にして裾野を広げていくような形にならないのかどうか。あ

るいは、もっと農家の人たちに聞いて、振興策、町も財源大変ですから余りお金をかけない中

で何かできないのかということを質問しているのです。その辺町長の執行方針でこれだけうた

っていますから、この予算が出てくる期間に農業振興、畜産振興についてどういう議論された

のか。その辺だけ伺います。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） この白老牛、これは白老町での本当に大きな特産物です。で

すから、その振興についてはその経済波及効果と観光資源と非常に大事な産業だととらえてお

ります。それで、この件につきまして、先日改良センターの総会とかありました。その中で町

の見解を述べさせていただいたのですが、基本的にはやはり技術的な問題、要するに白老牛と

してこれからＴＰＰの問題とかありまして、どうそういった部分を勝ち抜いていくのかと。そ

れと、企業農家とどう両立して生き残っていくかといったことが大きな課題になると思います。

その部分では、やはり同じ土俵で戦ってはいけないということで、まず、品質を上げるという

ことと、上げるというか、品質は今までもうかなり皆さん方、自分たちの技術をもってして 50

何年間やっているわけですから、それぞれプライドを持ってやっています。この品質を上げる

ということ。そして、もう１つ、安定供給が必要ですと。やはり市場性を持つためには一定の

供給量が必要だと、この２点が今後どういうふうに取り組んでやっていくかということを話さ

せていただきました。その中で、やはり品質については、これはもう町としてはこのデータを

取って皆さんにフィードバックする。できるのはそのぐらいですと。皆さん方のほうがずっと

技術は上ですから、そういうことです。町でできるのはやはり町長の公約にありましたように

独自産業化です。ここの部分でしっかりと生産者が自分たちの牛を白老牛としてある一定の加

工をして、そして、それから自分たちの肉としてしっかり支持してもらえるような小売り、そ

ういう販路をしっかり確立するところだと。例えば、今白老町で 200 頭ぐらいです、大体、個

人農家の部分は。それをしっかりやっていって 200 頭、300 頭、400 頭という形で生産と小売り

とこれをセットでやらなければだめだということで、その中で町が、皆さん方が議論した中で

町に対してどんな支援策が必要かどうか、しっかりと関係者の中で話し合いしてくださいとい

うことで、町は一番簡単にできるのはやはり販路の拡大。東京とか札幌とかに行って町の持っ

ている情報網を駆使すれば、かなり市場、マーケットを開くことができます。これはすぐでき

ますから、その過程の間で加工も含めて町に求める支援、これは関係者の間でしっかりと話し

合って、その対策を町にぶつけてくださいと。その段階で町は検討させてもらいますという話

をさせていただきます。ですから、そこの部分では、今後しっかりと関係者と協議を重ねた中

で地に足の着いた取り組みにつなげていきたいとこのように思っているところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 13 番、前田博之委員。 

○１３番（前田博之君） 今販路の拡大の話ししましたけど、前にも議論していますけど、販

路の拡大も必要ですけど、生産量の安定、どう安定するかと。幾ら販路があってもその期待に

応えられなければ困ると。これは多分議論したはずなのです。私が言うのは、そういう部分の



 37 

ところでどう一定の生産量を持つかという施策も必要ではないかと。ですから、私が言ってい

るのは、もう２戸ぐらいやめてしまっていると、なお何ぼ販路、販路、売ってあげますと言っ

たって、生産量が出てこないと困るのです。 

それと、Ａ５も必要なのだけど、いかに庶民の中でＡ３とかＡ４の食べやすい肉質の生産を

して安定を図るかと。そういう部分も視野に入れて、ぜひ議論してもらわないと。前の話から

見るとちょっと。役場は販路だけすればいいのだというのではなくて、一貫の中で独自でやっ

ているのだから。役場どうすれという意味ではないです。やはり役場というのは、予算もしな

くてはいけないし、政策もちゃんと訴えなくてはいけないけれども、その中でもっと、お金云々

ではなくて、てこ入れをして、今言ったように生産量を安定するとか、肉質を安定させるとか

そういう努力も必要ではないかと。 

それと、先ほど言ったように、予算査定する、町長が執行方針でこういう言葉を言っていま

すけど、その過程の議論で、役場の中でこの予算が出てくる間にどういう議論がされたかとい

うことの答弁がありませんので、それもお願いします。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 今肉の格づけの話も出ましたが、これ一つとっても、Ａ５で

そんなに頭数はふやさなくてもいいけれども質を求めたいのだと。そういう農家もあります。

一方では、Ａ３クラスでいいから販路拡大してどんどん売ろうではないかと。そういうような

議論もあります。ですから、議論の過程がまだそういう段階なのです。ですから、いろいろな

意見がまだたくさん出ている状況です。ですから、そこをもう少し煮詰まった段階でないとな

かなか町のほうもこういう形でいかがですかというたたき台はできない状況です。 

前田委員もずっとこの件については毎回毎回、予算、決算だとかで出てきます。農家のある

人からも私のほうにありました。もうそろそろ町でたたき台つくってくれと。それでないと前

に進まないという話もございました。でもまだ、下手に今の段階で町がつくってしまうと、こ

の農家のための制度ではないかとか、あの農家の制度ではないかという状況になります。です

から、もう少し多くの人が支持できるような取り組みに実るまでもう少し時間をくださいと、

そのタイミングではありませんということで私も伝えております。ただ、町としては、今回の

予算査定の中でもそういった取り組み、町長の今回、独自産業化という公約もあります。そう

いった中でどういうふうにするかということ、本来なら 24 年度の予算に計上したいと私も思っ

ていましたけれども、町の考え方でやるのだったらできます。でも、そういうことにはならな

いので、今回具体的な予算は計上できなかったということでご理解いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかにお持ちの方。 

12 番、本間広朗委員。 

○１２番（本間広朗君） 12 番、本間です。221 ページの栽培・資源管理型漁業推進事業につ

いて。これは先ほど広地委員のほうからいろいろ質問ありましたので、僕もちょっと質問考え

ていたところがありますので、かぶらないように質問したいと思います。この中に一般廃棄物

広域処理、これはビノス貝の駆除となっております。補助金の中でビノス貝の駆除事業があり
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ます。それと、多分これは新しくなったと思いますが、ヒトデ駆除事業というのが出てきたと

思います。この 70 万円はビノス貝だけの駆除なのか。ヒトデの駆除をして、その後にどういう

ような処理の仕方をしているのか。ちょっとお聞きしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高野産業経済課長。 

○産業経済課長（高野末保君） ２点あったかと思います。まず、ビノス貝の駆除でございま

すけれども、このビノス貝は、特に竹浦地区を中心にふえていると。これについては２枚貝で

あるホッキだとかサラ貝あるいはエゾバカ貝に非常に環境に悪影響を及ぼしているということ

で、22 年度から駆除してございます。それで、この 70 万円の予算でございますけれども、登

別のクリンクルセンターのほうに焼却費ということでお願いしている予算でございます。 

それと、ヒトデ駆除の件でございますけれども、これも継続的に進めてございますが、新た

に昨年から事業費として上げさせてもらっていますけれども、駆除したヒトデについては農家

さんに引き取っていただいていますので、用船料というかそういうもののみでございます。 

○委員長（小西秀延君） 12 番、本間広朗委員。 

○１２番（本間広朗君） それと、何度もお聞きしているところなのですが、ビノス貝の活用

というか、何回も質問するのだけど、食品加工研究センターのほうでいろいろそういう試験を

やっていただいているということだったのですが、最近まったくその話もお聞きしないので、

この事業がどうなったのかをお聞きしたいのと、食加研にお支払いした金額というのはどのく

らいになるのかなと。ちょっと参考程度にお聞きしたいと思います。 

それと、先ほど水産試験増殖事業、試験事業となっていますけど、この試験事業というのは

多分このまま続くとは思いますが、本格事業という方向にはならないのかどうか。先ほど広地

委員のほうからもご質問あったように、やはり事業を拡大するとなかなかお金がかかるもので、

町ではなかなか。補助を受けてできればそれにこしたことはないのですが、なかなかそういう

わけにはいかないと思います。ただ、ある程度試験が成功したら、やはり本格的な事業化とい

うのは必要ではないかと。これをやはり大きく栽培して海に返せば、それだけサケの事業のよ

うに帰ってくるということもあろうかと思いますので、なかなか予算の関係上、85 万円という

のが多いか少ないかというのはわからないのですが、その辺お考えをお聞きしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高野産業経済課長。 

○産業経済課長（高野末保君） ２点ございまして、まず、ビノス貝の有効活用ということで、

今焼却ということだけなのですが、実は一昨年前から漁組のほうで何とか加工、長万部町のほ

うで加工屋さんあるものですから、利用できないかということで試験的に出してございました。

ただ、なかなか渋みというか、そういうものが取れないものですから、難しいだろうと。 

それで、食加研については私のほうで深く押さえていないのですけれども、おそらく 20 年ぐ

らいに食加研のほうに出して利活用という話があったかと思いますけれども、それについては、

予算は一切かけてございません。それで、なかなかそれも難しいのかなと。その解答というの

は、私のほうには特に関係課のものをちょっと押さえていないので、後から調べてご報告申し

上げたいと思います。 
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それと、水産資源の増殖試験、もっと継続的にということかと思うのですけれども、まず、

先ほど申したとおりエゾアワビとナマコということでやってございます。エゾアワビについて

は、平成 20 年から漁業者が潜ってナマコだとかウニを取っていたのですけれども、そこで天然

のアワビを見つけたと。たくさんあるということで、何とか資源を増殖、港湾だとか人工リー

フに資源として利用できないかといったことで試験的に２年間やる予定になってございました。

ただ、これまで室蘭からえりも海域のほうまでアワビは育たないということになっているので

すけれども、海洋環境の変化だとかそういった部分である程度生息が見込まれるのかなという

ことで試験をやっているのですけれども、要は、冬場越すかどうかが問題なのです。そういっ

た部分でもしある程度資源量から 20％、30％の残存率があれば、十分漁獲対象になると思いま

すので、それらの試験をやっていきたいなと思っております。 

それで、ナマコの増殖試験でございますが、これについても非常に効果上がっていますので、

これについてはナマコを水揚げして、その水揚げの一部を負担していただいて、継続的に漁業

者みずから育てる漁業という形で進めていけばベストかなと思っています。 

以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） ビノス貝の件ですが、この予算を初めて計上したときかなと

思うのですが、記憶はっきりしていないのですが、活用について食加研の話を出したかどうか

はわからないですが、いずれにしても食加研に委託はしてございません。委託というか、そう

いうことでお金を払って調査研究してもらった経緯はございません。 

それで、このビノス貝、静岡県、愛知県、あの沖では食用として食されている事実はありま

す。ただ、同じビノス貝ではないのです。私も、関係者も何とか食べられないかということで

試食しました。でも、全然おいしくないのです。ですから、かなり活用は難しいと思います。

それと、殻を開けるのがもう大変なのです。ものすごい力、労力。それで、開けて、大きいの

かなと思ったらこんなに小さいのです。だから、本当に実用化は難しいかなという結論を出し

ているところでございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかにご質問ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎延会の宣告 

○委員長（小西秀延君） 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。これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 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、ご承知願います。 
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 本日はこれをもって延会いたします。 

（午後 ４時３６分）  


