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◎開会の宣告 

〇委員長（加藤正恭君） ただ今から産業建設常任委員会を開会いたします。 

本委員会については傍聴を許可することに、ご異議ありませんか。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（加藤正恭君） 異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたしたいと思います。 

 

◎所管事務調査（産業振興全般について） 

〇委員長（加藤正恭君） 今日の委員会は、昨日と今日二日間、商工会また午後からは建設協

会。今日は JＡとの白老支所との懇談を終えました。まとめに入るわけでございます。 

ただ、昨日商工会また建設協会にお邪魔したときに、住宅リフォーム特例融資ということが

問題になりました。担当課長に聞きますと、白老町では今のところ白紙だと、こういうような

ことなのですが、先例として苫小牧市で現在その特例融資制度を実施しておるというものです

から、まとめの中でも当然そういう問題が出ようかと思いますので、今日は松井課長にお出で

いただいて、苫小牧市の住宅リフォーム特例融資というものがどういうものかということの説

明をまず、していただきたいと。と申しますのは、課長、ちょっと時間が、まもなく別な用が

あるようなものですから、先にこの問題について概略を聞いて、それからまとめの方に入りた

いと思いますので。 

課長の方から、まずご説明方お願いいたしたいと思いますが。 

はい、どうぞ。松井課長。 

○都市整備課長（松井俊明君） 私の方もですね、新聞報道と苫小牧の方のホームページでし

か知りませんでした。昨日ですね、苫小牧市役所に電話をかけて若干お聞きしております。 

ます、この制度につきましては、景気浮揚対策の一環ということで平成１５年度、平成１６

年度の二ヵ年の限定融資ということでございました。 

苫小牧市の住宅リフォーム特別融資制度について、ホームページに載っておりますので、そ

のホームページの内容についてちょっと、ご紹介したいと思います。 

まず、融資対象者なのですけれども、２枚目ですね。２ページ目にありますように、市民で

あって、自ら所有し、居住する住宅であること。それから、融資申込み時点の年齢が２０歳以

上で、安定した収入があり、償還能力を有する方。それから、市税等を滞納していない方。原

則としての取扱金融機関が指定する保証機関を利用できる方ということになっていまして、金

融機関については後ろの方に書いております銀行、信用金庫等、農協等でございます。 

それで、融資を受けられる住宅なのですけれども、市内に建てられている住宅と。マンショ

ン等については構いませんけれども、アパートだとか店舗だとか、そういうものについては対

象になりませんということです。 
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それから、その建物は建築基準法に該当する建物であることということです。 

それから、融資対象工事につきましては、ここに１から６まで書いてありますように、高齢

者等が快適な生活をするための設備工事だとか、屋根・外壁・室内などの修繕・模様替え工事

とかということで、ほとんどの部分が対象となります。 

それから、融資対象工事の施工業者なのですけれども、これは景気浮揚対策ということで、

住宅を新築した当時の施工業者ということで、平成１３年３月３１日以前から市内に事務所な

どを置く法人、会社。それから、平成１３年３月３１日以前から代表者又は事業主が市内に居

住している施工業者ということで、あくまでも苫小牧市内の建築業者の方以外はだめですよと

いうことで、建てたときが市外の業者でありますと、対象にならないということでございます。  

それから、融資限度額につきましては、１戸当たり５００万円を限度とするということです。

利子については無利子。それから、償還期間については１０年以内の元金均等毎月償還という

ことです。 

それから、保証措置につきましては、取扱金融機関の定める保証機関を利用ということで、

その他事項として、抵当権設定にかかる費用だとか、保証機関利用による保証料だとか、その

他諸費用が生じた場合については各自負担をしていただきたいということです。 

通常の一般の融資と全く同じだそうです。 

苫小牧市の方にちょっと聞いたのですけれども、ただ、市の方で利子をいくら負担している

のかということで聞いたのですけれども、なかなか言いづらかったのですけれども、５００万

円借りて、１０年間の期間でもって、８６万円の負担をしていますということで、２億円です

ので、５００万円ですと４０件ありますので、かけますと３，４４０万円。１０年間で３，４

４０万円の利子を負担しますと。 

これが２年の限定ですので、１５年度・１６年度ですから６，８８０万円ですか。ただ、１

０年間ですので、１年平均にしますと６８０万円ですか。これがずっと継続していきますと、

１０年後には３，４４０万円になりますので。とりあえず今のところ２カ年ということなので、

６，８８０万円苫小牧市で負担しますということだそうです。 

ただこれも、人数が多ければ抽選ということになりますので、抽選に漏れた方は当たらない

と。 

それから、なかなか一般の銀行の融資を受けづらい方については、別枠の保証がかかればそ

の保証費用については全部自己負担ということなので、お金のある方は信用がありますので、

そういう負担は少なく、ないですけど、お金のない方はよけい負担が増えるということだそう

です。 

簡単に言いますと、以上のようなことだそうです。 

○委員長(加藤正恭君) ああそうですか。はい。 

課長の説明のとおり、何ですか、あれで調べたらしいですけれども。この程度しか分からな

いようなのですが、何かこれについてのご質問、あればどうぞ。 
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はい、大渕委員、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） これを見る範囲であれば、効果があるというふうにね、建てる側より

も、その景気浮揚には一役かっているなという印象があるのですけれども、実態としてどうな

のかということと、白老町との比較で見てね、町で見た場合はどういうような、その何て言う

かな。政策的にやられるとかやられないとかって議論がされたかどうかとか。ということを含

めて、どうですか。 

○委員長(加藤正恭君) はい。課長、どうぞ。 

○都市整備課長(松井俊明君) 住宅につきましては、結構裾の広い分野ですので、こういうリ

フォームをやることによって景気浮揚の効果は結構出ると思います。 

ただ、白老町としては検討したかどうかという話なのですけれども、ちょっと前の状況は分

からないのですけれども、うちの方としては住宅金融公庫でリフォーム資金というのがござい

ます。それが、それも５００万円まで貸して、金利が２．６％なのです。 

で、うちの方でちょっとですね、試算してみたのですけれども、金融公庫の２．６％の住宅

資金を５００万円借りて、１０年間の元利均等の年２回払いでやりますと、利息が７１万円ぐ

らいということで、苫小牧より若干安いのかなという気もします。 

ただ、これがその、苫小牧の場合は毎月に元金均等ですし、うちの試算はあくまでも年２回

の元利均等で計算していますので、それで利息が違ってきているのか、その辺ちょっと分から

ないのですけれども、うちの方としては、本当はしてあげたいのですけれども、財政が非常に

厳しい状況と、新築だとか何とかとのバランス。または、行き渡る方全員にもその、難しいよ

うな状況、希望者全員にやればいいのですけれども、希望者全員に対してそういう制度に該当

するということになりますと、貴重な住民の税金を使いますので、特定のところに利子補給し

てしまうという形になりますので、それがいいのかどうなのかという部分もございますので、

ちょっと私の口から良いとか悪いとか、やるとかやらないとかという話ではなくて、政策判断

になりますので、ちょっとその辺については申し上げられないのですけれども、一応住宅金融

公庫だとか、そういう資金は２．６％でございますということで。 

○委員長(加藤正恭君) はい、大渕委員、どうぞ。 

○委員(大渕紀夫君) よく分かりました、そこは。それで、苫小牧の例を見れば、これは明ら

かにその景気浮揚ということでの政策的な処置と。リフォームをするというところに照準が当

たっているのじゃなくて、景気浮揚というところに照準が当たっているように、この報道だけ

ですよ。見るとそうなのですけれど。 

苫小牧に電話で聴取された場合は、そういうような印象でしたか。 

○委員長(加藤正恭君) はい。課長、どうぞ。 

○都市整備課長(松井俊明君) 苫小牧市さんに聞いたら、やっぱり景気浮揚を主目的に、そし

てそのリフォームを一番、住宅は何かと裾野が広いのでということを考えていたみたいです。 

 あくまでも主目的は景気浮揚対策ということで、それで２カ年の限定融資ということだそう
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です。 

○委員(大渕紀夫君) 分かりました。 

○委員長(加藤正恭君) はい。他にどなたか、どうぞ。 

それとね、地元の建設業者を利用すると。こういうことが、融資対象工事の施工業者の欄に

書いてあるのだけど、これはしかも融資住宅を新築したときの、２番目としてね、融資対象住

宅を新築したときの施工業者というような資格になっているのだけど、この業者がいればいい

けど、いなかった場合はどうなるのだろう。 

はい、どうぞ。課長。 

○都市整備課長(松井俊明君) いなかった場合は２番目・３番目に書いてありましたとおり、

平成１３年３月３１日以前から市内に事務所を置く法人。それから、その方がいなかったら苫

小牧市内の建設業者がほとんどできますと。 

○委員長(加藤正恭君) ああ、そういうことなのだ。なるほどね。そうか、私３番まで読まな

かったな。分かりました。地元の業者であるということね。 

 恐らく昨日の話で建設業界の人が言うのは、そういう地元の業者に仕事をね、少しでもほし

いと。その中で競争もあるだろうけれども、そういうことも希望としてあるものだから、こう

いう制度を活用してみたらどうですかと、こういう要望があったことなのですよね。 

 はい、分かりました。他にどなたか。何か聞くことがあればここで聞いておきますが。なけ

れば閉じたいと思いますが。どうでしょう。ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(加藤正恭君) それでは、課長どうもありがとうございました。忙しいところすみま

せん。 

 ５分間休憩します。 

休憩 午後 １時４５分 

 

再開 午後 １時５１分 

○委員長(加藤正恭君) それでは休憩を閉じて委員会を再開いたしたいと思います。 

 今回の所管事務調査、産業振興全般についてというテーマでやってきました。それで、３つ

の事業と言いますか、団体と言いますか、方々との懇談をしたわけでございます。それで、こ

れからは所管事務調査のまとめをしたいと、このように思います。 

 それで、順次、商工会から始めていきたいと思いますが、最終的なまとめの文言については

委員長・副委員長におまかせ願いたいと思いますが、皆さん方の意見をできるだけ集約したも

のにしたいというふうに考えておりますので、皆様方の意見をですね、各団体についてのこと

についてご意見を賜りたいと、このように思いますのでよろしくお願いします。 

 まず、商工会の件についてでございますが、ここについてはどのような問題を取り上げたら

よろしいか、承りたいと思いますが。委員さんの中でご意見のある方、どうぞ。 
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 でき得れば、この委員会を３時までで閉じたいと。だいたいですね。その頃までに閉じたい

と思っておりますので、委員さんのご協力をお願いしたいと思います。 

 はい、お願いします。大渕委員、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。明らかにこれ、売上げ等を含めて商業統計を見ましても、

特に商店関係が落ち込んでいるということはもう、明らかですよね。データー的に見ても。外

部に流れているっていうことも事実だと。で、商工会自体がやっぱり非常にこう、どういう手

を打っていいのか分からないのかなというね、印象をまず最初、率直に持ちました。 

 その中で、私が思ったのは、今回のその所管事務調査の意見として、どういう形か分からな

いけれども、取り上げるべきだなと思ったのは、一つは自由競争と規制緩和の整合性をどこで

とるのかってことになるのだけれども、それは大きな問題で国・道の問題になりますよね。 

 で、ここは触れるだけで結構だと思うのですけれど、しかしこれは規制緩和の問題は建設協

会でも出ましたので、やっぱり触れないわけにはいかないんじゃないかということが一つです。 

 それと、具体的に町の政策として何ができるのかと。ここがですね、何でも要望を聞けばい

いということじゃないのは議会としてはっきりしているわけですね。どういう政策が今町に求

められているのかというようなところが、よく、残念ながら見えなかったというふうに思いま

した。 

 で、具体的に言えるのは、例えば町がお願いしなければいけないのは、大きなその食料品な

んかを特に、食料品・物品を含めたその、大量需要をするところ。暖炉だとか栄高校だとかリ

ハビリだとか、あるのでしょうけれども、そういうところが大手食品会社にみんなその、何と

言うのですか、委託しちゃうと言うのですか。それをやっぱりその、町の中で消費するような

協力を、全部とは言わないけれども、広げられないのかという気はいたしました。 

 どういう形で委員長、副委員長、まとめてくださるか分かりませんけれども。そこはやっぱ

り、ある意味では書くべきかなというふうに思いました。 

 建設協会と、あとはだぶっているのは、女性部の方がおっしゃっていましたその、入札制度

のあり方ですね。何が公平かというのはよく分かりません。私も。分からないけれども、入札

制度の改善というのは、これは町がある意味ではできる部分ですから、これはやっぱり改善し

て、みんなが納得できる形。納得できる形が、やっぱり必要だろうなというような気がいたし

ました。 

 だいたいそんなところです。私が盛り込んでほしいなと思う部分はね。 

○委員長(加藤正恭君) 今、大渕委員から規制緩和に関する問題。規制緩和がされればされる

ほど、また事業者が大変な面もあるという面を指摘。 

 それから、町政策が、商工会に補助金として相当額が出ているのは事実なのだけれど、町が

それだけでいいのかというような問題もあるのでしょうが。大量消費をしてもらえるような施

設には、恐らく問屋さんなり、大きな業者と言いますか、札幌ルートだとか室蘭ルートだとか

苫小牧ルートだとか、全部がそういうところで納めてしまうと。 
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 従って、白老町のいろいろな業界からの納入がなかなか、実際問題としては難しいのが現状

だと。それを何とか、地元から買うような方法をとれないものかどうかと。こういうような提

案だったと思います。 

 それから、これもう一つは入札制度。これは建設協会ともかみ合う問題なのでしょうけれど

も、入札制度を改善することをして、考えてみてはどうかと。こういうような提案でございま

すが。 

 これらについては、どうでしょう。書きますか。書きますかっていう言葉は変ですが。 

 はい、どうぞ。ご意見言ってください。 

○副委員長（山本浩平君） 入札制度のあり方についてなのですけれども、女性の部会長があ

のようなお話ありましたけれども、じゃ、実際のところ町としてはどうなのかというのは、僕

はあのとき思ったのですよね。本当にそうなのか、それとも思い込みみたいな、どこかから聞

きかじったことを言っているのか、その辺やっぱり調査したうえであれしないとだめだなとい

うふうに感じたのです。入札の問題についてはですね。 

 それと、先ほどありました、その大手の給食会社からほとんど仕入れされているという問題

に対しましては、競争の原理だからやむを得ない部分もあると思うのですけれども、これはや

はりその、町が補助金を出しているところに限っては、町でやはりそういう働きかけをすべき

じゃないかという表現の方がよろしいのかな、適切じゃないのかなというふうに思うのですが。                               

 以上です。 

○委員長(加藤正恭君) なるほど。はい。というご意見。内容については、おまかせいただき

たいと思いますが、この問題について触れておくということは必要かと思うのですが。よろし

ゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(加藤正恭君) そして、これ一番最後に言わなきゃならないことなのですが、触れま

すよと言っても、もちろん原文は皆さんにもう一度検討してもらいますので、その席でまた添

削していただければ結構かと思いますが。 

 では、この２点。それから、入札制度は今山本委員からも言われたように、実際に町として、

もう少しどういうふうにしているのかどうか、検討する必要があるのではないのかという提案

なのですけれども、いかがでございましょう。これも任せていただきますか、私の方に。よろ

しいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(加藤正恭君) それから、大手の消費団体というか、そういうところへ白老町がある

程度補助金なり助成金なり、出しているところへは、圧をかけるという言葉は変ですけれども、

地元の業者からの消費を促してもらうような方策を講じてもらいたいというような文章も必要

じゃないかという提案なのですけれども、それはいいですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長(加藤正恭君) はい。他に、商工会について。 

 はい、どうぞ。 

○委員(宗像 脩君) 宗像です。何回かこう、商工会、あるいは商工業者との話し合いの話を

する機会もあるのですけれども、昨日もそんな感じを持ったというのは、例えばその入札制度

の問題だとか、大手がどうだとか、そういう話はこう、毎度出てくるわけですけれども、何か

企業努力、一人ひとりの商工業者の企業努力というのも私は重要なポイントを占めているとい

うふうに思うのです。 

 何年か前に、今民間、やめましたけれども、事務局長とも話したことがあるのですが、その

当時ここ、屋根のない博物館通りにするとか、あるいは建物も全部新しくするとか、あれも一

つの商工会の活発化・活性化を図ってやることになったのですけれども、そのときにも、今１

軒１軒のその商工業者が、目が覚めるのではないかとかという話も聞いたことがあったのだけ

れど、どうも目が覚めていないような感じ。 

 確か、見野さんだったと思うのですけれども、何か雑談の中で、なぜ役場から事務局長を派

遣しなきゃならないのかという話を、私個人的にしたことがあるのですけれども、そのときも

やっぱりリーダー的な存在がいないので、町の方で派遣してやるだということを、話したこと

があるのですけれども、そんなような経過をずっと考えたときに、やはり商工業者のいろいろ

な問題はあるとは言いながらも、企業努力というのが足りないのではないのかなと。 

 例えば、その一つの、いくつかの例として昨日私が話したのは、一生懸命やって、流行って

いる店もありますよ。そういう流行っている店、いろいろな料飲店にしても、ああいうたまご

屋さんにしても、結構あることはある。 

 ですから、その業者業者でもってのそういう企業努力というのが、やっぱりこれ一番大事な

ところではないのかなと。日曜日ったらシャッターを閉める。そうでなくてやっぱり、もちろ

ん休むなという意味ではないのですけれども、休みは休みでとっていいのだけれども、もう少

し活性化するために、私はこうするのだという、他力本願でなくて、私はこうするのだという

ものが、あっていいのではないかなというふうに思うのですよね。 

○委員長(加藤正恭君) はい。商工業者の努力が、いろいろな面で独特のものを出したような

努力が、企業努力という言葉なのでしょうけれども、そういう努力がちょっと足らないのでは

ないのかというようなことも、触れたらどうかということなのですが。 

それも入れておきますか。よろしいですか。 

 はい、どうぞ。 

○委員(中出 正君) 宗像さんと求めるものが同じなのだから。ということはね、先ほど農協

に行って、お話を聞いた中にもありますようにね、例えばああいう牛を処分して市場に出した

と。ところがいろいろな問題で、どうも値段が出ないと。その結果経営が非常に苦しいという

ような場合は、何らかの助けを与えるべきだと。求めに応じて助けて。 

 ところがこの、商店街。いろいろありますけど、個人の収入は、年収はあまり変わっていな
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い、いろいろな問題があってもね。その中で、白老にその売上げが伸びないという現実は、や

はり他に求めて、町外に。それを、いかにその止めるかと。これ、即ち企業努力ではないかな

という、言葉の使い方によっては抵抗が出るかもしれませんけれどもね。 

そういうようなことで、努力、その努力の内容はいろいろあると思うのですよ。そこら辺一

つ、文章化。 

○委員長(加藤正恭君) 大変書き方の難しいところなのだよね、ここはね。あまり刺激的なこ

とを書くのも。日曜日のシャッターというのは、どうだい、書くかいこれ。具体的になると。

ね。 

 ただ、企業努力が足らないだけではね、ちょっと漠然としているのだけど、どんなものです

か。 

 はい、山本委員、どうぞ。 

○副委員長(山本浩平君) はい。今、宗像委員のご意見が、先日も加藤委員長のご意見があり

ましたけど、その点につきましてはですね、もし、私がそこで何かの店をやっている立場での

者で言うとですね、もし、開いていて利益につながり、いわゆる、開けていた方がですね、少

しでもプラスになるのであれば、皆さん多分やっていると思うのですよ。ある意味で言うと。 

 ただ単に怠けて閉めているのではなくて、やはり今、週に一回ぐらいはやっぱりどういうお

店でも飲食店でもどこでもそうですけども、お休みをとるような状況ですよね。その中でやは

り、売上げを考えたときに休みにするのは日曜日が一番適切だということで休んでいるところ

も、中にはあるのかなというような気がします。 

 これはちょっと、僕の気がするのですよ。 

 正直、私のところタクシーをやっていますけれども、日曜日は逆に閉めていた方がいいかな

というような売上げなのですよ。正直なところですね。はい。ですから、そんなようなことも、

商店の日曜日閉めているところの人は、中にはそういう考えでやっているところもあるのでは

ないのかなと。 

 儲かるのなら絶対商人なのですから、開けているはずなのですよね。そんなちょっと気が、

個人的にですけれどもね。している部分もございます。 

○委員長(加藤正恭君) まぁ、結果を見てご判断願いましょう。書いてから。それしかちょっ

と、今ここで表現がどうのこうのとまではいかない。 

 はい、どうぞ。 

○副委員長(山本浩平君) それとですね、これはちょっと、書く書かないは別にしてなのです

けれどもね、昨日商工会長の方から、商工会自体のあり方をいろいろ検討しなきゃならない時

期になってきたというようなお話がございましたけれども、実際私もその会員の立場で申し上

げると、じゃ商工会に入会していて、どういうメリットがあるのかというのをですね、考えた

場合に、以前は預けているお金の４倍は借りられたのですね。今は２倍なのですよ。 

 ですから、１千万円借りるには生の５００万円を預けないと１千万円は借りられない。とこ
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ろが実質、１千万円借りても５００万円しか借りていない状況なのですね。 

 そういうようなことを考えると、これなぜそんなふうになったかというと、全国の商工会で

事故が多く発生して、その結果そういうふうになったのです。そして保証人も、２名で良かっ

たのが３名になっちゃった。 

 ですから、どういうことかというと、なるべく借りられないようにというか、にしている、

しむけているのですよ、実は。これが実態なものですから、商工業者もですね、自体もその、

あまり商工会に入ってメリットというものが、以前から比べると少なくなってきたと。 

 あとはいろいろな研修会だとか、そういうのでですね、勉強したり、いろいろ、経営指導も

いただいたり。そういう面に関しては、多少はあるかもしれませんけれども、まぁ、それぞれ

の業界で、それぞれでやっていると思いますのでね。そういう部分が今、全国のその商工会の

組織の中ではですね、問題になっている部分があるのですよね。 

○委員長（加藤正恭君） そうだよね。そういう面で、私も商工会に入っておりました商工業

者でもあったし、商工会の青年部長もやっていた経験から見てもね、商工会というのはやっぱ

り経営コンサルタント的な要素を持っていなければならない、本来、だと思うのですがね。 

実際はね、そういうコンサルタントなんていうのまでは全然いかないで、ただ、税務の調査。

帳簿のね、調査を、普通の一般の税務会計事務所に頼むよりは安いという程度のことくらいの

メリットしかないような気がするのですよ、正直なところ。 

だから、一つの親睦団体みたいなね、感覚でいないとね、そのために会費も、段階がありま

すからね、一律じゃないのですよ。高い人は高くなって、最高いくら取られているのですかね。

取られていると言ったらおかしいけれど。大きなところなら２万円も、何万円も取られている

のじゃないですか。 

 だから、ここでそんな議論をする必要はないのかもしれないけれども、本当にあってなき、

従ってあまり会同士での積極性というものがない。商工会の青年部というのは一時そういうこ

とで、いや、今でもさかんにはやっているようなのだけれども、親である商工会のね、会員が

実際どうなのかなというようなところが随分見えています。 

 だからといって壊すような話にはならないのだけれども。いみじくも、会長が商工会の存在、

あっていいのか、ない方がいいのかなんていうような言葉もちょっと出ていましたけども。大

変難しい問題です。というのは、商工業者それぞれが、みんな力が弱くなっているのですよ。 

 ですから、自分を守るだけに手一杯で、人様のかまどまでね、ああだこうだなんていう立場

でないというのも実体なのかなという気がしているのだけれども。 

 委員さん、どんなような印象を受けますか。商工業者に対して。そこまで書きませんけれど

もね。 

 はい、どうぞ。小西委員、どうぞ。 

○委員(小西秀延君) 何と言うのですかね、商工会というのは、また農協さんとか漁協さんと

かとまた全然違うものがあって、業種が本当に多様でですね。商工会に助成をしてもですね、
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それがどう１企業１店舗に行き渡っているかというと、ほとんどそういうものは、サービス的

にも今委員長がおっしゃられたとおり、何と言うのですかね、会計の時期にちょっとお手伝い

しているところが何件かあるというだけで、ほとんどはもう自分のところで皆さん雇っている

のですよ。 

 だからそういう恩恵はほとんど受けていないで、規制緩和の件でもありますけど、商品の仕

入れもすごい格差があって、小売業者というのはもう、これからほとんど田舎町のところはど

んどんなくなっていくだろうというのはもう、あからさまなのですよね。 

 それが、目に見えているけども、何をやったらいいのだろうという、打つ手がないというの

が実際だと思うのですよ。そこのところをどうしていくかっていうのを、検討していかないと、

根本のところを国・道に、さっき大渕委員が言われていたのですけど、そこを変えていかない

ともうどうしようもないのかなっていう気もするのですよね。 

 私の意見としては。すみません。 

○委員長(加藤正恭君) 分かります。 

 はい、山本委員。どうぞ。 

○副委員長(山本浩平君) 私も小西委員の言われたことと全く同じ、同感なのですけれども、

各お店屋さん、企業の企業努力というのはこれ、商売をやっている以上あたりまえのことなの

ですけども、いわゆる国の政策である大店法ですとか、規制緩和。これにですね、なかなかこ

れ対抗していくというのはこれ、本当に難しい状況だと思うのです。 

 いくら一生懸命努力したってですね、これだけの今車社会という中で、一家に２台も３台も

ありますから。もう苫小牧なんかすぐ隣ですし、札幌だって昔砂利道の時代は札幌へ行くまで

大変だったですけれども、高速に乗ったらもうすぐじゃないですか。 

 そういった点で、これお店ばかりじゃなくて、病院とかも結局そうですけども、もう自分の

体のことですから、みんなきちっとした先生や専門医のいるところにかかる。ですから、白老

の方でも札幌の病院や、いわゆる大きいところに行ってやるというのと一緒でですね、世の中

の仕組みが昔と大幅に変わっているものですから、そういった中でですね、非常に厳しい部分

が強いられているのかなと。いわゆる小さな商工業者はですね。 

 ですから、これ国の政策のあり方自体を変えていかないと、変えていくということもこれ難

しいのかもしれませんけれども、なかなか１業種の自助努力だけでは、これは良くはなってい

かないのではないのかなというふうに感じるのですよね。 

○委員長(加藤正恭君) 今は苫小牧だって現実にイオンが来る、それから何だい。最近出たヤ

マダ電器。ああいう大型店が本州の大きな資本を持った方々が苫小牧辺りまで進出してくれる

と。その、苫小牧を取り巻く市町村の商店街はみんな大変だと。 

 苫小牧自体でもダイエーとか長崎屋だとか、そういうイトーヨーカドーだとか、同士がみん

なイオンが来るということで、ものすごいシビアな感覚で反対し、商工会議所の副会長ですか、

鎌田さんだかっていう人、あの人なんかももう辞めるというような、人事の問題まで出るやに
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聞いているし。そのとばっちりが、こういう白老辺りにも影響してくる。 

 恐らくそういう時代が早晩、来るだろうということはもう分かるわけだよね。 

 だから、具体的なことはちょっと書けないにしても、努力が見られないとか、特徴を出せと

かという言葉はいくらでも書けるのだけれども、具体的に何ですかって言われたら、それ以上

のことはちょっとね、書けないような気もするものですから、より努力をしていただきたい程

度のことは書くようにいたしますので。その程度の表現で、終わらせたいと思うのですが。 

 はい、どうぞ。 

○委員(大渕紀夫君) 大渕ですけど、やっぱり今のままで行ったら、これは明らかにじり貧に

なることはもう明確ですよ。 

 それに対する町の議会も商工業者の皆さん方も、手が打てないというね、この現実を議会と

してどう見るかと。個人はいいですよ。白老の町議会として、白老の町が本当に自立させ、本

当に白老の町をどうかしようと思っている議会であったら、ここでやっぱり政策を含めて何か

の手が打たれるような、結果としてできなくても、議論がされるべきだと僕は思うのですよ。 

 そこのところがね、私、今議会の果たす役割の一番大きなところだろうと。 

 だって、商工会の存在意義が問われているわけでしょう。存在意義が問われているっていう

ことは、なくなっても、あればなくなっても仕方がないということなのですよ。 

 で、実際に昨日お話を聞いたら、旭友さんも旭新さんも、旭新というのは今ね、日本製紙の

物流を一手に引き受ける会社ですよね。旭友さんは来たと。そういうところが商工会にすら入

らないっていうわけでしょう。今日の農協だってそうですよ。 

 これね、こんなことやっていったらね、ここの白老は全部食い荒らされていっているわけで

すよ。それを我々議会が、じゃ手をこまねいて見ていていいのかというね。僕はやっぱりそこ

に、本来から言ったら議会の存在意義があるはずなのだけど、商工会がなくなるのを我々自体

が手をこまねいて見ていると。これね、お金を出すとか出さないとか、そういう次元の話じゃ

ないのですよ。 

 そこのところはね、今回は無理かもしれませんけれども、少なくても僕はやっぱりね、本当

に入札制度がまずいのだったら、それテーブルに上げてね、徹底的に役場の入札制度を議論し

てね、改善できるところはやっぱり改善して、それで本当に建設協会や商工会が良かったと思

われるところまで我々ね、やらなきゃだめだと思うのですよ。やらなきゃ。一週間なら一週間、

産建の委員会をやったってね、それをやらなきゃだめな時期でないかと、私は思うのです。今

日は書けないかもしれないけど。 

 だから、そういう気構えが議会になかったら、これ商工会と同じになってね、議会の存在意

義はなくなりますよ、はっきり言って。 

○委員長(加藤正恭君) いや、それは分かるのだ。ただね、商工会を構成する各商店事業者が、

商店の前に事業者がね、みんな弱い状態にあるわけだよね。 

それらがみんな強くなるとね、それの集まりである商工会もね、やることなすことみんなう
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まくいくと思うのだけど、それ自体がもう、弱いものだから。建設協会もやっぱりそういう傾

向にあるのだよね。企業自体がもう、弱いのだよ。 

○委員(大渕紀夫君) だからだ。だから議会がそこで何をやるのかと。議会の存在意義は、僕

はそこにあると思うのですよ。みんなから選ばれている議員ですよ。そこが出せないことを、

結果としてできなくても、その努力をしない議会なら、議会なんていらないっていうことにな

るのですよ。 

 僕は、そういうことをここでもっとね、腹蔵なく議論して、少なくても議会としてはこう考

えると。町はこうやるべきでないか、商工業者の皆さん、こう努力するべきでないかというよ

うなことぐらいは打ち出したいものだなという希望を持っておりますということであります。 

○委員長(加藤正恭君) はい、山本委員。どうぞ。 

○副委員長(山本浩平君) 私も先ほど、随分否定的なことばかり言いましたけれども、大渕委

員さんの意見に大賛成でございます。 

 昨日の、確か久保田理事さんが、久保田部会長さんが昨日おっしゃっていましたけど、商店

街のあり方に関しては、もう今の時代、行政とタイアップしなかったら、自分たちだけの努力

ではもう無理なのだと。こういう訴えがあったと思うのですよ。 

 やはり私もですね、行政だってお金がないわけですから、どの程度のことができるか分から

ないけれども、ただ、知恵はですね、出せると思うのですよ。そういった意味合いでね、やは

り議会としても何らかのことをやっぱりやるべきだというふうに思います。 

 私も大渕委員さんの意見は大賛成なのです。 

○委員長(加藤正恭君) いや、私はちょっとそれ違うと思うのだな。行政がね、どうのこうの

じゃなくて、商工会自体がね、そういう議論をしてね、そして何とかしなきゃだめだぞと。私

たちはみんな、それぞれ１２人の商工会員がいるけれども、会員がいるけれども、みんな体質

が弱いから、何とかこれしなきゃだめだって考えるのが商工会のね、建設協会の私、仕事だと

思うのだよ。 

 それでなおかつ、いろいろやったけれどもこうだという話をね、議会なり行政に持ってくる

のならいいのだけれどね、行政が今ね、個人のところまでね、手をなり足を伸びてね、ああや

れこうやれなんていう時代じゃ、僕はないと思うのだけどね。 

 はい、大渕委員。どうぞ。 

○委員(大渕紀夫君) 決して私、委員長に反論するとか、そんなことじゃございませんので。 

 私が言っているのはね、行政じゃないのですよ。議会がどういう議論をするかということな

のですよ。 

 行政は、今の状況で、じゃ商工業者だけに目を向けるかということはできないのですよ。そ

れができるのが議会なのです。だから、三つの常任委員会になっているのですよ。じゃ、ここ

で福祉の問題を議論するかといったらならないのですよ。 

 ところが、福祉の関係の方々は、どんどんどんどん町に同じように言ってきているのです。 
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 ですから、議会が果たすというのは、そこで、本当に政策を取捨選択をして、本当に今の白

老の商工業者の人たちに合った政策、合った考え方。もちろん商工業者の方々の声を、行政に

届けることを含めてですね、それができるのが議会なのですよ。 

 私は、議会が果たす役割というのは、そこにあるのだろうと。このことを言っているのです。

ですから、決して行政に全部おんぶに抱っこに肩車なんて、全然思っていません僕は。そんな

ことをする商工業者の皆さん方だったら、私は何もする必要がないっていうことです。 

そうじゃないのですよ。今、本当に生き残りたいし、本当にやりたいという人だって、今、

山本委員が言われたように、いらっしゃるわけですから。そこに目が向けられないで、その人

たちがみすみすいいようにやられていくのを、我々が見ていることはできないわけです。議会

の立場として。 

 そこで、じゃ我々ができることは一体何か。知恵なのか、金なのか、行政を動かすことなの

か、彼らが団結することなのか。そういう一助に我々がなれないかっていう、その議論なので

す。 

○委員長(加藤正恭君) うん。分かるのだよ。僕もね、だから、議会が我々今回のように、あ

そこのそばへ行って、いろいろな意見を聞くからそういう話になるのだけれども、実際問題は

ね、我々のところへ来る前にね、前って言ったら後でもいいのだけれども、商工会の中でね、

果たしてそれだけの議論をしてね、そしてまとまって議会に応援頼むよと、こういう話になっ

ているのかどうかということなのですよ。そういう議論がしていないでしょう、みんなね。 

 お互いに体質が弱いものだから、そうならざるをえないのもよく分かるのだけど。 

 はい、大渕委員。どうぞ。 

○委員(大渕紀夫君) あのね、多分していないと思います。僕は。率直に申しまして。行って

いるところはしていると思いますよ。ただこれ、していないと言ったら向こうに失礼だから、

そういうことは言えないです。 

 だけど、僕はね、そんな深い議論はしていないと思います。はっきり言えば。 

 だって、昨日の議論を聞いている範囲においては、私はそういうふうに、率直に言いますと。 

 しかし、今のままでいったら、経済的にぎりぎりになっていって、税金が入らなくなり、町

の店がどんどんどんどん潰れて、全部苫小牧に行ったら、白老の町自体がどうなるかというこ

とを考えるのが、我々の仕事ですから。そういう意味で言ったら、彼らが考えようが考えまい

が、実際にイオンが来て、やったら、購買力が流出することは事実なのですよ。これ５０％に

なりますね。はっきりしていますよ、これを見れば。 

 で、そのときに、じゃ我々が商工会の皆さん方と、今本当にそういう先見の目、今委員長が

言われたように、先見の目を持って、物事を議論する時期じゃないのですかって、言ってあげ

られる人が、もし産業建設常任委員会であり、産業建設常任委員会の委員長であったとしたら、

それは将来の白老の町を見通した、議会が動きをしたっていうふうにならないかと。私はそう

思うのですよ。 
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 それが、議会の一番果たす役割の大きなところじゃないかって、僕は思っているのですよ。 

 少なくても、何百名の方の支持を得ている我々、入って、少なくても２０万なにがしの歳費

をいただいているわけですから。僕はやっぱりそれはね、相手が気付かなかったら気付かせて

あげるのも、我々の仕事ですし、弱かったら弱い立場の中でどう考えればいいかっていうこと

の援助が、我々には本当にできないかっていう。 

 ぼくはね、そう思いたいのですよ。 

○委員長(加藤正恭君) 分かりました。この議論は今回のあれとは、ちょっとね、外れてくる

のだけど、そこまで踏み込める状態にはまだなっていないと。我々もまだ議論もしていないし。

本来はそういうことでしょうね。 

 で、また商工会に戻しますけれども、この程度で商工会、閉じます。それで、次は建設協会。

建設協会の方に入ります。時間の関係上。 

 建設協会で何か書くようなこと、お願いします。まぁ、ここでは入札の問題も出てくるでし

ょう。それから、この要望事項というのが印刷されているのだけど、これ、どういう扱いにし

ましょう。皆さんの意見を伺いたいのだけど。 

 一応、要望としては聞いてはきましたけれども。所管事務調査の中で、この要望事項を書く

というのは、いかがなものかなと思うのだけど。 

 これには触れないで、これはこれとして。まぁ、遠回しな文章にも、こういうものには、遠

回しには触れますけれども、要望事項がこうこうありましたなどという文章にしないで、いろ

いろな角度からの要望事項を含めた書き方をした方がいいのかなというふうに考えますので、

その程度のご了解はいただきたいと思うのですが、どうでしょう。 

 はい、大渕委員。どうぞ。 

○委員(大渕紀夫君) 今のことでいいと思うのです。 

 それで、例えばリフォームの問題というのは、具体的に出ましたよね。具体的に出たことに

ついては、要望であろうとなかろうと、記載されて構わないと思います。 

 ただ、我々陳情団で要望にお受けに行ったわけではございませんので、所管事務調査で行っ

ていますから、そこのところだけよく分かるように委員長に書いていただければ。そこは構わ

ないのじゃないですか。 

○委員長(加藤正恭君) はい。リフォームの問題は、商工会と建設協会と両方から出たのです

けどね。まぁ、商工会の場合は建設部会だったかな。の、部会長さんから出たことだけど。 

 松井課長にわざわざ来ていただいて、リフォーム特例融資のことについては、説明も受けた

のですが、これについては書こうと思います。 

 その程度にして、他のものは、間接的には触れたいと思いますが、そのような進め方でいい

ですか。書き方でいいですかな。 

 はい、何かあった。 

○委員(大渕紀夫君) あのね、これ見たらね、港湾管理者が直接仕事が発注できるのは、法律
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的には可能だっていう話があったのですよね。これもさっきの意見と同じ、確認していないか

ら、私も分からないのです、はっきりは。 

 だけど、本当に可能なのであればこれ。どういうふうに可能なのか、よく分からないのだよ

ね。国の事業はだめでしょう。ちょっとよく分からないのだけどね。 

 ただ、こういう言葉をもし取り上げられれば、所管事務調査の意義というのは、すごくある

なと。正しいかどうかは別にしてね。はい。そういう感じはしましたけど。 

○委員長(加藤正恭君) はい。実はね、この問題も含めてね、港湾課長にも来てもらおうかと

思ってね、中村主幹がいろいろ努力はしていたのですよ。 

 で、「委員長、港湾課長呼びますか。」っていう話はしていたのだけど。文章を書くうえでの

ことなものですからね。分からないことがあったらこの問題について、今大渕さんから指摘さ

れた問題については、あれです。課長に私も直接会って、いろいろ話もしようと思うし、また

議会に港湾特別委員会というのも、整備特別委員会もありますから、そういう場所ででも議論

はできる問題だなと。 

 ただ、我々として今回所管事務調査で取り上げた関係上、港湾管理者が果たしてそれだけの

権限があるのかどうか、法的に問題がないのか、分からないものですから。恐らく今までの例

からいったら、ないのではないのかなと。 

 事業が開始した、事業というか港湾事業がね、開始したらそれの管理者であって、工事まで

の方のね、ことまで管理者としてああやれこうやれというようなことにはならないんじゃない

のかなという気がするのだけどね。 

 オープンして、そして船が発着するとか、そういうことについての管理は、当然港湾管理者

として当然なのだろうけども。丸岡事務局長がそういうような話、ちらっとね、していたもの

だから。私もそこまで、やれるはずがないのだけどなと思ったのだけどね。 

 分かるかい、それ。 

○委員(中出 正君) 今委員長がおっしゃったとおりだと思うのです。港が完成して、それを

運用するというときに初めて、管理者という名がね、先行するのであって、それまではやっぱ

ね、白老港であれば開発建設部、これがね。このところの意見ではないけどね、実は第一港湾

区域をね、利用したいという、組合のね、要望を出したわけですよ。 

○委員長(加藤正恭君) 漁港でね。 

○委員(中出 正君) はい。ところがね、町はやってほしいやってほしいと言ったって、どっ

こい開建がＧＯのサインを出さないものだからね、つい先だってまで向こうが見えなかったわ

けだよ。 

 ところが開建で良しってなったら今度、同意書が町から来るわけだよ。開建で組合にＧＯの

サインではないのだわ。町によろしいよというようなことがあって、町から組合に来ているわ

けだ。 

 すべてね、町が港湾管理者として、その仕事の内容もみんなね、町に任せてくれるのであれ
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ばいいものはね、当然できると思うのよ。ところが、それがいかないというのが現実の姿なの

だから。 

○委員長(加藤正恭君) 恐らく、中出委員のおっしゃったようなことだろうと思うのだよね。 

 だから、ちょっと昨日の丸岡事務局長さんの話は、どうなのかなと思ってね。不思議に思っ

ていたのだけれども。 

 ここではできるだけ、町の負担分くらいはね、地元の業者にね、やらせるような方策を、ど

ういう表現なるか分からないけれども。何かそんなような文章は書きたいと思っております。 

 あと何か、建設協会との問題で何かありましたかな。何かあったかい。 

○副委員長(山本浩平君) 除雪センターを誘致してほしいというようなね。 

○委員長(加藤正恭君) それは新たに、５番目として載っかってきたのだけど。 

○副委員長(山本浩平君) ですね。これに関しては。 

○委員長(加藤正恭君) 白老大滝線に関してでしょう。 

○副委員長(山本浩平君) そういうことですね。ええ。 

 調べてみた方がいいかもしれませんですね。これ実際、こういうのがやっぱりそこにあった

方がいいのかどうなのかということも含めて。 

○委員長(加藤正恭君) これ、除雪センターが恐らく設置されるだろうと。だから、でき得れ

ばそのセンターを白老側にきてもらいたい。白老側よりも向こうになった方が、大滝側にあっ

た方が、車の移動からいったら作業するのにはやりやすいのではないのかな。 

 私たちはあった方がいいのだけどね。大滝側にすれば、冗談じゃない、雪の少ない方に置い

ておいて、雪の多い方にないなんていうのは、になると思うのだけどね。 

 これは恐らく設置されるのだろうけれども、これもちょっと、これは土木かい。企画課。 

 これは要望だけでも書くかい。せっかく言われたのなら。文章化しますか、しませんか。し

た方がいいかい。道に働きかけるべきかい。 

○副委員長(山本浩平君) 調査検討ということで。 

○委員長(加藤正恭君) 調査検討。はい。その前に分かるけどね。聞けば。 

○委員(大渕紀夫君) それか、働きかけるとすれば除雪センター等、要望全部という意味で等

ということでやるか、どっちかだ。今、副委員長が言ったか。 

○委員長(加藤正恭君) そういうものを含めて。 

○委員(大渕紀夫君) 全部書いたらね、何か要望を聞いたみたいだから、等って書けばそれも

含まってるよというふうにもとれるでしょう。 

○委員長(加藤正恭君) はい。分かりました。 

 はい、何かあった。はい、どうぞ。 

○副委員長(山本浩平君) これ、土木建築業者切実な願い、これ昔からそうなのですけれども、

発注の標準化をお願いしたいというようなお話がありましたね。 

 これ、どうしても予算の関係だとかあるから集中、北海道の場合集中しちゃうと思うのです
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が、国の工事も道の工事も、町の工事もそうですけれども、いわゆる９月・１０月・１１月、

冬のちょっと入る前ぐらいに集中しちゃうのですよね。 

 そうなってくると本当に、集中するから人手もいない、車も足りなくなる。こういうのがも

うずっと昔から続いているわけですね。その辺、発注の標準化というようなことがですね、町

の発注の工事に関しては、年々少なくなっているわけですから、できる限り年間を通してこう、

出せるような形にできればいいなと思いますが。 

○委員長(加藤正恭君) これは根本的には、北海道で多く言われることなのだろうけど、内地

ではどうっていうことないのでしょうけどね。というのは、４月から、会計年度は４月から３

月に始まるという制度そのものがね。そして、国会を通って国の場合だよ。町もそうなのだけ

ど。 

 そして、いざ事業化されるといったら６月ね、入札。いろいろな手続きを経て、８月辺りに

出る。入札が８月になる。それから仕事が始まる。そうしたら、秋口から仕事をやって冬場に

なると、こういうような繰り返しなのでしょう。 

 だから、北海道では大きなそれ、問題なのだろうけれども、これ１月から１２月〆にすれば、

そういう面はずっとまた短縮されるかと思うけどね。制度的な問題だろうな。 

○委員(大渕紀夫君) それはそういう努力をすべきということで書いてあげた方がいいのじ

ゃないですか。 

○委員長(加藤正恭君) はい。それはそういうふうに書きましょう。 

あと何かありますか。農協さんもあるから、少しスピードをあげて。なければ、私に任せて

ください、あと。 

 それから次、農協関係は今日やったから、頭には入っているのでしょうけど、農協さんで特

別書いておくようなことがあれば、お聞きしたいと思いますが。 

 農協で、ぜひここはと書きたい部分があれば、各委員さんから提案していただきたいと思い

ます。なければ、私にお任せ願えればいいかと思うのですが。ここはぜひというところ、言っ

てください。 

 なければ、いいですか。後でまた、原稿ができてから皆様方とご相談、添削をしていただき

たいと思います。 

 だいぶ時間も経過しましたので、なければこの辺で閉じたいと思いますが。いかかでござい

ましょう。よろしゅうございますか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

 

◎散会の宣告 

○委員長(加藤正恭君) はい。それでは、これにて委員会を閉じたいと思います。ありがとう

ございました。ご苦労様です。 

（午後２時４１分） 


