
〇議長（堀部登志雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 代表質問を続けます。  

                                          

          ◇ 山 本 浩 平 君  

〇議長（堀部登志雄君） ３番、新風、山本浩平議員、登壇願います。  

          〔３番 山本浩平君登壇〕  

〇３番（山本浩平君） ３番、新風の山本浩平でございます。通告書に基づきまして代表質問

をさせていただきます。  

 私は、３月４日の町長の町政執行方針を伺いまして、地方行政における目まぐるしい環境変

化の中、白老町の将来を見据え、山積する多くの問題に対して果敢に取り組んでいこうとする

姿勢が見える執行方針であると感じました。その中から２点７項目につきまして質問をさせて

いただきます。  

 まず、１点目、町政執行の基本姿勢についてでございます。その１番目です。町長が目指す

ところの「一人ひとりが輝く、みんなが主人公のまち」とは、どのようなまちを考えているの

か、町長の思い、イメージ等をお聞かせいただければと思います。  

 ２点目でございます。公共サービスのあり方を課題解決型から目的達成型に改定していく必

要性について具体的にお伺いしたい。なぜそういうことが必要なのかということも含めてお答

えいただきたいと思います。  

 ３点目でございます。過去の慣習にとらわれずに改革を推し進めることにおきまして町職員

の協力が不可欠であると私は思いますが、今後どのように進めていくつもりであるのか、この

点についてお伺いしたいと思います。  

 ４点目でございます。執行方針の中で町長は、民間主導の強い経済体制の転換ということを

うたわれておりますけれども、それはどのように進めていくのか。また、その中で強いものを

もっと強く、そこから弱いものを引き上げる経済対策についてお伺いしたい。この点につきま

しては、どういう意味合いなのかということを私はお伺いしたいと思います。  

 次にまいります。２点目でございます。産業の振興について。その中の１項目め、第１次産

業から第３次産業までの地域経済の現況を町として、また町長としてはどのように認識されて

いるのか、この点についてお伺いしたいと思います。  

 ２項目め、地産地消を基本とした地場産業の育成と第１次産業から第３次産業までを連携し

た産業構造の構築についての考え方をお伺いしたいと思います。  

 ３項目め、町長は新産業創出のためにも頑張っていきたいというようなことがうたわれてお

りましたけれども、その新産業創出のためにどのような政策を考えているのか、これも具体的

にお伺いしたいと思います。  

 以上、ちょっと項目が多くなりましたけれども、よろしくお願い申し上げます。  

〇議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。  

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕  



〇町長（飴谷長藏君） 山本議員の代表質問にお答えいたします。  

 初めに、町政執行の基本姿勢についてであります。まず、１点目の「一人ひとりが輝く、み

んなが主人公のまち」とは、どのようなまちを考えているかであります。私の政策理念であり

ます「一人ひとりが輝く、みんなが主人公のまち」とは、子供からお年寄りまでがだれもが生

き生きと暮らし、お互いに手を携え、みんながまちづくりに参画することによって幸せに暮ら

すことができるまちの実現であります。この幸せとは、安全で安心できる安定したまちを構築

することにより、だれもが幸せを実感でき、心の豊かさと優しさに満ちた魅力あふれるまちで

あります。  

 次に、２点目の公共サービスのあり方を課題解決型から目的達成型に変えていく必要性につ

いてであります。私は、これまでの公共サービスは行政が行うものという常識を公共サービス

は社会全体が協働して担うものと再認識しながら、公共サービス提供の仕組みをつくる必要が

あると考えております。例えば地域集会施設などは、施設利用者から応分の負担をいただき、

建設費の一部負担と自主管理運営することや公園などの公共施設を地域の方々が里親となって

維持管理するといった協働の取り組みであります。また、福祉や文化などについてもＮＰＯ、

ボランティア団体、さらには町民一人一人が公共分野に進出するといった公共サービスの役割

分担を明確にし、目的に向かって協働しながらともに豊かな地域社会を築いていきたいと考え

ております。  

 次に、３点目の町職員の協力についてでありますが、近年の激しい社会情勢、厳しい財政状

況の中で町民の価値観は大きく変化し、行政に対する要望も多様化、高度化しております。こ

のような情勢の変化に対応してこたえていくために、私は町民のために役場を変えることを基

本に考え、まず窓口の１時間延長、町長とのふれあいトークを３月からスタートすることとい

たしました。役場を変えるということは、職員一人一人の意識改革と資質の向上が何よりも基

本であります。職員研修の充実はもとより、あらゆる機会を通して職員と対話をし、職員の理

解と協力を得ながら積極的に進めてまいりたいと考えております。  

 次に、４点目の民間主導の強い経済体質への転換はどのように進めていくかとのご質問につ

いてであります。経済活動は、企業や事業者などが活力を持ち、自立して行われるものである

と認識しておりますが、現下の厳しい経済情勢の中で活力が衰退しているのも現実であろうと

とらえております。このような環境下にあって自治体のあり方は、地域経済が活性化し、そこ

に住む人々が安心して暮らせる経済基盤は重要であると認識しております。そのためにも各事

業者が主体的な経営体質の強化、改善に取り組むことが必要であると思っており、自治体とし

て国、北海道などの中小企業支援策、開発研究や技術研修等、各種制度も充実していることか

ら、これらの情報の提供に努めるとともに中継の役割を果たしながら、このような制度を活用

していただき、民間主導の経済体制の強化を図りたいと考えております。  

 また、強いものをもっと強く、そこから弱いものを引き上げる経済対策についてであります

が、若干の明るい兆しが見えているものの、いまだ景気の動向は厳しいものがあります。その

ような中で、町内の各産業においてブランド化されている白老牛や虎杖浜タラコ、生産量が北



海道一の農林産物など、白老町には他の市町村にはない経済的に強い分野もあります。そのよ

うな分野を生かしながら、市場開拓と販路拡大を図るとともに付加価値をつける第２次産業と

の連携強化も視野に入れる必要があると考えております。また、今日の現状から購買力が低下

している分野、収益が減少している弱い分野もあります。地域内経済循環の考え方に立ち、産

業を連携させながら付加価値をつけ、産業基盤の強化を図り、地域全体に活力を築き上げてま

いりたいと考えております。  

 次に、産業の振興についてのご質問であります。１点目の第１次産業から第３次産業までの

地域経済の現状であります。第１次産業では、漁業協同組合、農業協同組合など時代に即応し

た組織の効率化、管理体制の充実に大きな意味合いを持ちながら再編を進めておりますが、自

然環境、外的要因により収益性が左右される体質にあり、決して楽観できる状況になっていな

いと考えております。また、２次産業においてはコストダウン等の経営効率を図りながら企業

間競争にさらされており、経済低迷の中で組織の統合、縮小が進められており、大変に厳しい

企業環境にあると認識しております。第３次産業においては、特に観光の分野では登別市との

広域連携を積極的に図りつつ明るい兆しが見え始めているものの、サービス業全体では消費の

低迷など苦しい状況は依然と続いていると認識しております。  

 次に、２点目の地産地消を基本とした地場産業の育成と第１次産業から第３次産業を連携し

た産業構造の構成についての考え方であります。町内には、多くのすぐれた食材資源があり、

現在流通業を経由して消費者に提供されておりますが、地域へのこれらのすぐれた食材資源の

情報発信についてさらに推進することが必要であると考えております。このようなことから、

生産者、生産者団体、町がより一層の連携を図り、町民の方々に地元食材を提供する場づくり

と生産者等が喜びを実感できる体制の構築に努力をしてまいりたいと考えております。また、

町内における異業種間の交流、連携を深め、各産業が有している能力を引き出し、地元の食材

を地元で加工し、地元で消費する地産地消を基本としながら、地域経済が地域で循環する仕組

みづくりを進め、最小限の投資で最大の効果を目指す産業の構築を図ってまいりたいと考えて

おります。  

 次に、３点目の新産業創出のためにどのような政策を考えているか具体的に伺いたいについ

てであります。新産業の創出は、第一には従来から行っている企業誘致を重点的に推進したい

と考えておりますので、ご理解願います。また、新産業の方向ですが、私は既存産業をさらに

活性化させ、従来の産業の枠組みを取り外し、地域資源を有効に活用し、地域特性を生かすこ

とを考えております。新産業は、白老町の１次産業から３次産業を複合的に結びつけることに

より、従来からの産業区分だけで考えていた経済活動が産業間のすき間に新しい仕事の枠組み

が生まれてくる可能性があると考えております。このことは、行政だけではできないことです

から、各関係団体、機関等協働しながら新産業の創出を図ってまいりたいと考えております。  

 以上でございます。  

〇議長（堀部登志雄君） ３番、山本浩平議員、再質問お願いします。  

          〔３番 山本浩平君登壇〕  



〇３番（山本浩平君） ３番、山本でございます。それでは、再質問をさせていただきますが、

再質問からは特に理解のできなかった部分とお話をお伺いして新たにお聞きしたいことなどを

重点に質問させていただきたいと思います。  

 公共サービスのあり方を課題解決型から目的達成型に変えていく必要性について、何点か具

体的にお話をいただきました。私もこれからの地域社会をかんがみた場合、また今の地方財政

の窮乏を考えた場合は、これはもうそういうようになっていくべきものであるというふうに考

えるわけでございますが、日本は元来中央集権制度が確立されておりまして、いまだにお上意

識というのが非常に強いわけでございます。21世紀のまちづくりの主役は市民であるといって

も、簡単に理解ができずにいるというのが現状でないのかなというふうに思います。行政がや

ってくれるのが当たり前だということになるわけでございます。住民参加がうまくいっている

ところの話を例を挙げてお話しさせていただきたいなと思います。ちょっとお時間いただきま

す。  

 近年全国的に有名になりました田園と温泉の風景のすばらしい大分県の湯布院町というとこ

がございます。この湯布院町のまちづくりは一風変わっておりまして、観光を中心としたまち

づくりでありますが、観光客の誘致が目的ではなくて地元住民の生活向上を目的としていると

ころでございます。住民が少しでも豊かに楽しく暮らしたい。それができれば観光客をふやす

ことができる。こういう発想から始まったところでございます。昼間は泥にまみれて働いてい

る農家のご婦人たちが夜はきれいにお化粧をしてまちに出てくれればと、このように考え始め

たそうです。住民主体の湯布院の人たちは、ほぼ毎日まちづくりについて話し合いを行ってい

るそうです。まちづくりの市民団体から始まりまして飲み仲間、野球の仲間、子供を持つ母親

の集まりなど、さまざまだそうでございます。町民との協働によって目的達成型に改める必要

性は私も賛成です。しかし、サービスの低下も予想され、各町内会やその団体を通じ住民主体

のまちづくり、協働のまちづくりを理解していただく仕組みづくりが重要ではないのかなと私

は思うわけでございます。  

 私前回の定例会で指摘させていただいたことが１点あったのですけれども、シナリオどおり

の審議会に各団体の代表を呼んで会議を開いても意味ないのではないかというお話をいたしま

した。これ協働のまちづくりの中で行っているようなことの一部だとは思うのですけれども、

なぜ私が今この湯布院のお話をしたかというと、白老の町民の意識の中でどの程度協働で行っ

ているのだという意識があるかということなのです。そういうことが私は、やはりこれからこ

ういう公共サービスのあり方を目的達成型に持っていくためには、まず町民のそういう協働だ

ということの意識づけ、それが大切であり、そのための仕組みづくりというのを新たに始めな

ければならないのではないかと、このように思うわけでございます。この点について町長の考

え方をお聞かせ願いたいと思います。  

 次に、町職員の協力が不可欠であると思うという、こちらの方の２回目の質問をさせていた

だきます。町長のおっしゃるように、町職員の皆様方の意識改革や意識の向上というのがやは

り不可欠、一番大切なことであると私も認識しております。町民から親しまれる役場を目指し



ているわけでありますから、これは一つ私の提案として聞いていただきたいのですが、役場に

入ったとき、いわゆる入り口のエントランスのところですけれども、よくお年寄りが目的の場

所を聞いて略図まで書いていただいてもらってきたのだけれども、役場の入り口、玄関から入

った途端に頭が真っ白くなって、さっき聞いたのだけれども、どこに行ったらいいのかな、わ

からないなとうろうろしているお年寄りもいるというふうに聞いております。そんなときに恐

らく職員の皆様方は親切に立って、どうされたのですか、どちらにご用ですかというお話を個

人的にはして、行動したい方もいると思うのです。しかしながら、これは私も経験あるのです

けれども、なかなか集団生活においてではそういう気持ちがあっても何かこうパフォーマンス

やスタンドプレーに見られるのではないのかなと思って、やりたくてもできない場合がある。

そういったこともございまして、やはり総合案内の窓口、これをほかの仕事と兼務でも構いま

せんけれども、設けるというようなことは必要ではないのかなと。まず、そういうところから

始めれば、町民から親しまれる役場ということを目で見て気持ちで感じて町民が感じられるの

ではないのかなというふうに思いますので、この点についての見解をお願いしたいと思います。  

 続きまして、民間主導の強い経済体質の件でございます。国の構造改革は、規制緩和により

異業種参入もしやすくなり、勝ち組と負け組がはっきりしているような、そういう状況になっ

てございます。苫小牧市におけるイオン進出計画においては、大店法に守られ道内最大規模の

ショッピングセンターができることになり、行政も商工会議所も実際のところ手も足も出せな

い、こういう状況になっているわけでございます。国の構造改革にのみ込まれないためにも私

は、地域経営という考え方が重要であると認識しております。そのためにも官民一体となり、

時代に合った産業振興ビジョンを策定し、実践していく必要性があるのではないでしょうか。

平成４年のときにこの産業振興ビジョンというのを策定されたというお話は伺っておりますけ

れども、もうこれは時代もそのときとはまた環境も違うと思います。こういったことで新たな

産業振興ビジョンを策定していく必要があるのではないのかなというふうに考えるわけでござ

いますが、この点について町長の考え方をお聞かせ願いたいと思います。  

 続きまして、２点目の産業振興につきましては、地域経済の現況につきましては私も理解を

しております。この件については省略させていただきまして、地産地消の件で再質問させてい

ただきます。ＢＳＥの逆効果現象なのかどうなのかわかりませんが、子牛の価格が今非常に上

昇していい状態だというふうによく聞くわけでございますが、最近の価格の推移をお聞かせ願

いたいと思います。  

 関連してもう一点なのですが、今肉の日というのをあるということは私も聞いておりますし、

偶然お肉を食べに行ってそういうふうに当たったというときもありましたけれども、もっと

大々的に町民に還元する日をつくってみてはいかがでしょうか。これは、牛肉ばかりでなくて、

いわゆる漁獲物もほっき等、そういったものももっと町民に還元する日を特別につくってみて

はいかがかなと、このように思うわけでございます。例えばその日においては、白老町の全世

帯の半分ぐらいは大げさですけれども、各家庭でもうすき焼きをやっていますよと。このよう

な状況、これはもう各いろいろな地方にもアピールできるのではないのかなと、私はこう思う



わけでございます。地産地消の根本は、地域住民の理解と協力が必要と私は考えております。

地域循環型経済のこれはスタートではないのかなと思うわけでございます。この点について町

長の考え方をお聞かせ願いたいと思います。  

 続きまして、新産業創出のためにどのような政策を考えているかということの再質問をさせ

ていただきます。町長のおっしゃるとおり、私も国や道が策定する支援施策や補助制度を利用

して、各企業や起業家、企業を起こす方々です、が自助努力によって新産業を創出していくこ

とが基本ベースであるとは思いますが、やはり新産業創出においても地域が一体となった地域

活性化活動が必要であると認識しております。この点に関しましては、先ほどの町長の答弁と

もほぼ一致していると思いますけれども、改めてお聞きできればと思います。そうした場合、

白老の現況を考えた場合、地域の資源を活用したまちづくりとともに、やはり造成した工業団

地に企業を誘致する活動を積極的に行うべきと考えます。町長も先ほど企業誘致を基本にした

いと、それが新産業創出の一番早いものだというようなお話でございました。企業誘致のまち

づくりで成功しているお話も若干させていただきます。  

 岩手県に北上市というのがございまして、そこでは商工部という部がございまして、企業立

地課を置き８名の専門職が常時企業誘致のためだけに働いて動いております。現在長引く不況

やアジア諸国への企業進出の現況を考えた場合、簡単なものではないと思いますが、石山工業

団地の有効利用や白老港の貨物量の増加、強いては白老町の新たなる歳入の確保のためにも企

業誘致だけの専門職を設けるべきではないのではありませんか。この点についてお聞きしたい

と思います。  

 以上、よろしくお願いいたします。  

〇議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） まず、１点目の協働のまちづくりの関係で、湯布院の事例で言ってお

られましたが、私一人でも多くの町民と対話するということが基本と実は考えております。そ

れと同時に、まちの現状も逆に理解していただくということでございます。そして、その中で

一番理解していただかなければならないのは、頭の中と精神論でわかっていただいても、これ

はちょっとなかなか前には進まないということなのです。ですから、例えば町内会連合会で今

花壇づくりをやっています。そこで、町の方で町内会連合会にお願いしてやっていただいてい

るわけですが、その中での議論が花を植えることだけがその地域の環境で自治会活動ではない

のだと。それ以上、一歩進まなければならないというのです。なぜかといったら、雑草も生え

てきます。花もしおれたりいろいろ出てくるでしょう。それを買い物帰りの主婦の方だとか学

校帰りの子供が、ちょっと散歩の人でも雑草をとったり、みんなで植えたところをきれいにし

て、折に触れて地域の環境を語り合ったりするということがまず一つの協働のまちづくりの理

念かと思います。わかりやすく言うと、私はそういうことだと思うのです。そういう考え方は、

あらゆるものに通じると思います。例えば災害がありました。町内には寝たきりのお年寄りが

何人いますと。幼児が何人いますと。避難しなければならないとか、そういうことを町内会の

会長さん等福祉部会なりつくって一生懸命やられているわけです。原点は、私はそこにあると



思っています。ですから、そういうことによって安心だとか安全だとか、そういう部分がなお

一層図られると思っております。ですから、一方ではそれが施設づくりにも当てはまるのでは

ないかなと思っています。私は、かつて担当したときに緑泉郷の会館を私の課で実はつくらせ

ていただきました。元気まち推進課だったのですが、そのときも町民の皆さんとお話をして一

定の負担をお願いいたしました。そして、掃除についても１年に１世帯当たり２回とか３回す

ることで実はお願いされて、今は多分会館でも一番使われている会館かなと思っております。

ですから、そういうこと一つとっても町民はきちっと理解したら、一生懸命やっていただける

町民でございます。協働についても私は理解していると思います。ここがほかのまちと白老町

の違いかと思っていますので、山本議員おっしゃるとおり、私はもっとそのことを町民に訴え

ながら、町民と一緒に悩むこともあるでしょう。一つの大きなまちづくり、安心、安定、安全

なまちづくりに向けて努力したいと考えております。  

 次でございます。総合窓口でございます。議員おっしゃいましたように、私とてよその役所

に行ったらどこ行こうかなと思います。これは、お年寄りであればなおと思います。そのとお

りでございます。それで、４月から総合案内窓口を設置いたします。若干役場の窓口の方のつ

くりを変えます。一番目立つところに案内窓口を立てて、そこではあっちとかこっちとか言わ

ないようにして、現場というより課に行ってわからなければならないものは課の方にお願いい

たしますが、なるべく窓口の方まで来てわかることであればすぐ説明していただくと。そして、

案内するにも必ずその担当部署までご案内していただきたいという指導をしております。  

 次に、地域産業ビジョンでございます。これは、平成４年に策定しております地域産業ビジ

ョン、私も若干かかわりましたが、この地域産業ビジョンはあらゆる産業と可能性について網

羅しております。基本的に言いますと、バランスのとれた産業構造を目指すためのビジョンで

ございました。議員おっしゃいましたように、今はそういう時代ではありません。私の基本的

な考え方は、強いものを強くしたいと。そして、連携しながら弱いものを引き上げるというの

が私の経済政策の基本的な考え方ですから、平成４年にもつくりましたが、もっと考えなけれ

ばならないのはつくることではなく使うことですから、もっと職員全体にわかるような、町民

にわかるような産業のあるべき姿、それに向かって、先ほど申し上げましたが、目先の課題解

決ではない白老の安定した産業構造を目指すということから目的達成型にして、できれば早い

時期につくりたいと思っております。ただ、今私もまだ町長になって３カ月でございますので、

矢継ぎ早に経済政策は打ちたい気持ちもやまやまでございますが、これも方向性を生み出すと

いうことであれば見きわめが必要です。若干の勉強の期間、調査の期間をいただきたいと考え

ております。  

 次、地産地消でございます。地産地消につきましては、本当に白老には大きなブランドがご

ざいます。白老牛にしても、今札幌の駅前に大きなホテルが建ちました。あそこに有名なレス

トランございます。三國さんという世界で５本指に入るシェフがおります。そこでは、白老牛

を使っております。ですから、そういう面でのいろんなＰＲをしていますが、基本はやはり議

員おっしゃいましたように、きちっと地元で加工して地元にまず消費していただくと。そして、



地元の町民が宣伝マンになっていただくというのが地産地消の基本かと思っております。私も

湯布院の例を知っておりますが、本当にあそこはすばらしいまちでございまして、そういう部

分ではかなり意識が高いと。あの簡素な温泉町をあそこまで盛り上げていくには、あそこはも

うあれは行政の力ではなくまさしく100％町民の力かなと思っております。  

 あと、肉の日、もっと町民に還元される日をつくってはどうかというご質問かと思います。

そして、素牛の価格の推移については今担当の方からご説明いたします。できれば本当にそう

いう日をどんどん設けていただいて、ＢＳＥのときは町民もこぞって買っていただきました。

町民も協力しました。そういうこともありますが、では肉屋さんが今かなりもうけているかと

いったら、そうでもございません。ぎりぎりでやっております。そういうことから、私の基本

的な考え方は、この白老牛をより肉屋さんの経営安定を図るには安定供給できるということな

のです。ですから、今市場では実は白老牛が足りないといいますか、供給100％にパーフェクト

にできないという状況です。ですから、そういうことからいうと私の基本的な考え方からいく

と、農家の青年部の皆さんにもお話ししていますが、倍は肥育しなさいと、一貫して。そして

まず、産業の振興、和牛の振興を図るには安定供給が基本的な条件ですと。安定供給できない

ものについては、これからの向上は望めないということから、そういうことも農家の青年の皆

さんとも何度も話ししております。ですから、徐々にふえつつありますが、素牛は確かに白老

牛もそうですが、ほかも実は上がっていますが、ほかから見ると白老牛はやはり若干高くつい

ているということから、白老牛のブランド化、知名度も大分上がってきたのかなと思っており

ます。特に札幌市内では、かなり有名になりました。これは、十何回青年部の方、そしてボラ

ンティアの方が進めてきた牛肉まつりですか、それの効果もあろうかと思います。  

 あと、新産業の創出でございますが、これについては今職員といろいろアイデアを実は出し

合っております。確かに今言いました食材の部分もそうなのですが、今温泉についての可能性

を実は模索しています。これは、産業分野で当然考えられるということでございます。ただ、

それを具体的に政策として進めるとか云々ではございません。それをテーマとして今議論して

いる最中ということです。ただ、観光のための入浴、湯治だけではなく、色を見たらわかると

思うのですが、白老のお湯はコーラ色をしております。そういうことから、我々の発想をし得

なかったのもいろいろあるのですが、企業さんからモール温泉でございますので、例えばあれ

をパックとかそういうことに活用できないかと。そういうことで、その土をぜひ送っていただ

きたいと。エステというのですか、それに使える可能性はないかとか、そういうことから模索

しておりますので、今どうのこうのとこういう政策をやるというのは、新産業については先ほ

ど言いましたようにすき間は確かにいろいろございますが、見きわめるまでは若干時間がかか

ると思いますので、その辺でちょっとご理解いただきたいかなと思っております。  

〇議長（堀部登志雄君） 価格の推移について。  

 町長。  

〇町長（飴谷長藏君） 詳細は担当の方からあれしますが、企業誘致で専門職員、実は私は企

業誘致を５年ほどやっておりまして、石山工業団地内、そしてそれ以外の場所、要するにいろ



いろ来ましたが、ほとんど私が携わさせていただきました、長かった関係もあるのですが。見

野元町長時代も、いまだに続いておりますが、今でも800名ぐらいの雇用の場ができました。で

すから、そういう部分では地域振興上、企業誘致は即効性のある政策だと思っております。た

だ、これは私もそうでございましたが、企業誘致というのは役所の仕事はまるっきり別な発想

からしないと、役場の公務員ではなかなか難しい部分があります。公務員としていかがかなと

いう部分もあるのです、実は。それは、企業の社会ですからあります。それと、ある意味経済

的、そして今の経済状況を見きわめる。例えば同じ業種でもつくっている品目によってかなり

の経営状況の格差もございます。株を見てもわかりますように、今これから躍進、そして伸び

る企業を見きわめるということは容易なことではございません。ですが、そういう企業誘致等

に向いている職員の発掘、もしくはそういうよそのまちでは企業さんにいた方を嘱託に使った

りもしております。そういうことも念頭に置きながら企業誘致を推進したいと考えております

ので、ご理解いただきたいと思っております。 

〇議長（堀部登志雄君） 和野産業経済課参事。  

〇産業経済課参事（和野敏夫君） 質問の中の子牛の価格の推移というご質問ありましたので、

その部分についてお答えいたします。  

 平成12年から14年、年間約770頭から八百四、五十頭出荷されています。そういう中で12年か

ら14年の平均価格と言えば、35万円から36万円ぐらいの中で推移しています。ただし、平成15

年になりましたら、これが平均価格39万円と３万円ぐらい高くなってきております。そして、

平成16年１月から３月までの平均でいいますと、48万円という価格になっております。そうい

う推移になっております。  

 以上です。  

〇議長（堀部登志雄君） ３番、山本浩平議員、再々質問お願いします。  

          〔３番 山本浩平君登壇〕  

〇３番（山本浩平君） ３番、山本でございます。それでは、再々質問の方させていただきま

す。  

 過去の習慣にとらわれずに改革を推し進めることにおいて、町職員の協力が不可欠であると

思うがという、この質問の関連として私質問させていただきたいと思います。今現在地方交付

税と臨時財政対策債の平成16年度の削減額が約３億6,000万円ぐらいとなっているわけでござい

ます。これが見込まれている中、財政のこういう窮乏をかんがみた場合、三位一体の改革の税

源移譲が明確になるまでは、やはり私は職員の皆様方にもその町民の痛みというのか、そうい

ったものを共有するべきではないのかなというふうに考えるわけでございます。聞くところに

よりますと、課長職におきましては手当が12％から９％の削減、主幹職においては８％から

６％への削減ということになったというふうにも聞いておりますけれども、こういった現状の

中、一般職におきましてもこの財源移譲がはっきりする、明確になるまではやはり若干下げて

いただくべきでないのかなというふうに私は感じるわけでございます。そこで、道内212市町村

の行革等における削減数と削減率、わかる範囲で結構でございます。それと、今町民がよく多



く言われておりますけれども、白老町内の一般企業と民間との賃金格差はどの程度になってい

るのか、これについてお伺いしたい。そして、先ほど私が申し上げた点についての町長の考え

方を伺いたいと思います。  

 再々質問の次にまいりたいと思います。地産地消の件でございます。町長は、執行方針の中

で食材王国白老を目指したいというふうにおっしゃっておりましたが、白老牛やタラコ、シイ

タケ、卵等をもう一歩踏み込んだ考え方で、例えばこれ提案というよりも一つの例ですけれど

も、アメリカ型のいわゆるファーストフードに対抗してスローフードのまち白老などを構築し

てみてはいかがでしょうか。私は、コミュニティビジネスというものを生み出すために、やは

り何か具体的な政策というものが必要になってくると思うわけでございます。この点について

どのように考えられるか町長の見解をお伺いいたしまして、私の質問を終了させていただきま

す。  

〇議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。  

〇町長（飴谷長藏君） まさしく国の三位一体改革が明確になっておりません。我々にとって

は、税源移譲はされていないも同然という受けとめ方をしております。ご承知のように約３億

円以上の税収といいますか、交付税が削減されたわけでございます。これは、臨時財政対策債

も入っておりますが、そういう中でご承知のとおり職員も当然今厳しい状況をご理解していた

だいております。そういう中で職員についても恐らく５年くらいは、昇給といいますか、要す

るに人勧は下げてきておりますから、実質は上がっていないと思います。そういう中で今我々

特別職が実は削減をいたしました。そして、管理職にも提示いたしました。実は、本日管理職

と労働組合にも提示いたしております。十分ご理解いただいておりますと私は考えております。

そういう中で民間との賃金格差については、担当の方から後でわかる範囲でご説明あると思い

ます。そういうことで、この一番大事な時期でございます。職員も何とかご理解いただきたい

ということから、きょう説明したということで私としては理解していただきたいと、今のとこ

ろはきょうは説明にとどまっておりますので、既にそういうことで職員に提示いたしました。

それぐらいでちょっとご理解いただきたいと思います。  

 それと、食材王国白老ということで、本当スローフードというのは今これからまさに大事に

なっていくのかなと思っております。特に食の安全、そして食によってきっと生きる喜びとい

いますか、味わっていただけると。これは、スローフード、スローライフと。生き方にもかか

わってくるわけでございます。それで、試行的でございますが、今消費者フレンズという会が

ございまして、そちらが今そのスローフードについてちょっと研究させていただきたいという

ことで、民間の団体でございますが、我々も情報提供しております。民間初でございますが、

今消費者フレンズの方々、奥様方が中心でございますが、今一生懸命勉強しているところでご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。  

 以上でございます。あと、担当の方から説明申し上げます。  

〇議長（堀部登志雄君） 三國谷助役。  

〇助役（三國谷公一君） それでは、ただいまの１点目の町長の質問の補足を答弁させていた



だきます。  

 ２点ございまして、１点は民間企業との賃金格差のお話でございますけれども、議員もご存

じのとおりこの格差ということにつきましては、当然毎年人事院が民間企業の給与実態を調査

いたしまして人事院勧告という中で示されて、町はそれに準じて上がれば上げるし下がれば下

げるということで、人勧に基づいた給与体系にしてございます。そういうことからいきますと、

給与体系からは格差はないということなのですが、ただ議員おっしゃるのは町内の企業とどう

かという、多分そういうお話でないかというふうに思うのです。それで、町内の企業等の実態

調査は実際にはしてございませんけれども、ふだんの話の中で会社の社長さんや、また友人関

係でもいろいろ話しする中で、やはりそういったところで職員との、今民間厳しい中ではそう

いった賃金の格差は生じているというふうな理解はしてございます。ただ、そういうことで調

査しておりませんけれども、そういうふうな現実にあるということで、先ほど町長が答弁した

ような話につながっていくかと思います。  

 それから、他の自治体の取り組みということのご質問でございましたけれども、ここに手元

に資料あるのですが、この給与の削減についていろんな形で取り組みがされておりまして一概

に言えないのですけれども、ちょっと参考的に申し上げますと、今全道の市レベルでは34市ご

ざいますが、いろんな今当町で取り組んでいる管理職手当の削減とか一部の削減も含めての話

ししますと、34の市のうち19市が取り組んでおります、何らかの形で。そのうち給与の分で取

り組んでいるのが34市あるうちの４市ということでございます。それから、町村で申し上げま

すと、154のうち先ほど申しましたように何らかの形で取り組んでいるのが71町、それから給与

の分で取り組んでいるのが154町のうち12町と、こういう状況になっております。  

 以上でございます。  

〇議長（堀部登志雄君） これで３番、山本浩平議員、新風の代表質問を終わります。  

                                         
 


