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     ○開会の宣告 

○委員長（加藤正恭君）  おはようございます。ただ今から産業建設常任委員会を開会いたしま

す。 

                                          

○委員長（加藤正恭君）  諸般の事情で少し開会が遅れたことをお許しいただきたいと思います。

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］ 

○委員長（加藤正恭君）  ご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ます。なお、今日、中出委員が体調を崩したようで欠席という連絡が

入っております。５名の委員で開会いたしたいと思います。次に本日の委員会の日程について事務

局の方から説明をいたします。お願いします。 

○事務局主幹（中村英二君）  本日の委員会は議案審査といたしまして、平成１６年第４回定例

会で本委員会に付託されました議案第６号、白老町企業等立地促進条例の一部を改正する条例の制

定についてを予定しております。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）  ありがとうございます。それでは早速、議事に入りたいと思いますが、

まず、本委員会に付託されました議案第6 号を議題といたします。議案第６号について、一応前に

説明は受けておりますが課長の方から簡単にご説明をお願いいたします。上坊寺課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  それでは改めましてご説明申し上げたいと思います。議案第

6 号の白老町企業等立地促進条例の一部を改正する条例の制定につきましては１２月議会に提案さ

せていただきまして、産業建設常任委員会に付託されてございます。本会議でも議案説明申し上げ

ましたけど、改めてまたもう一度ご説明したいと思います。 

 改正の主旨でございますが、一つは第３条に助成項目を１項目追加したいという内容でございま

す。その内容は下水道受益者負担金の助成を１項目追加したいという内容ございます。それと、第

６条の助成金の額等でございますが、これにつきまして、従来、文書表現で表記されていたものを

表にして、まず、１点目をわかりやすくさせていただいたということが１点でございます。その中

で第３条第１号の関係でございますが、これは事業場の新設、増設に係る固定資産に対して固定資

産税相当額を助成する項目ですが、これは従来３年でございました。これを５年間に延長いたした

いというものでございます。第２号につきましては表現の変更で、変更はございません。第３号に

つきましても同じでございます。４号についても同じでございます。それから、５号を新たに１項

目追加いたしまして、先ほど助成項目を追加いたしました受益者負担金、これを事業場の新設、増

設に伴いまして５年間助成を追加するという内容でございます。 

 この一部改正の提案の主旨でございますが、これは平成元年度に石山工業団地、石山特別工業地

区をそれぞれ造成いたしまして、現在まで約３０社が操業してございます。その中で約８００名の

雇用が創出してございますが、平成１０年から現在まで道外企業の進出がなく、道内、町内の移転

増設の企業が数社あるという現状に至ってございます。これは景気の回復が遅れていまして、設備



 ３ 

投資の意欲も下がっているという状況もございますが、ただ、白老町の工業団地につきましては札

幌、室蘭の立地がいいということもございまして、今後、企業誘致を促進していくために優遇制度

を他の市町村に負けないような形で設置しまして企業誘致に弾みをつけたいという思いから改正

させていただくものでございます。 

 １つ目の固定資産税の期間延長。３年から５年の延長でございますが、これにつきましては道内

の企業誘致の優遇条例を持っています自治体を比較させていただきました。現在、１４９市町村の

企業誘致がございますが、この資料を全部取り寄せまして比較検討いたしました。先に委員会協議

会でご説明させていただいています資料に基づいてご説明したいと思いますが。その中で別紙１資

料付いてございますが、これは１４９市町村のうちの２８団体を抜粋させていただいております。

白老近郊の工業団地、もしくは白老と競合するであろうと考えられる工業団地、それから優遇制度

がいい団体のをピックアップさせてもらってございます。この中で固定資産税相当額の立地助成と

している市町村で助成限度を３年間として定めているものが全体の約８０％ございます。現在、５

年以上という定めも２０％ございますので、白老町は優位性を図るために現在３年ですが５年に引

き上げてはどうかという提案でございます。現在、最高では７年間という規定をされている所が１

箇所ございます。ただ、７年というところまでは行かなくても、５年で競争力が付くのではないか

という考え方をしております。この辺近郊、石狩・江別・恵庭・千歳・苫小牧、この辺はいずれも

３年でございますので、白老も５年にすることによって優位性が多少は見えてくるのかなという考

え方をしております。 

 もう一つ、助成の方法ですが課税免除を取っている団体が８０％ございます。それから、補助金・

奨励金の形で出しているのが２０％でございます。白老町につきましては補助金・奨励金という形

の中で出させていただいております。課税免除は初めから賦課しないという形のものでございます

が、うちは助成の意味合いを強く持たせるために一度税金納付していただきましてから補助金とい

う形を取りたいという考え方。これは従来どおりの考え方で行きたいという考え方を持っておりま

す。 

 それともう一つは雇用助成の関係でございますが、現在白老町は一人当たり助成額を３０万円と

してございまして、近郊では苫小牧市は同額、室蘭市２０万、登別市１０万、函館市は最高で５０

万という規定がございますが。この３０万というのは道内でも結構高い位置にございますので、こ

れは今回は改訂の見送りをさせていただきたいということでございます。 

 それと１点目の下水道受益者負担金の関係でございますが、これは現在都市計画法に定める工業

地域、工業専用地域、臨港地域における企業進出を促進するためという形で今回新設したいという

ものでございます。現在、これの適用が考えられるのは工業団地内で未造成地、今回、あべ牛肉加

工さんが立地した所も含めまして、従来、未造成地であった部分、この部分が今後該当してくるだ

ろうということで思っています。今後、ここの区域におきましてもいろいろな工場が設置していた

だけるような形で、用途性の低い土地なものですから、ここについても助成を広げて行きたいと。

そして、弾みをつけて行きたいという考え方を持っています。その比較ですが、他市町村では税制

以外の優遇措置でもいろいろな方法が取られている所がございます。用地取得に関する取得費に関
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する助成を出している所が２３市町村ございます。それから便宜供与として道路・下水道の整備を

するものについては１３市町村、工業用水の使用料を助成している所が１２市町村、緑化事業の助

成している所が１１市町村、用地の無償リースをしている所が５町、公害防止施設等々とそこに記

載してございますが、いろいろな形で助成制度が盛られているのがございますが、これはそれぞれ

の自治体、組合等によりまして多種多様でございますので一応事例として示させていただきたいと

思います。一応、条例改正に当たる部分は２項目でございますが、条例規定によらない部分の改正

を今回合わせて提案申し上げてさせていただきました。 

委員会協議会の中でご説明申し上げましたが、一つは分譲価格を現在変更したいという考え方で

ございます。石山工業団地が現在の価格、６，６００円でございます。石山特別工業地域が８，７

００円でございます。これの石山工業団地の分譲価格の決定につきましては、従来から土地の路線

価によって定めている所がございます。平成１６年度において地価も下落してございまして、路線

価の下落修正が行なわれたということもございまして、より実勢に近い見直しを図りたいというこ

とで石山工業団地を６，０００円に設定いたしたいと。それから石山特別工業地区につきましては

７，８００円にいたしたい。それぞれ９．１、１０％の減額修正を行ないたいということでござい

ます。これは別紙資料２に付け足していただいてございまして、１５年度にも１回改正してござい

ますが、下落修正が行なわれたということであえて今年度、２年続きでございますが改正をしたい

というものであります。 

それともう一つにつきましては土地の分割納入制度を導入したいということでございます。現在、

工業団地の土地購入代金につきましては契約締結後一括納入としてさせていただいてございます。

これを５年間の分割制度を認めましょうということでございます。これはなぜかと言いますと、企

業さんの初期投資を軽減させていただくということと、それから固定資産税相当額の助成を５年と

いう形で延長させていただくことによりまして、５年間はその助成金をもって土地代金に一部当て

られるのではないか、担保できるのではないかということから５年をめどに分割納入を認めてはど

うかということでございます。これはあくまでも企業さんの初期投資を軽減して企業が進出しやす

いようにしてあげたいというものであります。 

もう一つは、今後の課題として検討を続けて行きたいというものが次の３ページでございますが。

一つは先ほどもちょっと説明させていただきましたけど税制以外の優遇措置の検討ということで、

それぞれの市町村でいろいろな優遇措置をしてございます。例えば土地代金の助成等がございまし

て、場合によっては２５％とか５０％とかそういう助成をしている団体もございます。ただ、この

優遇制度の制度化でございますが、これは固定資産も含めまして一般会計の中で処理をするという

ことになってございますので、これが一般会計に及ぼす影響、今、財政健全化等の計画も立てなが

らやってございますので、これがどのような影響をしていくのかというのも今後まだ調査が必要で

あろうということで、これについては他市町村の状況も含めまして引き続き継続的に調査していき

たいと。他の自治体も最近は土地代タダでもいいですよという所も出てきていますので、これも合

わせましてどのような今後にしていけばいいのかというのを研究していきたいと思っております。 

もう一つは土地の賃貸借を採用してはどうかという部分もございまして、これの軽減分譲も採用



 ５ 

することについて将来の課題としていきたいということでございます。これは分割納入制度のちょ

っと変形なのですが、一定条件、分譲用地を賃貸で使っていただこうと。例えば、１０年で賃貸し

て使っていただいた場合、その土地を購入するに至った場合はその賃貸料を含めて考慮して軽減分

譲を図るようなことも考えてはどうかということで、これも調査・検討を引き続きしていきたいと

思います。これは実際に条例の中に取り入れている自治体もございますので、そういうところの実

態調査も見ながら検討していきたいなという考え方を持ってございますが。一つは、例えば賃貸で

した場合、企業等の倒産があった場合、上物と底地の権利関係が分かれるものですから、その辺を

どうしていくのか。法的関係が複雑する恐れがあるという、これもちょっと課題かなと思っており

ます。 

もう一つの考え方として、法律上認められております事業用定期借地権の導入を採用することも

検討したいと。これは事業者のニーズがどのようにあるかということも検討したいと思っています。

全道の中では何箇所か、こういう採用をしてやっている所がございますが実際にそれに基づいて導

入が図られているのかどうなのか、それはまだ調査してございませんので他市町村の状況も含めて

調査したいと思っています。これは借地借家法の絡みがございまして一応一定期間土地の権利とし

て使用を認め、２０年後に現状復帰してもらうという契約なのですが、これも先ほどの倒産とか撤

退等があった場合どうなるのかという権利関係がございますので今後も調査ニーズをしていきた

いということです。 

今回、条例を提出するにあたりまして一応大きく分けて３点ほどの内部検討をさせていただきま

した。というのは条例改正で、今、改正をお願いするものと、それから条例改正を伴わないもので

すぐ取り組めるもの、それと今後検討をしていくものということでご説明させていただきまして、

より今後企業進出を図れるような取り組みをしていきたいなと思っております。以上、簡単でござ

いますけど説明としたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  ただ今、課長から議案第６号についての説明が再度ありました。これ

について各委員さんの質疑を受けたいと思います。質疑のある方はどうぞお願いします。はい、小

西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君）  分譲価格の改正に伴ってですね、会計上の収支のバランス的にはどうい

うふうな形になっていきますか。前ですと、ある程度未造成の分譲地の土地の価格等も考えると収

支のバランスは取れているというようなご説明を受けていたのですが、将来的にこの改正を行なう

ことによってその収支のバランスはどういうふうになっていくと思われますか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  工業団地会計の収支のバランスでございますが、前の議会の

中でのご説明につきましては、未造成地がございまして、まだ民地から取得していない部分もござ

いますので、その部分も将来的に含めて売却していくという考え方からすると収支は取れていると

いうお話しをさせていただいたかと思います。今回、あべ牛さんの進出に伴いまして未造成地の売

払単価というものの想定の中でしめさせていただきましたが、それと併せまして今、残っている残

地の単価の引き下げ等と考えていきますと収支バランスは完全に売却出来たということがあった場



 ６ 

合、収支バランスについては今の予定では赤になるという考え方をしてございます。というのは、

今回、条例、単価設定の改正をさせていただいたのはあくまでも企業進出を図って、税収、雇用を

創出させるという判断の中からやってございますので、これが未造成地の土地の利用がもうちょっ

と上がるですとか、例えば経済状況の部分によっても変わってくるかと思いますけど、現在の段階

では５億円ぐらい赤になるのではないかという試算はしてございます。以上であります。 

○委員長（加藤正恭君）  小西委員どうですか。はい、小西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君）  その５億円程度の将来的な赤字があるということですが、反対に売却出

来てある程度、その会社の規模にもよるのでしょうけど、その進出してきた企業が大きく雇用を生

むというような推定をする場合ですね、どれぐらいの経済効果があるというのは試算しております

でしょうか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  現在、そこまでの試算はまだ立ててございませんが、現実平

成１３年度までに企業誘致それぞれ入ってきてございますが、これの固定資産税想定が７千万ぐら

いございまして、今後十分に埋まるであろうという考え方を想定しますと一般会計に入る固定資産

税の相当額はかなり大きいものがあるのだろうという判断をしてございます。 

 それと今、30 社で８００名という雇用。今後はあべ牛肉加工さんの２次、３次という増設の中で

１２０人という大きな雇用も生まれていくものですから。実際、今現在ではパートと常用の比率が

約２対４ぐらいの割合ですので、そういう部分からいきますと町民税等の絡みも相当上がってくる

のだろうと思っています。 

 それとあと、そういう雇用の中で経済効果は大きいものがあるのかなという想定がしてございま

して。これが将来的に５億円の今、赤字要素の見込みでございますけど、これがどのぐらいまで変

わっていくかというのは今後まだ動いて行かないとわからないところでございますけど。固定資産

等の部分で行くと随分大きいものがあるのかなという判断はしてございます。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）  よろしいですか。 

○委員（小西秀延君）  はい。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）  石山工業団地、それから特別工業団地両方そうなのですけども、平米６,

０００円、７,８００円というふうにするという、その基準というかな。何を基にしてその数字を出

したのか。道で、国ではない道だと思いますけども、全道の土地価格というのが年に１回出されま

すけども、そういった数字との関連はあるのかどうか、その辺どうですか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  当然、そのような基準を基に算定させていただいてございま

す。一応、固定資産税の評価の基になるのは路線価と言いまして、それぞれの基準点なる路線の価

格がございますので、これに伴いまして修正をかけさせていただいているということでございます。

これは３年に１回で通常であれば改正になるのですが、今回下落幅が結構あるということで固定資

産税の方でも３ヵ年の途中でございますけど下落修正をしてございます。路線価の下落修正。これ
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に伴いまして石山工業団地、特別工業団地の価格の見直しをさせていただいたということでござい

ます。一応、路線価の評価の７割が路線価という基準、大まかな基準で算定されるということでご

ざいますので、路線価の上限によっても評価の増減はある程度抑えられるだろうということで今回

思い切って税の方に合わせて修正をかけたということであります。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）  石山工業団地を例に取りますと、１区画と言いますか、相当面積があるわ

けですけども、その中で道路に、いわゆる石山大通りという通りに面している所、あるいはうちは

そんなに広くなくていいのだと、前半分あればいいとか、後ろ半分あればいいとかというのもあり

得るかと思うのですけども、そういった時の土地の価格というのは道路に面しているところは高い

とか、奥の場合は安いとか、そういったようなことについてはどういうふうに考えていますか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  工業団地内の価格設定につきましては道路側であっても山側

であっても基準価格は、一応今現在では同額で使わせていただいていると言うことです。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）  もう一件ですが、下水道の受益者負担金を今度申請するのは５年間という

ふうなことなのですけども、これも例えば今回あべ牛が出て下水道を付けているわけですけども、

どこの事業主がみんな同じだけかかるということでなくて、その施設、施設でかかるところ、安い

ところっていろいろあると思うんですけども、平均すれば大体１事業主でかかるというふうに目論

んでいますか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  この下水道受益者負担金につきましては土地の面積で出すと

いうことになってございますので、それぞれ大きく取得されたところは大きくかかりますし、小さ

く取得されたところは初期投資が少なくて済むと。それを一応、受益者負担金で５年間で納入する

ということでありますので、その部分を含めて５年間ということをさせていただいています。今回、

受益者負担金がかかる対象となるのは実際、工業団地の中でも造成していない部分、デリカランド

から白老川の部分、それから山側、浜側。それと国鉄に沿って来まして、あそこにケイ・エヌエン

タープライズという倉庫があるのですが、あそこの並び、線路側ですね。そこが一応、今、対象に

なるだろうという想定をしています。平米単価がちょっと今、持って来ていないのですけどいいで

すか。 

○委員（宗像脩君）  細かいものはいらないのですけども、確かに受益者負担金を助成するのだ

よということは看板としてはいいのですけども、金額としてどのくらいになるのか。例えば５００

万くらいになるのか、あるいは１，０００万くらいになるのか。例としてあべ牛が一番新しいです

から、あべ牛を参考資料としてでも結構なのですけども大体どのくらいになるかということはわか

りませんか。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  ちょっと後で答えさせていただきたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  後で、資料で。他にどなたかどうぞ。僕からもちょっと何点かお聞き
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したいのだけれど、この条例が従業員一人３０万というふうにしたのは、以前は１０万だったので

すが、いつだったですか、改正したのは。何年だったですか。１０万を３０万にしたのは。古いや

つは１０万になっていたのだけど、今は３０万になっているのだけど、いつ変わったのかちょっと

自分たちで審議していて忘れているのだ。わからないですか。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  たぶん１４年に一回改正させていただいていますので・・・。 

○委員長（加藤正恭君）  １４年頃ね。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  その時に諸々、業種の追加ですとかそういうものがされたと

聞いていますので１４年の改正だと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  それでね、現在の条例で見ると助成額一人３０万、北海道でもトップ

クラスだと。苫小牧と同額。室蘭では２０万、登別が１０万にも関わらず白老町は３０万だと。企

業誘致に力を入れているということはわかるのだけれども、３０万という金額は白老町の財政規模

から見たら、果たして安いのか高いのかという議論はあると思うのです。相当やっぱり、これがど

んどん支出されるということは財政上も結構圧迫するとだろうと思うのだけど。それによって企業

が来るということになると、損して得するという観点から３０万という数字があると思うのだけど、

その辺りはどのように押さえているのかね。漠然と来ることによって税収はアップするのだという

考え方でいるものか。やっぱり相当大きいでしょう、一人３０万というのはね。苫小牧市で３０万

ですからね。ですから、その辺りはどのように押さえておられるのか。はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  これは常用雇用者、短期じゃなくて１年間雇用される人を雇

用した場合、雇用助成として。当然、新規工場を建てるわけですからパート・常用雇用とあるわけ

ですけど、それの５名以上。その工場の進出によって、建てた場合に対象になりますよということ

で。これは、企業立地ばかりじゃなくて雇用対策の中にも種々いろいろありまして、そういうもの

の絡みも当然基準が３０万という形のものもございます。そういうところも合わせて、体制に合わ

せて大変な時に３０万にしたのかなという考え方は持ってございますけど。当然、パートでなくて

常用にしていただいて、その中に定着していただくということについては白老町にとっても企業立

地の役割だと思ってございますので、これは当面、他の状況を見ながら当面は３０万で行きたいな

と思っております。 

○委員長（加藤正恭君）  わかりました。それからもう一つね。２ページの土地代金を分割納入

すると、こういう制度を導入するというわけですけどね。３として、今後の検討をする中に土地の

賃貸の採用も検討事項だと、それから（３）の借地権の導入も検討事項だと言っている。それはな

ぜかと言うと、やっぱり途中で企業が撤退したり、倒産したりと、こういうことも考えられるから

なのですけれども。この分割納入している最中でもそういうことは私は考えられると思うんだけど

ね。その辺りはどのように考えて、今回は土地の分割納入は認めますよと、他の２つについては今

後の検討課題ですよというふうにしたのかどうかね。その辺りはどうなのですか。はい、どうぞ。

課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  分割納入の方につきましては先ほどもご説明しました、当然、

企業の撤退ですとかそういう部分は考えられるだろうという気はいたしますが。固定資産税の５年
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という見合いでですね、一応、その部分で土地代金は担保できるだろうなという考え方から５年程

度は分割納入して初期投資を軽減して立地を促進したいという部分で分割納入は考えました。賃貸

借というのはもう完全にお貸しして、どうぞ使ってくださいという仕組みですから、これについて

は売却という形には一回はならないものですから、これについてはその部分でもうちょっと考慮し

た方がいいのじゃないかという部分で分けて考えて行きましょうと。ですから当然、企業進出する

時は融資とか受けますので土地を売却しないと担保権だとかそういうものが設定できませんから、

その中で売却はしますが５年間で分割納入、要するに固定資産を担保と言ったら変ですけど担保に

した中で分割納入をやっていけるのではないかなという判断で組ませていただきました。ただ、企

業さんが分割を望むか望まないかというのは、また別の話ですけど。 

○委員長（加藤正恭君）  それでね、この分割納入の場合、最高５年でしょ。ところが権利移譲

は当初行なわないで５年度の完済した時に権利移譲するのか。それとも、移譲した後、担保取って

おいて、そして５年後に完済された時に担保を外すと、こういうふうにするのか。具体的な方法と

してはどのように考えておられるのですか。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  まだそこまで具体的には詰めてございませんけど。当然、登

記上は移管せざるを得ないかなと思っています。で、今、委員長言いましたとおり何らかの形で保

全するという形を取らせていただいて、５年後に完済した段階できれいにその抵当権は外すなり、

質権外すなりという形の部分に多分なってくるだろうなと。 

○委員長（加藤正恭君）  なぜそういうことかと言ったら、おそらく金融機関はその土地を担保

にしてくれということを必ず前提条件として出てくるのだと思うのですよ。ですから、５年後で権

利移譲するのではなくて、やっぱり企業側に立って見れば、やはり権利移譲してもらって担保提供

すると。その代わり、うちらの方で逆にそれを保全するような方法も講じておく必要があるのじゃ

ないのかなと思うんだけど。その辺り、今後具体的に検討してなるべく企業さんが進出しやすいよ

うな方法を講じてあげてほしいと思うのだけど。だけど反対に、逆に途中でおかしくなる場合も考

えられるからその辺りは抜かりなくきちんとしておかなくてはいけないなという感じがするのだけ

ど。あまり、うちらの方の言うことばかりをきちんとすると企業さんの方は逆に進出しづらくなる

面もあるから、その辺り十分に考えていただきたいと思うのだけども。その辺りはどうですか。ど

うぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  これは企業さんの望んでいるものを十分うちの方でも理解し

ながら、やっぱりそういう融資等の関係もございますので条件に最大限近づけるためにやっていき

たいと思っています。そのために５年間分割も必要ではないかなと判断してございますので、細心

の注意を払いながらなるべく撤退していただかないように、それはあり得る話ですから、うちの方

でも注意しながら分割にする場合、十分にもう一回揉んで行きたいなと思っています。 

 それと先ほどの、よろしいでしょうか。下水道受益者負担金でございますが。一応、５年間で平

米辺り２９０円という形になってございまして、今、あべ牛さんに売却したのは３２，０００平米

ございますので、総額にして約９２０万円ぐらい。1 年間にしますと１８５万円ぐらいになります。

今、あべ牛さんを基準にするとそのような形の部分が出てきます。 
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○委員長（加藤正恭君）  どうぞ、宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  それはわかりました。それでね、こういう条例というのはどうなのかなと

思うのだけど。これが４月１日からこの条例で行くという方針ですよね。たまたま、あべ牛は１６

年度の工事なのですよね。そうすると、細かいこれというのは言いませんけども、その４月１日か

らの条例の適用になるのと、その何ヶ月前かにいわゆる旧条例で行くとのでの、それはあくまでも

現条例ですからこの条例で行くというのは当たり前のことなのだけども、その辺の融合策と言うの

かな。今度４月からこうなるのだから今はこういうふうにしますというそういったものって考えら

れるのですか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  この条例は４月１日から一応施行するという附則の内容でご

ざいますが、これについては附則の２号でこの条例の施行に併せまして指定届を受けている者で、

新たに課税するものは一応対象になるということでございますので、現在あべ牛さんは再来年度か

ら、１８年度から新たに課税されますので、これは助成申請が上がってくれば対象になるというこ

とであります。 

○委員長（加藤正恭君）  それから、もう一点ね。この条例と関連するんだけど、企業誘致全体

として見た場合に不動産取得税というものがあるんですよ。これは道税ですね。町税じゃないから

直接関係ないのだけど、企業誘致に密接に問題があるのですよ、この不動産取得税というのはね。

道の条例がどういうふうになっているかは僕はわからないんだけれど、まだ課税されるのであれ

ば・・・。白老に進出すると言っても北海道に進出するわけですからね。全道的な問題として考え

なきゃならないと思うので、これは全市町村に関係する問題だと思うのだけど。不動産取得税免除

という特例みたいなのはありますか。道の誘致条例で。はい、どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  今、委員長がおっしゃられた不動産取得税の優遇処置でござ

いますが、これは北海道の企業誘致にあっては、これは国税ですから、これについては不動産取得

税を課税免除するというのは業種の種類にもよりますがございます。ただ、市町村において不動産

取得税を免除しているという部分についてはちょっと調べさせていただきましたが、そういう部分

についてはございませんでした。 

○委員長（加藤正恭君）  だから、不動産取得税は白老町とは関係ないわけでしょ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  ないです。 

○委員長（加藤正恭君）  ないでしょう。だからさ、白老に例えば進出すると言ったって、北海

道に進出することになるのでね。そういうことも含めると結局は不動産取得税を取られるのだよ。

だから、白老だけで一所懸命緩和策をしても全道でそういうふうに不動産取得税を取られる。土地

を買う、それから建物を建てる、重機、備品を入れるといったら、みんな不動産取得税の対象にな

るわけさ。業種にもよると言うのだけどね。そういう方の運動を何かの機会に通じてね、道の方に

働きかけて不動産取得税の軽減ということをできるだけ持っていくような運動をしてもらいたいな

というふうに思うのだけど、その辺りどうですか。はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  その辺についてはうちの方としましても、企業誘致を呼ぶ場
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合につきましては必要なことだと思ってございますので、それは要望していきたいな思っています。

参考に、今、不動産取得税が課税免除等になってございますが、対象区域がございまして、例えば

低開発地域でありますとか、過疎地域、観光振興対策実施区域ですとか、こういうような指定をさ

れているものですから全部に該当するように要望していきたいなと思っております。 

○委員長（加藤正恭君）  白老には今の何点か言ったやつには対象にならないわけでしょ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  ならないですよね。 

○委員長（加藤正恭君）  ならないのでしょ。そうしたら丸々、税率はちょっと忘れたけど３％

ぐらい取られるのですよね。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  そうですね。 

○委員長（加藤正恭君）  そうでしょう。ですから、それをね、例えば１億の建物を建てるとし

た３００万持って行かれるわけですよ。３００万と言ったって大きいですからね。ですから、その

辺りを少し道誘致条例の方に反映するようなあれを強力に進めてもらいたいなと思うのだけどさ。

その辺り、お願いします。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  はい、その辺は十分考えて行きたいと思っています。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  さっき、小西委員が質問されたことなのだけれども、工業団地の特別会

計の収支バランスの関係と、それから、今まで取得した時から工業団地造成の特別会計を作って、

そして一定の価格設定をし、それでバランスを考えてきたと。その一連の流れね、一覧表か何かに

してきちんとわかるようになっていますか。というのは、取得単価がこれだけで造成費がこれだけ

で、そのためにこういうふうに単価を設定しました。それが政策的にこう下げますよ、こう下げま

すよと。それから未造成地域はこれだけあってこういう方針でやりますよというような、工業団地

の特別会計全体が財政的にきちんとわかるような、何て言うのかな、一連の分析をしたというか、

そういうものはございますか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  一応、造成部分ですね、その部分と土地取得費も含めまして、

元年からの収支バランスは取ってございます。現在の平成１６年度の決算見込み、これと将来のを

合わせまして数値は押さえています。そういうものの中で今、単価を安くさせていただく部分と、

それから未造成地の今回売払いさせていただいた部分と加味しましてトータル的に数値を出してき

ますと先ほど言ったように５億円になるということで。将来的に土地の評価と言うのですか、そう

いうものが上がってきた場合にはどのように動いていくのかと、今、未造成地の部分が本当に安く

売らなくてもいいようになっているのがいつの時点なのか。これによっても大きく変わってくると

思うのですね。ですから、今の部分については将来としては５億円ぐらい足りなくなりますよと。

これについては、どういうふうに財源を担保するかというのはまだ議論は内部ではしてございませ

んが、これは将来本当に負担するのであれば一般財源から出さなければならないでしょうし、企業

会計で収支のバランスを取るということであれば、どこかの部分で改めて景気が良くなった時に賦

課していくのかということになろうかなとそういう考え方でいます。 
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○委員長（加藤正恭君）  大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  一つはその資料がいただけるものならいただきたいということなのです。

それで、なぜかと言うと、例えば金利なら金利がオンされていくということになると、毎年毎年変

わってきますよね、ずっと動いてきますよね。そういうことがきちんとわからないと、今の状況で

例えば路線価で土地が下がったから下げるのだよと。だから、企業誘致をするために下げるのだよ

と。こういう理論ですよね。で、それが工業団地造成全体としてどういう状況にあって、今、どん

な形になっているかということを一つきちんとね、我々議会側がきちんと押さえる必要があるだろ

うと。なぜかと言うとね、ちょっとした操作によって黒になったり赤になったりいくらでもできる

のですよ、これは。特別会計は特にそうですから。で、これはね、将来的には一般会計に対する影

響力というのは極めて大きいと私自身は思っているのですよ。ですから、そういうことがきちんと

わかるような、特別工業地区も入っていますね、それは。 

○委員長（加藤正恭君）  両方入っているの。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  入っています。 

○委員（大渕紀夫君）  そういうことが、今、私が言ったようなことが全部一覧表でわかるよう

な資料を一つあるのであれば出してほしいし、無ければ作っていただきたいということなのですよ。

なぜそういうことを言うかと言うと、例えば単価を下げるということが政策的にあるとしたら、私

はそれだけの、議会でも出ていますけれども、町側もそれだけの体制を作り方針をきちんと立て、

そして、誘致の政策に具体的にね、日本工業新聞に出していますよとか、どこだかに働きかけてい

ますよとかというのじゃなくて、具体的にここに企業誘致をするにはこういうことをやるんだとい

うことが、議会の中での一般質問の中を聞いていましても具体的になかなかなっていないような気

がするんだよ、僕は。条件だけはどんどん、どんどん良くしていっているのだけれども、誘致して

いる形というのは他の市町村とあまり変わらないように僕は受け止めているのです。そうじゃない

かもしれません。担当の方が極めて一所懸命努力されているかもしれないから、わからないのだけ

ど。白老町独自のやっぱり、誘致政策みたいなものを確立しないと、ただ個人に対するお金を３０

万から何十万に上げたよとか、土地を下げたよということだけで今の社会情勢の中で僕は企業が来

るとははっきりと言って思えないのさ。だから、やっぱりそれは町民が見えるような形、我々にも

見えるような形で、こういう町を作るし、こういう条件があって、こういう町を作るのだからこう

いう企業が来てほしいというようなことを含めてね。例えば、矢祭って一番初めに合併しない町を

宣言したところありますよね。あそこが２，０００人の企業を誘致することに成功したと言うのだ

よな。新聞で見たのだけどさ、単なる。だけど、あそこは何で合併しないって一番初めに宣言した

かといったら、６，０００人の町で２，０００人の雇用を創出できる企業誘致をやったと言うので

すよ。あそこだって小さなところですからね。ですから、それが何なのかは僕は勉強していません

けれども、しかし、そういう政策があってやらないと一般的に苫小牧や登別や室蘭や千歳や恵庭が

やっていることをやっていただけでは、僕は企業誘致は成功するとは思えないんですよね。ですか

ら、そういうことを全部下げるなら下げるなりの、そういうことをきちんとやって、こういう誘致

政策を持ってやるのだから下げるのだというようなものが本当に見えるような形で必要でないかな
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と。そういう議論がどれだけ担当部署や町の政策調整会議と言うのかな、どこなのか僕はわからな

いけれども、そういうところでどれぐらい議論が深められているのかね。そこら辺が僕は一つ、か

なり今、白老町の役場組織全体がそういうところで試されているのじゃないのかなと思うんだけど

さ。そこら辺は助役筆頭にきちんと議論されていますか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  今回の改正につきましては、そういう大きな部分ではされて

はおりませんが、一応、担当部署を何回かつき合わせてどういうふうな形で行くべきかという部分

は、優遇策という部分については議論させていただきました。ただ、企業誘致全体をもってどのよ

うに進めていくかということについてはまだまだ不十分なところがあると思います。情報の集め方、

議会でも出ていますが、どういうふうに公開していって、どういうふうに伝えていくのか。例えば、

どういうような業種を積極的に呼んでこようとしているのか。この辺の部分についてはまだまだ十

分とは言えないかもしれませんが、これについては企業誘致担当も含めましてですね、町長も施策

等含めまして大きな自分の施策だと言っていますので、これはもっともっと詰めていかなきゃなら

ないかなと思っています。で、工業団地の収支バランスからいけば、本来であれば工業団地の中で

収支バランス取れるのが一番いいのだろうと思います。これは当然、造成費と用地を取得した部分

の単価というのは出てきますので、それはどのぐらいで売ればいいかと。これに対して長期借入れ

の金利をどんなふうに推計するかと、これで多分決まるのであろうと思います。ですから、ここら

辺の出し方というのはそんなに私どもも難しくないだろうなと思っています。ただ、政策的にいく

場合はどうして行くのか。これは当然、政策的に安くするということになれば、当然一般会計の負

担が出てくる話ですから。先ほども固定資産税の減額等のお話しもさせてもらった時に、他の税以

外の部分の優遇策は他の市町村でもいろいろな形を取られていると。例えば、土地代の軽減ですと

か、水道料の軽減ですとかいろいろな部分に波及してくるわけでございますけど、これについては

本当に町がやるかやらないというのは、本当に真剣にならないといろいろなところに影響を及ぼす

と思っているわけです。これは今後の課題として、どのような施策を取っていくのかというのを先

ほどもお話しさせてもらいましたけど、この辺は本当に十分見極めていかないと一般会計に与える

影響は多分に大きいかなと思っています。ただ、その中で逆に言ったら特別会計であれば用地造成

した部分と売払いというのはイコールであって、それに政策的に何かをするというのであれば一般

会計の負担でしなければならないのかなと。それが本当は原則なのかなと思っています。従来は工

業団地の中で単価を動かしていましたから、その時々によって赤になったり黒になったりというこ

とが、表面上は出てこないのですけど、そういうバランスがあったのかなと思っていますので、こ

の辺も含めてどうして行くのかというのは理事者ときちんと話をしなきゃならないかなと思ってい

ます。私どもも本当に企業さんが来てほしいと実際には思っていますので、これは本当にどういう

ふうな形でしていくのかというのは、担当課ばかりではなくて港湾もそうでしょうし、いろいろな

部署もやっぱり企業誘致というのは本当きちんと見ていただかないと、前に委員会協議会の中で報

告させてもらったのもそうですけど、進んでいかないのかなと思っていますので、これはやっぱり

全町的に企業誘致の推進本部みたいなものを、今、規定上はございますのでね、それをどうやって
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動かしていくというのが今後問われてくるのかなと思っています。そんな中でちょっと議論を深め

ていきたいなと思っております。 

○委員長（加藤正恭君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  要するにね、今言われたようなことが基本的にきちんとなって、財政的

にも特別会計の中身も誰が見てもわかるような状況にまず一つはしなくてはいけないと僕は思いま

す。そういうことをしないで中で操作して、赤になったり黒になったり、こっちの金をこっちに動

かしてって、そういうやり方というのは僕ははっきり言ってまずいと思うんですよ。同時にこうい

う政策を打ち出す時は、その前にこういう企業誘致の政策があるから、それに対して町はこういう

優遇措置を取りますよということにならないとね。活きていくものも活きないと思うのですよ、言

えば。だから、そういう体制をきちんと取って、もっと言えば例えば、いつも僕言うのだけれども、

企画や行革やいろいろな部署がありますけれどもね、本当に行政改革をやるなら必要な部署のとこ

ろに人を集めればいいのですよ。それぐらいのことをやらなかったら今、企業なんて来ないよ、は

っきり言って。来ると思いますか、担当の方々、今のやり方で。僕はやっぱりね、そういうところ

が庁舎内で例えば助役筆頭にどんな議論がされているのかね。そして、そういう議論がされて、こ

ういう方向だと、そうしたらこういう優遇措置がないと駄目だよというね。こういう形にならない

と優遇措置だけやって、これだけやったから誰か来てくれないか、チラシは今までと同じように撒

きますよと。そんなことで来るような企業だったら、とっくに５０万だとかいろいろ条件のいい所

があったらそこに行くよ、そんなの。僕はそういうことがお役所仕事だと思うのだよ。だから、縦

割りでなくて、横割りなら横割りで徹底して横割りでやって、そこで本当にやるのだったらそこま

で人を突っ込んでやるというふうなことをしないでね、僕は何かこうやっていますよというポーズ

だけ作っているのだったら、何も僕はやる必要もないのじゃないかなと思うんだよ。厳しいかもし

れないけどね、僕はそれぐらいのことを本当に産業課なら産業課がやっているのだったら助役や町

長に進言して、そして、明日なら明日、明後日なら明後日、そういう体制をやって企業誘致の会合

を開けるならすぐに開いて、どうやってやるのかということをやってね。それをやらなかったら産

業常任委員会でこの優遇措置は決めませんよと言ったぐらいのことでやってもらわないとね。今、

そんな生ぬるいことを言っていて僕はできるとは思えないけどね、はっきり言わせてもらえば。た

だ、僕はやっぱり率直言って、それぐらいの気持ちでないと駄目ですよ。明日なら明日やって、ど

ういう状況になってどういう分析できるのかというふうなことをやるぐらいの構えで行かないから

あべ牛みたくなるんだ、はっきり言えば。中が一致していないということになるのだよ。僕はやっ

ぱり、そういうことはもっと厳しく、もっときつく、もっと上坊寺課長が助役や町長に言ってやる

べきだと思うのだけど。応援するからどうだい。議会はちゃんとそこ応援するから。はしご架けて、

はしご外すようなことはしない。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  いや、言われていることはごもっともだと思います。私もそ

れに早く近づけたいなと思っています。ただ、まず、言われたように課の取り組みがやっぱりどう

いうふうに見えるかというのが一番ですので、こういう改正をいただいて、こういう武器をもらい
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まして積極的に出て行くことが、まず、課にとっては必要かなと思っていますので。これは経済振

興係中心になりますけど、そこも含めてまず、企業さんに出ることを中心だと思っていますので。

今、出ていないとは申しませんが、年に何回か機を設定してやるような形を取っていますのでね。

これをもっともっと増やして、もっと本当に専属的に出て行かなければ駄目だなと思っていますの

で、これは私中心にですね、優遇策をもらった玉を持って積極的に出て行くことからまず始めたい

なと思っています。中についても当然、前回の問題もございましていろいろな情報交流というのが

不確かだったということもございますのでね。今、委員会の規定、これが現実にありますので、こ

れをどうやって生かしていくかというのをちょっと検討してみたいと。また理事者にも当然、人の

問題というのは課で十分やって初めて、私言えるものだと思っていますので、その辺も踏まえて動

いて見たいなと思っています。その辺でご理解いただきたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  僕もね、企業誘致というのは難しいのだろうなと思うのだ。それで、

秘密の部分も何でもかんでもあからさまにみんなに公表してやるという訳にも行かないし、ある程

度９９％間違いないと言ってから発表するような状態が今までほとんどでしょう。７０から８０く

らいでも、大丈夫だなと思っていてもどうなるかわからないというようなところで非常に苦労して

いることをよく僕らもわかっているのですよ。私は特に産業建設常任委員会が古いものだからね、

今の町長が課長時代からもよく苦労していることを知っているのだけど。なかなかうまく行かない。

だから、表に出るのはこの条例ですわね。優遇措置ということで。それしかないので。あとは影の

問題というのは人間と人間とのことしかなかなか、条件はと言ったらこの条例のとおりですと。人

間的な繋がりを繋いで、繋いで行くとか。東京白老会を利用するとか、何かそういう場でどんどん、

どんどん利用して進めていくより方法はないような気がするのだけどね。特にこういう今の時代に

なりますとね、人間と人間との関係を大事にしていくと。それもあれでしょう、飯島さんあたりは

何回もそういうことで苦労しているから、発表しようと思ったけどまだ発表できないというものも

今までに何回かあったのでしょう。決まりそうで決まらなかったというようなこともあったやにや

前にちらっと聞いたことがあるんだけども、その辺りどうですか。実践に回ってみて苦労しておら

れるでしょうから。はい、飯島主幹どうぞ。 

○産業経済課主幹（飯島博光君）  今、委員長言われましたように、最終的には会社の方の判断

なのですけれども、町長が発表する前に議員さんが一緒に行かれて、その行かれるまでが先ほど言

ったように８０％ほどもう決まっているような状況でないとなかなか表に出せないというのがちょ

っとあるものですからね。なかなか厳しい部分もあるのですけれども。そういう部分では最後の最

後でというのも、ちょっと中には発表できないで終わっているというのもあるのですけれども。発

表できるような状況になれば町長が自らということになろうとは思うのですけど、現状ではそのよ

うになっています。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、他にどなたか。山本委員何かありますか、どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君）   ほとんど加藤委員長や大渕委員さんが言われていたことと全く同

感の意見でございまして、これは本当に町の政策的な問題。白老町が本当に自主自立を目指して、

これからやっていくということであるわけですから、生き残りをかけるには何をやったらいいのか



 １６ 

ということを基本的に真剣に考えてやっぱり取り組んでいただきたいなというふうに思います。こ

の工業団地もどういった、そういう中で位置づけていくかということをやっぱり大切なことである

というふうに認識しておりますし。先ほど上坊寺課長も港湾とも関連づけながらというお話しあり

ましたけど、まさにそういったことも大切じゃないのかなと。今、３月末でこの第３商港区の調査

費が付くか、付かないかぎりぎりの攻防をおそらく今、やっている最中であるというふうに認識し

ておるわけですけれども。今、地方港湾の中で第２位ということでございますけれども、それはほ

とんど白老から本州に出ている生コン用向けの粗めの砂なんですね。これはちょっと業界の話にな

りますけれども、たまたま特別品質がいいから白老からどんどん、どんどん出ているというわけで

はなくて、本州で粗めの砂が無い、細めは木更津にいっぱいありまして、ブレンドするのに丁度い

い砂が安い価格だから入っているわけなのですよ。生産的な面でのお話しをさせていただくと、私

はいいところですね、社台・樽前近辺の原砂の埋蔵量と言うのかな、それを考えてもいいとこ５年

が限度だと思うのですよね。そうなってくると出したくても出すものが無い。そうなってくると本

当に日本製紙頼みの港になってしまうというような状況でございますので、そういった面から考え

てもですね、何とかこの石山工業団地を町の政策としてですね、先ほど大渕委員さんが言われたよ

うな内容と同じですけれども、本当不断の努力でやっぱりやると。そして、生き残りを模索してい

くような、そういったことがやはり必要じゃないのかなというふうに思っております。ちょっと意

見になってしまいましたけれども。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）  上坊寺課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  そういうことを十分頭に入れながらやりたいと思っています。

企業誘致はやはり人と人と出会って、お互いに町なりを理解していただくというところから始まる

ものですから、多く可能性のある企業に出向いて行ってコンタクトを取ってみたいと思っています。

これから港の方も臨港地区も当然売払いが出てくるだろうと思いますので、その辺も当然ね、石山

工業団地だけでなくて、そういうのも含めてやっていかなきゃならないと思っていますので、これ

は情報交流としては港湾課も当然、先ほども言いましたけど十分リンクしていかなきゃならないだ

ろうと思っていますし。より多く企業さんと接するのは現業の方が多いでしょうから、やっぱりそ

ういうところからも情報をいただくということも必要かなと思っていますので。あらゆる媒介を通

して可能性のある企業を的確に早く掴むということが必要ですから、他の町より早く誠意を見せる

と、そういうことが重要かなと思っていますのでそういうとこも踏まえてやっていきたいと思って

います。 

○委員長（加藤正恭君）  多少、条例の制定する方からちょっと外れた議論になって、企業誘致

の方に論議になってあれなのですけども。この条例の６号議案については、何か他にお聞きになる

ようなことありますかな。質疑するようなことありますか。どんなものでしょう。今回の議案６号

については、だいたい議論が尽くされたのかなという感じがするのですが、無ければ。ありますか、

はい、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  さっき私の言った資料が出せるのであれば、出してもらってちょっと見

たいんですよ。それはなぜかと言うとね、条例に直接関係ないということじゃなくて、今の条例改
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正というのはやっぱり企業誘致をどうするかということと、今の工業団地特別会計がどうなるのか

ということが私は極めて大きなものだと思っているのですよね。で、我々がそういうことを理解し

ないで条例だけで議論するというふうにはちょっとならないなという気がしているのですけれども。 

○委員長（加藤正恭君）  はい。そういうのだけど、課長、先ほどいろいろ説明があったのは皆

さんに提示できますか。差し支えないですか。前に出したことあるの。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  過去にはちょっと私は理解していなかったものですから。 

○委員長（加藤正恭君）  10 分くらい休憩します。 

休   憩      午前  １１時３１分 

                                           

再   開      午前  １１時４２分 

○委員長（加藤正恭君）  休憩以前に引き続き委員会を再開します。今、大渕委員のあれで課の

方から資料が出ました。これ説明してもらえるかな。お願いします。はい、どうぞ。上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  これは元年から今までの経過した部分の決算額と、それから

今後の見込みと言うか、今後こういうふうに動いていったらこういうふうになりますよという形を

数字で押さえさせていただいた部分でございます。 

まず、収入の部分としては造成等で起こしました起債の部分と土地の今まで売れた売却代金、そ

れとその他としましては土地の貸付等に伴って収益を得た部分の合計であります。平成 15 年度まで

の小計としましては、収入で 3,121,628,000 円ございました。それに引き換えまして土地の買収費、

それと造成事業費、事務費等を含めまして、公債費も含めて支出が4,487,667,000 円になってござ

います。歳入から歳出を差し引きますと、15 年度では1,366,000,000 円の赤字、歳入不足となって

います。本来、土地の売払いにかかる部分というのは造成費、土地の取得費含めまして面積あん分

にして出されるだろうと思います。ただ、そういう設定で当初はたぶん単価設定はしていなかった

と思います。石山特別工業地区については当初売払いした時には７,８００円からスタートしてござ

いました。石山工業団地が２,７２７円、平米当たりの単価でスタートして、一番高い時で石山特別

工業団地が１０,９００円、石山工業団地が８,６００円で設定してございました。そういうような

形の設定の中で売払いの中で１５年度までの収支はこのようになってございます。それと今後、１

６年度以降２５年度までで一応設定させていただいていますけど、まだこれよりたぶん伸びて行く

だろうと思います。その伸びて行った時に当然利息の部分が変わってきます。これは長期債につき

ましては、１７年度に支払償還が終わる予定です。それ以降につきましては一借の利子部分で、当

然１３億抱えてございますのでその部分の運用資金としての利息分を見なきゃならないと。ですか

ら、この利息部分については１３億が低くなれば低くなるほど減るという形になります。そのため

には売払いを当然急いで行かなければならないということになろうかと思います。１６年度以降の

収入、その他で見させていただいていますのは、今、港の工事等におきましてケーソンの製作場所

として一部土地を貸しております。それから上がってくる土地の貸付料ということでご理解いただ

きたいと思います。これも港の工事等の関係で当然金額は前後したりしてくるだろうと思います。

通年ですと２００万ぐらいございますので、これぐらいはみていけるだろうというような想定で組
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み立てております。それと２３年ぐらいに一応土地の一部買収費という計上をさせていただいてい

ますが、これは一部土地開発公社にまだ取得していない部分が丁度石山工業団地の白老川から萩野

に向かって浜側の方にスカイスポーツで使っている場所があるのですけど、あそこは今、公社の所

有地でございますのであそこを取得しなければならないというのが１件残っております。それを取

得しますと、あとは民地の分、その奥にずっと線路際に民地ございますが、これは使わないともう

判断していても一応そこだけは取得しなければならないという形になります。で、これでやってい

くと収入として未売却の部分が売れたという想定をしますと、数値若干ちょっと違いますけど、売

払いが全部完了しましたら約９億６千万ぐらい今、残っています。この収入が当然見込めるだろう

と。それと、さっき言いました土地の貸付収入。これは未造成地の部分は入っていませんのでそこ

は貸し付けられるという判断の中で他の部分、開発行為取っている部分を未造成地売りますと９億

ぐらいございますと。それと土地の貸付を含めまして９億６,６００万円ぐらい収入が見込まれるだ

ろうという考え方をしております。それと２５年度までに土地を取得して利息等を払った場合、雑

駁ですけど２億２千万ぐらい当然かかるだろうという判断をしています。これをやりますと 7 億ぐ

らい当然プラスになってきます。これは売払いが伸びて行けば、伸びて行きますほど、まだ支出の

方が利息で大きくなってきてございますが、一応、今後１０年後、２５年までと考えた時には７億

４千万ぐらい収益が出るだろうと。現在の赤字から差っ引きますと、この造成をしたところだけで

いくと６億２,５００万円程度赤になりますということです。従来はこの他に１１万平米ほどの未造

成地を持ってございましたので、これはもう当然、底地の昔の堆積の関係ございますけど、これが

きちんと売れた場合６千円程度の積算単価で計算すると当然、累積の赤は消えて若干プラスになる

でしょうというご説明をさせていただきましたが、現在、未造成地の売払いの考え方としては、現

在、開発行為は事業者が取ってもらって、その代わり土地代を下げますよという観点でさせていた

だいていまして１,５００円で設定してございました。で、これを全地完全に売払いできたと仮定し

まして１億６,８００万円。失礼しました、先ほどの公社から買い取る部分８,３００万ということ

で約３万平米あるのですが、これを買い取りしますと実績８,５００万のプラスになるでしょうとい

うことで６億２,５００万から８,５００万プラスですので、これを差っ引きするとトータルで現在

の単価設定にすると５億円ほど赤になりますという形で示させていただいております。従来は未造

成地の保有地も当然まともに売れる土地ということで単価６,０００円設定。通常の土地が６,６０

０円のときに６,０００円ぐらいの評価を見てございましたので、当然ペイするという考え方で示さ

せていただきましたが、今回、道の売払いを受ける時の評価が１,５００円ということで、これに合

わすのが当面あそこの土地にとっては妥当でないかという考え方を示させていただきましたので、

これによりますと約５億円赤字になりますということでございます。雑駁で言いましたけど、収支

のバランス的にはそういう形で出ております。 

○委員長（加藤正恭君）  課長。その「しかしながら」というところも大事なことだよ。その下

にあるやつ。これは単純に土地だけのプラスマイナスだけだけれども、この「工業団地の造成分譲」

はというところがね。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  そうです。先ほどちょっと説明させてもらったように、現在
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３０社出ている部分で約７千万ぐらいの固定資産税が毎年上がるということで、当然土地の面積か

らいったら、それ相当の規模が張り付くというような。まだ土地買っても建てていない部分ござい

ますので、当然これよりも固定資産税収入は上がるだろうという想定はしております。過去には企

業誘致の奨励金が約１億１千万ぐらい、平成１３年度までに助成金を交付してございますが、実際

には１３年度の課税分としては約７千万ぐらいございますので、当然助成金なしでも課税の分では

長い目で見ればそんなに大きな金額でないかなと思っています。で、当然５億ぐらいの欠損が出る

という形で表現させてございますが、先ほど言ったように当然売払いして工場が建っていただけた

という前提で全地を換算すればもっと、もっと大きいものがあるかなと。このためにはやはり、早

く埋まることが重要かなというような解釈をしています。で、今、大きく打っていますケンコーマ

ヨネーズとか、そういうところの企業が建ってございませんので、こういうところにも建っていた

だけるともっと、もっと。その業種にもよるのですけど大きなものがあるかなという気がしてござ

います。まだ、これはたぶん不足するかと思いますが、実際には今、造成している部分のかけた経

費、事務費を除きますけど。事務費は起債の金額、この辺も含めましてどのぐらいの単価設定が妥

当かというのはまだはじいてございませんが、これもはじく必要があるかなと思っています。実際

に民間企業の発想で行って宅造した時の単価はどのぐらいですよというのをはじいておく必要があ

るかなと思っております。ただ、この土地はやはり民間の宅造とは違う土地でございますので、そ

ういう分譲するための手法だとか、先ほど言いましたようにそういうのは加味されるのかなという

ような気がしております。以上、簡単ですけどそういうような、この表は中身になっております。 

○委員長（加藤正恭君）  １６年度のね、１,０３０万か、網かぶっているのはなんだい、これ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  これは実際に今ほぼ確定してきた金額を、この調書の作成の

１１月２９日の現在で表してもらっていまして、これは 1 千万はあべ牛さんの売却の土地代金でご

ざいまして、１，４００万につきましては公社からの買戻し、財務局の用地の売っていただいた部

分と、それから取り付け道路の費用ですとかが入っているのが１，４００万です。 

○委員長（加藤正恭君）  はい。それでは、ちょうどお昼でございますから昼の休憩に入ります。

午後 1 時から再開いたしたいと思います。 

休   憩      午 前  １１時５６分 

                                          

再   開      午 後   １時００分 

○委員長（加藤正恭君）  昼食の休憩を閉じて委員会を再開いたします。午前中の後半で資料が

提出されていろいろ説明があったのですが、数字的にちょっと合わないところがあるのですが、課

長、これわかりましたか。それらについて、まず、ご説明をいただきたいと思いますが。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  ９億６,２００万と９億５,１００万ということだと思います。

これは単純にですね、今、売れ残っている分の全てが売れたと仮定したらこうなりますよというこ

とでございまして、黒塗りの部分については逆に言うと未造成地の部分だったものですから、逆に

これを差っ引いたものという判断をされるわけですけど。これは逆に足さなきゃならないのかなと

いう気がしています。ですから、ここが９億７千万ぐらいにちょっと若干変わろうかなと思います。



 ２０ 

ちょっと収支バランスが若干変わってくると思いますので。これはあくまでもおおよその目安とい

う形で捉えていただければなと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  ああ、そう。９億５,１００万と９億６,２００万と、１千万ですね。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  １千万ちょっとの開きがございますので、これは逆に言えば

１６の部分もうすでに売れていますので、これは売れたという判断の下で引いてしまったのではな

いかなという気はしますけど。ちょっと今まだ担当と確認取れませんので後で精査してみたいと思

っています。 

○委員長（加藤正恭君）  だいたい説明がされたのですけれども、急に提出されてよく勉強する

暇がなかったろうと思うのですけれども、何かこの収支実績及び計画書についてご質問ありますか。

どうぞ、ありましたら。どうぞ、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  さっきちょっと課長お話していましたね、この特別会計の基本的な考え

方をもうそろそろ整理をしてもいいのかなというふうに思うのですよね。政策的にある場合はもち

ろん増減あると思うのですけれども、少なくとも政策的にやる場合は一般会計から出すなら出すと。

こういうことは、こういう状況になったらルール分で出すとかね。それから、今の単価で行けばこ

うなるからこの分については出すとかね。それから、特別会計の中だけで操作するのかと。そうい

うことを、基本的には一つね、やっぱり考え方をもうそろそろ定めた方がいいのではないかと。も

ちろん、議論の後で結構ですから。そういうような考え方をしないと、資料を提供していただく度

に動くというのはやっぱりちょっと違うのかなというふうに思うので、そこら辺を今後ぜひ検討し

ていただきたいなというふうに一つ思います。 

 もう一つ。さっき、委員長が指摘しました工業団地造成のこのことによる成果をもうちょっと具

体的に表なら表にして出せないものかと。何十何円なんていいですから。例えば、ここに書いてい

ますけど旭精密さんが撤退されたと。その後に少なくとも一つたいせいさんですか、操業していま

すよね。土地そのものについては両方とも売れているということだから問題ないのかもしれないの

だけれども。そんなことを含めて固定資産税が年間どれぐらい入って、人が８００人使われている

というのはよくわかりますけれども、年度別にずっとそういうものが積み上げられていっているの

かどうかね。そのことによって工業団地を作って誘致することによって、雇用は創出できるという

のはわかるのだけれども、財政的にもこういう状況になっていますよというところがわかるような、

我々もぱっと見てぱっとわかるような、そういうものを作って出していただければいいかなという

ふうに思います。その２点だけです。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  一応、特別会計の健全性ということだと思うのですが、これ

も先ほど言いましたように工業団地の中で合わすのであれば、かかった費用を売払いするもので賄

うと。これで会計は健全性を保たれるのであろうと思います。その中の施策的判断をどういう方法

にすることなのだと思うのですね。会計の中で処理をしてしまうのか。例えば、先ほど言ったよう

に一般会計の補助金という形の中で、例えば土地単価が１万円でしたと、これを８千円にするため

には単価差が２千円出るわけですから、これを例えば土地を取得した時に不足費の何％という形で
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助成で出せば軽減したことになりますから。逆に支援という形になると、そうすれば一番わかりや

すいかなと思います。今、これもきちんと正式な話ではないですけど上の方との話し合いの中では、

そういうふうにした方が逆に言ったらきちんと会計見えるのじゃないのという議論もちょっとさせ

ていただいていますけど。ただ、これはいろいろ動いているわけですよね。ですから、その時点、

その時点でどういうふうな対応をするかと。個々の業者によってもちょっと違うものですから。上

の方はまだそこまできちんとならないのかなという。で、今、特に一般会計も財政健全化の中で動

いていますから大変なことも事実です。で、億単位の土地が動きますと１０％、２０％と言っても

数千万のお金になりますから、果たしてそういうもので一般会計が動いていくのかどうかというの

もちょっと疑問で。現実的には今、１３億、１４億近い赤字にはなっております。だから、将来的

な課題としては本当にそういうところの数値もきちんと結び付けていかなければならないのかなと

思いますけど、過去にはそういうことをしていないものですから。今、きちんと結び付けようとし

てもちょっと難しいかなと思うのですよね。ただ、現状の段階でどのぐらいの赤出るかというのは

きちんと一回押さえてですね、これをどういうふうにしていくかというような議論はしていかなき

ゃならないのかなと思っています。現実に今、過去の捨てたものの絡みからいくと５億ぐらい出て

きますからね。ただ、それも１０年、２０年したらあれが６千、７千円で売れる土地になるのかと

言ったら、これもまた予測も立たない話ですから。ただ、この中できちんとしていかなくてはなら

ないかなと思っています。将来、赤字が出れば当然一般会計で補てんしなきゃならないですから。

その中で、いつかの時点でその考え方だけはきちんとしておかなくてはいけないのかなと。だから、

これはこれとして数字を押さえましょうと、これ以後についての単価はやめましょうと。単価操作

はやめて、逆に言ったら補助金という形でいいのじゃないのかという議論にもなるかもしれません

し。それは今後詰めていきたいなと思っています。 

 それともう一つの成果の部分ですが、これは本当は工業団地をやっている担当者としては一番そ

れをアピールして行かなければ町民の方に理解していただけないだろうと思っています。ただ、税

金の部分については当然、進出の部分からどのぐらい入っているのかというのを押さえることがで

きるのですが、雇用の部分にいきますと毎年毎年経年変化で押さえていますけど、それがどこら辺

まで結び付いているのかというのはなかなか難しいところもございますから。中心的には固定資産

税で比較していかなければならないのかなと。ただ、その他にも水道使用料、下水道使用料諸々、

これは処理費ですけどそういう部分も町には影響ありますのでね。その辺も含めて何とか押さえき

れる部分のところまでは押さえていきたいかなと思っています。ただちょっと雇用の部分の金額と

いうことになれば、手っ取り早いのは特徴でしか押さえられませんのでそういうものでも最低限い

いかなと思っていますので、押さえきれる部分。そうなってきますと、立地助成金で出した部分は

マイナス要素ですから、プラス要素と比較していくのかというのはちょっと今後お時間をいただき

ながら検討していきたいと。どういう調書の仕方がいいのかというも、これではなくて見やすくす

るためにちょっと検討していきたいなと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  今の話でわかりました。だから、こういうものが出るとぱっと見たらね、
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今、１３億の赤字だよって、これは事実なんだよ。だけど、将来見通しがどうなのかというのは、

これを見る範囲で言えば、今後、将来見通しがあって今まで０だったものが今の単価を下げること

により、また、いろいろな諸条件のことによって結果としては６億ぐらいの赤字が出ます、トータ

ルになりますよと。これは政策的にこういうふうにするわけですから、それに見合うだけのきちん

と理論的な根拠があって政策的なものが提案されていかなくてはいけないわけでしょ。ですから、

そういうことがみんなに理解できるような形で今後も進めてもらいたいと思うんですよ。そうでな

いとね、特別会計出た時だけパッと見てもこんなことなんて全然わからないですよ。だから、やっ

ぱりそういう議論ができる、そして、その上に立って、やっぱり企業誘致やるべと、そうしたら寄

せても何しても、もっともっと課長に頑張ってもらうためにこういうふうにするべとかという、そ

ういうふうになっていかないと議会なんてあったってしょうがないことになっちゃうからさ。そこ

だけね、やっぱり情報もきちんと流してもらってね、そして本当に理解と納得と政策がきちんとし

ていく上で進められた方がいいのではないのかと。だから、こういう条例が出たからそういうこと

になったのだけどね。これからもそういうふうな形にしてほしいなというふうに思いますけどね。 

○委員長（加藤正恭君）  課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  私も工業団地に来てからこういう数値を見させてもらって、

当初は１０何億も赤字があるということは承知していたところなのですけど、実際に固定資産税が

どのぐらい過去に収益があったというのは初めてわかったような次第ですからね。こういうものに

ついても町民含めて、赤字はこうですけど今現在何社入って何ぼ、そういうものは当然出して行か

なければならないと思っていますので、もうちょっとご理解いただけるような数値、資料を作りな

がら提供して行きたいと思っています。何かあればご提供させていただきたいなと思っております

のでよろしくお願いいたします。 

○委員長（加藤正恭君）  確かにこういうことによって経済の活性化に繋がる、波及効果がある

と。ただ、口だけではそう言っているけど、大渕委員の言うように数字的に実際どういうふうにな

っているのだということの裏づけをやっぱり出してもらうと、こういうことだと思うんでね。よろ

しくお願いしたいと思います、この部分ね。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  ちなみに、雇用状況を参考に差し上げた方がいいでしょうか

ね。10 月 1 日で取ったのですけど。 

○委員長（加藤正恭君）  それは工業団地のですか。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  そうです。企業さんが何人雇用していて、常用、臨時、男女

別にどのぐらい雇用しているかという数字なのです。 

○委員長（加藤正恭君）  それもコピーしてください。後でいいですから。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  後でお配り申し上げたいと思います。年度によっては若干で

こぼこありますけど。 

○委員長（加藤正恭君）  会計上は赤字であっても見えない数字が別にあるわけですよ。それが、

こちらの説明ばかりするから駄目でね。そのためによって、こちら側の方にこれだけあるのですよ

という裏づけを提示してくれればいいということになりますね。この問題についてはだいたいそう
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いうことでご理解いただけたと思うのですが、その他に何かありましたらどうぞ。 

○委員（宗像脩君）  工業団地内の仙田さんの話はその後どうなっているかということなのです

けど。これとはちょっと違うのですけれども。 

○委員長（加藤正恭君）  ついでだから。その後、仙田さんのことについてはどのようになって

いるかということ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  仙田さんにつきましては、いろいろな形で融資先を変えてや

りたいという意向はお伝えしていたかと思いますが。年前に確認申請が出てきまして、年明け早々

に確認申請は申請としては許可されましたということで一回胆振支庁の方から許可が出ています。

ただ、これは事業を起こすということと確認申請の許可というのはまた、権利だけで違うものです

から。 

○委員長（加藤正恭君）  それは課長、たいせいの隣の場所ということでしょ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  で、ご本人は基本的には、うちもこちらの方を斡旋した経過

はあるのですけど、資金面だとかそういう諸々、また別に土地も交換できないなら取得しなければ

ならないという部分もあって、二重投資もできないということで、やるのであればたいせいさんの

隣でご本人はやりたいということ確認申請はお取りになったようです。ただ、まだ金融機関の状況

が確認できていないということをお聞きしてございますので、今後どのような形で進んでいくのか。

ご本人はまだ断念はしていないという感じを受けておりますけど。近々、お話しを伺いに行って来

なければ駄目かなと思っていますけど。本人はまだやる気あるということでお伺いしています。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）  前にその話しが出た時に果たして工業団地にそういうのがふさわしいか、

ふさわしくないかということで論になったと思うのです。仙田さんが建てる、ただそれだけでどう

のこうのではなくて、果たしてそこがどうなのだということは、じゃあ、もうすっかり完全に棚上

げと言うか、ふさわしい、ふさわしくないということについてはもうクリアしたわけではないけど

も、もう話題にもならないとそういうふうに取っていいのですか。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  都市計画の区域指定の関係ですよね。それについては今、都

市計画と設定するという整備は進めています。ただ、それは３月以降になっていきますけど、区域

指定もありますので。そうなった時に、今、確認申請の許可を得ていますので、そちらの方が日付

的に先になりますので、それを設定しても建てられるというような状況に当然なってくるのですよ

ね。うちの方としては好ましくないという判断をして仙田さんにもお話ししているのですけど。法

的な順序から行くと年明けに確認申請を申請して、その設計とおり間違いないですよと許可を得て

いる以上は後でそういう規制をかけても、時間差の問題でよろしいと言ったら変ですけど建てられ

るような形になるものですから。これは説得と言うか、お話しもさせてもらわなくてはならないで

すけど。ただ、本人はもう土地交換できなくなった時点から向こうでやるという考え方の元で家族

とも話されているようですし、金融機関とも相談されているようです。その後の部分についてはち

ょっと掴まえていませんけど。 

○委員長（加藤正恭君）  宗像委員どうぞ。 
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○委員（宗像脩君）  それで、前の委員会だったか、協議会だったか忘れましたけども、やはり

条例の中にそういうものは盛り込まれていれば何て言うことないのだけれども、それが無かったと

いうことで今、そこまで来ていると。それで今後まだまだ空いている土地があるわけですから、ど

んな企業が入ってくるかもわからないのです。それで、やっぱり今から、少し遅くなったのだけれ

ども、そういうようなことを条例化するというふうにしなくてはならないのではないかと思うので

す。その件について。 

○委員長（加藤正恭君）  課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  それは前にも議会の中でお話しさせていただいたように、今、

都市整備課と進めていまして、うちの方からのそういう規定を設けてもらうようにという通知は既

に出していまして、それに伴って今、着々と進めているということでお聞きしています。たぶん３

月以降の議会の中で出てくるかなと思っています。その中で道の方に申請したり、いろいろな絡み

の中で手続きが少しあるというお話は聞いていますけど。３月か６月になるのか、ちょっと時期は、

上級官庁の関係何かあるそうで、その辺の絡みもあって定かではないですけど、３月以降にたぶん

出てくるだろうということでお聞きしていますけど。 

○委員長（加藤正恭君）  いいですか。その問題にちょっと関連して私も聞きたいのだけれど。

結局、３月以降に、何月になるかはわからないけれども、なっても仙田さんの問題については抑え

ることはできないわけですね。ですから、どうしてもあそこへ建てますよと言われたら、やむを得

ず建てざるを得なくなる状況も考えられるわけですね、現在。今の段階では。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  例えば３月に条例を出して可決されて、そういう諸々の手続

きで告示されたり、そういうものもあるのかもしれませんけど。そういうふうになったとしても、

確認申請を取っているのが１２月の申請でということになるものですから、それは日付的には生き

てしまうという考え方なようです。都市整備課に聞きますと、これは日付の問題から法律上は優先

するのでこれ１棟に限り建てられますと。それ以降についてはそういう条例の規制がかかりますけ

ど、仙田さんのはこれ、やるということになれば建ってしまうだろうという話は考えています。 

○委員長（加藤正恭君）  土地は今、仙田さんのものも移転登記は終わっているんですね。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  終わっています。 

○委員長（加藤正恭君）  何坪なのですか、あそこは。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  あそこは半分くらいあって９,０００平米ぐらいある。ちょっ

と細かく押さえていませんけど、９,０００平米ぐらいだと。 

○委員長（加藤正恭君）  ９,０００平米といったら３００坪ちょっときれるくらいか。２８０か

２９０坪くらいか。はい、他にどなたかありましたら。はい、山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君）  すみません、私もちょっと仙田さんの話が出たので、ちょっと関連

でお聞きしたいのですけども。石山工業団地内には好ましくないということでの当初お話だったと

思うのですよ。それで、駄目にはなりましたけども石山特別工業地区の方を紹介しましたよね。だ

けど、税金だとかそういう問題があって、その話も消えてしまったような状況なのですけども。こ

う考えると例えば都会に行けばですね、普通の法人企業の隣に葬儀場があったり、あるいは普通の
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住民が住んでいる隣に葬儀場があったり、これはごくごく当たり前な状況だと思うのですよ。そう

いう中でね、この石山工業団地は何となく葬儀場は好ましくないのではないかという、その基準と

言うのかな、判断と言うのかな、その辺きちんとしたものがあればいいんですけども、無い場合は

町の考え方としてそれを打ち出すには何か説明不足と言うのかな、のような気がしないでもないの

ですよね。私が葬儀場をもし建設したい立場の人間であれば、その辺でなぜ駄目なのかというよう

なところがやはり引っ掛かってくるのですけれども、その辺は何か明確なものというのはあるのか

どうなのか、ちょっと差し支えなければ教えていただきたいのですが。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、上坊寺課長。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  明確なものは、今、委員おっしゃったようにございません。

ただ、２、３の企業さんにちょっとお聞きした時にはイメージ的に好ましくないというのが数箇所

あったものですから。今後、出てくる企業さんに対してのイメージというものを。あそこはだいぶ

空いていますので、周りが空いていますのでね。出てくる企業さんに対してのイメージ、そういう

ものは排除した方がいいだろうという観点から、当初、そこでなくて動いていただけませんかとい

う斡旋もさせていただいたという経過もございます。ですから、法的には全然建てられないもので

もないですし、建てて構わないものです。ただ、そのお隣に、企業さんの所にそういうものが実際

に急に建っちゃったら・・・。そういうイメージだけの問題で、単純に言いますと、ここはやっぱ

り建ててもらいたくないよなという感じで押さえました。だけど、法的には駄目だというものは全

然ないです。だから、それに伴って今、工業専用区域でも建てられるものはいっぱいあるのですよ。

キャバレー、ダンスホール。 

○委員長（加藤正恭君）  風俗もいいの？ 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  個室付き浴場を除くですから、ある程度のものは建てられる

のですね。 

○委員長（加藤正恭君）  風俗はいいんだ、そうしたら。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  ただ、それは準工業地域ですから。工業専用地域、工業地域、

だから、その規定によっては建てられるものは結構あるということで。逆に言ったらイメージだけ

の問題なのかなと思っています。公衆浴場も建てられますし、お寺も建てられますし。 

○委員長（加藤正恭君）  墓場は？ 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  いや、墓場はないと思いますけど。 

○委員長（加藤正恭君）  いや、お寺建てられれば、墓場も建てられるわな。境内だもの。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  神社、仏閣、教会全て建てられるのですよ。だから、なるべ

くそういうものは排除していこうという形で今、進めています。実際、転売してあそこにお寺が建

っても不思議はない話ですから。それが逆に言ったら、売ることを促進するためにいいことなのか

どうかと。そういう、ただイメージの問題だけだと思います。ですから、今、内部では石山工業団

地、あそこはやっぱり工場として集積して、あとはこっちの国道脇の石山工業地域ですね、あっち

の方は少し弾力的に。今現在、区域外ですけどパチンコ屋さんあったり。今、無くなりましたけど。

ああいう状況になっていますのでね。あっちの方はメイン通りでもありますし、そういうものは当
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然あってもいい施設ですから、なるべく向こうにお願いしようという形で動いたということですね。

ですから、こっちは今、工場中心に入っていますので、やっぱりこっちだけはきちんと集積しよう

かなということで考えています。ただ現実に今、仙田さんがこういう形になった以上は、仙田さん

に限り建てられても法的にはどうにもならないかなと思っていますけど。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、どうぞ、山本委員。 

○副委員長（山本浩平君）  ということは金融機関の方との調整さえつければ、もうやるという

考え方だということですよね。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  そうです。家族のお話とか、そういうところまでは詳しくは

押さえていませんけど、家族会議をやって結論を出すという話をされていましたので。息子さん方

も戻ってきている方もございまして、だから、その中で議論されて最終できるような状況になった

時にするということだと思うのですよ。確認申請もずっと生きているという話をされていましたの

で。ですから、建てる時に生きてくるのだそうですよ。ですから、条例の制定時点の時の日付の問

題で、それは確認申請さえ取っておけば大丈夫と。ただ、今、協議している最中の中で確認申請取

っていなくても条例制定がいいかどうかというのはちょっとまあ、町民ですからいろいろなものが

出てくるとは思いますけど。後は協議をきちんと整えさせてもらってから条例制定という形に行け

ば一番いいのでしょうけども。 

○委員長（加藤正恭君）  そうなのだよね。本当はそれが一番いいのだけどね。なんか後追いだ

けど、建てることは何か、邪魔をするようなね。仙田さんに嫌がらせと言うか。結果的に嫌がらせ

にならないけどさ、建てられるのだからいいのだけども。何かその後に出すというのと、今後そう

いうものを作ったら駄目だよというあれになるからね。嫌な印象だよね。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  そういうのはたぶん・・・。ただ、都市整備課とは動きをさ

せてもらっているのは事実ですし。そういうのも見極めながら、ちょっと提案させてもらわなきゃ

駄目かなと思っています。仮に断念した時に、その条例を出すことによって、今度、仙田さんが土

地を持っていることが辛くなるという場合も当然出てくると思います。 

○委員長（加藤正恭君）  でしょうね。寝ているのだからね。今ちょっと思い出したのだけど、

あそこにパチンコ屋さん閉めているでしょう。非常にイメージダウンなのだよ、あそこら辺ね。板

張ってさ。だから、あれを斡旋してやれないかい。戸田さんと同じようにさ。パチンコ屋の後だか

ら。仙田さんもあそこへどう？って。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  所有者は戸田さんなのですよ。 

○委員長（加藤正恭君）  戸田さんの弟さんなのだよ、本当は。死んだ社長の弟さんなのだよ。

洞爺でお土産店やっているのです、湖畔でね。あの人が持っているらしいのですよ。だから、近い

うちに仙田さんに行くって言うから、そういうことも含めてちょっと話をしてみたらどうなの。い

や、戸田さんなんて売るか売らないか知らないよ、それは。わからないけども。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  ただ、今、求めた土地以外に再取得して建てるというのはち

ょっと難しいのじゃないかなという気はしますけどね。 

○委員長（加藤正恭君）  その土地はうちの方でまた斡旋するようなこともしてだ。金が寝てい
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るのだからかわいそうなんだよね。何も所得を生むようなあれでないからね。山本委員、いいかい？ 

○副委員長（山本浩平君）  はい、結構です。 

○委員長（加藤正恭君）  それから、最初の条例の方にちょっと戻るんだけどね。２ページの（２）

の土地代金の分割納入制度。例えば５年払いの場合に利息付けるものかい。どんなものなのですか、

これ。その辺りは検討しているの。一括払いで１億だよと、５年払いも１億だよということにはな

らないと思うのだけどさ。その辺りどうだい。はい、課長どうぞ。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  そこまではまだ細かく詰めていません。ただ、これは当初の

目的が初期投資の軽減ということで、企業誘致に弾みをつけると言ったら変ですけど、いっぺんに

１億かけるということでなくという考え方をしていますから、それに利息付けるのか妥当なのかど

うなのか。他でも分割でやっているケースありますから、それもちょっと他市町村の状況も掴んで

みたいかなと。 

○委員長（加藤正恭君）  まだ掴んでいないの？ 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  まだ掴んでいません。どこどこがやっているかというのは押

さえていますけど。 

○委員長（加藤正恭君）  だけど、一括払いも同じ、５年払いも同じだったら最初から５年払い

にしちゃうよ。その辺りは多少差をつけなかったら、金が無くてやるのと、あって５年払いにする

場合もあるしさ。同じ条件だったらいっぺんに払わなくてもいいや、５年払いにしちゃうわという

ことになればね、一括払いすることと差をつけなければ多少はならないのではないかという気がす

るのだけどさ。その辺りも今後の検討事項の中に入れておいてもらいたい。 

○産業経済課長（上坊寺博之君）  はい、検討させていただきたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  どうですかな、あとは。何かありますか。無ければ、一応この辺で質

疑を終了したいと思いますがいかがでございますかな。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）  これには討論と書いてあるけど討論しなければならないですか。別に

反対という方はおりませんね。それであれば、討論をしないで、このとおり認めていただくという

ことでご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（加藤正恭君）  それではそのように進めて行きたいと思います。原案どおり可決する

ことにいたします。これについての意見というのは皆様方からいろいろとご質疑をいただいたもの

を含めて委員長、副委員長にお任せ願いたいと思いますがいかがでございますか。よろしいですか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

                                          

      ○閉会の宣告 

○委員長（加藤正恭君）  じゃあ、そういうことで終わらせていただきたいと思います。今日は

どうもありがとうございました。 

（閉 会  午後 １時３５分） 


