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平成１８年白老町産業建設常任委員会会議録 

 
平成１８年 ４月１８日（火曜日）  

  開 会   午前１０時０４分  

  閉 会   午後 ３時０６分  

 

○所管事務調査 

第１ 企業誘致政策について  

 

 

○出席委員（７名）  

 委員長     小 西 秀 延 君     副委員長    玉 井 昭 一 君 

         吉 田 正 利 君             氏 家 裕 治 君 

         斎 藤 征 信 君             中 出   正 君 

 議 長     堀 部 登志雄 君 

 

○欠席委員（０名） 

 

○説明の為出席した者の職氏名  

 産業経済課長  三 戸 功 二 君     産業経済課参与 前 田 博 之 君 

産業経済課主幹 西   幹 雄 君     企業誘致Ｇ主査 工 藤 智 寿 君 

       

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事務局主幹   中 村 英 二 君     書   記   久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣言 

 

○委員長（小西秀延君）  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ございませんか。  

［「異議なし」の声あり］  

○委員長（小西秀延君）  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。  

 

◎ 所管事務調査 

 

○委員長（小西秀延君） 次に、本日の委員会に日程について事務局から説明いたします。  

○事務局主幹（中村英二君）  おはようございます。本日の委員会につきましては、所管事務調査

といたしまして、企業誘致政策についてを調査いたします。これより、担当課からの説明を受けた

あと、午後につきましては工業団地の現地調査、この中で企業１社訪問しての工場見学、懇談等を

予定しております。以上です。 

○委員長（小西秀延君） それでは、これより所管事務調査を行います。それでは執行部からの説

明をお願いいたします。はい、三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  それでは、事前に資料を配布させていただいていると思いますけ

れども、それに基づいてご説明を申し上げたいと思います。  

 最初に、私ども企業誘致担当する者でございますけれども、実は本年 4 月１日からグループ分け

をいたしました。従前経済振興グル－プが企業誘致を担当しておりましたけれども、今回新たに企

業誘致グループということでグループを新しく編成いたしました。いろいろ企業誘致活動をしてい

く上で、相手に与えるイメージも企業誘致という言葉を前面に押し出して誘致をいただくといいま

すか、そういう意味で企業誘致グループという形でグループを新たに編成したということでござい

ます。 

 その企業誘致グループのリーダーには、西主幹、グループ員には工藤主査、新たに今回企業誘致

担当参与ということで前田参与をお迎えしてございます。基本的にはグループには属しておりませ

んけれども、企業誘致担当参与ということでございますので、今年度はこういう布陣で積極的に企

業誘致活動を進めていきたいと思っておりますので、先ずもって、ご報告をさせていただきたいと

思います。 

 それでは、企業誘致政策についてということで、まずこれまでの企業誘致の状況について、若干

申し上げたいなと思います。 

 現状でございますけれども、企業誘致に関わる受け皿としての団地整備、これにつきましては平

成元年から石山工業団地、石山特別工業地区合わせて約４０２，０００㎡くらい。この造成をして



 3 

ございまして、実際に企業さんが立地されたのは、平成２年度にエンヂンメンテナンス株式会社さ

んが立地して以来、食品加工業、精密機械製造業、食品陸配送業など現在２４社が立地してござい

ます。この両団地と、その他地区というふうにとらえてございますけれども、それを合わせて、こ

れは毎年１０月１日に調査をしてございますけれども、現在８０４名の雇用がございます。その詳

細については、のちほど後ろの資料でご説明申し上げたいと思います。  

 そういう状況がございますけれども、平成１３年度に大島工業さんの第２工場、鉄鋼部門でござ

いますが、これが進出して以来ここ数年は、町内道内からの移転進出のみということで新規の進出

についてはなかなか厳しい状況にあるというような現状でございます。  

 企業誘致の考え方と申しましょうか、必要性について若干申し上げますけれども、企業誘致につ

きましては当然地域経済の活性化に大変重要な役割を担うというようなことで、町の施策の上でも

最重点施策として取り組んでいるものでございます。  

 もちろん企業の立地によって、雇用の拡大が図られるということ、あるいは長期的に税収の確保

がみられると、また立地した企業さんの中のいろんな協議したりという中から、新しい産業の創設

というものも期待してございまして、そのようなことから企業誘致を進めているところでございま

す。冒頭申し上げましたようになかなか大変厳しい状況がございまして、北海道全体の企業立地の

状況について若干申し上げますと、昭和６３年から平成３年くらいまでは毎年２００件を上回る立

地の水準ということでございましたけれども、近年は５０件程度で推移しているという状況がござ

います。 

これ日本全体的にも言える話しかと思いますけれども、なかなか厳しい状況があるというような

ことでございます。ただ、最近におきましては、隣町苫小牧市さんにおけるトヨタ自動車の第５工

場の建設ですね。あるいはアイシン精機の北海道新設。こういうような状況もございまして、これ

全国的にも今まで長引いていた景気の低迷というものが、若干上向いてきているという見方もされ

ておりますけれども、そのようなひとつの証なのかなと思っております。  

 しかし、白老町はですね、その通りの状況というのは今のところはまだまだ見えない状況がござ

いますけれども、いずれにしてもそういうような気運が出てきている状況があるのかなと言うよう

なことについてはですね、これから我々誘致活動する上でもひとつの明るい材料になるのかなと思

っております。 

 ただ、従前の日本全体における企業の動向といいますか、そういう状況というのがこれまでの国

内立地、あるいは国内生産、これはある面増加しているという部分があるのかなと思いますけれど

も、一方では海外立地、海外生産というものも増加しているという実情があろうかなと思っており

ます。そういう意味からいけば、かつてのような増加傾向というようなことをなかなか簡単には整

理できないものがあるのかなと思っております。  

ただ、冒頭申し上げましたように、この企業誘致が果たす地域経済再生という部分の、大きな期

待がございますので、今後とも今の少し上向き加減の、そういう状況に乗り遅れないような誘致活

動を積極的に進めていきたいというふうに考えております。  

次のページでございますけれども、そういう誘致活動を進めていく上で、優遇制度、立地環境の
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整備というものもの必要ということでございまして、これは昨年 4 月１日から一部改正してござい

ますけれども、優遇制度の改正を行ってございます。その主なものを申し上げます。  

① 立地助成金について 

固定資産税課税標準額 3０，０００，０００円以上の場合の固定資産税相当額、従前は３年間で

ございましたけれども、昨年 4 月１日から 5 年間に延長して、立地助成金として還付するというよ

うな優遇制度を設けました。改正でございます。  

② 雇用助成金について 

これは従前どおり初年度 5 人以上の従業雇用者を雇い入れた場合、一人当たり３００，０００円

を助成する。これは他の自治体の状況を見ても、この３００，０００円というのは概ね最高額とい

うことになってございまして、これについては改めて改正はしてございませんけれども、こういう

優遇制度をもってございます。 

③ 下水道の受益者負担金助成について  

下水道の未整備地域が工業団地の中にも若干ございます。未造成という部分も含めてのことでご

ざいますけれども、そういうところに立地した場合においては、受益者負担金を５年間助成すると。

これも新たに設けた優遇制度でございます。  

④ 土地代金の分割納入制度の導入 

これは進出する企業の初期投資を軽減する目的をもってですね、土地購入代金については５年以

内の分割納入というようなことを、これも新たに昨年４月１日から設けた優遇制度でございます。 

大きく２つ目には、工業団地・特別工業団地の分譲単価の改定でございます。 

平成１６年度に地価の下落によっての路線の下落修正が行われております。従って、それに合わ

せて分譲単価についても見直しを行いました。そういうことから現在、石山工業団地については、

従前６，６００円だったものが改定後６，０００円というようなこと。石山特別工業地区につきま

しては従前８，７００円だったものが７，８００円というようなことで、現状の分譲単価について

も、より実勢価格に近い単価を設定してございます。  

大きく３つ目でございますけれども、これはもうすでに委員の皆様ご承知のとおりでございます

けれども、企業誘致促進住宅を平成１７年度において建設をいたしました。これは単身者及び独身

用の住宅ということで、１棟８戸を建設いたしました。当然この目的については、ひとつには定住

人口の増加を図りたいというようなことで、主に町内の団地にお勤めになっている方のなかでもで

すね、町内の住宅利用の関係から、町外から通われている方が相当数おられるというような状況が

ございまして、そういう方々の住宅の保障ということでですね、まだ少ない戸数ではございますけ

れども、建設をさせていただきまして、現在８戸全部入居済でございますけれども、８戸のうち５

戸が町外からおいでいただき、ここに住所を設けていただいて、いわゆる定住化の一翼を担ってい

ただいているということがございます。  

これ、住宅の問題については、これを進めるにあたって、あらかじめ各企業さんのアンケート調

査等をした経過がございますけれども、そういう中では、町外から通ってこられている従業員の方

の中で、独身あるいは単身赴任者合わせて４７名ほどおられましたけれども、そういう意味からす
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れば８戸という戸数が、必ずしも満足するものではないのかなというふうに思っておりますけれど

も、たまたまこの１７年度に建設した住宅につきましては、産業再配置施設整備事業補助金を使っ

ての整備でございまして、実は平成１７年度でこの制度が終了になってございます。従いまして、

今後についてはその制度を活用してということはできないわけですけれども、これに変わるような

制度、あるいは町財政の状況を踏まえながら、私どもとしては何とか２棟目、３棟目、そういうよ

うな努力をしていきたいなというふうに思っておりますけれども、少なくても単独一般財源での展

開というのは、今の状況でいけばなかなか難しい状況にあるのかなと、そんなふうに思ってござい

ます。 

次に、企業誘致の戦略ということで若干申し上げさせていただきますけれども、いずれにしても

企業誘致につきましては、町の重点施策として進めていく重要な課題というふうに位置付けてござ

いまして、そういう意味から先ほど申し上げたような優遇措置の強化を含めてですね、その立地環

境の整備を今後とも充実していく必要があるのかなと、こんなふうに思っております。  

例えば、従前は不動産分譲、いわゆる団地を分譲するというような考え方とですね、場合によっ

ては賃貸というようなことなんかも視野に入れながらの展開も必要なのかなと、そんなことなんか

も考えてございます。  

分譲地の単価の設定なんかもですね、従前の単価設定からすれば、現在の単価については相当下

がってきている状況はございますけれども、これが誘致活動を優位に進める上で、単価というもの

がひとつのポイントになるとするならばですね、そのことも検討していく必要があるのかなと思っ

ております。 

当然企業誘致進めていくうえで、やはり担当窓口といいますか、先ほど申し上げましたように今

般企業誘致グループということで明確に企業誘致を中心に進めるという、そういうセクションを設

けましたけれども、企業誘致グループの中でですね、相手さん方のいろんな要望にこたえられるよ

うな窓口の一元化と申しましょうか、というようなことも１つの課でできるように、１つの課でで

きない部分、当然ありますけれども、それは庁内的に関係課とのコンセンサスを常にもって、当然

庁内的には企業誘致推進本部というものがございますが、なかなかそういう新たに立地される企業

さんがなかったという状況なんかもありまして、本部の開催というのが行われてこなかったという

部分があります。 

しかし、これから企業誘致進めていく上で、それぞれ関係する課のいろんな情報を持ち合せなが

らやっていく必要があるだろうと思いますから、関係課の連携を取りながら、窓口の一元化という

ものを進めていきたいなと思います。  

当然企業誘致をしていく上では、いろんな環境整備含めても、実際に行うのはそれぞれの職員、

人でございます。従って現役担当者の心構えというようなものも、切磋琢磨しながら、ここに何点

か掲げておりますけれども、やはりセールスマン精神を持ってだとか、訪問の繰り返し、これなど

も１度、２度行って、すぐにものになるならないということはですね、これはどうみても簡単にい

く話しではないですから、そういう訪問の繰り返しも必要であるとか、いろんな人脈を使うという

こともひとつなのかなと思っています。  



 6 

これは議会の審議の中でも申し上げてございますけれども、当然活動そのものは、私ども担当が

いろんな場面、機会をとらえて活動するというのは、当然のこととしながらもですね、状況をすべ

て把握するというのはなかなか難しい状況がございまして、最近においてはいろいろ金融機関の情

報であるとか、あるいは建設関係の方々の情報というものもいろいろ寄せられておりますし、ある

いは私どものほうで、広告・宣伝をしている情報誌のほうですね、そういうところからのお話なん

かもですね、いろいろ寄せられている場面もありますし、またお願いしている場面もございます。 

そういうようなネットワークを大いに活用しながら進めていきたいなと思っております。  

そういうような状況の中で、現在の石山工業団地の特別会計の状況について若干ご説明させてい

ただきます。 

先ほど申し上げましたように約４０２，０００㎡の団地を持って誘致活動を進めているところで

ございます。この平成１７年度末までの収支実績を申し上げますと、これまでの土地売却額が約１，

８１０，０００，０００円、起債１，２７０，０００，０００円，その他収入として約５３０，０

００，０００円。これはほとんどが土地の一時貸付使用料でございます。合わせまして収入合計が

約３，１３３，０００，０００円ということになってございます。 

一方支出のほうでございますけれども、土地の買収費に１，４８１，０００，０００円ほど、増

費のほうに９９６，０００，０００円と、それから事務費関係で２１８，０００，０００円、それ

から公債費ですが、元金支払・一時借入利子・長期債利子含めて１，８５３，０００，０００円と

いうような状況になってございます。  

なお、元金の１，２７０，０００，０００円につきましては、平成１７年度をもって全額償還済

みでございます。合わせて支出の合計が４，５５０，０００，０００円ということになってござい

まして、先ほどの収入合計３，１３３，０００，０００円あまりから差し引きいたしますと、現状

においては１，４１６，４８３，０００円の累積赤字というのが現状の会計の状況でございます。 

一方今後の見通し等含めてシュミレーションしてございますけれども、一応、今造成済みのとこ

ろの団地についての団地についてのシュミレーションと、未造成の部分を含めた今後の見通しを示

してございます。先ず、造成地の関係でございますけれども、１８年度以降１０年間という中で、

これを全額売払いをしていきたいという考え方をもってございまして、その土地の売却額が約８６

６，０００，０００円、その他収入として１５，０００，０００円ほど見込んでございまして、合

計８８１，５４５，０００円の収入を見込んでございます。  

一方支出のほうでございますけれども、若干の造成費、これは造成済みのところでございますか

ら、基本的に大々的な造成というのは出てこないかなと思いますけれども、多少の立地に伴っての

必要な造成というものが出るだろうということで約２０，０００，０００円程度の造成費用を見込

んでございます。事務費・造成等執行するにあたっての一時借入利子含めて支出が約８４，０００，

０００円程度の支出になってございます。 

従って収入合計の８８１，０００，０００円から支出の約８４，０００，０００円を差し引きい

たしますと、約７９７，０００，０００円ほどのプラスの状況が出てまいります。但し、ここで先

ほど１７年度までの累積赤字額を１，４１６，０００，０００円と申し上げましたので、ここで約
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７９７，０００，０００円のプラス財源があってもこの時点においては約６１９，０００，０００

円の累積赤字がまだ発生するという状況にございます。 

またもうひとつ、実は未造成地がございます。未造成地につきましてはこれは単価設定も、後ほ

どほかの資料でありますけれども、今の工業団地の６，０００円あるいは特別工業地区の７，８０

０円。この単価とは異なる単価の設定になってございますけれども、いずれにしても土地売却額と

して約２５０，０００，０００円ほどの収入を見込んでございます。ただ一方支出のほうでござい

ますけれども、この土地の一部については土地の買収をしていかなければだめだという条件がござ

いまして、これに約１１９，０００，０００円が必要になるものでございます。  

従いまして、ここで差し引きをいたしますと収入の約２５０，０００，０００円から土地買収費

の約１２０，０００，０００円、これを差し引くと１３０，０００，０００円ほどがここでプラス

財源というふうになりますが、これにつきましても先ほど１８年度以降の収支見込における累積赤

字額約６１９，０００，０００円、これとの差し引きでなおかつまだ４８８，０００，０００円ほ

どの累積赤字が残るという状況にございます。  

なお、この未造成地のところにつきましては、当然未造成地でありますので造成費用というもの

が当然伴うということになろうかと思います。但し、今の申し上げた見通しの中では造成費用未計

上でございます。これはいろんな場面があるものですから、なかなか一様に造成費用を積算すると

いうのはちょっと難しい状況がございましたので、この中では未造成地の造成費用は計上してござ

いませんけれども、実際の場面にあっては伴うものが出てくるだろうということになれば、先ほど

申し上げました最終的な累積赤字４８８，０００，０００円にプラス造成費用の部分が加わってま

いりますから、その部分が実質的な累積赤字になろうかなとそんなふうに思ってございます。  

次のページにカラー刷りの団地の現状状況と、今後の展開のわかる図面を添付してございます。

赤色で塗っているところが分譲中のところでございます。従って白抜きのところがすでに分譲済み

のところとなろうかと思います。水色のところにつきましては先ほど申し上げた未造成の部分でご

ざいます。これらのそれぞれの面積、それから分譲価格の総額それが先ほど申し上げた１８年度か

ら１０年間の今後の見通しに突合する面積、あるいは金額ということになってございます。 

次に資料として、分譲面積については先ほどらい申し上げておりますように、売却済みの面積が、

石山工業団地においては６５．３％、石山特別工業地区においては６６．９％とということで、そ

れぞれ石山工業団地については未売却の部分が３４．７％、１１９，２２１㎡。特別工業地区にお

いては１９，３８７㎡、３３．１％とというような未売却地がありますので、今後これらの分譲に

取り組んでいきたいというふうに思っております。  

企業立地の状況でございますけれども、実際には、石山工業団地については１６社が用地取得を

してございまして、立地については１５社。石山特別工業地区については１５社が用地取得をして

ございますけれども、実際の立地については９社というようなことで、それで先ほど２４社と申し

上げたような、立地済みの企業数でございます。 

就業人口でございますけれども、先ほど申し上げましたが、毎年１０月１日に調査をさせていた

だいておりまして、平成１７年１０月１日現在で石山工業団地で６０６人、石山特別工業地区で６
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３人、その他地区で１３５人ということで計８０４名の従業員の方が働いております。  

立地業種につきましては、ここに記載の通りでございます。  

裏のページに分譲件数の推移、それから最後のページに現在の白老町進出企業一覧と言うことで、

ここにはこれまで進出されて、撤退されたところもございますけれども、その全体がこの一覧の中

で示してございます。これが現状と今後誘致活動に向けての考え方、あるいは会計の状況・見通し

等について簡単に申し上げましたけれども、いずれにしても冒頭申し上げましたように、企業誘致

については町の産業活性化の上で、経済の活性化の上で、非常に重要な施策というふうにとらえて

ございますので、これまでなかなか長引く景気の低迷という外部要因もあったことも歪めない事実

かも知れませんけれども、そこを何とか工夫しながら白老町のもついろんな優位性のアピールをし

ながら、体制も一新したところでございますので積極的に誘致活動を進めてまいりたいというふう

に思ってございます。  

以上簡単でございますけれども、概要についてご説明を申し上げました。  

○委員長（小西秀延君）  ただ今説明がありましたが、この件について質疑がございました挙手の

上どうぞ。はい、吉田正利委員。  

○委員（吉田正利君） この度新組織の中で、企業誘致グループを設置されたということで、担当

参与の方も配置されたということで、今後の進め方の中で、目的的な進め方ができる可能性がある

のではないかと期待するところでございます。それで、現状の説明の中で、２～３お聞きしたいわ

けでございますが、現在この工業団地、特別地区を含めたなかで、調整池と公園用地がございます

が、法的に設けなければならない用地なのかということ。それから、石山工業団地の中に民有地が

ございますが、民有地はどなたの所得している用地なんだろうかと。３点目は現在の売却済みの用

地先の、企業の白老町に進出する考え方を中心にした条件はどうなっているのかについて、これに

ついてひとつお聞かせいただきたいと思います。  

○委員長（小西秀延君） はい、三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  先ず１点目に調整池、公園の関係についてですね、法的な根拠が

ということでございます。基本的には調整池の関係については、当時造成するときにですね、当然

開発行為の関係でやっていると思いますけれども、そのなかでまだ下水整備が全部、全部終えてい

ない部分がございまして、そういう部分で調整池というものが必要になったという経過があろうか

なと思います。ただ、これについては下水道整備が充足されていけば調整池については必要なくな

るものというふうに理解をしてございまして、先ほど申し上げた今後の売払地の中には、この調整

池の部分も含めてございます。そういうことでご理解をいただきたいと思います。  

 それから、公園の関係ですが、これ基本的には団地を整備するにあたってですね、公園を含めた

緑地というものをとるというのは、開発行為の中のひとつの取り決め事項になろうかなと思ってい

ますので、法的かといえば法的な部分になろうかなというふうにとらえてございます。  

 民有地の状況でございますけれども、これについてはあとで分かれば担当のほうから。  

売却もすでに済んでいるところの企業さんの今後の動向ということでございます。確かに、この

中で実は一番大きいのが６８番地のケンコーマヨネーズさん、それから６８－１９のインターナシ
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ョナル・トイレツリースさん、これらが大きいのかなというふうに思いますけれども、なかなか具

体的な今後の展開の考え方というものをお示しまでにいたっていないというのが現状でございま

す。特にケンコーマヨネーズさんなんかについてはですね、今どこもきている中では、本体として

ここへ立地してくるという、そういうところまでは至っていないようでございます。特に、いろい

ろ不要資産といったら語弊がありますけれども、会社さんからすればそういう意味合いになるかな

と思いますが、そういうものの整理をしていきたいというお話を伺ってございます。  

従いまして、私どものほうとしては、先ずすでにお買い求めいただいている企業さんにつきまし

ては、今後もそういう状況にはならないのかなというふうに思いますので、お話の中では町で買っ

ていただけないものかというお話も聞いておりますが、そこは私どものほうはなかなか対応は難し

いよという話をしてございまして、逆に今後の誘致活動の中で､ここの土地を含めての斡旋といい

ますか、そういうことをさせていただきたいというお願いも実はしてございます。インターナショ

ナル・トイレツリースさんについては、具体的にその辺のコンタクトが取れておりませんので、動

向分かりませんけれども、いずれにしてもお買い求めをいただいた当初の考えというのが当然あろ

うかと思いますから、これが今後どうなるかということについては、いろいろお話をお聞きする機

会を設けて整理をしていきたなとそんなふうに考えております。  

 民有地の状況、これどういう方がお持ちになっているかということでございますが、今確認して

ございますのでお時間をいただければと思います。  

○委員長（小西秀延君）  民有地の件につきましては、後ほどの回答ということで先に進めてまい

りたいと思います。関連の質疑は吉田委員よろしいですか。  

○委員（吉田正利君） 今報告受けましたけれども、もう少しそういうふうな意味で、主要各社の

状況と今後の対応について、もう少し明確にすべき問題ではないかという考えに至っています。と

いうのは、大体購入してから１０年以上経っているわけでございますので、そういうふうな意味か

らすると、多分この用地については、本州企業としては不用地として考えている向きが非常に多い

のではないかと思いますので、それであればあるように明確に売却方針の中で当局としても、これ

を総体的な政策用地として含めて展開すべき問題ではないかと思うのです。所有しているからとい

うことでこれを除外しておりますとなかなか進まない面もありますので、そういうふうな観点から

物事を進める必要があるのではないかと思いますので付け加えておきます。以上です。  

○委員長（小西秀延君） はい、三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  おっしゃるとおりかと思います。先ほども若干触れましたけれど

も、売却済みの各社すべてに現状についての意向確認をしている部分等は、申し上げられない部分

がありますけれども、一部の部分について若干申し上げたところでございますけれども、いずれに

しても取得されてからこれまで立地の状況にいたっていないということは、やはりそれぞれの会社

さんにおいてもそれなりのいろんな事情があるのだろうなというふうに思いますので、我々もその

辺のところを良く把握をさせていただきながら、当然、分譲面積まだ残っているよといいながらも、

そう大きな団地ではございませんので、そういうような土地も有効活用できるような方策を、今後

検討していきたいなとそんなふうに思っています。  
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○委員長（小西秀延君） 他に、質疑ございますか。玉井副委員長。  

○副委員長（玉井昭一君）  一番初めのページに、トヨタ自動車北海道第５工場、アイシン精機の

「アイシン北海道」の新設など白老町にとっても企業誘致に明るい環境材料となっている。となっ

ているのですけれどもこの２社が白老町にくる可能性、どんな部分についてこられるような予測を

しているのか、それとですね、他地区では企業誘致にちなんで土地を無償で提供するということが

数多くあると聞いているのですけれども、その辺とタイアップした状況でですね、白老は６，００

０円くらいで分譲するということが、果たしてどうなのかと、この２点についてお伺いしたいと思

います。 

○委員長（小西秀延君） はい、三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） ここでとらえているトヨタ自動車北海道第５工場の進出がござい

ましたけれども、新たにアイシン精機の「アイシン北海道」の新設ということがございますけれど

も、一つの考え方としては、そういうふうな動きが出てきているという部分が経済環境の部分で明

るい材料がある。それが白老町にもプラスになればというそういう期待感があるということがひと

つございます。 

 それと、直接的にアイシン精機さん、今回出てまいりますけれども、それによって白老町との関

わりがどういうふうになってくるか、これは現段階においてはなかなか難しい問題かなと。実はと

らえております。 

 ただ、そういう工業団地への進出という部分もございますけれども、これは先般新聞でも出てお

りましたけれども、胆振の商工会の連合会のほうでアイシン精機の本社さんへお伺いしていろいろ

地域のピーアールをしてきたという状況がございます。当然今私どもとらえている状況のなかでは、

４００人規模の工場ということになれば、当然そこに住む住宅も必要でしょうし、いろんな場面で

の関係も出てくる部分あるんだろうなと思っていますから、そういうところも一方ではとらえなが

ら、いろんな活動というのも必要になるかと思っていますが、ただ企業誘致という部分からいった

ときにですね、現状においてはまだアイシン精機さんについても、他の地域含めてどういう形にな

るかという全体像というのは、私どもまだちょっと見えない部分がございますので、東部地区の苫

東の中に、その工場が進出されるという、その現実の形しかまだとらえてございません。  

 従って、それが白老町としてどういうようなかかわりの中で進出が見込まれるかというのは、全

く未知の世界であるというふうに言わざるを得ないのかなと。そういうふうにとらえております。 

ただ、自動車関連ですから、新たにという部分は別にしてもですね、現状においても白老の団地の

中には、試作部品の企業さんもおられますから、そういうところとのいろんな関係が出て来る可能

性というのが出てくる部分があるのかなと、そんなふうには思っていますが、今のところこれに対

して、全く白老町への関連企業の進出というものについては、ちょっと見えない部分もありますし、

なかなか難しい部分もあるのかなとそんなふうに思っています。  

 土地の無償提供のところも、他にはあるよという話しでございます。確かに優遇という部分から

いけば、かなり究極の優遇措置かというふうに思いますけれども、確かに立地企業さんが進出にあ

たって初期投資がかからないという部分については、それは大きなメリットもあるのかなというふ
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うに思いますけれども、私どもやはり、そこは特別高い単価を設定しているわけでもありませんし、

逆に優遇単価といいますか、政策単価的なところでやっている部分がございますので、進出企業さ

んも必ずしも、土地代のことだけで進出をうんぬんするという、そこの部分はもしかして順位付け

したときにはそんな上のほうではないのではないのではないかというふうにとらえております。  

 そういう面からいけば、私どものところでは今の段階、土地の無償提供という形をもってしてで

すね、誘致活動を進めるという考えは持っておりませんのでご理解をいただきたいなというふうに

思います。 

 それと、委員長先ほどの答弁保留させていただいた件でございますけれども、緑色の部分でござ

いますけれども、実はこの緑色全体について、今すべてご説明できる状況にありませんけれども、

７０―１８、１３，２４１㎡というところ、ここ１筆としては、固まった土地になりますけれども、

これについては寿都町の方が所有してございます。町外の方でございます。その右側のほうですが、

細かく分かれておりますけれども、これもおそらく町外の方かなというふうに思いますけれども、

現段階でこのすべての土地について、所有者の確認まではいたしてございませんので、それは調べ

ればすぐわかることなんですが、とりあえず今申し上げたいのは７０―１８、１３，２４１㎡の部

分については町外の方がお持ちになっておられるということで申し上げておきたいと思います。  

○委員長（小西秀延君）  関連のご質問、玉井副委員長よろしいですか。それでは他に。はい、斎

藤委員。 

○委員（斎藤征信君）  １つ、２つお聞きしたいのですが、先ず１つは誘致グループを作って、本

格的に企業誘致に乗り出すということでは、大変素晴らしいことだというふうに、また必要なこと

だというふうに思いますが、先ほどの説明のほかに、企業誘致を本格的に進めていくために、実際

に、具体的にどのようなところを力を入れながら進めていこうとするのか、いろんな仕事があるだ

ろうと思うのですが、ここにも書いてあるように、企業は人だから会って信頼を勝ち取らなければ

ならないということだろうと思うのですけれども、その体制がどんなふうにとられるのかどうか、

具体的に今のスタッフの中で万全にできる体制にあるのかどうなのか。具体的な内容でお知らせい

ただきたいと思います。  

 もうひとつ、今も話がありましたけれども、優遇制度に絡めて、この優遇制度ができて企業を廻

ったときに、優遇制度の効用、どんなように働いて、相手の要望と合致しているのかどうなのか。

相手はもっと違うことを要求して、こんなふうにして欲しいという要望があるのかどうなのか。こ

の優遇制度が、交渉している中でどのくらい有効に働いているものなのか。そのあたりをお聞かせ

いただければというふうに思うのです。  

○委員長（小西秀延君） はい、三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 誘致活動にあたっての具体的な展開法則ということでございます。

基本的には、私どものほうでは誘致活動する相手方をどこにするかというところがひとつございま

す。どこでも、ただ顔を出せばいいということにはならないかなということには思っていまして、

ある程度ターゲットを絞ってということになろうかと思います。従いまして、基本的には今までい

ろいろ引き合いがなされている企業さん。これらを重点的に進めていきたいと考えています。  
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 それと私どもの方で、産経ビジネスに広告宣伝出しております。雑誌は日経フォーラムというと

ころですが、そこの情報を見て、年間大体１０件前後になりましょうか、資料要求という形で問い

合わせがございます。そういう企業さんをこれまでの活動の中でいけば訪問させていただいたり、

ダイレクトメールで状況を付記するようなことをしたりというようなことをやってきてございま

すけれども、それをもうちょっと熟度を高めていきたいというふうに思ってございまして、確かに

資料要求をいただいている部分なんかについては、将来のためというそういう程度の資料要求と言

うのが多いのですけれども、今後、これまでの経済状況と若干変わってくる可能性があるのだろう

ととらえておりますから、その辺で多少動きのみたいものが出る可能性があるなというふうにとら

えたときに、従来と同じような形ではやはりまずいのかなというふうにとらえておりまして、そう

いうような企業さんへの訪問について、具体的にはこれまで単発的に、例えば道外の方であるとす

れば、せいぜい１泊２日、２泊３日程度の日程をもって活動してきたという経緯がございますけれ

ども、この辺を１日延ばす、２日延ばすという形をとれば、１回しか行けなかったところも、「今

日帰りますけれども、もう一度顔出しに来ました。」という方法も取れるかなと思っていますし、

そういうような活動の仕方も検討していきたいなと思っております。  

 先ほども申し上げましたけれども、私どもが資料請求をいただいた企業さんをターゲットにする

という一つの考え方と、もうひとつはこれまでの積み重ねの中で、いろんな人脈と申しましょうか、

そういうところまで至っている人方のいろんな情報というのもお寄せいただいているのも事実で

ございます。そういうような情報を大事にしながら、もちろん活動そのものの具体的なものについ

ては、訪問活動ということになろうかと思いますが、そういうような機会をとらえてやっていきた

い。その具体的な手法については先ほど申し上げたようなことを検討しながらやっていきたいと、

こんなふうに思っています。 

 それから、優遇制度の関係でございますけれども、当然資料請求なんかの場合においては、そう

いう資料をお出ししてアピールさせていただいておりますけれども、それが現実に具体的な話とし

て成り立つところまでいっていないという状況にあるものですから、優遇制度そのものについて、

町の具体的なお話を聞けるまでの状況にないというのが、現状としてはそういう状況にあるのかな

と。ただ、昨年 4 月に改正をさせていただいた優遇制度については、道内の各自治体でいろんな企

業誘致をやってございますけれども、そういう工業団地を持っておられるところの優遇制度と比較

しても、決して見劣りするようなものではないというふうに考えておりまして、基本的には当町の

優遇制度そのものについては、一定のレベルにあるのかなと。  

ただ、ご質問のように相手企業さんが求める優遇制度がいかなるものかというところについては、

現状においてはなかなかそこのところまでお話を聞ける状況にはなっていないというのが実態か

なと思います。 

○委員長（小西秀延君） はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）  厳しい状況で、誘致がなかなか進まないというのは、この不況の中で当然

だなというふうに思うのです。これはここの白老だけの問題ではなく、どこでも一般的にそうだろ

うというふうには認識はするんですけれどもね、果たして、どこもうまくいっていないのかという
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ことになればそうでもないだろう。やはり、企業誘致を上手にやっている地域というのが他にない

のかどうなのかね。他と比べてみて、この白老が行き詰まっている部分も、何か足りないところを

もっと充実していけばもっとうまくいける、そういう条件というのが探り出せないかどうなのか。

うまくいっているところだとか、そういうようなことを調べたりしている状況というのはございま

すか。特にございませんか。 

○委員長（小西秀延君） はい、前田参与。 

○産業経済課参与（前田博之君）  今の状況で、企業誘致うんぬんの成功例とかとありますけれど

も、具体的な部分でいけないわけではないです。１つの例でいけば、斐川町といって２8，０００

人くらいの人口があるのです。そこでは職員が何年もかかって、人的ネットワークの中で工業団地

が３つくらいあるのですけれども、そのなかで企業を誘致してきているというような実績はありま

す。距離的にいくと白老より遠いのです。飛行機で行くとそれほど変わらないけれども、ＪＲでい

くとすごい距離感があるのですけれども、島根県のそこに出ているというような部分は、その１担

当者も、かなり誘致活動をして歩いていると。  

 もうひとつは、その中で信頼関係を作っていっているんですよね。これは物の本ですけれども、

私も実際その町に聞いたこともあるのですけれども、２～３年前に東京のほうで水飢饉があっとき

に、ミネラルウォーターを即送って信頼関係を作ってきたということで、ここには富士通とか村田

製作所、島津製作所、これらは１００％出資で、現地で現地法人を作っています。そういう部分で

こぎつけているということで、非常に人間関係の信頼性の中から生まれてきているという部分でや

っている町村もあります。 

 先ほど課長も答弁いたしましたけれども、最初に優遇条件ありきかどうかではなくて、その地域

が企業進出する場合において、ここにも書いてありますが、企業としてメリットがあるかどうかと

いうのをいかに売り込めるかという部分だと思います。 

 近隣でいけば、私がやったときも、千歳がかなり企業誘致をやっています。千歳空港が近いこと

を売り物にしているのですよ。そうすると神奈川辺りの企業から、朝電話がくるんですよね。資料

がほしいのだということで、「では、私すぐ伺いますから」といったら、千歳からだと飛行機の便

がありますから２時間くらいでついてしまうんですよ。そうすると、そこの担当者が「私たち羽田

へ出て、飛行機乗ってくるより近いんですね」というかたちで、そういう行動力ですとか、何がポ

イントかということを抑えて、企業誘致するというような形で、すべてではないですけれども、積

極的に誘致されている町もあるということでございます。以上です。  

○委員長（小西秀延君） ここで休憩を取りたいと思います。再開を１１時２０分といたします。 

 

休   憩 （午前１１時０７分） 

 

再   開 （午前１１時２０分）  

 

○委員長（小西秀延君）  引き続き会議を開きます。斎藤委員関連のご質問はございますか、よろ
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しいですか。では、他に質疑をお持ちの方いらっしゃいますでしょうか。はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  僕、工業団地については勉強不足で分からないことがあるので、教えてい

ただきたい部分もあるのですけれども、平成２７年度までの累積収支予測という部分で出ています

けれども、１０年後の収支予測の、未造成地の費用なんかも入れると約５００，０００，０００円

になるのかなと思ったりもするのですが、この金額というのは、時代の流れの中で土地の下落だと

か、いろんなものが加味されているとは思うのですけれども、当初の目標というか、そういったも

のがこの金額というのは一体どういった部分を占めているのかということが先ず１点。  

 それから、工業団地の造成自体というのは、多分これは投資的な部分だと私はとらえているので

す。これが、例えば平成元年から始まって、今から１０年後の２７年までの収支予測のなかで、経

済効果としてはどういった形で、１０年後でなくて現在でもいいですけれども、経済効果というの

がどういう形であらわれてきているのかということを教えていただきたいと思うんですね。 

 もう１点、この１０年後の約５００，０００，０００円近い収支予測、１０年後といいますと、

第３商港区が完成し動き出すときですよね。これとの関連性をどうやって他企業さんにアピールし

て、またその効果をどう上げていこうとしているのか、その辺の目標をお伺いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） はい、三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  会計の関係のついてのご質問かと思いますけれども、確かに、今

１７年末現在で約１，４００，０００，０００円ほどの累積赤字を生じております。当然、この会

計の基本的な考え方については、造成費用と分譲単価を見合わせたときに、基本的にはそこで収支

バランスをとるという考え方が基本的できたかなと思います。その部分が若干崩れてきているとい

うのは、完全に分譲地そのものが売却できていないという状況があるということと、それと土地そ

のものが下落してきているということで、当然実勢価格にあわせた単価設定をせざるを得なかった

という、そこの目減りの部分が今の状況に陥っているというのが、基本的な見方でいいのかなとい

うふうに思っております。 

 そういう面からすれば、当初目標から見たときという部分でいけば、かなり変わってきている部

分があるというのは事実としてとらえておく必要があるかなと思っております。  

 ただ、これはいつも申し上げていることですけれども、今氏家委員さんもおっしゃいましたけれ

ども、ここにかける費用そのものについてはある面投資をして、その中からプラスアルファ－、い

わゆる経済効果というものをどうやって見出していくかという、そこのところも重要なものという

ふうに私方もとらえております。  

当然先ほど申し上げておりますけれども、現在２４社の立地操業の中で、８０４名の方の雇用の

場が確保されているという、これはやはり大きな効果だというふうにとらえておりますし、当然そ

こから波及する消費の問題、あるいは立地企業さんにおける固定資産税なんかについては、当然長

期に見込める財源でございますから、ですからこれらなんかは相当大きい経済効果になると思いま

すし、特に白老町の工業出荷額なんかについては、おそらく全道でも町村の中ではトップクラスだ

というふうに理解しておりますけれども、そのへんの一翼を担っているのもこの立地された企業さ

んのものがそれなりのウエイトを占めているというのも事実かなというふうに思っております。  
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ちなみに、これ古い資料でございますので、現状とは若干違っているかもしれませんが、平成１

３年の白老町の工業統計における誘致企業の製造品出荷額というものが、当時２０社で１３，２０

０，０００，０００円になってございます。それから、同じく１３年度における誘致企業における

固定資産税の課税額、これが約６７，０００，０００円ほどになってございます。それにこれはな

かなか数値的におさえておりませんけれども、先ほどいいましたような８００人からの就業者がお

られるところが発生する。いわゆる消費というものが、それなりの白老町の経済の位置をになって

くるのかなと思っております。 

ただ、この辺の問題については、私どものほうも現実に沿った状況というのが、どういうふうに

あるかというものは、近々に調べてみたいというふうに考えてございまして、ただ今申し上げたの

は、ちょっと古い数字ではございますけれども、いずれにしても経済効果というものはそれなりに

あるのかなと思っていまして、一方団地の赤字会計という部分とのですね、そこはそこでいろんな

経過をたどっての状況がございますけれども、一方ではそういうような経済効果もあるということ

もご理解いただければなと思っています。 

今後１０年間に向けて、未分譲地の全地分譲も含めて、今後努力してまいりますけれども、そう

いう中で今お話しありましたように、白老港の第３商港区との兼ね合い、これはやはり大きく関連

付ける必要があるだろうなと思っております。  

私どものほうも、単なる企業誘致、工業団地の優遇ばかりではなく、白老町の持ついろんな地域

特性、地理的条件、いろんなものがありますから、その中に当然輸送上の問題という中で白老港の

果たす役割というのは、来る企業さんにとっては、船舶輸送を伴うような製造品の場合なんかにつ

いては、これは相当大きなメリットがあるのだろうなというふうに思っております。  

まして、私どものほうで企業誘致のいろんなピーアールをさせていただく中では、白老港という

ものはやはり外せない問題でございまして、いろんな資料要求に対しても、白老港の問題について

はこれまでもピーアールをさせていただいておりますし、その辺については第３商港区そのものの

供用開始というものが、だんだん見えてくれば見えてくるほど、強力にピーアールをしていく必要

があるのかなというふうに思っております。いずれにしても大きな関連があるものと思っておりま

す。 

○委員長（小西秀延君） はい、氏家委員。 

○委員（氏家裕治君）  わかりました。それで、僕はこれからの１０年の、例えば土地の売却、こ

れ８６０，０００，０００円というのは完売した時の数字ですよね。１０年というのは「あっ」と

いう間だと思うんですよね。そのためには、本当に、今課長がお答えになったとおり、港というの

はすごく大きなアピール材料になると思うのです。特に、苫小牧、室蘭という部分に関しては、本

当に運航する船舶が過密状態にあって、下手をするとこの間の東京湾ではないですけれども、ああ

いった事故なんかも起きるような、予想されるような、過密状況にあるのが現実だと思うんですね。

今、そういた部分を考えながら、白老港が苫小牧、室蘭のサブ港として、本当に運行できるような

港になっていくべきだと思いますし、多分そういったものを企業さんあたりにうまくアピールして

いければ、本当に白老港がうまく利用されて、白老の工業団地、白老町近辺の土地利用がなされて
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いくのではないかと思う一人なんです。  

 別に、そこに視点を置くわけではないのですけれども、本当にこの１０年間というスパンで物事

を考えた中での、この数字が出てきているものですから、そこは本当に企業さんにアピールする。

そしてセールスする。例えばいろいろなそういう広告だとか、そういったものでアピールするのも

いのでしょうけれども、例えばこれだと思った企業さんには、是非白老町にきていただいて、白老

町と都市部との関係性、交通の利便性だとか、実際に目で見てもらったり、そういったことも、企

業誘致のひとつの努力ではないかと、それがひとつのセールスではないかと思うのですけれども、

その辺についての考え方はどうとらえるのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） はい、三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  今、白老港との関連性を持たせた企業誘致活動のあり方、これは

基本的に先ほど申し上げましたように、全く必要なところだと思っていますし、ただ、今お話しな

りました白老港の位置付けといいますか、役割といいますか、氏家委員がおっしゃったような、他

の港の補完というような、そういう位置付けになるかどうか、そこについて私どもとしてはご答弁

申し上げる部分ありませんのでご理解いただきたいと思いますけれども、いずれにしましても白老

港が商業港として、有効に活用していただくという部分においては、やはり既存の企業さんという

よりも、立地されている企業さんというのは、港の利用をひとつ前提として立地されている企業さ

んも現実におりますし、今後の誘致活動においても、港という優位性を全面に出して活動していく

というのは当然かなというふうに思っています。  

 そういう部分で、当然、港ばかりではなく、高速道路に近いだとか、空港にも近い、あるいは道

都札幌にも近いよとという地理的な優位性だとか、そういうものを当然書面上ではアピールさせて

いただきますけれども、それを現地で実感してもらうというのは、これ大事なことだと思っていま

す。実は、そこまでいく過程が、なかなか難しい話かなというふうに思いますけれども、当然少し

でも、そういう状況が見えるような企業さんとの交渉の中では、是非きていただいて、その状況を

肌で見て感じていただくような方法は、当然取っていくべきだろうと思っていますし、これはこれ

まで立地された企業さんにおいても、ただ書面上で見て決めるなんてことは先ずありえないと思い

ますので、過去にもやってきたことであろうと思いますし、今後においてもそういう機会が、是非

来て現地を見ていただくような、そういうような努力をしてまいりたいなと思っております。  

○委員長（小西秀延君） よろしいですか。はい、他にございますでしょうか。吉田正利委員。 

○委員（吉田正利君）  今回の企画の中で、企業誘致戦略というひとつの観点からものを見たとき

に、今まで論議されている事項たくさんあるのですけれども、現実的に例えばどのような手法で企

業誘致するかという観点、もう少し詰める必要があると思うんですね。  

 それで、ひとつ考え方なんですけれども、例えば道外の企業が白老に進出するとなると、何を条

件にして求めてくるのかということについて、やっぱり分析をして、現状の問題点それからニーズ

をどのようにとらえていくか、消化するかということをこれからの企業戦略の中で、もう少し部署

できちんととらえる必要があると思うのです。  

 ここにいろいろと書いてありますけれども、抽象的ではいけないと思うのですよ。それで、道外
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の企業が白老に、今後の生産基地を設けるということになってきますと、先ず本州において企業を

実際経営するにあたってどうなのかというと、土地と工場、人の問題を主に人の金ということから

考えると、土地は非常に高いわけです。工場・施設についても大体北海道と変わらないと。そうす

ると大体費用について５０、５０なんです。それを北海道へ求めるとなると、北海道の有利点とい

うのは、土地の費用は大体２０％くらい全体経費の中で見るわけです。本州で５０％かかるのが北

海道では２０％だと。工場・施設については、５０％これは変わらないわけです。そして、あと何

がメリットがあるかというと、やはり人資源なんですね。これを求めてくるわけです。北海道のデ

メリットは何かというと、物流コストなんですよ。これ、どこの企業もそうだと思うのですが、北

海道へ行って遠いから、物流コストが０ということは、先ず考えないと思うのですが、やはり本州

と比べて、この費用はやっぱり全体費用の１０％を当初計画するわけです。後の残ったのはどうか

というと、あとは資本化すると留保なんですね。北海道へ来て危険性を見て、それを見ていくと。

ですから、工場用地で安くて２０％、建設費用で５０％、あと人問題で１０％、あとの１０％は留

保するという考え方の中で、やっぱりメリット、デメリット計算をして、工業誘致の立地条件を設

定するわけです。そういうふうなことも良く分析した中で判断しなければいけないのではないかと

思うんですね。もうひとつは、やはり白老町の工業団地を見たときに、今ここで大企業を論じたと

ころで、用地がないわけですから、来ても仕方がないわけです。今白老町で誘致できるというと、

中・小以下しかないわけですよ。大きい企業がきたって入るところがないわけですから。ケンコー

マヨネーズさんの敷地が、今４０，０００㎡、１２，０００～１３，０００坪しかないわけですか

ら。これが最大の用地条件ですから、大企業にお願いしますと言ってもないわけですよ。  

そのようなことで、中小以下のどのような業種を選定するかというところに焦点を当てなければ

如何と思うのです。そうなってきたときに、やはり業種の選定も非常に大切だと思うのです。どの

企業でも良いから来てくれといったって、なかなかそうはいかないだろうと。やっぱり、全体的に

見ると、白老町に対する資源の問題とか、物流コストを考えていったときに、すこぶる限定されて

いくわけです。ですから、どんな企業でもいいから来てくださいというわけにはいかないだろうと。

そこに、白老町にあう企業の業態というものをターゲットにして選定する必要があると思うのです

ね。そういうふうなことからすると、意外と限られていくと思うのです。そんなことも、やはり今

後の企画の中で、きちんともう少し検討して、ターゲットを絞るというところに焦点を当てないと、

漠として企業誘致をしようとしても、これは非常に問題があるという気がいたします。  

そういうふうなことも含めて、あとは今度機能的に、きた時の問題で、何が一番問題かというと、

やはり先ほどいったように、福利厚生の施設とか、そういうふうなところは面倒を見なければいけ

ないと思うのですが、私の経験からすると、そういうふうな意味では白老町非常に良くないです。 

例えば、全体的に人の面倒を見ると。これ余分なことなんですけども、来たら来っぱなしそのま

ま、「住宅はおまえら見つけれ」というようなことが現況なんですね。あるところは、そういうよ

うなところまで、これビファーサービスなんです。要するにそれだけの力を持って白老町に進出す

る企業は少ないわけですよ。そういうふうなところまできちんとした考え方で、表面的な問題では

なくて、やはり進出してきた企業に対しては、人の問題、住宅の問題、すべてにおいてきちんと最
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後まで面倒見るだけのサービス精神をどこまで企画するかが、これからの大きな問題だと思うので

す。ですから、アイシンの問題先ほどでましたけれども、これははっきり言いますとアイシンだっ

て下請けですから、関連の企業といいましても、親企業の息のかかった企業というのは勝手に方針

を決められないわけですよ。来たくたって。ですから、そういうふうなことも企業の特性として良

く判断しなければいけないと思いますし、苫小牧にアイシンが来るから意外と条件が整ってきたと

いうのが甘いと思うのです。 

白老に来たくたって、親企業の見解を聞いてですね、判断しなければいけないわけですから、距

離感の問題とか、あるいは立地条件の問題とか、相対的に調べた中で判断しなければいけないと思

うのです。アイシンの子会社いろいろと検討すると思いますが、今後そのような見地から、よく検

討されて、手っ取り早いのはやはりアイシンの関連会社を、これからあたって白老へ来てもらうこ

とが一番早いわけですけれども、それについてだって、今いったようにアイシンの息がかかった企

業というのは勝手に判断できない、そういうようなシステムになっていますから、ですから早いと

ころ調べて、そのような問題点を早いところ解消しながら、企業誘致活動に力を入れていかなけれ

ば、ただ単に来てくれるのではないかという憶測だけで物を判断することは非常に危険ではないか

と思います。 

私は白老町は土地が安くて非常に良いのだけれども、そのようなことでアイシンが来るのだった

ら、やっぱり千歳は空港工業団地をあれだけ持っているわけですから、千歳空港が近いわけです。

ですから、同じ条件であれば必然的に千歳に行きます。そういうふうな問題を含めて、これはケー

スバイケースで対処しなければいけないところがたくさん出てくると思うんですね。今いったよう

ないろんな問題を含めて、改めてグループ化によって専門部署もできましたので、そういうふうな

所を詳細分析して、戦略的に対処しなければいけないことがたくさんあるのではないかと思うので

す。 

私の経験からして、いらないことをするのではなくて、進出する企業の力として非常にそのよう

なところも問題化しなければいけないのではないかと、本来ならばしなくてもよいのですが、その

ようなことも問題になりますよと。要するに進出したあとの問題について、どのようなところまで

焦点を絞って面倒を見ていけるのか、その辺のことだと思います。 

この工業団地の、現在の規模に合った企業を選定して、業態も選定して、そして対応するという

方針を早いところ設定すべきではないかと思うのですが、その点についてどうお考えでしょうか。   

○委員長（小西秀延君） はい、三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） いろいろ貴重なご意見いただきました。正に、この企業誘致戦略、

この戦略的にどういうふうに進めていくかという具体的なところは、これから十分詰めていく必要

があるかなと思っています。ただ、お話しにありましたように、企業さんが進出をするにあたって、

やはり企業の展開方針というのが当然あると思います。我々もこれまで、短い期間ではありますけ

れども、そういう中でいろいろ感じ取っている部分なんかについてはですね、土地の問題だとかい

ろんな環境整備の問題ありますけれども、やはり北海道へ来る、あるいは白老町へ来る、それはな

にが目的かと考えたときに、例えば、Ａ社さんならＡ社さんの業態からいったときに、自分の求め
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る原材料がそこにあるよとかですね、あるいはマーケットがどこにあるよとかですね、そういうい

うようなものが当然進出のきっかけになると思うんですね。そのときに、白老にない原材料であれ

ば、すぐ隣町にありますよ。もうちょっと遠くへ行けばありますよ。そのような情報をいかにお教

えできるか、そんなことを含めての誘致活動というのは当然必要になってくるのだろうなというふ

うに思っています。 

 そういうところで、私どもの今の団地の規模からいって、委員がおっしゃるとおり、大企業をタ

ーゲットにということは全く考えてはおりません。逆に言えば今５０人いれば結構大企業ですよと

いう、今のご時世かなととらえておりますので、当然団地規模に合った企業さんへターゲットを絞

り、あるいは業種についても、白老町の特徴を提供できるような企業さんが、もしお考えをもって

いるとすれば、そういうところなんかについては積極的に進めていく必要があるだろうなというふ

うに思っています。 

 それと、白老町へこられた企業さんに対する進出後のアフターサービス、これはやっぱり大事な

ところだろうというふうに思います。当然、いろんな活動を進めていく上で、普通からいけば、一

般的に言えば、良いことばかりしかピーアールしないかなというふうに思うのですが、例えば、そ

の中で「こういうこともします。」「ああいうこともします。」ということを約束した以上はですね、

ちゃんと進出後においても全うしていかなければ、なんだかんだいっても信頼関係が大事だと思い

ますので、そこで信頼関係が崩れてしまうということは、次につながる企業さんへの、これは我々

が直接的に活動してピーアールするという以前よりも、ここに立地された企業さんの口コミでくる

というのはすごく大きいことかと思いますので、そういうところを大事にしていかなければだめか

なと。これはなかなか、いろんな学校だとか病院だとかあるいは保育園だとか、いろんな環境整備

を含めて、それら全部をまかなえるかといったら、それは難しいところがあるかもしれませんけれ

ども、少なくてもやれることでの約束をした以上は、それはきちんと履行するというは大事なこと

だろうと思っています。  

 アイシンの話しなんかもちょっと出ましたけれども、私ども基本的にトヨタの第 5 工場だとか、

その下請けのアイシンさんが進出決定されたという、それをもってして白老町に明るい材料と、白

老町への企業誘致に対する明るい材料と、そう単純にとらえているものではございませんのでご理

解をいただきたいと思いますが、ようはそういうような動きというものが、これまで冷え切ってい

た経済状況というものが、若干そういうような上向き傾向に北海道も少しは出てきたのかなと、そ

ういう全体の社会環境の変化というものがですね、今後白老町がいろいろ誘致活動を進める上でも、

少しの明るい材料としてとらえてもいいのかなと、そういう意味合いでございますのでアイシンイ

コールアイシンのいろいろ下請け、孫受けいろいろあると思いますが、それがすぐ白老町への立地

につながるというふうに簡単にとらえているものではございませんのでご理解をいただきたいと

思います。 

いずれにしても、今いろいろ委員さんが、企業さんの中でご経験をされてきて、いろんな良いご

意見もいただきました。私どもも、ただ単にピーアールをするという場面だけでなく、場合によっ

てはいろんな企業さんのニーズに答えて、どれだけ適切に迅速に情報をご提供できるか、これは場
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合によって、白老町のものにならない場面であってもいいのかなと、そういう考えの中で、それが

もしかして、そういうような対応そのものが直接的にお話しさせていただく企業さんとはうまくな

らないにしても、白老町だったらいろいろとこんなことをやってくれるよという口コミが他の企業

さんにも伝わるというような、そういう結果的に、結果オーライ的なやり方もひとつあってもいい

のかなと。 

確かに来ていただくのは、これは絶対的に期待する部分ありますけれども、結局そういうような

活動も一方では白老町の企業誘致の活動として、やっていくことも他の地域との差別化していく部

分もあるのかなと、そんなような考え方を今後も持っていきながら進めていきたいなと、そんなふ

うに考えております。  

大体ご質問いただいたことに、お答えになったかどうか分かりませんけれども、以上のような考

え方をもってござ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） はい、吉田正利委員。  

○委員（吉田正利君）  今アイシンという特定の企業を申し上げましたけれども、私、アイシンの

関連企業を早急に調べる必要があると思うんです。決して悪いわけではなくて、ですからその中で

アイシンが白老でもいいというような下請け企業が進出する可能性があるのであれば、やっぱりア

タックすべきだという考えを持っていますので、それをひとつ念頭においていただきたいと思いま

す。 

 それから、私もこの工業団地もさることながら、特別工業地区も含めてなんですけれども、最近

の企業情勢からすると、町内の起業家の育成ということで、町長もある程度方針を出しております。

若い方々がこれから企業をもってどうするかというひとつの観点で見たときに、現在の優遇措置を

うまく利用すると、例えば無資本でも企業を起こせる勇気ある青年がいればですね、やはりいろい

ろと条件に乗っかる人がいると思うんですね。そのような町内の若手をいかに起業を作るかという

ところに、ある程度町でも真剣にとらえて、そして企業ベースに乗せれるような補助体制をきちん

とすべきだと思うのです。 

 ご存知のように会社法が改正になりまして、今度は資本がなくても株式会社が作れる時代になっ

たのですから、そのような体制の中で、公の補助の助成制度をうまく利用して、企業ベースに乗れ

るような意欲を持った若い人がいるのであれば、どんどんやはりこのような工業団地の優遇措置を

利用して、土地を与えて、そのような方に企業経営をしてもらうというということも必要ではない

かと思うのです。そういうようなことも含めて、今回こういうふうに役場でも制度を作ったわけで

すから、そのようなところにも焦点を当ててみてはいかがかと思うのですが、いかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） はい、三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君）  最初のほうのアイシンの関連企業の実態調査、これはやってまい

りますけれども、現時点の中で実はそういうような動向といいますか、その辺の状況がどうなって

いるかというのは、完全な調査ではございませんけれども、入口程度の調査は、実はやっておりま

す。 

現状においては、まだはっきりしていな部分があるというのが実態でございますけれども、今後
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に向けてそういうようなことも調査に努めていきたいなと思います。  

それから、町内起業の新たに操業をするような、そういう支援を含めて考え方についてというこ

とでございます。確かに、特に石山特別工業地区については、町内の中小企業さんの移転の受け皿

ということで位置付けてきたという実態がございますし、あるいはまた、今お話しにあるように新

たにそういう起業という形の中で、町内の方が、そういう意欲を持っておられる方が、そういう展

開をしていただくということは、必ずしも町外ばかりをターゲットにするものではないという、全

くそのとおりだと私も考えます。  

ただ、今実際問題、町内の企業さんの移転という部分までは何点か出てきている部分あるのです

が、新たに関連した企業さんといいますか、新たな創業という形というのはなかなか難しい部分あ

るかなと。そういうものは期待はもちろんいたしますけれども、そういうような気運を起こさせる

ピーアールというもの当然あっていいのかなと、例えば企業誘致の今いろんな優遇制度について、

私どものほうも対外的にはいろいろアピールさせていただいている部分ありますけれども、例えば

町内向けの企業さん含めてですね、あるいはまたこれからやろうとしている方々のことを含めてで

すね、そういうピーアールを本当にしてきたかというと、必ずしも、ちょっと遅れている部分とい

うのがあるのかなと、そんなふうに思いますので、そういうような現状のピーアールだとか、起業

支援については、町の支援ばかりではなくいろいろ道の制度だとかありますので、そういうような

支援策としての制度みたいもののピーアールは、今後広報を通じてとか、いろんな機会を通じて情

報提供していきたいなというふうに思います。  

○委員長（小西秀延君）  他にございますか。ないようであれば最後に私のほうからちょっと何点

かご質問させていただきたいと思うのですが。先ほど吉田委員からも出ていた、企業から信頼を得

る人材という点についてなんですが、やっぱり人材を育てる手法というのも、私は大事になってく

るのではないかと思っております。  

先ほど前田参与のほうから先進地の話しも、成功例の話も出ていましたが、そういうとごろの手

法、信頼をどうやって勝ち取ってきたかということも、こういう場合は研修をしてくる必要もある

のではないか。もしくは，こういう制度で人材を育てる手法を考えないのであれば、民間の力をそ

こに当てるということも考えるべきではないかと私は思っております。  

都道府県になりますと、こちらは人もたくさんいるということもあるのでしょうけれども、都道

府県では 8 割に及ぶ都道府県が民間の力を、どういう形であれ採用しているそうでございます。民

間に委託したり、正式採用して専門職という形も、様々いろんな形があるのでしょうが、何らかの

形で、こちらの仕組みを使っているということでございます。  

もう１点なんですが、ワンストップサービスという形で企業とのかかわりをもっていくというこ

とでございますが、もう１歩踏み込んで信頼をアップするには、企業パートナー制度という形を用

いているところもあるようで、企業の誘致から設立後も会社を訪問し、全部１人で担当者を決めて

会社の信頼を勝ち得るために当てるというような制度を、こちらも最近では導入しているところも

増えてきているようでございます。そういうところを検討なさっているかどうかという点。 

そして、１８年度中に、優遇制度、こちらのほう他に見劣りするものではないということでござ
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いますが、改定する意思があるのかどうなのかの確認をしておきたいと思います。以上すみません

がその点よろしく願いいたします。はい、三戸課長。  

○産業経済課長（三戸功二君）  誘致活動を進める上で人材のあり方といいますか、当然今の職員

は職員の立場の中でいろんなノウハウを取得しながら、誘致活動を進めてきているというそういう

実態があることは一つご理解をいただきたいと思いますが、ただその中で、先ほどもちょっと申し

上げましたが、いろんな私どものほうが、得る情報だけでですね、活動していくというのはなかな

か難しいところがありまして、それでいろんな民間の方々の情報も活用させていただいているとい

うそういう実態が実はあるんですね。私も個人的にはちょっと思っている部分あるのですが、例え

ば、関東周辺辺りに白老町の企業誘致の専門員といいますか、そういう人方を、民間の方をご依頼

申し上げて、制度的なものがあってもいいのかなと。  

 実はかつてそれらしきものが、白老町もあったというふうにも理解してますけれども、それは今

すぐそういう状況になるかどうかは別にして、いろんな手法というのは考えられるかなというふう

に思っていまして、特に民間の方の直接的に活動していただいて、それに対する成果報酬的なもの

の制度みたいものもですね、場合によっては考えられるのかなと。ただ、現時点においては民間の

方々のいろんな情報を活用させていただきながら私どものほうでできる範囲の活動をさせていた

だいていくというのが、今の段階ではそういう形では考えておりますけれども、今お話しあったよ

うなことも当然視野に入れておく必要もあるのかなと。 

 北海道なんかにおいてもですね、最近の誘致活動は、北海道もそれぞれ地域の中で、工業団地を

持っておられて、ある部分は北海道地域限定的に誘致活動を支援してきたという部分があるのです

けれども、最近はオール北海道ですよと。北海道に先ず来てくださいと。そういうやり方を今やっ

ていまして、私どものほうも今まで引き合いをさせていただいてる企業さんなんかに、北海道も一

緒にいっていただいていろいろ情報提供、あるいはお話しを伺っているという事例も実はございま

す。そんないろんな活動を通じて展開していきたいと思っています。  

 ワンストップサービスという考え方、これは当然私どものほうでは既存立地されている企業さん

もそうですし、あるいはいろいろこれから誘致活動を進めるにあたって、その窓口がはっきりして

いるということは、やはり相手方に対しても必要なことだと思います。そこに人というものも当然

付きまとう話しだと思いますけれども、そういうことを含めて今回企業誘致グループというひとつ

のポジションを新しく作ったという、そこの狙いも実はそういうところにあるわけですし、企業パ

ートナー制度というお話がありましたけれども、そういう部分でいけばこれまでも例えば既存の進

出企業さんについては、１人がやってきたという部分ではありませんけれども、中心的になって、

いろいろ日常的に企業さんにご訪問させていただいて、何か不都合な点がありませんかとか、何か

あればすぐそこを窓口にして対応させていただくというような体制も整えてきたつもりでおりま

すし、今回企業誘致グループというはっきりしたポジションの中で、よりそういう対応もしていき

たいなとこんなふうに思います。  

 それから、優遇制度の改正の話しでございますけれども、これについては現状においては、今す

ぐにその改正をするという考えには至ってございませんけれども、しかしこれは当然相手先の方の
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ご意見ご要望を聞きながら、改正の必要があるとすればそれは速やかに改正していくという考え方

を持つのが普通かなというふうに思いますので、ただ、これを今段階で私どものほうで積極的に改

正していくというところの状況にはありませんので、今後の経過を見ながら必要に応じて対応をし

ていきたいなとそのように考えます。  

○委員長（小西秀延君） はい、前田参与。 

○産業経済課参与（前田博之君）  今課長のほうから、総括の話がありましたけれども、人材育成

とワンストップなんですけれども、人材育成についてはやはり、役所の中でどういう人が適任かと

いうことで人事の中で育てていかなければ、これ民間人の任用制度というのがありますけれども、

これは３年か 5 年で地方自治法で決まっていますけれども、だけどそうではなくて、やっぱり役所

の文化風土、地域の文化を知っている人がいかに民間的な、さっきあったセールス的な考え方で行

動するかという職員を長い目で育てなければこれは行きついていかないと思います。  

 それと、先ほどいった企業パートナー制度のうんぬんということなんですけれども、先日私、こ

れから行きます大島さんのところへ挨拶を兼ねて行って来ました。以前もご存知だったのですけれ

ども、そうすると仕事を求めて全道各地を歩いているんですよ。その中で苫東地区に、進出企業と

かいかに技術的な指導をするかという、苫小牧市などが出資しているテクノパークがあるんですよ。 

そこに大島さんは１人で行って来ているんですよ。そのとき私が言ったのですけれども、役所で

作っているものですから、そういう時は一声かけて役所の方と行くとですね、出てくる資料も違う

と思いますけれども、そういうようなちょっとした気配りとか連携が常に必要なものが積み重なっ

ていけば、あえて今委員長のほうから企業パートナー制度うんぬんということがでましたけれども、

それがいみじくもつながっていって形成されていくはずなんですよ。ですからそういう部分が、こ

れ職員ばかりでなくていろんな問題が出てきますから議会の応援も必要だと思いますけれども、そ

ういう中でいかにそういう環境を作っていくのかということが必要なのかなと、こう思っておりま

す。以上です。 

○委員長（小西秀延君）  はい、私からの質問３点でいろんなご回答いただきまして、大体中味も

分かりました。検討されているものに関してはこの後もまた引き続きお願いをしたいというふうに

思います。他にございますか。 

ないようであれば暫時休憩をいたします。午後から現地調査のほうに入りたいと思います。 

 

休   憩 （午後 ０時０８分）  

 

再   開 （午後 ３時０２分）  

 

○委員長（小西秀延君）  それでは休憩前に引き続き会議を開きます。現地調査も含めまして何か

ご質問ご異議、ご意見等ございますでしょうか。  

 ないようでございますか。なければですね、午前中の説明また現地調査等でまとめを行いたいと

思いますが、報告等にこれを載せていただきたいというようなご意見ご要望等ございましたら、挙
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手の上お願いをいたします。はい、玉井副委員長。  

○副委員長（玉井昭一君）  先ほど現地で議長も言っておられたように、誘致した企業が地元企業

なので、その企業が作っているものとかそういうものをできるだけ優先して利用してあげると。も

ちろん大島工業もそうなんだけれども、そういうことを町の職員も考えてやっていると思うのだけ

れども、できる限りそういうことを進めるべきだという項目を入れて欲しいね。  

○委員長（小西秀延君）  誘致企業の育成という意味で乗せるということでよろしいですか。他に

ございますでしょうか、はい斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君）  午前中の話しでいろいろ角度から出たけれども、吉田正利委員がかなり大

事な部分でまとめたのではないかという気はするんですよね。その辺りきちんとまとめてもらえれ

ばそれでいいかなと思いますけれども。  

○委員長（小西秀延君） はい、他にございますでしょうか。  

〔｢はい｣と呼ぶ者あり〕  

○委員長（小西秀延君）  ないようであれば、これで所管事務調査を終了いたします。なお委員会

報告の作成につきましては、正副委員長にご一任を願いたいと思いますがよろしいでしょうか。そ

れではそのように取り扱いいたします。  

 今日は、朝早くからご苦労様でございました。以上で終了いたします。  

 

（午後 ３時０６分）  


