
                                         

          ◇ 玉 井 昭 一 君 

〇議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員、登壇願います。 

          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。私もこの白老町に住むようになってから36年目にな

りました。第二のふるさとと思っておりましたが、ここが第一のふるさとになりました。白老

町が豊かに発展してほしいと願う一人であります。何とかこの財政難を乗り越えて、豊かなま

ちにしたいものだと、こんなふうに思いつつ質問をしたいと思います。 

 白老町の人口が２万人以下にならないように考えるべきと思うが、どうかと、こういう質問

であります。人口が減少すれば、町民の負担が大きくなるのは当然であります。負の財政であ

ればあるほど税の負担は多くなり、町民の生活を脅かします。今原油、灯油等が高騰する中、

国は消費税をも上げようとしている昨今、町民はダブルにもトリプルにも負担を負うことにな

るのです。この現状を打破するために、まちとしてどう考えているのか。また、町長は所信表

明で人口増加対策と生活産業活性化のための移住定住促進事業に取り組むとありますが、これ

はなかなか地味な仕事で、急にどうこうなるものではないと私自身も考えておりますが、平成

19年10月31日現在白老町の人口は２万587人であり、平成18年度における死亡者は274名で、出

生者は126名となっており、実に148名の減であります。何もしなければ、平成24年ころには２

万人を割る可能性は高いと思われるが、その対策はということで質問したいと思います。 

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） 白老町の人口減少についてのご質問であります。 

まず、１点目の人口が少なくなれば、町民の負担が多くなるとのご質問であります。ご指摘

のとおり急速な人口の減少は、地域経済を縮小させることのみならず、地域社会に与える影響

は大きいものととらえております。特に人口構成が少子高齢化を反映する逆ピラミッド型の場

合は、社会保障制度の観点からも制度を支える生産労働人口より給付対象人口が多くなるとい

うように、明らかに地域社会を維持していくことを困難なものとしております。さらに、国は

国家財政の逼迫から社会のセーフティーネットの構築主体を国から地方、地方から地域、地域

から個人へと政策転換を図り、国家財政を立て直そうとしている現状から、地方自治体の逆ピ

ラミッド型の人口減少は、地域社会の将来をより一層不透明なものとしております。このよう

なことから、これからのまちづくりの施策の多くは、人口増加に結びつくものを重点的に展開

していかなければならないものと考えております。 

 次に、２点目と３点目は本町の人口が２万人以下になるとのご質問でありますので、一括し

てお答えさせていただきます。本町の人口は、住民基本台帳に見ますと、昭和59年の２万4,603人

をピークに年々減少を続け、本年の10月31日現在の人口と比較しますと、約 4,000人も減少して

おり、国立社会保障・人口問題研究所の推計によりますと、平成22年には１万9,856人と推計さ

れ、２万人を割るものと予想されております。このようなことから、人口減少は本町が抱える



喫緊の課題ととらえ、この現象は本町特有のものだけではなく、全国的な現象であることを踏

まえ、人口増加対策は地域間の人口の争奪戦であることを十分認識し、確実に有効な手段を選

択し、若年人口の増加及び総体的な人口増加対策として取り組まなければならないものと考え

ております。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員。 

          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。私は、白老東高等学校あるいは白老栄高校の生徒さ

んたちを地方へ出さない、なおかつ地方の高校の生徒さんたちを白老町へ呼び寄せるような就

職先を整えることが重要かと思っております。そのためには、現在白老町にある各大手企業の

発展、拡大化あるいは優良企業誘致しかないと思っております。人口を２万人以下にしないよ

うにする、いや、人口の２万人以上を維持し続けることが今後の白老町が自立し、発展し、安

心、安全な生活のでき得るまちだと胸を張って、口に出して言えるようなまちになるのだと私

は信じておりますが、この辺はいかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） それは、本当にごもっともなご質問でございまして、まず子供たちは、

これは将来のここのまちづくりの頭脳でもあるわけでございます。一方では、工場の関係もあ

るのですが、我々教訓として今の実態からいいますと、町外から白老町に働きにいらしている

方が統計調査によると1,000人ぐらいいらっしゃるのです。過去のいろいろ実は事例を調べたの

ですが、当時公営住宅があかなかっただとか、住宅、住むところがなかっただとか、働きに来

ている人の何割かは虎杖浜のタラコ屋さんだとか、工業団地等もございますが、いろいろ調べ

てみますと、中にはかなり公営住宅、住宅がなかったので、苫小牧、そして登別から通ってい

らっしゃるという方もたくさんいらっしゃいました。特に今現在私も結婚式に何度か出るので

すが、公営住宅へ入るところがないという悩みが必ずあるのです。では、その人たちはもう向

こうに住んでおられて何年たつのだといったら、かなり10年以上たつ人なんか結構いらっしゃ

ると。では、どうだったのかといったら、当時は何か将来あいたらこっちに戻ってこようとい

う気ではいるのですが、小学校に子供が入学した時点で、おやじさんが我慢して白老に通えば

いいだけになるわけです。ですから、そういう定住策も当然でございますが、住宅政策ももっ

とやっぱりしっかりしたものをつくらなければならないのかなと、これは反省の一つでござい

ますが、これからでも取り組めることでございますので、企業誘致も含めながらその辺も検討

したいと思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員。 

          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） 同僚議員もいろいろと聞いておりますので、詳しく、しつこくは聞く

つもりはございません。 

 次の２番目のことにかなり重点的に関連してきますので、２番目の質問にいきたいと思いま



す。第３商港区を早期実現し、大企業に利用していただくこと及び企業誘致の根幹となるよう

にすべきと思うが、どうかということでございます。先ほども言いましたけれども、町内大手

企業に白老港を多種多様に利用していただき、各企業が大きく飛躍し、雇用の拡大になればと

思うが、どうかということでございます。 

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） 第３商港区の早期実現と企業の利用等に関するご質問でありますが、

これにつきましてはご指摘のとおりでございまして、第３商港区の整備促進は地元企業の存続

や競争力の強化、また企業誘致が有利に展開できるなど町内経済の活性化に大きく寄与し、雇

用の拡大や税収の確保が期待できることから、今後も財政状況を見きわめながら整備を推進し

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）  ７番、玉井昭一議員。 

          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。白老町にあるＮ大手企業は、平成19年度に約90億円

という膨大な予算を投入し、より以上の能力あるボイラーを設置しております。このボイラー

の燃料を１年間で13万トンという、これまた膨大な量の石炭を白老港へ入れようとしておりま

す。この石炭を構内へ運び入れる手段がコンベヤーか、トラック輸送かはまだ調査しておりま

せんが、いずれにしても白老港第３商港区を最大限利用していただき、Ｎ大手企業が大きく飛

躍し、雇用拡大の場が開ければ、すばらしいことと思うが、どうでしょうか。また、他企業に

おいても同様なことと思いますが、いかがでしょうか。なおかつ、過疎のまちに発展したため

しはないといいますが、新港、新しい港ができたまちが発展しなかったためしはないと私は記

憶しています。この辺についていかが考えておりますでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 本町の工業生産出荷額から見て、町内の基幹産業の一つと言えると思

います。基幹産業が衰退、撤退して、まちが振興されたという、今までは事例はございません。

これ極端でございますが、例えば夕張市が炭鉱閉山、赤平とか、歌志内もそうでございますが、

要するにああいう基幹産業がなくなるということは、まちは衰退の一途をたどるということで

ございます。そのためには、町としても財政の許す範囲で産業振興のための支援策をどんどん

とっていくというのがまちづくりの基本であるという私はとらえ方をしています。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員。 

          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。私も町長の言われるとおりだと思いますが、今や各

市町村で企業誘致合戦が繰り広げられている中、大手企業を誘致するのは大変なことであり、

過酷な闘いであると認識しております。そして、少なくとも誘致するための必須条件の３要素



として求められているのが第１に港があること、第２に光ファイバーがあること、第３に上下

水道が完備されていること、この３要素であると聞いております。まだまだ細かいことは数多

くあります。人材の資質はどうかとか、人材の数はどうかと、雪は多いのか、少ないのか、温

度はどれぐらいかとか、まだまだありますが、出せば切りがありませんけれども、本町も光フ

ァイバーについては青年会議所が署名運動を始めました。ＪＣシニア会、経済懇話会、各町内

会などあらゆる団体が後押しをしており、近く実現されるでしょう。さすれば、３要素がそろ

い、企業誘致もしやすくなると思いますが、いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 港、そして上下水道、光ファイバー、港は今進めております。上下水

道も完備しております。光ファイバーにつきましては、私も企業訪問に行かれた折、光ファイ

バーの話をされます。今は、世界各国の情報を瞬時に我々は欲しいのだということで、これは

地元の工業団地の企業さんからもかなり強く要請されておりまして、先般ＮＴＴを経済センタ

ーに呼んでフォーラムやったのですが、その席でも私のほうから何とか整備していただきたい

という要請をしております。ご承知のとおりだと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員。 

          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。そこで、なかなかこの企業誘致、今まで４つほど近々

に誘致しております。先ほど町長の行政報告にもありましたように大臣から表彰を受けるほど

の優秀なまちであると、企業誘致に対しては。それぐらい一生懸命やっていることと私ども認

識しておりますけれども、ここでこの大変な企業誘致、町民はもとより職員、理事者、議会、

この４者が白老町挙げて頑張らなければならない、私は思っております。こんな中で企業誘致、

例えばプロジェクトチームなるものを考えてはどうかと。今一生懸命やっておられる方々に申

しわけないこととは思いますが、私はこれから白老町が発展していくために、この企業誘致以

外にはないのでないかなと、こんなふうに確信しているものですから、その辺のことをお伺い

したいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩城産業経済課長。 

〇産業経済課長（岩城達己君）  企業誘致にかかわるご質問ですので、私のほうからお答えさ

せていただきます。 

プロジェクトというようなことのご質問でございますが、現在白老町には企業誘致推進本部

会議、これは副町長を先頭に本部長として組織はつくってございます。そこにはいろいろ関係

する、例えばある企業さんが相談あったときには上下水道の問題があったり、確認申請の問題

があったり等々がすぐ連携できる、そういう推進本部会議を設置してございまして、そういう

対応はすぐできるような体制をとってございます。また、現実にことし誘致が決定しました企

業さんにおいても消防法の関係がございまして、単純にはなかなか難しい危険物取り扱いにな

ります。そういう部分も消防本部でプロジェクトチームをつくっていただいて、どういうふう

にしてクリアできるか、そういうことも前向きに検討しまして、このことも企業さんから大変



高い評価を受けておりますので、こういう体制を維持しながら、さらに企業誘致を進めていき

たいと、こう考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員。 

          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。わかりました。よろしくお願いしたいと思います。

町民も相当な期待をしていることだと思います。何せまちの収入源がこの企業誘致にかかって

いるのではないかなと私は思います。そのことが早まれば早まるほど先ほど同僚議員も言って

おられました皆さん方の20％カットが少しずつ和らげられていくのではないかなと、こんなふ

うに思いますので、このことが早急にできればなと思っております。 

 次に進みます。各施設の早期民営化及び活性化のために努めなければならないと思うが、ど

うかということでございますが、町立病院について、あるいは保育所については、同僚議員が

何度も質問しておりますので、その点についてはわかりましたので、よろしいかと思います。

３番目の給食センターについてのみお答えいただきたいと思います。 

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） 各施設の早期民営化に努めなければならないという案件から、１点目

の町立病院、保育園についてはご理解いただいたということでございます。学校給食センター

だけでよろしいですね。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇町長（飴谷長藏君） 学校給食センターについてご答弁させていただきます。学校給食業務

の運営の合理化については、昭和60年に当時の文部省から地域の実情等により民間委託等の方

法で人件費等の経常経費の適正化を図ることが必要との通知が出されておりますが、民間委託

に当たっては、献立の作成など給食センターの設置者が直接責任を持って実施すべき業務につ

いては委託の対象としないこと、また物資の購入や調理業務等を民間委託する場合においても

安全性を十分に確保できる管理体制を設けることなどの条件が付されており、いわゆる全面的

な民営化はできない仕組みとなっております。当町においては、昭和60年の文部省通知で認め

られている範囲内において食材等の物資の購入、調理業務、ボイラー等の施設管理業務を白老

振興公社に、配送業務を民間の運輸会社に業務委託しており、今後も学校及び受託業者と連携

をとりながら、児童生徒の心身の発達と健康の保持に重要な役割を果たす学校給食の充実と効

率的な運営に努め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）  ７番、玉井昭一議員。 

          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。わかりました。白老振興公社に業務委託をしている

と、配送業務は民間の運輸会社に業務委託しているということでございますので、わかりまし

た。 



次に進みます。４番目、少子化をストップさせる考えがあるかどうかということでございま

す。先ほども言いましたように間接的ではありますが、企業誘致が進み、増大すればするほど

少子化のパーセントは減少するものと思います。町民、町理事者、町職員、町議会、４者が一

体となって企業誘致に取り組むべきと思うが、いかがかということでございます。人口がふえ

なければ、まちの発展は困難であると思うと。今現在白老町が生きる道は、企業誘致しかない

のではないかと思います。先ほど言いましたけれども、あえてこの辺についてもう一度お伺い

したいと思います。 

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） 少子化をストップさせる考えについてのご質問でありますが、少子化

が進行すると労働力の減少、とりわけまちづくりの根幹である生産人口の減少と消費市場の縮

小による本町経済への影響が懸念されます。これらを解決する方法といたしましては、まさし

く企業誘致を推進させることが不可欠であり、雇用がふえ、町内に若い方々が定住することに

よって人口減にも歯どめがかかり、本町の経済活性化につながるものととらえております。こ

のことから今後も担当課を初め、議会の協力をいただきながら、関係団体が一体となり、企業

誘致を推進していく考えでございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員。 

          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。わかりました。このことについても理解いたします。 

 ５番目の納税についてに入りたいと思います。納税の公平性確保のための納税対策の強化を

図るとありますが、どのような対策をするのでしょうか。私は、不納処理５年というふうにな

っておりますが、これを10年にしてはどうかという質問でございます。 

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） 納税についてのご質問であります。町税の歳入確保のため、これまで

月末の夜間徴収、夜間窓口の開設や休日訪問督励、さらに預貯金の差し押さえを初め、給与、

年金、不動産等の差し押さえなどさまざまな取り組みを行ってきましたが、自主財源の確保と

町民負担の公平性確保から収納率の向上対策がこれまで以上に強く求められておりますので、

今後の対策強化といたしましては収納強化週間、月間の実施、収納窓口の充実、収納対策特別

チームの設置に取り組んでまいります。また、不納欠損処理につきましては、地方税に基づい

て執行しており、徴収権を行使しないで５年を経過したとき納税義務が消滅するとなっており

ます。しかし、資産等を所有する滞納者については、差し押さえにより時効の中断処理を行っ

ているところでございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員。 



          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。５年間というのは、何か法律で決まっているやに聞

いておりますけれども、今答弁されたように集団処理も行っているということでございますけ

れども、どうも私が思うには、納税というのは町民、国民の義務であり、納税して当たり前、

収納率が低いなどというのは許されないことであります。したがって、不納と認めるのは10年

にしてはというふうに思っておるところでございますけれども、どうしても払えない人という

ことでの不納だと思いますけれども、この辺がなかなか判断が難しいことなのだと思います。

ないそでは振れないと言ってしまえば、それがすべて不納になるかということです。努力もし

て、財産のある者については今言われたように中断処理もしているということですけれども、

どうもこの辺がぴんとこない。そうかといって、これも守秘義務があって、公表もできないと

いうようなことから、どうも不透明な感じがするわけですけれども、何か方法はないのかなと。

私が言いたいのは、要はもっと長い期間にして、５年ではすぐあっという間に来るということ

から、何とか徴収する方法、これを考えるべきと思うのですが、もう一度いかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  野本税務課参事。 

〇税務課納税管理担当参事（野本裕二君） 今議員の言われたことなのですけれども、５年と

いうのはこれ先ほど町長の答弁にもありますとおり地方税法に決まっていますので、それに沿

って我々は仕事をしています。あと、やっぱりいわゆる財産あって、差し押さえ権があるもの

に関してはすべて差し押さえをして、それが10年ではなくても時効中断だから、以前決算委員

会で言いましたとおり今現在私たちが持っているので一番古いのは昭和57年度の滞納分であり

ます。ですから、どうしても財産もない、生活困窮、居所不明、そういったものに関しては不

納欠損という形で処理させていただいております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員。 

          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。言っていることはわかるのですけれども、地方分権

時代になった今市町村独自が生きていくために、もちろんその団体、自治体が経営していくた

めに納税があるわけです。そうであれば、自治体条例を設けて……国がまちを守ってくれるの

であれば、100％守ってくれるのであれば、こんなこと言いません。自治体自身が自治体を存続

していくために納税していただく、そのための条例は自治体で決めてもいいのではないかと、

こんなふうに思うところですけれども、この辺はいかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  野本税務課参事。 

〇税務課納税管理担当参事（野本裕二君） 言っていることはちょっとわかるような気もしま

すけれども、あくまでも我々は地方税法にのっとって仕事をしていますので、やっぱりそうで

あれば国税徴収法なり、地方税法なりを改善していっていただかなければならないと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  辻税務課長。 

〇税務課長（辻 昌秀君） 若干補足しますと、玉井議員のちょっとご質問は、法律で５年と



決められているものを条例で延ばせないのかという部分の、そのさらにという部分だと思いま

すけれども、これ法律と条例の関係の上ではやはり法律に基づいてという考え方にどうしても

なるものですから、ご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ７番、玉井昭一議員。 

          〔７番 玉井昭一君登壇〕 

〇７番（玉井昭一君） 玉井です。どうにもならないと言われているような感じがするのです

が、これでは私も言いようがないのですけれども、わかりました。いずれにしても、納税につ

いてはシビアに、この財政困難なときに、できる限り集めていただいて、不納ゼロを目指して

頑張っていただきたい、こんなふうに思います。 

時間はありますけれども、以上で終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で７番、玉井昭一議員の一般質問を終わります。 

 


