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平成２３年白老町議会第１回定例会５月会議会議録（第２号） 

 

平成２３年 ５月３０日（月曜日） 

   開  議  午前１０時００分 

   散  会  午前１１時４４分 

                                         

○議事日程 第２号 

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 議会運営委員長報告 

第 ３ 議案第 ５号 財産の処分について 

第 ４ 議案第 ３号 平成２３年度白老町一般会計補正予算（第４号） 

第 ５ 議案第 ４号 平成２３年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

第 ６ 陳情第 １号 白老町体育施設指定管理の分割を求める陳情書 

                                         

〇会議に付した事件 

議案第 ５号 財産の処分について 

議案第 ３号 平成２３年度白老町一般会計補正予算（第４号） 

議案第 ４号 平成２３年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号） 

陳情第 １号 白老町体育施設指定管理の分割を求める陳情書 

                                         

〇出席議員（１４名） 

  ２番 前 田 博 之 君       ３番 西 田 祐 子 君 

  ４番 及 川   保 君       ５番 山 本 浩 平 君 

  ６番 本 間 広 朗 君       ７番 玉 井 昭 一 君 

  ８番 近 藤   守 君       ９番 斉 藤 征 信 君 

 １０番 大 渕 紀 夫 君      １１番 土 屋 かづよ 君 

 １２番 松 田 謙 吾 君      １４番 氏 家 裕 治 君 

 １５番 吉 田 和 子 君      １６番 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席議員（１名） 

 １３番 熊 谷 雅 史 君 

                                         

○会議録署名議員 

４番 及 川   保 君       ５番 山 本 浩 平 君 

６番 本 間 広 朗 君 
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○地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

     町 長       飴 谷 長 藏 君 

     副 町 長       目 時 廣 行 君 

     教 育 長       白 崎 浩 司 君 

     総 務 財 政 部 長       山 口 和 雄 君 

     総 務 課 長       岡 村 幸 男 君 

     財 政 税 務 課 長       大 黒 克 己 君 

     企 画 振 興 部 長       高 畠   章 君 

     産 業 経 済 課 参 事       高 橋 裕 明 君 

     生 活 福 祉 部 長       辻   昌 秀 君 

     生 活 環 境 課 参 事       中 村 英 二 君 

     都 市 整 備 部 長       岩 城 達 己 君 

     会計課長・会計管理者       岩 崎   勉 君 

     教 育 部 長       渡 辺 裕 美 君 

     教 育 課 長       田 中 春 光 君 

     病 院 事 務 長       丸 山 伸 也 君 

     消 防 長       前 田 登志和 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長       千 石 講 平 君 

 参 事       熊 倉 博 幸 君 
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◎開議の宣告 

○議長（堀部登志雄君） 本日、５月 30 日は休会の日ですが、議事の都合により、特に定例会

５月会議を再開いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

                                         

◎会議録署名議員の指名 

○議長（堀部登志雄君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第 102 条の規定により、議長において、４番、及川保議

員、５番、山本浩平議員、６番、本間広朗議員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

                                         

◎議会運営委員長報告 

○議長（堀部登志雄君） 日程第２、議会運営委員長報告をいたします。 

 議会運営委員会委員長から、本日の再開前に開催した議会運営委員会での本会議の運営につ

いて協議の経過と結果について報告の申し出がありましたので、これを許可いたします。 

議会運営委員会山本浩平委員長。 

〔議会運営委員会委員長 山本浩平君登壇〕 

○議会運営委員会委員長（山本浩平君） 議長の許可をいただきましたので、本日の再開前に

行った議会運営委員会の経過と結果についてご報告いたします。 

平成 23 年度白老町議会定例会は、６月 30 日まで休会中でありますが、会議条例第６条第３

項の規定により、休会中にかかわらず議事の都合により５月会議を開くことにしたところであ

ります。 

本委員会での協議事項は、平成 23 年定例会５月会議の運営の件であります。 

定例会５月会議に追加提案された案件は、町長の提案に係るものとして、平成 23 年度一般会

計補正予算１件、平成 23 年度国民健康保険事業特別会計補正予算１件及び財産の処分１件の合

わせて議案３件であります。 

また、議会関係としては、陳情１件が予定されております。 

以上のことから、５月会議の再開は、本日の１日間といたします。 

以上、議会運営委員長の報告といたします。 

○議長（堀部登志雄君） 議会運営委員長の報告がありました。 

 委員長報告に対し、質疑はございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 質疑なしと認めます。 

これで委員長報告は報告済みといたします。 

次の日程に入ります前にお諮りいたします。 
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議案の内容等により先議あるいは日程の変更等をあらかじめ議長に一任していただきたい

と思いますが、これにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。 

 それでは、そのように取り扱いをさせていただきます。 

                                         

◎議案第５号 財産の処分について 

○議長（堀部登志雄君） 日程第３、議案第５号 財産の処分についてを議題に供します。 

提案の説明を求めます。 

岩崎会計管理者・会計課長。 

○会計管理者・会計課長（岩崎 勉君） それでは、議案第５号について説明いたします。議

案第５号 財産の処分について。 

次のとおり財産を処分するものとする。 

平成 23 年５月 30 日提出。白老町長。 

１、処分する財産。所在地、白老郡白老町字石山 68 番 42。地積、7,837.2 平方メートル。

処分価格、2,743 万円。 

２、処分の相手方。東京都中央区新川１丁目 22 番 11 号、株式会社希松、代表取締役社長 小

松令以子。 

次のページへお進み願います。議案説明であります。 

財産の処分について。 

不動産を処分したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条

例第３条に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

次のページの図面についてご説明いたします。上の部分が処分地の位置図でございます。工

業団地内の石山大通りから山側へ一本行った道路に面した部分であります。下の部分について

は、その拡大図になっております。 

簡単でありますが説明を終了させていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 提案の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） このことにつきましては、１つ簡単な質問だけさせていただきます。

これは、7,837 平米ということになっていますけれども、坪単価当たり１万 600 円ほどで計算

して、それでよかったでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 今のご質問のとおり、坪単価にするとその額で、平米単価に

しますと 3,500 円という額で契約しております。 

以上です。 
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○議長（堀部登志雄君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それでは、質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第５号 財産の処分について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第３号 平成２３年度白老町一般会計補正予算（第４号） 

○議長（堀部登志雄君） 日程第４、議案第３号 平成 23 年度白老町一般会計補正予算（第４

号）を議題に供します。 

提案の説明を求めます。 

山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） それでは、議案第３号でございます。平成 23 年度白老町一般

会計補正予算（第４号）。 

平成 23 年度白老町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 4,857 万 4,000 円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 94 億 7,555 万 1,000 円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成 23 年５月 30 日提出。白老町長。 

次のページでございますが、第１表の歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出それぞれ

記載のとおりでございますので省略いたします。 

次に、事項別明細書につきましては、大黒課長から説明申し上げます。 

○議長（堀部登志雄君） 大黒財政税務課長。 

○財政税務課長（大黒克己君） それでは、事項別明細書について私のほうから説明をさせて

いただきます。まず、歳出のほうからということで６ページ、７ページをお開きいただきたい

と思います。まず、２款総務費、１項２目姉妹都市費、姉妹都市災害援助事業 63 万 1,000 円の

減額補正でございます。この事業につきましては、仙台市に対する支援に要する経費でござい
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ますが、第３号補正予算にて計上いたしました東日本大震災支援事業に一本化することとし、

不要額を整理するものでございます。 

続きまして、７目財産管理費、財産管理事務経費 104 万 3,000 円の計上でございます。まず、

修繕費につきましては、飛生アートコミュニティーの井戸ポンプの修繕に要する経費 17 万

4,000 円でございます。 

続きまして、工事請負費でございますが、末広町２丁目の町有地の売却に伴う経費でありま

すが、汚水ます１基の設置及び縁石切り下げと植樹ます及び雨水ますの移設に要する経費を計

上するものでございます。 

続きまして、17 目諸費、災害援助職員派遣事業 146 万円の減額でございます。本事業は、オ

ール胆振で被災地支援に要する経費を計上したものでございますが、前述の姉妹都市災害援助

事業の減額補正と同様、東日本大震災支援事業に一本化することとし、不要額を整理するもの

でございます。 

次のページでございます。４款環境衛生費、１項１目地域保健費、国民健康保険事業特別会

計繰出金 3,000 万円の計上でございます。当初予算におきまして、赤字解消分として財政調整

基金に積み増していた 3,000 万円を今回、繰出金として計上するものでございます。この後、

国保会計の補正予算で説明がありますが、国保会計の繰上充用金は 2,836 万 7,000 円の見込み

であることから、この段階におきまして赤字は解消されるということになります。 

続きまして、７款商工費、１項１目商工振興費、商工観光活性化緊急対策事業 440 万円の計

上でございます。申しわけございません。ここでちょっと訂正をお願いしたいのですが、商工

と先にありますが、これは商工ではなく商業の誤りでございます。また、補助金の部分につき

ましても商工となっているものを商業と訂正をお願いいたします。お詫び申し上げます。この

商業・観光活性化緊急対策事業につきましては、東日本大震災による影響も加わり落ち込んだ

町内経済を緊急に立て直すことを目的に４つの事業を、今回緊急対策として計上するものでご

ざいます。詳細につきましては、この後担当課のほうから説明をするものでございます。 

続きまして、２目企業誘致費、企業誘致特別促進事業 544 万 9,000 円の計上でございます。

東日本大震災後における被災地域の工場移転や企業のリスク分散計画等を踏まえ、強力に企業

誘致を展開するため、広告料及び企業立地意向調査委託料を計上するものでございます。 

次に、10 款教育費。次のページになりますが、５項５目仙台藩白老元陣屋資料館管理費、資

料館排水管改修事業 259 万 8,000 円の計上でございます。陣屋資料館の汚水及び雑排水管の破

損があったため、改修工事に要する経費を計上するものでございます。 

続きまして、12 款公債費、１項１目元金、長期債元金償還費 2,743 万円の計上でございます。

この後歳入のほうでも説明いたしますが、工業団地の分譲地の売却分を財源として、第三セク

ターと改革推進債の繰上償還費を計上するものであります。これによりまして、第三セクター

債の残高は 20 億 1,217 万円となるものでございます。 

続きまして、14 款諸支出金、１項１目基金管理費、各種基金積立金 2,025 万 5,000 円の減額

でございます。国保会計の繰出金 3,000 万円を支出するため、当初予算で積み増し分の残を全
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額取り崩すものでございます。 

続きまして、歳入の説明に入らせていただきます。４ページ、５ページをお開きいただきた

いと思います。まず、17 款財産収入、２項１目不動産売払収入、工業団地用地売払収入 2,743

万円でございます。先ほども質問がございましたとおり、１平方メートル当たり 3,500 円で売

却ということでの金額でございます。 

次に、19 款繰入金、１項９目財政調整基金繰入金、財政調整基金繰入金 2,114 万 4,000 円の

計上でございます。歳出に見合う財源の不足分を計上するものであります。 

以上で事項別明細書の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 高橋産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高橋裕明君） それでは、私のほうから商業・観光活性化緊急対策事業の

詳細について追加説明させていただきます。 

今回の事業の経緯と課題についてでございますが、東日本大震災以降、白老町における経済

においても商業・観光業を中心に、宿泊・訪問予約の取り消しや旅行・外出の抑制傾向が強ま

って、町内全域に経済的影響が出て、経営状況に大きな打撃を与えております。このことから、

町内経済団体などからの要望もあり、これらを構成員とする白老町商業・観光活性化緊急対策

会議を設置し、町内の現状と今後の展望を踏まえながら、早急に経済対策を講じ、町内外を対

象にした町内の消費拡大、活性化に向けて取り組む必要があるということになりました。 

このたびの事業の目標としては、元気とにぎわいのある白老再生へということで、特に町民

の消費活動の拡大と町外者の誘客による町内消費の拡大ということを目標とし、視点としては、

今回の災害を起因とする被害に遭遇した商業・観光業の皆さんを中心とした当事者による検討

を行い、現実に苦境に直面している事業者の皆さんを尊重した対策案を検討いたしました。対

策案については、町内の消費拡大、経済循環の拡大を目指すため消費者の協力が必要であり、

それで、町内消費者と町外消費者ということを対象に踏まえた事業を展開するということです。 

事業の展開にあたっては、次の４点に視点を持っております。１つは、町内の経済循環を拡

大する事業であること。各事業所が連携して行うということ。それから２つ目に、町外への販

路拡大や消費を増大する事業であること。これは誘客等によって行っていこうというものであ

ります。３つ目に、町外への積極的な誘客活動に効果のある事業であることで、これは町外に

対しても周知、ＰＲを拡大していこうというものであります。４つ目に、管内自治体との連携

強化につながる事業であるということで、広域的に近隣のまちからもお客さんを呼んでいこう

ということでございます。 

それで、この震災後、短い期間ではありましたけれども、各団体よりそれぞれに事業の提案

をいただきまして９事業が上がりましたが、その事業調整、検討の結果、本日４点の事業を実

施するということで提案いたします。１つは食材王国魅力ある温泉誘客商業連携促進事業。２

つ目にしらおいグルメ地産地消ポロトコタン交流事業。３つ目に商店街活性化販売促進震災応

援事業。４つ目に飲食店連携にぎわい創出事業ということで、予算措置が 440 万円ということ

になっております。この事業の実施につきましては、この検討会議でお集まりいただいた経済
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団体等 10 団体による実行委員会を組織して事業を実施してまいりたいと考えております。 

次に、簡単ですが、事業の内容についてご説明いたします。１つ目の食材王国魅力ある温泉

誘客商業連携促進事業につきましては、主に宿泊客の誘客と、その宿泊に伴う町内の周遊とい

うものに力を入れて、誘客、町内消費の拡大を目指していくという事業でございます。２点目

のしらおいグルメ地産地消ポロトコタン交流事業につきましては、例年、ポロトコタンの夜と

いう事業が夏に開催されますが、それとあわせて、いわゆる白老町の地産地消、食材王国でつ

くってきました食材を一堂に集めて、Ｂ級ではないと思いますけれども、一応Ｂ級グルメフェ

アというような形のものを開催し、町内外から多くのお客さんを集めるとともに、町民のこの

グルメに対する消費拡大を図っていきたいという事業でございます。３つ目に商店街活性化販

売促進震災応援事業ですが、これは、商店街でクーポン、いわゆる割引券とかサービス券を行

うことは過去にもございましたけれども、その事業とスタンプラリー、各商店５店舗のスタン

プを集めて特典があるということで、店舗数をふやすということと、その割引感によって町内

の消費を拡大したいというような事業でございます。４つ目が飲食店連携賑わい創出事業でご

ざいますが、これは飲食店を中心にいたしまして、白老町内では初めて行います、はしご酒大

会というものを行いまして、これは５店舗回っていただいて、通常、行かれたことのないよう

な飲食店も発見していただくということによって飲食店の活性化を目指す。さらに、使ってい

ただくものとしては地場産品等を使って、完走者には景品が当たるということでの集客を図り

たいというような事業でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 私のほうから若干補足説明させていただきます。今回の活性

化緊急対策会議、これが開催された経緯でございますけれども、震災直後からこの震災に伴い

ます被害状況調査、これは観光協会あるいは商工会、それから町が一体となって調査を開始し

たところでございます。そして、４月中旬には緊急対策の要望等が調査に相まって上がりまし

て、そして、検討組織の設置の準備を開始したところでございます。そして、下旬には町内各

団体や事業所を対象に聞き取り調査を実施し、対策案についても検討を始めたところでござい

ます。そして、同時に対策会議の案内と対策案の検討を各関係団体にお願いしてアイディアを

募集したところでございます。そして、５月９日に第１回の商業活性化緊急対策会議を実施し

まして、皆様方から、各団体からいただいたアイディアをそこで各団体から説明していただき

検討を行ったところでございます。そして、５月 17 日に２回目の会議をいたしまして、９日に

提案されました９つの事業、これらの事業を再検討いたしまして、重なるもの、そして、１つ

にすることによってより経済効果の高いもの、そういったものを集約しまして、５月 17 日に４

つの、今うちの参事のほうからご説明ありました４つの案に集約したところでございます。そ

ういった非常に短い期間での作業でございましたので、議会の皆さん方にもこういった形で本

会議の中でちょっと細かくご説明させていただいた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。 

以上です。 
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○議長（堀部登志雄君） 提案の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。 

７番、玉井昭一議員。 

○７番（玉井昭一君） ７番、玉井です。この事業は、白老町にとってまだまだ拡大してもい

いのではないかと、こんなふうに私は思っております。財政困難な折から多大な損失はできな

いかと思いますけれども、北海道でも震災以来、各市町村で似たようなことをやっております。

テレビ報道でも新聞報道でも拝見させていただいておりますけれども、特に白老ではこういう

のが目玉なのだというものがないとなかなか誘客といっても難しいのではないかと思うのです。

ここに掲げてあるもので皆さん内地からも来てくれるのであれば、それにこしたことはありま

せんけれども。もっと、何回も言うようだけれども、目玉になるようなことで費用ももっとか

けてもいいのではないかと。このときにかけないと、かけられないのではないかという気がす

るのですけど、その辺どうでしょうか。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 玉井議員のおっしゃること理解いたしますけれども、今回、

まず、震災によって非常に疲弊している商店街、経済界、そこにさらに悪い要素が加わって、

より一層厳しい状態になったということでございます。そのような中で今回の事業につきまし

ては、確かに大きなインパクトを与えるかどうかという部分では、これはものの見方によって

さまざまな感触だと思います。しかし、やはり常日頃、商店街の方々が努力してやるというよ

うなこと、これも大事なことなのです。それで、そういった体力がそれではどうなのかという

ことなのです。そこの部分も 2008 年のリーマンショックから始まりまして、昨年の口蹄疫だと

か、毎年たび重なるいろいろな悪い要素がうちの経済界に暗雲を垂れ込めている状況でござい

ます。ですから、もうみずからいろいろなことをやるための最低限の財源、これにも窮するよ

うな状態なのです。ですから、ほかのまちもやっているようなことたくさんありますけれども、

ほかのまちもやっているようなものもまずはやってみてと。やっていなかったということが逆

に緊急を要するのです。やっていないことが緊急を要するということで、今回とりあえず 10

の団体が集まって皆さん方がやろうという、やはり、そういう心が一つになって連携してやる

という試みをまずやらせていただいて、それを検証した後に、その中からさらに白老町独特の

特色ある、インパクトのあるものが生まれれば幸いかなとこのように考えておりますので、ご

理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ９ページの商工振興費の関係でただいま質問ありましたけれども、私

も質問します。まず、商業・観光活性化緊急対策事業。ただいま具体的に説明ありました。そ

れで、今回、町内の経済関係団体９団体が自主的に、自発的に経済の活性化のあり方に取り組

んだということは大変意義深いことだと、こう思います。ぜひ、事業の効果が発揮できること

を期待しています。そういうことを踏まえて町が関係団体から提案された事業内容を十分考査



 32

して予算提案されたのかなと、こう思います。そこで３点伺います。 

まず１点。議員や議会もこれまでも再三にわたって過去に数億円の経済対策の予算を組んで

きましたけれども、その中で議会が政策過程にかかわることを強く主張してきました。今回も

この提案について、政策過程にかかわることができませんでした。結論から言うと、きょうの

質疑と採決だけのかかわり方であります。せっかく経済関係９団体から提案あったわけです。

そうすると、これから実際の政策対応はさまざまな場面が想定されるはずなのです。そこのこ

とを考えると議会にも事業提案等での参加、話があってもよかったのではないかと。そして、

今、もう同僚議員からありましたけれども、事業の内容、金額の大小、それぞれあると思いま

すけれども、よりよい政策をつけるべきであるのですけれども、ただいまの説明でいくと、９

団体からの９事業の提案があったにもかかわらず、なぜ、今回も議会がこの問題に対して政策

立案にかかわれなかったのか。町長の見解をまず伺います。 

２点目。若干の説明ありましたけれども、この元気とにぎわいのある白老再生、これの課題

を見ると、東日本大震災以降、町内全域に経済的影響があり、経営状況に大きな打撃を与えて

いると、今説明がありました。そして、そのための活性化緊急対策補助と言っていました。そ

して、ただいま担当部長のほうも町内の調査、分析をしたような説明ありましたけれども、実

際、その影響状況の実態が具体的に示されていませんし、数字的な説明もなされていませんで

した。これは、現状を把握した上で緊急対策を講じるというのは一つの手段であります。そこ

で伺いますけれども、具体的な現場を歩いた分析、検証による経済的影響の状況をどのように

押さえているのか。白老町の現状分析です。すなわち、客観的な分析、評価を伺って、この事

業化がなされなければ、ただ、言葉上の抽象的な、大変だ、大変だという言い方は説得力ない

のです。それをどういうふうに、今白老の現状を、もう２カ月たっていますけれども、どのよ

うにとらえているのか。その上に立って事業をやったと思いますけど、まずその点。 

最後に３点目。４事業に、今説明あったように 440 万円の補助金、予算計上しています。た

だいま説明ありました、考慮する視点、４つありますけれども、これらについてはこういう部

分でやりたいと、こう言っていますけれども、当然この４つがここに上がっているということ

は、この４事業の事前評価を行って事業化を予算計上していると思われます。そこで、これら

の事業の投資効果と、実施成果の目標数値や達成度をどのように見込んでいるのか。そして、

この設定期間はいつまでに、今、私が言ったような効果を測定する見込みを持っているのか。

その３点を伺います、 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 議会のほうから政策過程でなぜ議員がかかわれないのだということで

ございますけど、私は、今の世の中の疲弊した状況、町内の商店街の疲弊した状況は当然、議

員さん個々に十分理解していただいていると思います。ですから、理解していただいた上で我々

はご提案しているという受けとめ方を実はしております。ただ、議員提案というのも、議会か

らの提案というのも当然できますから、そこで本当は、議会側はこういう状況ではないかと。

今玉井議員が言ったように、なぜ、もっと思い切った金の使い方というか、投資しないのだと
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いうのも議員提案の一つでしょう。ですから、我々は当然議会の皆さんも今の町内の状況の実

態を把握していただいた上でこれを、我々の提案を受けとめていただいていると思っておりま

すので、すべてにおいて政策過程でかかわると、これは議会のほうもそのことについては十分

議論していただいているという判断をした上で、今回ご提案させていただいたということでご

理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） ２つ目のご質問でございますけれども、調査した状況、どの

ようになっているかという部分でございますけれども。一例を上げますと、アイヌ民族博物館

におきましては、３月の入館者数が前年比 56％減、４月の入館者数が 72％減、５月の入館者が

45％減と。もう本当にひどい状況でございます。また、外国人客をもっぱら顧客の対象として

いるある施設では、90％減と。入り込み客数が 90％減というふうな状況でございます。また、

ゴールデンウィーク期間中には、飲食店においては、これは飲食店によってさまざまなのです

が、平均しますと約 20％減、宿泊施設では 30％減というところでございます。ゴールデンウィ

ーク期間中、前半のほうはそれなりに入り込み客数があったというところもございます。しか

し、やはり従来と違いまして、近郊の市町村からのお客さんが多かったということで、従来で

したら、遠くの本州の方々だとか、外国の方々が多かったのですが、今回は並みに入り込み客

数があったところでも近傍の方だったということで、そういうこともあったのかと思うのです

が、客単価が非常に低かったというのがございます。そういったことを調査させていただいた

中でやはり緊急的にやらなくてはいけないと、そのように考えたところでございます。 

３つ目については、うちの担当参事のほうからお答えさせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 高橋産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高橋裕明君） ３つ目のご質問の今回の事業の目標経済効果等についてお

答えいたします。まず、今回の４つの事業についてでございますけれども、食材王国魅力ある

温泉誘客商業連携促進事業につきましては、時期的には９月からの６カ月を予定しております

が、月 100 人の宿泊客の増加を目標としております。それで、目標効果額としては約 840 万円。

しらおいグルメ地産地消ポロトコタン交流事業につきましては、１日の集客が 3,000 人という

ことで、その直接効果と周遊効果を合わせまして約 1,500 万円。それから、商店街活性化販売

促進震災応援事業につきましては、直接的に月 2,000 人の顧客増ということで２か月間を予定

しております。そのほかにサービスを行ったことによる顧客の獲得等を含めますと、目標額

1,300 万円。それから、飲食店連携にぎわい創出事業につきましては、１回 300 人の誘客予定

で２回やるということで、これは 285 万円の目標値を設定して取り組むところとしております。 

 つけ足しになりますけれども、この観光とか誘客の経済効果につきましては、通常、今どこ

の自治体でも定住人口というものが下がっておりますけれども、その誘客によって経済を活性

化しようという動きがございまして、統計データで出ている分につきましては、定住１人当た

りの年間の消費額約 121 万円というふうに言われております。それで、日帰り観光客を約 350

人集めると１人の年間消費額に匹敵すると。または、宿泊客にすると 130 人の宿泊をふやすと
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１人の定住人口に当たると。さらに消費額が 550 万円あれば雇用人数１人がふえるというデー

タもございますので、そういうことを加味しながら活性化に取り組んでまいりたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 町長、今この事業に対して議員は認識していると。当然認識している

上で言っていますけれども。町として、議員提案もすべきではないかとこう言っていましたけ

ど、ちょっと違うのです。予算編成の部分については議員に提案権ないのです。予算編成は、

執行権は町長にあるのです。その辺だけを理解しておいてください。私が言っているのは、今

まで説明受けましたけど、関係団体からこういう提案が９つも来たわけです。そうすると、当

然議会にも、今町長言ったように、議員がそれぞれ地域のことを十分認識しているのなら、そ

ういう部分の声を聞いて、その中にそういう事業をプラスアルファ、あるいは単独なこういう

事業もいいのではないかと、そういうことを協議し、いい提案があったらそれを受け入れて総

括的に予算をつくるべきではないかと、私はそういう趣旨で言っているのです。そういう機会

がないのではないかなと。もし時間がないというのであれば、それは緊急性も必要かもわかり

ませんけど、あと何日かで６月の定例会だってあるわけです。それでは、きょう上げる部分に

ついてももうちょっと関係団体に説明をして、議会にもう少し諮って、よりよいものをつくり

たい、出るかどうかは別にしても。そうやって金額についても、もし理解が得られれば、これ

だけの大きな事業をやりたいとか、そういう話が議会に提案されてもいいのではないかなと。

今町長の話では、議会から何も話来ないからやらないという言い方に取られるのだけれども、

それは所管の委員会ありますけど、もう少し議会がそういうものに諮るようなことができなか

ったのかということなのです。過去にもきめ細かな雇用創出とかいろいろあったときに、議会

何回も言っています。なぜ、議会も事前にと。それは国から来ているから時間なかったと言っ

たのだけども、私が言いたいのは、そういうふうにしてもう少しこの議会の考えている活性化

を取り入れていけるような環境ができなかったのかとこういう言い方です。ですから、住民の

ための議会という視点をもう少し考えてほしかったなと、こういう部分で言っております。 

 それで、具体的な内容については、きょう傍聴来ていますけれども、商工会のほう、関係機

関の方が一生懸命やってくれると思いますけれども、ただ、１点だけ伺いたいのですけれども、

４番の飲食店連携にぎわい創出事業、これについて 2,000 万円かかりますけれども、１日 300

人を２回で効果額 85 万円と見ていると言いますけど、これは間違いないですか。事業費 200

万円ですけれども、今担当参事の説明からいくと、効果額が 85 万円とこう言われたのですけど、

そういうことで私が言っているのは、もう少し全町、議会も含めて９団体でやっているのだけ

ども、そういう部分の視点が町長はどうだったのですかということを私は聞いているのです。

そういう意味でぜひ、今後もありますけども、そういう議会の提案も受ける時間がなかったか、

あるいはどうだったのかということです。 

○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 議会と、それから町との関係でございますので、私のほうか

ら若干、前田議員のほうに質問させていただきたいと思うのですが。 
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○議長（堀部登志雄君） ちょっと待ってください。今の質問の趣旨が不明確ということです

ね。わかりました。 

それでは、総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 私のほうから質問させていただきたいのですが、例えば町と

政策を協議すると、こういう機会が必要ではないかと、こういう話でございます。それで、従

前からいろいろ言われているところでございますが、この間、どういった段階で協議するとか、

それから、どういう案件を協議するだとか、そういったコンセンサスが議会のほうであって、

そういった前提条件で今回、前田議員がなかったのではないかということで質問されているの

かどうなのかだけちょっと確認させていただきたいなというふうに思います。 

○議長（堀部登志雄君） ２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 議長ちょっと、議事進行で伺いますけど。 

私、質問した後、議長、反問権認めましたけど。 

○議長（堀部登志雄君） 反問権というより・・・。 

○２番（前田博之君） 私の言っていることがわからないということなら、いつも議長は、議

員がこう言っていることについて、議長は逆にコンパクトにまとめて答弁しなさいというけど、

なぜ、あえて答弁ある前に質問をされなければいけないのか。どうも私はわからないのです。

私、この３点質問したときにちゃんと言っています。 

○議長（堀部登志雄君） ちょっと待ってください。前田議員、質問されました。だけど、質

問の趣旨がちょっと不明確なもので、答弁する前にどういう趣旨ですかということであれした

のですから、その辺お話ししてあげてください。 

２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 私、明確なはずです。なぜ、今回、経済団体９団体から事業提案あっ

たのに、きょう議会に上がったのだけど、議会に何もこういういい政策があったということを

事前に相談なり提案をして、そして議会も絡んで、もっとよりよい、議会のいい提案もあった

らそれも含めて、きょう事業提案できなかったのかと。その過程はどうだったかということを

聞いているだけの話です。なぜわからないのですか。みんなわかっているはずです。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、この件につきましては、どの時点で我々がかかわるべき

なのか、その辺はまだ議会としてきちんと町のほうには明言、話しておりませんよね。そうい

う関係もありまして、どの時点で今後かかわり合っていくかということは、議会の内部できち

んと申し入れて、そういう形で今後についてはやっていくべきだというぐあいに議長としては

そう思います。したがいまして、今回の緊急経済対策を提案する前の段階で、どの時点で議会

に連絡すればよかったかということは、こちらのほうではまだ把握していないというように私

取りましたので。今後についてはその辺は議会として、こういう問題についてはこの時点で議

会としてきちんと連絡をいただいてかかわり合っていくべきだという形を、議会側で決めてい

かないとだめではないかというぐあいに私は判断しましたので。今後、議運等でその辺につい

てはきちんと皆さんで議会のかかわり方についてやっていきたいなというぐあいに思いますけ
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れどもどうですか、その辺について。 

２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） ここでそういう議事進行の部分について議論するつもりありませんけ

れども。議長、議会として通年議会をやって、問題あれば１日でもすぐ議会を開いて、町民の

声を議会に反映してどういうことをやるかというための通年議会ですよね。それを今議長の言

ったことなら、事前に日程組んで、当然そうだけど、町から来ないから議会でどうするかとい

う話はおかしいのではないですか。それはいいです。 

 そうしたら、町長。言います。答弁もらっていませんけど。この緊急対策会議を９日に開か

れているのです。そのとき提案を受けて、きょうです。その間、議会にも、せっかく９団体の

人方が９つの事業をしたいのだと来たのなら、議会に町民からこういう提案あったのだと、議

会でもこの提案に対してプラスアルファないかとか、こういう大変な停滞している部分を打破

するためにも議会にも知恵を貸してくださいとか、どうですかということが、日にちがあるか

ないかは別です、あってもいいのではないかということを私は言っているのです。だから、私

きょう言ったら、こうやって質疑やって質問されて、採決で終わりです。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 議案配付は３日前にしているのです。ですから私先ほど言ったように、

前田議員が、これはすべての議員がそういうふうに思っているのだったら別ですけど、皆さん

が今回、商業、観光も含めて大変な状況だというのはすべて認識しているのです。ですから先

ほども議員さんから提案あったように、これでは少ないだろうという議員さんもいるし、もっ

とこういう方法もあるのではないかというのはここの場でするのです。この議会に提案したと

きに。違うのですか。この場でできるではないですか。この場で私はできると思います。私は

そういうことを提案させていただいています。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、最後の質問ですけれども、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） そういう言い方をしてしまうと、議会で、先ほど私言ったように、き

ょうは今質疑、採決だけになってしまうのです。そうしたら町長、きょうがそういう場と言う

のだったら、皆さんから意見を聞いて、いい意見あったら議案１回取り下げて取り入れること

ありますか。多分部長も言ったように、今後の課題としてそれは考えますと言ったわけでしょ

う。私が言っているのは、そういう議事的とか、今言ったように日数を逆算してではなくて、

町長も言っている、私たちもそういうことを１日でもこの中に反映して、よりよい白老町の活

性化をしたいという思いでこう言っているのです。それを時間がなかったとか、ここの議会の

席で言えとか。この議会の席は、今言ったような部分で議事的に言えば、もう質疑して答弁も

らって、今みたくされて、あとは採決されるだけです。そうしたら、この後に大きな問題持っ

ていると言っているけど、それは別にして、今私はこれを上げてくる過程において議会として

の考え方を取り入れてもらえなかったのですかと。そういう機会はなかったのですかというこ

とを言っているだけの話ですから。それに対して答えてくれればいいだけです。 
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○議長（堀部登志雄君） 山口総務財政部長。 

○総務財政部長（山口和雄君） 先ほど前田議員にご質問したのは、前田議員がおっしゃった

とおり予算の提案権というのは執行側にあるのです。ですから今回予算を計上し、提案してい

るわけです。その中で政策論議を事前にしていないということであれば、それでは町と議会と

の政策協議機関というのはまだ立ち上げていませんと。立ち上げていないですよね。その協議

をすべきだという話なら、それは前田議員個人の意見だというふうに受け取れるわけです、今

のところは。それで、正式に議会の機関からこういうことについて協議しましょうと、こうい

う正式な提案があって、それはそうだと思いますし、それは今後どういうふうにしていくので

すかというのは、議会側と執行側が話すべきことだというふうに思うのです。それで、仮に今

回提案したものについて前田議員はまだ具体的な提案はされていません。自分はこういうもの

も活性化のために必要だということであればその旨言って、見解をお聞きになればいいと思う

のです。それは今回、具体的に前田議員は言っていませんから。ただ事前の協議がなかったの

ではないかとしか指摘されていないのです。それで、具体的なものについて協議の中でまだ整

っていませんから、それを一方的に言われるというのはおかしな問題だというふうに思います。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 14 番、氏家裕治議員。 

○１４番（氏家裕治君） 14 番、氏家です。私は先ほど企画振興部長のほうからもお話があっ

たとおり、前年比 20％から 30％の宿泊またはお客さんの減があったと。これは前年と言っても、

前年も厳しい状況だったのです。その前年の厳しい状況からなおかつこういう状況になったと

いう中での、私はこのスピード感を持った、例えば今回の実施主体である実行委員会を立ち上

げて、こういった施策に取り組もうという姿勢は、私は評価しなければいけないと考えます。 

なおかつ、こういった取り組みが長期的な、例えば緊急経済対策だと思いますけれども、も

っともっと白老町としての、例えばこの目標にする町外者の誘客による町内消費の拡大、こう

いったものに本腰を入れて取り組む、もうそういった時期にきているのではないのかなと私は

思うのです。ですから、緊急経済対策、これはぜひ成功させていただきたい。その後、これを

引き続き通年で、また長期的な視点で考えるのであれば、やはり白老町には道の駅だとか、海

の駅構想というのは、やはり頭の中から離せない、こういったものを今後展開していく一つの

起爆剤になればと私は考えるのですけれども、その辺の考え方だけをお伺いして質問を終わり

たいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 今回こういう緊急的な対策が必要だということで皆さん方の

要望を受け、10 団体集まって検討会議を開かせていただきました。ですから、今回とにかく皆

さん方のアイディアを募って、そして、その集まった人たちが連携することによって、４事業

すべてに携わっていただくことによって、将来につながればと思っております。その１つの成

果として、そういう一例として、道の駅の試行的なものもございます。ですから、今回はこう

いう事業を展開することによって将来にどのようにつながっていくか。そして、そのつながっ
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たものが、今回の４つの事業がどのように変化していくかと。そういったことを検証しながら、

できる限り、今回この 10 団体のアイディアを将来につなげるような形で行政は携わっていきた

いとこのように思っているところでございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今の件で何点かお尋ねをしたいのですけれども。

１つは、10 団体、町を入れて 11 団体ですけれども、ここは今、同僚議員も皆さん成果として

評価されていますけど、私もこういうことで行われたということに対する評価は高くしたいと

思います。ただ、各団体の果たした役割、ここがどういう状況になっているのか。何を言いた

いかというと、10 団体のうち提言を出したのが９団体で、まとめたのが４団体。これを見ると

私は観光協会の果たす役割が非常に大きいのではないかと思うのです。ここで観光協会が今ど

のような役割を果たしているのか。私も実際に、あそこにたまたま日曜日に行ったら閉まって

いたとか、いろいろなことを聞いています。議会でも観光協会が今本当に果たさなければなら

ない役割とは一体何なのかということが私は問われていると思うのだけれども、この点あたり。

個々のことを言っているのではないのです。観光全般の中で観光協会がどのような役割を果た

して、どういう提起をして盛り込まれたのかというあたり、差し支えない範囲でできれば教え

ていただきたい。 

それから、具体的にいうと、第２次、第３次は考えられるかどうか。こういう提案を含め、

考えられるかどうかということです。同時に商業と観光なのです、これは。それで、公が入っ

ていないのですけれども、例えばリフォーム何ていうのは、ほかの自治体では、白老は単発で

やっていますけれども、ほかの自治体はもう条例化して継続的にやっています、リフォーム制

度は。そういう考えがないかどうか。 

最後に財源の問題なのです。今回、町単費なのですけど、町の単独予算なのですけれども、

ほかからの補助金なり、起債なり、何らかの手当てというのは考えられないかどうか。また、

国がこの後、２次、３次の中で、もちろん大災害ありましたから大変だと思うのだけれども、

そういう手当てが２次補正なり、３次補正の中で考えられていないのかどうか。そこらあたり

お尋ねをしたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 観光協会の果たす役割。まず１点目の果たす役割でございま

すけれども、これにつきましては今回震災を受けた後の調査と、あるいは誘客活動と近郊の、

例えば道内の高校、中学校というのはほとんどが東北方面に行ってございます。ですから、今

回震災を受けた方面から道内に切りかえるというお話がありまして、それを受けましてすぐ道

内の主要地域にセールスに歩く、あるいは地元ではその調査もするというようなこともやって

ございます。ただ絶対的にやっぱり観光協会のほうも人数的にこういう本当の未曾有の震災を

受けた後の取り組み、これについてはやっぱり能力的に不足しているのは間違いないのです。

そういった部分では、まだまだ求められる観光協会の役割を果たしていないと、そのような部
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分はあるかなと思います。そういったことで、今回そういう意味では観光協会にとっては、観

光を要とした町外の人たちが町内にお金を落とすというような、こういった取り組みについて、

より大きな責務を担うというそういう部分ではかなり危機感を持って、そして、組織の活性化、

こうあるべきだといったものを組織みずから反省と、それから、これからの取り組みの強化を

していかなくてはいけないと、そういうような認識に立ったのではないかというふうに、町と

今回調査とＰＲ等をした中では感じているところでございます。 

それから、財源。今回この 440 万円、これは財源、全部一般財源なのです。これも本来なら

いろいろな補助金獲得に向かった中で、それを見通した中でこの事業を立ち上げることをした

かったのです。財政的に見ればそういうふうに行政は考えたかったところなのですが、それを

やってしまいますと、それこそ今回議会に提案することでギリギリのスケジュールなのです。

これが６月 20 日以降の議会にしてしまいますと、実際に事業が立ち上がるのが８月以降になっ

てしまうのです。そういったことを考えますと、議会の皆さん方には申しわけなかったのです

が、説明不足の中でこういうものを提案して申しわけなかったのですが、この議会を外します

と２カ月以上も遅れてしまうという現実になってしまいます。特に７、８月というのは観光業

界、稼ぎ時です。それを逸してしまうというそういう危険性がありましたので、財源の問題も

ありますけれども、そういうことで今回こういう形で提案させていただきました。財源につき

ましては、今さまざまな補助制度獲得に向かっていまして、それが見通しついた時点で財源振

りかえ等は考えてございますのでご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、２次以降考えられるのかということですが、状況を見て必要

があれば２次、３次、これは当然考えていかなければならないというふうに考えております。 

また、リフォームにつきましても２次、３次、検討時に条例化するのかどうか、これも合わ

せて検討させていただきたいというふうに考えております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） ５番、山本でございます。まずもって今回のこの活性化緊急対策事業

に関しまして、当初町長のほうから我々の全員協議会の後、非公式なときだったのですけれど

も、姉妹都市の仙台市や日本製紙のある石巻市のほうにこれぐらいの義援金をプラスアルファ

して持って行きたいのだと、どうかと。それで、我々議員は、皆さんそれで賛成しました。し

かしながら、それ以上にこの日本の自粛ムード。自粛ムードは日本人の心のあらわれだと私は

思いますけれども、自粛が続けば続くほど日本は沈没してしまう。白老町も今そういう状態で

す。そういう中で私は、そのプラスアルファで当初考えた分をこの事業に回された、この町長

のご英断、これは私、拍手を送りたいと思いますし、これを決められた町当局の皆さん方にも

私は感謝を申し上げたいと。町民の一人として感謝を申し上げたいと思います。 

それで、この内容について説明はわかりました。それで、これは１つ要望なのですけれども、

実は議会報告会、つい先だってございました。議会報告会の中では各いろいろな場所でやりま
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したけれども、我々の議員報酬あるいは定数問題について厳しい指摘がございました。また、

もう一つとしては、職員の給与を段階的に戻したことに関して、議員それぞれ、各会派が全員

一致という、全会一致というのは何事だというような話がございました。そういう町民に対し

ましては、再生団体や健全化団体にならなかったのは、町職員の８割方の犠牲のもとで成り立

っているのだと。だから、賛成したのは、うちの会派はこういう思いで賛成したと。見解の違

いだと思いますというお話をさせていただいたのですけれども、このような話が議会報告会で

出るわけです。何を申し上げたいかというと、こういう活性化対策事業を行うときには、ぜひ

とも町の職員も個人的に消費拡大にかかわっていただくような努力を、ぜひ、していただきた

い。こういうお願いでございます。私自身もどうしても品揃えや品質を求めて町外で購買する

ことも結構あるのですけれども、私自身も反省しながらこの事業に協力してまいりたいなとこ

ういうふうに思います。これが１点。 

それと、先ほど道の駅の話、同僚議員から出ました。私からもこれ１点伺いたかったのです。

最近、観光協会あるいは商工会の部会のほうから道の駅構想のテーマが随分取り上げられてご

ざいます。以前は、なぜほかの例えば後志だとかなら小さなまち、何千人しかいないようなま

ちでも各町村に道の駅がある。白老はどうしてできなかったのか。白老は、実はドライブイン

の方、あるいはスーパーマーケットの方、いろいろな、まちで販売されている方が道の駅がで

きることによって、そのもともとの商売が非常に成り立っていかなくなるのではないかという

反対も結構あったと。そういう話も聞いているわけですけれども、今回商工会の部会や、ある

いは観光協会で取り上げられているということは、非常に町内本当に危機感を持っているとい

うあらわれだと思います。この道の駅構想に関しての現時点でのハードルや、今私が申し上げ

たことについてどのような見解を示されるのか。町としても当然これはこれから検討していか

なければならないと思います。それだけ商工会、観光協会が積極的に動いているわけですから。

今後の道の駅に対しての見解とそのハードルの高さ、これについて伺いたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） まず１点目の町民あるいは職員がより多くの買い物を地元で

やるようにという部分でございますけれども、これは、今回こういった事業を展開するという

部分では、町外のお客さんを対象にするもの、それから町内のお客さんを対象にするものと、

あるいは複合しているものとあります。そういった事業を展開する、ＰＲする中で、職員はも

ちろん町民の方々にもできる限り多くの方々が参加していただいて、そうすることによって消

費の活性化を図る、経済の活性化を図るというようなこと、これは事業のＰＲとともにそうい

ったことも町民の皆さん方もぜひ参加してくださいというようなことを強くＰＲの中で訴えて

いきたいなとこのように思ってございます。 

それから道の駅の件でございますけれども、確かに札幌から室蘭までの間、以前までは１つ

もなかった時代もありました。今は恵庭、そして苫小牧、室蘭とございますけれども、白老は

山本議員おっしゃったように、古くからドライブイン街を形成しておりまして、道の駅的な店

が並んでございました。そういったこともございまして、なかなか道の駅をやるということが
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一つのものとしてできなかったのが現状でございます。基本的に道の駅というのは、これは商

業・観光という発想からやってしまいますとなかなか成功しないのです。その特産物を生産し

ている人がみずから自分のものをその場で売ると、そういうことを体験することによって生産

意欲につながる。そういう人たちの声が道の駅をつくってくださいということになると、これ

が初めて成功するのです。これを観光、ただ売るだけのほうでやってしまいますと、これはや

はりなかなかその後が続かない。どういう運営をしていくか、こういう運営をしていくかとい

う部分で続かないのです。ですから生産者が、たらこでも何でもいい、たらこの加工会社、そ

れから畜産農家でもいい、それからしいたけの生産者でも、皆さんが、生産者がみずから自分

たちのつくったものを自分たちの目の前で売りたいのだと、こういう声が上がって初めてずっ

とつながるものだというふうに、私専門家のほうから聞いてございますので、今その辺のとこ

ろが商工会さん、観光協会さんのほうから声が上がってございますけれども、その方たちが生

産者と一体となってそういうような機運が盛り上がれば、町としてもそういうことを考えてい

かなければならないのかなと考えております。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） 道の駅で成功しているのは、ニセコの道の駅何かがそうなのですけれ

ども、規格外の野菜何かといったものを各農家がそこに入れて、本当に新鮮な野菜を求めて全

道各地から来られると。常に駐車場が満車になっているというような状態。ですから今おっし

ゃったように、１次産業の方々の協力というのは本当に必要なことだというふうに思います。 

そしてもう１点は、先ほどのハードルなのですけれども、道のほうのハードルはどうでしょ

うか。補助金も含めて。 

○議長（堀部登志雄君） 山本議員、活性化の事業でこういうものを取り入れられないかとい

う趣旨の質問ですね。 

○５番（山本浩平君） 関連質問です。 

○議長（堀部登志雄君） 関連というより、あくまでも商業活性化のためとしてこういうもの

ができないかということですね。 

○５番（山本浩平君） そういうことです。 

○議長（堀部登志雄君） わかりました。 

高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 実は、ハードルという部分では、つい最近というか、数年前

までは、これは国交省のほうに届け出するという形になるのですが、そういった手続きの部分

では、結構あちこちに今できておりまして、もう大体国で考えているようなそういう道の駅構

想がほぼ飽和状態になってきているというようなこともございまして、そういう意味では余り

国交省のほうも積極的ではないような、そういうような状況はあります。それは手続き的なハ

ードルでございます。 

それと、実際に町内のほうでやるといった部分については、今私が申しましたように、やは
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り各団体の方々がそれぞれの利害の壁を乗り越えて議論して、そして、つくりたいのだという

一本化、それがどのようになされていくかと。そこの部分が一番大きなハードルだと思います

ので、そこにつきましては、いろいろな形で各団体のパターンのその意識の高まり、そこを行

政としては待つしかないのかなとこのように考えているところでございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 12 番です。まず１点は、４ページの歳入。これは工業団地の土地売

却の歳入なのですが、私は工業団地にしばらくぶりで朗報があった、工業団地が誘致されたと。

これは大変喜ばしいことだなと思います。それで今回、第三セクター債を使って工業団地会計

を廃止したと。特別会計を廃止したと。それで、先般もご質問しているのですが、たしか工業

団地の土地売却予定額は 5,000 円以上、超えていたと思うのです。今回 3,300 円です、売って

いるのは。とすると、緊急的にこういう価格にしたのか。今後、工業団地の土地はずっとこの

価格でいくのか。前回、確か、町長の答弁で５千何百円と言ったはずです。そうすると、工業

団地会計、会計は廃止になりましたから相当な歳入欠陥にそれこそなるのではないかなと思う

のですが、今後ともこの 3,300 円、この価格で、今後これからもっと安くなるか、上がるかと

いうよりも、これをベースにして考えていくのかということが１点。 

それからもう１点は、先ほどから議論になっております白老商業・観光活性化緊急対策。い

ろいろ議論ありました。行政側の議論も議会側の議論もすべてはこのまちがよくなるように、

景気がよくなるように、お互いが生きるためにやっている議論なのです。しかしながら、先ほ

ど財政部長がこの議員提案と議員とこういうものが今まで条例つくらなかったからできないよ

うな話を言っていました。私は、白老の議会始まってもう何十年にもなって、今まで行政側の

ご答弁に、こういう事業の緊急対策でこういうご答弁聞いたのは初めてです。難しく考えるこ

とないのです。先ほど言った、まちをよくするのか、悪くするのか。悪くするということは誰

も考えないです。どうやったらまちがよくなるのかということでお話し合いしているわけです

から、そういう難しい条例とか何とかの話でやっているのではない。このことをまず、もう一

度ご確認しておきたいと思います。今後そうなのか。そうでなければ、議会側が何も提案でき

ないのか。こういうことでまずお聞きしておきたいと思います。 

それで、今までやった議論は毎回、毎回こういう景気対策とか特別対策するときはあるので

す。先ほど企画部長は、この今の件についてもなかなか定例会でやると２カ月遅くなるのだと、

こんなお話もありました。今白老は通年議会で、あしたまた全員協議すればいいではないです

か。あさってまた議会を開けばいいではないですか。いつもそういう逃げ方をしているのです。

私は前田議員の言った先ほどのご質問は、今この議案に対して正当なご質問だと。このまちを

思い、それから商業者団体を思い、それからこの提案が一日も早くうまくいくように、腹の底

ではそう述べているだけなのです。何も難しい話はしていない。ですから大切なことは、よく

議会は両輪だとこう言いますが、私はいつも片輪だと何回も言っています。ということは、も

う少し、どうしたらいいかみんなできちんと議論すべきだと言っているのです。 



 43

１つ例を上げますと、今回の仙台市の大災害、仙台市に義援金を送るとき、議会側は仙台市

に 500 万円、石巻市に 200 万円やろうと、こう協議会で決めたはずです。しかし、町長は仙台

市に 300 万円、石巻市に 200 万円と言っていました。しかも、何も協議しないアキサケ 1,000

本、これもいつの間にかポケットマネーのようにトラックで持って行って、送って、みんなお

いしいと食べたとこう言っていました。しかしながら、これだって議会に何かご相談ありまし

たか。話によれば１組合員にお電話が来て、１仙台市の議長がサケが欲しいと言っただけだと。

裏話つっつけばいっぱいあります。しかしながら、議会にも一言もないのです。それで今回の

この議案も私に来たのは 26 日です、昼頃。我々は 26 日１時から議会報告会があって、もう出

ているのです。帰ってきたのは９時半です。それから見て、こういう提案があったのですが、

私はもう少し、やることはみんなまちのためにやっているわけですから、何もけんかするため

にやっているのではないのです。もう少し素直に、そしてよく考えながら、よく話し合いなが

ら議案提案をしてほしいなと。先ほどの言っていること、まとめるとこれだけの話なのです。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 我々は一般的な、議会の一般論ですが、議案を３日なら３日前に配付

して、それで、議会の皆さんは議案を見ていただくわけです。そこで今回の経済対策が議員個々

の皆さんが考えている、もっとこういうふうにすべきではないかと。事前に何かなかったか。

それはそれで結構なのですけど、もっとこういう方法もあったら経済効果あるのではないかと、

そして、できれば事前に議会と議論する時間が欲しかったということであれば、それはわかる

のですけど、あると思います。ただ、今言いたいのは、例えばきのうポロトに行きました。震

災以来、初めて韓国から 47 名来たそうです。前年比約 9,900 名の減だと言っていました。バス

もありましたので聞いたら、愛知県から来た修学旅行と。やっと震災前から動き出したという

思いできょうも議会に臨んだわけなのですが。職員も今回提案するまではいろいろな店を全部

回ったり、事業者を回ったり、そして、団体の皆さんが真剣に何回も議論して、こういう提案

をしてくれと、こういうことをやってくれと、それに今回、我々、肉づけしたわけです、ある

程度。若干ですけど。それを議会の皆さんに提案させていただいたという中身なのです。です

から、すべてのものについてこれから事前に議会に全部相談しなさい、協議しなさいと。それ

でなければおかしいですということであれば、これはうちの部長が言うように、全部そういう

ふうにしなければならないのです。だから、通年議会の前にまた議案の都度そういう機会を持

たなければならないといったら、今で２百何日ですから、またもっと会期日数ふえるでしょう。

ですから、我々は決して議会に対して無視したわけでもなく、当然こういう時代、こういう世

の中になっているのでわかっているだろうと。ぜひ、議会からももっとこういう方法があるの

ではないかなということであれば、今うちの副町長言ったように、２次、３次の方法もあり得

るということです。やっと経済のほうも歯車が若干動き出してきたので、これから本格的に協

力しながら、総合力で各団体と頑張りたいと思っていますのでご理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 私のほうから、今回の企業に対する売却額 3,500 円というふ
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うにお答えさせていただきます。これにつきまして、従前ずっと 5,000 円から 5,200 円という

ような価格で決めておりましたけれども、今回誘致した企業は、さらなる拡張を考えておりま

す。２次、３次の拡張を考えてございます。ですから、今回そういった事業の拡張部分をより

早くやっていただくということを促すこと１点と、それから、これはほかのまち、道東、道北

に行きますと、工業団地の用地、タダで譲渡する。あるいは貸すというふうなところがたくさ

んございます。今後、今回の震災を受けまして、さらにそちらの地方の方々も工場の移転等を

考える企業はたくさんあると思います。それで今回、例えば 5,000 円で相手方が、今回誘致し

たところがいいと言っても、今度はもうものすごく熾烈な競争が今後さらに考えられるのです。

そうすると、またプライスダウンを考えなくてはいけない。それでは、そういった中で、一年

の中で 5,000 円で売った企業、3,500 円で売った企業とあってはまずいというようなこともご

ざいまして、今回、路線価という根拠をもとにして 3,500 円にさせていただいたということで、

その２点の理由で 3,500 円ということです。ですから、今後もこの 3,500 円というものをベー

スで交渉に当たりたいとこのように考えてございます。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 工業団地会計の歳入については、私は今回、再建団体に落ちるかど

うかと再建計画したときに、工業団地造成の会計が 14 億幾らもあったと。それで、どうしても

これを一日も早く売るのだと。そして、赤字をなくしたいのだと。これが町長、平成７年８月

号にきちんと書いてあります。このときも 3,300 円何て、こんな単価ではなかった。これだっ

たら、もっと赤字が大きくなっていたはずなのです。 

それで、わかります。今タダでやっているところもあるし、それから、安売りしているとこ

ろもある。私はそんなことを言っているのではないのです。タダでやろうが何がどうだと言っ

ているのではない。私は、大切なことは、税金ですからこれも。すべて税金。町民の税金でつ

くった 28 億円かけた工業団地です。それで今企業誘致のために投げ売りや、それから、タダで

やる、このことがいいのか悪いのか。そういうことを先ほどから言っている、議会にきちんと

相談をしてもいいのではないの。そういうことを言っているのです。例えば全員協議会なり何

なり。つい２週間前に 5,000 円で売ると言ったのです。そうしたら、きょう 3,300 円かこの程

度。ですから、こういうことをきちんと話すべきだとこう言っているのです。それで、先般の

議会報告会でこう言われました、我々。恥ずかしくて、本当に怒りにあれしたのですが、今の

議会は何をやっているのだと。203 日やったとか何とかと言うけど、お前らが決めたことだろ

うと。我々の税金使ってやっているのは、何を議会で議論しているのだ、恥ずかしくないかと

言われたのです。だから、もう少し議会としては、町民にきちんと説明するような、例えば、

今の 3,500 円でなぜ売ったという理由がわからないでしょう、説明がなければ。我々が勝手に

つくってできないでしょう。そういうことを言っているのです、我々が言っているのは。議会

ともう少しきちんと協議をすべきだといっているのはこういうことなのです。 

先ほど、今後ずっとこれで売っていくのかという答弁はなかったですよね。言いましたか。 



 45

それから、先ほどからいろいろ議会に、我々が先ほど言ったのは、決して文句でもけんかし

ているのでもないのです。きちんとした説明責任をしてくれとこう言っているのです。ですか

ら、すべての議案に対して説明してくれなんて言っていません。大事なことはしてくれと言っ

ているのです。私は今回の経済対策、私の思いとしては、こんな 400 万円ばかり、600 万円ば

かりの事業では経済対策のけの字も出てこないと思います。私は桁が違うと思う。4,000 万円

ぐらいやって初めて経済効果が出てくるのだと、私はそんな思いがしているのですが、先ほど

２次、３次の経済対策をやると言ったのですが、ですから、そういう意見もあるから、議会で

も話をしてくれとこう言っているのです。先ほど言っていたのはそういうことなのですが、私

はこういう今のまちの状況からいくと、経済対策は丸一つ違う、これぐらいの考えを持ってい

るのですが。その辺でやめとくけども。 

○議長（堀部登志雄君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 4,000 円ぐらいということで議会には確かに当時申し上げていたので

すが、その折衝の中でまだ決めかねていた部分がありますので、その 500 円でよそのまちに工

場が行ってもらっても困りますので。ただ、折衝の中で、それでは 500 円下げますからことし

中に工場着工してくださいというやりとりがやっぱりあるのです。これは商売と同じですから。

ですから、それを事前にちょっと待ってくださいと言って、議会に戻って 500 円下げていいで

すかということにならない。ですから、そこではそういう商いというか、取り引きの中ではそ

ういうこともあり得るのです。ですから、今回の場合は、今後もあるかもわからないのですけ

ど、今回の場合はそういう中で 3,500 円という単価が出たということをまずご理解いただきた

いと思います。いろいろな折衝の中で出たということなものですから。来年操業開始すると。

ことし工場着工と。20 名程度の従業員を使うということでございます。これはどこのまちでも

やっていることでございますのでご理解いただきたいと思います。 

また、それと経済対策の話でございますけど、何度も言っているのですが、それぞれ議員さ

ん個々に経済対策について心配な部分持っていると思うのです。どうなるのだろうと。これは

松田議員が今言った 4,000 万円ぐらい突っ込んでもっと大きな歯車回せと、これも経済対策の

一つだと思います。ただ、今回は各団体の皆さんが集まって、町の財政も大変だろうから、ま

ずこれをやってくれという中でご提案があって、そこに肉づけしたということでございます。

ですから、副町長言ったように２次、３次もあり得ますので、大変今の松田議員のご提案には

事業所の皆さんも大変心強い部分があるのではないかなと思っております。 

○議長（堀部登志雄君） ３番、西田祐子議員。 

○３番（西田祐子君） ３番、西田でございます。１つお伺いいたします。実施事業というと

ころで、予算総額が９事業で約 900 万円を超えたので、当初想定の予算を大きく上回る結果と

なったことからこの事業を調整したというふうに説明の中に書いてあるのですけれども、私と

しては、採択されなかった５事業が非常に気になって仕方ないところなのです。というのは、

やはり当初予定の予算を大きく上回ると、最初からこれだけの予算でやりますというお考えで

今回の事業を始めたと思うのですけれども、私もやはり、これは金額 440 万円ですから、やは
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り非常に小さすぎると正直言って思います。ほかの議員さん方も同じ思いで言っているのだと

思います。これは残りの５事業につきましても早急に考えて、できるものなら予算化していた

だきたい。 

 それともう１つ。本来この事業に対しまして、どの程度の事業が本当に経済効果として、今

同僚議員も質問していましたけど、丸一つ違うのではないかとそういうふうな意見もありまし

たけれども、実際に工業と商業ときちんと分けていますので、今回の商業関係のほうで実際に

1,000 万円ぐらいがいいのか、2,000 万円ぐらいがいいのか、そういうような効果額が出てくる

ような金額というものをきちんと押さえて今回予算立てされたのでしょうか。この２つをご質

問します。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） ９事業上がってきて、総額 900 万円ということでございます。

これは、５月９日の１回目の５月会議のとき、義援金の話、当初 700 万円と全員協議会で説明

したのが、500 万円にしたと。それでは、その 200 万円どうしたのですかと。どうなるのです

かという話が議員さんの中からありまして、そのとき総務部長お答えしたと思うのです。200

万円は経済対策に回したいと。向こうも大変だろうけれども、白老町も大変なのだと。だから、

200 万円は経済対策に回したいというお話をされたかと思うのですけれども。ですから、ベー

スはその 200 万円なのです、今回の経済対策は。ですから、それに対して 900 万円というのは

やっぱりちょっとうちの財政上、非常に厳しいというようなところで 200 万円をベースにして

考えると、やはりふくそうする事業を統合しまして、そして、統合することによってさらに効

果的なものを統合したというようなことで、大体９事業の中身、その趣旨、そういったものは

この４事業で大体受けた取り組みという内容でございますので、財源と、それから、４事業に

絞ったということについてご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） 15 番、吉田和子議員。 

○１５番（吉田和子君） 15 番、吉田です。９ページの企業誘致特別促進事業なのですが、私

も東北のほうの今回の大震災で白老町にも企業誘致で来ているところが仙台にもあって、そこ

に職員、白老町の近辺の人が訓練という形で職業がそこに入りまして、東京かな、どこか戻っ

たという話をしていたのです。私、そういう話を聞いてやはり、本当に東北の方々には申しわ

けないのですが、やっぱりこういったときに、それで私はこの調査費が上がってきたと思うの

です。これは委託料となっています。企業誘致意向調査委託料になっているのですが、これは

こういった専門のものがあるのか。それとも、広域的にいろいろな情報を集めることを委託し

ていくのか。これは町の職員が携わるのではなくて、ほかのほうに委託していくのか。それで、

この広告料なのですが、そういったために広告料なのか。その辺ちょっとどういった形のもの

になるのかお伺いしたいと思います。 

それからもう１点。白老町商業・観光活性化もいろいろな質問が出ましたので、私すごく１

つ気になった、すごく小さなことなのですが、本当に白老の 10 団体が一緒にやられたことは私
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もすごく評価していますし、２事業、３事業先ほど出ましたけれども、９事業が出てきたとい

うことで、これは本当に成功すれば、次へ次へと手を打っていただきたいと思いますし、町単

費が無理であれば、本当に補助メニューを探して、できることであれば本当に進めていってい

ただきたいと思いました。それで、４番目の飲食店連携にぎわい創出事業なのですが、これは

大町商店街を中心にしているということなのですが、飲食店関係も本当に大変厳しい状況にあ

ると思うのです。そういった中で大町だけというのは、これは飲食店の方々がこういうふうに

まず第一歩をやろうということなのか。私はやっぱりお酒が入るということで、これはタクシ

ー業者もありますけれども、そういったところと連携を取りながら萩野にも北吉原にも虎杖浜

にも竹浦にも行けるような仕組みづくりをしていくことで全町が成り立つのかなとちょっと、

これは私が考えたことなのですけれども、そういうふうになっていくのでは。大町の飲食店だ

けが活性化になればいいのではないのではないのかな。ただ、大町商店街のほか、萩野、北吉

原はまず静観して、それが成功すればやるということなのか。そのいきさつがちょっとわから

ないものですから。これは全町的な商工会関係の、商業関係の取り組みなのです。だから、大

町だけに特化しているのか。それとも、中心だから全部入っているのか。その辺ちょっと確認

したいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） まず１点目の企業立地の意向調査委託料の部分でございます

けれども、この内容だと思うのですが、これにつきましては専門の業者である帝国データバン

クのほうに依頼しまして、対象は岩手県だとか宮城県、福島県、それから茨城県等、直接被災

した地域に本社を置かない企業を対象としております。やはり地場産業というのはなかなかそ

この場所から動くということは難しいというのが最初から帝国データバンクのアンケート調査

等でありまして、それをまず除いた企業約 2,200 社を対象にして調査を行うものでございます。

被災の状況だとか、それとか移転する考え方、そういったものについて情報をいただくという

内容でございます。そして、広告につきましても、これと相まって日経新聞だとか、それから、

産経新聞等に掲載させていただく広告料でございます。 

 それと、４番目の活性化事業でございますけれども、これは大町を中心と書いてございます

けれども、実は全町、社台から虎杖浜まで全町を対象としてこの事業に参加していただくとい

うことを考えてございます。ですから、当然ここには、お酒飲むわけですから、交通機関もこ

こにかませた形で協力していただいて、クーポンの１枚はタクシーですとかそういった形で事

業の取り組みを考えておりますのでご理解いただきたいと思います。 

以上です。 

○議長（堀部登志雄君） ほかありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ないようですので、質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第３号 平成 23 年度白老町一般会計補正予算（第４号）、原案のとおり決定することに

賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

よって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎議案第４号 平成２３年度白老町国民健康保険事業特別会計 

補正予算（第１号） 

○議長（堀部登志雄君） 日程第５、議案第４号 平成 23 年度白老町国民健康保険事業特別会

計補正予算（第１号）を議題に供します。 

提案の説明を求めます。 

辻生活福祉部長。 

○生活福祉部長（辻 昌秀君） 議案第４号 平成 23 年度白老町国民健康保険事業特別会計補

正予算（第１号）。 

平成 23 年度白老町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 2,836 万 7,000 円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ 31 億 7,213 万 7,000 円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

平成 23 年５月 30 日提出。白老町長。 

次のページでございます。第１表、歳入歳出予算補正につきましては、歳入歳出とも記載の

とおりでございますので省略させていただきます。 

次、４ページからの歳入歳出事項別明細書につきましては、担当の町民課長からご説明いた

します。 

○議長（堀部登志雄君） 南町民課長。 

○町民課長（南 光男君） 歳入歳出事項別明細書の説明をさせていただく前に、今回の補正

につきましては、国民健康保険事業特別会計の収支決算見込みがほぼ明らかになったことに伴

う収支不足を平成 23 年度会計から繰上充用するものであります。 

それでは、歳入歳出事項別明細書、歳出から説明させていただきます。６ページをお開きく

ださい。歳出、２款１項１目一般被保険者療養給付費。一般被保険者療養給付費につきまして
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は財源振りかえでございます。13 款１項１目繰上充用金。繰上充用金 2,836 万 7,000 円の計上

でございます。前年度繰上充用金 2,836 万 7,000 円の補正であります。内容といたしましては、

平成 22 年度における繰上充用金は 8,819 万 5,000 円であります。最終的な繰上充用額はまだ確

定しておりませんが、平成 22 年度の単年度収支は 5,982 万 8,000 円の黒字となる見込みであり

ます。平成 22 年度繰上充用金 8,819 万 5,000 円から平成 22 年度単年度収支 5,982 万 8,000 円

の黒字を差し引きまして、今回 2,836 万 7,000 円の繰上充用を計上したものでございます。 

次に、４ページをお開きください。歳入、２款２項１目財政調整交付金。財政調整交付金に

つきましては、一般会計から赤字解消分として繰り出しを受けたことによる財源振りかえでご

ざいます。９款１項１目一般会計繰入金。一般会計繰入金 3,000 万円の計上でございます。こ

れにつきましても一般会計から赤字解消分として繰り出しを受け、繰上充用金 2,836 万 7,000

円の財源とするものであります。 

以上で説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） 提案の説明が終わりました。 

これより本案に対する質疑を許します。質疑のございます方はどうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） それでは、質疑なしと認めます。 

これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） 討論なしと認めます。 

これをもって討論を終結いたします。 

採決いたします。 

議案第４号 平成 23 年度白老町国民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）、原案のとお

り決定することに賛成の方は挙手を願います。 

〔挙手全員〕 

○議長（堀部登志雄君） 全員賛成。 

 よって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

                                         

◎陳情第１号 白老町体育施設指定管理の分割を求める陳情書 

○議長（堀部登志雄君） 日程第６、陳情第１号 白老町体育施設指定管理の分割を求める陳

情書を議題に供します。 

 お諮りいたします。本陳情につきましては、会議規則第 76 条第１項の規定に基づき、総務文

教常任委員会に付託の上、休会中の審査とすることにいたしたいと思いますが、これにご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（堀部登志雄君） ご異議なしと認めます。 
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よって、陳情第１号 白老町体育施設指定管理の分割を求める陳情書は、総務文教常任委員

会へ付託の上、休会中の審査とすることに決定いたしました。審査方よろしくお願いいたしま

す。 

                                         

◎散会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 議長より、念のため申し述べておきます。明日５月 31 日から６月 30 日までの間は休会とな

っておりますので、ご承知願います。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

（午前１１時４４分） 
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