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平成２４年白老町議会総務文教常任委員会会議録 

 

平成２４年１０月２４日（水曜日） 

開  会  午後 ２時００分 

閉  会  午後 ４時１４分 

                                         

○会議に付した事件 

 陳情審査 

１．陳情第３号 経済情勢悪化に伴う町内中小企業等への支援事業に関する陳情 

                                         

○出席委員（６名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      委  員 吉 田 和 子 君 

委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 山 田 和 子 君 

委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

議  長 山 本 浩 平 君 

                                         

○欠席委員（１名） 

 副委員長 坂 下 利 明 君 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     企 画 振 興 部 長    大 黒 克 己 君 

     産 業 経 済 課 長    小 関 雄 司 君 

     産業経済課主幹    後藤田 久 雄 君 

     参考人・白老町商工会会長     熊 谷 威 二 君 

     参考人・白老町商工会副会長    清 水 尚 昭 君 

     参考人・白老町商工会副会長    山 田 圭 一 君 

     参考人・白老町商工会事務局長    千 石 講 平 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君 

     参 事    熊 倉 博 幸 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただいまより総務文教常任委員会を開会いたします。 

（午後 ２時００分） 

                                         

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

岡村事務局長。 

○事務局長（岡村幸男君） 本日、９月会議において本委員会に審査付託されました、陳情第

３号 経済情勢悪化に伴う町内中小企業等への支援事業に関する陳情の審査を行うこととなっ

ております。陳情書の提出者を参考人としてお呼びしておりますので、まず初めに提出された

願意をお聞きし、その後に担当である企画振興部より説明等を受ける日程としておりますので、

お願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） それでは、陳情第３号 経済情勢悪化に伴う町内中小企業等への支

援事業に関する陳情書を議題に供します。 

これより審査に入ります。 

陳情書を岡村事務局長より朗読させます。 

○事務局長（岡村幸男君） 経済情勢悪化に伴う町内中小企業等への支援事業に関する陳情書。 

要旨。 

長引く経済不況により町内経済が厳しさを増している中、平成23年10月24日付で平成24年度

中に当会から緊急に対策を講じるものとして、町並びに町議会に対し要望した事業のうち、「白

老町住宅リフォーム」及び「ラブラブしらおい」事業については、いまだ予算措置の見通しさ

え示されていない状況にあります。しかし、いずれの事業も経済効果が非常に高いものであり、

町民からのニーズも高く、さらなる拡充を期待する声があります。言うまでもなく、地域経済

の活性化はまちづくりを進めていく上で最も大きな原動力であります。当会は地域の総合経済

団体として種々の課題解決のため努力をしておりますが、各業界の厳しい状況をご理解いただ

き、町民生活の経済的な支援を図るとともに地域経済活性化を図るため、時宜を逃すことなく

平成24年度中に本事業が実施できるよう早期の予算措置をいただきたく陳情いたします。 

理由。 

１、白老町住宅・耐震リフォーム促進助成制度等の推進について。 

本助成制度は、白老町の緊急経済対策の中でも投資波及効果の最も高い施策の一つでありま

す。昨年度は白老町から1,000万円の支援を受け、住宅リフォーム促進助成事業を実施しました

が、既に３カ年実施し、町民の認知度が高まったことにより、申請開始から３カ月余りをもっ

て住宅リフォーム促進助成事業の受け付けが終了しております。内訳は17事業所が59件の受注

を受け（工事高１億1,160万9,000円、助成金1,000万円）、リフォームを実施したい町民が多い

中、事業の申し込みについての完了をさせていただきました。また、この助成金にあわせる形

で町民がリフォームを検討したり、事業所が営業を行うなど厳しい建設業界において新たな動

きが生まれてきており、制度の推進を熱望するものであります。前回に続き、リフォーム工事
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助成対象の下限額を50万円に設定していただき、助成対象を住宅及び店舗・事務所など事業所

のリフォーム並びに駐車場の舗装等とし、さらに耐震改修促進助成の継続についても強く望む

ものであります。工事業者については、地域貢献をしている当会または白老建設協会の会員の

みとし、町内事業者の育成の支援を行うものであります。 

２、「ラブラブしらおい」による消費活性化事業の推進について。 

地域経済の活性化をねらいに町民の生活支援、また、消費購買の町外流出を防止し、地元の

消費拡大を図るため、「プレミアム商品券」を販売し、商工事業者と連携し特売セールを実施す

るなど地域への消費購買を促し、商店街を初め全町の商店の活性化を図ります。過去に実施し

た際にはいずれも短期間で完売し、効果があったとともに町民の購買力を喚起し、地域経済活

性化として波及効果が大きいため、本事業を実施するものであります。 

以上、白老町議会会議規則第77条の規定により陳情いたします。 

平成24年８月30日。 

住所、白老郡白老町大町２丁目３番４号。 

氏名、白老町商工会会長熊谷威二。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 次に、陳情の審査のため、参考人として白老町大町２丁目３番４号、

白老町商工会会長熊谷威二氏、副会長清水尚昭氏、副会長山田圭一氏、事務局長千石講平氏の

４名を招聘しております。参考人の入室をお願いいたします。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時０６分 

                                         

再開 午後 ２時０６分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

本日は大変お忙しい中、本委員会の陳情審査の参考人として快諾をいただき誠にありがとう

ございます。早速、陳情提出者である白老町商工会会長熊谷威二氏より陳情書を提出された願

意についてお話をお聞きしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

熊谷会長どうぞ。 

○参考人（熊谷威二君） 大変きょうはお忙しい中、我々商工会の陳情を聞く機会を与えてい

ただきまして、誠にありがとうございます。記載されておりますとおり、今商工会各事業所、

商業者並びに建設業者、非常に不況の中におります。人口もどんどんやっぱり減っております

し、もらっている給料もどんどん下がっているという状況の中で、なかなか消費が結びついて

いかないという現状があります。今までラブラブしらおい、それから、リフォームの二本立て

で消費の活性化を図ってまいりました。これは非常に町民の皆様方にも好評で、町内の消費の

活性化、それから、リフォーム意識の高まりというのは非常に大きいものがありました。非常

に効率と効果のいい、白老町にとっても、また、消費者の皆様にとっても非常にいい政策だな

ということで、私たちもリフォームは３年間、それから、ラブラブ商品券におきましては４年

間継続して、町の補助も受けながら実施してまいりました。 
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先日要望いたしましたけれども、なかなか町のほうも財政が苦しいということで実施に至る

までにはいっておりませんでした。しかし、商工業者からの声が、どうしてもまた続けてほし

いという声と、消費者の皆様から、またことしもやるのでしょうという非常に強いご要望がご

ざいまして、今一度、陳情という形で議会に提出させてもらいました。やはり、今非常に町の

ほうも財政が大変だということが新聞等で言われております。これを聞くたびに、やはり町民

もなかなかお金を使う気にならないというか、非常に暗い、まちの中が本当に暗くなっており

ます。何とかこれを打開するためにも、このラブラブ商品券、それから、リフォームというも

のを町の補助を受けながらことしも実施したい、このように商工業者の強い要望がございまし

て、きょうこうして、我々正副会長で陳情に上がりました。どうかその旨をご理解いただきま

して、議員の皆様方の力強いご支援を受けながら、ぜひこれを実施するように町のほうにも働

きかけをお願いしたいとこのように思っております。どうかよろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） それでは、これより委員の皆様から陳情者の願意に対して質疑をお

受けしたいと思います。挙手の上どうぞ。 

吉田委員。 

○委員（吉田和子君） きょうはお忙しいところ、どうもお疲れさまでした。 

このプレミアムつき商品券とリフォーム助成というのは、議会でもいろいろな方が一般質問

等で本当に経済効果としては効果があるという評価をしながら、私もたしか議会で言ったので

すが、これを毎年きちんと予算に入れて継続化するべきではないかという質問もしたことがあ

るのですが、経済効果ということは私たちも十分認識していますし、本当に何とかならないも

のかなと思っているところですが、白老町は予算欠陥ということもありまして、この1,000万円

のお金を繰り出すということが、今大変厳しい状況下にあるというのも踏まえながら、議会に

は決定権はあるのですけれども、予算の執行権はありませんので、こうすれ、ああすれという

ことにはなかなかならないのですが、議会としてもいろいろな調査をするとか、きょうも参考

人の方に来ていただいてお話を伺って、状況を把握して、しっかりと訴えていかなければなら

ないというふうにとらえているのですが。 

今までの経過の中でちょっとお聞きしたいなというふうに思ったのですが、プレミアムつき

商品券は、21年は２回やっているのです。それは全部特別交付金という臨時交付金があったと

きに、その中で予算としてやっているのです。地域活性化のためのものとか、地域活性化の中

できめ細やかな臨時交付金とかというのがきて、21年度は２回やっていたのだと思って今ずっ

と見ていたのです。今特別交付金が、臨時的な交付金が全然ない状況にあるのですけれども。 

ちょっと気になっていたのですが、住宅リフォームのほうなのですが、北海道の、白老町の、

これから冬季間に入るということも含めて、時期的にどうなのかなというふうに。リフォーム、

中だけだったら冬でもできるのかなというふうに思いながら、その辺で、時期的に今10月、11

月にもうなります。すると、もう12月に入ってしまうような可能性も出てくるのですが、その

辺でリフォームに関しては、時期は余り関係なく考えていいのかどうか、それについて１点伺

いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 清水副会長。 
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○参考人（清水尚昭君） このたびはありがとうございます。 

商品券と、今回リフォームということで上げさせてはいただいたのですが、当然リフォーム、

商品券についてはやっていただけるものと思って継続してきたつもりなのですが、この時期に

なって商品券、リフォームということになると、商品券についてはこれから年末商戦に向けて

非常に価値があるかなというふうに思っています。リフォームについては、かなり迷ったので

すけれども、通年でいくとリフォーム事業のピークは５月なのです、実は。それで、暖かくな

ってから、皆さんが外を見て、やっぱり直そうか、塗ろうかというような気持ちになるのです。

雪がなくなると。こういう時期を実際は狙っていただきたい。だから、本当に効果があるのは

５月、６月ぐらいの実施ということです。今までもそうなのですけど、遅いのです。７月、遅

かったら９月とか。それでも悪くはないのですけれども、実はリフォームのピークは５月、６

月なのです。この時期に使っていただければ、多分すぐ完売してしまう額ではないかなという

ふうに思っています。それで、今回上げさせていただいたのは、このたびの陳情のとおり1,000

万円リフォームに補助というのではなくて、これを載せた理由というのは、やっぱり１番先に

予算に組んでいただきたいという意味も含めて今回は出させていただきました。できれば、通

年の予算の中で５月、６月に執行できるような形の予算組みをしていただきたいということで、

今回この陳情書に載せさせていただきました。とにかく、今回このリフォームを今時期やって

も、多分これがスムーズに予算組みされても、多分１月とか２月になりますので、当然リフォ

ームの意欲はわかないから、多分やっても余り効果が薄いのかなというふうに思っています。

それでも今回載せたのは、春に向かって何とか手当てをしていただきたいということで載せさ

せていただきました。そういうことでございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 確認の意味ではないのですが、希望としては通年で毎年これがきちん

と載ってくるということが、やっぱり商店街、それから事業者にとっては大変助かるというか、

ちゃんと実際に仕事として目に見えているものがあるということは、大変安心して事業に取り

組めることだと思うのです。ですから、今回この中に両方入っているということは、時期的な

ことを考えると、25年度の予算編成が12月ごろから入ってきますので、それにぜひとも入れて

ほしいと、通年の普通の予算で、特別交付金ではなくて予算として受けてもらいたいというこ

とが願意の中の一つであるというふうにとらえていいということですね。 

○委員長（小西秀延君） 斉藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤でございます。よろしくどうぞ。 

私もこの問題については、ただ単に単発でやるのではなくて、条例化しながらやるべきだと、

町の活性化というためには、やっぱりそのぐらいの措置が必要だということで何回かやったの

ですが。これは金がないというのと、それから、どうしてもしてもらわなければならないとい

うことの、やっぱり対峙だと思うのです。それで、今お聞きしたいのは、もうわかっているこ

となのだけども、もう一言、町側にどう言ったらいいのかということで、もう１つ実情をお聞

きしたいのですけれども。建設業者、あるいは商業者が、今どのような状況に置かれているか。

ごく簡単にその状況についてどのようにとらえられているのか、その辺を教えてください。 
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○委員長（小西秀延君） 熊谷会長。 

○参考人（熊谷威二君） 商業者の件で、我々小売業のことで言いますと、商店街を含めて、

やはり人口が２万人切った段階で、どこの店も売り上げを落としているというのが現状です。

それと、やはりどんどん所得が少なくなるにしたがって、苫小牧の大型店に出る郊外流出が非

常に多くなった。やはりそのことによって、私たちも売り上げも減っていますし、利益率も非

常に下がっておるというのが現状で、このままだと本当に残るのはコープさっぽろだけで、あ

とはもうみんないってしまうのではないかという、そのぐらいの危機感を持ってやっています。

ということは、白老町は、ご存じのように私のところとバルクさんぐらいしかはお店がなくな

ってきておりますので、地元の業者がどんどん減っていくという中で、郊外流出が、購買がど

んどん流出する。ということは、ますます購買が少なくなるということですので、このラブラ

ブ商品券というのは、やはり町内でしか使えませんから、これが我々にとっては12月商戦に向

かって非常に大きな力となってきているのも本当に事実なのです。それと、消費者の方も、私

も店にずっと立っていますので、何人ものお客さんに、ことしもまたやるのでしょうとやはり

言われるのです。ことしは町がねと言うわけにもいかないので、絶対やれる方向で考えていま

すということしか返答できないのです。今のところ。それと、白老町というのは、どちらかと

いうとほかから来て買い物する地域ではないので、やはり町内でお金を回していかないと、本

当にみんなが疲弊しまうと。こういう本当に特殊な状況がございます。それと、苫小牧にも近

いし、登別にも近いので、郊外流出が非常に多い土地柄です。それをやはりとめるためにも、

このラブラブ商品券というのは非常に大事だなと。お客さんにとってもやはり、我々もそうで

すけれども、町内で買い物したいのだけれども、やはり安いところへ行ってしまうよねという

声も聞きますので、これがやはりプレミアムがついたことによって町内での購買意欲を少しで

も高めてもらえればなということでございます。 

それと、建築のほうに関しますと、ご存じのように今新築は非常に減っております。一時、

最盛期は300戸ぐらい新築の家が建ったという話も聞いておりますけれども、それももう30年、

40年たっていまして、本当に今リフォームの時代に入ってきておりますので、やはり家を建て

るには、新しい家は何軒か建っていますけど、100％ほかから来て建てているという中で、町内

の業者が建てている家なんて本当にないような感じです。ということで、やはりリフォームと

いうのは、町内の業者さんを使ってくれるので、これがリフォームの交付金を出すことによっ

て、町内の業者100％使っていただけます。それと、やはり裾野が広いので、タイルさんとか、

屋根の業者さんとか、ペンキ屋さんとか、セメント屋さんとか、いろいろな業種に波及効果が

非常に高い。1,000万円で１億円以上の経済効果があるわけですから、これを何とかやはり通年

続けていただくことによって、我々商工業者も活性化、まちの中も活性化しますし、我々も生

き延びていけるのではないのかなと。これをやはりやっていただけなければ、我々も町も金が

ないと言って経済対策を打っていかないと、やはり税収も上がってこないだろうし、我々の従

業員の給料もやはり上がっていかないわけですから。そういうこと考えると、この経済対策、

本当に２つの効果のある経済対策、これにかわるものはないと私も思っていますので、何とか

これを実施にこぎつけていきたいとこのように思っております。よろしくお願いします。 
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○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） よくわかりました。陳情の中に波及効果という言葉が何回か使われて

いるし、今も波及効果と。リフォームした後の効果まで考えて、波及効果というのがございま

す。それで、波及効果についてちょっと聞いておきたいのですが、帯広でことし始めたら、第

１次効果で４億円、第２次波及効果で７億円とかと報道されていましたけれども、4,000万円の

助成でもそれだけの効果を上げたというような報道があって、すごいものだというふうには思

っているのです。ですから、例えば商業者の波及効果というのはどんなふうにとらえればいい

のか。建築のほうの波及効果もあると思いますけれども、そのあたりのことについて、ごくつ

まんで教えていただけたらと思います。 

○委員長（小西秀延君） 熊谷会長。 

○参考人（熊谷威二君） ラブラブ商品券を使うことによって、町外への流出はとめることが

できます、ある程度。それと、やはりラブラブ商品券を持ってお店に買いに来ると、それだけ

では済まなくて、1,000円のラブラブ商品券で1,000円だけ買うのではなくて、やはり3,000円、

4,000円という大きな買い物をしてくれるわけです。例えば、米とか、酒とか、洗剤とか。そう

いう一つの起爆剤みたいな効果があるわけです。だから1,000万円で１億円ぐらいの経済効果が

あるというのはそこにあるのです。それがやはり波及効果なのです。 

○委員長（小西秀延君） 清水副会長。 

○参考人（清水尚昭君） 私のほうからはリフォームの件に関しての経済効果ということで、

このリフォーム事業は３年を経過しています。毎年1,000万円ずつ補助をしていただいて、およ

そ１割、10倍ですか、1,000万円に対して１億円というような経済効果があると。そのほかに、

リフォームをリフォーム業者が対応しているわけです。例えば札幌から来る、室蘭から来る、

苫小牧から来る。悪質業者も中にはいるのですけれども、そういうところに目がいかないよう

に地元を活用していただく一つのきっかけとして、このリフォーム券があれば地元を活用して

いただけると。それで、最初にお願いしたのは５年間やってくださいと。最低でも５年間。リ

フォームというのは５年周期なのです、実は。塗りかえもそうですけど大体５年ぐらいで壁を

塗る、屋根を塗るというふうにしていただければ家というのは長もちをしますという話をさせ

ていただいているのですけれども、そうすると、５年間やるとそのお客さんに対して我々地元

業者が根づくと。それでいい仕事をしていけば、また次の年も、次の年もということで、今度

は補助金がいらなくなるのではないかなというぐらいまでしていけば、そういう効果も出てく

るのではないかなというふうに今思っています。建設業者だけではなくて、今会長もちょっと

言われましたけれども、末端の例えば左官業であるとか、塗装業であるとか、建具屋さんであ

るとか、そういう方々も今回そういうリフォーム事業に参加されて独自に営業もできるわけで

す。我々の仕事、実際、総合建設業がリフォーム事業を申請するケースというのは多分、半分

ぐらいしかないと思うのです。それ以外は直接建具屋さんであったり、塗装屋さんであったり、

そういう方が自分でちゃんと仕事を受注してくるわけです。そういう意味でも企業が育成され

ていくのではないかというふうな意味では、いい事業だと思っています。 

それと、会長も先ほど言われましたけど、これから新築ということにはほとんど、今まで多
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いときには、先ほど言われたように300軒確認申請ありました。これは10数年前の話ですけれど

も。今30軒です、住宅としては。10分の１。そのうちの多分半分ぐらいが管外業者もしくはハ

ウスメーカー。地元の業者とすれば、やっぱり何かのかかわり、縁故関係だとかそういうこと

がない限りはほとんど地元にならないというのが実際のところです。建てかえの場合は。だか

ら、これから主流はリフォームということになると思うのです。これからやっぱり人口が減っ

ていく中で、家は多分解体されるケースが非常に多くなって、あと残ったものについてはリフ

ォームしていかなければならない、リニューアルしていかなければいけないという時代に今な

っていくと思いますので、本当にもう少しこの事業を、もう３年ぐらい続けていただければ何

とか地元に根づいていくのではないかなというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） ２年目にしたアンケート調査の、年数ちょっとわからなくて申しわけ

ありません。これはプレミアム商品券のことだけしか載っていないのですが、この中で業種が

書かれているのですが、プレミアム商品券のほうだけなのですが、この時点で小売業その他理

美容店から娯楽業、ホテル、文具店全部入れて71件になっているのですが、この件数というの

はその後ふえてきているのか。これも申し込まないとだめなのですよね。プレミアム商品券で

販売をしますという申し込みをして、少し手数料取られると思うのですが。今この業種はふえ

ているのでしょうか。この辺押さえられていますか。わからなければいいです。済みません、

こんな細かいことを聞かれるとは思わなかったと思うのですが。 

○委員長（小西秀延君） 熊谷会長。 

○参考人（熊谷威二君） 商工会でこういうこともやっているのですねということで、一時非

常に商工業者減っていたのですけれども、ラブラブにしましても、リフォームしましても商工

会の会員でなければ使えませんので、このことによって新規に商工会に加入してくる業者さん

も多くなりましたし、ご存じのようにどんどん今業者さんが減っている中で、そんなに落ち込

まないで商工会の加入者がいるというのは、やはりこういう事業をやっているからだと。それ

以外ないです。どんどんこれだけ業者が減っている中で、そんなに落ち込まないで商工会の会

員数が減少しないでいる。これも一つのやはりこういう事業の効果かなと思っていますし、そ

れから、はしご酒も始めたことによりまして、スナックさん何かも非常に今会員がふえてきて

本当によかったなというふうに思っている状況でございますので、すべてのことに対してこの

事業が、やはり事業者の意識も高まっていますし、やはり何かやるとこうやって売り上げとい

うのは上がるのだなという意識革命にもなっているのかなと思っているところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今会長もおっしゃったように、こういうことをやることで加入者がふ

えて、商店街が減っていく中でふえているということで、効果としては大変あるということな

のですが、その話を伺うにつけ、毎年あるかないかわからないというのは大変不安定なことで、

本当にこれは経常的に運営されていくもの、事業としてやっているものにならないと、このよ

うにいつも不安を抱えながら、ことしはやるのだろうかという形の中で進んでいくということ

になると、せっかく会員になられた方も、やるようになったら今度加入しようかなということ
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になってしまう可能性もあるのではないかなというふうに思うのですが、わかりました。そう

いうことでの効果、業種もふえてきているということで、効果があるということ。 

ただ、もう１点。昨年、23年度はちょうど地デジのテレビの入れかえ時期と、議会としては

その効果があるのではないかという、電気店とか、普段商品で使われない分野が少し開拓され

るのではないかということだったのです。今回それとリフォームと兼ねて、両方一緒に使うと

また効果が倍になると。使う側も割引高があがるということであったのですけれども、そうい

ったことからいくと、時期的にリフォームはちょっとずれていきますけれども、計画を持って、

もし使えるものであれば一緒にやれたほうがいいというふうにとらえておいていいのかなとい

うふうにちょっと思ったのです。来年度の予算に、年末商戦に向けてプレミアムはやっていき

たいと。ただ、リフォームは来年のほうに期待をかけていますということなのですが、同時に

できればそれにこしたことはないということでとらえていいですか。 

○委員長（小西秀延君） 清水副会長。 

○参考人（清水尚昭君） 本当は同時にやると、小さなお金でより効果を大きくするとすれば、

前もそうだったのですけれども、リフォームを先行してラブラブ商品券を後にしたのです。同

時にやってしまうと２割お得で使われるケースもあるのですけれども、考えている人は、そう

いうふうに使う方もいらっしゃる。私が提案したのは、とにかくリフォームを早くして、商品

券を後にすると。そのときにリフォームの工事代金もそれで払われた方も多分いらっしゃると

思うのです。ただ、効果的には、やっぱりより効果を大きくするためには離したほうが。同時

にやると２割得になるので本当にふえるかもしれませんけれども、効果をふやすためにはずら

したほうが効果はあると。今回も商品券があると建設工事に使えないわけではないので、地元

の商工会加入の建設業者であれば全部ラブラブ商品券使えますので、我々も受け取りますので、

だからその効果は多分あると思うのです。リフォームは、本来今は時期ではないけれども、や

らなければならない人も多分いらっしゃると思うのです。そういうのはラブラブ商品券を使っ

て支払いをしていただければいいし、それで、来年に向かっては、春先に当然リフォームは事

業の補助をしていただいて、夏場ぐらいからラブラブ商品券をというのが一番経済効果的には

大きく膨れ上がるのではないのかなというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 町が歳入欠陥を起こしている最中ですから、さらに国の助成がないと

なればかなり厳しい状況に置かれる。その中でも何としてもやらなければならない、やってほ

しいという場合に、期間の問題も今話したとおりあるだろうし、それから、金額の問題、そう

いういろいろな方法を考えて、何ができるかと町も考えなければならないことだろうというふ

うに思うのです。それで、この願意の中に去年までの実績の金額でやらなければならないと考

えているのではなくて、額や何かも変わってもやっぱりやってほしいと、こんなふうにとらえ

てよろしいのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 熊谷会長。 

○参考人（熊谷威二君） そうですね。やはりせっかくここまで４年間継続してきたラブラブ

商品券がここで途切れてしまうとなると、せっかく少しずつでも流出をとめてきたものが、ま



 10 

た外に出てしまう。これをまた戻すのにはその何倍もの努力が我々また必要になってくるわけ

です。とにかく継続してやることに意味があって、額も必要なのですけれども、とにかくとめ

ないでやってほしいと。ということは、これだけ経済効果のある政策というのがそれではほか

にあるかと言われても、我々もなかなかそれに対する答えもこの時勢では出てこないので、リ

フォームもそうですけれども、ラブラブ商品券におきましてもとにかく額よりも継続していた

だきたい。これが本当に我々商工業者の切なる願いでございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにないようであれば、最後に私から。先ほど斎藤委員からも出

ていたのですが、他の地域での１次波及効果、また、２次波及効果という額もあったのですが、

今後これを続けていくに当たって、白老町商工会さんのほうでも一時的なものはリフォームと

かも出ていますし、アンケートもやった実績があって、商工業者の意識というのも、今後それ

も含めて２次的な波及効果というのも出せるものなのでしょうか。計数等でもあるかと思うの

ですが、アンケート等の中でもどれぐらいの効果があったとかというのは、継続的な事業を目

指していくためにも実証というのはすごく大事な部分かなと考えるものですから、そういうお

考えがあって、できるものなのかどうなのかお伺いしたいと思うのです。 

熊谷会長。 

○参考人（熊谷威二君） 実施した年に必ずお客様にアンケートをいただいております。その

中でもやはりもう90％近い人がとにかく継続してやっていただきたいという、これは町民の切

なる願いでもあります。その波及効果といたしましては、先ほど申し上げたとおりいろいろな

波及効果はおそらくあるだろうと思います。そうでなければ、お客さんはもういらないと、し

なくてもいいという答えが返ってくると思うのですけれども、やはり85％から90％ぐらいの継

続を願う町民の方がいらっしゃるということは、やはりそれだけお客さんの生活防衛にもこの

事業がなっていると考えるべきだと思います。この不況の折、やはり我々もお客様に還元した

い、このような願いもありますので、そのこともご承知願いながら、ぜひこの事業を継続して

いただきたいとこのように思っております。 

○委員長（小西秀延君） 清水副会長。 

○参考人（清水尚昭君） 今委員長言われたのは２次効果の評価ですよね。一時的には売上金

額の査定はできると思うのです。1,000万円やって１億1,000万円の経済効果ありましたと。２

次効果についてはなかなか読みづらい。やってほしいという意見は今会長も言われましたが、

多いとは思うのですが、２次効果については、その後そのお客さんとどうしたかということに

なります。それでまた効果が膨れてきた、例えばスーパーに行って商品券で買い物したので、

次もうなくても買いに行くというのは次の効果だと思うのです。リフォームも同じだと思うの

です。１回補助申請をしてリフォームをしました。そして５年後またそれをやりましたと。そ

れも効果です。そういうものというのは、なかなか数字的にはまとめづらい。ただ、２次効果

としてないということでは多分ないと思うのですけれども、数字的にあらわすのは、例えば５

分の１、６分の１になるかもわかりませんけれども、効果はあるというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） ラブラブ商品券なのですが、商品券分として交付金額を載せるときに、
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私前にも伺ったことがあったのです、議会の中で。事務手数料というのですか、事務費、これ

は券をつくったりする分なのかなと思ったのです。1,000万円だと60万円とか50万円とか毎年必

ず出しているのです。これは各商店街の地域の活性化、もちろん町民に対するサービスの提供

にもなりますし、年いった方は本当に1,000円持って行って1,100円のものが買えるということ

は大変喜んで、私もお話伺ったことがあるのですが、そういったことを伺うにつけ、20年度で

は1,000万円のうち60万円、21年度も1,000万円で60万円出す、毎回出しているのですけれども、

今白老町自体も本当に財政厳しくて、マイナス５％ということで本当にいろいろなものを、小

さく言えば、トイレの電源も切りますとか、ごみ箱も１つにしますとか、本当にそこまでやっ

ているのです。そういったことを見ると、この手数料の部分、これをもしかしたらプレミアム

のほうに回すことができたら、950万円でもその50万円の分あれば1,000万円なのか。済みませ

ん、細かいことを言って。そんなふうにちょっと考える、今そういう状況なのです、白老町も。

ですから、事務費というのは、やはりこのぐらいの割合でどうしても必要なものなのか。商工

会としてこれを出すときには、やっぱりこれだけの経費はつけていないと実施するのに難しい

のかどうなのか。その辺お伺いしておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 千石事務局長。 

○事務局長（千石講平君） 事務費の関係ですので、私のほうから答えさせていただきます。

事務費として係る項目につきましては、印刷製本費がかなりの部分を占めてございます。例え

ば商品券そのものを印刷する、これは偽造防止つきの特殊な印刷になりますけれども、これに

係る印刷経費、または商品券の予約申し込みのチラシ、それと、各町内会に配布するチラシ、

新聞折り込みのチラシというところが、総計で大体事務費的には51万円ほど予定してございま

すけれども、そのうちの38万円ほどは印刷製本費という形になってございます。それと、事務

費にかかわるものとしては、郵送費等の通信費でありますとか、また、これに係る若干の人件

費部分をこれで見てございます。あと、消耗品類というのが事務費の内訳になってございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 今内訳を伺って、やはりこの部分がないと厳しいのか。私内容詳しく

わからないので。商品券を使った商店側、業者側が換金の負担金を払っていますよね。それを

使うことでお金何％か出しているのです。それは何というのか私わからないのですけど。そう

いったものも含めて次年度に何とかそういったものを持ってきて、ならないものなのか。1,000

万円だと50万円ですから５％ですか、この５％のものはないとやはり厳しいのか。その辺だけ

伺います。そうでないと、今後予算を通していくときに、もしかしたらその部分が議論になっ

たときに、やっぱりその必要性というものを私たちがきちんと自覚しないとなかなか厳しいの

かなというふうに思っているものですから。 

○委員長（小西秀延君） 熊谷会長。 

○参考人（熊谷威二君） これは、今局長のほうからお話ありましたとおり、この事業をやる

ための必要経費なのです。これを減らせと言われてもなかなか厳しいものがありまして、商工

会はご存じのとおり利益団体ではございませんので、一切そこから利益も取っておりませんし、

必要経費として計上させておりますので、ご理解願えればと思います。よろしくお願いします。 
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○委員長（小西秀延君） 山本議長どうぞ。 

○議長（山本浩平君） 冒頭の熊谷会長のお話の中で、意気込みとしてお尋ねしたいのですけ

れども、万が一、町当局が仮にゼロ回答みたいな状況になった場合、どんなことをしてでもや

りたいというお話に受けとめられたのです。そうなったときは、予算にもよるかもしれません

けれども、商工会の中で独自の方法でやる、いわゆる継続だけはどんなことをしてもしたいの

だというようなことで受けとめてよろしいですか。決して、今の町の財政を考えたらゼロ回答

もあり得るのではないかということを言っているわけではございません。逆に、給料もとに戻

して、しかも４月の予算で８月にはもう歳入欠損だとか、経済対策ゼロなんていうことは、逆

に私は、なかなかそれは町民に対して説明がつかないのではないのかなというふうに個人的に

は思っているわけでございますけれども、この辺についていかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 熊谷会長。 

○参考人（熊谷威二君） ご存じのように商工会は補助団体でございまして、自分たちで利益

を上げて、お金をため込んで、それを事業費に回すということはできないので、本当にやって

いる事業というのは、すべて道商工連からの補助と、それから、町からの補助を受けましてや

ってございますので、それでは、商工会でお金を銀行から借りてこの事業を継続するかと、そ

れもまたできないのです。そういうこと考えますと、やはり、これは本当に議員の皆さんのお

力添えを受けまして、我々の要望に沿って何とかご尽力を願って、この事業を実施していきた

いとこのように会員一同思っておりますので、何とか議員の皆様方にもその辺のご尽力をよろ

しくお願いしたいと思います。絶対、とめることはもう私も考えておりませんので、とにかく

両副会長もその意気込みできょう皆さんの前にこうやってお伺いしたわけでございますので、

とめることなく、この事業が継続するように皆さんのご尽力をとにかく心からお願いしたいと。

議長初め皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） それでは、質疑が尽くされたようでございます。参考人の熊谷威二

会長を初め副会長、職員の皆様大変ありがとうございました。退席をお願いいたします。 

ここで暫時休憩をいたします。 

休憩 午後 ２時５１分 

                                         

再開 午後 ３時０１分 

○委員長（小西秀延君） 休憩前に引き続きまして会議を再開いたします。 

本陳情書の担当である企画振興部の皆さんに、説明員としてご出席をいただいております。

本陳情書について意見を求めます。 

大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） このたびの陳情に関しましては、24年度の予算編成当初から

商工会からの要望がございました。その中で、やはり経済対策としてプレミアム商品券及び住

宅リフォーム、この事業の継続をお願いしたいというお話がございました。昨年23年度につき

ましては国の交付金がございまして実施した状況でございましたが、24年度についても国の経

済対策における交付金を当てにした上で実施すべく、当初予算には計上しなかったという現状
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でございます。これにつきましては、当初から載っていると交付金の対象にならないというよ

うな状況があるのです。あくまでも補正に対して交付金が使えるということだったものですか

ら、これにつきましては当初には載せなかったという状況がございます。そういった中におき

まして、ずっとこの時期まで来てしまいましたが、なかなか国の経済状況、あるいは政局の不

安定といったような状況から、経済対策に対する交付金の見込みがなかなか立っていないのが

現状かなというふうに考えてございます。それで、６月の山田議員の一般質問、それから、９

月における大渕議員からの一般質問ございました。こういう中でやはり町としても何らかの経

済対策を行うべきだというようなご意見をいただきまして、町においてもいろいろ検討を進め

てまいりました。ただ、現状としていたしましては、やはり新聞紙上を賑わしていますけど、

歳入が当初見込みよりかなり落ち込んだという状況から、今現在、財政調整基金についても約

8,800万円、町税の減収分をもし財政調整基金で補うとすれば、もう財政調整基金が底をついて

しまうというような、現在そういう状況になると予想されてございます。そういう中におきま

して、どこまでこのような陳情に対して対応できるかという部分につきましては、現在まだ理

事者も含めて検討しているところでございまして、この場では私のほうからお返事をできるよ

うな状況ではございませんが、委員の皆さんのご意見を拝聴しながら、再度持ち帰って理事者

とさらに詰めて、最終的に判断をさせていただきたいというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 説明が終わりました。町側に対する質問をお受けいたします。 

斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。結局今の報告の中で、本当にやるのか、やらないのか。ど

ちらかといったら、時期的にいってももうやらないまま過ぎるのではないかというような感じ

に聞こえてくるのです。いまだに、この10月の末になって検討中、それではもう時期はないで

すよね。補正予算組むといったって、あと12月しかないわけでしょう。そうすると、本当にこ

のまま過ぎてしまうのかなという、やっぱりそんな感じがしてしまうのです。そういうことか

らいうと、まず１つは、もしやらなければならないとすれば、時期としては12月に間に合わせ

なければならないということなのか。あるいは、また違う時期というのがあるのか。そのあた

りはどういうことになりますか。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 担当課におきましては、やはり最終的な理事者判断を待って

決断を下すということで考えておりまして、こういうような厳しい状況の中でもやっぱりやる

べきだというご意見があるというのも承知しておりますので、最終的な政治判断でそのように

なった場合に、我々として準備、どういう形で設けるのかという部分についても内部では検討

してございます。それで、仮にやるという方向になった場合につきましては、やはり年末年始、

これにぶつけるのが効果的だろうというふうに考えてございまして、そうなりますと、かなり

周知期間等を含めるとタイトな日程になりますけど、11月会議を開催していただいて、その中

で補正予算を通していただいた上で12月の周知で、12月の例えば10日ぐらいから販売開始とい

うようなことが、ぎりぎりそういった日程になろうかなというふうには考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 
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○委員（斎藤征信君） 時期的なことはわかりました。これからやるとすれば、今部長がおっ

しゃるように年末年始というのが本当に一番妥当なところかなということで、先ほど話を聞い

ていても何とか継続だけはしてほしいと、関係者の話によれば、切ることは、次に進むのにま

たすごい力が必要だと。だから、何としても切らないで継続するということが、お願いをした

い一番の願いなのだということを言ったのです。方法や何かというのはいろいろあると思うの

ですけど。確かに財政的に大変な状況ということも十分承知の上で、ただ、町政を預かる者と

して、今何が必要なのかということを本当に考えてくれているのかどうなのかということなの

です。実際にこの事業というのは、本当にまちの活性化のために、今の経済不況の中でどうし

ても必要だということで商工業者、建設業者含めて実施したわけです。だけれども、国から金

が来ないからできないのだ、では住民サービスの低下にしかつながっていないだろうという気

はするのです。やはり町政としては、今何が必要かと。金はないけれども、ここの金は何とし

ても生み出すという、その努力というのが必要だろうという気はするのです。それでは、金が

なかったら何もサービスしないのかということになってしまいます。やはり、今やっている事

業幾つかあるけれども、その事業のやりくりをした中でも、今町民が待っている、そういう事

業に対してやはり恩恵を与えてあげなかったら、町政の仕事にならないだろうという気はする

のです。やはり、そこら辺の工夫というのをみんな待っているのではないのかなという気がす

るのです。だから、事業のやりくり、この事業をやるつもりだったけれども、その一部分を割

いてでも1,000万円をこの助成に当てるだとか、そういうような工夫というのがもっと目に見え

ていいのではないか。そういうような感じがするのですけれども、そのあたりいかがですか。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 斎藤委員のおっしゃること十分理解してございます。今回の

商工会の陳情でございますが、商工業者含めて、やはり何らかのこういう閉塞感を打開しなけ

ればならないという部分での一つの方策として、このプレミアム商品券の事業を進めてほしい

という陳情というふうに理解してございまして、町としてもまずは財源があれば、もちろん一

定の効果はあるというふうに認識しておりますので、これについてはやりたいというふうには

もちろん考えてございます。ただ、いろいろなやりくりというお話もございました。その辺の

知恵をどう出して財源を生み出すかというところが一番の課題かなというふうに考えておりま

して、確かに何かをやめてその部分をこちらに振り向けるというようなことしか、新たな歳入

というのはちょっと見出せないものですから、歳出を削った上で、その部分をこの事業にあて

るということしかない状況でございます。そういった中におきましては、今組んでいる事業と

いうのは決して無駄な事業ではないものですから、ではどこの部分を削ってこの事業に当てる

かという部分が、確かに委員のおっしゃる我々の知恵の出しどころというふうに考えておりま

すので、この辺につきましては、今の段階でお返事はできませんけど、継続して考えさせてい

ただきたいというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 町民からの要望がものすごく強い事業であり、売り出したらあっとい

う間に満度になってしまうというそういうものであり、そして、それの効果もある。効果も今
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まちを動かしていく効果という第１次の効果もあるし、それ以上の第２次の効果もある。そこ

までわかっていて、そういうことは理解していますと言うのだったら、理解をするのだったら、

あと残っているのは決断しかないのです。本当にその辺の決断というのをきちんとしてほしい

というふうに思うのです。それだけまちの人たちが望んでいる。今家を建てる人ほとんどいな

いですから。本当にリフォームして少しでも長持ちさせようという考え方というのはまちも同

じです。公住でも何でも少しでも長持ちさせようというそういう世帯がたくさんある。だから、

そういう待っている人たちのために何とかするのだというその辺。どの事業を削ればいいなん

て、私そんな乱暴なことはなかなか言えません。だけれども、道路をこれだけつくるのに何メ

ートルか削ってでもできないのかと、そのぐらいの金はつくれるだろうと、そういうふうにも

考えるのだけれども、その辺の決断をぜひ早くしてほしい。やっぱりこの事業は、前に何回も

議会の中で話して、条例化もすべきではないかというぐらい効果のある事業。そして、先ほど

も言ったのだけれども、帯広市でことし初めて３カ年計画で始めたら、4,000万円の助成で４億

円の事業をやると。だけれども、その効果を全部計算したら７億円まであるというのです。そ

して、たちまちそれが売り切れてしまったと。それほど効果のある、４億円の繰り出しをしな

がら７億円の波及効果があったと。この計算は難しい計算かもしれませんけれども、そういう

効果が今まちの中ではほしいのではないかと。今の白老町を考えたときに本当にそう思うので

す。ですから、やはりそこら辺はもう町を預かる者として何としてもそこら辺の見極めという

のを。今町民のところに視点も置くのだという、経済を何とか立て直していくのだという、そ

こら辺の決断というのはものすごく求めたい気がするのですけど、どうでしょう。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 斎藤委員の町民から要望が多い、効果のある事業ということ

で、それではもう決断しかないではないかというご意見でございます。そのとおり、おっしゃ

るとおりだと思います。その決断というのは、やる決断ではなくて、何をやめるかの決断にな

ってくるのです。状況を先ほどもお話しいただきましたけど、非常に厳しい状況。もしかする

と最終的に決算で赤字になる可能性もあるという状況の中で、こういった事業を組めるかどう

かというふうな、現実的にはそういう厳しい状況になっていると。そういう中におきまして、

これをやるとすれば、やる決断ももちろんそうですけど、何をやめるのか、何を削減するのか

という部分の決断が一番重要になってきます。ここを早急にという部分でございますので、あ

とはもう町の決断というか、判断という形になりますので、ここについては、今おっしゃられ

たとおり早急に結論を出していかなければならないというふうに考えてございます。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） その早急の結論というのは、今からだと遅くても11月の臨時議会か、

年末年始に間に合うような、そういう決断ということになりますか。そうとらえていいですか。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） ここでやる、やらないのお答えはちょっとできませんけど、

やるという決断、判断をした場合にはそのような。最終的には今月中にでも判断をした上で議

会の日程を組まないと間に合わないというふうに考えております。 



 16 

○委員長（小西秀延君） 前田委員。 

○委員（前田博之君） 斎藤委員の話はかなり前向きで、私も地域経済の循環という観点から

いけば否定もしませんし、何らかの形で必要だと思います。ただ、ラブラブ商品券だけが地域

経済循環の要因なのかどうかということは、町当局も十分に経済政策の中で考えることが必要

だと思います。私は否定していませんから。ただ、今斎藤委員がかなり前向きで言っています

けれども、実際、冒頭に部長からあったように、非常に財政厳しいのです。今の答弁のとおり

だと思います。仮に予算を出すにしても、町民の間に不公平感がないような政策展開で予算を

上げないと、その中でけんけんごうごうの政策論議というのは、非常に町民にも誤解を与えま

すし、質問する側も非常に遠慮してしなければいけないと思うのだけど。正直な話、切るもの

を切らないとできないと思います。スクラップ・アンド・ビルドだと思います。斎藤委員の言

うように根底はわかりますけれども、それいけどんどんではならないと思います。あくまでも

懐考えてものをしゃべらないとだめだと思いますので、上げる、上げないの判断すると思うし、

上げるにしても、前に私も言っているけど、その場ですぐに補正予算を上げるのではなくて、

事前にやっぱりこういう考えで上げたとか、こういう事業を切らせてもらうのだということを

ある程度根回しではないけれども、議会も議論できる時間を与えるような、相談というか、こ

ういう考え方だということを示していかないと、すぐ上げて、町民の間に不公平感があるよう

な、片一方削って片一方上げるという部分については、十分に庁内でも議論しておいてほしい

と思うし、今かなりいいと言っていますけど、私は否定しませんけれども、この前に商工会の

人来ていましたけど、私はあえて言わなかったのだけど、商工業者の側からすればもっともな

意見だと思います。ただ、消費者から見ると、私も含めて、ラブラブ商品券をやっても購入す

る商品のニーズというのか、選択肢がないのです、白老は。そういう部分も逆に商工会も、す

べてとは言わないけどある程度の商品を選択できる品ぞろえぐらいの気持ちを持って商店構成

をしてもらわないと、結果的に１度か２度の買い回りに集中するしかなくなってしまうのです。

ですから、その辺もあわせて町側のほうで大いに議論していただきたいという注文です、逆に。

私は冒頭から否定はしていませんから。必要だとは思いますけど、もっともっとやっぱり議論

する必要はあると思います。それだけに特化してスポット当ててしまうと、町民から不公平感

が出る可能性もあるので、こういう財源がない中でいかに効果的なものをと。100％公平になら

ないと思いますけれども、それだけは議員の立場としてきょうこの場で言わせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 不公平感がないようにという部分につきましては、例えばラ

ブラブ商品券をやることによって何かの事業をやめると。このやめることが非常に大きな事業

であると。それが本当は皆さんにかなり恩恵がある事業をやめてしまって、このラブラブ商品

券をやるというということは問題があるだろうということでございまして、その辺につきまし

ては十分、やる場合におきましても、現在議論しておりますけど、その中におきましては、十

分そこはそういうことのないようにやっていきたいというふうに思っておりますし、仮にその

ような形になる恐れがある場合においては、これはやっぱり事前にもう一度委員の皆様にご協

議申し上げて、こういった形でやらせていただきたいのですけどいかがでしょうかというよう
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なご意見を拝聴したいというふうに考えてございます。 

それと、今回の前田委員のお考え、このラブラブ商品券、否定していないけどという考えで

ございますが、これは私もいろいろ内部で話をする中で、これが経済対策の100％の事業だとは

思っておりません。確かにお金は回ります。回るというか、例えば仮に1,000万円出すことによ

って１億1,000万円の売り上げ出るという、これは確かにあります。当初やった時代と今どう違

うかと言いますと、これは何度もお話ししているかと思いますけど、当初、地デジの部分でテ

レビを購入しなければならないという状況で、これがやはり近隣の大型店、量販店、そちらの

ほうが安いので、そちらのほうに皆さん買いに行くでしょうと、こういう町外流出を防止する

という目的で、それも１つの大きな目的として始めた事業だと。プレミアムをつけることによ

って、その消費を町内にとどめるというようなことが効果もあったというふうに私も認識して

ございます。ただ、今そういうようなものがない中で、例えば通常買うという食料品がこの券

で買えるわけです。となれば、それでは、本当に1,000万円分丸々効果があるのかどうなのかと

なると、これは本当にかなりシビアな調査をしなければわからない状況でございます。ただ、

全くないとも否定はいたしません。確かに商工会あるいは町民の方も多数の方がそういう要望

もあるとするならば、今代替の対策がまだ打ち出せていない状況の中では、やはりこれが今ベ

ターな一つの対策かなというふうに考えておりますので、これにつきましては、先ほどの不公

平感がないような形で検討していきたいというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。今までずっと４年やってきたのです、20年から。プレミア

ムつきの商品券は21年に２回やっているのです、1,000万円と300万円と。効果的には10倍、10

倍で出ているのですけれども、全部特別交付金で、臨時交付金でやってきたのです。先ほど部

長がおっしゃったように、経常の予算に入れてしまうと特別交付金が来たときに使えないとい

うお話だったのですが、今11月になる時点で、ちょっとほかのほうでお話伺うと、特別交付金、

臨時交付金は全然話がないと。ですから、それはもう見込めないと。もう時期的に見て12月の

年末に間に合わなければ意味ないですから、もう間に合わないのかなと、１つはそういうふう

に思っているのです。それで、先ほど言ったように、１つやるためには１つやめなければなら

ないというお話があったのですが、私はプレミアムつきの商品券はやるべきだというふうに思

っているほうです。ただ、今まで臨時交付金でやっていましたので、またそれが来るのをずっ

と待っていたというか、まだ来ないのかというふうにずっと聞いてきたのです。ただ、ほかの

事業をやめるということになると、すごく引っかかってしまったのです、私の中では。という

のは、ラブラブしらおい発行のアンケート調査をしたときに、これはいつのものか日にち書い

ていないのですけど、毎年やっていると言っていたので、最終的なものはわからない、どうい

うふうに変化したか伺いたいと思うのです。ラブラブ商品券によって事業所の売り上げがどう

だったというのは、変わらないが70％あったのです。そういうふうに考えると、経済効果って

何なのかなというふうに。それは参考人には聞けないので言わなかったのですけど。 

私、このプレミアム商品券が出たときに、このことは言いました、参考人にも。事務費が必

ず５％ぐらいつくのです。この事務費というのは毎年やっていく中で、それだけの経済効果を



 18 

生んだ中でよけられないのかという話を前にしたことがあって、今回はよけられないのかとい

うよりも、やっぱり絶対必要なのかと聞いたら、やっぱり必要経費としてはないと困るという

ふうに言われたのです。今白老町のマイナス５％で、なかなかできなくて苦しんでいる中で、

それも言ったのです。トイレの電気切るとか、ごみ箱１つにするとか、そこまでやっているの

ですと言ったのです。それでも事務費というのは必要なのかとそこまで言ったのですけれども。

それぐらい厳しく、やるにしてもやっぱり体制というか、こちら側の態度として、全部やった

お金でやってくださいではなくて、事務費で50万円あったら、50万円の10倍、500万円の効果が

得られるわけです。それを何とか自分たちでやれる方法はないものかというぐらいの議論をし

ていかないと。全部町から来たらやって、それが経済効果で波及、もちろん十分わかるのです

けど、変わらないというその結果もあるのです。この結果というのは、最近は変わっているの

かどうか。その辺は行政で押さえていますか。 

○委員長（小西秀延君） 小関産業経済課長。 

○産業経済課長（小関雄司君） 直近の売り上げの部分なのですけれども、このアンケートに

ついては毎年購入した方にアンケートを配付して答えていただいているというような形になり

ます。直近の前回やったときのアンケートの中では、先ほどの変わらない事業所が今回74.3％

というのが一番直近の部分でございます。その前回の調査で77％ということだったので、若干

は伸びたという部分があるのかなと思いますけれども、基本的には１回目以降、変わらないと

いう事業所は大体70％程度で推移しているかなと考えております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） １事業をやめて、この事業をやるような可能性が出てくるというお話

を伺いました。それで、1,000万円は必要というふうに考えていらっしゃるのかどうか。あくま

でも1,000万円という考えでやっていこうとされているのかどうなのか。やるとすれば。 

それと、リフォームなのですが、参考人の方に伺ったら、もうちょっと遅い。絶対冬はでき

ないことはないのだけれども、効果として、冬期間に入ってしまうということで、効果という

のは余り、夏の場合とは違ってくるはずだというお話はしていました。効果は少ないというこ

とだと思うのです。そういうことから考えると、町行政側としては、両方一緒にという考え、

商工会は両方一緒にという陳情ですから、そういうふうに考えていらっしゃるのか。まずは年

末商戦を、町外流出75億円ぐらいですか。そのうちの１億円を白老に引っ張るためには年末か

けてでも、そして、ほかの事業をやめてでもやるというような形のものになっていくのか。そ

れとも、リフォームはどのように考えられているのか。その点伺いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 申しわけありません。最初の私の説明が不十分で申しわけな

いと思っています。まずリフォームにつきましては、この陳情を出された商工会の担当の方と

もいろいろ協議させていただいた中では、やはり、今同じような趣旨で、今時期もうリフォー

ムをやってもなかなかやる家庭がそんなにないので、効果的にはちょっと薄いかなというよう

なお話もいただいておりましたので、現在町としては、リフォームについては今年度考えてご

ざいません。新年度以降、前回も斎藤委員の質問だったかと思うのですけど、時期的にははっ
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きり申せませんが、補助事業を使ってというところもございますので、そういったものも含め

ながら現在検討しているところでございますので、来年度以降ということで考えてございます。 

ラブラブ商品券につきましては、もしやるということであれば、今年度、それも年末商戦に

合わせてというような検討を内部ではさせていただいているということでございます。 

それと、先ほどの最初の質問で、必要経費の関係でございますが、これにつきましては、町

としましてもやはり商工会さんからのご要望ということもありますし、必要経費も含めてすべ

て税金でというのはいかがかなというようなことも考えておりますので、この辺につきまして

は、もしやるという方向になった場合については、やはり商工会としての何かしらの努力なり

そういった部分をお願いしなければならないのだろうなというふうには考えております。 

やるとした場合のラブラブ商品券の金額は1,000万円で考えているかというご質問でござい

ます。これにつきましては、幾らがいいかというのは当然決まっているわけではございません

し、これまではずっと1,000万円規模でやってきてございますが、財源的にかなり厳しいという

部分と、先ほども申したとおり何をやめるかという部分がどのぐらいやめられるのかというと

ころでこの金額も決まってくると思っておりますので、1,000万円にはこだわっておりません。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の話を伺っていまして、経済波及のために効果が目に見える形でい

うならば1,000万円ぐらいではやっぱり足りないだろうと。保留している人もいるわけだから。

だから、本当はもっと何千万円もかけてやれば、さらにもっと大きな、目に見えるものが出て

くるのだろうという気はするのですけれども、それは財政力の問題だからこれはしようがない。

だけれども、今リフォームは、ことしは考えないと。確かにリフォームの時期、注文する時期

というのは４月から６月までだということは私も聞いておりました。春のうちにやはり家を直

したいという希望というのが強いのだけれども、それでは、冬にそういう希望がないのかとい

ったら、ないわけではないです。だから、金が一度に出せないときには何回かに分けてやって

いるところもたくさんあります。だから、最低、ここまできてしまったのだったら、冬の分で

間に合わせてもいいわけです。ということで、初めからことしはもう効果がないからやめるで

はなくて、やはりそれも検討の中に入れてほしいと思うのですけど。いろいろな事業を先へ削

ってというようなことを言いましたけれども、本当に私もこのリフォームとラブラブしらおい

が経済効果で絶対的なものではないということぐらいはわかります。だけれども、それを言っ

てしまうと何をやっても絶対的なものというのはないわけで、本当に今町民に喜んでもらえる

ものというのはどこなのかということをいろいろ考えなければならない。これは我々の口の出

せる範囲ではないですから、それはお任せしますけれども。だけれども、そういうやりくりが

町の中でできるだろうと、ぜひやってほしいということで、私はそう言ったつもりなのですけ

れども、リフォームは来年以降に回したいと初めからそう決めるのではなくて、そのあたりを

含めて検討すべきではないかと私は思うのですけど。金額的にいったらリフォーム1,000万円で

はなくても、ラブラブ1,000万円でなくてもいいわけです。この願意からいえば何とか継続して

ほしい。だから、全体に利益が行き渡らないことも、金額的にいったら行き渡らないことだっ

て多いと思うのですけれども、その半分の500万円だって、やっぱり継続していっているのだと。
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今最大できることを町は頑張ってやっているのだというふうになれば、それはそれで理解でき

るだろうというふうに思いますので、その辺含めて検討をお願いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 今のご意見は承ります。財源的にかなり厳しいという前提で

お話しさせていただいておりましたので、課内におきましてもやはりあれもこれもということ

ではなくて、あれかこれかということになれば、時期的にそれではどちらを選ぶのでしょうと。

そうなったときにはやはりどちらかというと、これから件数は少なくなるリフォームではなく

てプレミアムのほうがまだ効果があるかなというようなことでの課の考えではございました。

確かに財源どこまで出せるかという部分はまだはっきりしませんけど、全くリフォームは検討

の中に入れないということではなく、再度理事者も含めて検討させていただきたいと考えます。 

○委員長（小西秀延君） 前田委員どうぞ。 

○委員（前田博之君） 関連にもなると思いますけど、今言ったように財源の振りかえが新た

な事業をやる場合必要だということで理解していますけど、９月議会の中で新たに経常経費、

固定経費の５％削減しますと言っています。それはわかりますし、今部長の話を聞いたら、ま

だ確定額押さえてないみたいですが、固定経費、経常的な経費の部分は財政でわかりますけれ

ども、事業費的なものというのは予算編成では分けてやっています。企画課のほうで担当して

います。そうすると、今言ったように新たな施策が出てきた場合に、今５％カットしています

けれども、その手法、固定経費は財政のほうでやるのだけれども、事業費については担当の企

画振興部のほうで事業を実施しているものもあるけれども、凍結をするとか、あるいはそれを

別なほうに振りかえるとか、そういうところまで機能分担して踏み込んでいるのかどうか。そ

の辺によって、今言った事業費の財源振りかえ、事業内容的なものの議論というのが庁内でさ

れるはずなのだけど、当初予算の査定のシステムがそうなっているから、今こういうふうにな

ったときにその辺の状況がどういうような庁内で整合性持って財源のやりくりとか、５％カッ

トの部分をどういう形で出すような形で今進められているのか、そこだけちょっと伺いたい。

ということは、町民に会っても、町民にすぐ言われるのです。開口一番、町大変ですね、どう

なのですかと。ですから、今その状況だけちょっと押さえておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 確かに予算編成の時期にはやはり政策的経費、臨時事業費に

つきましては企画政策課が窓口になって、そちらのほうで組み立てるという形でございますが、

それはあくまでも財政税務課のほうの経常経費によって歳入から歳出を引いた残りの一般財源

見合いで事業費を組むというシステムになっております。その一般財源、例えばことしであれ

ば約１億2,000万円弱だったと思いますけど、それをどのように使っていくのか。優先順位をつ

けてどこまでことしはできるのかという予算編成のシステムになってございます。 

現在、執行状況において５％の削減という状況については、今財政税務課主導で動いており

まして、財政税務課から各部を通して課長まで下りまして、各課で今の執行状況を見ながら、

どこまで落とせるのかというのを出させて、それを財政税務課で集計して、その中にはもちろ

ん事業費も含めて出しておりまして、最終的には部長会議の中で現状こうですと、これでは足
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りません、もう１回やりましょうかというようなやりとりを今やっているような状況です。そ

の５％という部分についても、やはり今の段階で落とすというのは、まだまだ３月までありま

すので、その部分を踏まえてどのぐらい余るかはっきりしている事業と、例えば医療費もイン

フルエンザがどれだけ発生するかわからないとなれば、それはもう今から落とせないというよ

うな事業もありますので、現在、財政税務課が想定している額には達していないのが現状でご

ざいます。ただ、それについても今後少しずつ月追うごとにはっきりしていきますので、その

辺を踏まえながら今後の財政運営に当たっていくというような状況になっております。 

○委員長（小西秀延君） 山本議長どうぞ。 

○議長（山本浩平君） １点だけ簡単なことをお尋ねしたいと思います。大黒企画振興部長の

ご説明ですと、歳出をやはり抑えるというか、何かを削減、何か事業をやめて捻出するという

ような基本的なお考えだというふうに受け取れたのですけれども。財政当局ではないわけです

から、企画振興部にこの質問が適当かどうかわかりませんが、例えば、ことし水道会計に１億

円を返さなければならない、しかしその１億円を法的なもので決められていて、丸々どうして

も返さなければならないのかというようなこともいろいろあると思うのです。ですから、それ

は財政当局やいろいろなところが考えることでもあり、水道とも当然話をしなければならない

ところもあると思うのですけれども、その１億円を分割して返すとなったときにまた違う影響

もあると思うのですけれども、そういったようなことも検討できないのか。いかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 大黒企画振興部長。 

○企画振興部長（大黒克己君） 何らかの事業を削減するといった部分につきましては、例え

ば、町民にかかわるサービスの事業が含まれると同時に、今山本議長がおっしゃった、これも

一つの歳出でございますので、償還金につきましては公債費と違いまして義務的経費ではない

わけです。もちろんプログラム上に載っているルールですので、この辺につきましては、財政

規律という部分ではやはり問題ないとは言えませんけど、これも一つの事業でございますので

これも対象になりますし、もちろんそうなれば、それ以外の義務的経費以外の部分すべてにお

いて、何らかの削減の対象というのはすべて当てはまるというふうになってきます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにご質問ございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ないようですので、担当部の退席を求めます。 

暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ３時４９分 

                                         

再開 午後 ３時５９分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

これより本陳情に対する討議を行います。討議については、委員会条例第13条の規定により

自由討議により行います。各委員の討議をお願いいたします。ご意見をお持ちの方いらっしゃ

いませんか。意思は固まっているという理解でよろしいのでしょうか。 

前田委員。 
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○委員（前田博之君） 願意については十分理解しますし、今の白老町の地域の経済状況から

見ると、陳情者からお話もありましように十分理解します。ただ、町の財政を考えると非常に

厳しいものがあるかなとこう思います。ただ地域内経済循環をするためにも、やはり財政上削

減できるものはして、地域活性化のために資金財源等を振りむけるべき、財政的なやりくりを

私は町側が考えるべきだと思いますので、この陳情に対しては賛成しますけれども、ただ一言、

やはり町側のほうに、白老町の財政状況を勘案した上で政策的なことを決定していただきたい

ということを一言つけていただきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 基本的には、今のでいいと思いますけれども、話の中で効果もあり、

要望もあり、本当に今まで積み上げてきたものであって、今ポッと出てきたものではない。そ

ういう中で本当にこれがまちづくりに有効かどうかということは、町はきちんと押さえている

だろうと思いますので、これはぜひ続けるべきだというふうに思います。ただ、私が心配する

のは、財政難というのはわかるのだけれども、財政難だから住民サービスが制限されていくこ

とに一番危機を感じるのです。それを言っていくと、本当にこれから何もできなくなるぞとい

う、そういうことで住民サービスがどんどん縮小されていくのではないか、そういう危機感を

覚えるものですから。どんなふうな方法でやるかは、これは町にお任せしなければならないこ

とだけれども、ぜひその方向で強く検討されたいということは言っておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田和子君） 吉田です。私はずっと今までこの効果と、それから、町民が希望する

ことと、それから、やっぱり地域の活性化、波及効果、それは全然ないというふうには考えて

いませんので、その効果というのはすごく大事だと思いますので。 

それともう１点。やっぱり、今大変厳しい財政状況の中で、またこういったことが一つの町

民に対する明るいニュースにはなるのかなというふうにもとらえています。ですから、私はや

っぱり採択すべきというふうに、商工会のこの陳情に関しては採択すべきというふうに思って

います。ただ、金額、これだけのものを今回またやりたいというものは何も入っておりません。

先ほど、行政とのやりとりの中で1,000万円できるかどうかわからないという話もありました。

私は金額にこだわらず、先ほど出ました、一つの事業をやめてやらなければならないことが出

てくるという話もありましたので、本当に町民サービスの低下、町民サービスをするために町

民サービスの低下があってはならないというふうに考えていますので、町民サービスにかかわ

る事業の撤廃はやめていただきたいというふうに条件としてつけたいと思っています。 

それと、町行政、町が本当に経費的な削減を血のにじむような思いをして、今やっておりま

すので、絶対的必要経費として必要だというふうには、陳情とはまた別になると思いますが、

お話をしていましたけれども、やっぱり諸経費については努力をしていただきたい。それも全

部こちら側が町にということには、私は今の財政状況ではならないのではないかなというふう

にとらえていますので、その辺の経費のことについては極力努力をして自分たちの手でやって

いただけるような形にしていただきたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 本間委員。 
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○委員（本間広朗君） 本間です。願意については十分理解しました。ただ、皆さんおっしゃ

るように、町の財政状況も悪いというか本当にお金が出せない状況の中でこういうことをやる

ことに対して、これから、先ほどから皆さんおっしゃるように、どこかを削ってこの事業をす

るということになると思いますので、その辺町側にお任せしてやっていかなければならないと。 

それと、住宅リフォームのほうなのですが、具体的になってしまうかもしれませんけど、店

舗とか事務所のリフォームについても来ていますので、このことに関しても、やはりより効果

をねらうためには時期を見計らってやるべきではないかなとは思いました。なので、できるだ

け、金額はどのくらいになるかわからないのですが、できれば少ない金額でより大きな効果を

ねらうためには、時期的なことも考えてやっていかなければならないのかなとは思いました。

この願意に対しては賛成しますので、ぜひ、そういう少ない予算で効果をねらえるような、そ

ういうことをやって、実施していただければと思います。 

○委員長（小西秀延君） 山田委員。 

○委員（山田和子君） 山田です。私も願意は十分痛いほど理解しているつもりであります。

ラブラブしらおい商品券に関しましては、できるだけ年末商戦に合わせてやっていただきたい

とは思うのですけれども、お金があって30万円、20万円まとめて買える人ばかりではないのが

現状ですので、本当にお金がなくて灯油代を１割でも安く買えると嬉しいなというような人た

ちも買いやすいよう、売り方も商工会のほうに検討していただきたいと強く願うところであり

ます。あと、リフォームにつきましては、25年度の予算づけにしなければ補助事業というふう

に考えていると、また来年25年度も延び延びになっていく可能性があると思われますので、リ

フォームに関しては、ぜひ、予算づけをしていただきたいというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） 各委員よりご意見をいただきました。この陳情に対して、私も願意

は本当に切実なものがあるというふうに理解をしております。皆さんがおっしゃられたご意見

はごもっとも、私もそのとおりだと思います。厳しい中でもやはり経済対策等にはある程度力

点をおいてやらざるを得ないだろうなというふうに考えておりますし、この財源についても、

なるべく住民サービスの低下につながらない手法も町側には検討をしていただければなという

ふうに考えております。予算づけ等に難しい点もあるでしょうが、この点について皆さんと意

見が一つになりやすい陳情の１つかなというふうに思っております。 

ほかにご意見がなければ討論に移りたいと思いますがよろしいでしょうか。 

吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田和子君） 先ほど言おうと思ったのですが、ラブラブしらおい商品券について、

これは事業者の声です。変わらないという方が70％、これは20年です。一番近いものでは74.3％、

これは23年度のことかなというふうに思って見ていたのですが、このラブラブ商品券を発行す

ることで各事業所の努力をしてもらいたいと。たしかあのときに、やっぱり接客、それから、

サービス、それから、それに合わせたいろいろなことをやって、町民の方々にサービスを提供

していただきたいというふうに、たしかあのときにいろいろな議論があって、そういうような

意見も出たと思うのです。それで、その中でラブラブ商品券発行に合わせて貴事業者でセール

等を行いましたかという問いの答えでは大体同じなのです。変化がないといった70％と同じよ
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うに、何もやっていないのが70％近いのです、やっぱり。それに合わせてやっているのが30％

ちょっとなのです。だから一定の店に限られてきてしまっているのかなと、そんなふうに。そ

れと、余り使ってもらえない店はそこまでできないという、そういった格差が出てきているの

ではないかと思うのです。だから、その辺がうまく平等にいくようになるというのはなかなか、

使うものによって、その家庭の使うものの占める割合によって使う店というのは決まってきま

すから、これはどうしようもないことだと思うのですが、やはり各商店の活性化をしたいのだ

ということでありますので、商工会も本当にこれに合わせて、各商店に少しでも波及がいくよ

うな努力をしていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員から新たな意見が出されました。私からも、先ほど議長か

らもご意見ありましたが、この最近の町の情勢を追いますと、財政改革プログラムが第一次、

最初の財政プログラムを変更し、新財政プログラムでは財政課が緩やかにしていこうとなった

中、町職員も給料をある程度戻し、理事者も戻した中でこの経済政策が打ち切られるというよ

うなことになりますと、町民の不信感を大きく仰ぐようなことになる可能性も含まれているこ

の事業だと、陳情だというふうに私は理解をしております。ぜひ、そういうことも町には念頭

に入れていただき、検討していただきたいというふうに思っております。 

ほかにございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、討論に入ります。討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 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。 

陳情第３号 経済情勢悪化に伴う町内中小企業等への支援事業に関する陳情について、採択

とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。 

〔全員挙手〕 

○委員長（小西秀延君） 全員賛成。 

よって、陳情第３号は、採択すべきものと決定いたしました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託された陳情の審査を終了いたしました。なお、本委員会

の審査報告書につきましては、これを正副委員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〕 

○委員長（小西秀延君） 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。 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） これをもって総務文教常任委員会を閉会いたします。 

（午後 ４時１４分）  


