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平成２４年白老町議会総務文教常任委員会協議会会議録 

 

平成２４年 ２月２２日（水曜日） 

開  会  午前１０時４５分 

閉  会  午前１１時５９分 

                                         

○会議に付した事件 

１．アイヌ文化調査研究強化対策事業の支援について 

２．株式会社田野井製作所の立地計画中止について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 小 西 秀 延 君      副委員長 坂 下 利 明 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（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     企 画 振 興 部 長    高 畠   章 君 

     アイヌ政策推進室長    蝦 名 勝 徳 君 

     アイヌ政策推進室主幹    武 永   真 君 
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○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協議会を開催いたします。 

（午前１０時４５分） 

                                         

○委員長（小西秀延君） 初めに、アイヌ文化調査研究強化対策事業の支援について、担当課

からの説明を求めます。高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 大変お忙しい中、貴重な時間を割いていただきましてありが

とうございます。今回、うちの部、２件ありますが、最初のアイヌ文化調査研究強化対策事業

の支援についての事案でございます。 

アイヌ民族博物館の入り込み客数の減少に伴いまして、博物館の経営が非常に困難な状況に

追い込まれ、その支援のため平成 22 年度から今年度までの２カ年間、支援をしたところであり

ますが、昨年の東日本大震災の影響も大きく受けまして、より一層経営環境が悪化したことを

かんがみ、引き続き平成 24 年度も支援すべきという町側の考えから、アイヌ民族博物館の現状

と経営改善に向けました取り組みや、今後の経営見通しについてご説明させていただきたいと

思います。具体的な内容、数値等につきましては、まだ、財団のほうで正式に理事会に提案さ

れていないということもありまして、公表を差し控えたいということでご理解願います。概要

につきまして、配付させていただきましたレジメにより、室長のほうから説明させていただき

ます。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。  

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） それでは、先般、委員の皆様に送付をさせていただき

ました４枚の資料に基づきまして、アイヌ民族博物館に対する支援についご説明をさせていた

だきたいと思います。 

最初に、アイヌ民族博物館における１、現状につきましてでございます。アイヌ民族博物館

における入館者数につきましては、ご案内のとおり、旅行形態の多様化や少子化などの影響に

よりまして、入館者数が伸び悩んでいる中、今年度は東日本大震災や原発事故の風評被害と共

に、円高の影響をも受けて、入館者の４割を占めていた外国人の観光客が激減している状況に

ございます。平成 22 年度の実績でいきますと、外国人観光客は８万 2,392 人の入り込みがあり

ましたが、23年度の現状の見込みでは２万 6,700人を数えるに至らず、人数で５万 5,000人強、

パーセントで 67％もの減少が見込まれている状況にございます。影響額としましては、この外

国人観光客のみで 3,675 万円もの影響額が生じているところでございます。 

一方で、道内外でのアイヌ民族博物館におけます移動博物館事業の展開ですとか、あるいは

関東圏等への修学旅行誘致など、これまでの継続的な取り組みなどによりまして、道内、また

ほかの類似する国立博物館の入り込みと比較をしましても、アイヌ民族博物館は非常に集客力

の高い施設となっているところであります。平成 22 年度の実績でいきますと、アイヌ民族博物

館が 20 万人強を数えているのに対し、開拓記念館、北方民族博物館、市立函館博物館など、道
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内の主たる施設におきましても、非常に厳しい状況にありますとともに、また、国立の博物館

であって周囲に大阪市や東京等が所在するような地域における博物館においても、アイヌ民族

博物館の入り込みを下回る状況になっているというところが、この集客の状況では見えてきて

いるところでございます。 

また、民族共生の象徴となる空間の整備的地としまして、平成 22 年 12 月には整備候補地に

決定され、昨年６月に整備地に選定されたところであります。いうまでもありませんが、アイ

ヌ文化振興の活動の基盤となる人材や施設等がこのポロト湖畔地区に集積されているというこ

と。すなわち、アイヌの人々がみずから設立したアイヌ民族博物館による舞踊等の伝承者の育

成や、体験学習等の活動の展開が高く評価されたものと認識をしているところでありますが、

現在、アイヌ民族博物館のこうしたアイヌ文化の保存、公開や伝承活動が注目を浴びていると

ころでありまして、重要な位置づけを有しているということは、この主な視察の状況から見て

も、見てとれるところではないかと考えているところであります。 

主なものとしましても、天皇陛下に行幸いただきました昨年の９月 11 日。それから、関係閣

僚の枝野官房長官や、前原国土交通大臣、つい先日は平野文部科学大臣にも視察をいただいた

ところであります。国会議員等では鳩山元総理が訪れていただいているほか、峰崎現アイヌ政

策推進会議の座長代理には、座長代理に就任以降、23 年 11 月に視察をいただいたところであ

りますし、また、関係省庁の幹部職員の視察もいただいているところにあります。 

アイヌ民族博物館におきましては、先ほどお話しがありましたとおり、22 年度、23 年度と補

助金支援を受けているところでありますが、これまで主な経費節減対策として取り組んできた

内容を申し上げますと、２番目の項目になりますが、平成 22 年度以降、正職員３名の退職があ

ったところでありますが、補充することなく厳しい労働状況の中で、職員相互に補完しながら

現状の体制で同様の規模の事業を展開しているところでございます。 

また、人事管理上、本来であれば定期昇給ということが必要になってくると考えられるとこ

ろでありますが、厳しい財政状況にかんがみ、23 年度については定期昇給を凍結し、24 年度も

同様に継続する予定としているところでございます。そのほか、事業が滞ることなく、少しで

も前に文化を伝承していこうという観点から、国やアイヌ文化推進研究機構の補助制度等を活

用しまして博物館のＰＲ活動、それから特別展などを展開することによりまして、経常的な経

費を可能な限り抑制していたところでございます。 

しかしながら、今般、こういった外的な要因等々を受け、アイヌ民族博物館のほうから支援

要請があったところでございますが、３番目の支援要請の内容として、資料の３ページ目につ

けております要請文を、この資料のところで概要としてまとめさせていただきました。まず、

１つ目でありますが、平成 23 年３月 11 日に発生した東日本大震災及び福島第一原発事故の風

評被害により、外国人観光客が著しく減少し、入場者収入の大幅な減額が予想され、アイヌ民

族博物館の運営に大きな支障をきたすことは免れない状況になっているということがあります。 

２つ目としまして、平成 24 年度の事業計画及び事業予算編成に当たり、大幅な減額予算編成

は避けられないところでありますが、アイヌ文化を後世に伝える大きな役割を担う社会教育施
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設としての活動や機能を十分に行うことができない状況になってしまいますということが上げ

られます。 

めくっていただきまして２ページになりますが、白老町から支援をいただき、アイヌ文化の

保存・伝承・公開にかかる各種業務を行ってきていますが、危機的な財源不足の中で、博物館

事業の後退、停滞を余儀なくされる状況になることが、今、まさに現実味を帯びてきている状

況にあるということです。 

こういった状況から、アイヌ文化を後世に継承するためにも、安定的な運営を目指して、最

大限の削減による予算編成をしていきますが、自助努力による削減など抜本的な改革にも限度

があり、財源の確保が非常に困難な状況にあることから、今般、白老町からの支援をお願いし

たいという要請があったところでございます。 

４ページに添付をしております平成 24 年度の予算の概要にありますように、平成 24 年度の

見通しは、積立金の 2,000 万円を取り崩してもなお 2,000 万円を超える収支不足を抱えるとい

う状況にございます。このため、アイヌ民族博物館におきましては、経営の安定化を図るため

それに向けたさらなる対策を計画案としてまとめ、24 年度から実行したいと考えているところ

でございます。 

４番目の項目になります。一つ目としまして、財務体質の強化を図るという観点から、平成

25 年 11 月までに予定をされております公益法人制度改革に向け、一般財団法人移行、これは

今の検討中でございますが、運用可能資金を拡充するということを掲げております。また、閑

散期、冬季間どうしても入り込みが少なくなってきているところでございますが、この間の臨

時職員の雇用休止及び博物館内にありますミュージアムショップ、それからコーヒー等を飲む

ことのできる売店リムセを一時的に閉鎖する。それから、24 年度中は困難ではございますが、

25 年度以降に向けて休館日を設定することによって、対応する職員数を絞り込むといった対策

を打とうと現在検討しているところでございます。 

また、一方でそういった財務体質の強化とともに入館者の増加対策というものをさらに進め

ていかなければならず、これまで伝承課、学芸課とともに行っていたものを、理事者、総務課、

まさに博物館一体となって誘客対策特別チームを結成し、誘客促進にあたっていくということ。

それから、リピーター対策として、定時公演、今は毎時 15 分から定時公演を行っているところ

でありますが、その定時公演のあり方ですとか、そこで演ずる演目の充実ということについて、

職員一丸となって検討したいということで、今取り組んでいる最中です。 

このようなことから、町といたしましては、アイヌ民族博物館に対する支援が必要であると

いう認識に立ち、支援に対する必要性を５番としてまとめているところであります。一つ目の

丸について、白老町にとってアイヌ文化は有形無形の大きな財産でございます。アイヌ民族博

物館を核としたアイヌ文化の普及啓発活動が、白老町全体の知名度向上の推進力となってござ

いますし、また、平成 19 年９月に策定しました「白老町アイヌ施策基本方針」の目的達成に向

けまして、その取り組みの一翼を、これからもしっかりと果たしていくということが確実であ

ります。また、伝承活動という、人が主役としての博物館事業の中止や後退が懸念され、かつ
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施設自体の存続も危ぶまれる状況にありますので、事業の継続、維持の堅持に向けて支援が必

要であるという認識。それから、「民族共生の象徴となる空間」の整備に向けて、これまでアイ

ヌ民族博物館が蓄積してきた調査研究成果はもちろんでありますが、アイヌ文化の伝承、人材

育成とともに、国内外への当該文化の普及啓発にかかるノウハウというものは、移動博物館事

業ですとか多くの人々が訪れる、20 万人もの人々が訪れる施設であるというところからいくと、

そういったノウハウはこれからも必要とされるということ。 

こうしたことから、博物館はこれまでアイヌ文化の保存公開、伝承活動などの先駆的な役割

を果たしてきており、今、民族共生の象徴空間がまさに動き出しておりますが、こうした国の

アイヌ政策の新たな展開を踏まえて、今後も町も一体となって、その役割をしっかりと果たす

ことが必要とされていますことから、アイヌ民族博物館に対する支援を行っていきたいと考え

てございます。 

以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） ただいま説明がありましたが、この件について特に聞いておく必要

がある方は、挙手の上どうぞ。坂下副委員長。 

○副委員長（坂下利明君） 申しわけないのですが、山田委員と私は、経過的なもの、飴谷町

長時代の国からの幾ら出して、町が幾ら出して、そのようなことがわからないものですから、

資料について提出してもらいたいというふうに思っているのですが。これだけだとどのくらい

いろいろな補助をされているのかわからないものですから、その辺をお願いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。  

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 別途調整をさせていただきまして、副委員長のほうへ

お届けしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 坂下副委員長。 

○副委員長（坂下利明君） 昔の話で申しわけないのですが、昔、公園使用料というのが財団

のほうから町のほうへ入ってきていたと思うのですが、今どうなっているのかそれらも含めて

資料として提出してください。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。  

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 公園使用料の関係、それから補助金の関係、合わせて

過去５年の推移ということでよろしいでしょうか。そういたしましたら 18 年度以降につきまし

て、公園使用料等含めて調整をさせていただければというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかにありますか。斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 本当に、白老においてアイヌ文化を守っていくということは、ものす

ごく大事なことだということは、基本的には、そこのところは外せないというふうには思いま

すが、今の状況を聞いていますと、ひどく怖い感じがするのです。22 年度で 20 万人の入り込

み、そしてその後は 15 万人になるだろうと。前に懇談をしたときに 30 万人は絶対必要だと。

運営上 30 万人がいないとやっていけないという話で、こうやって下がってくる中で努力はすご

くしたのだろうと思うのですが、本当に一時は 80 万、100 万人といっていた入館者が、30 万人
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になり、20 万になり、15 万になりと減ってくるわけです。ということは、本当にこの 15 万人

やそこらの入り込みで維持できるのかどうなのか。努力のことについてはいろいろ書いてある

けれども、本当に 15 万人で維持できるのか。国の、象徴となる空間という、そこの指定を受け

ながらも、その事業を進めながら本体がつぶれてしまうというようなことが起こり得るのでは

ないかという心配をするのです。 

そのあたりを、努力したら入り込み数がもっと増えるのかといったら、今の話の中でもあっ

たように、災害があってだめになって、そしてそれで、徐々に回復するかと思っても、今の世

界的不況の中で、円高で、これはしばらく続くだろうと。そうすると、この目減りというのは、

回復可能ではないです。本当に必要な 30 万人まで回復するのには、これは何年もかかるだろう

という状況がある。だとすれば、一つ端的に聞いておきたいのは、あの博物館が、国有化だと

か何だとかいっている前に、大丈夫なのか。つぶれないのかどうなのか。補助金を出したら何

とかやっていけるという見通しをもってお願いされているのかどうなのか。本当に焼け石に水

になってしまわないのか。そのあたりを心配するのですが、どうなのですか。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 町としましても、やはり斎藤委員と同じような不安というも

のを抱えております。今回の、平成 22 年と 23 年で比較しますと、やはり３・11、この風評被

害によって圧倒的に外国人客５万 5,000 人くらい減したというのが原因になっております。日

本人に限れば、昨年の 10月からはプラスになっております。９月では４％の増。11月では 52.2％

増していると。12 月 20％、１月 27％ということで、日本人は実は回復しているのです。うち

の観光、あるいは観光協会から、当然アイヌ民族博物館の努力、そういったことがこの日本人

客の素早い回復につながっていると見てとれるかなと思います。ただ、それ以上に外的要因で

減ったという部分でございます。ここの部分がいかに回復するかが大きなかぎになると同時に、

さらに日本人の入り込み客数をいかに導入するかと、誘客するかという部分がかぎになるかと

思っております。 

そういうことからしますと、31 万人の回復、ここが損益分岐点、31 万人になります。これが

かなり厳しいだろうと。相当の時間がかかる。ですからやはり、少なくても 21、22 万人、それ

くらいの入り込み客数には早期に回復していただて、そのくらいの入り込み客数を見込んだ中

で運営できるような体質改善、運営改善にしていただきたいということで、今、アイヌ民族博

物館はそういう方向で、内部で努力しているところでございます。 

 うちのほうは、とにかく国立博物館ができる、そして象徴空間ができるまでの間、確実にこ

の博物館を残さなければいけないというのは、町としては大きな役割を求められていると思っ

ていますので、そのために議会の皆さんのご理解をいただきながら、できる限りの支援をして

いかなければいけないかなと、このように考えているところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） まったく、言われるとおり、なんとしても持ちこたえなければならな

い。ハードルを下げても、何とかあとは自助努力で持ちこたえていくと。そういう時期なのか
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というふうには理解したいと思うのです。 

例えば、これから先々のことを考えるのに、自助努力ということが、もう努力も限界なのだ

と書いてあるのです。それではどうなのか、入場料はアップさせる。特別展などをやってピー

アールをやってきた。職員も削減したり、昇給をストップさせたりした。閑散期には閉館した

り、休日を休館にするとか。そのような努力をしてきたことはよくわかる。そのとおりだろう

と思うのです。このような状況になるということは以前から、大分言われてわかっていたこと

なのです。それが、今になってそのような努力をやろうとしていますなどという言い方になる

と困るのですが。 

○委員長（小西秀延君） きょうは委員会ですので、分からないところだけ、ご意見は避けて

いただいてお願いします。  

よろしいですか、質問はございませんか。  

○委員（斎藤征信君） 聞きたかったことは、自助努力をこれからも進めていきますと言って

いるのだけれども、自助努力が本当に功を奏してここまできているのかどうなのか。自助努力

が足りないのではないかと言っている人も、中には聞こえてくるのですが、そういう意味で自

助努力をこれから進めていくことで、向上していくのかどうなのか。その努力の様子をもう少

し聞かせていただければと思います。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。  

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 自助努力の効果という部分でございますが、自助努力

をすることによって、その年度における経常的にかかる経費などが抑制をされるという状況に

あるということはひとつ上げられるかと思います。 

加えて、それぞれの職員が、そういった職員の退職によっても相互に補完し合うことによっ

て、営業、それから誘客に向けた取り組みをすることで、目減りする入込客数を維持、確保し

ているという状況が上げられるのではないかというふうに考えているところであります。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 補助金を出さなければならないことはわかるのですが、昨年と大体同

じような規模で出そうと町は考えるのかどうなのか。そのあたりの考え方。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 昨年、一昨年と 1,500 万円ずつ合計 3,000 万円ということで

す。現在 23 年度は入込客数が 14 万 5,000 人という見込みです。それが一気に 21 万人くらいに

回復するということはかなり難しいだろうということで、博物館側のほうも、せめて 17 万人と

か、それくらいの入り込み客数を前提にした 24 年度の予算を編成する予定になってございます。 

ですから、過去２カ年の入り込み客数に比較しますと、当然かなり厳しい入り込み客数にな

りますので、引き続き同じ額の 1,500 万円は支援したいと。学芸員４名分相当額以内というこ

とで、1,500 万円継続して支援したいと考えています。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございませんか。山本議長。 

○議長（山本浩平君） 先ほど、斎藤委員からもいろいろご指摘があったと思うのですが、入
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館者が落ちてきたというのは、大分前からそのような数字はあがってきています。特に東日本

大震災ですとか、インフルエンザとか、外的ないろいろな影響で、さらに悪化したのはわかっ

てはおりますけれども、年々、大分前から落ちてきて、あるときに財団に労働組合というのが

できたのです。僕は自治体にある自治労だとかと、財団にできる労働組合と意味合いが全然違

うのかと前から感じていたのですが、労働組合ができたのはいつだったでしょうか。 

それと、今後、経営改善をやるにあたって、そういったものが、町の思ったような経営改善

指導というのか、そのようなことの障害にならないのかどうなのか。この２点についてだけ伺

っておきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 蝦名アイヌ施策推進室長。  

○アイヌ施策推進室長（蝦名勝徳君） 労働組合の設置年につきましては調査をさせていただ

ければと思います。労働組合と理事者側との協議でございますが、継続してそれぞれ協議をし

ている段階にあって、双方が相反することなく、アイヌ民族博物館がこれからどのように進ん

でいくべきなのかということを労組双方で協議を行っているというふうに理解、把握をしてお

ります。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 補足させていただきますが、今、室長申し上げましたように、

設立年月日を把握しておりませんので、すぐに調査してお答えしたいと思います。 

それと、労働組合につきましては、先日私もアイヌ民族博物館の労働組合の委員長の方とお

話しをさせていただきました。やはり、共通の危機感を持たなければいけないということ。こ

れが大切だと思うのです。話し合いの中で、私が委員長とお話しさせていただいた中では、危

機感というのは相当持ってございます。その危機感を持ったときどのような取り組みをするか

という、その手法、その手法の認識、それが一致すれば特に障害になることはないということ

で、十分話し合いで理解を得られるというような感触を得たところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 山本議長。 

○議長（山本浩平君） 設立の年月日については、調査していただけるということでございま

す。経営改善の中で、閑散期にはお休みを取らせたり、あるいは最小限の人数で行ったりとい

うことでお話しありましたけれども、今、よく製造業が使っているのは、40 日間くらい従業員

を休ませて、そして約８割分の給料を国のほうから補助していただけるような制度を使ってい

る製造業が最近ふえてきております。いろいろな製造業が。 

そういったことがこの財団というところに適用できないものなのかどうなのかだけ伺ってお

きたいと。もしも適用できるのなら、そういったような方法も一つだなというふうに感じてい

るところもございますので、これについても調べていただきたいと思います。 

それと、これは意見なのですが、本当に今、国立化に向けては大事な時期だと思いますので、

町民全体が国立化に向けてこれから協力体制をつくっていかなければならない重要な時期だと

思います。基本的には、この補助金というのは、質問しなければ対外的にもいろいろと厳しい

なと。ここで先ほど齊藤委員がお話しされていたように、ここで今、財団が消失してしまうよ
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うなことになれば、これから目指している象徴空間の話自体が消えうせてしまうと思いますの

で、これに関してはやむを得ないのかなと思います。 

しかしながら、町民の理解の得られるような体質のところに変わっていただきたいなという

ふうに願うところでございます。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 国の支援策、今例示していただいた補助金。それは休業補償

金になるのですが、それは業種が限られておりまして、財団には適用にはないということでご

理解いただきたいと思います。 

今山本議長がおっしゃったような、別な角度で支援金、文科省だとか、あるいは国交省等の

支援金、そのようなものを新たにつくってほしいと。あるいは既存の何かでそれを適用できな

いかと。そういったことで町のほうでは再三再四、国のほうへは要望させていただいていると

ころでございます。 

○委員長（小西秀延君） 武永主幹。 

○アイヌ施策推進室主幹（武永 真君） 労働組合の設立ですけれども、2001 年。平成 13 年

４月ということでございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにご意見はございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、質疑なしと認めます。  

これをもってアイヌ文化調査研究強化対策事業の支援についての協議を終了いたします。 

暫時休憩をします。 

休憩 午前１１時１９分 

                                         

再開 午前１１時２４分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じて会議を再開いたします。  

 次に、株式会社田野井製作所の立地計画中止について、担当課からの説明を求めます。高畠

企画振興部長。  

○企画振興部長（高畠 章君） 株式会社田野井製作所の白老町への進出計画中止ということ

で、この案件につきましては平成 19 年第３回定例会にてご報告させていただいて、土地売買契

約をさせていただいたところであります。 

工業団地に進出を計画しておりましたこのタップダイスの専門メーカ―であります田野井製

作所が、業績不振から本町への進出計画を中止するとの申し入れがありましたことを受けまし

て、その経過と今後の措置についてご報告させていただきます。 

資料１枚目の田野井製作所の立地計画中止までの経過ということで、平成 19 年９月４日に、

第３回定例会において進出を表明したことを行政報告させていただきまして、それを受けまし

て 10 月２日に企業進出に伴う覚書を締結。そして平成 24 年度の工場建設を目指すということ
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で覚書を締結させていただいたところでございます。 

そして、同年 11 月 12 日、第３回の臨時議会において、財産の処分の議案を議決していただ

きました。翌年 20 年１月 25 日には、土地売買契約を締結しまして、工業団地の土地、字石山

68 番 20。地目、宅地。地籍 6，786.90 平米。売買価格にしますと 3,393 万 4,500 円の締結をし

たところでございます。これは５年分割の納付で、毎年 700 万円くらい納めていただき、分割

納付が終了した時点で所有権を移転するという契約でございます。土地につきましては、次の

ページです。東日本ウッドワークスの筋向いエスビーアイの隣り、浜側の土地でございます。

6,786.90 平米でございます。 

そして、20 年の３月 31 日、このとき１回目の納付分として 700 万円が入金されてございま

す。現在、本町に納付されている金額はこの 700 万円でございます。 

その後、なぜそうなったかと申しますと、続きでございますが、皆さんご存じのとおり、平

成 20 年の９月にリーマンショックがありまして、それを受けまして、世界的な金融不安から大

きな不況に陥ったところでございます。そういったことがありまして、平成 21 年の２月 13 日

に金融不安による受注の落ち込み、そういったことを理由に土地代金の支払いを１年間繰り延

べしてほしいという通知がありまして、町では同年の２月 27 日に変更契約書を締結して、１年

間の繰り延べをしたところでございます。 

次の 22 年２月 23 日、次の 22 年の年でございますが、これも円高ドル安などの業績不振を受

けまして同じく繰り延べしてもらいたいと通知があり、同年の３月３日に、さらに繰り延べを

したところでございます。 

そして、翌 23 年１月 17 日には、田野井さんのほうから進出計画について、かなり厳しい状

況なので、一たん白紙に戻したいという申し入れがありましたが、飴谷町長が直接交渉して、

白紙ではなくて、この不況もいつかは回復するのが間違いないだろうと。計画は凍結というこ

とでご理解願いたいということで、凍結ということで了解を得たところでございます。その事

務的な手続きが 23 年２月１日に正式な通知としてあり、それを受けて 23 年２月 10 日に凍結の

通知を受けて変更契約書を締結したところでございます。 

そして、その後、ご存じのとおり昨年の７月にはタイの大洪水がありまして、製造業のサプ

ライチェーンが破壊されまして、自動車・工作機械・電子情報機器産業など大きなダメージを

受けたところでございます。田野井さんも売り上げの 40％以上を国外に頼っているという部分

もございまして、23 年 10 月 28 日にはやはり無理だということで、断念したいということが伝

えられまして、前飴谷町長がそれを了承したところでございます。 

24 年１月 31 日には、田野井製作所から正式に白老町への立地計画中止について通知された

ところでございます。それを受けまして、３月会議には納付されていた 700 万円の返納にかか

る歳出予算を計上させていただきますので、ご理解いただきたいと思っております。 

参考までに、３枚目の白老町への立地計画中止についてということで、今私が簡単に述べま

したリーマンショックの分だとか円高、そういった部分が理由で立地計画を中止したいという

申し入れ通知書を添付してございます。 
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次のページから、田野井製作所から全同業種の切削工具の生産動態推移ということで、2008

年のリーマンショックから一気に売り上げが落ちたということで、その回復も半分くらいしか

回復していないという状況でございます。最後のページが田野井さんの単体の売上金額の推移

でございますが、やはり、さきの折れ線グラフと同じくリーマンショック以来、一気に落ち込

みまして、ピークでは２億円くらいあった売り上げが、約６割減に落ち込んでございます。い

まだ、ピークから見ますと半分くらいの売り上げに推移しているという状況でございます。 

このような状況から、今般このような計画中止の申し入れがあったところでございます。 

以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） ただいま説明がありましたが、この件について特に聞いておく必要

のある方は、挙手の上どうぞ。前田委員。 

○委員（前田博之君） １件だけお聞きしますけれども、人材確保をして、何人か北海道から

行っているのかと、白老からもこの会社に行っているのかどうか。その辺と、その後その人た

ちは働くかどうかは別にして、その辺どうですか。 

○委員長（小西秀延君） 藤澤主査。  

○産業経済課主査（藤澤文一君） 道内からの就職の状況ということのご質問でございます。

高卒者ということで限定いたしますと、地元の高校から田野井さんのほうへ就職されている方

というのは、これまで８名。そのうち、一たんお勤めになって中途で辞められた方が５名ござ

います。現在は、３名の方がこちらのほうから行っておりまして、今後白老の工場を計画中止

したときに、こちらに戻ってくるのかということで伺ったところ、この３名については引き続

き向こうの工場でも勤めたいといったような意向と聞いております。  

住所までは確認できていないのですが、学校でいうと白老東高校の生徒が２人、それと登別

青嶺の方が一人ということです。白老町出身者でいうと、うち２名が白老町出身者というふう

に聞いてございます。  

○委員長（小西秀延君） ほかにご質問のある方。齊藤委員。  

○委員（斎藤征信君） 世界の状況の中で中止しなければならないということはどうしようも

ないことなのだけれども、土地の契約内容で、買い戻し特例というのがございます。撤退した

ときに買い戻すという。契約の中に載っていることです。そうすると、今まで聞いていました

ら、約 3,400 万円のうちの 700 万円だけ 1 回入ったと。あと入っていないのです。そうすると

買い戻しというのはその 700 万円という形になるのかどうなのかということです。 

そうやって考えると、この条例の中に、途中でやめた場合違約金だとかそのようなものはあ

るのかどうなのか。この文章の中にも、今まで白老町としても応援をしてお金もかけてきた。

そのような部分のものというのはどういう扱いになるのか、それは会社が苦しいのだから、そ

のようなものは一切なしと考えるのかどうか。そのあたり条例の中でどのようになっているの

でしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。  

○企画振興部長（高畠 章君） 買い戻しというか、これは先ほどご説明させていただきまし
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たように、平成 26 年３月 31 日に、この５回払いの分が完納した時点で所有権移転です。です

から、今は所有権移転も何もされていないのです。そのうちの一部 700 万円が町に収まってい

るというだけで、この分については買い戻しという位置づけにならないということでご理解い

ただきたいと思います。まだ買い物が成立していないわけです。ですから、一部収まったもの

を返すということなのです。この返すという行為が、実は条例で一切規定されていない。ある

いは規則でも規定されていないのです。そもそも、そういったことを想定したような規則・条

例にはなっていなくて、もし、仮にそういうものを条理や規則でしばった場合、契約するとき

相手方が、疑うのかと。信用にかかわる問題なのです。ですから、全面的に信用しているとい

うこちらの誠意を見せて、向こうは白老にしましょうとなるわけですから、そういった条項を

入れること自体が契約に至る過程で障害になるのかという部分は危惧されています。 

ですから、規則で５回分割で払うだとか、その辺は条例ではなくて規則でやっている状況な

のです。そこの部分は、今後このようなことも想定されるので、今後何らかの形で規則で返納

するような規定は必要かと考えております。それについては、今回の件を教訓にしまして、ス

ムーズに事務処理が行われるよう、規則の見直しも検討したいと思っています。 

○委員長（小西秀信君） 齊藤委員。  

○委員（斎藤征信君） そこまでわかりました。わかったのですが、700 万円 1 回受け取った

わけです。それでまだ売買は成立していないというのがわかったのですが、成立していないか

ら、こうなったときには 700 万円は返さなければならないものなのか。こちらで受け取ったま

まで終わってしまうのか。そのあたりがわからないのですが。  

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。  

○企画振興部長（高畠 章君） そこの部分は、法的根拠は全くございません。ですから、両

者相互、協議の上ということになると思います。そのようなことでご理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにご質問ございますか。山本議長。  

○議長（山本浩平君） 田野井さんとは５年間という契約になっていますが、過去の事例にお

いて、例えば一括して全部の土地を購入しますと。先に全部一括でお支払いします。そういう

事例も当然あったと思うのですが、その辺についてはいかがですか。毎回このような形で、５

年間の分割のような形を取っているのですか。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。  

○企画振興部長（高畠 章君） それは、相手方の要望を踏まえた中での行為です。基本的に

は、記憶に新しいところでは昨年の株式会社希松さん。一括で納付してもらっています。過去

で、分割でいえば、ここが初めてという事例でございます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質問のございます方。坂下副委員長。  

○副委員長（坂下利明君） この 700 万円に対する利息とかそのようなものは当然ないですね。  

それともう一つ、私はわからなかったものですから、この会社の資本金とか従業員数という

のは今わかりますか。  



 13 

○委員長（小西秀延君） 高橋産業経済課参事。  

○産業経済課参事（高橋裕明君） 田野井製作所の資本金と従業員数についてですが、資本金

は２億 5,169 万円で、従業員数は 195 人というデータを持っていますが、約 200 人です。 

○委員長（小西秀延君） ほかにご質問のある方。山本議長。  

○議長（山本浩平君） 本会議では質問できない立場にあるので、質問させていただきます。 

企業誘致とか、工業団地等の、昔はいろいろな議員の先輩たちがつくっていた特別委員会等

もありました。白老にとって非常に企業誘致というのは大きなテーマであり、これからも永遠

の大きなテーマになっていくと思うのですが、そういった中で、この田野井さんのことについ

て、私もどういう状況なのかという質問を議会で何度かさせていただいたことがあったのです

が、この経過を見ると、20 年に土地売買の契約を締結して、１年後の 21 年の２月 13 日には、

土地代金支払いの１年間繰り延べの通知がきているということです。この内容を見ていくと、

非常に経過がよくない状況に１年後になってきています。にもかかわらず、相手があることだ

し、来ていただきたいという町側の熱意もあるものだから、議会の公の答弁ではなかなかその

ような状況はできなかったのかもしれませんが、少なくても、そのような状況、当時の議長だ

とか、そういうところに状況を話しておくべきだったのではないかというふうに思うのです。

このような状況、このような経緯だったのかというのは、これを見て初めて感じるところがあ

るものですから、その辺のところは今後のことになると思いますが、検討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） 高畠企画振興部長。  

○企画振興部長（高畠 章君） 平成 20 年９月 15 日、リーマンショックで、このとき日経平

均株価も１万 2,000 円から数カ月で 6,000 円の半分くらいに落ちたと。このような状況が契約

直後におきたということで、その後、まさか白紙撤回だとか、その間にタイの洪水だとかとい

ったことが、本当に町としても予測できないということをご理解いただいて、この時点で、結

果として議会のほうにご説明していたほうがよかったかなと、今は反省してございます。 

ただ、この時点では、このように至るということは予測できなかったと。そのようなことに

なるとは絶対にないだろうという確信のもと、余り町民に不安をかけるだとか、そのようなこ

とをしたくないという気持ちがこのようになったということで、説明が遅れたということでお

詫びとご理解をいただきたいと、このように思っております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） この企業誘致である程度、土地売買契約を締結して、普通の住宅の分

譲と一緒にはできないのですが、何年以内に建設という条件的なものがありますね。企業誘致

に関しては、何年以内に設置をしていただきたいという、そのような約束事というのはできる

のかどうなのかというのが１点。  

私、雇用がかかわってきて、研修を兼ねてこちらからそちらのほうに勤めた方がいたのだと

思うのですが、この方もそうだと思うのですが、親から話を聞いたことがあるのです。いつこ

ちらに戻ってこられるのだろうと。ですから、８名の方が行って５名やめたということは、地
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元になかなか戻って来られないということで辞めたのか、その辺の状況はわかりませんが、犠

牲者になってしまったのかなという、夢を抱いて、また白老で、地元で働けるというものがあ

って行った方たちだと思うのですが、これを誰かが責任を持つということではないのですが、

大変残念なことだと思っているものですから、こういった方々への説明的なものはきちんとな

されたかのか。辞めた方はほかの理由かもしれません。辞めた理由だとか、きちんと企業誘致

をした側として、親御さんとかへの説明とか、そういったことはできているのかどうか、その

点を伺います。  

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。  

○企画振興部長（高畠 章君） 最初の件ですが、何年以内に工場を建てるといったしばりの

中での契約という部分でございますが、この件に関しましては、平成 26 年の３月 31 日までに

完納していただくということが一つ。そしてその間に工場の建設をしていただくというような

内容になってございます。 

条例上、あるいは規則上、その契約に従って何年以内という、そのようなものは現在ありま

せん。その部分につきましても、やはり、他のまちと比較すると不利な契約条項になりますの

で、そこもなかなか難しいかなと思います。 

それと、この地元の子供たちが就職して辞められたという部分です。これ毎年、ここの企業

には訪問させていただいて、地元の雇用情勢などを意見交換させていただいておりますが、今

回のこのような、白紙にしたから辞めるという部分、この部分は一切ないのです。やはり、大

体、北海道の子供たちは道内志向が強すぎるというようなお話は向こうから伺いまして、なか

なか将来の展望について明るい未来を想定してくれないのだと。それで辞める方が多いという

お話は伺っております。今、白老町出身の方２名いますが、この方たちについては結構、採用

されてから長期にわたって働いてございますので、地元志向があるかないかについて、今後確

認していただいた中で、もし吉田委員が心配するような事情がありましたら、その辺も含めた

中で面談の機会を設けさせていただきたいと、このように思っております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。  

○委員（吉田和子君） 北海道の子供は道内志向が多いということで、地元としては道内へ戻

ってきて道内で、白老なら白老で勤めてもらおうということは、人口増からすると希望すると

ころで、この子供たちもきっと白老にできるだろうと。それが延び延びになってあきらめたの

ではないかと。私は反対に、道内志向が多いということは、道内に帰って来られるというのが

前提にあったから行ったのではないかと思って、それがなかなか目に見えてこないと不安にな

って辞めたのかと思ったものですから、個々の事情はいろいろなことがあると思いますが、そ

ういったことで地元に将来的な仕事ができるという希望を抱いていった方々だと思いますので、

子供たちに対してどこに就職されたかわかりませんが、地元に就職したいという子供たちの意

思というのは大事にしていっていただきたいですし、これは会社の都合で、地元には戻って来

れないということになると思いますので、そういった面のケアなども今後は必要なのではない

かというふうに思います。  
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○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。  

○企画振興部長（高畠 章君） 辞められた方というのは、本当に数カ月だとかという形で、

白老に工場が進出しないということがわかった中で辞めたことではないのです。そもそも我慢

が足りないというようなふうには会社のほうから聞いてございます。 

ただ、今残っている方２名は、やはり地元に工場ができるのだと、そこを切望した中で一生

懸命に働いていたのであれば、そこのケアは大切だと思いますので、その辺は町のほうででき

る限り新た進出する企業も、ご存じのようにございますので、そういったところで研修できな

いかとかそのようなことも含めた中で面談させていただきたいと思っております。 

○委員長（小西秀延君） ほかにご質問のある方。山本議長。  

○議長（山本浩平君） 工場立地を断念したいという旨を伝えられたのが 23 年 10 月 28 日でし

た。計画中止については年明けた１月 31 日ということで、３カ月間空いているのです。これ、

断念したいというのと計画中止というのとほとんど変わらない内容だと思うのですけれども、

この３カ月間、何か向こう側との折衝というか、そのようなものがあったのか。 

年度末というのは３月かもしれませんが、これから新年度予算を迎える時期になってくる前

に、この 10 月の末くらいにこのような話があったのなら、11 月くらいにこのような委員会協

議会を開くという方法もあったような気がするのですが、この辺の３カ月間、特に理由がある

のでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。  

○企画振興部長（高畠 章君） ご存じのとおり、この間選挙ございました。首長が変わった

ということがありまして、その引き継ぎでちょっとした時間がかかったということと、それか

ら、10 月 28 日というのはあくまで向こうの要請で前町長がお会いして、その旨を伝えられた

ということで、そこはまだ正式ではないです。正式には町長あてに中止計画ということが通知

されていない。事前の部分だということでご理解いただきたいと思います。 

それと、やはり、町のほうとしましても 700 万円という部分、この部分についても、向こう

の考え方が煮詰まるのを待っていたという経過がございます。そういったことで今般に至った

ということをご理解いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかにご質問ございますか。前田委員。  

○委員（前田博之君） 先ほど話があった化粧品の希松。現時点の経緯と、エスビィアイの創

業の状況がどうなっているのか。その２点伺います。 

○委員長（小西秀延君） 高畠企画振興部長。  

○企画振興部長（高畠 章君） 最初の希松の件ですが、希松につきましては、昨年売買契約

が成立した時点では、23 年度中に少なくても施設を建てるということで売買契約させていただ

いたところでございますが、実は３・11 ということがおきまして、希松の社長さんというのは

ボランティア活動に造詣の深い方で、被災地の方々を支援するというほうに一気に傾注しまし

て、ここの会社の従業員が福島県だとか、あちらの出身の方が多いということで、そちらのほ

うにエネルギーを費やしまして、白老町に進出する具体的な計画、その計画に遅れがあったと
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いう事実がございます。 

それで、今本格的な実施計画を立てて、道からの融資が受けられる体制に必要な計画も、道

には提出されて承認されたところでございます。まだ正式に、24 年度の何月、あるいは 25 年

度の何月だと、そういったところまではまだ具体的には報告されてございませんけれども、進

出するのは間違いない状況でございます。業績も今回の震災を受けまして落ちるだとか、その

ようなこともございませんので、そこは心配ないかと思ってございます。 

それから、エスビィアイのほうでございますが、エスビィアイもかなりいい業績で工場を稼

働させていただいております。特に、日本製紙などにも入り込んで、地場企業という名にふさ

わしいような形で活躍をしていただいているということで、これはご安心していただきたいと

思っております。以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに質問をお持ちの方。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） １点私から。今回、５年間で分割にしています。所有者移転の手続

きは分割が終了したときに行うということです。建設はこの間の５年以内ということで契約を

していると。これ建設をしてしまって、お金が後から分割で遅れてくる間、建設してしまって

所有者は移転しないというのは、ちょっと契約的にどうなのかという気がするのですが、その

辺の扱いはどのような形になっているのでしょうか。高橋参事。 

○産業経済課参事（高橋裕明君） この田野井さんの５年間分割ですが、まず、全額お支払い

をいただいた時点で土地の所有権移転が行われますので、建設についてはその後ということに

なりますので、先ほど契約書のお話がありましたが、そのほかに覚書ということで、ある程度

の予定は盛り込んだものございますが、そこでは変更が生じた、この場合は土地代の入金が遅

れていったということですが、それに伴って当然建設は入金が終わった後にしかならないとい

うふうに押さえております。 

○委員長（小西秀延君） 先ほど、５年以内と聞いたものですから。  

○産業経済課参事（高橋裕明君） それが途中で延期になっていますので、当然、１年延期し

たら６年。１年延期したら７年というふうに延びていくという理解です。 

○委員長（小西秀延君） わかりました。 

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） 質疑なしと認めます。これをもって、株式会社田野井製作所の立地

計画中止について、担当課からの説明を終了いたします。 

                                         

     ◎閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） 以上をもちまして、本日の総務文教常任委員会協議会を閉会いたし

ます。 

（午前１１時５９分）  


