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 ────────────────────────────────────── 

◎開会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） ただいまより、平成29年第５回上士幌町議会臨時会を開会いた

します。 

  本日の議案説明のため地方自治法第121条の規定により、関係説明員の出席を求めて

おります。 

（午前１０時００分） 

 ────────────────────────────────────── 

◎開議の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） これより本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

 ────────────────────────────────────── 

◎議会運営委員会の報告 

○議長（杉山幸昭議長） 議会運営委員会より、本日の議事運営について発言を求めます。 

  議会運営委員長、佐々木守議員。 

○議会運営委員長（佐々木 守議員） 議会運営委員会よりご報告を申し上げます。 

  議会運営委員会は、７月27日午前９時より委員会室において、議会運営委員の出席を

いただき、説明員に副町長の出席を求めて委員会を開催し、本日の議事運営及び議案の

審議方法などについて審議いたしました。 

  議会運営委員会の審議の結果、本日の議事日程及び議案の審議方法については、既に

お手元に配付のとおり決定をいたしましたので、ご報告を申し上げます。 

  以上をもって議会運営委員会の議事運営報告を終わります。 

 ────────────────────────────────────── 

◎会議録署名議員の指名 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第126条の規定により、議長において、５番、野村恵子

議員、６番、中島卓蔵議員を指名いたします。 

 ────────────────────────────────────── 

◎会期の決定について 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思いますが、これにご異議ありません
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か。 

（「異議なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日１日間と決定いたしました。 

 ────────────────────────────────────── 

◎議案第５１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○議長（杉山幸昭議長） 日程第３、議案第51号平成29年度上士幌町一般会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

  議案の朗読を省略し、直ちに提案理由の説明を求めます。 

  千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ただいま上程されました議案第51号平成29年度一般会計補正予算の

内容を申し上げます。 

  補正総額は1,201万8,000円の追加補正となります。補正後の予算規模は一般会計並び

に５特別会計の総額で96億5,487万9,000円となります。 

  それでは、内容を申し上げます。一般会計補正予算（第４号）でございます。 

  １ページをごらんください。 

  第１条では、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,201万8,000円を追加し、総額を

77億1,282万5,000円とするものでございます。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、２ページ第１表のとおりでございます。 

  歳出補正の内容につきましては、生涯活躍のまち上士幌創生包括プロジェクト事業

840万円、定住住宅建設等促進奨励事業250万円、認定こども園管理経費100万5,000円、

学校推進経費11万3,000円を追加補正いたします。事項別明細書以下につきましては、

説明を省略させていただきます。 

  なお、生涯活躍のまち上士幌創生包括プロジェクト事業に係る補正予算につきまして

は、設立が予定されておりますまちづくり会社への出資金及び補助金でありますが、出

資を予定しております町内の福祉関連２団体の出資に関する評議委員会が８月３日に開

催されますことから、両団体の結果を見きわめた上で予算執行に当たることといたしま

す。 

  以上、一般会計の補正内容についてご提案を申し上げました。よろしくご審議を賜り、

ご承認くださいますようお願いを申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 ただいま議長から発言の機会をいただきました。ありがとうございます。 



－5－ 

  今提案させていただきました生涯活躍のまちについては、地方創生の新たな事業とし

て制度化されております。新しい制度でありますので、その内容についてはなかなか全

体に熟知、浸透するまでには十分ではないというふうに思っておりますけれども、今私

どもとしては、これから本町の人口減少や、あるいは地方創生を進める上で必要な事業

であるとの認識のもとで、この事業を着手させていただいているところでもございます。

これまで議員の皆様方、そしてまた町民、さまざまなところでご意見を賜っているとこ

ろでありますので、改めて私のほうからこの取り組みについての経過等々をお話しさせ

ていただきたいなと、そんなふうに思うところでございます。 

  さて、今国あるいは自治体に限らず、私たちの日常の生活圏でもさまざまな悩みや課

題がございます。例えば、今日的に言うと、ＪＲ北海道の慢性的な赤字経営の問題、そ

してまた、その後の運行をどうするかといった課題、あるいは本町でも関心があります

けれども、高校の再編問題、人口問題にかかわるところのことでもあります。 

  そしてまた、商店街においては、地方において相当シャッター街ということでの商店

街のあるいは商工会の非常に厳しい状況があるということ、また、医療や介護あるいは

農林水産、さらには建築、土木、サービス業といったところでの慢性的な人手不足、企

業の統廃合や、あるいはもう既に経験しておりますけれども行政体の合併の問題、それ

ぞれ個別に課題といいますか、問題点はあると思いますけれども、１つ共通して言える

のは人口減少が背景にあるということであります。これが引き金になって、いわゆる鉄

道にも乗れない、あるいは高校の入学生が不足するだとか、こういったことに派生をし

てきているというふうに考えております。 

  では、本町の人口でありますけれども、昭和30年ごろ１万3,000人余りでありますけ

れども、これをピークにしてずっと減少の一途を続けているところでもございます。そ

して今、段階でありますけれども、5,000人ということになりました。そのことによっ

て、さまざまなところにやっぱり地域の経済、あるいは商店街の閉鎖だとかいろんなと

ころに影響が出ているというふうに思います。一方、日本全体ではずっと右肩上がりの

状況が続いてきたわけでありますけれども、2008年でありますが、このときの１億

2,000万人をピークにして、今減少の状況に入ってきたということであります。 

  地方創生、これまでもその時々の内閣の中で重要な施策に取り上げられてきておりま

すけれども、今回は特にこの人口減少が国家的なプロジェクト、あるいは全国の自治体

の大きな問題になったのは、平成26年５月の日本創成会議が発表した、このままの出生

率とそれから東京に若者やあるいは企業を含めて一極集中をしているという現状が変わ

らなければ日本の将来が非常に難しいというような警告をし、そしてまた、そのままで
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いくと全国の半分の自治体がなくなってしまうという、そういったレポートでありまし

た。極めて衝撃的なことだったというふうに、私どもとしても認識をしているところで

もございます。 

  こういったことと同時に、国としても危機感を持ちながら、改めて地方創生、人口減

少をどう克服するかと、そしてまた東京圏の一極集中をどう是正するか、そしてまた地

方の経済の活性をどうするかという意味で、地方創生法というのを制度化したのであり

ます。これは極めてスピード感もあるということと同時に、非常に危機感を持った背景

がそこにあるというふうに思います。国として直ちに取り上げたのは、人口の減少、人

口の将来的な長期ビジョンはどうなっていくのか、日本の50年先、60年先のビジョン、

そして一定の人員を確保するためのさまざまな施策を、これらを戦略として策定したと

ころであります。 

  同時に、都道府県を初め各自治体、私どももそうでありますけれども、本町としては

27年10月に総合戦略を立てております。今回の総合戦略は、単に計画ということではな

くて、その計画が確かに実施されているのかされていないのか、されていないとすれば

どんなところに問題があるのかといったことの検証をしっかりした上で、問題点はしっ

かりと改善をすべきだというような内容でございます。つまり、この計画は単に計画と

いうよりも実効性が求められているということで、これまでになかった内容の取り組み

でございます。 

  28年から始まった総合戦略、５カ年計画でありますけれども、29年、ことしはその中

間の３年目に入りました。本町における人口については、今のところ当時の目標値を上

回っております。さらに、半世紀以上続いてきた人口減少が、今若干でありますけれど

も人口増という予想を超えた状況が生まれてきております。ことしもこれまでにおいて

は人口がふえているということでありますが、しかし、このことが将来を保証するもの

ではないということを、しっかりと認識する必要があるだろうというふうに思っており

ます。 

  さて、少子高齢化のことでありますけれども、このことについては、これからそうい

う時代に当たって大変になるよということは、言われて久しくなるわけでありますけれ

ども、首都圏、大都市圏に比べて超高齢化社会というのは地方にもう既に突入をし、本

町においても35％前後が高齢化率という高い数字になってきております。そういったた

めに、高齢者福祉の対策として介護施設やあるいは医療施設、さらにはソフト事業を含

めてさまざまな施策を講じさせてきているところでもございます。 

  しかし、この後どうなるかということでありますけれども、この地方の高齢者も間も



－7－ 

なく人口が減少していくという時代に入ってくるということであります。国の機関が推

計したところによると、本町においては2020年ごろをピークにして高齢者の数も減り始

めるということであります。しかし、先ほどの予想に反して人口がふえているというよ

うなこともありますから、それらについては若干の時間差はあるというふうに思います

けれども、間違いなく高齢者人口が減るという時代は避けられない、現実的な問題に直

面するということであります。 

  これは、一つの大きな課題だというふうに考えなければならないというふうに思いま

す。高齢者の人口となると、介護施設の入居者の確保やそういったことなど、新たな課

題が想定されます。医療機関においても、同様に経営のあり方あるいは雇用などについ

ても影響を及ぼすことが非常に危惧されるところでもございます。ここにまちづくりの

上からでも深刻な問題が、遠い将来に、近い将来に生じてくるということを、今から予

測する必要があるということであります。 

  しかし一方、東京圏においては、今かなりの勢いで高齢者がふえ始めています。全て

の人が元気で長生きしたいと、こういう願いを持つのは皆でありますけれども、しかし

やがて医療、介護のお世話になるときがまいります。日本全体で言うと2040年、先ほど

は2020年と本町のところでお話ししましたけれども、2040年までは高齢者人口がふえる

ということであります。これは日本全体でありますので、東京圏にとってみると、もっ

と急激な人口増が予測されるわけであります。そうすると、そこに対するいわゆる介護

医療、さまざまな施設、あるいは介護士の確保だと、こういったことが都市部において

極めて高いハードルになってくるということであります。 

  地方における高齢者が減少することによる問題、片方では高齢者がふえることの問題、

こういったことが顕在化してくるということでありますので、これまで一極集中を、若

者を軸にしていたところがありますが、そうではなくて、新たに元気な中高年を含めて

地方への新しい人の流れが必要になってくるということから生涯活躍のまちが考えられ、

そして法に基づいて、法でも制定して積極的に進めるということになったわけでありま

す。 

  生涯活躍のまち、これは皆様方ご承知のことでありますけれども、改めて申し上げた

いというふうに思いますが、中高年齢者が希望に応じて地方だとかあるいは農村部から

町なかに移り住み、そして地域の方々と交流しながら健康で元気で活動的な生活を送る

と、そしてやがて医療や介護にお世話になる必要になったときには、そのような体制が

整っていると、このような町を目指していこうということであります。このような取り

組みをしていることについて、国としても積極的に支援をするという方針を明確に押し
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出しました。そのために、国としては情報の提供あるいは人的な指導、助言、さらには

財政を含めて政策的な支援を積極的に進めてまいるということであります。 

  自治体においては、こういったことの計画をしっかりつくるということと、これまで

議論になってまいりました推進の母体となる事業主体であります、これらもあわせて国

及び自治体、そして事業主体、これらの３者が一体となってこの生涯活躍のまちを具体

的に実行していくわけだというようなことが盛り込まれたのであります。そういう事情

によって、今生涯活躍のまちの法人化の話がそこに出てくるわけであります。 

  生涯活躍のまちの推進に当たっては、本町としても28年度推進交付金に手を挙げさせ

ていただきましたけれども、本町では既にさまざまなこのかかわるところを頑張ってお

ります。医療あるいは介護にしても、それから生涯学習の環境あるいは移住定住、そう

いったところでは一定程度の水準にあるというふうに思っておりますし、そしてまた、

総合戦略の中でも上士幌町創生プロジェクトということでこの考え方は織り込んでいる

ことから、交付金事業に手を挙げて採択に至ったということであります。しかし、事業

の着手については、いろんな手続を含めて８月から具体的に実施したということでござ

います。 

  もう一つは、生涯活躍のまち、今お話ししましたけれども、医療・介護・地域包括ケ

アの充実、地域経済の活性化、就労、生きがいなど町全体にかかわる内容であるという

こと、そしてまた、それを進めるために事業主体の形成については、官民協働でどの組

織が望ましいというようなことでありますので、本町としては第３セクターの設立を前

提に、ＪＡあるいは商工会、医療・福祉等の法人、金融機関やマスコミ、移住定住のＮ

ＰＯなどに出資を含む参加の案内をしてきたところでございます。８月からということ

でありますので非常にタイトなスケジュールになったということ、しかもこれから取り

組む事業に対する、言ってみれば将来のことでありますから、不透明感だとか不安定要

素をそれぞれが抱え、それからそれぞれから意見が出されてきたということであります。 

  しかし、地方創生とまちづくりという大局的な観点でそれぞれのご理解をいただいて

いるというふうに思いますが、そのようなことで、今多くの組織から出資を含めて賛同

の意思を表示していただいているところであります。言ってみれば、小さいことはいろ

いろありますけれども、しかし地方創生、この町が人口減少をできるだけ抑制しながら

元気でいるために、みんなでまちづくりをしていこうということに賛同していただいて

いるというふうに理解をしているところでもございます。 

  そのために、これまでそれぞれの組織あるいは会社等、いろいろ含めますけれども、

その組織なりの合意形成だとかあるいは手続だとか、大変ご苦労をかけたと、このよう
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に私どもとしても推察しているところでありますので、深く敬意と感謝を申し上げなけ

ればならないということであります。この上は、ともに知恵を出して協力し合って地方

創生、生涯活躍のまちとして内外からしっかりと評価され、所期の目的が達成されるよ

う全力を尽くしてまいりたいと、このように決意しているところでもございます。 

  また議員の皆様には、町民や組織の声を踏まえ、そしてまた議員個々の考え方を議会

活動の中で提案していただきました。しかし、全国的にも先駆的な取り組みの事業であ

るということ、長時間にわたって議員の皆様からさまざまな意見、提案をいただきまし

た。それらについては、事業計画や構想あるいは定款、組織のあり方等に反映させてい

ただいたつもりであります。これまでのご審議、ご意見、ご提案等に心から感謝を申し

上げたいとそのように思います。 

  最後になりますけれども、先週、私たち十勝の19市町村で構成する十勝圏活性化推進

期成会、これに参加し、国に十勝圏のさまざまな課題について、予算と事業の執行につ

いて要望をしたところであります。その冒頭には、十勝創生を加速化させるためにとい

うのが、この要望の総括的なコンセプトであります。同時に、先週は盛岡のほうで全国

の知事会が開催されております。ここでも東京の一極集中の是正、あるいは人口減少問

題が大きなテーマになっていたという報道がされております。訪問した内閣府まち・ひ

と・しごと創生本部では、今なお東京の人口がふえ続けていることに強い危機感を持っ

ております。ふえ続ける大学生の定員あるいは大学のそれぞれの学部の新設などと、こ

ういったことが今なお起きているということに対して、規制も含めて法的な対応も考え

ているというお話もされておりました。 

  今、国も地方も地方創生なくして日本創生なしという点は一致しているところでござ

います。本町としても、人口減少の克服と地域経済の活性化に向けて、総合戦略を着実

に推進することが極めて重要であるという認識で政策を展開しておりますので、生涯活

躍のまちの推進に向けたこのたびの補正予算についても、議員の皆様方のご議論を踏ま

えてご理解いただきご可決くださるよう、改めてお願いを申し上げたいとそういうよう

に思います。いずれにしても、この町内、いろんなさまざまな団体、そしてまた議会も

含めてこの町の将来、元気な町をつくっていく、地方創生を実現するために、改めてよ

ろしくお願いを申し上げたいということであります。ありがとうございました。 

○議長（杉山幸昭議長） 暑い方は、上着を脱いでいただいて結構でございますので。 

  提案説明が終わりましたので、これより議案第51号について質疑を行います。質疑は

ありますか。 

  ７番、早坂清光議員。 
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○７番（早坂清光議員） ただいま提案のありました補正予算の生涯活躍のまち上士幌創

生包括プロジェクト事業について質問をしたいと思います。 

  町長から冒頭ご説明、地方創生の背景等についてお話があったところですけれども、

重複する部分もありますけれども、町では平成27年10月に総合戦略を策定し、この中で

上士幌版ＣＣＲＣとして、この上士幌創生包括プロジェクトとして、生涯活躍のまちの

取り組みも盛り込みました。具体的には、町内の各団体や金融機関などと地域包括ケア

だとか移住、障害者の福祉などに取り組むということで、今回のまちづくり会社を立ち

上げるということで、今回の補正ということで新会社設立の出資金と運営補助金につい

て提案がされたということです。 

  この間、議会におきましても、常任委員会の場において、その時々の状況について行

政側から説明を受け、その質疑を行ってきているところでありますけれども、しかし町

民の皆様の代表である議員として、本会議の場での質疑は本日が初めてというようなこ

とになりますので、委員会の質疑の場と重複する質問、意見も申し上げる部分があるか

と思いますけれども、ご承知いただきたいと思います。それで、まちづくり会社を立ち

上げる意義と役割ということでお聞きしようと思いましたけれども、町長から地方創生

の背景等を含めてお話がありましたので、これについてはとりあえず割愛をしたいと思

います。 

  この間に聞きたいことは、議会としても町民の皆さんの意見をいろいろ聞くというこ

と、町民と議員の意見交換会というような場を持ってきました。そうした会の中で、町

民の皆さんから参加された方からでは、生涯活躍のまちに多額の委託予算をかけている

けれども中身が見えてこない、まちづくり会社の内容も見えてこない、行政区長でも会

議でも説明があったけれどもよくわからない、この町の規模に合った身の丈に合ったま

ちづくり、町民主役で進めるべきじゃないかとか、いろんなご意見をいただきました。

そういうことの中で、ご質問をしたいことは、この間、関係団体や町民の皆様への説明

が不足しているというふうに思っておりますけれども、どのように現状を認識され、こ

の後どのように町民や各団体に対応されていこうとしているのか、１点お聞きします。 

  それから２点目は、地域包括ケア等について、これまでも行政と社会福祉法人である

福寿協会や社会福祉協議会、あるいは医療機関の上士幌クリニックなどと連携して取り

組みが進められ、町民の信頼も深まっているというふうに思います。今後まちづくり会

社がかかわることによって、この地域包括ケア等の取り組みがこれまでに取り組んでい

ることと重複する部分がないのか、どういうところをこのまちづくり会社がやっていく

のか、メリット等をお伺いしたいというふうに思います。 
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  それから３点目ですけれども、新しくまちづくり会社に、この取締役会が持たれます

けれども、取締役という役職等にどう町がかかわっていくのかということと、新会社の

職員体制の中で、町職員の派遣などということは考えているのかどうか確認をしたいと

思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今早坂議員のほうからご質問がございました、１点目の町民の本事

業への理解の問題ということもご指摘があったかというふうに思っております。この事

業に限らず、行政としては、ホームページですとかあるいは広報等々を通じて、とりわ

け新規事業ですとか重要な案件等々についてはシリーズ的に情報提供をするとか、そん

なことはこれまでも努力をしてきたところでございますけれども、事、今回の事業につ

きましても、まちづくり会社の設立ということで、ある意味あまり本町としても経験の

ない中での事業ということで、非常に町民の方々にも関心を持っていただいているとい

うふうに認識をしているところでございます。 

  その点、特に会社の設立に当たりましては、民間会社の設立という方針のもとに動い

ておりましたので、出資をいただける団体、町内の各団体等を含めてご案内をさせてい

ただいて、それぞれの事業所、会社等にご訪問をさせていただいて、今町長がご説明し

たような地方創生等々についてのまちづくりの取り組み、またそのまちづくり会社の必

要性等について、それぞれの団体事業所に直接出向いてご説明をさせていただいて、あ

くまでもそれはこちらからのご案内ということでございますので、最終的には内部での

ご検討をいただいて、出資するか否かについてはご判断をいただくということで進めて

きたところでございます。 

  そういう意味では、そういった出資団体、出資予定者といいますか、依頼をしたとこ

ろについては、そういった個別でのご説明をしてきたところでございますが、１回ある

いは場合によってはご要望を受けて、さらに説明会等も行ってきておりますけれども、

そのことが決して十分ではなかったと、そのことが結果として今議員がおっしゃったよ

うに、町民の中に入ると、言葉は知っていても内容を十分理解できていなかったという

ようなことにつながっているのかなというふうに理解をしているところでございます。 

  その点は、今後さらにこの事業を進める中で、やはり行政側として広く、団体に限ら

ず町民の皆様にも、どういった事業を展開しているのか、どこまで今事業が進んでいる

のか、どんないわゆる現象が起きてきて、町にどういったプラスになっているのかと、

そういうことも含めて、やはりより詳しく町民の皆様に周知を図ると、こういった作業

をこれからしっかりやることが非常に重要であるというふうに認識をしているところで
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ございます。 

  また、２点目のまちづくり会社ができることによって、既存事業者との事業の重複等

はないのかと、あるいはそのまちづくり会社ができることによるメリットは何なのかと

いうようなご質問だったかと思いますが、このまちづくり会社につきましては、第一に、

既存の町内の事業所等が行っている事業を実施するというものではなくて、いわゆるそ

の福祉関係で申し上げれば、相当行政あるいは各団体もしっかりとそういった福祉関係

の事業を展開しておりますけれども、必ずしもそれが町内に住まわれている町民の皆様

全員が100％安心、安全でいるのかと、そういう思いでいるかというと、やはりいろん

な意見があるのも実態でございます。 

  ただ、その中において、全てを行政なり団体だけで全てできるかというと、なかなか

手が届かない、いろんな人員体制の問題やら予算の問題等々いろいろありますけれども、

その手の届かないところがまだあるのではないかと、そういったところをしっかりと調

査をして、必要なところがあれば、既存の事業者がやれるのであればそれは全く問題ご

ざいませんけれども、なかなかそこまではできないと、行政もなかなかそこまで手を広

げることはできないというようなことがあれば、そこにしっかりと新たなまちづくり会

社がその受け手となれるということであれば、しっかりその辺を埋めていくことで、さ

らに町民にとってそういった福祉サービスの向上につながるだろうというのが基本的な

考えでございます。 

  また、福祉だけではなくて、例えば今問題になっていますけれども、商店街の先ほど

町長がご説明したシャッター化の問題がございます。あるいは、実際に事業運営されて

いる方も非常に高齢化をしているという課題がございまして、これはもう随分前からの

大きな課題として取り上げられていて、そういった空き店舗、空き地をどうするのか、

あるいは後継者の問題もそうですけれども、そういったことを取り組むことは必要だと

言いながらも、なかなか既存の団体なり、あるいは行政でもなかなか取り組めてこなか

ったという部分がありますから、そういったところもこれから重要な課題として、まさ

に官民一体となって、その対策に当たるためにその推進団体、それからまちづくり会社

がその役割を果たしていけないかということが非常に重要ではないかというふうに思っ

ているところでございます。 

  そういう意味では、メリットという表現がどうかわかりませんけれども、そういった

すき間のところにしっかりとこの会社が事業展開をしていくということが、これから重

要になってくるのかなというふうに思っているところでございます。 

  また、取締役への対応をどうするのかということでのご質問でございますが、町とし
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ては、今取締役については、定款はこれから最終的に総会で決定されますけれども、予

定されている定款の中では、３人以上５人以下というようなことになっておりますけれ

ども、町としてはこの取締役の一員となる予定で今考えているところでございます。 

  それと、新会社への職員等の派遣は考えているのかというようなご質問かと思います

が、これを今実際に担当している、設立に向けたいろんな事業所とのつながり役も含め

て担当している主幹がございますが、この職員については、今後、設立後もこのまちづ

くり会社の運営に携わっていくように考えてございますし、新年度からについては、で

きれば新たな職員を派遣する形で、この会社とかかわらせていきたいというふうに思っ

ているところでございます。そういった中で、会社のさまざまな情報が行政と共有でき

ると思いますし、連携も十分に図っていけるというふうに考えておりますので、その点

についても十分今後考えてまいりたいというふうに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） ただいま、町長のほうからいろいろ思いというか、説明を聞き

ましたけれども、私も官民一体となって事業をすることに反対はいたしません。それが

いいことだとは思っております。 

  ただ、この生涯活躍のまち上士幌創生プロジェクト事業は、29年３月に報告書が提出

されました。行政としてこの中身を検証しないままに、このまちづくり会社を設立しよ

うとしているんだと思います。これは、コミュニティネットに約3,500万円委託をして

報告書ができましたけれども、今回、このまちづくり会社も、コミュニティネットが中

心となって立ち上げるようになっているように思えてなりません。議会としては、町民

の意見、これを聞く中で、コミュニティネットに対し、多くの不信感がありました。も

ろもろ報告書完成までのごたごたも聞こえてきておりました。 

  今回、この会社の設立に当たって出資団体からも話を聞くことができました。いつも

お世話になっているから、町がやろうとするんだから協力しようという、そのぐらいの

考えでいたと思います。私は行政が何をしたいのか、どの事業も29年度検討調査ばかり

で、27年から28年に3,500万円をかけて調査をしています。その結果、町に何が足りな

かったのか、これは行政としてわかっているはずです。とりあえず３年間は国からの交

付金があります。４年目に撤退するのではないかと心配をいたします。この会社の職員

がコミュニティネットの取締役と、あとコミュニティネットを退職した職員で、不信感

を払拭することはできません。 

  また、３年間地域おこし協力隊として国の交付金を使えますが、４年後についてはそ
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れも心配です。今回、責任の所在をはっきりしなければ、会社設立時条件として町長が

社長になるか代表取締役になるか、これが約束されるようでなければ難しいと思います。

今回、コミュニティネットの信頼を回復するには、相当時間がかかると思います。これ

は私の意見だけではなく、町民の多くの方の意見も入っております。その点についてお

伺いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 コミュニティネットに対するさまざまなご意見があるということに

ついては、私も行政としても承知をしているところでございますし、結果として委託事

業を100％実施できずに、交付金を返還するというようなことも実際に発生したという

ことでございます。また、さまざまなその委託事業の中で、町内の各団体等々もヒアリ

ング等を行ってまいりましたけれども、どうもそこに、そういったヒアリングのあり方

等々についてご批判の声もあるということもお聞きをしているところでございます。 

  いずれにいたしましても、そういった報告書ができて、我々も十分その中にかかわら

せていただきましたけれども、そういったものを受けて今具体的な事業展開に入ろうと

しているところでございます。もちろんこれは会社としての責任ではありますけれども、

私どもとしては、このコミュニティネット自体もやはり全国的に高齢者住宅を中心に、

かなり先駆的にそういった事業展開をされている会社でもございますので、そういった

意味での、将来私どもが想定をしておりますようなそういった事業にも、必ずやその会

社のノウハウが生かされるものというふうに考えているところでございまして、そうい

う意味では、今回のまちづくり会社の運営に当たっても参画をしていただくような形に

なってきているというふうに認識をしているところでございます。 

  これからそういったいろいろな不信感なり心配することについては、やはりこれから

しっかりとこの新たに設立されるまちづくり会社が形をつくるだけではなくて実績を残

すと、その動きを示し、なおかつその成果があらわれるという形でなければ、この信頼

回復というのは得られないだろうというふうに思っていますので、その点はしっかりや

っていきたいと思っていますが、ただ、いわゆるコミュニティネット、民間会社にこの

会社が振り回されるというような、そういった心配は、私はないというふうに思ってい

るところでございます。 

  それは当然、取締役会もございますし、出資団体の大半が町内の事業所を含めた、あ

るいは当然行政も一番の株主としての出資を行うわけでありますけれども、そういった

意味ではしっかりとその辺のかじ取りはできると、またそうしなければならないという

判断のもとに、今回出資割合も50％以上ということと取締役就任ということをもって、
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行政としてしっかり強くかかわっていくということでの結論に至ったところでございま

すので、そういったことで、今後の事業展開についてはその辺を、町民のそういった心

配、不信を払拭するように、それもできるだけ早くそういった形になるように、行政と

してもしっかりと努力をしてまいりたいというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 私が一番心配するのは、この報告書の中に、検討する段階はも

う過ぎたと思うんですよ。それなのにまた新会社について、例えば24時間365日ケアの

検討、これは今担当課に聞きましたが、ほとんどやっていらっしゃると。それから、検

討、検討というのがいっぱい出てくるんですけれども、検討段階ではないと思うんです

よ。今回、役員体制がどうなるかはわかりませんけれども、コミュニティネットが約３

名、４名ですか、入ってこの会社の計画を立てたんだとしたら、この検討段階は済んで

いるのではないかと思うんですけれども、そのことについてお聞きをいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 報告書の中での検討事項というのは、今特に調査というのは、上士

幌町の今の状況の調査をしっかりと行うということで、各関係団体のほうにも入ったり、

町民のヒアリング等々もやってきたということでございますけれども、これから設立後

に行う調査検討というのは、具体的に事業を幾つか展開するということで、１つには24

時間365日ケアの関係もございますし、あるいは商店街の空き店舗、空き地の課題、さ

らには、特に今非常に近々の課題になっていますけれども、人材育成、これは今町長の

説明にもございましたけれども、今人材確保が大変困難な状況、困難というよりもむし

ろ今、私も先般、福祉関係の事業所に行ってまいりましたが、もうとにかく人手がなく

て、このままいくと、いわゆる人がいないですから事業を今のままで継続できないと、

事業を縮小せざるを得ないというようなことも聞いてまいりました。それぐらい人材が

不足しているということなんですね。 

  これは、さまざまな事業所自体も相当な取り組みと、その人材確保に向けて動いてい

るんですが、これはもう全国的な問題にもなっていますけれども、とりわけ専門職種、

介護の職場にはなかなか人が来てくれないと、これはもう大変な問題になっているとい

うことで、改めて私どもも聞いてまいりました。その点は、単にいない、いないと言っ

ていてもこれはなかなか解決しないわけでありますから、当然、今回このまちづくり会

社が行おうとしている人材育成、自分たちが地域でそういった人たちの育成をするとい

う、この展開にもう入っていかないと、どこかにいるだろうといって探すだけでは見つ



－16－ 

からないということなんですね。これは非常に難しいです。 

  この人材育成も、ではどこからできるかというと、なかなかできる問題ではありませ

んけれども、そういったことを今やろうというのが、またこの会社の大きな事業の一つ

にもなっているところでございますので、このところまさにその人材育成も、単に情報

発信をすればすぐにできるということではなくて、具体的な人材育成をするわけですか

ら、この辺はまさにまたノウハウもしっかり持たなければなりませんし、専門的なそう

いった指導をする人間をどう確保するかということも当然ありますので、これは委託と

かいろいろな方法はあると思いますけれども、その具体的な事業を展開するための手法

については、まさに今この年度内にできるだけシステムのあり方、手法等々をそれこそ

調査検討をして、しっかりと新年度からは具体的な事業展開に入るということでありま

すので、いわゆる前段のプロジェクト報告書作成当時の調査検討と、今年度施設づくり

を行おうとしている調査検討は、そういう意味での中身が違っておりまして、より発展

的に、具体的な事業展開をするためのそういった調査検討をするということであります

ので、そういうことで、同じことを繰り返すということではございませんので、その辺

のご理解をいただければと思います。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） １番、伊東久子議員。 

○１番（伊東久子議員） 再度確認をいたしますけれども、この準備会設立に向けまして、

まだこれから役員体制はわからないと思いますけれども、必ず町長か副町長が代表取締

役か社長になるということを強く要望をしておきたいと思います。 

  終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 答弁、要りますか。 

（「要ります」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） では、千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 議員のご要請ということで、そういったご意見があるということは

重く受けとめたいと思います。ただ、これはあくまでもご承知のとおり、株主総会での、

あるいは取締役会での決定事項となりますので、その点はご承知をいただければと思い

ます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） まず今回、予算の300万円の出資金について、正式にこの300

万円の金額に対する根拠については多分報告はなかったと思うんですが、それについて、
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どのようにしてこの出資金300万を決めたのかと、これは多分予算の範囲内なのか、最

終的にはいろいろ調整があって、ふえることも減ることもあるのか、その辺を確認した

いと思います。それと、まちづくり会社全体にかかわる、今まで何回も委員会と当初予

算でも質問してきたんですが、再度、基本的な点について、５点質問をしたいと思って

います。 

  まず、今回のまちづくり会社設立のもとになる町の包括基本構想、これについて質問

をしたいと思うんですが、今回のまちづくり会社は、これに基づいてやる事業だと思う

んです。この報告書は、コミュニティネットが28年ですか、国からの交付金、当時の予

算4,500万円をかけてつくった報告書がこれですね。これに基づいて、これは３月末で、

議員には４月の末にあったんですが、これに基づいて町が計画書をつくって、それの具

体化としてまちづくり会社があるんだと思うんですが、この計画書、基本構想はまだ案

のままだと思うんです。これを受けたのは、議員さんはつい最近ですので、そのときに

質問をしたら、これは案で、いろいろ議員さんの意見やいろんな方に聞いて、これを日

付はないですが、７月なのか８月なのか、決定をすると。これが決定しているのかどう

かと、これに基づいたまちづくり会社の設立の根拠になるのか、まず質問いたします。

これが第１点目です。 

  ２点目なんですが、先ほども大分ほかの方々も質問をしているんですが、まちづくり

会社が行うと言った事業は、大きく分ければ５点ですね。地域包括ケア、人材センター、

生涯学習大学、空き家・空き地活用、移住希望者等々ありますが、これはコミュニティ

ネットが調査した中にあるんだと思うんですよ。そしてそれを町がそのまま多分事業に、

交付金を含めて申請するために起こした事業だと思うんですが、この事業そのものが町

民の要望に合っているのかと、先ほど言ったように競合することがないのかと。 

  それともう一点は、まちづくり会社はできない事業をやるんだと言いますが、３年間

の計画に見たこの事業が、委託事業として2,000万円ほどずっと続いて、その委託事業

をするとなっているんですが、できない事業をするとなったら新たな事業をここの中に

起こしてくるのか、新たな事業を委託するのかどうか、その辺を確認しないと、私たち

が見ているのは、事業計画は３年間見ている中でこの事業がほとんどですので、その点

について確認したいと思います。 

  それから、３点目なんですが、これは答弁を聞いてからもまた質問をしたいと思うん

ですが、出資の問題とか会社の体制について質問をしたいと思います。町がどれぐらい

出資するかによっては体制が大分変わってくると思うんですが、あとコミュニティネッ

トの扱い、当初１月からは、企業人が１名とコミュニティネットの地域協力隊が３人で、
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４人で準備をしていますが、その地域おこし協力隊が既に２人やめていると。質問しま

すと、途中で採用されて、また８月の広報には新たにおこし協力隊が採用されていると、

そういう元コミュニティネットの社員が国からの交付金を活用しながら派遣しているん

ですが、コミュニティネット側の社員、どっちが悪いかわかりません、本人が合わなく

てやめたのか、その辺の信頼関係はどうなのかという点について質問いたします。 

  それから、財政の問題なんですが、これは、私も新たに資料をずっと眺めてみたんで

すが、国からの交付金は、３年間は出て、その委託事業の事業費の半分が出ると、それ

から協力隊は３年間いると。そうすると協力隊は途中から入っていますので、31年の途

中から協力隊は１名になるとなっています。ですから予算は減るんですが、その後につ

いてはプロパー職員が５名体制になると。もともと職員体制は協力隊を含めて５人なん

ですが、３年目の31年度には協力隊が１名になるんですよ。そうすると、その新たな採

用が出てくるのか、その後について協力隊は多分減ったままでいくのか、新たに協力隊

を募集するのか、そういう点で、すごく私はこの資料を見るだけで、財政的な点でどこ

まで信用できるんだろうかと、ここに載っている32年度まではわかるんですが、それ以

降についても収支上はなかなか見えないと、もしかしたら町がいろんな予算をかぶるん

ではないかという危機感を持っています。 

  それから、５点目の問題ですが、これもほかの議員さんも質問していますが、町民の

合意の問題なんですよ。今回、金融機関とか新聞社以外、金融機関は大事だと、それは

もちろんそうです、新聞社も大事なんですが、町内団体が全部で14団体で、出資予定は

何か７団体しかなくて、その２団体がまだ決定していないと、検討中と。質問しました

ら、見込みだということで、実際には８月３日ですか、決定すると。 

  そういう中で、あと町民の説明会も６月17日に開かれましたが、本当に時間的には２

時間ほどあったんですが説明を受けて、このことに関する説明はほとんど20分程度だっ

たと思うんですけれども、質疑応答する時間もないぐらい本当に説明を聞くだけで、そ

れだけで、たしか50人ほどの参加なんですが、これで説明会は終わりと。あと区長さん

に対しての説明も行っているんですが、一般的に町民の方々はほとんどこの中身につい

て知られていないという中で、何か町民が本当に理解してこの事業を進めるんだろうか

という疑問が私は残っています。 

  以上、出資金の問題とあと大枠５点について質問いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 それでは、私からお答えできるところをまずお答えさせていた

だきまして、その他は副町長のほうからご答弁をいただきたいと、そのように考えると
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ころであります。 

  まず、300万円の出資根拠というところでございますけれども、過日の委員会の折に

も、そのときには300万円ではございませんでした。いろいろな議論経過、ご助言等を

いただきながら本日に至っているわけでありますけれども、３通りの現時点でのパター

ンがあるというようなことで、お話のほうをさせていただいたかと思います。 

  まず１つには、福祉協議会さんと福寿協会さん、また北海道新聞社さん、この３つが

まだ決定していないというようなところから、北海道新聞社につきましては、何らかの

形での支援はしたいというようなことでございましたけれども、その時点で、現在もそ

うなんですが、出資になるかあるいは協賛金等々、寄附金等々での対応になるかという

ところでは、今先方さんに協議をいただいておりまして、その回答待ちだということで

ございまして、その３つをとりあえず除いた部分でいきますと、全体で535万円の出資

をいただけるというふうに計算してございます。そこで本町が、今ご提案させていただ

いておりますけれども300万円を出資した場合、この中でいきますと、町の出資比率は

56.07％になるということで試算してございます。 

  もう一つには、想定としまして、この北海道新聞社さんが出資という形でいただいた

折には、15万円プラスになりますので、合計550万円となるということでございます。

これでいきますと、町の出資額300万円といたしますと、54.55％になるということでご

ざいます。 

  もう一つでございますけれども、先ほど来から福祉協議会さん、福寿協会さんにつき

ましては、８月３日の評議委員会を経てその意思を表示されるということでございます

ので、この２つが出資決定ということになりますと、15万円ずつ合計30万円がふえてま

いります。そうなりますと、出資合計でいきますと580万円になります。そうしますと、

本町300万円出資でいきますと、この出資比率が51.72％になるということでございます。 

  自治法上、先ほど来から取締役会のお話も出てきております。町がやはり強く関与し

ながら、かかわりながら展開していくべきだというところでいきますと、今お呼びかけ

している全団体が出資の場合、51.72％になりますので、これは全てクリアするという

ことでございますので、この取締役会に理事者が入っていくことの支障にはならないと

いうことで、今は３パターンでございますけれども、それをもって300万円の上程とい

うことで考えているところでございます。 

  それと、２点目になりますけれども、基本構想は先般の委員会のときには、まだ案と

いうことでお示しさせていただきました。それは議会議員皆様方のご意見を経るという

ところが１つ足跡としては必ず必要だというところで、その場合は案でございました。
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それを経て、先般７月25日だったかと思いますけれども、この案をとりまして、現時点

では構想ということで決定をしているところでございます。 

  あと、次のご質問でありますけれども、３年委託事業、今後それはそれとして、次な

る事業展開として新たな事業を起こすのかということでございますけれども、この推進

交付金をいただく中では、これが基本になってくるかと思います。 

  ただ、今皆さん方で会社を設立しながら次の展開を考えたときに、株主になっていた

だく団体の方々との協議の場の中において、次、やはり実際に何が必要なんでしょうか

と、具体的な話として、その場においてやっぱりここが必要だろうと、先ほど来、副町

長のほうからも、今待ったなしは人材育成、人材センターだと、あるいは商店街の空き

家、空き店舗関係の部分がありましたけれども、それはそれとしてやっていくにしまし

ても、協議の中において、やはり基本は今考えているところでございますけれども、新

たな事業展開というものもこれは考えられなくもないなというふうには担当としては思

うところであります。その場合にはまた予算等々が伴ってくるかと思いますけれども、

その場面におきましては、議員の皆様方にもご相談をしながら次の一歩を踏み出してい

きたいと、踏み出すことになるのではないかなというところでございます。 

  あと、出資体制の問題とコミュニティネットさんの扱いはというようなご質問だった

かと思いますけれども、企業人１名がいたと、協力隊３名でスタートをしているのでは

ないかということでございます。ことしの５月いっぱいでお二人、男性１名、女性１名、

この方たちはご退職になりました。これはいろいろなことがあってかと思いますけれど

も、それぞれの人生というところで、次の生活に移るためにおやめになったというふう

に私は理解しております。その後でありますけれども、６月１日に１名の採用と、それ

と７月１日付で１名の採用ということでございます。その方たちを中心にしながら、ま

た今町の職員もいろいろとお手伝いの関係も持っているところでございます。また、次

年度以降、町の職員の派遣等々も考えていくということでございますので、そういった

方たちでこのまちづくり会社を運営されていくというふうに考えてございます。 

  あと、町民合意の問題でありますけれども、山本議員さんのほうからは、説明会も２

時間ほどで、その説明も20分ほどでと、質疑もほとんどなかったのではないかなという

ようなご認識かと思いますけれども、私どものほうとしましては、こういった機会を何

回も何回も本当は必要なのかもしれませんけれども、最低限かというふうには認識をす

るところでありますけれども、その場面は設けてきたというところでございますし、ま

た、時間の過不足等々は十二分だということには言い切れない部分はございますけれど

も、ただやはりそういう場面を設けながら、しっかりとご意見のほうは拝聴してきたと
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いうところで、それを生かしながら今日に至っているということでございます。 

  また、１つの手法としましては、なかなかなじみがないといえばないのかもしれませ

んけれども、パブリックコメント等も、これは広報あるいはホームページ等々も使いな

がらご周知をさせていただいておりますので、そういうことでご理解いただきたいと思

います。ただ、今後に向けては、よりこの事業展開がどのようになっているのかと、議

会の皆様方を初め、当然でございますけれども、町民の中には広報あるいは場面によっ

ては説明会の機会を設けていかなければならないと、そのように考えるところでござい

ます。 

  あと、足りない部分につきましては、副町長のほうからご答弁を頂戴したいと思いま

す。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 幾つかのご質問の中で、これから事業展開をしようとしている５事

業が本当に町民のニーズなのかなと、そういうご質問もあったかなというふうに思って

おりますけれども、この５事業については、まさにこのプロジェクトの委託の中で関係

団体等々のヒアリング、町民のヒアリング等々を行いながら、今こういったニーズがあ

る、あるいはこういったところが今は町の進めている事業の中で薄いところ、あるいは

まだできていないところと、そういったことの把握をした上でやってきているものを実

施しようとしている事業もございますし、今後、今特に移住の方々もふえておりますけ

れども、非常に元気な方が多いですから、当然もう既に町内の事業所にお勤めになって

いらっしゃる方もいますし、いろんな説明会でも積極的にご参加をいただいて発言をさ

れております。 

  こういった方々がいろんな場面で参加できる機会をどうつくるかというのも非常に重

要でありますし、あるいは毎日ではなくても週に３回とか、午前中だけとか、いろんな

そういう就業の機会、いわゆるそれがなければ生活ができないということではなくて、

やっぱり健康づくりのためにもしっかりとそういった、一方では仕事の時間をつくった

り、あるいは場合によっては旅行をしたり、あるいはいろんなまちづくりのそういった

ものに参画をして、やっぱりこう、健康面でも精神面でも健康を維持するためにいろん

な活動に参加したいという、そういうニーズもあるんですね。 

  そういったものにどう応えていくかということが、やはり生涯学習大学、それは文化

的な教育の部分もありますし、一方では人材育成ということで、人材センターのように

働く場をではどんな形で、いろんなそれぞれの皆さんに事情がありますから、そういっ

た事情に合わせて町内の事業所さんとうまくマッチングするのであれば、そういった雇
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用の場の確保も含めた人材センターづくりというのも、非常にこれはニーズとしてある

と、そういうことがありましたので、今回そういった事業展開になっているということ

でご理解をいただきたいなというふうに思っております。 

  それと、町民合意の問題の関係で、ただまだ２団体が８月３日の評議委員会で最終的

にご決定をされるということで、私どももお聞きしているところではございますが、既

に理事会では決定をしているということでお聞きをしております。 

  私も２団体それぞれにお伺いして、お話をさせていただきましたけれども、基本的に

理事会の中では、やはりいろいろなご意見があったことは事実でございますけれども、

最終的にご決定いただく中では、やはり町内のそういった関連団体として、まさにそう

いうことにかかわることで、いろんな意味で意見反映なり一緒にまちづくりをしていく

んだと、そういうことは重要ではないかというようなことで、理事会のほうでは一定の

方向性が出せたというようなお話も伺っているところでございます。 

  そのようなことで、評議委員会のほうにもご説明をしていきたいということでのお話

を伺っているところでございますので、そういったことでご理解をいただければという

ふうに思うところでございます。 

  先ほど来、ご意見の中で一番強いのは、やはり町民のニーズが本当にあるのかと、町

民が何を求めているんだと、今回のまちづくり会社はまさに町民のそういった考え、思

い、ニーズに沿ったものなのかというようなご意見が非常に多いわけでありますが、私

自身は先ほど町長がご説明したとおり、全町民が一番今望んでいること、ニーズは、こ

の上士幌町の人口減少をとめてもらいたいと、この人口減少をしっかりとめてもらわな

ければ、全ての経済、福祉、教育もそうですけれども、この人口減少問題というのは全

てのものにかかわると、何とかこの減少をとめてもらいたいというのが町民の一番大き

なニーズではないかというふうに思っておりますので、そのためにもこの今回の事業を

展開することで、そういった人口減少問題にしっかりと取り組んでいくと、そういった

姿勢を持つことが非常に重要であるというふうに考えているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで15分間休憩といたします。 

  再開は５分前に予鈴をもってお知らせいたします。 

（午前１１時０５分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午前１１時１６分） 
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────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） 10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） まず、出資金の問題で説明がありまして、最大で出資率

51.72から56.07％、これについては、町がより強固に影響力を与えるための出資金とい

うふうに把握いたしました。そして、町からの職員も派遣する予定だというのであれば、

私はそこまでして強力的に、強い意味で、会社を設立して町の影響力を与えるのであれ

ば、私は町独自でいろんな事業をやったほうがいいと、私はずっとそれは主張してきま

した。その点についてまず１点目、質問いたします。 

  それから、ニーズの問題で５つほど上がっているんですが、これはコミュニティネッ

トが報告書を出したのがこれはもう遅くて、３月末で、まとめたのが４月中ですが、既

に次の事業に対する委託について、交付金申請の中でこの５つの事業がもう含まれてい

て申請をしています。これは、私たちもそこできちんと吟味して、報告書を見ていない

ものですから、報告書に基づいて町が独自で考えたものかをきちんと吟味すればよかっ

たんですが、報告書の成果品が出る前に、既に今年度のまちづくり会社の事業は既に決

まっていたと。それはちょっと事業ありきで、どんどんそれに基づいて後づけでいろん

なことをしているのではないかという私は把握をいたします。 

  それから、この５つの事業が町民のニーズに合っているんだというお話をされました

が、コミュニティネットが28年に調査した報告書を見ますと、ほとんど医療団体、町内

団体は９団体ほど回っておりますが、あと個人のヒアリングというのは、資料の中には

ほとんどありません。何人かに話を聞いた個人的なコメントは数人あるんですが、あり

ません。 

  それから、主にやっぱり移住促進のための事業ですので、町外団体の例えばふるさと

納税寄附者2,390名とか体験ツアー参加者とか、いろんなそういう町外の方のアンケー

トなり資料がほとんどです。それに基づいて決めたのが今回のコミュニティネットの報

告書であり、事業は５つほどあるんですが、そういう事業を組まれています。ですから、

これは本当に町民のニーズなのかという点を、再度町がきちんと確認をすべきではなか

ったのかと私は思っています。 

  そして、この事業で国のほうに交付金の申請をしましたので、３年間はやらざるを得

ないんだろうと思います。新たにまちづくり会社ができたら、いろんな要望が出てきて

新たな事業があったらやると、それはもちろんそうなんですが、そのときに予算はどう

するのかと、本来ならそういう事業をすべきだと思うんですが、町民の中に入っていっ

て要望を聞いて、足りないものが本当にあるのかと、社協、法人を含めてこれをやって
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ほしいと、その中でその団体ができないものをやるというふうに事業を組むのならいい

んですが、それは多分、この３年間では無理なのではないかと私は思っています。もし

組むのであれば、それぐらいのエネルギーがあるんだったら、その負担をどうするのか

と、個人負担なのか町が出すのか、その辺の関係もすごく議論になると私は思っていま

す。このまちづくり会社が行う予定の事業について、私はまだまだ疑問に思っています。 

  それから、最後は町民との理解の合意の問題ですが、副町長は、課長かな、最低限は

設けてきたというお話をされましたが、本来なら説明会はたしか３日ほど予定をしてい

るはずが、たった１日で終わったと思うんですが、それで人数も五十数人ほどで、普通

のあれに比べれば多いと言えば多いかもしれませんが、私はまだまだ不十分で、本来な

らまだまだ質問や意見がくすぶっているのに、質問する時間がほとんどなかったんです

よ、もう押せ押せになっちゃって。そういう意味では全然理解が得られていないなと私

は思っています。その点について、再度。 

  あと、それからもう一点、このプロジェクト基本構想が、委員会のときには、19日の

ときには構想段階だと、議員さんの意見を聞いて決めたから７月25日に決定したと。本

来であれば７月25日がこの構想、それからまちづくり会社、いろいろな意味でスタート

だと思うんですよ。その時点で、こういう構想に基づいてこういうふうにしたいと、そ

していろいろな会社にまちづくり会社をつくったらいいんじゃないかというふうに、本

当はそういくのに、もうどんどん行っていって構想がもう後になったと。これは、私は

逆ではないかと思っています。 

  それと、この構想については、町独自の事業というよりも、コミュニティネットが示

した案、文章、ほとんどそのままです。私はそれについてもコミュニティネットの４月

末のときの報告書にはかなり異論を唱えたんですが、国の問題、それからなぜこの事業

をしなきゃいけないかという問題、それから町はどうやるかという問題については、結

構国主導といいますか、それに基づいている中身だなと思って、それをそのまま基本構

想にほとんど同じで、今回委員会それから各団体の意見があって、多少修正はありまし

たが、ほとんどそうだと、町独自の気持ちというか、そういうものが含まれていないと。 

  先ほど副町長が、一番のニーズが人口減少を食いとめたいと、だからこの事業があり、

このことが一番大事なことなんだというけれども、本当にそうなんだろうかと、そのた

めにこの事業を行って、会社をつくって町民のために一生懸命やるというのは、私は、

そこはすごくずれているのではないかと、これは国が言っていることであって、国が人

口減少するから何とかしろというので、お金を出すから手を挙げろといって進めてきた

事業だと思うんですよ。 
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  それと町民とのギャップがあって、町民は、確かに人口増は望むんですが、やっぱり

自分の町に住んでよかった、自分の周り、隣近所を含めて長生き、生涯活躍でいいんで

すが、そういうふうにしたいというので、町長もいろんなときに、機会あるごとに町民

のための生涯活躍のまちづくりをするんだというふうに言ったと思うんです。その辺が、

人口増、増、増だけで言う国の方策に、町が何か余りにも乗り過ぎているのではないか

というふうに思います。質問いたします。何か自分の意見も言ってしまいましたが、答

弁をお願いいたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 ここまでのものであれば、町独自でやるべきではないかという

ご意見、ご質問かと思いますけれども、大切なことはやはり町、全て行政100％完結と

いうことで本当にいいのだろうかというところだと思います。これからの町を考えると

きに、やはり官民協働でそれぞれの知恵を出し合いながら、やはり総合的なまちづくり、

それが求められるのではないかなというふうに思います。 

  そのようなことから、やはりいろいろな手法の問題等々はご議論いただいてきて、私

どものほうもしっかりと受けとめたいと思いますけれども、基本的な考え方につきまし

ては、やはりこの大変な時代というのは、今人口減少の話も出ましたけれども、今後上

士幌町がどう生き延びていくかということを考えた折には、やはり行政だけではこれは

なかなか合致はしないだろうと、やはりみんなでつくっていくべきではないかなという

ふうに思っておりますし、その延長線上にこの取り組みもあるということでご理解いた

だきたいと思います。 

  ＣＮが決めたものじゃないかというようなことで、再三ご指摘をいただいているかと

思いますけれども、今回のこの委託事業の経過からいたしまして、ここまででぶつ、こ

こまでの期間でぶつ、ここまでの期間でぶつと、本来であれば、しっかりと委託を受け

たコミュニティネットが独自調査も含めながら、やっている部分はやっておりましたけ

れども、私どもからすると、委託した内容からすると、やはりなかなか厳しい部分とい

うふうに評価せざるを得ない部分もございました。その折に、やはり報告書という形で

はいただいておりますけれども、その中身、事業内容がやはり今積み上げているところ

からするとどうなんだというようなところで、行政内部でも議論をしてきました。 

  特に、保健福祉課の現場サイドでは、やはりどのようなことが考えられるのかという

ことで、非常に時間を費やしながら意見を反映していただいたという経過がございます

ので、その時点でコミュニティネットが出した、ぶつ、切れた、それを受けてぶつ、ど

うだというようなことではなくて、その過程において一緒になってつくってきたという
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ようなところで、ひとつご理解いただきたいと思います。 

  個人のヒアリングはないんじゃないかと、町外者へのヒアリングがほとんどじゃない

かというようなことでありますけれども、個人のヒアリングにおきましても、先ほど来

からお話ししておりますように、十分かと言われればなかなか厳しい部分もあろうかと

思いますけれども、今言った全体的な考え方を網羅している行政職員、あるいは機関の

方たちにヒアリングをしながらそれをつくり上げてきたということで、ご報告のほうを

させていただきたいと思います。 

  あと、交付金事業の３年間やるだろうと、あと新たな事業要望等々、そのようなお話

があったかと思いますけれども、今から４年目以降、完全に担保されているのかという

ことでいきますと、それはまずは当面３カ年ということで押さえなければなりませんけ

れども、ここに来まして、先ほど来からの町長の冒頭のお話にもございましたように、

この人口ビジョン、人口減少をどうとめるのかと、あるいはそれを打ち破るためにどう

いった形で戦略を打つのかという取り組みは、この地方創生法に明記されている以上、

これは、私は続くものだと思っております。その辺のところは不確定要素ではないのか

と言われれば、そのような点はあろうかと思いますけれども、４年次以降も１つのこの

３年次を足がかりにしながら次があるというふうに思っておりますので、お話のほうを

させていただきたいと思います。 

  あと構想の部分、７月25日が決めたというのであれば、これをもってここからスター

トするべきではないかというお話だったかと思いますけれども、２月の本会議の場面、

あるいはこれまでの委員会の場面におきましても、同時並行的にこれは進めなければな

らないというようなところで、ひとつご理解のほうをいただきたいなと思います。 

  あと、人口減少を食いとめるためのものかと、国が言っているだけではないのかと、

やはり町民がどう幸せになるのかというようなお話だったかと思いますけれども、この

人口減少をやっぱり食いとめるということは、これはまさに待ったなしと、要するに、

それに対する取り組みをしていくということは待ったなしだというふうに思います。決

して国が言っているからということではなくて、分析結果に基づいて、このままでいく

とやっぱり日本はもう沈没するぞというようなところを、この小さな町でもしっかりと

受けとめながら戦略を打っていかなければならないということだろうというふうに思い

ます。 

  町民の幸せのためというふうにお話しいただきましたけれども、まさに私たちも行政

をあずかる者としてそれが第一と、町民が一緒になって幸せだったねというようなとこ

ろは、同じ思いとしてお話しさせていただきたいと思います。ただ、そこに行き着くま
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での手法は若干相違があるのかなと思いますけれども、思いは一緒だということで、私

のほうからはお話しさせていただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 ご質問の中で、それであれば町独自で、行政がやればいいんじゃな

いかというようなご意見もございました。ただ、それが果たして町民のニーズといいま

しょうか、考え方にあるのかどうかということも非常に重要でございます。確かに、行

政がやれないということではなくて、行政がどんどん職員をふやして肥大化をして、確

かに人員はそこで確保できるかもしれませんが、それが将来的にそういった、当然ご承

知のとおり、職員をふやせばそのことは、一旦正職員として採用すれば30年、40年にわ

たって職員として確保していくことになるわけでありますから、それこそ長期的な視点

に立って考えなければならない、財政問題も大きく影響してまいります。 

  また、そのことはまだ私はそれほど重要視するわけではなくて、むしろやはり今行政

だけではなくて、官民一体ともう随分前から言われていますけれども、官と民がしっか

りタッグを組んで、全ての経済的なこともそうでありますけれども、まちづくりも含め

てそういう参加型にしていかないとこれからのまちづくりはできないと、町民が一緒に

なって考え、一緒になって行動するということが非常に重要であると、これはもう多分、

議員もご承知のことだと思うんです。ですから、今回のこともある意味形は出資という

形もとったりしますけれども、やはりそういった民が持っているいろんなノウハウ、発

想力、行動力、そういったことも実際にたくさんあるわけです。 

  それと、財政の問題もありますけれども、いろんな行政として持っている法律の関係

ですとかいろんな運営のあり方、国のそういった制度の活用等々を考えると、まさに行

政が持っているノウハウ、それと民間の持っているノウハウをしっかり融合させて、こ

れからは新しい事業にチャレンジをしていかなければ成功しないと私は思っております。

そこが非常に重要でありますから、これは単に国がそういうことで制度をつくっている

から乗っかっているということではなくて、私どもも町自身も行政自身も、まさに今そ

れが重要なときであるというふうに考えているということが背景にあるということは、

改めて申し上げておきたいと思います。 

  また、国の制度の中では、人口増ということではなくて、やっぱりこの人口減少とい

うのはとまらないですね。これは簡単にはとまらないと思います。これはもう、日本全

体として人口減少が進むということはもう明らかでありますから、そういった中でいか

にその人口減少を食いとめるかと、もうふやすということ自体、今本町に起きている現

象というのは非常に珍しい、逆にまれな現象でありまして、もう全国的に各自治体が一
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部を除いては全てが大きく減少しているのが実態でありますから、まさにこういった人

口減少をどういかに食いとめていくかと、これはまさにこれから最重要課題であると思

いますし、その取り組みを官民協働でやっていくと、ここが非常に重要なポイントにな

ろうかというふうに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 各議員からいろいろ質問があったので、なるべく重複をしな

いように質問をしたいなというふうに思います。 

  今回、出資率を51％以上ということになれば、第３セクターと同じ考えになると思い

ます。そうなれば、まず１番目に監査の重要性というのも増すんだろうなと思うんです

けれども、これは代表監査委員にお伺いをしたいと思いますけれども、極めて商法の中

身で監査をしなければならない内容の監査ですけれども、こういった監査に対応できる

状況にあるというふうに判断をできているかどうか、まず冒頭にお伺いをしておきたい

と思います。 

  それから次に、町民の理解度、確かに人口減になると町は疲弊をするというのは誰で

もわかることです。どうにか人口増は難しいにしても人口維持ぐらいをしなければ、こ

の町の将来は決して明るくないと思うのは、これは理事者も私たちも同じ見方だと思い

ます。 

  では、それをどういうふうにして実現をしていくのかということで言えば、１つは上

士幌町の場合は、先ほども副町長みずから答弁の中にありましたけれども、子育て支援

というものを、全国に先駆けて非常に高い水準で無償化であるとか、あるいはただ単に

無償化だけではなくて、その親御さんたちの住宅関係についてもいろいろな制度を使っ

て政策を行ってきた、そのことでとまってきたと、そういう部分では、この部分につい

ては高い評価ができるし、これをさらに発展させていくというのは１つの方法だと思い

ます。 

  もう一つは、人口減少というだけではなくて、今格差社会というものが進んでいます。

この子育て支援がなぜそれほど脚光を浴びたのかという背景の中には、今の若い人たち

の雇用実態というのは非常に厳しくて、子育てもままならない、もっと言えば、なぜ少

子化になっているのか、子供を育てるような収入の世帯、あるいは結婚すらできないと

いう現状の中にあるという今日本の状況があるのではないか。そこをきちんと見詰めた

上で、こういった高齢者の移住対策というのが成功するのかどうかということを参酌し

なきゃならない。 
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  国は、確かにきれいごとは言います。今までもそうだと思うんですけれども、アベノ

ミクスだって、あのまま当初説明したようにいっていれば、非常に今景気状況はいいは

ずですけれども、ご存じの内容です。そういうことを考えれば、どんな政策を打っても

経済的に有意なものでなければ成功しないということが１つは実例としてあるのではな

いのか、上士幌はまさしくそのことに成功した、無償化というのは、経済的に非常に有

意性を持っているということだというふうに認識をするんです。 

  今回の予算の中にも、未満児の保育について場所が手狭になるということで、山村開

発センターの改修に向けてその予算も出ています。そういう状況にある中で、そうした

ら新たなまちづくり会社をつくってやる、そして民間を取り入れてということについて

も私は反対をするものではありませんけれども、今回の中身については、民間の形はと

るけれども町が責任をとるという内容の会社にすべき、それは非常に将来が心配される、

今の政権もどうかわるかわかりませんから、この３年間の地方創生の中身だっていつ変

更してくるかということについては誰も予測できないと思うんです。 

  成功事例がたくさん出てくれば、そういうことが伸びるかもしれませんけれども、伸

びた時点でまた次の問題が出るというふうに考えるべきです。それはなぜかというと、

国家財政が非常に厳しい状況にあるという、債務状況に至っては、日本は貯蓄国だとい

うことで今さほど問題になりませんけれども、大きな債務超過国でありますから、そう

いうことも含めて言えば、国家財政というのは微妙に変化するというふうに考えるべき

だというふうに思うんです。 

  それで、うちの町に今回つくるまちづくり会社という部分について何を狙うのかとい

えば、理屈はいろいろあるんだけれども、一定のお年を召した人たち、はっきり言えば

退職者の皆さんがうちの町に来てくださいと、そういうことを狙って、その事業やその

ために町で健康で暮らせるような仕組みづくりや、あるいはサークル活動や生きがいを

持てるような生活ができるような環境づくりをするというのがこの中身だというふうに

思うんです。 

  しかし、その根源は経済的に有意なものを示さないと、私はなかなか来てもらえない

のではないのか、それが現実ではないのかと。そのことに誰も答えていないので、僕は

非常に不安を感じるんです。どんな組織やどんな仕組みをつくっても、結局は経済的に

有意なものというのが、実行度合いが高いのではないかと、それは子育て支援対策を見

れば実証されていると。そこが成功しているのであれば、ここに人材センターであると

か、あるいは求人案内のお世話だとかというのは出てくるわけですけれども、その辺の

部分については、むしろ来たらどう仕事をしてもらうかという仕事場づくりのほうに重
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点を置かないと、なかなかうまくいかないのではないのかという心配をするんです。 

  なかなか行政側からは、今格差社会が拡大をする方向で進んでいるということをほと

んど評価していないというか、目にしていないんですけれども、子育て支援が非常に有

効に作用しているというのは、そういう側面が１つあるということをちゃんと踏まえた

形で次の政策を打たなきゃならないというふうに私は基本的に考えています。そういう

部分については、基本支援としてどういうふうにお考えになっているのかお聞きをした

い。 

  それで、具体的な中身に入ります。町民が十分理解をしているのか、これは昨年の委

託事業の中でそういうことのないように、一定程度の説明が進むはずだったはずです。

そういうふうに私も期待をしたところですけれども、残念ながら委託事業が完結されな

かった、全てを行うことができなかった、時期がずれた、だからきょうの臨時会になっ

ているんです。これは委託先の会社の招いた現実がきょうの臨時会という形になってい

ると言わざるを得ません。 

  それともう一つ、そういう事態になったということは、ノウハウを持っているという

説明を何度も私は受けましたけれども、残念ながら地域性というものを踏まえた事業が

できる会社ではなかったのではないのか。この町でこの町の将来を決めるのは、この町

に住む人たちです。その人たちに十分理解がいくということに最大限の力点を置くとい

うことができなかったのではないのか。その会社が今後まちづくり会社を町の責任にお

いてつくる形になるわけですけれども、運営実態はまたそこになるのではないか。つま

り、地域的なつながりのある人材の投入が十分できていないのではないかということで

す。 

  これは役場の職員さんだって、恐らく町民の何分の１か、自分の業務のかかわりで知

っている人たちは、大半顔はわかると思うんです。例えば、教育委員会であれば、お子

さんを預けている親御さんたちの顔というのはある程度わかると思うんです。話もしや

すいと思うし、そういう前提が信頼関係をつくる前提になっている。 

  ノウハウを持っている、ノウハウを持っていると何度も僕は説明を受けましたけれど

も、１つは昨年の委託事業がいかなかった、これをどう総括するのかという総括案、残

念ながらまだ十分聞けていません。でも、来た地域プロデューサーが、人間的にちょっ

と上目遣いというか、上目目線でしかものをしゃべらないとか、自分の言いたいことを

どうもどんどんしゃべって自分の意向を十分聞いてくれなかったという、個人的な評価

はいろいろ聞いていますけれども、ただそれもコミュニティネットが、委託会社が委託

をしたわけですから、そのことにもどう責任を持つのかと。 
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  これは決算の中で、委託事業が100％いかなかったことについては、恐らく監査委員

会もそれなりの監査をきちんとしていると思うので、これは決算の中でまた議論をさせ

ていただきたいと思いますが、そういう結果を持って、つまり１つの評価を、余りよく

ない評価を持った上で今の話になっているということを踏まえて、本当にそういった専

門性があるのかどうかというのを、どういうふうに行政側は前回のことを評価し、なお

かつ今回、そういったかかわりが非常に高い人たちでまちづくり会社をつくるというふ

うに言うのか、お聞きをしたいと思います。最初に監査委員の意見を聞いてから、理事

者のほうの答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 佐々木議員、代監に１問目を求めているということでよろしい

ですか、理事者ではなくて。 

○２番（佐々木 守議員） 質問はちょっと３問しかないということで、ちょっと長い質

問をしてしまったのと、それから背景についても意見も含めて述べさせてもらったため

に、わかりにくかったと思いますけれども、まず監査委員には、今後できるこれは第３

セクターというものです、過去にうちの町は第３セクターで大変大きな損失を持ってい

るということもありますので、そういったときに１つ問題になったのは、監査委員会が

十分な監査をしていれば、そういう結果に至らなかったという意見もあったということ、

これはもう二十数年になりますか、サンウィングという会社の関係ですけれども、そう

いったことがあったので、今回はそういう轍を踏みたくないと、今回は商法にかかわる

部分も相当含めてあるので、まずそういったことが十分できるかどうかということを、

監査委員の見解も聞いた上で、その後の部分については理事者から答弁をお願いいたし

ます。 

○議長（杉山幸昭議長） わかりました。 

  暫時休憩いたします。 

（午前１１時４５分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） 再開いたします。 

（午前１１時４７分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） 新田代表監査委員。 

○新田勝幸代表監査委員 今、佐々木議員から言われましたとおり、二十何年前というこ

とで、ちょっと私も認識がないものですから、はっきり言える問題ではないかなと思っ

ていたんですけれども、今ちょっと聞きましたら、監査はやらなければならないという
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ようになっているということでございますので、監査はしなければならないというよう

に思います。 

  以上でよろしいですか。 

（「はい」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 いろいろと佐々木議員からお話をいただいて、きちんと全てにお答

えできるかどうかわからないんですけれども、格差社会の関係もお話がございました。

町長がこの精査の中でいろいろと申し上げていますけれども、やはり田舎に移り住んで

いただくときに皆さんが心配されるのは、仕事があるかどうかと、まず第１点ですね。

仕事はあるけれども、今後では果たしてどれぐらいの収入があるのかという心配を当然

されます。 

  その中で、今回このまさに少子化対策として本町が実施しておりますこども園の無料

化ですとかそういった関係については、医療費の問題ももちろんそうですけれども、や

はりそういった、当然都市圏から地方に来ますと、いわゆる収入面では当然差が生じて

まいりますので、そうはいっても、やはり都市は都市でご承知のとおり土地は高いです

し、家を建てるにも何かやるにも経済的なこと、あるいは生活をする上でもやはり地方

から比較しますと、その生活費というのは当然高くなってまいりますから、そういう意

味では、地方に来ることによってそういった生活費そのものも下がりますけれども、給

与面の下がった分をさらにまた補うために、そういった子育て支援対策をすることによ

って、給与等は下がっても実際に田舎に来れば、１つには例えば自分の住宅を建設でき

るとか、十分に生活がしていけると、都会に住んでいるときとそんなに大きな差がなく

生活ができるんだと、収入は若干減ってもそういうことが対応できるんだと、むしろ田

舎に来ることによってさまざまなそういったアウトドアですとか、多くの自然の中で特

に子供たちなんかは伸び伸びと生活することができると、そういった面でのプラス面も

あるというようなことで、そういう評価をいただいているところもございますので、ま

さにそういった、田舎に来ることによって、いろんな経済的なメリットも当然そこには

出てくるというようなことでお話もしてきたところでございます。 

  また、高齢者といいましても、我々はアクティブシニアという表現をしていますけれ

ども、40代、50代の方も含めて地方に移り住んでもらうということでありますが、もち

ろんこれは経済的には減少問題と逆になりますけれども、まさに人が１人ふえることに

よって、そこでの生活をするというのは大変なところに経済効果が生まれるわけです。 

  そういう意味では、非常に本人が生活する上でのいろんな、商店での買い物も含めて、
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いろんな経済効果が生まれることとあわせまして、私も移住された方とお話をいたしま

すと、そのご家族の方、友人、知人が実はその移住された方々の住宅にお集まりになっ

て、あるいは遊びに来て、そこでまたいろんな、上士幌町はもちろんですけれども、十

勝北海道を堪能しながらまたお帰りいただくということで、結局はその方が１つの軸に

なって、上士幌町にまた定住人口とは若干違いますが交流人口という形で、あるいは関

連人口という表現が最近はございますけれども、そういったことで上士幌町に訪れて、

さまざまな形でそこにまた、わかりやすく言えばお金を落としていただくことが可能に

なってくると、実際にそうなっているということでありますから、そういう意味での効

果も非常に私は大きいというふうに考えているところでございます。 

  また、町が責任をとるという会社にすべきだというようなご提言もございました。こ

れは出資割合のこともございますけれども、たとえその出資割合が５割以下であっても、

ご承知のとおり、今回のまちづくり会社の設立に当たっては、行政が行政主導で全て進

めてきているところでございまして、このことから見ても、行政の、町の立場というの

はまさにこの会社にとっては責任をとる立場にあるというふうに判断をしているところ

でございます。 

  それと、町民の理解度の中でのご意見がございました。特に今回、委託を行った業者

がやっぱり地域性を十分に理解できていなかったのではないかと、目線の問題もご指摘

がございました。そういった面というのは、私もここに来て否定することはもちろんで

きないわけでありますけれども、そういったものについては専門性の話もございました

けれども、やはり今回委託した会社につきましては、この生涯活躍のまちというこうい

う展開の中では、具体的に全国でそういったサービス、高齢者住宅等々のそういう事業

展開を具体的に行っている事業所ということでの私どもの情報を持っているところでご

ざいまして、当時委託をする段階でも、なかなかいろんなコンサルタント会社がござい

ますけれども、この生涯活躍のまちという事業については、まさに新しい事業でござい

ましたので、やはり全国的に見てもそうこの事業を受けられる業者というのは正直少な

かったと、ほとんど数えるほどということでお聞きをしていたところでございます。 

  そういう意味で、既に事業展開を行っているというようなことも含めて、そういう意

味での専門性ということは当時お話ししたかと思いますし、またこれからの本町におい

ても、そういったアクティブシニアを受け入れるための住宅、高齢者住宅、サービスつ

き高齢者住宅等々の事業展開に当たっては、やはり既にそういった事業を具体的に実施

している会社のノウハウというのは非常に重要であるという認識をしておりまして、そ

ういう意味での専門性ということも、この間ご説明をさせていただいてきたというふう
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に認識をしているところでございます。 

  以上でございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ちょっと待って、副町長、ノウハウの問題は、ちょっと質問が

３回に限られています、支援のノウハウの問題もちょっと質問されています。いいです

か。 

（「いいです」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） では、２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） コミュニティネットに関しては、サ高住、サービスつき高齢

者住宅というか、有料老人住宅というか、そういった部分についてのノウハウは十分あ

ると、これは誰も否定しないと思います、もう事業所を持っているわけですから。です

から、この会社が例えば苗圃跡というふうに言われている小学校南、土地をぜひ利用し

たい、町はもう無償で、あそこに50戸の高齢者住宅を建ててくれるんだったらただであ

げますよといったって僕はいいと思うさ。それで企業責任で展開してもらえるんだった

ら僕は何も反対しない、そのぐらいの優位性はうちの町としては出すべきだと思うんで

す。 

そういった部分については、今厚沢部町では来年から10戸つくると言っているのに、

本町では第１期はそういった部分の契約はするけれども実施にはしないと。今の部分で

いけば、僕たちの世代というか一番人口増の世代、団塊の世代というふうに言われてい

ますけれども、世代の高齢化を見込むのだったらもう遅いぐらいなんですよ。これから

は高齢者も少なくなっていく方向の中で、第２期が入ってくるんですよ。 

そういう部分でも、この計画が本当に十分達成できるのかどうか、すぐにといってい

るんだから、もうできたらすぐにやっぱりそのことにまず着手して、本当にそういった

希望があるのかどうか、そういう展開をするようなまちづくり会社でなかったら、いわ

ば前向きな部分ではまずいのではないのかなという心配をするはずなんです。 

  そういうところの、まちづくり会社では独自の資本金はありませんから、企業紹介を

してそういうことをやってくれるところを探す、コミュニティネットがやりたいとなっ

たら、そのぐらいの優遇策は出してやってもらうと。当然、下地のライフラインについ

ては、町がプラスアルファの整備費用を持ってやったって、今言ったように将来的な経

済効果という部分では大きなものがあるのではないのか。 

  そういうところも、今回の計画を見ると３年間町の委託事業、その後もどうなるかは

わからない、その３年間の中で、計画してつまりこのまちづくり会社が自立したまちづ

くりに進めるのならいいけれども、まちづくり会社という形で毎年町の委託事業が食い
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ぶちというふうになるのでは、何の意味も持たないというふうに思った部分があるから、

この部分についての見通しや、もう一度考え方をお聞きしておきたいと思います。 

  もう一つは、先ほど言ったのは、このコミュニティネットに関して言えば、やっぱり

地方の地域特性ということについては十分な認識がなかったのではないかというふうに

思うところですが、その辺の評価はどのようにされるのかもこの際お聞きをしておきた

いと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 副町長、ちょっと待ってください。 

  あと、質問を予定されている方、何人かいますか。わかりました。 

  それでは、千葉副町長、答弁。 

○千葉与四郎副町長 初めに、業者が地域性の理解が十分ではなかったのではないかとい

うようなご指摘でありますけれども、それは前段でもいろいろな中で課長のほうからも

ご説明したとおり、結果として委託事業を完結できなかったということもございますし、

あといろいろな地域に入っていろいろなヒアリング、聞き取り等々をやったときにも、

今議員ご指摘のようなことも非常にあったということで、これは全国各地で何カ所かこ

の会社が同じような委託事業を受けておりまして、実施をしておりますけれども、それ

ぞれ地域プロデューサーがいて実施をしているところでありまして、上士幌町のような

そういう状況になったというのは、ほかはないようでありますけれども、結果として送

り込まれてきた人材については、これはもうさまざまなご批判の声もお聞きしておりま

すので、そういう点から見れば、議員のいう部分というのは否定できないなと、やっぱ

り会社としては、検証も含めていろんな形でそういったことは展開をしていたようであ

りますけれども、結果的にはこういう結果になっておりますから、その点は私としても

議員のご意見を否定はできない、むしろそういった面はあったと言わざるを得ないのか

なというふうに考えているところでございます。 

  また、サービスつき高齢者住宅の関係をもっとどんどん早くやるべきではないかとい

うようなご意見がございました。その取り組みが、今年度以降の取り組みにどうなんだ

というようなご質問もございましたけれども、まさに今回の５つの事業にありますとお

り、移住定住の関係の事業がございますけれども、これについては、今までの町が進め

てきたいわゆる移住定住ということではなくて、むしろそういった都市部の中高年齢層、

いわゆるアクティブシニアの皆さんが、こういった地方に移り住むということの展開に

向けて、具体的に都市部でそういった情報収集なり、あるいはそういった意向調査を行

って事業展開に向けていくと。いわゆる今までのように、住宅地を造成してマンション

を建ててそれから募集をすると、来るか来ないかわからないけれども募集していますと、
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そういう展開ではないんですね。 

  今回のやり方は、前にもご説明していますけれども、あくまでも来られる方を決定し

て、その来られる方々も含めた中でそういった造成のあり方、建物の内容等々も参加を

させながら、それぞれの皆さんが参加型の中で満足できるそういった環境をどうつくる

かと、住宅もあわせてそうでありますけれども、そういったいわゆる一時のような不動

産投資のようなやり方ではなくて、しっかりと入居される方を決定した上で動き出すと

いう事業になってまいりますので、当然この３年間については、そういった都市部にそ

ういった環境を、ニーズを持った方々がどれぐらいいらっしゃるのか、具体的にその辺

をしっかりつかみ取るということも、非常に重要な事業になってくるのかなというふう

に考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ここで休憩といたします。 

  再開は午後１時といたします。 

（午後 ０時０１分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 午前中の質疑の中で、私の、今の世情等についても少し意見

としてお話をさせていただきました。 

  これで最後の質問になりますので、今回出ている300万円の出資金のほかに、540万円

の委託にかかわるような費用が出ています。この部分について最終的にお聞きをしたい、

というのは、私は反対をするものではありませんけれども、毎年きちんとした成果が得

られなければ、翌年の予算は恐らく議会でも審議の対象になるはずです。というのは、

委託事業が主ですから、そのときにはそれを認めがたくなるということも申し上げなが

ら質問をしたいというふうに思いますけれども、今年の予定している主な部分について

は、調査の項目が多いんですけれども、例えば人材センターについて、これはセンター

の設立となっているけれども、年度内に設立を、この会社につくってもらうというふう

な理解でまず１点いいのかどうか。 

  他の事業の中で例えば24時間365日のケアの検討、これはどこまで検討したかという

のが問題になると思うんですが、ある程度の区切りをつけた内容の報告が年度、年度に
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きちんと議会等に報告がされるという理解でいいのかどうか。というのは、私企業です

からそんな報告は基本的に必要ないといえば必要ないんですが、次年度も町の委託事業

をやるのであれば、事業効果というのはきちんと報告をしてもらわなければ翌年の委託

はないと、ここで決めたから３年間の予定されている委託事業については、その計画ど

おり進めるということにはならないという理解をして、これは私企業ですから、真剣に

これを取り組まれる方は取り組んで成果を出すというのが基本だと思うんです。 

  というのは、一昨年に、普通の企業であれば、委託事業が100％消化できないような

企業には二度と取引をしないというのは普通です、今の企業の感性から言えば。そうで

はなくて、この支援については総務省とのかかわりもあり、なおかつこういったまちづ

くりについての出資金が非常に高いというふうに、理事者側の判断に基づいてここまで

話が進んできたというふうに理解をします。一歩譲ってそのことについては理解をする

としても、翌年以降についてはそういった報告が聞き取れないと、議会としては恐らく

十分な審議ができないだろうと。 

  その前に、徹底した監査委員における監査の内容、これは恐らく業務における部分も

きっちりやらざるを得なくなるんだろうとは思うんですけれども、そういったものでな

ければ、翌年の予算をつけるというのは厳しくなるというふうに理解をするんですが、

その辺も含めて、ことしの例えば書いてある部分で言えば、センターの設立というよう

なことで、言い切っている部分についてはきちっとやると、こういうふうな理解をした

上で、今回540万円の予算についても理解をしていいのかどうか。今後、まだ会社がで

きていませんから、ただ町が責任を持つ形でこの会社が設立をされるという方向で、今

行政手続が進んでいるということを踏まえて、その決意をお聞きしながら、その実態に

ついてもお伺いをして、最後の質問としたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 足りないところは町長のほうから答弁をいただきたいと思いま

すけれども、まず人材センターを年度内につくっていくのかというご質問でございます

けれども、これは交付金を使いながら目指すという方向で考えてございます。いろいろ

と中身での議論はあろうかと思いますけれども、これは目指していく方向で強い意志で

考えているところでございます。 

  それと、次年度以降の交付金事業につきまして、議会へのしっかりとした方向性等々

を見せなければなかなか厳しいというようなご意見でございますけれども、行政側とい

たしまして全く同じ考え方でございます。これまでも私企業ということで、全てがそち

らのほうに委ねられ、議会の皆様方に報告をしないということは、こういったまちづく
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り会社につきましては、第３セクターは先ほど来の水耕栽培のお話がありましたけれど

も、かなり歴史的な時間がたっているということでございますけれども、これまでの行

政姿勢といたしましても、私企業だから関係ないから議会のほうへの報告はないという

ような姿勢では全くございません。 

  この実績等々も、またこれだけのご議論をいただいているわけでありますから、しっ

かりとお見せしながら、また行政の考え方も整理しながら、皆様方のご意見を賜りなが

ら、しっかりと結果を残せるようにしていきたいとそのように考えてございますので、

また折に触れていろいろと議会の委員会、あるいは本会議等々で必要に応じてお諮りし

てまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 この間の委員会等でのご議論の中でも、議会がなかなか関与できな

いのではないかと、そういったところをしっかりと関与できるような形にするためにも、

出資額について検討すべきだというご意見を議員からもいただいたところであります。 

  その結果を受けて、今回、先ほどご提案申し上げたような形で、50％を超える形での

出資ということになってまいりますので、こういった第３セクターについては、毎年度

議会に対しては報告をしなければならないということになっておりますので、当然事業

内容、経過等についての報告書を作成し、そういった議案としてご提案をさせていただ

くことが必要になってまいりますので、今議員のご心配されているようなことは、むし

ろ今回の出資額ということになってまいりますと、そういったことを行政側としては議

会に報告をしていくということが当然ということになってまいりますので、そういうこ

とでご理解いただきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに質疑はありますか。 

  ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 私からは、まず町の考え方で、先ほど副町長が質問に答えられ

た中で、町としてはこのまちづくり会社を官民一体となって、民間のノウハウを入れて

やっていきたいと、こういう基本的な考えがあると、その目的は人口減に歯どめをかけ

て町を活性化していきたいと、要約するとこういう考え方だと思うんですけれども、町

の考え方として、現時点では官民一体となってという言葉がよく言われるんですけれど

も、果たしてその民といわれる行政以外の方々が、本当にそう思っているのかどうかと

いうのは疑問なんですね。 

  ということは、例えば、ＪＡそれから商工会、そのほかの組織、団体、経済団体にし

ても、それぞれに会社及び事業を行っていて、なおかつまたその１つの組織に、十勝管
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内ですとかあらゆるところに参画しています。やはりこう、まずもって経済の安定が第

一であると。ですから、まず自分の経済を企業であろうと事業主であろうと安定した中

で、初めてその組織の中に入り、そのものをやっていけると。ですから、経済が落ちつ

いていなければ何もできないという、これがルールだと私は考えておりますし、そうい

う中で、行政というのはご承知のように、この官のほうであれば、こういう民間団体も

しくは個人、そういうところのすき間、できないところをやってくれるのが行政だと私

は認識していますから、今まで我が町としてもそのような体制の中で、竹中町長を中心

としてやってきたはずだと私は確信しております。 

  急にこの地域創生の生涯活躍のまちということが出てきたときに、国の事業に乗っか

ってやると、今まさしくこのコミュニティネットを含めた町内で参画団体を募って、そ

れを立ち上げなければならないと。ところが、このコミュニティネットにしてみれば、

確かにこの仕事そのものについては全国展開をしている、その方面については専門性が

非常に高いということは私も認識しておりますけれども、問題は上士幌において去年の

コミュニティネットが集約した報告書、このものについてのおくれ、それによっての信

頼関係が崩れたということ、民間で一番大事なのは、その会社及び個人の信頼関係、ど

れだけ信用できるかというのが株式会社の根幹をなしているわけです。 

  ここが行政も当然だと思うんですけれども、特に株式会社、民間の会社というのは、

その信頼関係なくして相手の会社及び個人とも取引はできない、それが一番やっぱり欠

落しているという状況の中で、改めてこの会社を入れてやっていかなきゃならないとい

う状況は何だということですね、今現在。もう一つ言わせてもらえば、町内の中でコミ

ュニティネットの協力隊を含めた方々が、町の住民及び組織団体にどれほどの信頼性と

顔というんですか、そういう信頼関係と親しみを持っているかが、やっぱり今後この会

社をつくって入ってきた場合、そこが一番大事なところではないかと。だから、お互い

さま、顔だとか信頼関係がなければ、人間ですからそういう細かいことは取り進んでい

かないだろうという懸念を持っているわけであります。 

  その辺、この町の行政としてはどうそれを修正していくかと、町長以下副町長は言っ

ていますけれども、言葉で修正しても結果論なんですよね、これは。言葉で言ってもそ

れをやってくれなきゃだめなんだと、このことが、私が一番やっぱり心配しているとこ

ろなんですよ。今現時点で、このまちづくり会社というのは発起人の段階で、今後株式

会社設立準備委員会を組み立てて、株式会社の設立という運びになっていると。現時点

では、今回出ました840万のうち540万が負担金と補助金で出資金は300万、あわせて事

業のというか目的ですけれども、これはほとんど検討ですとかそういう言葉が非常に多
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過ぎると、株式会社にしては多いなと。 

  やはり、もうほとんど決まっていて、大体こういう人が社長になって、このやること

はこういうことを実行していきたいというのが普通の民間のスタイルであって、これで

はどうでも変わっちゃうんですね。取締役会を開いたときに会社の中身が変わっていく

という不安がやっぱり私もあって、ですから先ほど全協の中では、この出資金をふやし

てできれば竹中町長が社長もしくは副町長かと、そのような形の中で、私が政治生命を

かけてぜひこれはやらせてくれと町長が言うのであれば、私はなかなか難しい話なんで

すけれども、それを信じた中でやっていきたいと思うんですけれども、それをあやふや

にされるとどこを信じていいのかという、現時点では賛同するという方向には至らない。 

  ですから、至らないことをどうしたらいいんだということで、今までかなりの時間を

かけてやってきたわけですけれども、その辺の町長、副町長の腹、そうでないと、職員

の皆さんも各課のあたりも、方向性が見えなかったらやっぱりどうしていいか路頭に迷

うと思うんですよ。議会としてもやっぱり町民懇談会を、我々も過去、ことし２回も開

いてきましたけれども、かなり厳しい意見も出ていますから、これは当然インターネッ

トですとかそういうところで見ている町民もたくさんいます。町外でもいますから。だ

から、我々としても、本当に何が正しくて何が議会議員としてやらなきゃならないこと

かと冷静に考えた中での判断をしていかなきゃいけない。なおかつ町民に向かっては説

明責任を果たす責任があるんですよということですから、むやみやたらにはいわかりま

したということにはなりませんということなんですよ。 

  今言った理事者が代表取締か社長、それから私としては四半期ごとにこの会社、立ち

上がって29、30、31ですか、その検討ということを、四半期ごとに報告を願いたいと思

うんですけれども、その辺をよろしくお願いします。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 まず、町長の決意と責任というお話だというふうに思います。今回の案

件について、極めてこれは重要な案件だというふうに考えております。しかも今回の選

挙の中で、地方創生がある意味ではこの４年間の一丁目一番地というふうに位置づけて

おりますから、このことに限らず、少なくとも責任は常に持ちながら行政執行に当たっ

ているということであります。 

  ただ、これを誰がどういうふうに運営するかについては、その運営がどういう形を求

めているかというのは、その改めてこれからの組織の中で検討をさせていただきたいな

と、こんなふうに思います。別に町長が社長になることが一番かどうかというのは、よ

くよく考えてみる必要があるだろうと、そんなふうに思っています。 
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○議長（杉山幸昭議長） 松岡企画財政課長。 

○松岡秀行企画財政課長 コミュニティネットがどういった形で信頼関係をつくっていく

のかというようなところのご心配のご意見だったかと思います。私どもの考えておりま

すのが、これが会社になったから、あるいはコミュニティネットが入っているから、で

はそこに任せてしまって、例えば町民との関係の構築も全部自由に、どうぞお好きなよ

うにやってくださいなどということは毛頭考えておりません。ある意味、今までのご議

論も経た上でしっかりと押さえるとするのであれば、今後、今主幹が中心になってこう

いった積み上げもしてきております。 

  また、今後は町なかのサロン、そこを会社事務所としてまた入っていきたいというふ

うに考えておりますけれども、そこには１日行ったり来たり、あるいは私のほうも行っ

たり来たりですとか、あるいはいろんなことを受けながら事業が展開されていくだろう

というふうに思っております。そこの町民との構築につきましては、行政のほうがしっ

かりと、私たちも町民と向き合っているつもりでございますので、その辺はコミュニテ

ィネットの方たちも導くというような手はずが必要だろうというふうに強く思うところ

であります。 

  また、次年度につきましては、職員のほうも送りながら発展をさせていきたいという

考え方を述べさせていただいたところでございますけれども、そのようなことでありま

すので、一緒になって進めていくということで、事務担当のほうとしましてはそのこと

を、信頼関係を構築するということでのお答えにさせていただきたいと思います。 

  私のほうは、以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 前段のほうで、今回の官民のそういった会社をつくることに対して、

民の側はそういうちゃんと理解をしているのかというようなご質問もあったのかなとい

うふうに思っております。今回はご承知のとおり、各事業所、団体、会社に対して私の

ほうから出向いて説明をさせていただきました。 

  確かに議員さんから、さまざまなご意見の中には、この事業内容を本当に十分理解し

ているのかというとそうではないぞというような意見もございましたけれども、いわゆ

るこのまちづくり会社の設立と、官民協働で行政と民間が一緒になってこれからのまち

づくり、地方創生をやっていくんだと、そういう基本原則のところはご理解をいただい

ているというふうに思っていますので、そういった理解のもとに、当然のことでありま

すが、今回十数団体のご依頼に対して大半の今団体、会社が出資をオーケーしていただ

いておりますので、大きなところでのそういったまちづくり会社を設立しての動きにつ
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いては、ご理解をいただいているというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） 副町長、四半期ごとの求められたやつ。 

○千葉与四郎副町長 四半期ごとの報告の部分につきましては、先ほど課長からもご説明

したとおり、必要に応じて当然のことでありますけれども、注目度の非常に高い事業で

もございますし、議会の委員会等々も活用させていただきながらそういう報告はしてい

きたいと思っていますし、年度末あるいは年度が終わって翌年度の初めには、前年度が

どういった事業展開でどういうふうにやったかというこれは報告することになっていま

すので、これはしっかりと報告をさせていただいて、議員の皆さんからもいろいろなご

意見をいただいて、新年度に向けてまた事業に取り組んでいくということになろうかと

思います。 

  以上です。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） まず、今副町長の答弁の中からなんですけれども、十分に説明

して出資金を出していただけるから理解されているというが、それは理解されているの

ではなくて、行政がこういうまちづくり会社をつくるからお願いしますという形の中で、

行政と民間団体の中では、常日ごろ行政からはお世話になっていると、いろいろな補助

金も受けたりしているのでこれに背中を向けるわけにはいかないと、こういうことなん

ですよ。だから、理解されているのとそれとは別問題という考え方でいていただきたい。 

  これは私、直接ＪＡですとか商工会ですとか、コンシェルジュだとかいろいろ回って

直接聞きました。どのような感触を受けているんだと、そこが問題なんですよ。ですか

ら行政の理事者が受け、もしくは担当者が受けている感触と彼らが考えている、そうい

う組織、団体が受け身でそれは行政がやってくれるべと、だから30万もしくは15万なん

だという考え方があるわけなんです。だから私は行政がもう少しこう出資金を出して、

責任ある立場で代表取締会をやったほうがいいんですよと。 

  ほかの組織、団体の方はそれほどの責任を持ってまちづくりをしようとしている団体

はほとんどいないです。理解は少ないですから。だから行政が当然引っ張っていってく

れるんだろうねと、行政から今までこういう話が来て、今でも行政から、これは立ち上

がるまでは行政責任を持ってやらなきゃならないということは事実なんですよね。だか

らその辺が理解されているとかという感覚でものを考えていくと、これは失敗するおそ

れがあると。そうではなくて、やっぱり行政主導型で進もう、その中で何が必要でどう

なのかと。 
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  簡単なことを言えば、行政が考えるよりそれぞれの組織、団体が自分の手短なこと、

例えば、建設関係だから建設に何か有利な方法はないのかとかというところだとか、Ｊ

Ａであればここに書いてあるとおり、職業紹介所あたりがきちっと立ち上がって、それ

がやってもらう、それだけではないんですけれども、だからやっぱりそれぞれの組織、

団体、もしくは個人でメリットというのか、行政がもうちょっとまちづくり会社が自分

らのためになることをやってくれるかどうかが、参画する意思決定の大きな要因になる

んじゃないのかなと。だから、行政から頼んでわかりましたよと言っても、それは参加

しているだけであって、実際的な牽引力には値しないのではないかと、だからこそ町が

今回の場合は先導してやったほうが早いのではないですかと私は提案しているわけです。 

  これは、だから皆さんが、理事者を含めて松岡課長あたりもどのように組織、団体か

ら意見を聴取したのか、ただパブリックコメントだとかみんなやった中で出てきた意見

だとかそれしか捉えていないのか、実際的な話とそれは違うんですよ。だから私は心配

しているよと、町の理事者がなりなさいと。そうじゃないとうまくいきませんよ、この

会社は。名前だけの会社だったらいいんですけれども、そうじゃないと思うんですけれ

ども。これは現実的にやっていくんですよね、この会社。どうですか。 

○議長（杉山幸昭議長） 千葉副町長。 

○千葉与四郎副町長 今回出資をいただく、あるいは今予定をされている団体の理解度の

問題というのは、非常に細かい事業のところまで理解するかどうかというのは、議員さ

んもいろいろとお聞きになって、十分ではないぞというようなご意見もいただいている

ところでございます。 

  確かに各団体、役員の方も含めてたくさんいらっしゃいますけれども、全てにわたっ

て私どもも説明し切れていない部分もございますけれども、ただやはり、組織決定とい

うのは非常に重いと、これは組織でご決定をいただいたわけでありますから、その辺は

先ほど言ったように、細かい事業の内容まで理解をしているかどうかというのは、これ

からまたいろいろと事業を進めながらのご理解になろうかと思いますが、こういったこ

れからの地方創生、まちづくりのあり方として、官民一体となったそういった会社をつ

くって一緒になって地域づくりをしていくと、地方創生をしていくんだと、その大きな

ところでは一定程度ご理解がなければ、逆になければ出資という決定には至らないだろ

うというふうにも思っておりますので、その点で申し上げさせていただいたということ

でございます。 

  もちろんこの会社設立後は、お示ししているように３年間は公益的事業が主体になり

ますけれども、しっかりと事業展開をしていかなきゃならないと、行政の立場といたし
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ましては、当然申し上げたとおり取締役への就任ということも前提に考えてまいりたい

と思いますし、代表になるかどうかについては、これはここでお示しすることではなく

て、会社の中で決めなきゃならないことでありますので、それは先ほど町長がご答弁申

し上げたとおり、そういうことがいいのかどうか、結局この３年間は公益的事業が中心

になりますので、町の委託事業ほぼ100％のような形での事業になってまいりますので、

そういう意味では、いわゆる補助する側も受け手も同じ町長ということが果たしていい

のかどうかということも、いろいろなご意見がございますので、その辺も参酌しながら

最終的な決定は会社に委ねる形になると思いますけれども、当然、その行政の主体性と

いうものは失うものではなくて、むしろ状況的にはしっかりと行政が、今回の出資の関

係もそうでありますけれども、しっかりと行政が基本的には中心になって民間と一緒に

なってやっていくと、この辺の基本的な姿勢については変わらないものと、そのように

考えているところでございます。 

○議長（杉山幸昭議長） ８番、山本弘一議員。 

○８番（山本弘一議員） 最後になりますけれども、今副町長からそういう考え方を聞き

ましたけれども、いずれにしても、この今回のまちづくり会社につきましてこれからつ

くり上げていくと、発起人の段階であると、それで設立準備委員会、会社設立とこうい

う段階ですから、まだまだこの内容が状況によっては大きくは変更しないと思うんです

けれども、これといった確定要素がない中で議会として決めていかなきゃならないと、

ですから、やはりその方向性だけでも、熱意だけでも欲しいんだというのが私の考えな

んです。できる限り理事者は、最後です、代表取締役になるように努力していただきた

い。いかがですか、最後で終わります。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 これについては、先ほど来お話しさせていただいているように、会社に

とって誰が代表になるのが最もふさわしいのかというようなことの前提で決めていくべ

きだろうというふうに思っております。ただ、いずれにしても町が、あるいは町政の執

行者がいろいろな施策の中でも掲げた地方創生であります。これに対しては、どんな形

であろうとしっかりと責任と、それを遂行していくということになります。この責任に

ついては、このことのみならず、常にこういう立場としては十字架を背負って業務に当

たらせていただいているということでありますが、加えて今回のこの案件については、

従来に増して大事な業務だというふうに思っていますので、それを含めて総合的な中で

の運営組織のあり方、あるいは事業の執行のあり方等々が基本にされていくというふう

に思っておりますのでご理解いただきたいと思います。 
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○議長（杉山幸昭議長） ９番、渡部信一議員。 

○９番（渡部信一議員） 午前中からの質疑の中で、重複することは避けたいんですけれ

ども、私のほうからは、委員会等あるいはそれぞれの発言の機会の場でも言っています

けれども、このまちづくり株式会社、この組織というのは、一過性のイベントだとかあ

るいは１つの大会が終われば、この成功のための会社設立というか、そういったもので

はなく、当然提案されるほうも地方創生というか、そういう国からの１つのプロジェク

トの中でつくっていかなきゃならないというようなことで提案されていると思うんです

けれども、これが理事者側あるいは担当課のほうで一生懸命説明している内容を聞くと、

これは今後町の形と申しますか、根幹から変わっていくんじゃないかと私は思うところ

なんですね。 

  それぞれ、それゆえに民間、民間といえども、町が率先して国のこの創生事業という

かそれに手を挙げて、それを人口対策のためにやっていきたいというわけですから、特

に竹中町長が率先して、政治生命をかけるぐらいの形でやってもらうような決意でない

と、なかなか私どもも民間も、先ほどそれぞれの議員さんも言われていますように、町

が協力しろというからむげにできないというようなことで、そういったお話を私も聞い

ているわけなんですね。 

  だからそういったことを含めて、やるのであればそのぐらいの決意というか、私のほ

うからもやっていただきたいということとあわせて、コミュニティネットのこれまでの

企画、そして調査あるいはそれぞれの議員さんからも言われていましたように、そのメ

ニューの中でやっていこうという、当面はもう３年間のこの何ですか、調査研究だとか

そういったものがメニューかと思うんですけれども、この地方創生、何ですか、まち・

ひと創生というか、今の首相が出しているそういったものだっていつまで続くか、来年、

再来年には消えてなくなることはないと思うんですけれども、これは政権でもかわれば、

またさまざまなそういったものが出てくると思うんです。 

  それに対して、こういった課題だけ残されて、あと補助事業はなくなったわ、あと会

社、そしてそういったものがどういうことになっていくかということが、非常に危惧す

るところなんですけれども、こういった事業に対してそれぞれ心配しているということ

と、心配はないんだ、進めていきたいというのはわかるんですけれども、町の今までの

例えばこういった株式会社は、先ほど言いましたサンウィングとか、そういったトマト

の失敗で３億からの赤字を出して町が持ったという経過もあるんですけれども、その後

も例えば国からの補助事業も、振りかえというものが、竹中町長になってからは加森観

光の問題、あるいは三井物産戦略研究所のそういう報告書だとか、あるいは北海道ベン
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チャーキャピタル、ＨＶＣですか、そういったものだとか、あるいはこのスギ花粉イム

ノリゾート、そういったものが決して、これ国の補助事業と進めてきたんだけれども、

その後きちんと総括だとか、あるいは失ったものだとか、あるいはこの与えられたもの

だとかをきちんと総括もしないで、また国にそのまま飛びついていくというのはいかが

な、そういったもので、それを非常に危惧するわけなんですけれども、そういったこと

でこの事業をいつまでやるのか、この事業というか会社、これは永遠なのか、この会社

が、基本構想とかそういったものはあろうかと思うんですけれども、ある程度うまくい

かなかったときは引く勇気も必要だと思うんですけれども、見きわめとか、そこら辺を

きちんと分析して、あと国の流れ、割とそういったことも必要かと思うんですけれども、

とりあえずいつまで、永遠にもう一つのこのまちづくりみたいな機関をつくって、見方

によっては二重行政みたいなそういう色彩もあろうかと思うんです。 

  それに対して私どもも、議会として賛成、反対のそういったものを求められているわ

けなんですけれども、それに賛成した以上は、私どもだってこれが10年、20年先続くの

であれば責任があろうかと思うんです。そんなことを含めてこの見きわめだとか、ある

いはこの会社が、目的がかなったら解散することも１つの何というか、そういったこと

も考えているのか、そこら辺のことを確認しておきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 先ほど来、政治責任の話が出されておりますけれども、それについては

何回も今までお話しさせていただいておりますけれども、その覚悟はどういう形であれ

強く持っているということをひとつご理解いただきたいなと、そんなふうに思います。 

  それから、今までのいろいろな調査だとかコンサルの話が出ました。国のさまざまな

交付金あるいは補助事業を使ってということで、新たな事案に対して、時代の流れに対

してさまざまな提案をしていただいていたというふうに思っております。加森の話から

いろいろ出ましたけれども、大きくそのことで言って、大胆に経済がそこで動いていっ

たかどうかというのは微妙なところ、あるいは動いていないという事実もございますが、

しかしああいったことが、いろいろ挑戦したことが今日の上士幌町、今いろんな意味で

いろんなことに挑戦しているという、そういうことにつながっていっているというふう

に思います。 

  イムノの健康、環境ということで、スギ花粉のことを言われましたけれども、なかな

か当時全体的な合意を得ることもできなかったというのはありますが、今しかし、あの

スギ花粉のツアーが釧路の移住定住の大きな柱になっているということであります。元

祖として本町としては、それについてはしっかりとプライドを持って、機会があれば進
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めていきたいというふうに思いますし、健康、環境、観光というのも、それらも今でも

引き続き政策の基本的な考え方の柱になっているということであります。バイオマスプ

ラントも動き始めるということでもありますし、観光にしても例も含めていろいろなと

ころに挑戦をしているということ、健康についても、いわゆる健診の実施の支援だとか

あるいは女性がん検診のキャンペーンだとかを含めて、健康体にする、意識ケアをする、

そういった政策であります。 

  こういうことで、決してそのことがただ途切れてなくなったという話ではないだろう

というふうに思いますが、町としてそのことによって大きな損失をもたらしたというふ

うには考えておりません。まずいずれにしても挑戦するということが大切だというふう

に考えます。いろいろな特に取り組みのときに、事実この問題が出ますけれども、私は

最も大きなリスクというのは、何も知らないで気がついたときに衰退していると、この

リスクということに対して最も警戒をしなければならないというようなことでの、これ

までの姿勢としてはその都度やってきたつもりであります。 

  それから、この後どうしていくかということでありますけれども、基本的には出資者

が出資をしたという、そういう責任を持って内部の合意形成を図ったということであり

ますから、そこに対する損失となるような形は、僕はこれはやっぱり避けなければなら

ないというのは強い思いとして持っております。ただ、この後のとりあえずは地方創生

の人口減少、生涯活躍のまちも含めたそういう環境整備のために国の支援がありますけ

れども、この３年間の中でさまざまな調査だとか、あるいはニーズなどが把握できるだ

ろうというふうに思っています。このときに全く可能性がないということであれば、そ

れはむちゃな冒険はする必要はないだろうというふうに思います。 

  その辺は、今おっしゃったように見きわめも必要でありますし、会社として見通しが

ないものをめちゃくちゃに前に進めるというのは、決していいことではないだろうとい

うふうに思いますから、柔軟な体制をとっていくというふうに思いますけれども、まず

はやっぱりこの３年間が極めて大事な時間軸になるだろうというふうに思います。その

中で多分いろんなことが見えてくるだろうというふうに思いますし、議会の皆さん方か

らのこの後の会社の存続、あるいはそれ以外についても多分いろんな判断をいただくこ

とになるのではないかなと、こんなふうに考えております。 

○議長（杉山幸昭議長） ９番、渡部信一議員。 

○９番（渡部信一議員） 特に私は、何が何でもこれは立ち上げたから、１つの国の補助

要件のこういう進める上において、こういった組織等を立ち上げなきゃならないという

ような、そういう形の中で提案されたと思うんですけれども、やはり一番この会社の立
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ち上げの中で最終目標の３年後、３年間のこの事業程度では、先ほどから言われていま

すように、何もこの会社を立ち上げてこれだけのことをやらなくても、十分今の行政の

中、あるいはちょっと足りないところはどこが足りないのかというのをお互いに理解を、

町民もあるいは行政もお互いにチェックし合いながら話し合っていけば十分やれると思

うんです。 

  ただ、一番の目標でありますこの人口減に歯どめをかけたいと、それを大都市の高齢

者、そういった者を移住させたいという、どういう形の中で、方法だとかあるいはいろ

いろこれから研究されていくと思うんですけれども、そういった大都市の高齢者でもそ

ういう情報やらデータをとっているということは、その大都市の年寄りというか高齢者

と申しますか、国は地方へ地方へと言っていますけれども、本人はさほど移住したいな

んて、住めば都であと何年そんなところというような、中には全員とは言いませんよ、

それは町にも結構そういった、定年してから移住してもらっていろいろな活躍してもら

っている人もいますけれども、十把一からげで何とかこっちへ連れてきてというのは、

国が言うほど簡単なものじゃないという、そういう意味で民間会社の力をかりなきゃこ

れはどうにもならんというようなことで、その会社を何とか組み入れて企画していこう

という腹なんでしょうけれども、そこら辺の客観的な条件、あるいはそれがうまくいか

なくなったら、うまくいく見通しとか、そういったものが立たなくなったらやはりきち

んと総括して、何が何でもそこに突っ込んでいくというのは自殺行為で、逆にもう少し

言われていますように、そこで大都市の年寄りをこっちに移住させたって、そこの人口

が減るだけで、あるいは上士幌だけの人口が何年かのうちそこで保ったとしても、永遠

に続くものじゃないと思うんですよ、今の出生率だとかあるいは社会状況から見ても。 

  それよりも、私は力を入れるのであれば、もう将来3,000人でも成り立っていけるよ

うなまちづくり、それには基幹産業の農業だとか、あるいは経済を伴うようなそういっ

たものをきちんと守りながら、地域を守ってくれるほうに知恵を出していったほうが建

設的ではないかというふうに私は思うものですから、ぜひとも何が何でも立ち上げたか

らいつまでも、見きわめというかそこら辺も十分分析しながら進めていってほしいなと

いうことと、そういったこともどこかにきちんと理事者、あるいは担当課のほうでも考

えておられるかどうか、再度確認しておきたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 竹中町長。 

○竹中 貢町長 非常に貴重なご意見をいただきました。全く大きな損失を町民や出資者

にもたらすというようなことはすべきではないというふうに考えております。そういっ

たためにも、用意周到な準備とさまざまな把握をしていって、よりリアルな情報をつか
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んでくる、そういったことがこれからさらに必要になってくるだろうというふうに思っ

ています。ですから、今までもアンケート調査はやっていますけれども、あれをそのま

まうのみにするというわけにもいきません。その中に本当に上士幌へ来たい人はどれだ

けいるのかだとか、そういったところの実証実験なんかもこれからどんどん出てくるだ

ろうというふうに思っています。 

  それから、全てが上士幌に住みたいなんていうのはそう簡単にいかないと、それも全

くそのとおりだと思います。どれだけのやっぱりその間に上士幌町といろいろな人方の

接点を持つかということであります。１つの参考になるのは、例えばお試し暮らしで来

ている人方の人数、去年は百何十人だったですか、大体はその中から10％前後が移住や

あるいは二地域居住につながっているということでありますから、その辺のいろんなデ

ータも踏まえて、何もなくて突然おいでと言ったってこれはなかなか難しいだろうと、

さまざまな段階を踏んだりさまざまな交流の場をつくったりしながら、確信を持って物

事を進めていきたいというふうに思います。 

  そういう意味では、この後当面３年だけと言いましたけれども、それは極めて大事な

機関になるということと、それから、人口が少なくても住んでいる人がよければいいの

ではないだろうかと、こういう話もよく聞きますけれども、ただそれは本当にどうなの

かなと、人口が減るということになると、やっぱり地域の経済の縮小はもうこれは避け

られないことでもありますし、やっぱり人口が減るということは、どこかに出ていくと

いうことになりますので、それはこの町が本当に住みよい町なのかどうかということが、

やっぱり一番問われることなんだろうと思います。よそから来る人方にリップサービス

をして、こんな経済的な負担軽減があるからおいでよと、これで簡単に来るということ

ではないというふうに思います。 

  最終的にその町が住む値がある町なのかどうか、そしてまた、この町に来たら地域の

人がしっかりと受け入れてくれるのかどうかということだとか、そういうさまざまな要

素があって、初めてこの町に住むというふうになってくるというふうに思っています。

ですから、これまでもお話しさせていただいているように、よその町の人方というより

も、ここにいる町の人方が本当にこの町に住んでよかったということが、結果的によそ

からの人方にも評価につながっていって、人口減少を最小限に食いとめていくというふ

うにつながってくるというふうに思いますので、その辺の順序は逆転してはまずいなと

いうふうに考えております。 

  それから人口減少の問題、今はそこそこいっていますけれども、ここ数年後には相当

な勢いで減る可能性があるなというふうに思っているんですね。ここに今気づいていな
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がら何も手を打たない、あるいはそのときを待っているということには、やっぱりこの

最高の責任を持つ者として無責任だというふうに思います。新しい提案なのでいろんな

議論は呼び起こして、議会の皆さん方にもさまざまなご意見をいただきました。とても

僕はよかったなとそんなふうに思っております。 

  これは決して無駄な話ではなく、あるいは相反する話ではなくて、この町をどうする

かという意味では大きな一石が、みんなの一人一人にとって考える機会にもなっていた

だいているというふうに思いますから、まだこういったことが、この後もいろいろと意

見交換あるいは議論も続くと思いますけれども、決してマイナスになるものではないと

いうふうに思っておりますから、改めて今後ともよろしくお願いをしたいなというふう

に思いますし、いろいろご指導あるいはご提言を賜りたいなとそんなふうに思います。

かたくなに前に真っすぐ進むという思いはありませんので、その辺についてはお互いに

意見交換ができればなとそんなふうに思っています。 

○議長（杉山幸昭議長） この問題以外に土木費、教育費も含めてほかに質疑はあります

か。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） これをもって議案第51号に対する質疑を終結いたします。 

  ここで休憩といたします。15分間休憩といたしたいと思います。 

  再開は５分前の予鈴をもってお知らせいたします。 

（午後 １時５２分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

（午後 ２時０２分） 

────────────────────────────────────── 

○議長（杉山幸昭議長） これより討論を行います。討論ありますか。 

  討論がありますので、これより討論を行います。 

  先に、本案に対する反対の討論を行います。 

  10番、山本和子議員。 

○１０番（山本和子議員） 一般会計補正予算（第４号）に対する反対討論を行います。 

  今回の補正予算の中には、まちづくり会社への関係予算を含むため反対いたします。

国は、このままでは人口減で町がなくなると危機感をあおり、人口増のビジョンをつく

れ、手を挙げた自治体には交付金を出すと、その原因をつくっている根本原因の反省が

ないまま、地方自治体にばかり施策を急がせています。町は町民の理解が不十分なまま、
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国のこの方針の先端を突っ走っているように思います。元気なまちづくりは町民の思い

を大事にし、町民と一緒につくってこそ実現できるものです。 

  町民が生涯活躍できる町、町民が元気で生き続けるまちづくりは誰もが賛成するとこ

ろですが、今回、補正のまちづくり会社設立関係に対して、下記の理由で反対いたしま

す。５点にわたり反対いたします。 

  １点目は、まちづくり会社設立のもとになる生涯活躍のまち上士幌町創生包括プロジ

ェクト基本構想についてです。生涯活躍のまち構想そのものは、大都市の高齢者が元気

なうちに地方に移り住むことが大きな狙いです。私は今までも、今住んでいる町民がい

つまでも元気で過ごせる町にしない限り、移住促進にはつながらないと主張してきまし

た。 

  しかし、この構想はそうなっていないと判断いたします。生涯活躍のまち上士幌町創

生プロジェクト基本構想のたたき台となったのは、国からの交付金が当初予算4,500万

円の、コミュニティネットが調査報告した生涯活躍のまち上士幌町創生包括プロジェク

トです。しかしコミュニティネットの調査は、町民の意向が十分反映されたものではあ

りません。町内団体８団体、個人のアンケートや聞き取り調査はほとんどなく、ほとん

どがふるさと納税金、寄附者など町外の方々の声です。なぜなら、この調査の基本が移

住促進のためであり、町民が元気に活躍するための構想ではないからだと判断いたしま

す。 

  町の構想は、ほとんどこの調査結果そのままとなっています。これは、７月25日に決

定したということでありますが、こういう中で実施団体であるまちづくりを立ち上げる

のは、まだ時期尚早だと私は判断いたします。 

  ２点目、まちづくり会社がここ３年で行う予定事業についてです。地域包括ケア、人

材センター、生涯学習大学、空き家・空き地活用、移住希望者募集、これらの事業全て

が町民の望むものか、また現在ある事業や団体と競合しないのか疑問です。それは町民

の意向を十分聞いて決定したものではありません。 

  ３番目、会社の体制について。今回、町は50％以上の出資で、また町職員を派遣する

などを予定していますが、町主導で進めるとしていますが、それなら会社を設立せずに

町独自の事業を進めるほうがいいと判断いたします。また、事業体制はパートを含め６

人としています。そのうち３年間については、元コミュニティネットの社員で、国から

の交付金を活用して町から派遣しております。既に準備会社にことし１月から派遣して

おりますが、このうち地域おこし協力隊３人のうち既に２人がやめて、さらに募集した

協力隊で補っています。今後もころころかわる可能性もありますが、派遣しているコミ
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ュニティネットは信頼できるのかと、体制が十分とは思えません。 

  ４点目、財政問題です。平成31年度までは、委託事業の半分は国からの交付金を見込

んでおります。その後の交付金については当てになりません。また地域おこし企業人、

地域おこし協力隊は任期３年ですが、その後は町が直接派遣することになるのか、そう

すれば委託事業費プラス人件費で3,000万以上の負担になるのではないかと判断いたし

ます。これだけつぎ込んで町にメリットがあるのか心配です。 

  最後に、町民合意の問題です。これが一番大事だと私は判断いたします。まだまだ各

団体はもとより、町民の中には理解されているとは思えません。出資予定団体の14団体

のうち、金融機関や新聞社以外の町内団体は７団体です。また、重要な柱となるべき社

会福祉協議会と福寿協会はまだ決定されておりません。決定するだろうと検討中であり

ますが、期待と見込みで事を進めるべきではありません。 

  また、町民全体に対しては、６月17日にまちづくり説明会を開いておりますが、十分

ではありません。また、多くの町民はわからないというのが実態です。私は、町民が元

気に生涯活躍するまちづくり、そして今後のまちづくりを左右する重要なことに対して

は、町民が置き去りにされているような感じがしてなりません。以上５点にわたり反対

いたします。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する賛成の討論を行います。 

  ２番、佐々木守議員。 

○２番（佐々木 守議員） 私は、今提案されている補正予算に対する賛成の討論をした

いと思います。ただ、この賛成の討論は、もろ手を挙げて賛成するというのではなく、

厳しい議会の目をもって、厳しい注文をつけさせていただいた部分で賛成をしたいと思

います。 

  町長が当初述べたように、今人口減少という問題は確かに地方にとっては大きな問題

であります。しかし、それは全国の町村が抱える問題で、果たして上士幌がその先頭を

切れるのかどうかというのは難しいところだというふうに理解をするところです。しか

し、何もしないで手をこまねいているということにはならないということも十分理解で

きます。 

  町長はその政治責任を全てかけてこの事業を行いたいという、質疑の中でお話がござ

いました。１つはそのことにかけてみたいというふうに思いますし、もう一つは、この

設立をするまちづくり株式会社は、今後毎年町の委託事業がその事業の主要な財源とな

ります。しかし、そのときには議会の議決を毎年必要とします。当然、毎年厳しい評価

をした上で次の段階を決める、それから質疑の中で、必要とあれば引くときには引く、
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十分な効果が得られなければ引くということも含めて答弁があったことを認めて、私は

そういった各種の条件を含めて賛成をしたいと思います。 

  さらに、今まだ検討中の２つの社会福祉協議団体についてもきちっとした答えが出た

上でこの事業を進めるという報告もあったので、その点についても一定の心配はないの

かなというふうに思います。ただ、このことを私自身は現状に鑑み、ぜひ厳しい中で、

民間の持つ厳しさというものを十分踏まえて、この事業が成功するように最大限の努力

をしていただけるというふうに理解をして、賛成の討論といたしたいと思います。 

○議長（杉山幸昭議長） 次に、本案に対する反対の討論を行います。 

（発言する声なし） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論ありますか。 

（「なし」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ほかに討論がありませんので、これをもって議案第51号に対す

る討論を終結いたします。 

  これより議案第51号の採決を行います。 

  本案は起立により採決を行います。 

  なお、起立しない議員は反対とみなします。 

  お諮りいたします。 

  本案は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（杉山幸昭議長） 起立多数であります。 

  よって、議案第51号は原案のとおり可決されました。 

 ────────────────────────────────────── 

◎閉会の宣告 

○議長（杉山幸昭議長） 以上をもって、本臨時会の会議に付された案件の審議は全て終

了いたしました。 

  お諮りいたします。 

  会議規則第７条の規定により、本臨時会はこれで閉会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」の声） 

○議長（杉山幸昭議長） ご異議なしと認めます。 

  よって、本臨時会はこれで閉会することに決定いたしました。 

  これをもって、本日の会議を閉じます。 
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  今臨時会の議事運営に特段のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

  以上をもって、平成29年第５回上士幌町議会臨時会を閉会いたします。 

（午後 ２時１３分） 
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