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○ 議長 堀  広一 ただ今の出席議員は９人です。定足数に達しておりま

すので、会議は成立いたしました。 

  ９月５日に引き続き会議を再開いたします。  （午前１０時００分開会） 

直ちに本日の会議を開きます。        （午前１０時００分開議） 

議事日程第２号はお手元に配布のとおりであります。（別紙のとおり） 

 

◎ 日程１番 会議録署名議員の指名 

○ 議長 堀  広一 日程１番 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員の指名は、会議規則第１２７条の規定により議長において   

宮 元 哲 夫 議員 

             松 田 順 一 議員 

の両名を指名いたします。 

 

◎ 日程２番 一般質問 

○ 議長 堀  広一 日程２番 これより一般質問を行います。順番に発言を

許します。 

○ 議長 堀  広一 順番１ 我妻 耕議員、発言願います。 

○ 議員 我妻  耕 始めるにあたりまして、町長もこの定例会が終わると

ちょうど１年ということでひと回りになるのでしょうか、この１年覚えること

がたくさんあって大変であったと思います。お察し申し上げます。今日は農業

関係の質問をしますが、宜しくお願いしたいと思います。通告書のとおり、改

正農村地域工業等導入促進法の活用の検討についてということでお考えを伺

いたいと思います。今年の第１９３回通常国会において農業関連８法案が可決

成立しました。その中に、改正農村地域工業等導入促進法がありました。農村

地域工業等導入促進法、略して農工法の改正ということで、改正されたことに

よって法律名も農村地域への産業の導入の促進等に関する法律略して農村産

業法に改称されたということです。工業等の導入促進から産業の導入促進に名

前が変わったということです。これに関して規制改革の一環ではないかと思う

のですが、しかし、使い方によっては何かできるのではなかということで今回

取り上げてみました。詳しいことは省略いたしますが、この農工法は、農業と

工業の均衡ある発展を図るとの要請から、農村地域への工業の導入促進を目的

に農地と工業用地の利用調整を図り、簡単に言えば農地を転用ということです

が、新たな雇用創出ということで昭和４６年に制定され、その当時、対象業種

としては、はじめ工業だったのですが加えられて道路貨物運送業、倉庫業、こ

ん包業及び卸売業の工業等５つの業種に今まで限定されていましたが、今回の

改正によってこの対象の業種の限定が解除され、先ほど言った５業種に加えて



平成２９年 第３回定例会 ２日目 

 

 2 

農産物の加工場ばかりでなく、通告書にも書いたように農産物直売所や農村レ

ストラン、福祉や介護といった産業、この法律の概要から言えば立地ニーズが

高いと見込まれる産業へも拡大され導入が可能になったということです。町長

は今年３月の初めての町政執行方針の中で「豊かでにぎわいのあるつきがた」

ということで、農業の独自産業化や商工業振興では雇用の拡大の促進を述べて

おられます。その一助になるのではないかということで、質問いたします。今

までに農工法の活用の検討があったのか、今後、改正された農村産業法の活用

についての検討はあるのか、お聞かせ願いたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 お答えしたいと思います。農村地域工業等導入促進法

については、ただ今、議員が大変勉強されて私以上に内容を詳しくお話しされ

ましたので、その部分は一部割愛したいと思います。この促進法は昭和４６年

に制定されたもので、平たく言えば農村地域へ工場を誘致させるための法律で

あると認識しております。この法律によって５つの業種について工場等の建設

にあたって農地の転用が特例的に認められるとともに税制及び金融上の優遇

措置が受けられるものであります。しかしながら、近年における農業農村を巡

る産業構造、社会経済情報の変化に鑑み、議員が言われているように対象業種

を工業等に限定せず、サービス業等産業全般に拡大して法律名も農村地域への

産業の導入の促進等に関する法律に変更されて、農村地域での立地ニーズが高

いと見込まれる産業の導入もできるように改正が図られたものであります。こ

の法律の施行にあたって参議院農林水産委員会において、一つ目は遊休地の活

用を優先させる。二つ目は農用地区域外での開発を優先させる。三つ目は農業

上の効率的な利用に支障が生じないこと。四つ目は農地中間管理権の存続期間

中は産業導入地区に含めない。五つ目は農地法に基づく農地転用許可の特例や

農業振興法上の農用地区域からの除外の特例について厳格な運用に努めるこ

となど附帯決議が全会一致で可決されているところでもあります。議員からこ

の法律の活用を検討したか、そして、今後の活用についての考えはあるのかと

のご質問であると思いますが、本町においてこれまでにこの法律を活用した企

業の進出計画はないと聞いております。また、今後においても企業が進出計画

をする場合には、町有地や遊休地など農用地以外の土地を優先して開発される

よう誘導していく必要があると考えております。ただ今申し上げました国会で

の附帯決議にもありますように、本来守られるべき優良農地を転用してまでこ

の事業を進めるということには相当高いハードルがあると思いますし、基幹産

業の農業であるこれまで農家の皆さんが作り上げてきた優良農地をしっかり

守って行きたいと考えております。また、農産物直売施設や農村レストランそ

して農業と福祉の連携などに対する支援としては、農山漁村振興交付金等が法
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律の関連メニューとして創設され、ただ今議員の言われた法律を活用しなくて

もすでにわが町では NＰОを中心として農福連携事業として２年間、また、今

年度から農泊事業について補助を受けており、直売施設等の建設についても交

付金の活用で十分可能であると考えております。この法律は、本年６月２日に

公布され７月２４日施行ということで改正されたばかりの法律であり、今後の

活用についての考えはあるかというご質問には、不十分な答弁になるかと思い

ますが、先ほども申し上げましたように本町の優良農地をしっかり保全してい

く考えであります。農業委員会においても同様に考えていると思っております。

本法律による制度を活用した事業の展開は、現在のところ検討しておりません。

ただ、議員も述べられましたが、雇用の創出、人口流出防止対策については、

重要な課題と受け止めており、現在、中心市街地に大手量販店の進出が計画さ

れており、地権者との協議も順調に進められていると報告を受けております。

このことによっても雇用が生まれることを期待しておりますし、また、「にぎ

わいのあるつきがた」の一助になるものと考えております。こうした企業の進

出については、今後しっかり協力して行きたいと考えているところであります。

以上でございます。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。 

○ 議員 我妻  耕 農工法に関しては、今後の検討、活用するかどうかは

未定であるということで、大型店の進出などで雇用は生まれるということでお

聞きしました。私の周りを見渡した時、私も含めて後継者のいない農家も多い

です。これまでの１０年それからこの先の１０年の地域の様子が大きく様変わ

りしてやがて離農につながり、後継者のいない所有農地が地域に残っている担

い手に集積されていくと思うのですが、引き受けてもらえない農地もあると思

うのです。話は飛びますが、この前、農水省に行く機会があって、その時に一

緒に行かれた空知のある５０丁ばかりの農地で米を作っている農家の方がお

られて、その方が農水省の担当者に「田植えに何日もかかってしまう。規模拡

大と農家はどこまで大きくすればいいのか。もう限界です。教えてください。」

と言われていました。そしてこうも付け加えられて「周りには人も少なくなっ

て手伝ってくれる人を探すもの大変である。」離農そして離農から離地域、離

市町村につながってしまっているのです。今は地域コミュニティの維持にも取

り組まなければならない時期であると思うのです。ちょっと町の資料をお借り

したのですが、月形町過疎地域自立促進市町村計画を参考にさせてもらったの

ですが、月形の農家人口や経営耕地面積等の過去の推移を見てみると、昭和６

３年には農家人口１,９３８人、経営耕地面積２,９３９ヘクタール、１０年後

の平成１０年には農家人口１,４８６人と５００人ほどの減、経営耕地面積２,

８５３ヘクタールと人口では２５％の減、耕地も微減している。それが平成２
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２年には、農家人口５１６人、経営耕地面積２,０３０ヘクタールと双方共大

幅に減っているのです。この間１戸当たりの耕地面積増えていますが、人口は

減っている、全体の経営耕地面積は減っている状態も生まれているわけです。

もう一つ、町の人口ビジョンの資料を参考にしたのですが、今度は将来の月形

の総人口の推計値が３つのパターンで載せてあって、ビジョン案２０１５年現

在の人口から一番近い未来今から３年後の２０２０年の東京オリンピックの

年ですが、月形町の総人口もちろん刑務所の収容者は除いた数ですが、２０２

０年の月形町の総人口の推計値が３つのパターンで、①３,６６４人、②３,６

１３人、③３,５９３人、３つのパターンとも３,５００人を超えているどころ

か３,６００人近くより上であると推計しているのですが、今はどうなってい

るのでしょうか。３年ありますので増加する要素ももしかしたらあるのかもし

れません。何も優良農地を潰してまでというわけではありません。例えば、耕

作地や町が新たに産業導入するときに実施計画を立てた一部に農地がたまた

ま掛かってしまっているときにその法律が使えないのか。町がこのような土地

利用を検討することは、月形の農地を今後どう維持するのか。どう確保してい

くのか。農業をどう元気にしていくのかということにつながると思います。安

易な転用や開発防止にもつながるのではないかと考えています。何より農業が

月形の中心産業ですし、この間、道内議員研修で十勝地方に行きましたが、バ

スの中から農産物の貯蔵庫や加工場、巨大な農業関連施設を見せていただいた

のですが、それが今の十勝の農業の元気さを表しているような気がするのです。

町長が言われるように他の方法で雇用を創出するということは分かりますし、

やっていただきたいと思いますが、色々な方法の中の一つとしてどんな産業を

町全体に起こすのか、ちょっと農地が絡んでしまうとかどんな農業を発展させ

るのかということを考えたときに、地域や町を盛り上げたりする時の道具の一

つ、ツールの一つ、カードの一つとして町の計画の中で検討を否定するもので

はないように思うのですが、今までお話ししたように今後のまちづくりを考え

た時に必要になる可能性があるとすれば、検討する余地も残しておいてもいい

のではないかと思います。どちらにしても地域おこしなど体制は待ったなしで

やっていると思うので、改めて町長ご自身のお考えをお聞きしたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 私は、この法律の検討を否定するものではありません。

ただ、農業については、ほとんど分からない状況で秋に町長に就任して農家の

皆さんの色々な所を回り、各組合の反省会、また、春を迎えメロンの初出荷な

ど経験させていただきました。改めて農家の皆さんが本当に家族ぐるみで大変

苦労されて生産していることが少しわかったつもりであります。そして、何よ

り小学校６年生の出前町長室で最初に「自分は将来大人になったら農業を継ご
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うと思っている人は手を挙げてほしい。」とお話ししたら、期待したほどの手

が挙がりませんでした。でも「月形の特産は美味しいメロン、食育の標語のコ

ンクールなどで月形は農業が大事である。今、お父さんやお母さんが個人で頑

張っているけれど、町長、会社や法人等みんなでスクラムを組んで農業をやっ

ていくようなかたちにしたらどうだろう。」という話の中から、出前町長室が

終わる頃に再度、「将来大人になったら農業を継ごうと思っている人は手を挙

げてほしい。」と質問をしたら、たくさんの生徒が元気な声で手を挙げてくれ

ました。そんなことを考えるとこれからもっと個別農家の人たちと話し合いを

しながら、そして、町長に立候補した時にもお話ししましたが、農協と行政が

しっかりスクラムを組んで、基幹産業の農業を守りたい。そして、個々の農家

所得の向上をしっかりやっていきたい。例えば、月形に工場や他の企業の進出

にあたって議員の言われる倉庫などの集約の部分、老朽化していること、分散

していることにより手が掛かるということもお聞きしました。今、札比内地区

でミニトマト、メロンの集荷、花は南耕地に倉庫がありますが、それについて

も大変であるということもお聞きし「あぁそうかなぁ。」というぐあいに思っ

ております。そんなこともしっかり話し合いをしながら、議員の皆さんのご意

見も伺いながらまちのにぎわい、人口流出等の防止策についてしっかり取り組

んで行きたいと考えております。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。 

○ 議員 我妻  耕 人口推計値に関しては、パターンの中でのことで、シ

ミュレーションもしないで、それでもまだ今の人口よりも多い推計値になって

いると読みました。本当に色々なことをやらなければ、起こさなければという

ことも含めて町の産業が立ち行かなくなることになり兼ねませんので、ぜひ、

宜しくお願いしたいと思います。以上で終わります。 

 

○ 議長 堀  広一 順番２ 大釜 登議員、発言願います。 

○ 議員 大釜  登 通告書に基づいて、２点ほど町長にお伺いいたします。

１点目は、昨年９月の町長選挙で多くの町民の支持、負託を受けて町政の舵取

りを担って約１年が経っております。この間、町長は、選挙期間中や執行方針、

就任の挨拶等で「誰もが安心して豊かに暮らせる共生のまちづくり」のため、

多くの町民、各団体や職員の方々と対話を進めてきたと思います。その中で、

本町を取り巻く少子高齢化問題、産業の低迷、雇用の停滞、中心市街地の空洞

化やＪＲ問題、今後の町立病院のあり方など色々な問題が山積しております。

これはどれ一つとっても町民にとっては大変大事な問題であります。今後一つ

ずつ解決しなければなりませんが、これらの諸問題を対話の中で町長はどう認

識しどの様に感じていたのか、お伺いしたい。もう一点、今後、町政運営を進
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めていく為に何を優先すべきか。又、どのように上坂カラーを出していくのか。

そのための政策と決意をお伺いしたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 昨年の１０月３日町長就任から早くも１年を迎えよう

としています。就任早々、ＪＲ北海道が単独では維持困難な線区を発表した

のをはじめとして、嬉しい話題ではありますが北海道日本ハムファイターズ

の大谷選手、新垣選手の月形町応援大使就任など目まぐるしい１年でありま

した。この間、町政懇談会や行政区代表者会議はもとより福祉団体、農協、

商工会との懇談会、出前町長室においては、月形小学校６年生、老人クラブ、

月形町出身者、月形商工会の皆さんと懇談を行ってまいりました。こうした

懇談を重ねて強く感じたことは、皆さん同様に月形を愛し月形に愛着をもっ

て月形への強い思いがあることを改めて認識しました。こうした様々な方々

との対話を通じてその都度、一層、月形のまちづくりを推進していこうと決

意しているところであります。さて、本町を取り巻く課題でありますが、日

常の町政を運営している中、町民皆さんとの対話を通じて認識する本町の課

題は、昨年１２月の議会定例会での一般質問でもお答えした通り、なんとい

っても総合的には人口減少問題にあると思っております。月形町創生総合戦

略の計画年度の３年目を迎え、想定した事業の９割方は事業化しているもの

の、少子高齢化の進展、生産人口の減少に必ずしも歯止めが掛かっていると

は言えない状況にあります。このことは、地域、経済、産業の低迷や中心市

街地の空洞化に結び付いていると認識しております。この人口減少が様々な

ところに波及しているのは必須であり、創生総合戦略事業の着実な実現によ

りその効果をしっかりと見極めなければならないと思っております。そうし

た中ではありますが、小児科受診の交通費助成など子育て施策に対して若い

お母さんから感謝の声をもらったり、役場職員の対応が変わったとお褒めの

言葉をいただくなど就任時から言い続けてきた「小さなことの積み重ねがま

ちを変革する。」との理念が普及し始めてきたのではないかと感じております。

ＪＲ札沼線の維持存続といった日々目まぐるしく情勢が変化する課題には先

を見据えつつも柔軟な対応を取って行きたいと考えております。本年３月の

議会定例会では、新規就農実習農場整備事業の設計業務に対して議員各位か

ら慎重な対応を求められました。とかく行政は一度決めたことを見直すこと

ができないと言われていますが、もちろん今後共しっかり計画を立てて提案

することが前提でありますが、創生総合戦略をはじめ施策の推進には時代の

流れを読み取り、柔軟な対応を図ってまいりたいと考えております。そんな

意味から新規就農実習農場整備事業の内容については、直ちに変更し皆さん

とも話し合いをしながら新たなかたちで実施をご承認いただいたところであ
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ります。町政運営の優先課題は、大きく言えば人口減少問題の対策であり、

施設園芸農家の後継者の育成や新規就農の推進の取り組みの中から移住定住

の推進に創生総合戦略事業の視野にも一層の対策を図ってまいりたいと思っ

ております。どうぞ、議員各位のこれまで以上のご支援、ご協力を宜しくお

願いいたします。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 今の答弁を聞いて、この町を何とかするために町長も

この一年間一生懸命頑張って色々な方とお話しをして町政を進めていると思

いますが、私が考えるに町長が昨年の選挙で当選して町長が何をしたいがため

に、日々のＪＲ問題は大きな問題なのですが、今の答弁で新規就農の建物につ

いて、これは町長がどうしてもやるとことであれば、我々議会もしっかりそれ

に対応する考えは持っていますが、今回予算を組んだ段階でも我々はただ町長

が町のために何をしたいのかということが見えなかったので、いつも町長が言

われているように議会とひざを突き合わせて話し合いをして施策を進めてい

きたいということですので、これはしっかり守っていただき、町側は何をする

にしてもそれを議会が認めなければ前に進んで行かないので、その点、今以上

に議会、町民、各団体、職員の知恵もいただき、しっかり進めていただきたい。

私が言いたいのは、町長が公約で言っていた「わが町の町政を引き継ぐべきこ

とはしっかりと引き継いで、今後、自分が公約でやるべきことをスピード感と

柔軟性を持ってやっていく。」と述べています。これについて町長が本当に「私

はこの４年間でこれをしたい。」という大きなビジョンでやっていかなければ、

来年、再来年とあっという間に４年は過ぎていくと思うので、町長が「この４

年間で、私はこれをしたい。」という強い意志を表明していただかなければ、

我々議会としても応援できないので、残りの３年間、私はこれをするために町

長になったという決意をもう一度、考えがあれば、お聞きしたい。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 改めて行政の難しさをひしひしと感じておりますが、

今、議員が言われたように４年間具体的に何をやるかということを職員とし

っかり話し合いをして、絵を描いて町民の皆さんとひざを突き合わせてその

組み立てを早急にやっていきたいと思っております。私は、毎朝、役場まで

通学の子どもたちと一緒に歩いている中で、役場の雰囲気が非常に明るくな

った。行政が一番弱い立場の人の困っていることに早いスピードで対応して

くれているというぐあいに、色々なかたちで日増しにそんな声が私の耳に入

ってきております。そんなことから、大きな建物を建てる、目に見えるかた

ちの施策を出すことも必要であると思っていますが、何よりも人と人のつな

がりの中で「月形に生まれてよかった。」「月形に住んでよかった。」「月形で
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働いて楽しい。」と誰もが実感してくれることを地道にやっていきたいと考え

ております。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 答弁を聞いて町長の熱意は感じられますが「月形町に

住んでよかった。」という気持ちを起こさせるためには、何かをしていかなけ

れば「住んでよかった。」と言っても人口が減っては何にもならないので、私

は「スピード感を持って行ってほしい。」、町長は「柔軟性を持ってしっかりや

ってきたい。」と、少しズレはありますが、やはり、行政はスピード感をもっ

てやらなければならないと思いますので、今後、しっかりとやっていただきた

いと思います。 

  次にもう一点、福祉と共生のまちづくりついてを質問させていただきます。

町長は福祉の向上にも力を入れていると述べていますが、現在、厚生労働省で

地域共生社会の実現を目指し、福祉のあり方の議論を進めております。そこで、

町長は公約の中で、「子どもや高齢者、障がい者の誰もが支え合い共生できる

地域社会を作っていく。」と訴えております。どのような考えをもって構築し

ていくのか、具体的な考えと現在、行政と社協が中心となり各ボランティアの

方が福祉活動に協力いただき事業を進めております。それをもう一歩、踏み込

んだ福祉の連携が必要となる時期に来ていると思います。この点について、町

長のお考えを伺います。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 私は「誰もが安心して豊かに暮らせる共生のまち」を

スローガンとして議員が言われるように「共生のまちづくり」を公約としま

した。これまで議会の一般質問で、「地域共生社会の実現のために国の補助制

度の活用など今後の法改正を見据え、中期的な対応を図っていきたい。」と答

弁してまいりました。議員も言われていますが、国では地域共生社会の実現

に向けた検討を加速化させるため、「他人事」になりがちな地域づくりを地域

住民が「我が事」として主体的に取り組んでいただく仕組み、対象者ごとに

整備された「縦割り」の公的福祉サービスを「丸ごと」へと転換していくた

め、「「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部」を本年７月に設置しており

ます。このワーキングチームには、私の知人でもある当別のＮＰО法人の理

事長が厚生労働省の委員にもなっておりますし、他にもこの本部を支える検

討委員には、たくさんの私の知人が入っていることを７月に厚生労働省へ行

き知りました。そんなことから、住民相互の支え合い機能の強化など地域課

題の解決力の強化、高齢者、障がい者、生活困窮者など世代や分野を超えた

地域を基盤とする包括的支援の強化を改革の骨格として地域共生社会の実現

に向けて平成２９年度から平成３１年度にかけ介護保険法や社会福祉法等の
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改正と共に２０２０年代初頭には全面展開を国が想定しているという情報を

得ました。そんな意味から、これらをまさに町長に就任した時からお話しし

ている動きがある中では、国の動きや情報を的確に把握し、全国に先駆けて

本町の地域共生社会の構築を目指して行きたいと考えております。議員が言

われているように、社会福祉協議会や社会福祉法人事業所、ボランティア関

係団体、行政区など町を挙げて「我が事・丸ごと」月形の共生のまちを改め

て全国に先駆けて月形町の取り組みを必ずや実現して行きたいと考えて決意

しているところです。宜しくご支援とご協力、ご理解願いたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 町長の熱意は良く分かります。この福祉の問題につい

て、先般、常任委員会を開催した時に私が「現場の声を聞くことも必要ではな

いか。」ということで、社協の方々に来ていただき勉強会を開き、意見交換も

した経緯がございます。その中で、先ほど言った厚生労働省の考え方の中にこ

れは２０年前から富山型デイサービスということで、通常のデイサービスは高

齢者が施設等に入って利用するサービスですが、富山型デイサービスは子ども

や障がい者、高齢者が、今、介護保険等で制約されて施設に入れない方が町か

ら社協を通じて世代間交流やサロンなど色々な事業展開はされていますが、私

もこの年齢になってサロンに顔を出すことがありますが、高齢者は毎日、家に

居るので事業があることを楽しみにしている方が多いのです。私が考えるのは、

デイサービスは高齢者だけのデイサービスではなく、子どもや障がい者、障が

い者は交流センターで毎日色々な事業をやっていると思いますが、ある夫婦か

ら「子どもがいて学校を終わって学童保育に行き、それから家に帰る。」とい

うことで、昔であれば爺ちゃん、婆ちゃんが家に居たけれど、今は両親が帰っ

てくるまで鍵っ子になっている子どもが多いと思います。その間、社協の方も

言っていましたが、「皆が集える場所を町が作る。」新しいものを作るとお金が

掛かりますが、月形町も空き家が出てきたので、空き家をうまく改造して、こ

れは法的な問題もあると思いますが、そんなことも考えて、誰もいない家に「た

だいま。」と帰るのではなく、そこにお爺ちゃん、お婆ちゃん、地域のボラン

ティアの方が一緒に居れば、子どももしっかり面倒をみるし、子どもから大人、

大人から子どもへと色々なことが情報発信できると思いますので、そういうコ

ミュニケーションの場を作ってあげなければ、いくら福祉を一生懸命にやって

も子どもが家に帰ってゲームだけして外にも出ないでお父さん、お母さんを待

っている状態ではなく、町も本当に福祉に力を入れるのであれば、そういうこ

ともしっかり勉強し、このやり方は北海道でも流行っていますので、私も色々、

勉強させていただいています。箱物を作るのではなく、誰もがいつでも行ける

ような施設を作って福祉の向上に向けていただきたいという気持ちでいるの
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ですが、町長はどのような考えをもっているのか、お伺いします。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 議員が言われたように、月形町においては社会福祉協

議会が高齢者に集まっていただき、あずまし茶屋というネーミングで月に１

回実施していますが、これを発展させて高齢者ばかりではなく、障がいのあ

る人や子どもたちなどを含めて町民が集える常設サロンの設置を目指してお

ります。そんな意味から、今後、社会福祉協議会や福祉事業に携わる法人等

の取り組みを支援し、連携しながら議員の言われている空き家などを整備し

ながら進めていきたいと考えております。それから、共生型施設として当時、

社会福祉協議会の理事として設計等に参画させていただきました交流センタ

ーは、世代間交流会などを行う地域福祉ネットワーク推進事業、地域住民各

種サークル団体等が利用でき、かつ、高齢者及び障がい者が共生して集える

場所ということで、まさしく計画どおりのかたちの中で交流センターが使わ

れていると思っております。これら創作活動、入浴サービスなどは、今、障

がい者に限定されていますが、早く社会福祉協議会や月形独自の取り組みの

中で、高齢者も含めた入浴サービスなど議員が言われているものに発展させ

ていきたいと思っております。何より、月形藤の園、月形愛光園、雪の聖母

園、友朋の丘、月形緑苑など社会福祉法人の中心は、月形町社会福祉協議会

が同じ社会福祉法人ですが、重要な役割を担っていただいていると思います

が、もっと社会福祉協議会の運営の充実について、行政がつなぐ役割をして

行きたいと思っております。何より月形からノーマライゼーションを全国に

発信したい。「誰もが安心して豊かに暮らせるつきがた」人口減少問題につい

ても、社会福祉法人の事業所が一定程度あることにより施設利用者その事業

所のサービス利用者が移動、亡くなった場合にも次に事業所を利用する、し

たい人があちこちにたくさんいます。事業所が受けて来るという意味で、そ

れを支援する職員数も一定程度、色々な努力で保って行かなければならない

時に、人口減少の少子高齢化ということでは、一般論で言うと減っていきま

すが、それらの事業所が一定程度の数で月形町の人口ベースは、しっかり守

っていけると思っております。そんな意味でも、社会福祉法人等と連携して

共生のまちづくりに努めてまいりたいと思っております。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 町長も長い間、福祉社会で働いていたので理解はある

と思います。先ほど言ったように社会福祉協議会を含め、縦割りではなく横断

型で人口問題は全課につながると思うので、保健福祉課だけでなく町全体で福

祉について考えて行かなければ、このような言い方は悪いと思いますが、福祉

難民が増えてきた時に、町は何をしているのかということになるので、この件
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については、町長は厚生労働省に知人がいると聞いていますので、スピード感

をもって月形から発信していただければありがたいので、今後ともしっかりや

っていただきたいことをお願いして私の質問を終わります。以上です。答弁は

いりません。 

 

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１０時５７分休憩） 

○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

                        （午前１１時１０分再開） 

 

○ 議長 堀  広一 順番３ 楠 順一議員、発言願います。 

○ 議員 楠  順一 前段のお二方の議論を聞いていて、町長の答弁を伺っ

て、農業については失礼ながらやや頼りない答弁であった。後半の福祉につ

いては非常に力強い答弁があり、段々、上坂カラーが出てきたのかなと感じ

て心強く思っております。話の流れとして、これから質問するテーマには非

常にありがたい流れになっており、人口減少のことが随分出ており、福祉政

策を人口減少の突破口にしていくという答弁もありました。中で、福祉職員

を一定数確保しなければならないということもありました。私から言わせれ

ば、それを実際に実現して人口減少を食い止めるところにもっていくには、

基盤となる住宅が絶対的なベースになるだろうと思うのです。ですから、色々

な政策を打ち出すことはもちろん大事ですし、まちづくりには色々な要素が

あるのでそれは必要であると思いますが、ベースになる住宅をきちんと整備

して、定住人口を増やしていく取り組みが基礎的に益々、重要になってくる

と思います。そこで、質問に入らせていただきます。通告書には、１点目、

本町に於ける賃貸住宅の需給状況について通告させていただきました。最近

の深刻な人手不足の中で、町内事業者は人手の確保に苦慮しております。農

業においては、派遣でもなかなか人が集まらない状況、それから、先ほど出

ていた福祉あるいは建設業界でも人手不足が深刻になってきて、建設業界で

は受注した仕事を工期内に完了させることに苦慮していると聞いております。

さらに、町内の福祉事業者では、人材確保のために独自政策を打っている所

もあります。また、最近、若い世代の田園回帰が言われており、若者が地方

を志望する流れが高まっております。本町でも U ターン・I ターンの若者が

私どもの周りにも訪れております。様々な団体が受入れ活動に取り組んでお

り、人材が町を訪れることが多くなってきました。いずれもそういう場合に

必ず問題になるのは住宅です。せっかく、月形に魅力を感じて来てくれても、

住宅事情が悪くて他町村から通っていることが多いわけです。非常にもった

いないことであると感じております。当たり前の話をするわけですが、これ
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は行政の責任であるということを訴えたいと思います。今まで住宅問題が行

政の課題と認識されていなかったのではないかと感じております。この話を

すると、必ず出てくることが３月、４月は問い合わせが多いけれど５月に入

ると問い合わせもなくなり落ち着いたということで、これは、３月、４月の

転勤、移動時期に月形町に住もうと思って問い合わせたけれど、それがない

のでよそに住宅を求めて通って来て、５月、６月には住んでいるわけです。

非常にもったいないと思います。それから、「どこそこの町営住宅が空いてい

る。」「どこそこのアパートが空いている。」という話はよくされます。でも、

その原因はどこにあるのか。ただ単に需要がないだけなのか。それとも、立

地条件が悪いのか。間取りが悪いのか。設備が悪いのか。あるいは古すぎる

のか。そういうことに対する検討をこれまでされてきたのかということを今

回問いたいのです。皆さんご承知のとおり、現在、若者に限らず高齢者も含

めて住居環境に対するニーズが変化しており、とりあえず住めればいいとい

うことではなくなってきているのです。誰もが新しくて清潔で便利で広くて

しかも安い住宅を望むのです。それに応え定住化に繋げることは単なる数値

だけでなく、住宅の質も係わってくると思うのです。本気で人口減少に取り

組む、移住定住促進に取り組むというのであれば、住宅の質に対して真正面

から向き合って、政策課題として取り組んでいくことが必要であると思いま

す。そういう意味で、最初の質問ですが、持ち家に対しては色々な制度があ

って、一定の成果を上げていることは認識していますが、賃貸住宅について

は、現在の需要と供給、それも量的だけでなく質的な問題も満たされている

のか。それに対する町長の認識を最初に伺いたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 改めて楠議員の住宅問題に対する課題意識、問題意識、

行政に期待するものを、これまでは町長ではなく社会福祉法人の施設長の立場

で楠議員の持論を聞いておりましたが、町長の立場で改めて今回ご質問を受け

て、私の認識についてお答えしたいと思います。ご指摘の人手不足についての

認識は、同じであります。また、議員の町営住宅等に対する思いについては、

おそらく数値は聞きたくないと思っているかもしれませんが、改めて町内の住

宅施策の指針となる月形町第二次住宅マスタープランを平成２６年度に作成

して平成２７年３月１６日の議員協議会で説明し、町営住宅のストック計画で

ある月形町営住宅長寿命化計画見直しを平成２８年３月１７日に議員の皆さ

んにお示しさせていただき、適正な管理に努めていることについては、ご理解

いただきたいと思います。この計画の中で目標の管理戸数についても検討を行

って、本町においては、残念ながら人口減少等も進んでいますので、現在２１

８戸を管理しており、平成３７年度を目途に１７８戸まで町公営住宅は減らす
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計画になっております。この計画は、社会資本整備総合交付金の対象となる補

助事業には必須な計画となっており、会計検査においても計画の実行性につい

て検証されてきているところであります。町営住宅の待機者の状況を改めて皆

さんにお知らせしますと、本年９月１日現在の待機者は８名おりますが、議員

も言われているように、どこでもいいという希望ではありません。さくらコー

ポ希望者２名、あじさい団地希望者２名、ひまわり団地・札比内団地（旧教員

住宅）・あやめ団地・こすもす団地希望者各１名ということであります。この

うち、岩見沢市から通勤のために月形に住みたいという方が８名のうち２名し

かいません。その他６名は、すでに町内に在住しているけれど今住んでいる所

からこの団地へそれぞれ入りたいという状況であります。それでは、なぜ待機

になっているのか、空きはないのかということですが、実は町営住宅に空きが

あります。こちらも９月１日現在ですが、管理戸数２１８戸、このうち、北農

場団地は壊さなければならないけれど、４戸のうち１戸は入っていて３戸が空

いている状況になっている政策空き家が７戸あり、２１８戸のうち２１１戸は

入居しておりますが、７戸が空いています。これはいずれも８名の待機者がそ

こは空いていても入りたくないという赤川１の新団地１件、白鳥団地１件、ひ

まわり団地２件、すずらん団地２件、こすもす団地の世帯分が１件ということ

で、適切に紹介しているところですが、そこはいい、自分の希望する所が空く

まで待っている状況であることをお知らせします。こんな状況を考えると、町

営住宅を建設する根拠については、乏しいと考えざるを得ないことを、議員に

ご理解いただきたいと思います。議員の言われる通り、数値だけで判断するの

は不十分であることについても、同感であります。賃貸住宅の質的問題は確か

にあると思います。私も現在の所へ住む前は賃貸住宅に２、３年入っていたの

で、それについても多少分かっております。そのことから、議会のご承認もい

ただき、４月から民間賃貸住宅等建設補助事業において、民間アパートに対す

るリフォーム補助を新たに追加させていただいたところであります。確かに議

員の言われるように住宅問題は、行政の責任であるという認識はしていますが、

なんといっても民間活力を促進するためにアパートについては、リフォーム等

について限度はありますが、しっかり行政の責任で補助することをもっとやっ

て、そして、民間賃貸住宅の大家さんにそれを理解していただき、何とか大い

に活用していただきたいと思っております。外壁や屋根に関する外装リフォー

ム５０万円を限度に内装リフォーム３０万円を限度に補助しております。現在、

町内にある民間アパートは１２棟、部屋数６０戸と把握しております。この民

間アパートも全て入居されているわけではなく、８戸程度の空き部屋があると

いう情報を得ています。こうした空き部屋についてぜひ町の補助金事業を利用

して、リフォームして若い人たちが民間アパートに入居する状況になってくれ
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ればいいと思っております。また、民間アパートや社宅の建設にも活用してい

ただきたいと考えております。他定住化については、町全体の問題であると認

識していますので、様々なニーズについては、これからも町政懇談会や出前町

長室などを通して生の声を聞かせていただき、行政の責任でやるべきことがあ

れば、スピード感をもって議員の皆さんのご理解を得てしっかりやっていきた

いと思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 残念ながら想定内の答弁であったと思います。最初に

申し上げたように基本的に地方創生人口減少を語るのであれば、住宅問題に対

するビジョンが必要になってくると思うのです。確かに現状は分かりますが、

私から言わせれば、月形町は住宅事情が悪いということが色々な事業所を通じ

て知れ渡っているかもしれない。だから最初から月形は対象になっていない場

合もあるし、住宅に対する町から外部に対するインターネットを通じたアピー

ルが行われていないので、もしかしてそれが定着されてしまって事業所はいっ

ぱいあって働いている人もいっぱいいるのに、どうしてもよそから通ってきて

しまう。今までは買い物をする所がない、遊ぶ所がないということが言われて

いましたが、それだけなのか、一度、きちんと調べてみる必要があると思うの

です。後段でもお話ししますが、以前の質問で昼間人口は夜間人口ようするに

月形に住んでいる人のプラス６００人がよそから通って月形の学校へ通う、働

きに通っている人がいるので、それに着目して政策を打つべきではないかとい

うことで一般質問をしたのですが、それがなかなか進まなかった現状があるわ

けです。１点、町営住宅について最後の町長の答弁にあった通り、町営住宅を

いたずらに増やして民間賃貸住宅を圧迫するのは必ずしも望ましいことでは

ないと思います。ただ、行政的なことから福祉・低所得者対策として町営住宅

は必要であり行政の責務です。低所得者に対して住宅を提供する認識をもう一

度、改めて、釈迦に説法かもしれませんが、ニーズを捉えて町として供給する

責務がどの程度あるのかということ。量的な町営住宅の供給目標は、きちんと

把握して設定すべきであると思います。確かに住宅マスタープランはあります

が、需要と供給の観点ではなかったように思います。おそらく、数字を調べた

のですが、昭和に建てられた住宅が相当数あり、昭和４０年代、５０年代に建

てられたということは、すでに４０年、５０年経過しているのです。それも町

営住宅の福祉的な意味とはいえカウントされていることも果たしてどうなの

かと感じています。そういう意味で量的な目標水準、もう一つ、質的なことで、

言わなくても分かると思いますが、ある程度の間取り、防寒対策、トイレは今

やウォシュレットが当たり前ですから、質的な整備の水準として、これは人口

減少対策ですから、そのように理解してやるべきではないかと思います。再質
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問については、その点について町長の今の考え方をお伺いしたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 今、議員が言われた調査や意向の確認を十分にやって

いないのではないかというご指摘については、担当課としっかりお話ししなが

らやっていきたいと思っております。確かに住宅がきちんと整備されていなけ

れば住まないという一面はありますが、私のつたない経験から言えば、前職の

ときに「月形町に住んでほしい。」と職員とお話しして、自慢ではありません

がほぼ１００％月形に住んでもらい、消防団活動や地域のボランティア活動を

やるべきであるとお話しして、職員の理解を得て職員が月形町に積極的に自ら

申し出て住んでくれるというかたちになりました。先ほど議員はたくさんの企

業があってもよそから通ってきているということで、それは、住宅の整備につ

いて行政が責任を持ってやっていない、その責任の一端は言われることについ

ても、今年度始めたリフォーム等の補助等についても、限られた予算の中です

から十分とは言えない面もあると思っていますが、これから、月形の企業のト

ップと職員の定住化、移住化等についても、話し合いをして行きたい。そして、

協力、支援をしていただきたいと考えております。また、賃貸住宅のオーナー

の人たちにも、私の考え、そして、一緒になってそのようなかたちで若者、月

形で働く従業員が、月形に定住してくれるか、移住してくれるか、その方策を

考えて行きたいと思っていますので、ご理解いただきたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 うっかりすると上坂節に流されてしまいそうになる気

がしています。後段、町長が言われた各事業所のトップに、町内に住んでいた

だきたいということは、ぜひ、やっていただきたい。おそらく、このお話しを

したら返す刀で、「月形町の住宅事情はどうなっているのか。」ということが出

てくると思うので、それは、しっかり受け止めてほしいと思います。そういう

意味も含めて、前段の町営住宅も含めた住宅の需要と供給はどこにあるべきか

を、人口減少対策の一丁目一番地であると思います。確かに皆さん持ち家で人

生の財源のほとんどを費やして家を建ててくれと言うのは理想ですが、いきな

りそうはならないので、まず、賃貸住宅に住んでその上で月形町に本当に骨を

うずめることになれば、家を建てて拠点を作ることにもなっていくと思うので、

それは、しっかり取り組んでいただきたいと思います。 

 

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１１時３７分休憩） 

○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開いたします。 

                        （午後 １時３０分再開） 
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○ 議長 堀  広一 楠 順一議員、２点目の質問からお願いします。 

○ 議員 楠  順一 お昼をはさみましたので、午前中の質問について少し

自分なりにまとめてみたのですが、状況認識については、多少のズレがあった

気もしますが、基本的に公営住宅、賃貸住宅の質の問題について初めて目を向

けるということで、これについてのしっかりした調査をお願いしたいというこ

とで、それは了解を得たと解釈していますので、宜しくお願いしたいと思いま

す。基本的な住宅政策というものの捉え方については、食い違いがあると思っ

ているのですが、２点目の質問は具体的な政策についてどうするのかというこ

とに入って行きたいと思います。通告書のとおり、月形町創生総合戦略の中身

の住宅政策、賃貸住宅政策について質問したいと思います。民間賃貸住宅に対

する家賃助成制度ですが、栗山町、奈井江町等近隣でもこれを採用している自

治体があると思います。低所得者対策向け、若者移住対策向けだったりするの

ですが、本町においては、先ほど言ったように月形町創生総合戦略における「講

ずべき施策に関する基本的方向」のなかで「単身者や若い世帯が住まう住宅数

や入居基準の見直しを行い、月形町外へ転出せざるを得ない状況を解消してい

きます。」とあり、単身者住宅転居対策（入居制限の緩和など）（拡充）、若者

就業者への生活支援（家賃助成など）（新規）ということで掲げられておりま

す。これについては、先ほどから住宅に関する考え方の中で、必ずこれについ

ては実行していただきたいと思っていますが、この進行状況についてお伺いし

たいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 質問にお答えしたいと思います。１点目の単身者住宅

転居対策（入居制限の緩和など）（拡充）についてですが、これは、若年単身

者向けのこすもす団地において退去する年齢制限について引き上げを検討す

るものであり、月形町営住宅特定公共賃貸住宅条例施行規則によると、これま

で年齢については１８歳以上３９歳未満と規定していましたが、昨年度検討し

てこれまで先ほど述べた規定により退去をお願いしてきた経緯もありますが、

新規に入居を希望する若年者との入れ替えも考慮しなければならないことか

ら４５歳程度が妥当ではないかと判断して、早速本年４月１日から施行し実施

したところであります。また、家賃補助の制度化についても検討していますが、

この検討に当たっては福祉関係事業所や建設業等における各事業所の住宅手

当等について一部ですが、調査しております。福祉関係事業所では、公務員住

宅手当に類似する制度がすでに設けられていることが確認できました。また、

制度設計する上で様々な問題も見えてきました。入居者個人に補助するのか、

就労する事業所に補助するのかという中で、それぞれ検討してきております。

公営住宅に入居している人を対象にするかどうかということもありますし、転
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勤で短期しか入居せず定住が見込めない場合はどうするのかという問題もあ

ると担当課の中では色々検討してくれております。そのようなことから、若年

層に町内居住を支援することで移住定住人口流出対策にどう効果を発揮する

のか更に検討する必要があると思っており、一定度の基準等を作りましたが、

もう一度、現在、検討中であります。先ほど民間アパートの利用補助にも触れ

ましたが、民間の活力をしっかりやっていただくことが柔軟でスピード感もあ

ると思っております。民間が活力を出せるように行政が責任を持ってやること

が、行政の役割であると認識しております。商工会も他の取り組みを思索し検

討していると聞いていますし、商工会とも連携して行きたいと思っております。

民間の賃貸住宅の８戸が空いているということなので、リフォームの補助を活

用していただき、若者が喜んで住めるようなアパートにしていただきたい。そ

れから、公営住宅の修繕についてですが、先ほど申し上げませんでしたが、す

でに公営住宅に入居されている人のアンケート調査を行っており、改善点や要

望など聞いていますので、それらの調査に基づいて老朽化してきている公営住

宅の修繕を行うなどをして、魅力ある住宅になるよう工夫を重ねて様々な新た

な施策も盛り込みながら新年度に向けて住宅整備等についてしっかりやって

いきたいと考えておりますので、ご理解とご協力、ご支援を宜しくお願いした

いと思います。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 新しい公営住宅の修繕に関するアンケート調査や民間

に対する家賃の補助の検討をされている内容については、理解しました。特に

この中で注目するのは、家賃の補助ですが、確かに事業者が住宅手当を支給し

ている所もあると思うし、また、していない所もあるので、それについて人口

減少対策特に若者、子育て世代に対する支援ということでは、大事であること

が一つ。もう一つは、今、民間住宅のリフォームや建設に対する補助がありま

すが、事業者のお話しを聞くとそれが本当にうまるのかという不安もあると思

うのです。ですから、最低でも１０年、１５年と、ある程度、入居者が見込め

ないと将来的な投資に踏み込めない業者もいるかと思います。その場合、ある

程度、家賃補助制度をうまく活用して一定の入居者は見込めるということを町

が担保するかたちが取れれば、民間事業者も積極的に取り組む所が出てくるの

ではないかと思うのです。そういう意味では、国も色々な政策を出しています

ので、それらも含めて住宅建設、入居者に対する支援を一つのパッケージとし

て住宅政策というかたちで、トータル的に組み立てていくべきではないかと思

います。やはり、スピード感が大事であると思うのです。毎月、人口が減って

います。これは簡単な問題ではないかもしれませんが、早く手を打たないとど

んどんその状況が進行してしまうのです。ですから、今までの行政のペースで
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は食い止められないのではないかということで、もっとスピード感を上げて施

策に取り組んでいただきたい。そして、民間事業者も民間活力と言いますが、

民間活力も今は厳しい状況の中、活力自体が細っているというのが現状で、少

なくとも方向性だけでも打ち出さないと、これに乗っかる町内民間事業者も減

ってしまう状況であると思うのです。そこはもっと深刻に重く受け止めて施策

に当たっていただきたいと思います。それに関連して、一つは今、国、道も住

宅に対する考え方は、今まで住宅は供給するということで新たな住宅建設が主

流でしたが、国土交通省の住宅ストック循環支援事業ということで、住宅はス

トックである。今までみたいな「すごろく方式」と言うらしいのですが、最初

は単身でアパート、結婚したら少し大きめのマンションやアパート、最終的に

は一戸建てを建てて、住宅ローンを組んで一生の収入のうちの相当部分をつぎ

込んで一戸建ての住宅を建てて上がり、すごろくで言えばゴール、上がりとい

うことで、住宅すごろくという言い方をするらしいのですが、そういうことは

終わった。これからは、住宅は循環していくものである。だから、一戸建てを

建ててそれで終わりではなく、夫婦２人になったら一戸建ては若い世代に販売

するなどして老後は小さなマンションやアパートに入るということで、今、国

は住宅の市場も作ろうとしているし、ライフサイクルに合わせた住宅の住み方

を進めており、その考え方を「住宅ストック」と言って、「住宅ストック」を

循環させる取り組みに対して支援するということで、平成２８年に出た政策で

あると思いますが、住宅のエコリフォーム、ただ単なるリフォームではなく省

エネ、環境にやさしいリフォームに対して支援するということ。それから、既

存住宅を購入する若い世代に対して住宅のインスペクション、調査に対しての

補助、リフォーム工事に対しての補助、エコ住宅への建替えという政策が去年

から出てきております。私も詳しい内容については熟知していませんので、行

政でも調査していただきたいと思います。既存の住宅を長寿命化リフォームし

て今の時代にあった自然にやさしい、環境にやさしいかたちにして、それを循

環させてという考え方になっていますので、ひるがえって、うちの町で言えば、

最近、空き家が増えているので、その空き家に対してこの制度を活用して空き

家を循環して、外から来る子育て世代にも利用してもらえるような政策、今、

町が空き家バンクをやっていることも知っています。それを一歩進めてそうい

うかたちにしていくと、今、ずっと議論してきた住宅が足りる、足りない、公

営住宅がいいのか、賃貸住宅がいいのかという議論もありますが、それに加え

て空き家をリフォームあるいは、空き家を空けさせないで次から次へと利用し

てもらうような循環を作っていく施策は、うちの町に相応しいのではないかと

いう気がしていますので、その点について、ぜひ、検討していただきたいと思

います。今の段階での町長の考え、初めて聞く話もあるかもしれませんが、ど
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のような印象か、お聞かせ願いたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 私は、選挙期間中にある地区のお年寄りとお話しをし

ました。「冬期間、国道から何キロも奥の一軒家に住んでいて、そこまで除雪

車が除雪してくれて、大変、迷惑を掛けている。だけど、主人と長く住んでき

た家での生活はやっぱり思い出もあるしそこで生活したい。だけど、冬の３箇

月間ここではなく町の中で仲のいいお年寄りと冬期間だけでも共同生活すれ

ば、除雪しなくて済む。冬の屋根の雪下ろしなどは何度かしなければならない

けれど、そんな迷惑を掛けないで済む。そうすると自分も夏の間、自分のでき

る範囲で一人暮らしをすることがいい。それについてどう思う。」と聞かれて、

とても嬉しく思いました。そんなことまで心配してくれている。そういう思い

でいる。それを考えたとき、今、議員が言われたような空き家のリフォームを

して、そのようなかたちでお年寄りの願いや想いにも応えることができるし、

今、言ったように移住者の活用もできると考えたら、行政はこの１年間で制約

がありスピード感をもってと言いながら、多少、これまでの自分の経験のスピ

ードと行政のスピードの違いがありますが、まさに私がそれをしっかり認識し

て、実現に向けて、現場そして町民の皆さんと何度も言っていますが、ひざを

突き合わせて、想いや願いを「我が事」と受け止めてしっかり「丸ごと」実施

する。それが私の共生のまちづくりであると思っていますので、それに向けて

今、議員が言われたことも含めて、これ以上、議員から住宅問題について「何

をやっているのか。」と、言われないようなかたちでしっかり取り組んで行き

たいと思います。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 最後に力強い答弁をいただき、ありがとうございます。

もう一点だけ、これは町の自治体全般の施策に係わることになると思いますが、

公会計が変更になりますが、民間の企業会計を公会計にも導入するということ

で、全面的にそれに切替わることではないらしいですが、それが住宅問題、町

の資産にどのように影響してくるのかと思うのですが、それはなぜかというと、

今までの町の会計は単年度主義でいわゆるストックと言われるものは基金、負

債は公債比率、町債、いわゆる企業のバランスシートにはそれしか出てこない

状態ですが、公会計の移行によって減価償却という考え方が出てくると、いく

らお金として基金を持っていたとしても、町が持っている資産の価値をもう一

度、評価し直したら、これを仮に一つの建物があってそれをこれからも利用で

きるかたちで維持するとしたらどれだけのお金が掛かるのかということで、非

常に財政の数字が良くない自治体でも持っている資産はピカピカの新しいも

のである場合は、決して町の財政が貧しいとは言えないと思うし、逆にお金は
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たくさん持っているけれど、町が持っている資産が老朽化してこれを建替える

には莫大なお金が掛かる自治体があるとすれば、その自治体は豊かな自治体な

のかということが、これから出てくる気がするのです。そうした場合には、特

に町民の福祉に直接影響する部分は、ある程度、計画的に投資して行かなけれ

ばならないという考え方がこの次には出てくると思うのです。国でもそのよう

な事を言っていますので、そういう意味で、これは住宅だけに限らず、我々議

会も勉強しなければならない課題であると思います。本当の意味で町の財政は

どのようなかたちが望ましいのか、どのように評価していくのが適正なのかと

いうことで、概念が変わってくると思うのです。それについては、お互いに課

題として行きましょうということで、お話しておきたいと思います。今までこ

のようなことについては、我々議会もとかく重箱の隅を突くような議論があっ

て、将来的に大きな視野でこれからどうしていくのかということをある意味で

リスクや失敗を恐れず取り組むようなことを評価しながら、その成果を町民の

目線で評価していくようなスタンスで向き合っていかなければならないと個

人的に思っています。私の意見表明になりましたが、住宅問題については、最

初に言った通り、人口減少、地方創生の一番の基本になる課題であると思いま

すので、最後に町長が言われた決意を行政としてしっかり実行していただきた

いと思います。これについては答弁はいりません。私の質問を終わります。以

上です。 

 

○ 議長 堀  広一 順番４ 金子廣司議員、発言願います。 

○ 議員 金子 廣司 通告書に基づきまして、質問します。私の質問は、月

形町は「住み良い町」になっているかということです。町内には、こども園、

学校、病院、福祉施設、仕事場などがあり、行政のそれなりの支援があり、「住

み良い町」に見えますが、実際は少し違うのかなと感じます。現状は、病院経

営も厳しく、ＪＲ存続も厳しく、又、町内事業者と従業員の生活も厳しいと聞

く時、私は考えます。何とかならないのかと。そこで、お金が回る仕組みが必

要ではないかと問うたときに、一つの例として委託事業ですが、私たちの町で

出来る事は私たちの町で出来ないのか。事業者の仕事量が減ってきて経営自体

も非常に厳しいとき、当然、町内の仕事量も減ってきますし、町内業者を活か

すことを考えたとき、そういう所に目を向けなければならないときにきている

のかなと感じます。そこで、町長の考えをお聞きします。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 本町は、少子高齢化の進展、生産年齢人口の減少など

山積みする課題に直面しています。平成２９年度予算においても、経常経費の

一層の見直しを図り、月形町第４次総合振興計画・前期基本計画で設定した重
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点プロジェクトや総合戦略事業を着実に実行するように進めています。本町の

予算に占める委託料は、大きなウエートを占めていますが、役場庁舎など公共

施設の管理委託やコンピューターシステムなどの保守があり、近年は情報セキ

ュリティ強靭化等のシステムに係る保守委託が増加している状況にあります。

以前から契約している委託業務の一部については、資格が無ければ行えない業

務や一定の規模が無ければ行うことができない業務もあります。現在、月形町

内の業者には、請け負うことができない業務があるのですが、できるだけ町内

民間業者を活用していきたいと思うところです。そのためには、町内業者の

方々にぜひ積極的に資格取得や事業組合の設立などを意欲的に取り組んでい

ただきたいと思っております。そのために、行政がしっかり支援したいと思っ

ております。現在、町外業者と契約している業務の中にも、町内業者が受注で

きるものがあると思いますので、皆さまの意見もいただき業者指名のあり方な

ど必要な改善を図っていけるものは、しっかり改善していくことについても考

えています。また、業務委託ではなく直営との考え方もあると思いますが、私

のこれまでの経験から民間業者が柔軟に効率的に対応することができ、様々な

人へ働く場を提供し色々な業者に委託していく方がより良いサービス向上に

つながり、「住み良い町」になっていくと考えております。しかし、ややもす

ると、民間業者は会社の利益追求を優先してしまい、従業員の待遇等について

厳しくなる一面もあることを聞くこともあります。委託業者の選定に当たって

は、慎重にまた契約する業者とは従業員が安心して意欲を持って働き続けられ

る情報共有を図ってまいりたいと思います。「町が発注する委託業務を受注し

た会社に就職して良かった。」と思ってもらえるよう、又、町の業務を担って

やりがいを感じてもらえるよう業者と連携を図りながら努力したいと思って

おります。私は、町長に就任してから「誰もが安心して豊かに暮らせる共生の

まちづくり」を目指して町政を推進しております。「住み良いまち月形町」に

職員一丸となって一層努力してまいりますので、ご理解、ご協力をお願い申し

上げます。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 今、町長はさすが民の出身者であると思います。やは

り、１年やっていれば大体のうちの町の発注の仕方、仕事をされている方の状

況がつかめていたと理解します。実際に町長が心配されるややもすれば利益追

求型になる可能性も出てくる場合もあります。でも、一つのやり方をちょっと

変えることによりそれも防げると私は考えています。それは、職員が真剣にど

うやったらうちの町で積算したものが本当に働く人にいっているのかという

ことを念頭に置き、自分の立場に置き換えた時にその答えが出てくると思いま

す。それを職員が一丸となってやっていただければ、いいと考えます。実際に
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これだけ仕事が減ってくると、町内事業者も生活していくためにはどうしても

地方に出て仕事を求めていますが、実際には段々減ってきています。やはり、

町内でできることは町内業者に何とかやってもらえるシステムを作ることが

必要であると思います。そういう意味では、今の町長の答弁はその一つと理解

します。 

次に、町立病院ですが、今年中に一定の方向性を出すと聞いていますので見

守っていきますが、仮に方向性を見直すことになったとき、介護老人保健施設

と町立病院の連携を考えておられるのか、私が言う連携というのは、経営体制

を見直すとき、仮に診療所となった場合、空きベッドを利用して介護老人施設

に変換する考え方を持っているのか。他と合わせるということではなく、その

考え方を持ったとき、空きベッドを有効に使う考え方、私は、何とか老健施設

にならないかと考えているのですが、その考え方を持っておられるのか、お聞

きします。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 お答えします。介護老人保健施設とは、議員もご承知

のとおり比較的少ない費用負担で医療管理下において看護、介護そして回復期

のリハビリが受けられる施設であり、病院と自宅の中間的役割であるため、在

宅復帰を前提としたリハビリが中心となります。入所期間は、３箇月から１年

程度となりますので、３箇月ごとに行われる判定で退所できると判定された場

合は、継続して介護老人保健施設に入所、住み続けることはできません。また、

入所には原則として６５歳以上、要介護１以上の認定を受けることが必要で、

施設によっては症状が安定して入院の必要がないこと、感染症にかかっていな

いことを条件としている所もあります。近年の医療機関では、老健施設を併設

している所も多数見受けられるところですが、老健施設を併設することで入所

要件を満たす患者には老健施設に入所していただき、病状によって再度入院し

ていただくなどそれぞれの施設の機能に応じた対応を図っているところであ

ります。近隣の自治体病院や診療所では、ダウンサイジングに対して空き病棟

を老健施設に転換する計画を持っておられる所もあります。議員のご質問にあ

りました月形町立病院がもしも規模縮小を行う場合、病棟が一つで全ての病室

が一つの階にあるため老健施設と併設の場合は、感染症対策、プライバシーの

確保等について大いに懸念されるところです。医療機関、老健施設それぞれに

国が定めた施設基準があって、供用できる部分とそうでない部分があります。

老健施設の場合には、専用診療室が必要で尚且つスプリンクラー設置の義務付

けがあること。病室についても現在の町立病院の病室面積では施設基準を満た

さない病室面積であり、例えば４０床から診療所の１９床を除いた２１床の老

健施設ということにならないと考えております。また、人的面では、老健施設
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においても施設管理者として常勤医師が必要となる他ケアマネージャー等の

専門職、事務職員の配置等も必要となります。採算面で考えますと、老健施設

のベッド数が少ないと運営費に見合う介護報酬を得ることは難しく、また、老

健施設に対するニーズについても、町内にある老健施設の状況からみると、増

床する必要まではないと聞いております。先日、月形緑苑の緑苑祭に行ってき

まして、緑苑の新しい法人理事長が家族と利用者に向かって新しい私が責任者

で緑苑を運営することになった。これまでのサービスとは何ら変わらない。緑

苑の施設は老朽化しているので、何とか新しく建替えそして今、修繕しなけれ

ばならない所は早急に修繕しながら、今よりもっとサービスの良い老健施設に

したいというご挨拶をされているのを聞きました。私も挨拶して、今の理事長

の力強いお言葉をお聞きして、非常に嬉しく思ったところです。そんなことも

あって、仮に月形町立病院を診療所とする場合においても、老健施設との併設

については、極めて厳しく慎重に検討しなければならないと考えております。

月形町立病院の運営に対する見直しについては、現在の病院の病床４０床規模

なのか、診療所への縮小なのか、また、町の直接運営なのか、民間への指定管

理なのか、現在、関係機関等のご助言をいただきながら、検討を行っておりま

すので、現時点では方向性を定めて皆さまに説明する段階にはございませんが、

今後、更に各方面のご意見、ご助言いただきながら皆さんに心配、ご迷惑をお

掛けしておりますが、いい方向で進めるようしっかり検討を進めていきたいと

考えておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 分かりました。病院のことはたぶん検討していると認

識していたのですが、町民から「方向性を秋までにということを聞いているけ

れど、何か動いているのか。」と相談を受けたので、それを聞いたとき内容を

知りませんでしたので、このように公の場で質問することでそれなりの答えが

得られると思って今回質問しました。実際、もしも空きベッドができたときに

は老健施設でできればいいかと素人考えで質問したわけですが、実際に縛りが

あればできないし、いい方向に向くよう今検討しているということなので、

我々議会も相談に乗りますが、町民にとって何がいいのかきちんと検討して答

えを出してほしいと思います。質問は以上です。答えはいりません。 

○ 議長 堀  広一 以上で一般質問を終わります。 

 

○ 議長 堀  広一 本日の日程は全て終了いたしました。 

  お諮りいたします。９月７日から決算特別委員会が終了するまで休会にし

たいと思います。これにご異議ございませんか。（「異議なし」の声あり） 

○ 議長 堀  広一 ご異議なしと認め、決算特別委員会が終了するまで休

会とすることに決定いたしました。 
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  本日は、これをもって散会いたします。 

   （午後 ２時１３分散会） 


