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平成１８年白老町産業建設常任委員会会議録 

 

平成１８年７月２７日（木曜日） 

開 会  午前 １０時０１分 

閉 会  午後  ０時０９分 

 

○陳情審査 

陳情第１号  白老町役場内に企業誘致に特化した専門課設置に関する陳情書 
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委員長  小 西 秀 延 君     副委員長  玉 井 昭 一 君 
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斎 藤 征 信 君            
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委 員  中 出   正 君 

  

○説明のため出席した者の職氏名 

総  務  課  長        白 崎 浩 二 君 

産 業 経 済 課 長        三 戸 功 二 君 

＜参考人＞  社団法人 白老青年会議所 

理    事    長       戸  田  安  彦  君 
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○職務のため出席した者の職氏名 

事 務 局 長         上坊寺 博 之 君 

書     記         久 末 雅 通 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（小西秀延君） これより、産業建設常任委員会を開会いたします。お謀りいたしま

す。本委員会については、傍聴を許可することにご異議ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） 異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。次に、本日の委員会の日程について、事務局長から説

明いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日の委員会でございますが、第２回定

例会におきまして、社団法人白老青年会議所から提出されました、陳情第１号、白老町役場内

に企業誘致に特化した専門課設置に関する陳情書について審議する予定をしております。よろ

しくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） これより、陳情第１号、白老町役場内に企業誘致に特化した専門課

設置に関する陳情書を審査いたします。まず、陳情書の朗読を事務局長からさせます。 

○事務局長（上坊寺博之君） それではまず、陳情書の朗読をさせていただきたいと思います。 

お手元に配布させていただいております裏のページをご説明します。資料等についてはご説

明いたしませんので、本文だけ朗読いたします。 

 件名であります。白老町役場内に企業誘致に特化した専門課設置に関する陳情書。要旨でご

ざいます。日頃より、我々社団法人白老青年会議所の活動に対し、町理事者並びに議会、町職

員の皆様には、特段のご配慮をいただき深甚より感謝申し上げます。さて、平成の大合併と言

われる市町村合併が進むなか、当町は自立という選択をし、自主自律していく状況を歩んでい

ます。当町には多くの予算を注入した白老港を始めとする様々な希望がありますが、少子高齢

化、人口減、歳入の減少と目を背けられない現状も多く存在します。このような現状を打破し、

まちが活性化し存続していくためには、若者の雇用機会の創出が重要な課題であると言えます。 

そこで企業誘致に特化した、専門家の導入を含めた専門課の設置が必要と考えます。つきま

しては、企業誘致に特化した専門家の導入を含めた専門課の設置を強く要望いたします。 

理由でございます。多くの企業誘致に成功することにより、そこに新たな雇用が生まれ、税

収が増えることや、まちに対する経済効果と発展が期待できる。以上でありますが、別紙にて

添付の資料を含め、提案を勘案、ご覧察の上、企業誘致に特化した、専門家の導入を含めた専

門課の設置をしていただく、上記のとおり、社団法人白老青年会議所より陳情いたします。 

平成１８年６月７日、陳情者、住所、白老町大町２丁目３番４号。氏名、社団法人白老青年

会議所、理事長戸田安彦。 

以上であります。 

○委員長（小西秀延君） それでは、陳情の審査についてどのように進めたらいいか協議をし

たいと思います。ご意見お持ちの委員の皆さん、いらっしゃいますか。 
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事務局長から説明お願いいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） 先に、陳情の審査についてご説明いたします。何回も陳情を審

査されてる方もおりますし、委員の中にはまだ初めてという方もおられるかと思いますので、

一応確認の意味でちょっとお話したいと思います。 

請願、陳情の審査という紙があろうかと思います。審査でございますが、会議規則の第９４

条に、委員会は審査結果を採択すべきもの、または不採択にすべきものに区分して、議長に報

告をしなければならないという規定がございます。ですから、今回の委員会において、採択か

不採択を決めて、採決していただいて議長に報告をするということになります。次に、採択さ

れるための要件ということが、そこに記載をさせていただいています。 

まず１つは、権限があることが、これが重要でございます。採択された時に、それを処理す

る権限が議会、若しくは執行機関のいずれかにあることが必要であり、権限がなければ処理す

ることが出来ない。ですから、権限がなければ、不採択にせざるを得ないということになりま

す。 

それと、２番目の願意が妥当であることということでございますが、住民の要望することは

当然のことである、ということであって、いかに住民の要望であっても、現在の行財政の現状

からして、受け入れられないといったものは、不採択にせざるを得ないということでございま

す。要するに、言っていることは分かるけど、今現実には難しいんでないかということであれ

ば、不採択にせざるを得ないという。ただ、願意を尊重するということも大切であるというこ

とでございます。 

それと３番目、これが特に意義を持つことだろうと思っておりますが、実現の可能性がある

ことということが条件でございます。採択した場合に、近々のうちに願意の趣旨のとおり、実

現できるかが問われるということでございます。何故かと言いますと、議会が採択すると、陳

情者はそれに期待をします。早々に実現されるだろうという期待を持つのは当然であると思い

ますが、それが３年経っても５年経っても実現されない時には、議会が採択したのは何だろう

かという疑問を持つことになりますので、そういうことも十分勘案しなければならないという

ことでございます。当然、議会の採択でございますから、町側は当然それを尊重して検討され

るでしょうが、必ず実現しなければならないという拘束力は持ってございませんので、そうい

う部分も含めて採択されるべきは検討しなければならないだろうと思います。 

それともう一つ、採択、不採択が、これ原則なのですが、採択、不採択以外の方法として３

つの採択の仕方がございます。１つは、みなし採択でございます。みなし採択というのは、陳

情が上がりまして、審議している途中でそれが実現可能になった、予算がついたですとか、条

例が通ったという時には、採択、不採択するのではなくて、みなし採択として処理するという

ことになります。これは、そこにも書いてありますので、同一会期内において、既に同一の趣

旨、目的の議案、または請願がされている場合、それを出されている場合は一事不再議の原則

に触れると。二回議決するような形になりますので、同じもの再度議決することになりますの

で、それの場合はみなし採択をするということでございます。 
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それともう１つは、一部採択というのがあります。請願の項目、陳情の項目が複数あって、

それのうちの１つは実現可能という、そういう願意も含めまして良いんじゃないかと。あとは、

これは実現不可能であると、駄目だという部分、陳情者の意に沿って、この一部であっても採

択するという方法が一部採択であります。 

それと、３番目の趣旨採択ということがございます。これは請願は妥当であるが、実現性の

面でも確信が持てないと言った場合に、不採択にすることも出来ないということから、やむを

得ず取る方法でございます。ものの方には、趣旨採択というのは、あまり肯定的には書かれて

いないようでございます。 

一応、こういうものを踏まえて、ちょっと陳情審査をお願いしたいと思います。以上でござ

います。 

○委員長（小西秀延君） 本件にかかわる担当の課ということで、産業経済課の方からご説明

をという考え方もあるのですが、６月の定例会におきまして、所管事務調査を終えたばかりと

いう今、形になっております。それで、そちらの方は、今回は説明を割愛するという考え方は

いかがというふうに思っておりますが、委員の皆様からのご意見をいただきたいと思います。 

吉田委員、どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 本件については、いろいろと経過もありますし、議会でも議論された

ところでございますが、実は４月の組織改革において、産業経済課における専門職制度を設け

て、前担当課長が企業誘致担当ということで配置されているわけでございます。経過からする

と、多分行政は、これによってある程度の方向性を見出せるのではないかという可能性の組織

化に満足しているのではないかという私自身の考えを持っているのでございますけれども、改

めてそれらについて、もう少し内部の状況を、現状を４月以降の流れから踏んで、一度現在の

行政側の考えもやはり打診する必要があるのではないかという気がするのですが、如何でしょ

うか。 

○委員長（小西秀延君） 他にご意見ございますでしょうか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 陳情を出された青年会議所からの説明というのは、受けなくて良いの

かどうなのか。 

○事務局長（上坊寺博之君） それについては、議会改革の中で、請願、陳情あった場合につ

いては、なるべく参考人としてお呼びして、願意を聞くということになっておりますので、既

に委員長の方から議長に参考人招致という形でお願いしていまして、今日もう既にみえていま

す。ですから、進め方を決めてもらった後に入ってもらう予定でいます。 

○委員長（小西秀延君） 流れ的に言いますと、今後、ここに白老青年会議所の方から願意に

ついてのご説明をいただきまして、その後かかわる課、産業経済課と、もう一つ組織という面

で考えるのであれば総務課。こちらの方の説明を受けるかどうか、その辺のご意見を賜れれば

と思っています。 

○事務局長（上坊寺博之君） 基本的には、今、専門担当参与を配置されていまして、当然、

産業経済課でやるのですが、組織、機構の部分になりますと、所轄は総務課になるのですよ。
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企業誘致がどうかというのは、担当のレベルでしょうから、話が出来るでしょうけど、今の現

状、職員体制ですとか、当然、今グループ制もひいていますから、そういう部分ちょっとお聞

きするとなれば、総務課になろうかなと。参考まで申し上げますと、組織機構というのは町長

の専権事項なのですよ。ですから、町長から直接お話を聞けば一番よろしいのでしょうけど、

担当者のレベルの方でも、個人的な気持ちというのですか、そういうものをお話出来るかなと

いう気がしますけど、基本的にやります、やれないというお話は出来ないですよね。逆に言う

と、町側と議会側のタブーというか、暗黙のルールの中で、組織機構の部分については町長の

専権事項なのです。例えば、それを裏返しすると、議員定数に対して、町長が何人にすれとい

うことと同じ効果があるのですよね。ですから、その面も含めてちょっと慎重に議論しなけれ

ばならないと思っております。以上であります。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） いずれにしても、委員長が言われたような内容で進めていかない

と、中身も分からない部分出てくるから、説明一律みんな受けるべきだと思いますけど。 

○委員長（小西秀延君） ご意見いただいて、産業経済課そして総務課からのご説明も受けた

方がよろしいのではないかというご意見が多く出ております。そういう進め方でよろしいでし

ょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、本日のスケジュールといたしましては、社団法人白老青

年会議所の皆様のご説明をいただき後、産業経済課そして総務課からの説明をいただく。その

後に、採択をするかどうかという話し合いを皆様とさせていただきたいというふうに思います

が、そういうスケジュールでよろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、暫時、休憩をいたします。 

休憩 午前 １０時１５分 

  

再開 午前 １０時１７分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。 

次に、白老青年会議所の役員を参考人として招致しておりますので、参考人からの陳情書の

願意についてお話をお聞きしたいと思います。 

戸田理事長、よろしくお願いいたします。 

○理事長（戸田安彦君） 社団法人白老青年会議所理事長を勤めております、戸田と申します。 

今日はどうぞよろしくお願いいたします。また、日頃より青年会議所の活動、運動にご尽力、

ご支援をいただいていることを、この場を借りてお礼申し上げます。今日は、産業建設常任委

員会の皆様に、お時間を割いていただきまして、本当にありがとうございます。それでは早速、

説明をさせていただきたいと思います。 

 青年会議所の活動として、市町村合併、市町村再編を２００２年の５年前より、毎年フォー
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ラム形式で行ってきました。その中で、メンバーの中で議論もさせていただいた中で、今年は

５月の１９日にフォーラムを行い、その結果として、町民の意見も聞きながら、私たちに出来

ることは何かと考えた時に、この度の企業誘致に特化した専門課設置に関する陳情書という形

を取らさせていただいたという経緯でございます。本当に簡単ではございますが、経緯として

はそういう形でございます。白老町が合併しないで自立していくという方針の元、じゃあ今、

白老町は何が足りないのか、何をしなければならないのかという所を着目いたしまして、この

ような結果となりました。また、平成１８年度の飴谷町長の方針にもあります、企業誘致につ

きましても方針に載っておりますので、こちらももっと強く企業誘致に関して進んで行きたい

という願いも込めまして、この形を取らさせていただきました。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 今、白老青年会議所の方からご説明をいただきましたが、委員の皆

様からご質問を受け賜りたいと思います。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 今日はご苦労さまでございます。今、理事長さんからいろいろとお話

ございましたが、現状の町内の企業誘致のいろんな体系を承知だと思うのでございますが、私

自身もこの企業誘致活動に対して、いささか懸念を持っている一人なのでございます。それで、

皆さんが今回陳情されました内容、よく承知いたしましたが、例えば、これらについて現状の

行政のあり方について、何か特に大きな問題点として考えている事項ございましたら、２、３

点で結構でございますが、上げていただきたいと思うのでございます。 

○委員長（小西秀延君） 戸田理事長。 

○理事長（戸田安彦君） 今、現段階で白老町が企業誘致を取っているシステムとして、産業

経済課の中に企業誘致の係があります。他の日本中の成功例の都市を見ますと、企業誘致を成

功した例というのは、要は仕事を幾つも持っている中の一つに企業誘致があるのではなくて、

企業誘致に特化し職員がいて、特化した課があるという所に成功例が多く見られます。白老町

の現状を考えますと、たくさん仕事を持っている中の一つということで、これでは企業誘致な

かなか進まないのではないかということでございます。また、白老町が取っております農業の

政策とか、漁業の政策とかで、民間の力を借りて入れているという所で、企業誘致にもそうい

うことが出来ないかという考えでございます。以上です。 

○委員長（小西秀延君） それでは、ほかに。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） せっかく資料出されているんですけど、今見たばかりなものですから、

中で何か特徴的なものがあれば、説明願いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 戸田理事長。 

○理事長（戸田安彦君） 趣旨文が、本当にこのように短い趣旨分で申し訳ないのですが、５

月１９日等々に行われたフォーラムに関して、私たちの調べた中の結論を言わせていただきま

すと、企業誘致に関しては抽象的かもしれないのですけど、まちの熱意であるという結論に達

しました。この熱意というのは、やる気でありまして、白老町の現状の企業誘致を見ますと、

ほかのまちにも劣らない企業誘致を持ってくる仕組みというか、補助金が出たり優遇措置があ

るのですが、それだけでは待っていてもなかなか企業は来ていただけない。これからは、これ
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からというか、企業誘致は前からそうなのですけど、ずっと攻めていかなければならないとい

う所で。先ほどとお話だぶるかもしれないのですが、熱意という所で、もっともっと専門的に

やってほしいということですね。 

○委員長（小西秀延君） 理事長、この資料の中にアンケートだとか、経済効果の予測等とか

いろんな資料が添付されていますが、その中でここだけはちょっとご説明しておきたいという

ような、特別な思いを持っているような所があれば、そちらの方のご説明を若干いただければ

なと思うのですが。 

○理事長（戸田安彦君） まず、まちづくりフォーラムを行った、アンケートの集計表なので

すが、見ていただければ分かるのですが、今回、移住と企業誘致に特化したフォーラムという

こともありまして、今、白老町が自立していくためには何が必要かという所で、関心のある所

ということで町民のアンケートを取ったのですが、移住と企業誘致に関して、本当に高い数値

が出ております。移住に関しては北海道で全道あげてやっております。企業誘致に関しては、

今こういうような経済状況の中、なかなか踏み込めないでいる自治体が多い中、これを逆にピ

ンチではなくチャンスと捉えていければいいなというふうに思っております。 

また、経済効果の予則なのですが、中小企業庁で出されているデータを白老町に置き換えま

して、これは本当に参考資料という形なのですが、こういうような企業が来ると、５０人、１

００人規模の企業が来ると、経済的にも白老町として豊かになるという数字が出ておりますの

で、ご参照していただければと思います。 

○委員長（小西秀延君） ほかにご質問をお持ちの委員の方いらっしゃいますか。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 現状のまちの企業誘致に対する一つの熱意ということで述べられまし

た。確かに捉え方によっては、専門的にそれをついていかないと、企業は簡単には白老に来な

いだろうという観点からお話されていると思うのでございます。行政の企業誘致の本当のポイ

ントは、熱意に尽きると思うのですけれども、実際どのような形で進めたら一番効果的なのか

なということも、私も常に考えているのですが、皆さんの中でそれをどのように捉え方してい

らっしゃるのか、ちょっと一言お聞かせいただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 戸田理事長。 

○理事長（戸田安彦君） 熱意とは、ちょっと抽象的な言葉になるのですが、企業誘致をする

には先ほども話したとおり、優遇措置とか工業等々については、白老町は企業を誘致する形は

出来ていると思います。ただ、形は出来ているけど、何故企業が来ないのかというとこに着目

をしますと、やっぱりいろんな所に営業を行って、直に話を聞いてくることによって、その整

備が本当に適切なのか、またはこういう職種にとっては、こういうものが必要だという所を踏

み込んでいかないと、一般的にインフラ整備が整ってますだけじゃ今の企業は来ないので、そ

の企業企業に持っている特色を活かしながら、企業誘致を進まなければならないというふうに

考えます。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、ご質問ございますか。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） もう一つお聞かせいただきたいのですが。現在、白老町工業団地に進
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出している企業を含めましてでございますが、トータルで見た時に、各種いろんな企業が参入

しているわけでございます。現在のやり方の中で、この既存に進出している企業に対する町の

政策として、果たして現在の政策で良いのかなという考え方もあるのでございますが、それに

ついて何か特に不足点を見出している所はございましょうか。 

○委員長（小西秀延君） 戸田理事長。 

○理事長（戸田安彦君） この度、フォーラムをするにあたり、企業誘致で来られた、また、

工業団地に建てられた企業さんにいろいろお話をお伺いしてきました。その中で、最も強く意

見があったのが、インターネットの光ファイバーですね。今、スピードがものを言う時代の中

で、田舎になればなるほどインターネットの速度が遅い等々の問題があり、なかなか仕事に上

手くいかない。支障が出ているという話を強く聞くことが出来ました。 

○委員長（小西秀延君） 黒田まちづくり委員長。 

○まちづくり委員長（黒田 聖君） まちづくり委員会、委員長をさせていただいております、

黒田と申します。よろしくお願いいたします。 

私が企業さんにお伺いして、アンケートを取らせていただいたのですが、いろいろなお答え

をいただきました。今、理事長からありましたように、都市との距離感を縮めるということで、

光というものが必要だと。実際に今、石山工業団地の方にはＩＳＤＮしか入っていないと。 

ＡＤＳＬも通っていないというような状態で、情報の伝達をされていると。データの収集だ

けで一日かかってしまうとか、何時間もかかってしまうというようなお話もいただいておりま

す。 

その他に、工業団地の中の立地企業連絡協議会というのも存在はしているのですが、工業団

地内の横のつながり、町内の横のつながり、異業種に渡るつながりがもっと欲しいと。外から

入ってきたものに関して、もっと情報の共有を出来るようなネットワークを 構築していただき

たいというお言葉がありました。 

それと、人ですね。雇用政策についてなんですが、人の確保をすることも難しい状態となっ

ているということを、大きく分けると、そういうことです。あとは、インフラと除雪の関係と、

いろいろなお話はされていました。大きな所は、その位です。以上です。        

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も企業誘致をして、まちが活性化していく。何よりも大事なことだ

なということ点では一致するわけです。そういうことが出来れば良いなと思っているのですが、

今、町の役場の中でも、特化された課は無いけれども、その中で誘致活動、あるいは企業訪問

活動なんかをやっているというふうには聞いてはいるのですけれど。具体的に、今、役場の中

でやっているやり方では駄目だと。もっとこういうふうにしてほしいという、具体的な弱点が

どこだというふうに見ているのか、そのあたりあれば教えて欲しいということと。 

もう１つは、企業誘致の場合、今１番問題なのはどこのまちでも来てください、インフラ整

備出来ましたから、さあどうぞと言ってもこれない経済状態というのがあるわけですよね。ど

こでもおいそれとはなかなか来てくれない状況にある。そんな中で、単なる誘致だけ一点張り
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だけではなく、まちづくりという観点の中から、そういうものを考えていかなければならない

のかなという点もありますよね。そういう中では、何か考えておられることがあるのか。ちょ

っとこれは難しいかもしれないけれども、もし、そういうまちづくりの中でのその位置付けと

いうものを考えられていることがあるのであれば、なければいいですけれども、答えられれば

教えていただければと思いますが。 

○委員長（小西秀延君） 戸田理事長。 

○理事長（戸田安彦君） それでは、質問２点ということで、まず後からの質問、まちづくり

の中ということなのですが。青年会議所の活動、いろいろな角度から毎年やっていまして、ま

ちづくりというと、凄くグローバルな話になるのですが、福祉も教育も含めて等々なんですが、

青年会議所の活動として、毎年、青少年の育成事業も行っております。この度の陳情に関して

は、先ほど話したように、５年前から市町村合併の絡みで、その行き着く所に今年は企業誘致。

要は、財政の面で言いますと、歳入を増やす、雇用を増やすという面に着目して、このような

陳情になったということでございます。まちづくりの関しては、いろんな観点があると思いま

す。また、企業誘致に関して、町の現状、弱点はということなのですが、フォーラムでもちょ

っとお話させていただいたのですが、飴谷町長が企業誘致担当課長の時以来、結果的には新し

い企業が工業団地には来ていないという現状踏まえますと、企業誘致は役場の中でもやってい

る、話をいろいろ聞いて足を運んでいる話も聞いております。ただ、結果としてついて来てい

ないので、もうちょっと力を入れてほしいという私たちの願いでございます。以上です。 

○委員長（小西秀延君） ほかに、ご質問をお持ちの委員の方、いらっしゃいますでしょうか。 

無ければ、私の方から１点。こちらの方の、陳情書の理由の最後の部分になります、専門家

の導入を含めた専門課の設置をしていただきたくという形で記されておりますが、なかなか企

業誘致の専門家というのは、職業としては難しいのかなというふうに思っております。そうい

う人、どういう形の方を想定されているのかということを、また、そういう方を育成とか組織

上の形もあるのかなと思います。考えられていることがあれば。戸田理事長。 

○理事長（戸田安彦君） 専門家、また専門課、例えば経営コンサルタントの方を入れるとか、

この度の観光でＪＴＢの鈴木さんが役場の中に入ってきて、いろいろ良い波が起きてきている

と思います。そういう所の民間人ですね、専門家を入れる。例えば、白老町の民間人で、３年

間雇用して企業誘致、目的を持って１つでも２つでも企業を持って来るという目標を持って、

３年間臨時職員なのかちょっとわからないですけど、そういう方を呼んで役場の人と一緒に、

会社でいう営業をやるとか、そういう形を取れれば良いなというふうに思っているのですが。 

以上です。 

○委員長（小西秀延君） 組織の中で、専門家を育てていくという認識でよろしかったでしょ

うか。戸田理事長。 

○理事長（戸田安彦君） 育てていくのももちろんですが、目標は企業を持って来るというこ

となので、出来れば企業を持って来る、そういう結果を出して、その中で職員さんも育ててい

くという考えの方が良いかと思います。 



 10 

○委員長（小西秀延君） ほかに、ご質問はございませんか。無いようであれば、参考人の皆

様方、たいへんありがとうございました。退席をお願いしたいと思います。暫時、ここで休憩

をいたします。 

休憩 午前 １０時３７分 

  

再開 午前 １０時５２分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩前に引き続きまして、会議を再開いたします。これ

より、陳情第１号を引き続き審査を行いたいと思います。 

 それでは、本陳情に関しまして、前回の審査以降の経過について、参与の配置についても三

戸課長の方からご説明をいただければと思います。三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 参与の配置についてということでございます。まず、前回委

員会でも申し上げたかと思いますけれども、今年度から企業誘致に関して、相手方へのアピー

ルも含めて、企業誘致グループというグループを新たに設け、そこに参与含めて３名の体制で

進めております。参与の関係については、当然、今回役職定年という関係という中での配置を

いただいたわけですけれども、私共４ヶ月経ちますけれども、参与の企業誘致に対してのいろ

いろ今尽力いただいていますけども、たまたま配置いただいた方が、過去に企業誘致に携わっ

ていたと、そういうような関係もございまして、たいへん企業誘致に関しての情報だとか、そ

ういうものを取る術に精通されているといいますか、そういう部分ございまして、これまでの

状況については、いろいろ情報収集が主になってございますけれども、新聞等あるいはインタ

ーネット上、そういう中からのいろんな情報を引き出していただいて、それをもって今現在で

は、実は今日も千歳の方に誘致活動といいますか、情報収集に赴いていますけれども。４月か

ら今日までに至って、明らかに資料として整理が出来ている部分では４月、５月の活動状況で

すけれども、４月、５月の中でも、２０数件の活動をされております。私共も企業誘致活動す

るにあたっては、先ほど申し上げましたように、企業誘致グループを今回新たに設けたという

ことはございますけれども、参与を除いて他の二人については他のグループとの兼務という関

係もございますから、そういう部分でいけば参与については企業誘致に特化して専門的に携わ

っていただいているという部分ございますので、そういう部分については、これからもいろん

な情報収集含め、おおいに活動してもらいたいなと、そんなふうに思っております。状況につ

いては、そのようなことでございます。 

○委員長（小西秀延君） 続きまして、組織についてを白崎課長の方からご説明をいただきた

いと思います。組織の現状ですね。よろしくお願いいたします。白崎課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 組織の現状ということでありましたけども、今日お渡しした資料

ですけれども、現在の職員数の推移とグループ制導入して、４月１日以降の現在の組織図とい

うことで配布させていただきました。まず、職員数につきましては、三役含んだ総数です。職

員総数と職員総数の内訳ということで、職場ごとといいますか、病院、消防、それから寿幸園、

保育士と、その内訳ということで記載しています。それから、嘱託職員、臨時職員ということ



 11 

で、総数を記載しておりますが、右の方の折れ線グラフにありますとおり、最高値で平成の４

年、５年位、それが最高値で総数としては３９７と。それで、現在１８年の４月１日ですけれ

ども、３３３ということで、これは先ほども言いましたけれども三役含んでの数字です。今後、

定員管理ということで推移を考えているのは、第２次の定員管理計画ということで、今後１８

年から５年間前期、２３年から５年間後期ということの１０年間をスパンにして、前期では２

４名の減。後期では３４名の減、管理上計算しています。これの内訳としては、定年退職者に

つきましては５割採用。それから、定年退職者以外に自己都合については１０割採用というこ

とで、今後定年退職者につきましては、半分程度の採用をしていくという計画ではおります。

それから、組織図につきましては、記載のとおり、これを見ていただければ分かりますけれど

も、各大課制にしてグループ制を導入したということでは２年目を迎えていますけれども、各

グループにつきましては、実質初年度ということで、各担当部署、課の方にグループ編成を各

課長に委ねているという部分で、今、三戸課長の方から説明ありましたけども、産業経済課に

おきましては、企業誘致グループを設置していると。人員につきましては、経済振興グループ

と兼ねて発令ということで、グループ単独、人員も単独ということにはなりませんけれども、

グループの設置をしているというような状況でございます。特に、初年度のグループ制を引い

た時以降、特にグループが増えたり減ったりというのは１、２ありますけれども、大きな違い

はないということで推移しております。ちょっと、雑駁ですけども、説明は終わります。 

○委員長（小西秀延君） それでは、質疑を承りたいと思います。質疑のお持ちの委員の方、

いらっしゃいますか。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 先般、企業誘致に対するいろいろと調査事項ございまして、まだ真新

しいわけでございますが、４月以降の新体制の中で、組織体制の中で、担当参与を配置されて、

現在進められるということでお話されました。前回の説明の中で資料もあるのでございますが、

この企業誘致担当の一つの動き方について、例えば今、課長がおっしゃったように、現状接触

している企業がある無いの問題よく分かるのですが、やはり課を上げて、専門チームを設けて

やっているわけでございますので、戦略的な一つの判断で進まなければいけないのではないか

と思うのでございます。前回は、戦略的な判断について、非常に倹約段階でございましたけれ

ども、希薄だなと私捉えておりました。現在もスタートして４ヶ月になるわけでございますが、

その点について。例えば、企業誘致の専門チームはどのような方針でやられるかということに

対して、今、課としてどのようなお考え持っておられるのか。ただ、チームを設けた、お客さ

んと接触するというような単純な考えかなと、今ちょっと受け取ったのですが、その点につい

ての動き方について、戦略的にきちっと方針を立てられてやっているのかどうか、この点につ

いてお伺いしたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 企業誘致に際して、戦略的な視点を持ってということでござ

います。確かにそういうような視点を持って活動をしていくというのは、大事な部分だろうと

いうふうに思います。ただ今、４ヶ月間の中で、一つ精力的に進めているという部分について
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は、まずやはり受身ではなくて、当然外に向けていろんな活動をしていくということが一番大

事だろうし、その活動をしていく上での相手先をどれだけ指折れるか、そこの所がこれまでの

体制と、今やっている体制の部分でいけばかなり違いが出て来ているかなと。もちろん特に今、

ある面力入れている部分で申し上げますと、やはり前回の時もお話申し上げましたけれども、

アイシンの立地含めて、北海道の自動車関係のターゲット絞って力を入れていくというような

考えがあるものですから、我々の方も直接的にアイシンの本体そのものという所は考えてはご

ざいませんけれども、当然ああいう所が出てくるということは、そこに広がるすそ野の広い所

がございますから、そういう所の情報を今盛んに取っておりまして、実は先般、アイシンさん

の方にも私、実はお伺いをさせていただきました。その中でいろんな情報も得ております。た

だ、今現実にはすぐどうこうということはありませんけれども、後につながるそういうような

情報の収集をしておりますし、あるいは８月の初め位になりますけれども、北海道が自動車関

連のいわゆる商談会といいますか、そういう催しを名古屋で実は行います。それについても私

共の方は、いち早く手を挙げてブースの借り上げをして、そして望むということもやってござ

いまして。あと、具体的にはこれまでいろいろうちの方でビジネスフォーラムに広告掲載して

ございますけれども、そういう所の情報を見て資料の請求をされた企業さん。これについて全

部、再度当たっておりまして、訪問させていただいてお話をさせていただく、そんなようなこ

とも電話のやりとりをしながら今進めている所でございまして。戦略的という部分で言った時

に、直接的にそれにお答えすることにはなりませんけども、いずれにしても机に座って構えて

いるということでは、これは全然活動になりませんので、いろんな部分で積極的に情報集収含

め、あるいはお伺いしての情報収集、あるいはいろんなご相談をさせていただく、そんなこと

を今現在積極的に進めているというような状況でございますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ということは、専門員の配置、グループをしいたけれども、人が増え

ただけ、仕事量がそれに比例して増えているという判断でよろしいのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 先ほど来申し上げておりますように、かなり今参与が配置さ

れてから、今の現状でいけば苫小牧、千歳、あるいは札幌方面が主になってございますけども、

外へお伺いして、直接お伺いして、いろんな活動を行っているという、そういう回数は確実に

増えていることは事実でございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 白崎課長にちょっと質問いたしますが、今回のグループ制によって、

企業誘致担当が設定されました。人事サイドとして、この制度を設定するということは、今の

ような流れを想定して人事制度を設けていたのでしょうか。それとも何か、今回の人事制度は

設けるに当たって、これとこれは絶対というような、そのような何か目的を持っているのでな

いかと思いますが、その点については如何でございましょうか。 
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○委員長（小西秀延君） 白崎課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 今回、いわゆる役職定年制といいますか、そういうひいた中では

対象者が４人出てきました。そういう中で、配置を人事等、理事者共々検討いたしました。 

そういう中では、総務の人事評価を含めて、当面緊急な課題を要する部署、ここに配置をい

たしたいと。そういう中では下水道の話もありますし、それから移住、定住の話もあります。

そういう中での 1つに企業誘致、この強化を図りたいというような考え方で思っています。 

たまたま先ほども、説明の中にもありましたけども、該当者の中に企業誘致を以前に担当し

ていた人がいると。その配置の部分ではその方にお願いしたいということでありましたので、

前から議会の方でもご質問等々ありましたけれども、やはり企業誘致に力を入れる。あるいは、

人為的にも力を入れる。あるいは、情報的にも職員の持っている知識を有効に活用したいとい

うような考え方で、今回は配置いたしました。 

ただ、問題としては、たまたまそういう職員が該当したのであって、今後企業誘致を特に担

当してない職員が発生すると。そういう時に、果たして今のような状況の中で、配置が可能か

どうなのかというのは課題なのかなというふうに思っています。いずれにしても、役定をひい

た職員の配置というのは、緊急中の課題を速やかに処理してもらうというようなことで配置し

ていますので、考え方としてはそういうことで、今回配属させていただきました。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） ４月から５月にかけて、２０数件の訪問活動があったという報告受け

たわけですけど、実際にその活動の状況というのが外には見えないわけですよね。いったい今

やっている中で、２０数件というのが妥当なのか、精一杯頑張っているのか、もっともっと広

げる可能性があるのかないのか、そのあたり見えないし、行って前進的な方向でものが見えて

いるのか。あるいは、頑張っているのだけども、その先が見えてないという状況なのか、その

あたりをどんなふうに捉えているのか、やはりもう少し分かり易くすべきじゃないかなという

気がするのですけども、そのあたり如何なものでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 活動の件数とそれの成果と言いますか、そこの所のお話にな

ろうかと思いますけれども、確かにいろいろ活動させていただいて、いろんな情報をいただく

機会を今いろいろ模索して。４月、５月で２０数件と申し上げました。だいたい、月平均から

すれば１０日間以上は外へ出てあれしている状況になると思いますけれども。今まで、全然お

伺いするような所でなかった所に、相当回数、実は行っております。そういう中で、それがす

ぐに一度、二度行って成果としてものになるというのは、これはなかなか難しい話だと思いま

すが。ただ、そういうつながりを持たせていただいて、何度かお伺いする中で、実はいろんな

情報もいただいております。この辺なんかが一つの業種ばかりでなく、例えば商社関係なんか

のご訪問させていただいている部分あるのですが、そこでは結局いろんな分野、一つの分野ば

かりではなく。いろんな多方面の分野の情報もいただいているというような状況もございまし

て、今までの活動のその枠をかなり広げて今やっているという部分ある面でいけば、直接的な
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今すぐ成果という部分にはつながっておりませんけれども、今後につながる活動が大事かなと

いうふうに思っていまして、そういう部分含めて積極的に今活動していると。もちろん、それ

を１つでも２つでも成果につながるようかことを目標にしながら進めていきたいなと、そんな

ふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） これだけ、不況言われてきている時代ですから、やったからすぐに成

果が現れるなんて、そんなふうには思ってはいないのですけれども。ただ、いろいろ訪問して

歩いている中で、成果らしいものが内部で抑えられているだけではなくて、やはりもう少し見

えてこなければならないかなという。その見えて来ないのも、今、グループ制が始まって、ま

だ始まったばかりで、頑張っているけども見えないのか。もっと日にちが経ってくると見えて

くのか分からないけれども、今回出された請願の中で、やっぱり願意というのは、そういうも

のが新しく見えてこないじゃないかと。それは、人数が少なすぎるのではないかと。もっとそ

この所、まちづくりの根幹として、力を入れていったら、もっと成果というのが出てきはしな

いかと、こういう所に願意があるわけですけども。本当にそういうグループの中で、３人配置

されたその中でやれるのが今精一杯なのか。もっとこれから先そこに力入れて、もっと広げて

いくつもりがあるのかどうなのか、町として。そういう、理事者側の考えを聞けば１番早いの

だけども。そういう方向でものを見ているのか、今、グループの中で成果が上がると見ている

のか、そのあたりどういうものでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） これは、私共担当のサイドから申し上げますと、やはり今回

企業誘致グループというものを作って、そこに一人は専属の業務として携わっていただき、あ

と二人については他のグループとの兼務という、そういう形で、実質３名体制ではおりますけ

れども、リスク面からいけば、１.何人位というか、そんな感じになろうかと思います。その中

でも、配属された参与を中心にしながら、いろんな活動を今進めているということについては、

先程来から申し上げているとこですけれども。実は、これは人数が多ければ良いのか、あるい

はまたこれまでの経済状況等を見た時に、これまでも人数それなりに増やして、活動してそれ

なりの成果が出たかというと、それは必ずしもそうではないような気がします。最近、ようや

く北海道はまだまだ景気というものが実感出来ないというものはございますけれども、例えば

アイシンの問題にしても、あるいはトヨタ工場の第５の工場の着工にしても、少し兆しみたい

なものが見えてきている部分があるのだろうなというふうに思います。そういう時の機会を逃

さないで、いろんな活動をしていく必要があるだろうなということで、この４月以来新体制の

中でいろいろ活動しておりますけれども。そういう所で、今の現在の人数がこのままで良いの

かどうかというのは、もう少し後になってみないとちょっと見えない部分実はあるのかなと思

っていますが、今少なくとも現体制の中で出来る情報収集みたいものが、今の現段階では中心

になってございまして、その中の脈のありそうな所なんかについての、もう少し詰めた形での

訪問なり何なりとなった時には、もう少し専門的にやれるそういう体制の必要性はもちろん出
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てくるだろうなと思っていますが、現状においては今の体制の中で、十分とは申し上げません

けれども、そういう情報収集といいますか、そういう活動の部分の中でいけば、何とかやりく

りしていきながら出来るのかなと。ただ、これを現実に成果まで結びつけていくうえでは、か

なりの活動が必要になるだろうと思いますから、それはその時の段階で考える必要のあるもの

かなと。その段階というよりも、そういう必要性はあるのかなというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そのとおりかなと思うのですけども、先ほど請願書を出された方の説

明聞いていて、やはりそういう専門グループを置いてこそ、初めて成果というのが上がるので

はないかと。兼職をしながら片手間に、片手間と言ったら言葉悪いですね。やはり、そこの道

を切り開くためには専門的な課があった所ほど効果が上がっているという説明を受けたわけで

すよ。そういう認識があるのかどうなのか。認識があったから、すぐそう出来るということで

はないとこは確かですけど。そういう認識というのをお持ちかどうかということと、ＪＴＢの

専門家の方の助けを借りて進めて来る観光問題。それと同じように、企業の専門家を置けば、

もっと効果が出るのではないかという認識については如何ですか。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 専門家という意味でのお話ですけれども、要は人為的な体制

というよりも、企業誘致にたけた専門的な方という、そういう意味だというふうに思いますけ

れども、そういう部分でいけば、行政の職員のみの活動だけでどうなのかなと。そういう部分

では、そういうようなことにノウハウを持つ民間の方の価値を図るとか、そういうことはあっ

ても良いのかなというふうに、私個人的には思います。ただ、これは例えばそれを採用して云々

するのがベターなのか。あるいは、いろんな情報収集含めて、実は今もいろんな方のご協力を

いただいている部分あるのですが、それをもう少し突っ込んだ形で民間活用を図るというよう

なことはあっても良いのかなと、そんなふうに私共は考えています。 

○委員長（小西秀延君） 他に。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 三戸課長の方に１点だけお伺いしたいんですけども、この４月から新

しいグループ制の中で企業誘致グループ、参与を含め３名の中で、今実際動いているわけです

よね。実際動いている、今までの企業誘致に対しての経験のある参与が現場に行って動いてい

るというのが、今までの話の中で聞かれることなのですけども、今までの体制と違った企業誘

致グループ。現場で働く参与の声というのは、どういうふうにして捉えられているのか。参与

は、このままじゃ駄目だと言っているのか。それとも、これからはこうするべきだとか、そう

いった意見を例えば課長の方に出しているとすれば、そういった話も聞きたいですし、今はこ

ういったグループの中で、新体制の中で出発したわけですから、もう少し様子を見て見ましょ

うという話になっているのか、その辺も少しお伺いしたいのですが。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 確かに４月から４ヶ月ほど経過する。そういう部分でいけば、

一度これまでの活動を紹介しながら、今後の活動をどうしていくか。その辺を部内的にやって
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いく必要があるかなというふうに思っていますけど。現段階においては、まずやはり、いろん

な角度でそういう活動を頻繁に行うと。いろんな情報を得ましょうというようなことに専念し

てございまして、今お話あったようなことについては、当然今後近いうちにその辺を分析しな

がら、今後の方向性を協議して調整していく必要があるかなと、そんなふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） もう１点だけなのですけども。企業誘致に関しては、今までの定例会

等々で、議会の中でいろんな部分で話が出されて、このグループ制がしかれた中でも、今回の

陳情に上がったような特化した課を設けるべきじゃないかとか、そういったものが一般質問

等々の中で出ていたことは十分承知の上で、今回多分青年会議所の方からこういった陳情が上

がって来ていると思うのですね。ですから、それをよく理解した中で、今回の企業誘致グルー

プの３名。そして、今現状で動いている参与含めて、産業経済課長として、そことの連携を本

当に密にしながら、今どこまでいっているのだとか、これからどうしたら良いと思っているだ

とか、そういった連携が本当に重要な部分になってくると思うのです。その辺がなかなか周り

には見えてこない。見えてこないということから、こういう陳情が上がってくるのじゃないか

なと僕は思うのですけれども、その辺についてこれからの取り組み、ちょっとお話を聞かせて

いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 企業誘致グループと私の立場の課長との連携云々というよう

な意味合いがありましたけれども、これは連携何とかというよりも、私は各それぞれの業務の

課を預かる長でございますから、それは連携云々よりも直接の私の仕事として捉えてございま

すので、当然企業誘致いろいろ活動していることについても、それは逐一報告もいただいてお

りますし、必要な部分については、必要な指示もさせていただいている、そういうことでござ

いますので。当然、この企業誘致の問題については、町の重要な施策と私も認識しております

し、そういう所で今回の体制の、企業誘致という名前だけで云々ということにはなりませんけ

れども、少なくても企業誘致グループというものを前面に押し出して、白老町もこういう企業

誘致に積極に取り組んでいるのだというようなことも必要だろうということで、そういうグル

ープの名前にもさせていただいた、そういうことも含め、そして今回担当参与という配属をい

ただいた中で、今いろんなパスをしているわけですけども。もちろんこれは、私共の究極の目

標としては１社でも２社でも新しい会社を誘致していく、これに尽きるわけですけれども、そ

れの成果というものが、今段階現実として見えていない部分がありますけれども、大事な政策

の１つでありますから、それに向けて努力をしている。だから、その上でなおかつまだ体制不

十分なのか、あるいはまだ活動の仕方がどうなのかというようなことについては、これは部内

的にいろいろ検証しながら進めていきたいなと、そんなふうに思っています。ですから、場合

によっては体制云々の問題については、これは私が担当課長の中でああすべき、こうすべきと

いうのはなかなかちょっと言いずらい問題ありますけれども、私共は少なくとも理事者の方か

ら与えられた業務、体制、それの中で最大限の努力をしてくということにしていきたいと、そ
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んなふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） ほかにございますか。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） だいたい現在の状況は分かりましたけれども。とにかく、新しい組織

を作ったのですから、組織を上手く経営的に稼動させるということは、これはもうその組織の

グループ長の見解によることははっきりしているのですけれども、やはり何かしら一本今の説

明を聞いていると、新しいチームをどのように、どのような目標を持って動かすかという、そ

の確固たる指標が何か無いような気がするのですね。ただ、企業と接触しているというような

ことはよく分かるのですけれども、それではやはり成果に繋がっていかないのじゃないかなと

いう、今受け取り方をしているのでございます。それで、先ほど総務課長にも聞いたのでござ

いますが、新しいチームというのは設置する目的がはっきりしているわけですから、やはりそ

こに戦略があって目標があって、そして１年間の目標が１年に１件なら１件必ずやるのだとい

う、そのような意思に燃えて、確認し合って動いていかないと、最後になったらばらばらにな

ってしまうというような形になるのじゃないかなという気がして仕方ないのですね。先ほどア

イシンの話も出ておりますけれども、これが戦略的に妥当な線なのかどうかというと、私、非

常に疑問があるのでございます。苫小牧に進出して親会社に子会社が地方に出るかといったら、

これは出るわけないわけですから。例えば話ですが、そのような形で見た時に、アイシンの周

辺を追っても、今の所はうちには成果ないのではないかなと、内部的な検証も必要ですけれど

も。例えば、説明の中で、そういうふうなことあったのですが、そういうふうな意味でもう少

し現状の動き方とか、あるいは内部の３人のチームワークをどのように進めるかというような、

やはりチームのあるべき姿というものを、もう少し検証する必要があるのではないかと思うの

でございます。ですから、一生懸命やっていることは良く分かりました。しかし、そのような

形で組織を動かすということは、そのようなことでただやっているということではいけないの

じゃないかと思うのでございます。もう一度、そういうふうな意味で聞かせていただきたいと

思います。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 確かに戦略的なものを持ってという部分については、それは

私も同感の所がございますので。戦略的なものが、我々が今、取り合えずやっていることが、

戦略性がないのではないかというようなご指摘かと思いますけれども、先ほどもちょっと申し

上げましたけれども、今いろんな情報を集めるというのが、まず一番今の段階で大事なとこだ

ろうということで、いろんな情報収集に専念しているという部分が実はございます。その情報

収集の中から、それは１つでも２つでも繋がっていけるものがあれば、それをまた重点的にい

ろんな角度で訪問させてもらったり、いろんな活動を充実させていく、そういうような所にな

ろうかなと思っていますけれども、そんな中でアイシンの問題や何かもご指摘ございましたけ

れども、私共の方とすれば、先ほどのちょっと申し上げましたが、アイシンそのものの本体何

かについては、それは望んでいるものではございませんで、ご存知のとおり自動車産業につい

ては、すそ野の広い産業でございますから、今回今の情報でどこがどうのという情報はお聞か
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せしていただく所まではいっておりませんけれども、少なくてもかかわるいろんな傘下にいる

企業が、それは当然出てくる可能性は大であろうというような情報は、実はいただいておりま

して、そういう部分を、今の段階では今後のそれぞれの企業さんの所には行きませんが、その

前段での参加企業さんのいろんな情報をいただいていると。あるいは、いただくように努力し

ているというような状況でございまして、当然そういう情報を持って、今後の活動にしていく

上では、いろんなやり方がいろいろあるのだろうと思います。ですから、そういう所について

は、今後もいろいろ誘致活動のあり方については、内部的にいろいろ検証しながら進めて参り

たいなというふうに思っています。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 今のグループで、例えば３名で企業誘致運動しているということ

で、課長の感覚としては、これで今最大良いのだと思っているのかどうか。それから、この陳

情が出ているように、特別な人が必要なのかどうか。それは、いるには越したことはないと思

うけども、その辺の考えはどうなのですか。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） ３名体制で良いかどうか、現状の。これについて、先ほども

申し上げておりますけども、今現在の主にやらんとしている、その活動の上ではこれは今与え

られた３名体制で十分とは申しませんけれども、その体制の中で頑張っていくという考え方し

ております。あと、専門的な配置を含めた体制の問題。これについては、先ほどもちょっとお

答えしたとおり、私共担当している者からすれば、そういうような人材の方がおられて、そし

てそれを専門的に活動する、こういう体制が取れるということは、それは絶対良いことだろう

なと、そんなふうには思います。ただ、それを先ほども言いましたが、直接の職員として体制

を整えるのか、あるいは民間の活力をいただきながら、それをいろんな部分で成果に繋がると

いう、そういう手法もあろうかなというふうに思いますから、いろんな方法考えられると思い

ますけれども、少なくてもこの企業誘致を重要な政策ですから、１社でも２社でもという部分

で考えた時には、当然しかるべき体制、あるいは人材含めて、強化していくというのは、担当

している側からすれば、それは望ましいことだし、そうあってもらいたいものだなという気は

しております。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 実質今の体制が出きればそういう体制が良いと言われたのだけれ

ども、この陳情が上がってきたのは６月なのだけれども、この話も聞いていたと思うのだけれ

ど、三役と話し合いはしたことがあるのですか、この件について。 

あるかないかだけでいいです。 

○委員長（小西秀延君） 三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） この陳情を町の方も、実は要請者の方からいただいておりま

す。それは、町長がお答えをし、私も同席させていただいておりますけれども、いわゆる陳情

の内容については十分理解出来るものですし。ただ、これをどういうふうにするかというよう
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なことについての理事者含めて、内部的な話というのはまだしておりません。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 今後、今言ったようなことをもちろん三役と相談するべきだと、

僕は思うのだけど、今までしてないのだから。その辺については、しようとしているかしてな

いか、それだけ。 

○委員長（小西秀延君） 白崎課長。 

○総務課長（白崎浩司君） 明確にいつ頃するとか何とかという答弁にならないとは思います

けども、人事の方でこれからの予定としては、先ほどの言いましたとおり、人員削減していく

と、万度の補充出来ないというようなことで、８月の末から各課の方の人事ヒアリング入りま

す。これは当然、退職者、先ほども何度も言いますけども、総数としては減になりますので、

現実には減になる部署が出てくるだろうと。その時の対応としてはどうするかというようなこ

とを含めての人事ヒアリング入ります。この人事ヒアリングの中には、人員のこともあります

し、それからグループのあり方もありますし、その検証もあります。それから、臨時嘱託の採

用についてもあります。そういう中で組織体制として、いわゆる課の中のグループで現状とし

て良いのか、またこういうような陳情を受けた中で組織体制として課並びと言いますか、そう

いうような組織体制が良いのか、こういうようなことも含めて当然現課とのヒアリングを含め

て理事者には報告しますので、来年の体制を含めて人事当局では理事者とは協議するというよ

うな場面は当然あります。そういう中では、今回のこの問題も協議の中には当然入ってくると

いうふうには抑えています。 

○委員長（小西秀延君） 他に、質問をお持ちに委員、いらっしゃいますか。 

無ければ、最後私から１つだけ。企業誘致に関しての担当の課で、やはり成功事例とかを調

査、分析もしていると思います。それをどのように捉えていて、今回この陳情の願意、これが

そういうものと合致するかどういうものなのか、その辺お考えがあればお聞きしたいなという

ふうに思っております。三戸課長。 

○産業経済課長（三戸功二君） 企業誘致の成功事例は、上手くいっていることについての他

の自治体の例、これも承知してございます。これは、たまたま、詳しい所はあれですけども、

私共も先の委員会の中でも申し上げましたけれども、企業誘致に対する心構えと言いますか、

そこの所をやはりセールスマン精神だとか、あるいは訪問繰り返しだとか、あるいは人脈活用

だとかいろんな部分あろうかと思います。人数が多いから成功するのか、今言ったような、そ

ういうような職員それぞれのその資質と言いますか、そこの所の温度差の部分なのか、その辺

いろいろとあろうかと思いますけれども、いずれにしても企業誘致に特化していろんな活動を

していくというそういう体制はやはり必要なのかなと。先ほど来申し上げておりますように、

私共、企業誘致グループという一つの、そういう活動の体制は整えておりますけども、そこに

張り付いている人員が他のグループとの兼務というような形もありますし、ですからそういう

所で本来１０やるべき所が、８なり７なりということになっては、本来の企業誘致活動マイナ

ス部分も出るかと思いますから、ですからそういう部分では、先ほども申し上げましたけれど
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も、そういう体制の整備というものの必要性は、私担当課としては必要な部分だろうと抑えて

おります。他の所の事例について、それがどういう状況でそういうふうになったかという、詳

しくは分かりませんけども、ただお聞きする中では、やはりかなり頻繁に企業さんのご要望に

対して、即対応出来るようなそういう体制。それと、やはり取り組む職員の姿勢の問題、そう

いうものなんかが功を奏している部分なんかがあるのだろうなというふうに思いますから、体

制の問題については、またこれ全体的な話になりますけども、少なくとも活動に対する、取り

組む担当者の気持ちと言いましょうか、そういうものなんかについては十分内部的にいろいろ

協議しながらその対応の仕方のあり方について、検証していきたいなと、そんなふうに思いま

す。 

○委員長（小西秀延君） それでは、ほかに質疑はございますか。 

無ければ、執行部の退席を求めます。ご苦労様でございます。暫時、休憩いたします。 

休憩 午前 １１時４３分 

  

再開 午後  ０時０７分 

○委員長（小西秀延君） それでは、会議を再開いたします。陳情第１号について、これから

ご意見を賜りたいと思います。ご意見のお持ちの委員は、よろしくお願いいたします。 

吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 今回の陳情に関しては、町長の年度方針にもあるように、企業誘致に

対する重要性は、皆さんご承知のとおりだと思うのです。そういうふうなことで、今回の場合

は含めて趣旨採択ということで取り運んでいくべきだと考えます。 

○委員長（小西秀延君） ほかにご意見をお持ちの方、いらっしゃいますか。 

それでは、今のご意見のとおりでいきますと、趣旨に関しましては妥当であると。だが、今

回の懸案につきましては、町長の専権事項に係わる事柄であるので、趣旨採択という形で皆さ

んからの採決をいただきたいと思います。 

それでは、これより採決をいたします。陳情第１号は趣旨採択とすることに、ご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なきものと認め、陳情第１号は趣旨採択とすることに決定い

たしました。それでは、以上で陳情第１号の審査は終了いたします。 

なお、委員会報告の作成については、正副委員長にご一任をいただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、そのように取り扱いいたします。 

以上を持ちまして、産業建設常任委員会を閉会いたします。ご苦労様でございます。 

（午後 ０時０９分） 


