
令和元年度第１回月形町地域拠点施設整備等審議会 会議録

開催日時 令和元年６月２７日（木）午後４時～５時３０分

開催場所 役場大会議室

出席委員 出席委員１７名 欠席委員２名 代理出席１名 （別紙出席者名簿のとおり）

傍聴者 ３名

町出席者 上坂町長、堀副町長

事務局 企画振興課

五十嵐課長、藤原参事、竹内課長補佐、高松主幹、上葛係長、會田主任主事

委嘱状交付

・町長より各委員へ委嘱状の交付

・委員座席を回って交付

町長挨拶

改めまして月形町長の上坂でございます。

今ほど、月形町地域拠点施設整備等審議会委員として皆さんに委嘱状を交付させていただ

きました。どうぞ２年の任期の期間よろしくお願いいたします。

この審議会は、札沼線廃止に伴い、代替バスを中心とした交通機関に移行するため、バス

ターミナル整備が必要となることが、一義的な必要性でありますが、このバスターミナルを

核に町民皆さんが、集い、くつろぐことのできる施設整備の道筋をつけたい。そして、老朽

化が目立つ皆楽公園等周辺施設の整備についても、ご提言をお願いしたいと皆さんに委員を

お引き受け願ったところです。

８０有余年の歴史のある、札沼線の廃止容認は、まさに私は、断腸の思いで決断しました。

町民の皆さんの意見を十分聞いていないという声もありますが、私はこの決断が２０年後、

３０年後の本町にとって間違ったものではなかったと思ってもらえるよう本年４月に「月形

町地域公共交通網形成計画」を策定しました。そして、この札沼線廃止に伴いますバスター

ミナルを中心とした拠点施設の整備について、昨年度「月形町地域拠点化整備基本構想」を

策定しました。

また、皆楽公園等周辺整備につきましては、平成２８年度に策定した「月形町観光まちづ

くり基本構想」と平成２９年度に策定した「つきがた観光まちづくりプラン」を基に、昨年

度「月形町皆楽公園等周辺施設整備検討業務」が完了したところです。

月形町の市街地は、明治の開拓当時からその姿をほぼ変えておりません。今回のいただく

ご提言は、樺戸集治監が北海道遺産に、炭鉄港は北海道の開拓の礎ということもあって日本

遺産に推挙され、そして、樺戸集治監の初代典獄の月形潔さんの名前が町名となったという

中で、来年、１４０年の齢を数える素晴らしい歴史のある月形町であります。私は札沼線の

つらい廃線の受け入れを含めて、月形の大きな転換点になると思っています。

高齢者が集い、子ども達や若い人々が楽しみ未来に希望を持つことができる交流拠点の整

備に、皆さんのお力添えをいただき、必ずや 150 年、200 年の開町を迎えるときに月形に住ん

で良かった、生まれて良かった、働いて良かった、素晴らしい歴史と伝統、おもいやりや心



のやさしさ、罪を犯した人も障がいのある人も、お年よりも子供も、みんな優しさにあふれ、

こんな素晴らしい月形の自然の中で、全国どこの町よりも月形が素晴らしいという思いを持

ってもらえるようなまちづくりを目指したいと思います。今、審議委員の役割を受けて頂い

たことにお礼を申し上げ、しかし、どうか皆さんで議論を重ね、場合によっては町民の意見

を直接聞く機会を持ってもらって、作り上げていただきたいと思います。どうぞよろしくお

願いします。

１ 開会

２ 審議会委員紹介

●事務局（五十嵐課長）

最初に本日ご出席をいただきました審議会委員の皆さんをご紹介いたします。お名前をお

呼びいたしますので、その場でご起立願います。なお、委員名簿は１１ページにありますの

でご参照下さい。

公共的団体及び関係機関からの推薦委員として、月形商工会青年部副部長 香西雅之 様、

月形商工会女性部副部長 土井町子 様、月形町農業協同組合専務理事 福井 誠 様、月

形町農業協同組合女性部長 中村三賀子 様、月形町社会福祉協議会事務局主任 斉藤貴子

様、月形町老人クラブ連合会会長 西山雅俊 様、 月形観光協会会長 廣野和男 様、月

形町校長会会長 矢原雄平 様、月形町ＰＴＡ連合会、刈田廣美 様、月形町赤十字奉仕団

委員長 松山俊子 様、NPO 法人コミュニティワーク研究実践センター 熊倉なみ 様、月形

刑務所看守部長 本多大輔 様、社会福祉法人札親会つきがた友朋の丘 鳥潟慎太郎 様、

識見者として、月形町教育委員会 岸上希央 様、北海道科学大学工学部建築学科教授 谷

口尚弘 様、公益社団法人北海道観光振興機構地域支援本部地域観光部長 生川幸伸 様、

公募委員として、梅木 悠太 様です。

本日の欠席者は、市北行政区理事 高畠康典 様、株式会社道銀地域総合研究所 地域戦略

研究部 業務部長 北嶋雅見 様、公募委員の山田啓一 様です。

なお、議事の１番目の審議会運営規程でご審議いただきますが、本日欠席の道銀地域総合

研究所の北嶋様の代理として主任研究員の南部 玲 様が出席されておりますので、お知ら

せいたします。

３ 審議会条例について

事務局（五十嵐課長）より議案Ｐ１～２により説明。

４ 会長及び副会長の選出について

●事務局（五十嵐課長）

では次に、会長及び副会長の選出に入ります。会長の選出までは上坂町長に議長として進

行頂きます。

●町長

それでは、会長の選出を行います。お諮りします。会長選出はどのような方法で行うこと

といたしますか。委員の意見を伺いたいと思います。



●廣野委員

各方面からいらっしゃっていると思いますが、差し支えなければ私の方から会長を推薦さ

せていただきたいと思います。会長に農協の福井専務にお願いしたいと思います。

●町長

ただ今、廣野委員から会長に福井委員とのご発言がありましたが、その他の委員の推薦又

はご異議はありませんか。

●町長

それではないようなので会長に福井委員ということで同意いただけますでしょう。

（拍手）

●町長

それでは福井会長ということで決定いたしましたので会長席お願いします。

●福井会長

農協の専務理事の福井でございます。顔がわからない人もいるかと思いますが重要な会議

でもあります。皆さんの意見をもらって進めていきたいと思いますのでよろしくお願いしま

す。

●町長

副会長の選出については、進行を福井会長にお願いしたいともいます。

●福井会長

副会長の選出についてどのような方法がよろしいでしょうか。

●西山委員

会長に腹案がありましたら提案いただきたい。

●福井会長

それでは、商工会女性部副部長の土井町子さんにお願いしたいと思いますがよろしいでし

ょうか。拍手をもってご承認願います。

（拍手）

５ 諮 問

●事務局（五十嵐課長）

次に、町長から福井会長に諮問書をお渡しいたします。

（町長より、福井会長へ手渡。）

事務局（五十嵐課長）より、諮問内容について説明

（町長退席）

６ 議 事

●福井会長

では、議事に入ります。審議会運営規程および審議会傍聴規定について説明願います。

●事務局（五十嵐）

審議会運営規程及び審議会傍聴規程について、議案Ｐ５～９により説明

●福井会長

ただいま説明がありました。審議会運営規程及び審議会傍聴規程について、ご意見ご質問



ありせんでしょうか。

（なしの声）

「なし」という声がありましたので、承認されました。施行日は本日といたします。

つづきまして、中心市街地における地域拠点施設の整備について説明お願いします。

（２）中心市街地における地域拠点施設の整備について

●事務局（五十嵐課長）

「資料１」により説明。

●福井会長

今説明がありました。今日資料配付ということもあり、この場で考えを発言するというこ

とも難しと思いますが、中心市街地における拠点施設の整備についてご意見ございますでし

ょうか。

次回の会議で協議するにあたってそれぞれで内容を確認いただきたいと思います。

（３）皆楽公園等周辺施設の整備について

●福井会長

次に、皆楽公園等周辺施設の整備について説明願います。

●事務局（竹内課長補佐）

「資料２」により説明。

●福井会長

ただいま、皆楽公園等周辺施設の整備について説明がありました。ご意見あれば発言願い

ます。

今日は概要の説明ということになりますので、次回の会議において協議いただけるように

考えていただければよろしいかと思います。

では、質疑等はないということで次に進みます。

（４）審議会開催スケジュールについて

●福井会長

次に、審議会開催スケジュールについて説明願います。

●事務局（五十嵐課長）

議案Ｐ１０により説明。

資料では、第２回目の会議が８月となっていますが、第１回目を６月中に開催できたので、

第２回目を７月の後半に予定したいと考えています。

委員さんの中には町外の方もいらっしゃるので、今、説明しました拠点施設の３つの候補

地、皆楽公園の現地に赴きまして、皆さんの目で見て頂いた後、こちらに移動し、皆さんと

候補地や整備方針等の検討をしたいと考えております。

８月９月に視察研修を予定しています。委員全員で道内視察を、６人くらいの委員さんに

道外の研修を計画していますが、テーマ別に道内研修を行うということも考えていますので、

次回審議会で改めて協議させていただきたいと思います。



１０月は、第３回の審議会を開催し、皆さんの意見を集約し、答申の素案作りに入って参

ります。審議がなお必要となった場合には回数を増やしていきたいと思っています。この段

階で大きな方向性が見いだせるということになれば、１１月の町政懇談会にその案を町民の

皆さんにご提示できればと考えております。

１２月には最終的な方針決定をしたいと考えていますが、さらに審議がに必要となれば会

議回数を増やしていきたいと思います。当初年内に方向性を示したいと考えていきたいと思

っていましたが、審議状況によって年内に難しいということになれば２月くらいまで期間を

延ばすこととしたいと思います。審議の状況により最終方針を町議会にお示しし、ご意見を

伺う予定です。

条例でも説明しましたが、審議経過や結果については町民の説明をする機会を設けること

としているので委員の皆さんの意見を伺いながら、住民説明会を開催したいと思います。

以上スケジュールについて説明を終わります。

●福井会長

限られた時間、回数の中での審議会になりますが、皆さんの方から何かご意見ありますか。

では、無いようで事務局からの連絡事項があればお願いします。

●事務局（五十嵐課長）

名簿の訂正について報告。

（誤）公益財団法人北海道観光振興機構

（正）公益社団法人北海道観光振興機構

●福井会長

皆さん何かと仕事も持っていて忙しいと思いますが、重要な内容となっております。慎重

な議論も必要ですが、第２回から具体的な話をしていかなければスケジュール的にも厳しい

状況です。いつまでも答申できないということにはなりませんので、各委員も所属団体内や

周辺の方の意見を聞くなどして、次の審議会に臨んでいただきたいと思います。

●梅木委員

会議資料について、一週間くらい前に送付をお願いしたい。

●事務局（五十嵐課長）

今回は、説明に合わせて資料をご覧頂いたほうが良いと思い当日配布とさせていただいた。

町外からの委員におかれまして、各業務報告書を事前に送付させて頂きました。

次回からは、事前配布をしたいと思います。

●福井会長

以上をもって第１回月形町地域拠点施設整備など審議会を終了します。

７ 閉 会



月形町地域拠点施設整備等審議会委員 会議出欠名簿

会議 第１回審議会及び住民説明会

日時 令和元年６月２７日（木）開催

場所 役場大会議室

委員区分 所 属 等 氏 名 審議会

条例第３条第
２項の１号委
員
※町の区域内
の公共的団体
及び関係機関
の会員又は職
員

月形商工会青年部 副部長 香西 雅之 ○

月形商工会女性部 副部長 土井 町子 ○

月形町農業協同組合 専務理事 福井 誠 ○

月形町農業協同組合女性部 部長 中村 三賀子 ○

月形町社会福祉協議会 事務局主任 齋藤 貴子 ○

月形町老人クラブ連合会 会長 西山 雅俊 ○

月形観光協会 会長 廣野 和男 ○

月形町校長会 会長 矢原 雄平 ○

月形町ＰＴＡ連合会 刈田 廣美 ○

月形町赤十字奉仕団 委員長 松山 俊子 ○

NPO 法人 コミュニティワーク
研究実践センター 事務員 熊倉 なみ ○

市北行政区 理事 高畠 康典 ×

月形刑務所 看守部長 本多 大輔 ○

社会福祉法人
札親会つきがた友朋の丘 鳥潟 慎太郎 ○

条例第３条第
２項の２号委
員
※識見を有す
る者

月形町教育委員会 岸上 希央 ○

北海道科学大学 工学部
建築学科 教授 谷口 尚弘 ○

（公財）北海道観光振興機構
地域支援本部 地域観光部長 生川 幸伸 ○

㈱道銀地域総合研究所

地域戦略研究部 業務部長

北嶋 雅見

（南部 玲）
な ん ぶ あきら

代理

○

条例第３条第
２項の３号委
員
※公募による
者

農業 山田 啓一 ×

会社員 梅木 悠太 ○


