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（出村議員から一身上の都合、多田農業委員会会長から都合により欠席の旨の

報告あり） 
○ 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。 
  ３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   
笹 木 英 二 議員 
大 釜   登 議員 

の両議員を指名いたします。 
 
◎ 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。一般質問は先

例にならい通告順に発言を許します。 
○ 議長 堀  広一 順番１ 楠 順一 議員、発言願います。 
○ 議員 楠  順一 通告に基づき質問いたします。今回、２つの問題につ

いて質問させていただくわけですが、今、地方創生総合戦略が策定され来年

度から人口減少社会に向かう我が町の将来について全町一丸となって取り組

んで行かなければならない段階であると思いますが、その前に一歩、立ち止

まって我が町の足元を見直すことも必要ではなかということで、今回、この

問題を取り上げさせていただきます。大上段に構えた議論ではなく目に見え

るお互い十分認識している問題について、ただ、これはどのように取り扱っ

ていいのか分からない難しい性質の問題であると思いますので、それについ

てお互いざっくばらんと言っては語弊がありますが、忌憚のない議論を交わ

しながらいい方向に向かっての知恵をお互いに出し合っていくということで、

問題提起させていただきたいと思います。第１番目の質問ですが、通告のと

おり、町内各所に屋外広告塔が立っております。大きい物から小さい物まで

ありますが、特に町内の国道２７５号沿線にいくつかの広告塔が設置されて

おりますが、これについてはある程度の年数を経て老朽化している物も一部

見受けられるので、この管理についてどうしていくのか、伺いたいと思いま

す。質問項目として、（１）町が所有・管理しているもの、民間が所有・管理

しているものがあると思われますが、その管理状態についてどう把握し、管
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理・指導しているか。（２）町が管理しているものについて取り上げれば設置

当初から長期間が経過し、看板の表示内容や看板そのものの存在意義が時代

の変化に適していないものもあると感じるのですが、近年、農村景観が取り

上げられ色々な取組みが国・道でも行われております。そのような観点から

も見直しする必要があるのではないかということで、伺いたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 答弁させていただきます。第１点目、最初にその基本

として屋外広告塔については、建築基準法の工作物に分類されるところで建

築基準法施行令第１３８条の規定によって高さ４メートルを超える広告塔は

確認申請を事前に提出して建築主事の確認を受けて、確認済書の交付を受け

なければならないことになっているところであります。現在、本町内におい

ては、国道沿線に限らず確認申請が提出された工作物の記録は１１件、うち

町が管理しているものが３件です。管理については、建築物の大小にかかわ

らず建築基準法第８条に維持保全が規定され、建築物の所有者、管理者また

は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適正な適法な状態

にするよう努めなければならないという努力義務を課しているものでありま

す。ただし、この義務に違反したからと言って当該義務者が罰則を受けるも

のではないわけでありますが、この努力義務を怠った結果として建築物が法

に定める基準に適合しない部分が生じた場合、当然、違法建築物に対する処

置の対象になると法律ではうたっているところであります。また、自然災害

により発生した事故であっても第三者の安全を脅かす、損害を生じたときに

は、民法第７１７条の賠償責任が追及されるとなっております。町はもちろ

ん民間においてもこの条例により当然のことながら自らの責任において適正

に維持管理しなければならないと考えております。建築基準法の適用を受け

るもの、受けないものにかかわらず現在、町が管理している広告塔あるいは

看板の状況について申し上げます。総務課で管理しているものとして、交通

安全シンボル塔が３箇所あります。これらはライオンズクラブ、交通安全推

進協会が設置して町に寄贈を受けたものであります。管理については、経年

劣化等により塗装剥離やサビ腐食が進む中で、所要の修繕は随時行う方針で

すが、現在調査している中で劣化が著しい順として市北１のサンクス前そし

て新生の朝倉宅前、３番目が市北３の溝口宅前であると把握しております。

特にサンクス前のシンボル塔は、傷みが激しいので今後に向け点検修繕を順

次対応して行きます。また、木製の啓発看板については、老朽化が著しく使

用に耐えられないものから順次、撤去しているところであります。次に住民

課で設置している看板については、ごみの不法投棄防止を啓発するものとし

て月形町環境保全推進協議会名で国道に限らず４箇所ほど設置してあります。
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今後も状況を把握しながら管理して行きたいと思っています。また、産業課

で管理しているものとして、温泉までの距離を表示したものが南耕地と北農

場にあります。これについては、国道の樹木に阻害され非常に視認しづらい

こと。また、老朽化が著しいことから、本年度撤去を予定しております。道

道月形幌向線から国道の出口に設置している温泉ホテルの案内看板２基につ

いては、旧リッチヒルゴルフ場の看板を前温泉の指定管理者が転用したもの

でありますが、内容が現状にそぐわないところもあり劣化も進んでいること

から前指定管理者と協議の上、撤去を予定しております。また、道道岩見沢

月形線の駐車帯付近に平成１３年度設置の皆楽公園誘導サインがありますが、

これについては、現在のところそれほど劣化がみられませんので、現状のま

ま管理して行きます。更にローソン前には月形温泉への誘導広告塔がありま

す。これについても、平成１９年にリッチヒルゴルフ場からの寄贈を受け転

用したものですが、平成４年度設置から２３年経過しており、高さ１５メー

トル、幅５．５メートルの大規模な工作物であることから、平成２８年度に

おいて耐久検査を行うべく予算計上したところであります。この他、国道沿

線には、民間が設置した広告塔が数基あり、主にコリーナとリッチヒルゴル

フ場のもの更にはむつみ屋が所有しているもので、いずれの会社も既に倒産

しており、実態のないものについての案内看板であります。ただ、景観を損

ねるという理由だけで行政が手を付けるということにはなりませんが、前段

申し上げたとおり、設置者自らの適切な管理が基本であるものの、第三者の

安全を脅かし損害を与える恐れのある工作物については、所有者に対し必要

な指導をして行きたいと考えております。必要に応じて建築基準法第９条の

違反建築物として行政代執行により撤去できると考えているところでありま

す。第２点目、先ほども申し上げたとおり、町が管理している広告塔につい

ては、今後も耐久検査を行いながら所要の修繕や塗装を施し、適切な管理に

努めて行きますが、楠議員ご指摘のとおり、交通安全塔については、開町１

００年・１２０年を記念して設置されたものですから、その時代におけるデ

ザイン、色彩、表示内容等に統一性が欠けており、それぞれが独立したもの

となっているところです。また、温泉の誘導看板についても、設置から８年

経過し脚部の塗装も劣化しております。平成２８年度に実施する耐久検査の

結果を判断した上で、今後予定している観光まちづくり基本構想策定業務の

中で、これらすべての広告塔について色彩、キャッチフレーズの検討を業務

に加え、統一性を持たせることで景観の保全を図りたいと考えているところ

であります。 
○ 議長 堀  広一 楠 順一 議員 
○ 議員 楠  順一 今、答弁いただいた内容で私自身、今回の質問目的は
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ほぼ満たされた気がしますが、この問題については、今まで議会で討議した

ことがなかったので、問題として認識していただくことが必要であるという

ことです。それから、特に先ほど言われた交通安全開町１００年・１２０年

の記念塔については、町のイメージやデザインの観点から見直す必要がある

ことを認識していただきたいと思って質問したので、今の答弁でそれはこれ

から法的な問題もあってすぐに解決することにはならないと思いますが、平

成２８年度に耐久性の検査もしながら検討していくということなので、よろ

しいかと思います。その際、町長の答弁でもありましたが、将来に残すもの、

残さないものをしっかり見極めて、いずれにしても経費が掛かってきますの

で、広告として町のこれから地方創生も含めたイメージづくりに役立つもの

を残して、それに対してきちんと管理していく考えは当然、持っていると思

いますので、お願いしたいと思います。１点、特に皆楽公園入口の国道隣地

に立っているむつみ屋の看板が目立つので、私も皆楽公園の直売所に関わっ

ており、お客さんから「むつみ屋はまだあるの。」という問い合わせがあった

ので、それは役場職員にも何度かお話ししたことはありますが、法的に扱い

づらいと思いますが、塗るなど何らかの方法でむつみ屋の看板を早めに「も

うむつみ屋はない。」ということを示すことも町の仕事として必要ではなかと

思いますが、その点について再質問させていただきたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほども申し上げたとおり、倒産して所有者がいない

という部分の処理の仕方を行政がやるとき、法律的な問題がたくさんあるわ

けです。今ほど言われた看板の内容を塗って「むつみ屋」の存在がないとい

うことも、いわゆる法律的に抵触するのかということは、しっかり考えて行

かなければならないと考えております。先ほど、前段で言われた農村景観に

ついては、私も重々理解しながら私たちの町に入ってきたとき「さすが月形

らしい落ち着きと景観と調和がとれているね。」という意識を、行政だけでな

く町民の皆さん一体となって、その景観づくりをやって行きたいと考えてい

ますので、これからもご指導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 この問題については、これから議会と色々な課題につ

いてお互いにいい方向に向かうような議論を進めて行きたいと思いますので、

終わりたいと思います。第２番目の質問ですが、先ほども出ました皆楽公園

エリアの旧「むつみ屋」の施設についてです。皆楽公園エリアの再整備につ

いては、地方創生戦略にも盛り込まれていると思いますが、私どもも温泉に

出入りするたびに旧「むつみ屋」の古い建物が放置されており、目をそむけ

たくなる気持ちになるのは、月形町民であれば皆さん同じであると思います
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が、倒産した会社の持ち物ということで扱いづらい性質の問題であったとい

うことで、お茶飲み話に出るけれど正面から取り上げることはできなかった

のではないかと思います。やはり、安全管理上にも問題があるし同エリアの

景観についても問題があるということで、先ほど言った地方創生戦略の実践

となると避けて通れない皆楽公園エリアの課題であると思います。そこで質

問ですが、（１）同施設の現在の法的な帰属を含めた管理状況等について町が

把握している内容について伺いたい。（２）同施設の当面の適切な管理や将来

的な処置について、これは町が直接、手を下すことはできないと思いますが、

それについて関係者に何か促すような町として取りうる方策についてこれか

ら検討していくことが必要と思いますが、それについてどのような認識でい

るのか、伺いたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 楠議員が言われたとおり、皆楽公園については、私た

ちの町として一番の観光流入の意味でも基幹の施設になってくるわけであり

ます。また、平成２８年度からそこに向けてもう一度、仕切り直しという中

で、しっかり対策を打って行きたいと考えているところです。言われるとお

り、旧「むつみ屋」のスープ工場施設については、景観も悪く安全性を損ね

るという部分では、私たちとしても憂慮しているというのが、実態でありま

す。第１点目の管理状況そして町が把握している内容ということですが、有

限会社むつみ屋の施設として土地と家屋の不動産については、札幌法務局岩

見沢支局の不動産登記によると、土地については宅地の２筆であり、面積２

筆合わせて３,２８７．６１平方メートル、家屋は２棟で１棟は種類が工場、

事務所、倉庫で１階と２階を合わせた床面積は、１,３１１．６１平方メート

ルとなっております。もう１棟は付属建物として種類が休憩所で１階と２階

を合わせた床面積は、４６．８９平方メートルであります。有限会社むつみ

屋は、平成２６年２月１４日に札幌地方裁判所岩見沢支部の破産手続きが開

始されております。その後、破産管財人により会社の財産が債権者に配当さ

れ、平成２７年１１月７日、札幌地方裁判所岩見沢支部では、破産者の財産

のうち換価処分すべき財産が破産手続き費用を支払うのに不足しているとの

理由により、破産手続きの廃止の決定確定が行われており、破産手続きが終

了しております。この破産手続きの廃止の決定により、破産管財人の任務は

終了し、有限会社むつみ屋は登記簿上の所有者ではありますが、会社の法人

株は消滅するため、財産管理者は現在いない状況になっております。また、

債権者である北海道信用保証協会の不動産競売の申し立てにより、平成２６

年８月７日に札幌地方裁判所の担保不動産の競売開始が決定され、平成２７

年３月１２日、同年７月１６日、同年１２月３日、計３回の競売が実施され
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ましたが、入札者がいない結果になっております。以上、町が把握している

内容であります。有限会社むつみ屋の施設として土地と家屋については、財

産管理者が現在いないことになり、家屋については、空き家となっている現

状であります。第２点目の同施設の当面の適切な管理や将来的な処置につい

て、町としてどういう方策を検討して行くのかということですが、当施設が

空き家として処置しなければならないことになった場合、月形町空き家等の

適正管理に関する条例及び施行規則に基づき対応していくものと考えている

ところですが、所有者が明確な場合には管理改善について改善助言、改善勧

告、改善命令の順に指導を行うわけであります。指導に従わない場合は、公

表しなおも従わない場合は、行政代執行となって代執行に掛かる費用を所有

者に請求していくものですが、今回のように管理所有者が不明の場合、建物

が危険な状態に切迫している場合は、条例の規定により緊急安全処置代執行

ということでありますが、最小限の安全処置を講ずることができることには

なっております。この場合、所有者が判明したときには費用を請求すること

になります。今回、むつみ屋の場合については、破産手続きが終結していま

すので、裁判所に申し立てをして、精算人を立てて精算人を宛名人に除去命

令をした上で、行政代執行を掛ける方法があります。なお、危険でない場合

については、継続的に調査や状況監視を行うことになります。よって、管理

所有者が現在、現実に存在しない場合、全てが解決されるものではなく、非

常に困難な対応となるのではないかと考えているところです。 
○ 議長 堀  広一 楠 順一 議員 
○ 議員 楠  順一 予想したとおり、法的なことが絡みますのでうかつな

答弁ができない状況も十分理解いたします。私も含めて町民の心情としては、

月形町の観光の顔である皆楽公園にあのような建物がいつまでも残っていて、

手が付けられないというのは本当にいたたまれない気持ちになるわけです。

それについては、やはり、行政がやるしかないと思うので、何らかの方法で

知恵を使って、例えば同じようなケースが全国にないのか。そこで行政がど

のような手段でどんな方策をしたのかということも、これから調査しながら、

まして、そういうものにもし税金を使うということになれば、それについて

は、我々、議会も町民の意向を汲みながら、それが適切なのかどうかという

ことも判断していく段階に踏み込んで行かなければならないのではないかと

思うのです。初めてこの問題について公の場で取り上げさせてもらったので、

今すぐ結論を出すことにはならないと思いますが、これからどういうプロセ

スを経て解決していくのか。これからむつみ屋だけの問題だけでなく色々な

問題が出てくると思いますので、やはり、地方創生で新しいことを取り組ん

でいくことも私も色々提案したいと思いますし、新しいことにチャレンジし



 7 

て行かなければならないのは当然ですが、その前に積み残してきた課題をど

う処理していくのか。あるいは、古いものを活用して何か新しいものを生み

出していく知恵を町民と共にどのように生み出していくのかということも含

めて、これから私は共通の課題として考えるべきであると思います。それに

ついて町長の現時点でのお考えを伺いたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今後において、思い切ってあそこを撤去する状況にな

ったら、相当、公費を投入しなければならないということがひとつあります。

それをすれば可能性としてあります。ただ、うちの町にもかなりの不在家主

が放置に近い状況の空き家がありますから、これが前例となってそれらに対

しても公費を投入しなければならないことは、どうしても避けなければなら

ないことであります。今後においても、全国の色々な状況の中で、参考にな

るような事例その他があれば、早急にそういうものも検討しながら議会の皆

様にもご相談申し上げて行きたいと考えております。 
○ 議長 堀  広一 楠 順一 議員 
○ 議員 楠  順一 了解しました。 
 
○ 議長 堀  広一 順番２ 大釜 登 議員、発言願います。 
○ 議員 大釜  登 通告に基づきまして、２点ほど質問させていただきま

す。最初に２月の道新で本年度の町会計予算発表で、主な事業として町は地方

創生で地域おこし協力隊２名を採用し、観光振興をはじめとする各分野での地

域おこしのために企画費で予算計上し議案も提出されております。これについ

ては、予算委員会でしっかり審議して行きたいと思います。また、この質問は、

平成２７年第４回定例会において楠議員の一般質問で行われ、その結果、この

事業が行われるのではないかと考えております。従って、制度や活用の方法そ

の他については、答弁で説明いただいておりますので、理解しております。そ

の上で、私からこの事業を前に進めるために質問をさせていただきます。１点

目は、予算執行後、地域おこし協力隊の採用方法、募集方法と条件、受け入れ

体制、また、協力隊員に求める活動方針について、町長の考えをお伺いしたい

と思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。地域おこし協力隊の採用

方法等についてどのような人物を採用するのかということですが、現在、想

定しているのは、満２０歳から４０歳未満の方と考えております。基本的に

は普通自動車免許を取得しており、日常的な運転に支障のない方、そして、

パソコンの一般的な操作ができる方を想定しているところです。また、今後
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地域おこし協力隊として活動していただくものとして、農業の振興・支援活

動、商工業の振興・支援活動、地域の生活環境維持活動、地域行事の支援等

コミュニティ活動、地域住民の生活支援活動、都市交流事業の支援、観光特

産品その他の地域資源の発掘及び振興活動、地産地消の推進活動支援、行政

活動の支援を活動目標として募集したいと考えているところです。また、地

域的にはということですが、一つには３大都市圏、首都圏、中京圏、近畿圏、

もう一つ政令指定都市、その他にも道内では過疎指定の受けていない２３市

町村からの転出もあり得ると考えているところです。なお、全国的な募集に

なるところから特定の地域を指定することにはならないので、どの地域から

応募されるかについては、応募結果を見なければ分からないということです。 
○ 議長 堀  広一 大釜 登 議員 
○ 議員 大釜  登 今の答弁で、基本的な考えや条件等については、理解

いたしました。ただ、この制度は、国の制度に基づき募集条件など先ほど町長

が言われたとおり、３大都市圏、政令指定都市からの採用条件が付けられてい

ることは、理解しました。しかし、本町は全国的な知名度がないので募集する

にはかなり問題点が懸念されます。そこで、採用の選択肢の一つとして都会に

住んで仕事をしている地元出身者が、仕事があれば故郷に戻り町のために働い

ていただけるＵターンやＩターン、また、毎年グリーンツーリズムで多くの学

生が本町に来ております。そのような方々は、町の現状も知っている。人との

つながりもある程度持っているので、即戦力として期待できると思いますので、

そのような考え方も想定してはどうか。また、募集に当たっての作業を進める

上で、地域の方々の力も借りて情報の収集や話し合いを持つ考えがあるか、お

伺いします。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 もちろん、全国的に募集しなければならないというこ

とで、これらはするべきこととして考えますが、私たちの町から一度故郷を

離れて大都市へ行った人たちが、地元に戻ってくれるということは、極めて

歓迎的なことですし、そういう状況があればぜひ応募していただきたいし、

そういう宣伝もしていただきたいと考えているところです。その中で、各事

業所についてどのようなことになるのかということですが、農業、商工会の

活動団体、生活環境維持地域コミュニティ、住民の生活支援団体、交流事業

観光特産品資源の発掘、振興活動関係、地産地消推進活動団体などから色々

な意見を聞きながら、今後、求められてくる分野が固まるのではないかと考

えていますので、予算が通ったときには、早急に町内色々な分野の皆さんと

意見交換会をさせていただきながら、進めて行きたいと考えているところで

す。 
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○ 議長 堀  広一 大釜 登 議員 
○ 議員 大釜  登 理解いたしました。再質問ですが、この事業は地方創

生の補助対象と考えますが、再確認のために国からの特別交付税がいくらなの

か、お聞きしたい。もう一点、先ほど町長が言われた活動についてかなり広く

言われていましたが、町としては、現実に全項目を活動として考えていると思

いますが、今、重点的に考えている活動があれば、その点について、お聞きし

たいと思います。 
○ 議長 堀  広一 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 国から地域おこし協力隊に対する交付金の支援が

あります。総務省からの支援として地域おこし協力隊員の活動に要する経費

として隊員１人あたり４００万円を上限とするということです。内訳として

報償費等２００万円、その他の経費（活動旅費、作業道具等の消耗品費、関

係者間の調査などに要する事務的な経費、定住に向けた研修等の経費など）

２００万円、合わせて４００万円ということです。期間については、概ね１

年以上３年以下ということで、４年目には独立起業就職となり、その段階で

起業するとなれば更に最終年次又は任期終了翌年の起業する者１人あたり１

００万円を上限として支援するということです。また、地域おこし協力隊員

の募集等に要する経費として１団体あたり２００万円を上限として支援する

ということです。特別交付税により財政支援され、平成２８年度予算では２

名分ということで、その他全体事業費として約８３６万円計上している状況

となっております。なお、特別交付税ということで、これは実施結果がなけ

れば精算できないものですから、それが確定した段階で概ねただ今申し上げ

た交付税として措置されるものとして考えているところであります。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほど農業から商工業その他たくさんの項目で今後と

いうことで説明させていただきましたが、特に町長が思っているということ

で説明させていただきますと、昨年、残念ながら月形温泉施設における指定

管理者がいなくなっている状況で、今一度しっかり平成２８年度に向かって、

今後、皆楽公園エリアを私たちの町の観光エリアとして定住人口ではないわ

けですが、流動人口の増加ということで、そういう知恵のある人がほしいと

いう希望はあります。今回は２名ということで特に関係団体の皆さんの中で

どうしてもこのようなかたちでしてほしいということがあれば、それについ

ても今後、視野に入れながら行き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 了解しました。２点目の質問も最初の質問と関連しま

すが、採用期間等について、採用は何年とするか。また、終了後の隊員の対策
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について、これは先のことで今すぐの答弁は難しいと思いますが、これについ

て伺いたいと思います。この事業は地方創生総合戦力において国が事業を５、

６年前から進めてきていると思いますが、採用期間終了後、自治体での定住や

起業その他実績について資料があれば、お伺いしたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今年における採用期間ですが、まず、皆さんに予算を

認めていただけるなら、初年度は６月１日から明年３月３１日まで、１年間

にはなりませんが、そのかたちでスタートして行きたいと考えておりますが、

必要と認めた場合は、３年間の延長が認められているところであります。た

だし、応募の状況いかんによって私たちとしては、６月１日から進めていた

だきたいという思いでいますが、これらについては、まだ不確定な部分があ

ると思っています。また、これら期間が終わった後の定着率については、総

務省の資料では平成２６年度末の状況として、隊員の定住率は約６０％であ

り、内訳として起業された隊員１７％、就職された隊員４７％、就労された

隊員１８％、未定その他１８％ということで、その中には結婚や家事手伝い、

起業準備中ということが分かってきているところであります。 
○ 議長 堀  広一 大釜 登 議員 
○ 議員 大釜  登 今の答弁で、定住率は決して高い感じはしませんでし

たが、この事業は本来、人口減少に歯止めをかけ移住、定住の促進をして行

かなければならないということで進めていますので、第１点目の質問にも関

連しますが、採用時にはしっかり面接を行って、意思確認をしてその後は全

体でサポートして行かなければ隊員の今後についても難しいものがあると思

いますので、我々議会としてもそのような情報については、町側と相談しな

がら進めて行きたいということで、この事業を行うのが遅かったという機運

もありますが、楠議員からの質問でこの事業が展開されたと思いますので、

我々議会としてもしっかりサポートして行きますので、この事業を前へ進め

ていただくことを期待しております。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１０時４９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００分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 順番３ 我妻 耕 議員、発言願います。 
○ 議員 我妻  耕 第１点目ですが、移住定住化促進のための「住環境の

整備」について、一般質問したいと思います。３月３日、町長は町政執行方

針で「定住・移住の促進につきましては、定住に係る支援策の拡充を検討す
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るほか、町分譲宅地のＰＲ、空き家・空き地バンク事業、空知管内の町村が

連携した定住・移住事業を実施してまいります。」と言及されました。人口減

を抑えるためには必要な施策であると思います。そこで、月形町における宅

地分譲団地と空き家バンクについて、今回はお伺いしたいと思います。月形

には白陽団地・北陽団地・優良林間住宅地・その他団地などがあります。そ

の宅地分譲の現状について、現在までの分譲状況や購入建築居住された方の

特徴として年齢や家族構成、出身地、つまりどんな方のニーズがあったのか。

町内の人か。町外の人か。若いのか。年配なのか。また、空き家バンク事業

について現在の取り組み状況、件数や仲介状況、同じく定住した人たちの特

徴などについて、まずは、それぞれの現状について、教えてください。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今、分かっているところについてお答えします。一部、

質問の中で分からない部分については、担当より答えられる部分については、

答えて行きたいと考えております。宅地分譲の現状については、平成２３年

度に解散になりましたが、昭和４８年度に公共用地等の取得・管理・処分等

による地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に寄与することを目的として月

形町土地開発公社を設立し、議員の言われるとおり、円山団地・白陽団地・

北陽団地・優良林間住宅地の造成分譲及び販売を行ってきました。現在は、

町の企画係で取り合っているところです。これら団地の宅地分譲販売定住化

を促進するために住宅取得に対する支援の充実を図っており、ＰＲに努めて

いるところです。販売実績としては、平成２５年９月までの実績として円山

団地１５区画については全て完売し、そのうち町外の方が１０軒取得されて

おります。北陽団地３６区画については、２４区画について販売が終わって

おり、そのうち１区画については、公園として利用しており、残り１２区画

となっております。２４区画販売のうち町外の方が６軒取得されております。

白陽団地２３区画については、公園１区画を含めた１７区画について販売が

終わっており、残り６区画となっております。そのうち町外の方が１軒取得

されております。優良林間住宅地２０区画については、１３区画が販売され

ており、残り７区画となっております。優良林間住宅地については、全員が

町外の方となっております。今、申し上げたとおり、９４区画中分譲のうち

７６区画が販売されている状況で、そのうち３０区画約３９％が町外の方が

購入し転入されたところであります。先ほどの質問で年代構成その他につい

ては、現在資料を持ち合わせていませんので、私の段階では答えられないと

ころであります。また、空き家の状況でありますが、質問趣旨とは異なりま

すが、危機管理面での把握で現在、住宅・倉庫など１０５軒、これは平成２

７年７月８日現在として抑えております。なお、即入居可能な住宅は、極わ
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ずかであるものと認識しているところです。現在、特定空き家については、

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険の恐れのあるものということで

すが、特定空き家として指導している家屋は２軒あり、１軒については、雪

解け後、所有者の負担により町内業者が解体する予定です。もう１軒につい

ても解体もしくは資産防止処置を指導している段階であります。管理につい

ては、所有者に委ねているものですが危険と思われる特定空き家、また、冬

期間の降雪や雪庇等により危険な状況になった場合は、所有者に連絡して対

応を促しているところであります。宅地分譲販売で売れ残っている宅地につ

いては、価格的に安価で販売すべきという意見もいただいているところです

が、過去に購入した方々の事情、公平面を考えると、現在の団地においては、

難しいのではないかと判断しております。なお、新たな団地の造成は、現在

計画していませんが、遊休町有地の活用ということで、負担の少ない経済的

な方法で減価により民間への有償払下げが可能であると考えていますので、

今後、検討して行きたいと考えております。現在、住宅に係る定住化促進事

業において、住宅建設購入に係る補助金制度を設けております。金額・内容

共に他の自治体と比較して劣らないものと認識しておりますが、制度期間が

平成２８年度で終了することから、本年度において負担軽減など制度内容等

を見直すことを月形町創生総合戦略に位置付けておりますので、我妻議員の

質問の中の若者・子育て世代に向けての対策も見直して行きたいと考えてい

るところであります。月形町における空き家の有効活用ということでは、定

住の促進及び地域の活性化を図ることを目的として、空き家に関する情報を

町のＨＰを活用して情報提供する空き家バンク制度を平成２５年度より行っ

ております。今まで３軒の登録があり、いずれも空き家の利用につながって

おります。今後、北海道のＨＰ等空き家バンクとリンクされ、町外からも素

早く情報を得ることができるようになりますので、制度のＰＲについて努め

てまいります。また、空き家の有効活用の場合の改修費用や解体除去に掛か

る費用についても、住宅に掛かる定住化促進事業制度で支援が受けられるの

で、利用促進ＰＲに努めてまいります。 
○ 議長 堀  広一 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 団地ごとの特徴ということで、ご質問です。それ

について資料は持ち合わせていませんが、概ね特徴について申し上げたいと

思いますが、詳細については、お許し願いたいと思います。今、町で管理し

ている団地については、円山・北陽・白陽・林間住宅の４団地です。年齢構

成的には、それぞれ団地に特徴があります。林間住宅地については、生産年

齢人口と言いますかそれらを終えた方、高齢者世帯それも夫婦世帯が多い状

況です。また、一番新しい白陽団地については、町内に勤める方が多いとい
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うことで、３０代からの年齢層が非常に多い状況です。中には高齢者もいま

すが、総体として考えるとそんな状況です。円山団地については、これは早

い時期の造成ということで、当時については生産年齢層の方々３０代からの

住宅取得ということがあり、現在においては、高齢者が増えている状況です。

北農場にある北陽団地については、現役、生産される世帯、多くの家族世帯

が購入されております。いずれも年数の経過に伴い高齢化になっていること

は間違いないですが、今、考えるとこのような特徴と抑えているところです。 
○ 議長 堀  広一 我妻 耕 議員 
○ 議員 我妻  耕 それぞれの団地で特徴があることが分かりました。町

長の答弁でも色々聞かせていただいたわけですが、今年の１月、議員研修で

千葉県へ新人議員３名で行ってきました。研修後、東京の奥多摩町を視察し

てみないかと松田議員からの提案もあり、千葉から東京へ向かって奥多摩町

を訪ねる機会を持ちました。千葉から東京へ向かう電車や帰り羽田に向かう

モノレールの車窓から見えるウオーターフロントと言うか海沿い、川沿いに

高層マンションがいくつも見えたわけですが、その一棟に何十、何百を超え

る世帯があって、マンション１階の正面にはブランコや滑り台があって、子

どもたちが遊んでいて、お母さんたちがたむろしてお話ししている光景が見

えたのです。奥多摩町というのは、東京でも西の方に位置しており山梨と接

していて、山の中にあります。奥多摩町に行く電車の車窓からも昔なら奥多

摩の山につながるような丘陵地帯であった青梅の丘陵地が、山の上まで宅地

造成されている光景も見ました。今や宅地が出来ているということです。奥

多摩町へ行くには新宿から中央線で立川、そこで青梅線に乗換え先ほど言っ

た青梅で乗り継ぎ、終点の奥多摩駅に着いたのですが、平日の朝だったので

すが、ハイキングコースが多く存在している奥多摩町そして青梅線なので、

登山姿の女性の方々それぞれの駅で下車され山に向かうという姿が見られま

した。奥多摩駅というのは、立川から７０分、新宿から約２時間、東京駅か

らだと新宿まで約１５分掛かるので、それぐらい掛かる所の町を見学研修さ

せていただいたのですが、人口５,５００人の奥多摩町では、少子化定住化対

策として先ほど言った便利できらびやかなウオーターフロントのマンション

やおしゃれな街並みを誇るかのような人口分譲団地に対抗すべく若者に重点

を置いた町有地の宅地分譲、定住応援補助金、空き家バンク制度等を充実さ

せていました。 
（平田議員 午前１１時１３分退席） 

中でも町が所有者から寄附を受けた空き家を世帯主が４０歳以下の夫婦又

は５０歳以下で高校生以下の子どもがいる世帯に条件はありますが、無償で家

を譲与する事業もありました。資料は産業課にも提供しております。月形も先
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ほど町長の答弁にもあったのですが、宅地分譲や空き家バンクの取り組みに、

独自性、例えば年代や世代による使い分け等があっていいのかなという感じを

持ちました。月形は新規就農者の受け入れの面では先進地であります。その月

形ならでは先行している空知で言えば長沼・由仁・秩父別・南幌そして全道の

市町村の良いところに加えて、他の市町村にない独自性を見出した取り組みが

必要ではないかと思います。水田付きの住宅があってもいいのではないですか。

蛍が飛ぶ団地、里山付きの団地、ストーブの薪はそこで取ってください。シイ

タケ栽培してください。また、夏だけ居住する日行き居住など色々なパターン

があってもいいのではないかと思ったわけです。町長の答弁は色々聞きました

が、最後に定住・移住の促進について、町長のお考えをもう一度、お聞かせ願

いたいと思います。 
（平田議員 午前１１時１６分入場） 

○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今ほど我妻議員からの質問で、奥多摩町におけるサイ

クリングを含めた登山の魅力も含めて宅地・移住をやっていかないとダメで

あるということで、先ほど楠議員の質問にもお答えしながら私たちの町の田

園空間が都会の人にどのように魅力的に映るのかということで、しっかりし

た対応をして行きたいと考えているところです。今ほど空知管内数箇所の町

名が挙がってきましたが、昨年、私も秩父別町に行くことがありましたが、

いかにもきれいな状況でありました。そして、ほとんど山がないのですが、

夏の数箇月間だけ住むクレンガルデンという住宅がたくさんありましたが、

相当な人気を誇っていて、九州四国あたりから募集するとすぐに埋ってしま

う状況でありました。それは単に田園空間ということだけではなく、町内全

域が極めて美観が素晴らしい状況の中に、そういう効果があるということを

実際あの町にたたずんでみて感じたところであります。今一度、私たちの町

の魅力が何になるのか。どこを光らせていけばそういうかたちで、私たちの

町で言えば札幌が一番近いのですが、都会の人たちに来てもらえるというこ

とでの、総合的な考え方はしっかりこれから詰めて行かなければならないと

考えております。ただ、先ほどの提案にあった水田付き住宅、里山付き住宅

については、大変面白い発想であるとは思いますが、現実的に可能性がある

なら、取り組んでみたいと考えております。ぜひとも、皆さんと知恵を出し

合いながら、進んで行きましょう。 
○ 議長 堀  広一 我妻 耕 議員 
○ 議員 我妻  耕 理解しました。それでは、第２点目ですが、月形高校

の今後について、一般質問をしたいと思います。月形高校ですが、今回の高校

入試において、１次出願者２７名ということで、８０名はおろか１クラス単位
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である４０名も切ってしまいました。傍からみれば月形規模の町で２学級を維

持していたことは驚きかもしれないし、その取り組みが機能していたと言える

と思います。まず、２７名の出身市町村の内訳はどのようになっているのか。

今後予想される公立高校適正配置計画による学級減の動きも含めて、月形高校

に今後予想される動きを日程順にどのようになっているのか。それから、教育

長自身も札幌市内を含め中学校へのＰＲ活動を精力的に行ってきて、中学校卒

業生の減少という理由は、この際、別として、その他にどんなことが要因だっ

たのかと感じているのか。特に昨年も入学者４４名ということで、昨年までの

ここ１０年間の入学者の平均が５８名というところから、大きく減少してきた

中での活動だったので、色々感じる面があったのではないかと思いますが、そ

れをお伺いしたいです。 
○ 議長 堀  広一 教育長 
○ 教育長 松山  徹 答弁させていただきます。何点かご質問いただいた

ので、順番が少し変わるかもしれませんが、答えられる範囲でお答えさせて

いただきます。道立月形高校については、再出願後の出願状況から２７名と

いう受験者数であります。４０名以上の生徒数２間口・２学級で推移するこ

とが望ましいと考えていましたが、今回の入学者選抜試験で平成９年度以来

４０名を切ることが想定されます。回答順序は変わりますが、まず、出願す

る生徒が減った理由として、まだ、入選の途中なので推測も加わることにな

りますが、北海道として高校の配置や間口・学級を考える際、各地域を学区

という括りで捉えています。月形町は岩見沢市を中心とする空知南学区であ

ります。空知南学区の中学校卒業者数は、全道同様年々減少しており、今回

の状況を見ても空知南学区にある高校の一つ二つを除いてほとんどが出願者

数を減らしているということで、議員ご指摘のとおりということです。中学

校卒業者数の減少以上にその学区の中に出願する者が減少しているのではな

いかということが指摘されます。このことは本来、空知南学区に出願される

と思われた者が、他の学区、例えば札幌市を中心とする石狩学区に予想を超

える以上の数の出願があったと想像できます。このことにより、岩見沢市内

をはじめとする空知南学区の各高校が影響を受けたと思っております。もう

一つの理由として、ＪＲ札沼線の減便の影響であります。特に生徒の進路決

定の大事な時期直前の１０月初旬にＪＲの減便発表、加えて複数回の報道も

あり、ＪＲ札沼線で通学することが困難になるのではないか。あるいは、Ｊ

Ｒ札沼線そのものの廃止が憶測されるなど何かと不安を持ったものと推測し

ます。もちろん、１０月ＪＲ札沼線の減便報道後、直ちに１回目の連絡とし

てＪＲ下り方面の中学校へは、生徒の下校体制はきちんと取るので心配しな

いでほしいということや、特に札幌方面の中学校には、間違って理解しない
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でほしいということで、札幌方面の列車は減便されないことを生徒や保護者

に必ず伝えてほしいと強く働き掛けました。岩見沢方面も然り、２回目は１

１月から１２月初旬に掛けて各中学校へ連絡しております。例年７月と９月

に行われる高校の学校説明会一日体験入学では、本年度はいつもと変わらな

い様子、また、参加された生徒や保護者数は、昨年とほぼ同数で、特段、生

徒や保護者からＪＲ札沼線に対する問い合わせはありませんでした。むしろ、

本年度新たに学校説明会は終わったけれど、学校を見学させてほしい。学校

の内容を説明してほしいという問い合わせが多くあり、平日だけでなく生徒

や保護者の都合に合わせた土曜日も個別の学校説明会を行っています。学校

説明会以外に個別の説明を受けたいという数は例年ですと２、３件ですが、

本年度は７件の他にＰＴＡ研修会で説明してほしい１件、直接中学校に来て

学年全体の生徒に説明してほしい１件、ここ数年の中でも感触が良かったと

思っています。しかし、ＪＲ札沼線の減便の報道後１０月以降１１月に掛け

て、生徒が進路を決める時期では、相当数の問い合わせが高校に来ています。

もちろん、問い合わせについては、きちんと減便はなく通学に影響ないと説

明しています。高校の校長とも協議しているのですが、このタイミングでの

ＪＲ札沼線の減便発表の影響はかなり大きいものがあると思っています。次

に、北海道の高校配置計画ということでご質問があったかと思います。皆さ

んご承知のことと思いますが、現在、道立高校は全道２００校程度あります。

そのうち、３０校くらい１間口校が頑張っています。この３０校近い１間口

校は、すぐになくなるのではないと思っています。今の考え方としては、１

間口でも地域にとって必要があり生徒が一定数いるのであれば、高校は存続

しますというのが北海道の考え方です。以前あった特例２間口４１名以上の

生徒数が必要で、１間口校は再編する考え方がなくなったことは、ご存じの

とおりであります。加えて、平成１８年に策定された新たな高校教育に関す

る指針で、全日制課程では１学年４学級から８学級が望ましい学校規模とし

て３間口以下の高校は原則再編整備となっていますが、これについても、あ

くまでも原則であって、現実にはそのようになっておらずむしろ全道の半数

の高校は３間口以下であります。空知南学区には１２の高校がありますが、

４間口以上の高校は４校、８校が３間口以下です。このことも合わせて理解

してほしいと思います。次に、これからの月形高校についてですが、今、２

次出願者の結果を待たなければなりませんが、仮に新入生が４０名を切った

場合、平成２８年度は１年生１学級になります。翌年度の募集定員について

は、地元中学校の卒業者数や周辺地域の動向等を勘案して決まることになり

ます。その後については、仮に１間口となっても大きな生徒数の減少がない

限り、数年の推移を見ながら高校は存続していきます。１間口校として存続
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し将来的に生徒が増えなければ、地域キャンパス校になり、近隣の高校と連

携を取りながら教育活動を進めることになります。キャンパス校については、

メリット・デメリットがありますが、デメリットは教員定数が減らされるこ

とであります。その反面、メリットとして北海道が言っていることは、セン

ター校からの出張授業や通信機器を活用した遠隔授業であります。現在、高

校ともお話ししながら教員定数が減らされても困らないように指定授業を数

本受けて、キャリア教育という進路指導の指定授業と特別指定授業も受けて、

子どもの多様なニーズに応えられるようにということと。今後も教員定数が

減らないようにということで、その策も考えているところであります。現時

点では、仮にキャンパス校になって２０名を切って、その後生徒数が増えな

いと見込まれるのであれば、再編整備という流れになります。しかし、例え

２０名を切ってもその後１０年間ぐらいの子どもの数を見ながら北海道とし

ては、検討していくことになります。現在、月形町の子どもたち小学生も２

０名を切っていますので、大変、厳しい状況には変わりないと思っています

ので、近隣も含めて生徒を集めることが極めて大切であると思っています。

そのような状況で、私どもとしては、組織を通してこの２０名の数字を緩和

してほしいという要望を北海道に上げています。更に教育長として道教委へ

もっと地元や地域の実情を抑えてほしい。空知南学区をどのように捉えてい

るのか。空知南学区には定数を割っている高校はあるが、月形の場合、それ

らの高校へ通うことができるのか。地理的条件が他の地域とは違っているこ

と。また、ケースとして町外の高校へ進学することはあるが、多くの子ども

たちが町外の高校を志望しているわけではない。地元の高校に通わせたいと

願っている保護者がいること。更に、遠い昔から月形高校へ進学してくる中

学生は、空知南学区だけではなく空知北学区や石狩学区、札幌市などから多

くの子どもたち来ている。その置かれている状況をよく見てほしい。そして、

最近ですと、今まで通学実績のない中学校からも月形高校へ通っています。

昨年度３年生の保護者アンケートでは「月形高校へ通わせて良かった。」と回

答している保護者は、９５％を超える数値であるなど、地元だけでなく近隣

自治体も含め、このエリアにとって必要な高校であると道教委へ強い要望を

上げています。今後は、広域分散型の北海道において、地域の教育機能を確

保することの重要性や人口減少社会への対応、また、地域創生の観点からも

話を強めていこうと考えております。要因と動きの説明をさせていただきま

した。出身市町村別の生徒数については、現在、入学選抜試験の途中に当た

り１月からはじまりこの後第２次出願が３月末までありますので、それら出

願者の個々について高校では入選に影響するということで、情報を出さない

ということです。４月に入ったらそれぞれの高校が出身中学校、出身地域と
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いうことで出てきますが、４月以降になるかと思います。 
○ 議長 堀  広一 我妻 耕 議員 
○ 議員 我妻  耕 取り組みについても説明いただき、分かりました。２

０名ということも出てきました。自分の高校時代のことを考えると、中学に比

べて専門的になった教科、先輩後輩の厳格になった部活、文芸部とはなんだと

いうことで、今までなかった部活があること。かなり自由にできた文化祭など

色々な想い出があります。友達も中学時代に比べると居住エリアとして広がっ

て、友達の家に行くにしても、今まで足を踏み入れていない地域や土地に足を

踏み入れることには緊張感やわくわく感があったことを思い出します。高校に

はある程度の規模も必要であると思いますし、大学・専門学校・職場につなが

る次へのステップということもあると思います。生徒にとってベストな学校、

環境であることが大事であると思いますが、現在、月形町以外でも高校に対し

て生徒を確保するために似たようなもしくは新たな取り組みをする高校・自治

体が増えています。近隣では、給食を提供している新十津川農業高校、保護者

の評判はよい。遠方からの入学生のために寮を用意する。制服やジャージのプ

レゼントがある奈井江商業高校、この二校は１間口１学級の学校ながら今や月

形高校よりも志願者が多くなっており、一時期低迷していた志願者数を増やし

ている動きもあります。月形高校も色々な取組みがこれからもできると思いま

すし、それはこれからのことであると思います。色々なことができる気がしま

す。以前、委員会でお話ししたことがある月形だって普通科で寮を完備して札

幌はおろか全道もしくは全国東京からでも生徒を連れてくることもできるで

しょう。給食にすれば確か新十津川農業高校では１食２３０円、働いているお

母さんたちにとっては、どんなに助かるのかなという気もします。他に近隣中

学校との部活やクラブとの連携、月形高校へ通って部活を続けようという動き

もできるかもしれないし、大学進学実績、特に私立の高校等は学科の再編が毎

年のように行って、国公立大学○○名合格ということをアピールする。進学面 

でも自分の夢が広がる、開けてくるというアピールやイメージも中学生や保護

者に対しては、大切なことであると思います。今年の入試についてですが、浦

臼の中三の受験生を持つお母さんからのお話しですが、その子は自分の志望校

があって、倍率のある高校でした。もしかしたら落ちるかもしれないというこ

とで一生懸命頑張っている時期ではあったのですが、そのお母さんから聞いた

ことは「もし、第一志望の高校に落ちてしまったら月形高校に出願しようと思

っている。」ということで「月形高校は、１人ひとりの生徒に手を掛けてくれ

る。」ということを職場で聞いたので、それを私にお話しされたお母さんがい

まして、職場でそのような話をされるということで、そういうイメージを持っ

た月形高校でもあるし、そのイメージは本当に大事に育てていくことが、大切
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ではないかと思います。月形高校は月形にとってどのような存在なのか、それ

も踏まえて町長、教育長の思い、考えを教えてください。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほどの質問で、国公立大学への入学者について、月

形高校は、決して悪い状況ではないと思っています。ただ、十数年続けてい

たことがどうしてもその可能性のある子が私学に行きたいということで、１

年途切れたことがありましたが、そういう意味では、今、高校の先生が進学

に向けて頑張る子には、マンツーマンで教えるシステムは、今も生きている

と考えております。高校については、英語検定２級合格者には海外体験研修

に行かせるということについても、ほぼ毎年のように受験者・合格者がいる

ということで、特徴的なことをしっかりやっていると思っています。しかも、

札幌当たりから来る子どもたちに聞くと、月形町民がそういう人たちをしっ

かり受け入れ、支えてくれるという意味での町民気質は、他の町にはないか

もしれない気質が私たちのまちにはあるのではないかと思っています。ただ、

今や奪い合いの状況の中で、先ほど言われた奈井江商業高校については、入

学金奨励、交通費助成が月形町の倍である状況。また、新たな展開もして行

かなければならないと思いながら、私たちの町の子どもたち、私たちの町の

高校に来てくれる子どもたちが、しっかり人として豊かに育っていく環境そ

のものをより光らせていく方向性の仕組みができればいいと考えているとこ

ろです。月形高校の存在自体が町民にとっての誇り、生きがいの存在である

と捉えております。 
○ 議長 堀  広一 教育長 
○ 教育長 松山  徹 何点かアイデアもいただき、うれしいお話しもいた

だいたと思っております。町長と答弁が重複しないようにということで、給

食については、近隣では新十津川農業高校、長沼高校で学校給食を行ってお

り、長沼高校では３０年以上学校給食を行っております。今、頭に浮かぶこ

ととして、仮に高校が給食をやるとしたら配膳や後片付けの時間、役割分担

など一日の日課の時間の置き方を少し考えて行かなければならない。また、

給食搬入口、保管場所のこともある。当然、給食をやるからには、全員を対

象としてほしいこと。給食費の徴収問題もあると考えています。高校として

考える、設置者の道教委との話し合い。高校が保護者と協議しなければなら

ない課題が少しあるかと思います。以前から高校に給食というお話はありま

した。町としても学校数が多いときから考えて、給食数も減ったので、業務

もだいぶ見直していますので、これから一気に１００食以上増やすことにな

ると、施設、食器の確保等新たな業務も発生すると思いますので、検討課題

は多いと思います。学科編成について質問いただきましたが、現実を見て空
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知南学区で岩見沢の学校がここ数年間で学科再編ということで３校ぐらい学

科再編があって、１校は成功していますが、もう１校は今年の出願でうまく

いかなかったということで、成功例を見てもここ３、４年のことなので、あ

と何年か経ったら有り得ることなのかなと思っています。私どもが今、道立

校普通科でやっているので、職業学科にする学科変換、職業学科が想定され

ます。現在、進学で実績を上げている子どももいますので、進学となると色々

な危険な要素が出てくると思いますので、それは、慎重に見極めて行かなけ

ればならないと思います。ただ、本年度、振興協議会でも今、英検２級の海

外派遣の実績に加えて、英検だけでなく、幅広く何か活用できるようにとい

うことで、振興協議会のご意見もいただき、今後、進学する生徒の補助、就

職支援も含めて多様な活用を考えて、現在、検討しているところであります。

各中学校の訪問を通して生徒の要望ニーズも把握しながら、月形高校、町長

部局、振興協議会等と連携して取り組んで行きたいと考えております。月形

町にとって月形高校はということで、現在では地域のためのインフラである

と北海道教育委員会にお話ししていますので、単に子どもたちが学ぶ場とい

うことは本来ですが、今、月形町にとっては重要な必要条件としての存在で

あるということです。 
○ 議長 堀  広一 我妻 耕 議員 
○ 議員 我妻  耕 学科再編については、他県でも自然探求科ということ

で、学科を超えて人選的に生徒を集めるということをやっている普通科だけれ

どそのような学科を創っている場合もあります。いずれにしても、月形高校が

より良い方向へ向かうようにこれからも取組んでいただきたい。色々考えて行

きたいと思っています。 
 
○ 議長 堀  広一 以上で一般質問を終わります。本日の日程は全て終了

いたしました。本日はこれをもって散会いたします。なお、３月１１日の本会

議は午前１０時から一般質問を行います。 
   （午前１１時４８分散会） 

 
 
 


