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（平成２８年熊本震災により犠牲になられた方々に対して哀悼の意を表し、ご

冥福をお祈りし、黙とうを行う） 
○ 議長 堀  広一 ただ今の出席議員は１０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。 
ただ今から、平成２８年第２回月形町議会定例会を開会いたします。             

（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 1 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 

金 子 廣 司 議員 
我 妻   耕 議員 

の両議員を指名いたします。 
 
◎ 日程 2 番 会期の決定 
○ 議長 堀  広一 日程 2 番 会期の決定を議題といたします。 
  先に議会運営委員会委員長から５月２７日開催の議会運営委員会での本定

例会の運営について報告の申し出がありましたので、これを許します。 
○ 議長 堀  広一 議会運営委員会委員長 楠 順一議員、報告願います。 
○ 議会運営委員会委員長 楠  順一 議長の許可をいただきましたので、

第２回定例会の運営について、去る５月２７日に開催致しました議会運営委員

会の協議結果について、報告いたします。 

  本定例会に付議され、提案されている案件は、町長の提案にかかるものと

して、一般会計補正予算他８議案、承認３件、同意案１件、諮問１件、報告２

件合わせて１５件であり、また、議会から会議案１件の提案を予定しておりま

す。 

  一般質問については、５月２５日の通告期限までに２名の議員から通告が

あり、本日６月７日に行うことにいたしました。 

  以上のことから、これらの案件を勘案の上、本定例会の会期については、

本日と８日の２日間としたところであります。 

  最後に本定例会における議員の質疑及び町側の答弁については、簡潔明瞭

にされ、議事運営に特段のご協力をいただきますようお願い申し上げ、議会運

営委員会の報告といたします。 

○ 議長 堀  広一 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 
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 お諮りいたします。本定例会の会期は、ただ今議会運営委員会委員長から

報告のとおり、本日から８日までの２日間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 ご異議なしと認めます。よって会期については、本日

から８日までの２日間とすることに決定いたしました。 
 
◎ 日程３番 諸般の報告 
○ 議長 堀  広一 日程３番 諸般の報告を行います。議長会務報告・例

月出納検査結果報告はお手元に配布のとおりでありますのでご覧願います。 
  次に議員研修報告がありますので、報告を求めます。 
○ 議長 堀  広一 出村 隆議員、報告願います。 
○ 議員 出村  隆 ただ今、議長より指名と許可をいただきましたので、

平成２７年度市町村議会議員特別セミナー研修に参加したので、報告いたしま

す。 
  平成２８年１月１８日（月）から１９日（火）の２日間、千葉市の市町村

職員中央研修所で、松田議員、我妻議員、出村の３名が参加し、４名の講師の

ゼミを受けることができました。ゼミは大変勉強になったとともに、普段は直

接、生の声の拝聴ができない先生ばかりでした。講義の内容については、別紙

のとおりでありますが、特に印象に残っていることは、人羅 格先生の地方創

生の件で、努力しない自治体は消えていくとの言葉に我が月形町はどのように

分類されているのか心配でなりませんでした。 
以上をもって議員研修報告といたします。 
このような機会を与えていただいた先輩や町民の皆さんに深く感謝すると

ともに、町政発展のために更に努力することを誓うものであります。 
○ 議長 堀  広一 以上で諸般の報告を終わります。 
 
◎ 日程４番 行政報告 
○ 議長 堀  広一 日程４番 行政報告を行います。行政報告はお手元に

配布のとおりでありますのでご覧願います。 
○ 議長 堀  広一 以上で行政報告を終わります。 
 
◎ 日程５番 一般質問 
○ 議長 堀  広一 日程５番 これより一般質問を行います。先例に従い

通告順に行います。 
○ 議長 堀  広一 順番１番 松田順一議員、発言願います。 
○ 議員 松田 順一 通告書に従い一般質問を行います。１点目、札沼線（学
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園都市線）の今後のあり方についてです。この質問については、５月４日付け

北海道新聞の記事よりＪＲ北海道が札沼線（学園都市線）北海道医療大学～新

十津川間の利用促進策等を話し合い、路線維持の兼ね添えを探るための協議会

の設置を本年度中に沿線自治体に提案する方針を固めたという内容記事が出

されました。当初、私は、札沼線の協議会について質問しましたが、議会運営

委員会よりいまだ設置されていない協議会について質問するのは適当ではな

いという指摘があり、また、ＪＲからも月形町に協議会設置の提案がされてい

ない状況ということで、今後のあり方という内容になりました。確かにこの協

議会が路線困憊を話し合う場となることも考えられるわけで、ある意味先走り

感も否めないでしょう。しかしながら、私は、昨年９月と１２月定例会の一般

質問においてＪＲの問題としてバス路線へ転換するという危機意識と同時に

前向きな促進策について町長に質問しながら話し合ってきました。今一度振り

返ってみることも必要であると感じており、その上で、今回の一般質問をさせ

ていただくことになりました。さて、昨年ＪＲ北海道では「営業係数」の低い

採算路線である留萌～増毛間の廃止の方針を公表しました。それと同時に昨年

６月の新聞報道では、ＪＲを監視する第三者委員会のＪＲ北海道再生推進会議

がまとめた提言書で、路線廃止を含めた低域内検討を求め、学園都市線の北海

道医療大学～新十津川間や石勝線の新夕張～夕張間について利用が少ない区

間に上げ、廃止検討拡大の恐れがあるとしていました。私は、危機意識をもっ

てこの路線廃止問題に対して９月定例会の一般質問で、バス路線への転換が可

能であれば考えるのかと町長に問いかけましたが、町長は、札沼線の廃止は容

認しないしバス路線への可能性は到底検討もしていないと強く答弁されまし

た。しかしながら、その思いとは別にＪＲ側は１２月に入ると２０１６年３月

のダイヤ改正に合わせ減便を発表し、浦臼～新十津川間３往復６本のうち２往

復４本が廃止され、これで浦臼～新十津川間は１日１往復２本となってしまい

ました。また、札幌発６時４５分～浦臼着８時３７分が月形止まりとなり、現

在、札比内方面へは行かなくなりました。町長は、これでは月形高校へ通う高

校生が札沼線で通えなくなるという風評被害が広がると懸念されました。現実

に今年は札幌方面からの高校生は少なかったと聞いております。また、札沼線

沿線の月形・浦臼・新十津川の３町で減便撤回要請書を提出されましたが、も

はや要請だけでは済まなくなっているのは明らかです。既に１１月にはＪＲの

中間年決算が１０５億円の営業損失に拡大して、経営安定基金の取り崩しで黒

字を確保している状態と報道されました。私は、再度このＪＲ問題について質

問し、ＪＲ利用促進は考えているのか尋ねました。町長は、小中学校の社会見

学や授業の一環として児童のＪＲ乗車体験や沿線２町に提案して「キハ４０系

で巡る３町の歴史めぐり旅」というタイトルを付けてポスターを作成し、札幌
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駅やその周辺駅に貼って利用促進を図るということでした。このポスターは４

月に完成され、道新の記事になり、現在では月形ばかりでなく浦臼や新十津川

の役場・商工会にも「キハ４０系」の列車ポスターが貼られています。樺戸博

物館の役場担当職員に今年の入館者の入りはどうかと聞いたところ、昨年より

多いということで、札沼線に乗ってこられ見学する方も増えたことと思います。

新十津川では、9 時４０分発の札幌行きを日本で一番早い最終便列車というこ

とで、全国の鉄道ファンが休日を中心に乗車しているということで、保育園児

の見送りや乗車証明書を発行して喜んでもらっているようですが、これだけで

は住民があまり乗らないので需要コストとは言いがたいということです。石勝

線の新夕張～夕張間については、既に協議会があり線区のあり方について地元

と議論を深めるようであります。ここからが私の聞きたいことでありますが、

ＪＲは４月の機構改革で線区の収支改善を担う地域交通改革部を設置し、自治

体と話し合いをすると言います。私は、町としても組織横断的に人員を集め、

促進対策チームを立ち上げて、いつでも対応できる体制が必要であると考えま

す。また、今までは減便撤回要請以外は個別の町でＪＲと話し合っていたよう

ですが、関係自治体の当別町・浦臼町・新十津川町と共同連携する必要がある

でしょう。５月２７日の全員協議会で堀議長より浦臼町・新十津川町議会とは、

今後において話し合う機会を設けることを議長間で同意されているというこ

とで、議員間レベルでも審議が進むことも重要であると感じております。とこ

ろで同じ５月４日の北海道新聞の取材にＪＲ北海道再生推進会議の委員でも

ある北海道商工会議所連合会の高向会長が札沼線に乗った折り、北海道医療大

学駅より先は乗客が１人か２人、ゼロの区間もあったということで、そんな状

況であっても１日１往復でも運行すれば冬は雪かき、夏は草むしりもしなけれ

ばなりませんと述べています。一方で赤字路線はバス路線に転換した方が住民

にとってもプラスであると主張しています。このように赤字路線の札沼線は厳

しい意見が浴びされており、決して安穏とはしていられない状況であると感じ

ております。月形町として主体的に考え、他の沿線自治体と共同的に取り組む

必要が待ったなしの状況であるわけですが、ＪＲ札沼線の今後のあり方にどの

ように対応していくのか、町長に質問いたします。 
○ 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。今ほど議員から色々と調

べてしっかりした論調でご意見をいただいたことを同じ思いで聞かせていた

だいたところです。５月２５日にＪＲ北海道地域交通改革部の専任部長が私た

ちの町に説明に来ております。その内容については、５月９日に発表されたＪ

Ｒ北海道島田社長の社長談話を交えて概略を申し上げたいと思います。ＪＲ北

海道の平成２７年度決算における経常利益は、平成２６年度実績を５７億円上
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回る４４７億円の赤字になりました。そんな状況の中で、平成２８年度におい

ては、過去最大の赤字４６５億円を見込んでおります。このような状況の中で

は、今後においても経常利益ということでは１７０億円以上の赤字が続いてい

く見通しであり、極めて厳しい状況であると話されていました。また、先ほど

議員も言われたとおり、札沼線の医療大学～新十津川間の利用密度は１日１㎞

当たり７９人、昨年１２月廃止が決まった留萌線の留萌～増毛間の６７人に次

いで利用が少ない線区になっている状況では、今後、ＪＲ自体は、札沼線の医

療大学から新十津川間をバス路線へ転換するという意味の極めて強い説明を

してきているというところであります。そのやり取りの中で、私たちとしては

ポスターも作成しイベントをしながらしっかりした乗客確保を目指していく

というお話しをしましたが、恒常的な乗客増加にならない限りＪＲとしてはそ

ういう対策を認めたくないという極めて厳しい話であったところであります。

ただ、月形町・浦臼町・新十津川町の３町で作成したポスターについては、色々

な所で反響があり、先般も北海道町村会の理事会を東京で開催した折に国交省

北海道局の入口いわゆる局長室入口にこのポスターが貼ってあったというこ

とですし、私たちは３町として努力していることは、多くの関係者に認められ

ていると考えているところです。もちろん、議員の言われるとおり、今後は３

町においての減便に対する反対ということも視野に入れながらの組織づくり

もしなければならないものと考えているところです。現在、私も北海道町村会

の理事ということでは、私は総務建設常任委員会に所属していますが、４月２

２日、この委員会で、今のＪＲ北海道の赤字問題について考えるということで、

総務建設常任委員会委員５名、鉄道駅等所在町村の首長４名、道地域公共交通

検討委員会委員の首長４名、道運輸交通審議会委員の首長１名、計１４名でＪ

Ｒ問題について考える会を行っていますが、まず、それぞれの町村における実

情の話し合いを行ったところであります。その中で、オブザーバー出席してい

た北海道総合政策部交通政策局長が「全国のＪＲを見て北海道だけ厳しい環境

にある。東日本は山手線がありその分で地方の赤字を埋めている。東海は新幹

線、九州は不動産で儲けて鉄道を維持している。北海道はそのような構造がな

い。本来であれば札幌圏がそうあるべきだが、その札幌圏ですら赤字の状況が

続いている。この代替として経営安定基金があるが、鉄道をめぐる環境が変化

している中で、どんなかたちがいいのか広く道としても議論して、国に訴えて

行きたい。」と発言しているところです。北海道町村会としては、今後、道・

国とオール北海道で議論しなければならないと確認したところであります。先

般、６月１日、北海道町村会理事会を東京で行い、その時に与党の自民党と公

明党の国会議員の皆さんが集まった昼食会の席上で、ＪＲ問題についてどのよ

うに考えているのかを含めて北海道が持っている懸案事項を各議員が述べた
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後の短いコメントでしたが、その中で、武部新衆議院議員が「今、公明党稲津

議員と自公連携で北海道のＪＲをどのように考えていくのか、ということを立

ち上げようとしている。」ということで、これについては、稲津久さんが同じ

ような発言をされていました。伊東良孝さんについては、「ＪＲ問題は、北海

道特別枠で考えて行かなければ問題解決にならないだろう。」同じような発言

をしたのが、堀井学さん、中村裕之さんということで、５名の衆議院議員の皆

さん同じような思いで、ＪＲ問題というのは、ＪＲ北海道民間だけに任せても

問題解決にならないし、オール北海道というかたちで今後のあり方を考えてい

くべきであるということです。そういう意味で、私は、国を含めた検討をこれ

からして行かなければ、今までＪＲがやってきたことは、全部、赤字がひどい

所から廃線にしていくということで、ついに今は月形の関係する所が廃線のタ

ーゲットになっているところです。その中で３町の連携当別町を含めた４町の

連携では、大切なことであると思っております。ただ、私たちとしては、ＪＲ

がなければならない一番は、やはり、月形高校を中心とする通学生徒の足の確

保としてＪＲが必要であることを、しっかり訴えて行かなければならないと思

っているところです。月形高校における入学生の人数を減らしたくない、これ

については、ＪＲ問題とは切り離せない問題としてしっかりこれからもやって

行きたいと思っているところであります。また、イベントの客がどれだけであ

っても私たち地元としてしっかりその客を確保していくことも重要ですから、

後段、樺戸博物館のお話しがありましたが、私は、ＪＲを利用して樺戸博物館

に来てもらう。しかも、当別までは電気気動車に乗って来て当別から「キハ４

０系」ディーゼル気動車に乗ってもらって違いを感じてもらい、そして、それ

ぞれの町を歩いてもらうという意味で、これは、かなりの期待として札幌圏内

において「キハ４０系」に気軽に乗れるというのは、時間的にここが一番近い

わけですから、そういう売りを持って今後、進めていくべきであると考えてお

ります。 
○ 議長 堀  広一 松田議員から利用促進の対策チームを設立してはどう

かという質問もありましたが、この点についてはどうですか。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今現在、ＪＲ北海道はこのような状況、そして、私は

当然対策チームを立ち上げることは重要ですが、それは目標をしっかり決めた

段階で、何を目標にして立ち上げていくのかということも含めて、今現在は考

えておりません。今後については検討して行きたいと思っております。 
○ 議長 堀  広一 松田順一議員 
○ 議員 松田順一 町長から今のＪＲの現状は大変厳しいという答弁があり、

その通りであると思います。公共交通の詳しい大学教授の先生方の中では、特
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に北海道のＪＲを一企業民間だけに任せていいのかというお話しも出ていま

す。国や道を含めてある部分は自治体が協力するということもあり、駅やその

周辺に対して自治体が協力して、運営は民間企業ＪＲに任せていいのではない

かという意見もあると聞いております。町長は北海道の各首長その他と検討さ

れていると聞いていますが、上下分離策のお話しは出ていないか、お聞きいた

します。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 鉄路の維持に向かってその部分を町村が負担しなさい

というのは、日高線の昨年度の土砂災害で線路回復をするということで、市町

村負担が高額を求めているということでは、ＪＲ北海道側としては今後、その

ようなことをどんどん要求してくると考えております。先ほども申し上げたと

おり、北海道の鉄路として考えたとき今北海道の鉄路の必要性というのは、北

海道の食料は日本の食料を賄っていくという意味では、極めて重要なことであ

り、その交通手段として今後私は船舶が重要になってくると思いますが、ＪＲ

北海道の今の状況でいくと赤字線区は全部廃線にしていくと札幌圏しか残ら

ない状況になるわけです。留萌につながる鉄路も釧路につながる鉄路も最終的

には稚内につながる鉄路ということで、鉄路で港をつなぐことも今のＪＲ北海

道にかたちがあるのか。そのようになったときに北海道の産業として考えたと

き、これはとんでもないマイナス効果が出てくるだろうと考えております。で

すから、北海道の鉄路を守っていくことは、単純に地元の話だけではないと思

っており、哀愁だけでもないし、それぞれ必要性があると思っております。た

だ、私たちは月形高校があるために学生の足として是非とも必要なものとして

ＪＲにずっと訴えていくならば、鉄路の維持よりまず月形高校の入学生を減ら

さないことを真剣にやることが、今、私が一番重要なこととして考えていると

ころであります。 
○ 議長 堀  広一 松田順一議員 
○ 議員 松田 順一 分かりました。２点目の質問に入りたいと思います。

月形樺戸博物館の知名度高揚と活用についてです。町長も強く意識しているよ

うに網走監獄より先に樺戸集治監は明治１４年に国が建設しました。北海道最

初の監獄であり、時の明治政府にとって北海道開拓を重罪人いわゆる国事犯の

囚人労働で道路を開墾し未開の地を開拓し発展させるとともに、開拓道路沿い

に屯田兵舎を造りロシアの北海道への進出に備えるための下支えになったわ

けです。しかし、囚人には過酷な労働が強いられ事故や病気で亡くなられる方

ばかりでなく、監修に惨殺される者もいました。そういう意味では、歴史には

光と影があると言われますが、明治の影の歴史を担ってきたのは事実でありま

す。樺戸集治監の初代典獄である月形潔は、現在の福岡県中間市出身というこ
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とで、近年櫻庭町長は中間市との振興を深めており、今月２６日には中間市で

挙行される月形潔生誕記念碑披露式典に多くの町民と出席されると聞いてお

ります。この中間市出身の有名人に俳優の故高倉健氏がいますが、若き高倉健

が一世風靡した映画はやくざ映画「網走番外地」であります。これで網走刑務

所が全国的に有名になり、その後、彼は映画「幸福の黄色いハンカチ」「鉄道

員（ぽっぽや）」など北海道を舞台にした映画に出演され、北海道とは縁の深

い人であると強く思っているところです。月形潔を題材にした仲代達矢主演の

映画「北の螢」が作られ、この映画は月形のことを基にして作られましたが、

地元撮影がなかったことと月形潔が出世欲と悪の強い人間に描かれているた

め、本当の月形潔ではないということで、月形では忘れられた映画になってい

ます。私が２０年前、商工会青年部時代に大分県由布院に研修に行ったとき、

その話をすると、研修先の人から「映画の題材になる町なら何とでもＰＲでき

るのにもったいない。」と言われたことを記憶しております。確かに樺戸博物

館は、麗しく美しく感動する歴史物語ではないが、それゆえ心の中で負の遺産

として捉えて、大きくＰＲすることができていないのではないかと考えており

ます。その点、網走は、海の町で開放的な土地柄のため博物館網走監獄では、

以前より民間女性理事長を中心に監獄の歴史や建物を保存してきました。わが

町では、祖父が看守だった樺戸博物館名誉館長の熊谷正吉氏が役場に奉職しな

がら監獄時代の月形の郷土史に強く愛着があったおかげで、昭和４７年、北海

道行刑資料館が開設され、その後、平成８年、名称を月形樺戸博物館として新

しい本館が建設され、リニューアルオープンいたしました。役場が連携して運

営しておりますが、ＴＶＣＭなどの思い切った情報発信ができないため、来館

者も１万人を切るようになりました。その後、櫻庭町長は、平成２４年に再度

リニューアルし、１１,９０６人と観客者が少し伸びましたが、その後も１万

人前後で推移しております。本年 1 月の千葉市町村アカデミーでの議員研修で、

我妻議員、出村議員の月形のＰＲもあって、５月１８日、石川県輪島市議会教

育民生委員の議会の方々が視察研修されましたが、旧樺戸集治監本庁舎及び樺

戸博物館本館が立派であること、資料の数の多さ、北海道の埋もれた歴史がよ

く分かったと感想を述べておられました。明治時代、北海道の最古かもしれな

い木で作られた水道木管にも興味を持たれており「こんな見ごたえのある施設

だからもっとＰＲしてはどうか。」と輪島市の副議長西さんも述べておられま

した。今までも絵の展示などをしてきましたが、今後は樺戸博物館をもっと活

用できないか模索すべきであると考えており、個人的にはミニコンサートや短

編映画鑑賞などは考えられないかと思っています。また、十分なお土産品がな

いことも観光客は物足りないのではないかと思っています。そして、これから

が私の言いたいことですが、何より人の問題です。平成８年３月にできた月形
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樺戸博物館条例の第３条では、博物館に館長その他必要な職員を置くことがで

きるとあります。旭山動物園のようにやはり現場からたたき上げ、月形の監獄

の歴史に愛着のある者を館長にして、知名度高揚と活用ができてくれば、長期

的視野で日本中に認知され訪れることになるのではないかと思います。これに

ついて、町長はどのように考えるか、お聞きします。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 何点かありましたが、私の私見も含めて答弁させてい

ただきます。最初に映画「北の螢」ですが、この映画は全くフィクションであ

り、月形潔像が曲げられ、いわゆる皆さんが受け取っているということでは、

極めて残念なものでした。私も、当時、映画は観ていませんでしたが、一昨年、

ＢＳ再放送で観させていただき、あまりにもひどい状況なので、これが娯楽と

してはいいけれど樺戸集治監を語る資料として皆さんが誤解しては困るとい

うことをつくづく感じたところであります。これについては、今もご生存の東

京板橋に住んでいる月形潔のお孫さん夫婦も大変お怒りになって、いわゆる映

画会社に申し入れたこともあると聞いているところであります。また、本年６

月２６日には、月形潔生誕の地、中間市中底井野において、中底井野の皆さん

が中心となり募金活動を行って寄附を集めて月形潔の半身胸像の除幕式が行

われますが、私たちの町を含めて北海道にあった集治監の中で、私たちの町に

は歴代８典獄の顕彰記念碑もあります。初代典獄月形潔の顕彰碑もあります。

標像もあります。それが三笠にあるのか。釧路標茶にはあるのか。網走にはあ

るのか。帯広にはあるのか。どこにもないわけです。私たちの町だけがしっか

りこの北海道の内陸開拓が集治監の始まった歴史を、負の遺産とは誰も思って

いませんし、それをしっかりＰＲしていると考えているところですが、残念な

がら、ＰＲの仕方が十分ではないことは理解しているところです。ただ、今回、

ふるさと納税で「ふるさとチョイス」に出したところ、約１,０００万円を超

える寄附が集まりました。その中で小さなコメントに「私たちの町のホームペ

ージを見て、歴史というものを極めて大事にしている町であるということが分

かりました。」という反響がかなりあったということは、聞いているところで

あります。網走監獄博物館は、元々、網走集治監があり、監獄があって、刑務

所と矯正施設として一度も切れていないわけであります。私たちの町は、大正

時代に一度切れて昭和５８年に再建するということで、かつての刑務所施設は

民間払下げになり、本庁舎だけが役場庁舎として残って後は石油庫以外には全

ての物が払下げになってしまったということで、古い施設を守っていくことが

できない状況だったわけであります。網走監獄博物館へ行くとお分かりのとお

り、そこは年中お花が切れない設計にしているわけで、まさしくテーマパーク

として多くの人に来てもらうというかたちでやっているのです。確か入館料も
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１,０００円を超える高額なものであります。建物自体は古い物がありますが、

あそこはいわゆる集治監そのものを考える所ではないものであると考えてい

るところであります。私たちの町が全国で一番熊谷正吉先生が職員時代そして

それ以後ということで、必死に集めてくれた資料、当時、矯正資料の一時資料

として日本で一番の資料がある博物館であると思っています。先ほど、東京か

ら来てくれたお客さんが言われたとおり、私は日本で一番の資料であると思っ

ています。ただ、この資料館が旭山動物園や網走監獄博物館のようなテーマパ

ークではないので、何度も来町するかたちにはならないのは事実であります。

ですから、今後、博物館というだけで考えていったのでは無理なのかなと思っ

ているところです。行政報告で４月２７日、産炭の記憶推進事業団初任者のた

めの炭鉱講座ということで、私も講師として空知の開拓そして北海道の開拓が

囚人開拓から始まったということで、お話しさせていただきました。そのよう

な関係もあって、空知総合振興局主催の「そらち『炭鉱（やま）』の記憶推進

協議会」へ月形町も加入しなさいということで、今回加入させていただきまし

た。振興局が主催するこの事業については、平成２１年から平成３１年までの

１０年間ということでやっていますが、今、具体的にそこがやろうとしている

ことは、平成２年７月に北海道開拓地ができてというところで、いわゆるそこ

を原点として考えた時の北海道１５０年が３年後であると思いますが、そこに

向かって今ここが考えているのは、炭鉱（やま）と鉄と港で、炭鉱（やま）は

空知管内の鉄道、炭鉱、鉄は室蘭の鉄、港は小樽で、そこをつなぐ線路を一体

のものとして産業遺産を世界遺産にできないだろうかということで、連携して

やっていこうというのが、今、はっきりとした目標として出てきたところであ

ります。炭鉱（やま）の記憶の一部に私たちの町を含めた囚人開拓が大きく係

わったことを含めて、これは一つのチャンスであると考えているところであり

ます。先ほども言いましたＪＲの乗客確保という意味では、博物館だけを売っ

ていったのでは、いわゆる１回来て終わりになってしまうので、町を歩くとい

うジオパーク的な意味を込めてこの博物館の他に円山杉林・円福寺・北漸寺・

かつての監獄波止場跡を町ぐるみで一つのいわゆる資源として考えて展開し

て行かなければ、１回来て終わりになってしまうと考えていますので、このこ

とについては、しっかり、もう一度、協議しながら、やりたいと思っています。

先ほども言いましたＪＲのポスターについても、それが３町で連携が取れるの

であれば、具体的なアクションも含めたところでもう一度、ポスターを作成し

てやりたいと考えていたところです。 
○ 議長 堀  広一 館長の任命については、どのように考えているのか。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今は産業課長が館長であります。そうではなく、議員
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が言われるのは、専門職として学芸員なのか、技術的な大学教授を嘱託で採用

して館長と言っているのか、ちょっと金額的なものを含めて私はそのことで入

館者が伸びるとは思っていません。それより、今、言いましたジオパーク的な

意味合いで町の中の全部を含めた観光戦略の方が人が来てくれると考えてい

るところであります。 
○ 議長 堀  広一 松田順一議員 
○ 議員 松田 順一 今、町長から、やはり月形の樺戸博物館はテーマパー

ク的ではないので、今後、そういう意味では何回も来ていただく可能性が低い

のではないかということで、今後は、ジオパーク的な広い意味での産業的観光

資源として取り扱えば可能性があるという答弁がありました。それでも、中心

になるのは人ですから、いわゆる在勤の館長や職員も今後、金銭面等あると思

いますが、先ほど、ふるさと納税も増えてきているということもありますので、

月形の歴史的なことに使うことになれば、人が必要になれば多くの方々に賛同

していただけることもあると思いますので、前向きに検討していただきたいと

思います。 
 
○ 議長 堀  広一 順番２ 我妻 耕議員、発言願います。 
○ 議員 我妻  耕 通告書に基づき一般質問を行います。今回の一般質問

は、町内福祉施設職員の研修支援などについてということで通告しました。

中身としては、町内の福祉施設に関することとして３つのことをお尋ねした

いと思います。町長はかねてより、福祉の充実について言及され、町内５つ

の福祉施設への取り組みや行事参加などを通し、良好な関係も築かれてきま

した。福祉施設は月形町の１つの特徴、柱と考えられます。１点目は、これ

までの行事参加・協力、補助金など、各施設への町の取組みと関わり、また、

もし道半ばのものがあればお伺いしたい。これは、今任期中に福祉施設に対

してやり残したこと、やっておきたかったことがあれば伺いたいということ

です。２点目は、現在、全国的にも不足が問題とされている介護職などはス

キルアップのために研修・実習が必要とされます。その費用の町からの支援

が、各福祉施設の職員の職場への定着化、ひいては町への定住化などを促す

と考えられますが、どうでしょうか。３点目は、町内に５つの福祉施設が存

在しているということは、町長が日頃から言われているとおり特徴的なこと

であり、対外への情報発信、アピールについて伺いたいということです。こ

れは、先ほど出村議員からの報告、松田議員からの発言でもありましたが、

先日、石川県輪島市議会の委員会の方々が行政視察で月形を訪ねて来られた

ということで、その委員会の委員長と副議長は、千葉の研修で一緒になって

知り合ったわけですが、月形を知らないということで、北海道へ帰ってきて
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から何かを送りたいということで、月形が掲載された北海道情報誌 HО[ほ]
と役場からいただいたパンフレット類を送付し、これが縁で今回の訪問とな

ったと思いますが、その時、ふと、町長がよく２つの矯正施設と５つの福祉

施設が月形の特徴として話されていることを思い出して、何か福祉をアピー

ルするパンフレットはあるのかと尋ねたとき、場所などを示すパンフレット

はあったのですが、どうも町長の思いの乗った福祉関係のパンフレットはな

い気がして、その部分については、送れなかったことがありました。あえて、

町長の思いと言いましたが、ただ、町長の日頃の話の中で私の方で勝手に作

り上げたものかもしれませんが、その施設を含めて月形からの情報発信につ

いて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。私の３期目就任時の所信

表明で「３期目となるこれからの４年間は私の集大成として『笑顔でつなげる

まちづくり、やさしさとおもいやりで繋ぐ絆』をスローガンとして『協働』を

さらに超え『共生のまちづくり』を目指します。地域コミュニティの発展を目

指すとともに５つの福祉施設と２つの矯正施設を要するわが町の特徴を最大

限に生かしたまちづくりに取組みます。」と述べているところであります。本

町は議員ご指摘のとおり、特別養護老人ホームなどの高齢者関係施設３箇所、

知的障がい者関連施設２箇所、計５箇所の民間福祉施設があり、人口規模の割

に多くの福祉施設がある町として知られていると思っております。保健福祉面

については、保健福祉総合センターを拠点に社会福祉協議会等と連携のもと、

きめ細やかな保健サービスや福祉介護施策を推進し、その成果を上げており安

心して暮らせる町を目指しているところであります。１点目の質問ですが、こ

れまで友朋祭や雪の聖母園祭などの福祉施設の行事には、町職員が親睦会や地

域担当として参加協力していますし、ボランティアとして民生委員、児童委員

協議会など各団体が協力しているところであります。また、７月に開催するつ

きがた夏まつりイベント委員会実行委員には、逆に福祉施設から多くの職員が

スタッフとしてご協力いただいているところであります。また、社会福祉施設

等に対する補助金ですが、これまで施設整備事業への債務負担を行ってまいり

ました。近年では平成２３年度に社会福祉法人藤の園特養部の増改築事業とし

ては、ユニット型特養３０床増設５,０００万円、社会福祉法人雪の聖母園が

社会福祉医療事業団から借り入れた３億円のうち２億円を昨年まで町が負担

していたというところであります。また、旧昭栄小学校は、昭栄の里として、

旧中和小学校は、就労支援センターオプスとして土地や建物の無償貸与を行い、

利用者の日中活動の場として福祉サービスを提供する事業所の支援を行って

いるところであります。社会福祉法人月形町社会福祉協議会は、地域福祉の中
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心的担い手として、また、サービス提供機関として各種事業を推進しているこ

とは、ご承知のことと思いますが、今後も高齢者人口の増加や福祉ニーズの増

大、法制度の改正などにより、その役割は一層重要なものとなることから、組

織体制の強化、自主的事業の拡充など組織運営の支援を継続していくとともに

行政や月形町社会福祉協議会の役割を明確にしつつ、相乗効果を発揮できるよ

う連携の一層の強化を図ってまいります。具体的には、人件費の他に日常生活

用品助成・ふれあい生き生きサロン推進事業・ボランティアセンター事業・地

域福祉ネットワーク推進事業等の事業費を町が助成しているところでありま

す。今後も町と月形町社会福祉協議会は、車の両輪となって主体的な地域福祉

活動を推進していくため、更なる連携を深め支援の充実を図ってまいりたいと

考えております。２点目の質問ですが、福祉施設職員のスキルアップのための

研修についてです。平成２６年度に緊急雇用創出推進事業のうち、地域人づく

り事業として月形町地域福祉人材づくり事業を社会福祉法人月形町社会福祉

協議会が町から委託を受け実施しております。この事業により嘱託職員２名を

採用して介護ヘルパー初任者研修等の研修を受講し資格を取得して、福祉専門

職として町内の事業所で働くことを目的として支援しているところでありま

す。その他、社会福祉協議会が主催し月形町の福祉の担い手のスキルアップの

向上を図るための研修を福祉施設職員等を対象に開催しています。今後の月形

町の福祉を支えていくための仲間づくりも目的としているところであります。

事業費については、北海道のキャリアパス支援事業を活用して、平成２６年度

５回、平成２７年度２回開催しています。また、月形町地域福祉ネットワーク

推進協議会では、月形町における住民福祉に関する事業及び活動の活性化と効

率化を目途として、関係団体機関並びに住民相互の連携を図り、地域福祉の一

層の発展を図ることを目的として推進協議会を開催し、情報交換する他世代間

交流、町内福祉施設や事業所の新任職員研修会を行っているところで、昨年度

はこの研修会の講師に私がなり、月形町の魅力についてお話しさせていただい

たこともあります。平成２７年３月に策定した第２次総合保健福祉計画の策定

にあたっては、月形町社会福祉協議会・高齢者関係事業者・障がい者関係事業

者にヒヤリングを行い、意見、要望、課題などの聞き取りを行いました。その

中でも、人材確保そしてスキルアップの支援要望があり、地域福祉に関する機

関が一同に集まる場があってもよいという意見があったところです。国におい

ても、社会福祉法の改正があり、福祉人材確保を推進するための処置などを講

じることとしています。それぞれ法人においても、職員の確保や定住化に努力

されていることも承知しているところであります。平成２８年第１回月形町議

会定例会において、我妻議員より月形高校の今後について一般質問があり、月

形町人づくり振興協議会において協議を進めているところですが、就労支援事
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業として各種資格取得への受験料の助成に介護職員初任者研修講座の受講を

加えることを検討しております。この事業は、地元福祉施設への就労支援につ

ながることと期待しているところであります。本町の今後の支援策として、昨

年度策定した月形町創生総合戦略において福祉関係の就労支援を施策に掲げ、

福祉系施設従業者の育成のため、資格取得支援や就学支援を行う事業を検討し

て行きます。平成２９年度からの実施に向けて町内関係事業者から意見をいた

だきながら制度設定して行きたいと思っているところであります。３点目の質

問については、月形町内における福祉施設を町外にアピールするべきとの質問

であると思いますが、それぞれ社会福祉法人が運営されていて利用を希望する

者にはパンフレット等をお渡ししています。町のホームページより月形町の福

祉施設と検索できるようになっており、月形町介護保険関連施設マップと介護

サービス事業所等のご紹介は、月形町地域ケア担当者会議において作成したも

ので、各事業所の了解をいただき紹介しているもので、なお、町内就労支援施

設で製造されている納豆・食パン類・漬物などは、本町の特産品として紹介し

ており、納豆や漬物は月形刑務所、食パン・納豆は、美唄駐屯地で利用してい

ただいています。また、数年前より本町の学校給食に米粉パンを主食として使

っていますので、子どもたちに町内福祉施設で作ったパンを食べてもらってい

ます。このことなど、行政と福祉施設等がお互い存在を認めて共に生き生きと

暮らしていくこと。共生のまちづくりであることを感じているところであり、

町民の皆様にも理解いただいているものとして感じているところであります。

町内には９つの知的障がい者のグループホームがあり、障がい者自立支援ネッ

トワーク会議が設立されるなど各地域でのサロン活動や世代間交流なども開

催されております。保健・医療・介護・福祉の人的ネットワークの充実が図ら

れております。私が最も言いたいのは、町民と障がいを持った人たちが同じ日

常生活を送れるという意味での心のバリアフリーで、これは、すでに月形町に

おいては当たり前のこととして実施されていると思っているところでありま

す。また、月形町社会福祉協議会ボランティアセンターでは、月形小学校の１

年生・３年生・５年生と中学 2 年生の総合的な学習の時間で、福祉教育の協力

をしているところです。昨年は小学校５年生の総合的な学習の時間で「月形町

をもっといい町にしたい。福祉について私たちも考えよう。」という内容の学

習活動に産業課長と保健福祉課長が出席しています。毎年、感謝祭ということ

で、小学校で行われる各学年の体験発表では、小学校５年生の児童が福祉につ

いてという体験発表をやっているということで、これについては、極めて子ど

もたちの気持ちの中にもバリアフリー、障がい者と一緒に住むノーマライゼー

ションが行き渡っていると考えているところであります。先ほどの広報という

意味が、単なる施設の広報ではないと思っていますし、私たちの町がよりノー
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マライゼーションについて真剣に取り組んでいることを、どのように広報して

いけばいいかというのは、私が１２年間町長をやりながら一番不得手とすると

ころでもありました。今後、皆さんと共に広報について真摯に取り組んで行き

たいということで、宜しくお願いいたします。 
○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員 
○ 議員 我妻  耕 最後の広報についてですが、言葉足らずだったと言う

か、町長の思いがまさに今お話しされた中にもちりばめられているような、こ

の施設ではこんな取り組みをして、月形ではこのように係わっているというこ

とが表れたものが何かあるのかなという勝手な期待感があったので、それを所

望してしまい、それがなかったので質問に入れたわけです。今、町長の答弁を

聞いて、社会福祉協議会・保健福祉総合センター・各種団体も含めて月形町で

は取り組んでいるということを伺って、それが本当に外に発信できるものが出

来たらいいと思って今回の３点目の質問として入れさせていただきました。今

回の一般質問の標題にもしたのですが、町内福祉施設職員の研修支援などにつ

いてということで、今、町長の答弁でも色々説明があり、それは実施していた

だきたいと思います。実は、自分で調べたものがあり参考にさせていただいた

わけですが、少し古いのですが、平成２５年の社会保障審議会の資料に介護職

員の賃金という項目表があって、勤続年数や平均年齢等違いがあって単純に比

較はできないと思いますが、ホームヘルパーや社会福祉施設の介護員の平均賃

金が、やはり医療福祉分野では、保育士と共に低い傾向がみられました。ケア

マネジャー２６万円、ホームヘルパー２０万８,０００円、福祉施設の介護員

２１万８,０００円となっており、この金額が後から出てくるわけですが、政

府でも先日２日、１億総括プラン閣議決定で、処遇改善を保育士と共に介護士

もするということも出てきました。介護職員処遇改善加算ということで、国が

事業者を後押しするということで給料の増額につなげていく取り組みも始ま

っているということです。先ほど取り上げた社会保障審議会の賃金の資料には、

介護職に対するイメージの世論調査結果もあって、一般の方が持つ介護職に対

するイメージという項目ですが、そのベスト５が１番目は、夜勤などがあり、

きつい仕事６５．１％で最も高く、給与基準が低い（安い）仕事５４．３％、

これが３番目、これはよくマスコミでも取り上げられ介護の一つの側面である

と思いますが、ところがそれ以外の一般の人のイメージはどうかというと、２

番目は、社会的に意義ある仕事５８．２％ということです。４番目は、やりが

いのある仕事２９％、５番目は、自分自身も成長できる仕事となっていました。

世の中の人たちは、介護に対するマイナスのイメージばかりではなく、このよ

うに介護職の意義等ベスト５のうち３つはプラスイメージで捉えていること

が分かりました。それでは、現場はどうなのかということで、インタビューシ
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リーズ「介護現場の声を聴く！」という番組の総括で言われていたことですが、

少しご紹介申し上げますと、インタビューで浮かび上がってきた第 1 点目とし

て「介護職＝つらい仕事という一般的なイメージを覆す内容だった。」という

ことで、内容としては「会話や食事介助などで利用者と交流がある。心の入っ

た人間味のある仕事。」「利用者の笑顔を見た瞬間、『やってて良かった』と思

う。」「利用者とのコミュニケーションを報酬として受け取っている印象。」「苦

しい記憶はない。こんなに楽しくてクリエイティブな仕事があることに驚い

た。」一方、メディアは仰々しい見出しを付けて介護職の厳しさを想像しがち

である。確かにインタビューでも「力任せで運ぶと腰を痛める」「給与が低い

のでライフプランが立てにくい」「職場の人間関係で悩んでいる職員は多い」

などの声が聞かれたほか、後に触れるように離職率の高さを訴える声も多い。

しかし、総じて見れば仕事のやりがいや意義を強調する意見が多かった。とい

うことです。色々と上げてきましたが、介護職も含めて福祉の仕事は本当に大

切で必要なものであり、崇高なものであると考えます。人手がないからという

ことで外国人にその分野を任せようとする動きも出てきています。また、福祉

の仕事は、人に係わる仕事を提供するサービスで、医師・看護師・教師など他

の知的労働者と同じようにずっと学び続けることが必要であります。学び続け

ることは、より良いサービス・ケアに結び付くと思われます。そうした研修へ

の補助、より高度な資格取得、スキルアップのための補助、先ほど平均賃金の

比較で言いましたけれど、ケアマネジャーは２６万円ということで、ホームヘ

ルパーや福祉施設の介護員より４万円から５万円高いとなっていて、例えばケ

アマネジャーになるためにも実務経験や筆記試験、実務研修など多くの時間や

費用が掛かります。もちろん、先ほどの町長の答弁でも出てきましたが、福祉

施設は民間施設ですから自己責任という考えや、他の町内の業界との兼ね合い

もあると思いますが、ただ、今、他の自治体でも早くは工業団地や企業誘致、

事業者誘致などを行っています。多くは誘致に苦労している中で、月形町には

５つの福祉施設が集まっており、各事業所が特色を持って活動していることは、

先ほど町長が口にされていたように月形の大きな特色の一つで、まさに福祉の

町と言えると思います。実際、私、町長、皆さんも年を取る中で、どんな施設

でどんなサービスを受けたいのか、それはどんなスタッフの中で最後の時を迎

えたいのか、もしくは、最後の時を迎えさせたいのかということも、これから

思って行かなければならないと思います。月形に住み続ける、月形に住んでも

らうことを考えた時に、町内の福祉関係事業所の職員研修などスキルアップの

状況を踏まえた上での支援や非常勤職員を含めた可能な職員への手立てを行

うべきであると思います。それが、月形の福祉の顔をより鮮明にして対外的ア

ピールにもなり、町民や職員にとって住みよい町につながるのではないかと思
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います。長くなりましたが、先ほどの町長の答弁で、２点目の質問に対して色々

な取組みをこれからもしていくということで、計画もあるということでしたの

で、ぜひ、それをやっていただきたいと切に思っていますので、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 介護施設ではありませんが、今年から始まった認定こ

ども園花の里の職員給与については、道の基準をある程度斟酌してということ

で、それは配慮しながら今回委託したことは、我妻議員もご理解いただいてい

ることであると考えています。スキルアップをはじめとした資格取得について

は、先ほども申し上げたとおり、月形町創生総合戦略でしっかり平成２９年度

からの実施に向けて平成２８年度において、それぞれ皆さんのご意見をいただ

きながらやりたいと考えていますので、しっかり目標、計画として持っていま

すので、それをどうしていくかということで、今ほど我妻議員からのご意見も

参考にしながら進めて行きたいと思っております。 
○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員 
○ 議員 我妻  耕 長々言わせていただきましたが、宜しくお願いします。 
○ 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。よって本日は、

これをもって散会いたします。なお６月８日の本会議は午前１０時から再開し

ます。 
   （午前１１時１６分散会） 

 


