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○ 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４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 

笹 木 英 二 議員  

我 妻   耕 議員 

の両君を指名いたします。 

 

◎ 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１１月２９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 順一君、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４回定例会の運営について、去る１１月２９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、ご報告いたします。 

  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、平成２８年度一般会計補正予算他７議案、同意案１件、諮問１件、合わせ

て９件であり、議会からは、意見案３件、会議案１件の提案が予定されており

ます。 

  一般質問については、通告期限までに３名の議員から通告があり、本日１

２月６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６日と７日の２日間としたところであります。 

  最後になりますが、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。 

 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６日から７日までの２日間にしたいと思います。これに
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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。よって本定例会の会期につい

ては、本日６日から７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。 

  次に行政視察研修報告がありますので、報告を求めます。 

○ 議長 堀  広一 松田順一議員、報告願います。 

○ 議員 松田 順一 ただ今、議長より指名と許可をいただきましたので、

月形町議会道外視察研修内容について参加者を代表して報告いたします。 

  平成２８年１０月２４日から２７日までの４日間、先進地における地域福

祉対策等について調査・研究の目的で、長野県南佐久郡上川村と小県郡長和

町へ議員６名、事務局１名により視察研修を実施いたしました。 

  川上村では、ヘルシーパーク構想の実現化により診療所の看護師たちが在

宅医療を目指し、医師、行政、社会福祉協議会などの協力を得ながら村民の

在宅を支えました。 

  長和町では、社会福祉協議会がボランティアと連携した『支え合いサポー

ト』事業で、アンケートに基づきボランティアや地域住民の助け合いや支え

合いのなかで、高齢者の多様なニーズに取り組んでいました。 

  この２町村は、その地域住民のニーズに合った社会福祉、医療介護を究め

ようとしていることは確かだと感じました。 

  この度の道外行政視察研修を活用できるよう月形町の住民福祉の向上のた

めに行政と医療・福祉関係者、そして我々議員も協力していかなければなら

ないと思います。 

  詳細については、配布されている報告書に目を通していただきたいと思い

ます。最後になりますが、行政視察研修を受け入れていただいた川上村と長

和町の関係者のみなさまに心より感謝申し上げます。また、事前勉強と視察

研修に同行した保健福祉課職員のご協力にも感謝いたします。以上、道外視

察研修の報告といたします。 

○ 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。 
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◎ 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。一般質問は

先例にならい通告順に行います。 

○ 議長 堀  広一 順番１ 松田順一議員、発言願います。 

○ 議員 松田 順一 一般質問に入る前に、上坂新町長には９月２５日の町

長選において当選されましたことをまずもっておめでとうございます。町長

は、雪の聖母園園長としての管理経験と障害者が町中のグループホームに暮

らすという福祉の世界で月形モデルを構築されました。そういう意味では、

共生のまちを実践されてこられたということであると思います。それが多く

の町民の指示を得られたのでしょう。ただ、雪の聖母園の歴代園長が、町と

商工農業関係者とも共存して町民に施設の理解者になるよう長きにわたって

努力されてきたことを、町の先輩諸氏からも聞かされてきていますし、私も

若いころから承知しております。町長になられた今、今後も町民への目配り

を怠らないでいただきたいと思います。さて、町長は、選挙戦最中の後援会

だよりや当選後の２６日の道新のインタビューに答えて、駅前に「まちのひ

ろば」を既存施設も活用して整備したいと述べております。私は、この公約

についての発想は、ＪＲ廃止問題や高校の２学級から１学級減もあり得るな

ど難題を抱える今こそ押し進めるべきであると考えております。櫻庭前町長

も樺戸博物館の名誉館長としてＪＲに乗車した方を対象に博物館のガイド役

を務めています。本来、駅前をまちの顔として位置付けることは当たり前の

ことであると考えております。月形刑務所、月形学園などの関係者もくるこ

とでしょう。もちろん、町長は町民の買い物広場と考えていることと思いま

す。そこで聞きたいことがあります。では、具体的にどのようなイメージで

構想されているのですか。また「しばらく時間が掛かるでしょう。」と述べて

いますが、ある程度の工程を考えているのか、お伺いしたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 ただ今のご質問につきましては「後援会だより２０１

６秋号うえさかのめざすまちづくり」に掲げた駅前に「まちのひろば」を作

りたいということに関するものと思っております。厚生労働省は、現在、地

域共生型社会の実現を目標に掲げ、福祉のあり方を従来の縦割型から横断型

へ転換しようと議論を始めています。北海道では、高齢者、障害者、子ども

などが地域住民とともに集う地域のコミュニティ活動の場において支援を必

要とする方などがお互いに支え合いながら安心して地域で生活することがで

きる共生型地域福祉拠点の設置を推進することとしています。誰もが一緒に

利用し必要な福祉サービスを受けることができるコミュニティ活動の拠点と
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なる共生型福祉施設の設置が進められております。私としても「支え合う地

域の拠点を作りたい。」と訴えてきましたが、今回のご質問の「まちのひろば」

における新たなハード面での整備につきましては、支え合う地域の拠点と深

くリンクするものであります。介護保険法が平成２９年に改正されると聞い

ております。また、障害者総合支援法についても、平成３０年度を目標に今、

検討されていると承知しております。このように介護保険法や障害者総合支

援法の補助制度をはじめとして、今ほど申し上げた北海道が進める共生型地

域福祉拠点なども視野に中長期的な視点に立って今後、社会福祉事業に携わ

る月形にある法人と連携して検討し進めてまいりたいと考えております。議

員が言われたように早期にハード面そしてあの拠点づくりを望まれていると

お伺いしましたが、平成２９年、３０年の動向等を見ながら中長期的な視点

に立って皆さんと検討してまいりたいと考えております。しかし、短期的な

施策としては、少し具体性に欠けるかもしれませんが、次のような対応を図

っていきたいと考えています。現在、ご承知のようにＪＲ石狩月形駅前周辺

には就労支援センターオプスが運営する「コミュニティーショップゆづき」

があります。また、高齢者世帯と若い世帯が共に暮らす「さくらコーポ」そ

して地域福祉の拠点である月形町交流センター、更には、障害者はもとより

子どもから高齢者までの保健と福祉を支援する月形町保健福祉総合センター、

その横には月形の医療を受け持つ月形町立病院がラインとして存在しており

ます。特に私は福祉の中核をなす月形町交流センターは、平成２０年度に厚

生労働省の地域介護福祉空間整備交付金を活用した共生型施設として建設さ

れました。月形町社会福祉協議会が指定管理者として管理運営を行い、サロ

ン活動や世代間交流などを実施しています。この月形町交流センターを中心

に各事業所や施設を線で結び、平面的に捉え、有する機能や人的能力を再度

検証するとともに、ソフト面での一体化を図ることにより、単なる場所の提

供に留まらない誰もが集うことのできる広場の確保を目指したいと考えてお

ります。 

○ 議長 堀  広一 松田順一議員 

○ 議員 松田 順一 今、町長からゆづきをはじめ交流センター、保健セン

ター、町立病院などの施設が色々な意味で交流の一線の地域ということで答弁

をいただきました。その中でソフト面を重視して今後もやって行きたいという

ことですが、今、ＪＲ駅前はＪＲの問題もあって非常に厳しい段階であります

が、以前にこのようなことがありました。今は線路を渡って赤川の駅裏へ行け

ません。以前、それを言って問題が起きたことがあります。今、ＪＲ駅は当別

や岩見沢もそうですが、駅を使って町民が北側と南側を直接通るもしくは自転

車も通れるような施設にしております。そういう意味で、町民のための駅舎い
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わゆる施設ということも今後は考えられるのではないかと思っており、色々な

かたちで町長が言われたとおり非常に大事な地域でありますので、今後とも何

とか新たなかたちで検討していただければと思いますが、それについてお聞き

したいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 今、議員が言われたことについては、ＪＲ駅にはすで

に町が建設した立派なトイレがあります。そして、昨日も３町の町長でＪＲと

の対応について協議を行いました。そのようなことも視野に入れながら駅舎の

活用も含めて駅前広場の活性化は大変重要なことであると思っております。中

央バスの発着点でもあり、そんな意味では、皆さんのご意見、議員各位の先般

のご視察の報告も含め、合わせて皆さんと一緒に考え、できれば早期に広場の

建設、活性化が図られるようにしたいと思っておりますが、厳しい財政状況も

ありますので、法律の改正等の検討も含めてしっかりやって行きたいと思って

おりますので、ご支援、ご理解、宜しくお願いたします。 

○ 議長 堀  広一 松田順一議員 

○ 議員 松田 順一 分かりました。これからご検討願えればと思います。

それでは、２点目の質問に入りたいと思います。２点目は、次期学習指導要領

の改訂により導入される「アクティブ・ラーニング」について、教育長にお伺

いしたいと思います。２０２０年度から実施される次期学習指導要領で教師の

授業を児童生徒がノートに書き写す受け身の学習から児童生徒が各テーマに

基づいて自ら探る学習「アクティブ・ラーニング」教室へと授業風景は大きく

変わると言われています。ただ、主体的で共同的に参加する学習方法は、総合

的な学習の時間ですでにグループ学習や地域課題の解決などでアクティブ・ラ

ーニングの要素を取り入れているようです。教師間では、この問題についてど

う考えているのでしょうか。また、専門家からは、小中学校の義務教育段階で

アクティブ・ラーニングを全教科に導入することで探求型学習を下支えする暗

記など基礎学力の取得がおろそかになるのではないかとの懸念が出ていると

聞いております。一方、国が示す教育課程の基準という役割があり次期指導要

領の下となる中央教育審議会の審議のまとめが公表され、もっとも注目された

のは、子どもの学び方で、それを「主体的・対話的で深い学び」と表現されま

した。これは、子どもたちがどのように学ぶのか重視したものです。文部科学

省がアクティブ・ラーニングの導入を決めた背景には、人口知能（AI）の進化

で２０３０年には現在の約半分の職業が不用になるといった試算が研究社に

出されるようになり、決められたマニュアルどおりの仕事は AI にとって代わ

れると言われはじめました。また、グローバル化に対応できる人材育成が必要

になり、学校には知識や技能の取得だけでなく、より思考力や表現力を重複し
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た教育が期待された結果なのです。空知教育センター組合議会の報告でも教師

はセンターでアクティブ・ラーニングの学習指導方法を取り入れた授業を学ん

でいますとのことでした。このアクティブ・ラーニングについて、教育長はど

のように考えておられるか、お伺いしたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 教育長 

○ 教育長 松山  徹 ご質問にお答えいたします。考え方ということなの

で、現在の取り組み状況も合わせて答弁させていただきたいと思います。議員

ご指摘のとおり１０年に一度、教育内容の基準として示される学習指導要領に

おいて、小学校では平成３２年度、中学校では平成３３年度から学習指導要領

の全面実施に向けて各学校が取り組む授業や教育活動の視点としてアクティ

ブ・ラーニングが提案されています。松田議員の質問内容にもあったとおり、

どのような内容なのかというと、例えば授業のはじめに問題や課題を提示して、

その解決に向かっていく問題解決的な学習といいます。また、地域の人材の活

用や実際に体験活動を取り入れる学習さらには知的好奇心や探求心を高める

調べ学習や実験そして討論を取り入れた学習活動やグループやペアでの話合

いを通じ捜査的な活動をするなどの学習の展開や過程を通して子どもたちに

主体的に学ぶ姿勢を育て考え方を広める、新しい考え方を気づかせる、また、

知識等を活用した深い学びを身に付けるなど一方的に伝達するような受け身

の授業ではなくて、子どもたちが行動的、主体的になれる学習指導が求められ

ています。月形町教育員会としては、従前より個に応じた指導や少人数指導等

を通じ、子どもたちが生き生きと主体的に学習に取り組むよう指導助言してお

り、今ほど説明した指導方法等の工夫については、かなり先進的に行っている

と思っています。今年度の実績で説明させていただきますと、北海道教育委員

会の専門職の者が月形町の各学校の授業を６月、１０月、１１月と複数回参観

して、小学校ではペアやグループ学習が定着し、授業の導入において効果的な

話合いができていた、どの学年も話合い活動を通して考え方を広めることや深

めているところが素晴らしい。また、中学校では問題解決において知識として

積み上げたものを活用し、グループで話合い文書化する学習の過程を大切にし

ており、学習する者一人ひとりのレベルに応じた深まりが生まれていた、とも

に学び合い、ともに高め合う学習スタイルを研究テーマとしていることは知識

や技能の一方的な教え込みではなく、次の学習指導要領における学びの深まり

を意識しており、適切な設定であるなどの評価をいただいたところであります。

松田議員からの質問を機に今後においても一層充実させるよう働きかけを強

めてい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 今、教育長から月形町の小中学校の教育現状について
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説明していただきました。アクティブ・ラーニングという言葉はなかったです

が、具体的な授業内容について非常に先進的な授業をされていることがよくわ

かりました。今後もこのような状況の中で新たなステップに向けて頑張ってい

ただければ幸いであると思います。そこで、私なりにこのアクティブ・ラーニ

ングについて、言葉については、空知教育センターで色々なお話しを聞いてお

り、その中でいわゆる月形でも今回ＪＲのことで浦臼、新十津川とお互いに列

車を通して幼稚園児や小学生が遠足を通してお互いに挨拶しあうというイベ

ント的な意味合いのＡＲということがいわゆる言葉ではないですが実践され

ていたような気もします。そういう意味で、協働的で深い学びができているの

ではないかと感じていましたので、今回、質問させていただきました。また、

イベント型のＡＲについては、中学校でもいわゆる修学旅行があると思います

が、その中で月形にどのような特産があるのか、それを逆に修学するだけでな

くて我が町の特産にはこのような物があるということを修学先でアピールで

きるようなことがあればと思っているのですが、それについて教育長はどのよ

うに考えていただけますでしょうか。 

○ 議長 堀  広一 教育長 

○ 教育長 松山  徹 議員のご質問の意図は、修学旅行など集団的な旅行

時などということであると思いますが、そんな機会で地元の中学生が見学先へ

行ったとき、月形の特産名産などをＰＲできたらということであると思ってい

ますので、今後、町長部局や学校とも色々相談しながら考えていきたいと思っ

ていますので、少しお時間をいただきたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 松田順一議員 

○ 議員 松田 順一 了解しました。 

 

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１０時３２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１０時４０分再開） 

 

○ 議長 堀  広一 順番２ 我妻 耕議員、発言願います。 

○ 議員 我妻  耕 通告に基づき、月形町の柱の一つ、農業についての質

問をいたします。今回は３つのこと、農業の現状認識、要望の吸い上げ、そ

して町独自の施設園芸への振興策についてです。一つ目は、近頃、ＴＰＰだ

とか農協コロコロ変わる交付金など揺れる農業政策の中、北海道月形町の農

業の現状をどう捉えているかということです。その農業を支えているのが一

人ひとりの農業者そしてその農業者の構成によってできている法人、農業団

体、それらはそれぞれ希望や要望を持っています。二つ目は、それにどう光
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を当てて引き出していくのかということです。三つ目は、月形町の農業は昭

和の転作の頃からメロンへの取り組みがはじまりやがて花き、花へと広がり

施設園芸に活路を見出してきました。現在は、トマト、ミニトマトといった

作物を先輩たちがそれぞれの時代の中で取り組んでこられました。現在、ど

ちらかといえば大規模化に目を向けた国の農業振興とともに、質問の要旨の

とおり月形町に根ざした施設園芸に対する月形町独自の農業振興についてど

うお考えか、これらについて、答弁をお願いいたします。 

○ 議長 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 議員の質問にお答えしたいと思います。大きく３点に

ついての質問であると思っております。一部、答弁が重複する場面もあるか

と思いますが、あらかじめお許しいただきたいと思います。１点目の本町の

農業の現状をどう捉えているかということですが、町長に就任して２箇月で

あり、また、農業については、本当に素人であると、何もよくわかっていな

かったと実感しております。しかし、一生懸命皆さんの状況把握に努めてき

ていると思っておりますが、農業者の高齢化、担い手の不足という状況の中

で、大規模農家に農地が集約される中で土地利用型の作物への転換が進んで

おり、同時に農家戸数の減少も顕著に表れていると認識しております。また、

これまで産地として築いてきた本町の特産品である果菜、花きなどの施設園

芸については、特に担い手の不足により中間農家の生産体力が低下し、作付

面積を維持することが非常に厳しい状況にあると認識しているところでござ

います。特に農業は天候に左右されるところが多く、今年度で申し上げます

と、５月の高温、６月の低温、曇天、長雨そして８月には３つの台風が本道

に上陸するなど農業者には大変苦労の多い年であったと思っております。幸

い本町においては、一部冠水の被害はあったものの米については平年並みを

確保できたところであり、麦については２年連続の豊作でありましたが、か

ぼちゃについては、定植時の天候不良により減収となっているとお聞きして

おります。施設園芸についてですが、果菜類については、先ほど申し上げた

ように作付面積の減少等により出荷数量は減少したものの、品質が維持でき

たことにより単価が安定したため、販売額では昨年を上回ったと聞いており

ます。かつては販売高１０億円を超えた花きですが、生産農家もかつての半

分程度までに減少し作付面積の減少や天候の影響にも近因して単価の下降と

いう中で、１０月末の販売高は約５億５,０００万円前年比８４％という状況

であるとお聞きしております。また、輸送コストの増加により手取りが減収

していることも大きな課題であると報告を受けております。一方、ミニトマ

トについては、年々着実に実績を伸ばしており、特に昨年度導入した選別ラ

インが本格稼働したことにより、作業の効率化と省力化が図られ昨年度の販
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売高１,５００万円を超え１億１,３００万円になったということで、先般祝賀

会が開催され私も一緒に参加し、お祝いしてきたところであります。２点目

の農業者、農業法人、農業団体など、様々な形態のそれぞれのアイディア、

方向性、要望などの吸い上げについてどう考えるかということですが、１１

月２２日そ菜生産組合、２８日花き生産組合そして２日先ほど言ったミニト

マト生産組合出荷反省会に出席させていただき、生産者の皆さんと直接膝を

交えて懇談させていただいたところであります。その中で、それぞれの組合

の現状と課題についてお聞きいたしました。また、年明け１月から２月にか

けてそれぞれの組合の総会や青年部、女性部の総会が予定されていると聞い

ておりますので、そうした機会に出席して農業者の生の声を聞いて要望を捉

えてまいりたいと考えているところでございます。また、先般町内の各団体

との町政推進に関する懇談会を開催させていただきました。２４日福祉団体、

３０日議員の言われた農協そして商工会、建設業協会建設団体の方々と懇談

させていただき、要望やアイディアをいただいたところであります。特にそ

の中では、中心商店街を集約化し活性化すること、交流のできる場所を作る

こと、住宅環境を整備すること、こういった意見が出され、街に活気が戻れ

ば月形に住みたいという若者が定着する、そして、農業をしたいという新規

就農者も増えるのではないかという提言をいただきました。農業だけを考え

るのではなくまさに様々な角度からそれぞれの分野が連携してまちづくりを

進めていくことが重要であるということを新たに認識したところであります。

そういう意味においても、大変有意義な懇談会であったと思っておりますし、

今後とも定期的に開催しそれぞれの団体のニーズを直接把握してまいりたい

と思っているところでございます。また、担当課長から事務レベルでは生産

組合役員との懇談会を少なくとも年１回開催して要望事項を把握していると

聞いております。この後の質問にも関連すると思いますが、地域特産品生産

振興事業については、昨年の懇談会での要望の中から早速取り組んだ事業と

聞いておりますし、継続して開催するよう指示してまいりたいと思っており

ます。また、先般生産組合等とは別に個々の農業者の皆さまとの懇談は、今

後開催する「出前町長室」を活用していただきたいと思っておりますし、町

政懇談会の中でご意見をいただきたいと思っております。３点目の施設園芸

に取り組んで来たわけですが、現在の大規模化に目を向けた国の農業振興と

ともに、施設園芸などに対する月形町独自の農業振興策についてどう考える

かということですが、このことについては、先ほど申し上げたように地域特

産品生産振興事業の中で施設園芸作物の生産用施設等の整備に対して支援を

して、特産品の栽培技術の向上とブランド化を強化する目的であると認識し

ております。第１期目は、平成２５年から平成２６年の２箇年で実施したと
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ころですが、今年度からは３箇年総枠２,０００万円の２期対策として生産組

合の意向をくみながら実施しているところでございます。特に今対策におい

ては、個人が導入する資材の他に生産組合が導入して実施するものについて

も助成するという考え方に基づいて施設整備に拡大して助成をしているとこ

ろであります。先ほど申し上げましたが、一例としてミニトマト生産組合が

国のリース事業で導入いたしました選別ラインを補助対象とし、ミニトマト

組合については、現在１４戸の構成でありますが、本年度目標としていた販

売高１億円を達成し、機械の導入により作業の効率化と省力化が図られた結

果であると認識しております。来年度においてラインの増設を検討されてい

るということですので、それにより生産面積の拡大と販売高の増額につなが

るよう期待するところであり、この事業の目的が達成されつつあることを実

感しているところであります。また、担い手確保のための新規就農対策です

が、月形町新規就農者措置促進条例を平成１２年に公布されており、支援措

置を講じてきたところであります。この制度は、他町村と比較して劣ってい

ないという認識ではありますが、残念ながら平成２８年度の実習者がいなか

ったという状況であります。毎年、道外、道内での相談会に参加して募集活

動を行っておりますが、聞くところによると農業を志す方が減少傾向にあり、

また、生産法人での会社員として農業者に向かう傾向にあると聞いておりま

す。従って、平成２９年度については、実習者がいないという現在の状況で

もあります。現在の助成制度を今一度見直す中で、魅力ある制度となるよう

早急に検討を加えてまいりたいと考えているところであります。また、実習

農場の研修塔も老朽化してきましたし、ほ場の排水対策についても抜本的に

改善する必要があると現地を視察して認識しました。従って、平成２９年度

中に実施設計を行い翌年度以降に研修環境の整備を実施してまいりたいと考

えているところであります。以上、私は、月形にとってとても重要でかつ大

事な農業振興策について、もっとしっかり勉強して頑張っていきたいと思い

ますので、どうぞよろしくご理解をお願いします。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員 

○ 議員 我妻  耕 色々、答えていただき、今、答弁にもありました地域

特産品生産振興事業についてですが、これはまさに施設園芸のための振興策

ということで、ハウスや資材、設備に対して、それから団体の政策に対して

の補助ということで考えております。ただ、これは３０年までの事業であり、

その後はどうなるのかと考えたとき、今回、施設園芸に突出して質問させて

いただいたのは、メロンやスイカ、花といった平場で広がりを持つ地帯とは

ちょっと違い、山際の月形だから施設園芸に実をつけて全道、全国に名前を

売ってしっかり実績を上げてきたということがあるということは述べました。
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今、また、町長が言われたようにミニトマトといった新しい流れも出てきて

いる地域性を月形は持っていると思います。メロンそれからスイカやカンロ

を含め、花、トマト、ミニトマトといった新旧の作物がしっかりそれぞれ地

位を築いています。その流れをどう育てるのか、太くするのか、そして、ま

た、次の流れがどう新しく生まれてくるのか、次は何なのかということを考

えたときに次の補助が施設なのか、ほ場なのか、組織なのかということも広

げて考えられると思います。その取り組みのスピードアップのために色々な

対策として意見の吸い上げが必要であると考えます。町長が答弁で言われた

ように反省会、総会、団体などとの懇談で意見交換はしているということで

したが、ただ、要望の吸い上げにしても今までと同じやり方では同じ人、同

じ部分からの意見や要望で終わってしまうと思います。新しい町長の下「出

前町長室」など町政懇談会は以前から行っていますが、色々な新しい手法で

隠れたところの要望を拾い上げることも必要であると思います。これは、施

設園芸ばかりではなく月形の農業をどう捉えてどう発展させていくのか考え

るためには必要なことであると思います。また、施設園芸には町長も答弁で

言われていたように多くの新規就農者が町の制度や実習農場を経て入植して

います。しかも家族とともに。広い農地を前提としない施設園芸は、農業を

志す者の希望をかなえてくれました。彼らは今、町の多くの場面で活躍して

います。農業の生産部門で外から人を呼ぶことができたのです。町長も言わ

れていたように今、新規就農が途切れてしまいました。もしかしたら外から

新規就農を目指している人たちが一番月形の施設園芸の現状を感じ取ってい

るのかもしれないという危惧をしています。これらのことを踏まえて、月形

の農業に対して町長のこれからの係わり、お考えを今一度お伺いしたいと思

います。 

○ 議長 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 今、議員から、大変、勉強させられるお話しをお伺い

しました。私はこの生産組合の反省会に参加させていただき、名古屋、福岡

の市場関係者、資材の販売会社の方、種苗販売の方々、そして、飛行機で輸

送、トラックで輸送、そのような運送会社の方々が、月形町のそれぞれの生

産組合の反省会やミニトマト販売高１億円達成祝賀会に参加されていること

にびっくりしました。そして、北海道農業改良普及センターの所長や普及員

の方が先般私のところへわざわざ来られて、１時間ちょっと札比内地区の「９

９９」という団体の周りの皆さんの取り組みも含めて色々お話しをいただき

ました。そして、私は、ビニールハウスのビニールを一度張ったら３年、４

年もビニールを張ってそれを維持していけばいいと認識しておりました。と

ころが農業は自然との係わりが大変で、ビニールハウスをずっとかけたまま
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にしておくとばい菌等がどんどん増えて大変であるということで、ビニール

をはがして雪の下で土を熟成させることも一つには必要ですということも教

えていただきました。しかし、ハウスのビニールを秋に全部たたんで保管し

てまた春にかけるには、高齢化したご夫婦だけでは大変であることも教えて

いただきました。そのようなことも含めて私は皆さんともっと一人ひとりの

農家の皆さんが今どんな苦労をされているのか、そして、他との連携で何を

求めているのかしっかりお聞きして、行政が中心となって農業協同組合やそ

れぞれの関係団体としっかりやって行かなければならない。そして、私は、

農業振興というのは、種の改良、農薬の開発、メロンの栽培技術だけをきち

んとすれば農業振興するだろうと思っていましたが、まちづくり推進会議の

中でいわゆる婚活、安心できる子育て、高齢化した農家のお父さん、お母さ

んの介護の世話など全て、そして、住まいがきちんとなっていないと安心し

て農業生産、農業振興に係われない、きちんとできないということを、私は

また教えていただきました。今日も我妻議員から代表してそのお話しをお伺

いしました。それらを踏まえて、先ほど私は、新規就農のほ場の整備や建物

の老朽化についても３月には提案してお諮りしたいと思っていますが、地水

の問題なども含めて他にもたくさんあるということを少しずつ学ばさせてい

ただいております。一生懸命しっかり勉強して農業振興策、それが月形のま

ちづくりのもっとも幹であり重要なことであると認識しておりますので、ご

指導、ご協力、宜しくお願いします。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員 

○ 議員 我妻  耕 色々な所で刺激を受けられているということを聞きま

した。月形には施設園芸ばかりではなく、稲を中心として土地利用型の畑やそ

菜、畜産など色々な農業があります。その色々な農業の形態が月形の恵みを育

んでいる、そして、それらが組み合わさって月形の農業を作っていると思いま

す。これから町長が月形の農業に対してどう係わっていくのか注視させていた

だきます。それでは、２点目の質問ですが、障害者など弱者の雇用についてと

いうことで、役場を含めた町内の事業所における雇用の現状と障害者など弱者

といわれる方の雇用について、町長の今のお考えについて、２点についてお伺

いしたいということです。現状については、町内には雪の聖母園や友朋の丘と

いった施設があり、作業所などでの福祉的就労されている方々がおります。ま

た、農福連携の動きも出てきます。今回は、障害者の雇用の促進等に関する法

律にちなんで役場という公的機関、町内に立地する民間事業所における障害者

の方々の雇用についての現状ということで、お伺いしたいということ。２点目

は、その現状を踏まえた上での町長の口にする誰もが、この中には障害者、高

齢者、女性などの弱者も含まれると思いますが、誰もが安心して豊かに暮らせ
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る「共生のまちづくり」と口にされる中で、障害者など弱者についての雇用に

ついて、今の考え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 お答させていただきます。まず、ご承知かと思います

が、１２月３日は「国際障害者デー」そして１２月９日は「障害者の日」で

あります。私も今日、イエローバッチを付けていますが、１２月３日から９

日までを「障害者週間」として位置づけられ、各関係機関が連携して障害者

への差別禁止、理念の啓発や国民みんなが共に生きる社会を作るため、様々

なことを考える週間とされております。この週間の中にあって議員から障害

者との「共生のまちづくり」について考えの一端をお話しさせていただける

ことについては、大変、うれしく思っております。ありがとうございます。

月形町の障害者雇用の現状についてですが、議員が言われた障害者の雇用促

進等に関する法律は、障害者の雇用と在宅就労の促進を目的とした法律で、

障害者に対する差別の禁止、合理的な配慮の義務について事業主に対する節

義を定めたものであります。障害者の雇用義務と健常者との均等な機会及び

待遇の確保により障害者の職業生活の充実を促進し、職業の安定を図ること

を目的としております。そこには法定雇用率として一般事業主であれば２％、

地方公共団体などは２．３％といった雇用義務が示されており、一般事業所

であれば雇用率から積算すると５０人の従業員がいる事業所で初めて障害者

１人の雇用が義務付けられることになるわけですが、月形町内において５０

人以上雇用している民間事業所はないと認識しております。さらに法定雇用

率を満たさない事業主に対する罰則は設けられておりません。先ほど議員が

言われた役場においては、職員が６４名であり法定雇用率を積算すると１．

４７２人ですから、２人雇用していると法定雇用率を遵守していることにな

り、現在３名雇用していると認識しております。さらに、先ほど議員も言わ

れていましたが、雪の聖母園や友朋の丘など福祉的就労を目指して一生懸命

取り組んでいる事業所があり、町としては、交流センターの清掃業務、衛生

センターの廃棄物分別業務、皆楽公園のトイレ清掃業務など公共施設に関す

るものの他、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に対して、就労

支援センターオプス、友朋の丘のワークサポートいぶ樹、ＮＰО法人サトニ

クラスでは、漬物の製造や農業労働力派遣など月形で多くの障害のある方た

ちが活躍することができていると感じております。さらには、社会福祉法人

雪の聖母園が町の委託を受けて相談支援事業所として障害のある方々が自立

した生活を地域で営むことができるように障害者に寄り添った相談事業を行

っている他、生活困窮者の自立支援を助けるＮＰО法人そらち生活サポート

センターとも連携して情報共有を図りながら弱者と呼ばれる方々の雇用促進
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にも努めていると認識しております。これらのことは、月形町民のこれまで

のふところの深さそして障害者に対する同じ仲間としての素晴らしい支えが

あるものと認識しております。まさに共生のまちを実現しているわけであり

ますので、更なる連携、強化そして町がしっかり支えていき、共生のまち月

形を全国に発信してい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 答弁の中で色々と教えていただき、町内の事業所はま

だ達成されていないということでよろしいでしょうか。障害者の方々が交流セ

ンターの清掃業務、廃棄物の仕分にも携わっているということで、雪の聖母園

やそらち生活サポートセンターとのつながりについてもお伺いしました。それ

を踏まえて、今後どうして行きたいのかという町長の希望についてお伺いした

いと思います。例えば、去年３月、第２次総合保健計画を見たとき「雇用率制

度の理解と雇用の促進については、町として積極的な活動ができておらず、今

後、障がい自立支援ネットワーク会議の就労支援部会（障がい者就労支援事務

所、商工会等で構成）において、障がい者の就労に関する課題等を協議、そし

て、就労会議の拡大につなげていきたい。」という記述もあり、また、障害者

の能力、もちろん身体的なもの、精神的なもの、色々な障がい者がいると思い

ますが「障がい者の能力を引き出す職業リハビリテーションの推進にも努めた

い。」ということがあったのですが、それを踏まえて、今後、町長がどのよう

にしていきたいかということがありましたら、お伝えください。 

○ 議長 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 現状の雇用状況については、動きを止めることなくさ

らに充実を目指して行きたいと思っております。現在、町では平成２５年に

成立した障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、差別解消法とい

われていますが、これに対してさらに虐待防止法などそれぞれ障害者の法律

に基づいて障害を理由とする差別行為禁止そして社会的バリアを取り除くた

めの合理的な配慮、そして、誰もが分け隔てなくお互い尊重して暮らし、勉

強し働くことができるようにすることで、安心して暮らせる共生社会の実現

を目的とした法律に基づいて現在、職員対応要領を作成しました。来年１月、

月形町障害者自立支援ネットワーク会議フォーラムを予定しており、フォー

ラムでは、障害者に対する差別的扱い、合理的配慮に欠けた行いなど日常生

活で起こり得る差別を解消するための開設を含めており、ネットワーク会議

の委員ばかりでなく一般町民にも参加を呼びかけ実施する予定をしておりま

す。そんなことから、町民が一層「共生のまちづくり」が進んでいくと思っ

ております。それを踏まえて、具体的に今、雪の聖母園、友朋の丘、サトニ

クラス等の支援を受けている人が、役場職員として何らかのかたちで具体的
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に努めることができたりすることが実現する方向に進んでいけばいいなと思

っております。どの町よりも「共生のまちづくり」障害者に対する理解は進

んでいますが、まだ共に対等に働くことまでの環境整備や理解には、もう少

し時間や国の制度の充実等が必要であると思っていますが、直ちにというこ

とではなく現状をしっかり皆さんに理解していただきながら、徐々に進めて

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 今回、この質問を考えたとき、何を思ってそうしたか

といいますと、実は私、民生児童委員だった時に障害者施設にボランティアと

して行ったときに感じたことは、初めてそういう所に行った時の緊張感、その

光景に戸惑っている自分がいて、勝手にバリアを作っている自分がいたことを

思い出したわけです。でも何回かボランティアに参加しているうちに徐々にそ

れが薄れていって、それが当たり前の光景に自分の中で変わっていくという経

験をしました。きっと農業と違って町長には当たり前の光景だったものが、私

には特別な光景だったということで、逆に働いている障害者の方が見られるこ

とについてですが、障害者には社会参加の一つであるかもしれませんが、それ

は逆に私には働くことが見えることは、先ほども言ったように本来あるはずの

ない壁を打ち砕くというか、本来一つの社会に生きていることを意識する日常

の風景、当たり前のことに変わっていくことにつながるということで、取り上

げさせていただきました。それが当たり前になって町外から来た方は「ハッ。」

として「うわっ、月形すごいな。」と思うようになれば、そのことの一端にな

ればと思って取り上げさせていただきました。最後になりますが、町長になっ

て周りを見回したとき、他の施設や事業所などを訪れたとき、ここは障害者バ

リアかなと感じたことや、配慮の必要性を感じたこともあったかと思います。

町長の当たり前の光景が町内にとって月形の当たり前になることを願ってい

ます。これからも見ていきますので、宜しくお願いします。 

 

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。  （午前１１時３０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） 

 

○ 議長 堀  広一 先ほどの我妻 耕議員の一般質問、質問事項２ 障害

者など弱者の雇用についての質問に対する答弁について、町長から発言の訂

正の申出がありましたので、これを許します。 

○ 議長 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 緊張のあまり大変な間違いをしましたので、訂正させ
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ていただきます。先ほどの答弁で「生活困窮者の自立支援を助けるＮＰО法

人そらち生活サポートセンターとも連携して」と申し上げましたが、そらち

生活サポートセンターは、ＮＰО法人ではありませんでしたので「ＮＰО法

人そらち生活サポートセンター」を「そらち生活サポートセンター」とし、「生

活困窮者の自立支援を助けるそらち生活サポートセンターとも連携をもって、

障害者や弱者の雇用についてしっかり連携して行きたい。」と訂正して、お詫

び申し上げます。大変、申し訳ありませんでした。 

 

○ 議長 堀  広一 引き続き、一般質問を続けます。順番３ 楠 順一議

員、発言願います。 

○ 議員 楠  順一 午前中に引き続きお疲れのことと思いますが、上坂町

長にとって最初の定例会、最初の一般質問ということで、就任２箇月、挨拶回

りなどで席が温まる暇もない中、今回、時期早々と思ったのですが、個々の政

策の確論については３月議会が本番になると思い、今回は総論について伺おう

ということで、考えてまいりました。ただ、午前中の答弁を聞いて私の取り越

し苦労だったかなと、わずか２箇月でよく勉強されたように思います。これは、

これから非常に期待したい、私、議員としてもうかうかしていられないしっか

り勉強しないと太刀打ちできなくなるということで、気を引き締めなければな

らないという思いでいっぱいでございます。前置きはこのぐらいにして、質問

に入りたいと思いますが、１点目、町政に臨む基本姿勢ということで、これか

ら定例会の都度このかたちで議論することになると思いますが、今回、最初と

いうことで、私からは基本的な町長の考え方や姿勢について伺いたいと思いま

す。（１）月形町の現状について、どのように認識しているか。何を優先課題

として取り組むかということでございます。現在、ご承知のとおり、今、ＪＲ

問題が話題になっておりますが、それに止まらず課題が山積しているというこ

とで、我々議会も認識しているつもりですが、その状況認識、危機感をこれか

らしっかりと共有して議論を進めて行かなければならないということで、現時

点の町長のお考えを伺いたい。当然、これからも活動していく中で、考え方や

認識も変わってくると思いますが、現時点でどのように思われているのか、伺

いたいと思います。もう１点、非常に大事なことで、理事者との間はもとより

議員間で、これから議会とどのように議論を進めていくのかということで、議

会との関係について、どう考えるかということも、この際、伺っておきたいと

思います。町長は選挙戦の際、議会と町理事者は車の両輪という表現を使われ

ており、とかく議会と首長が車の両輪といいますと、協調して仲良し表示では

ないですが、いくというように取られるわけですが、私なりの解釈としては、

車の両輪という意味は、付かず離れずということではないかと思います。それ
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は、車が走るときタイヤの幅が狭くて近寄りすぎると不安定でちょっとでこぼ

こがあると傾いてしまい安定感がなくなるということです。逆に離れすぎると

方向転換もしづらいし走りづらいということで、やはり適当な距離を持って前

に向かって進んでいくことに安定感があって柔軟性もあるということで、そう

いう意味ではないかと思います。そして、何よりも大事なことは共に前を向い

てどちらに進むのかその都度協議しながら進んでいくということで、これは対

立関係とは違って、だけども単なる協調関係でもないということで車の両輪と

表現したのではないかと思います。そして、通告書にも書きましたが、当然、

首長と議会は、意見が一致する場合もあるし合わない場合もあり、しかも議会

は複数の今我が町の議員は１０名ですが、各議員がそれぞれの支持者や町民の

意見を反映する立場にあるということで、当然、議員の中でも必ずしも全ての

ことについて意見が一致するわけではないのですが、だた、いつまでも議論、

対立している中では一つの方向性を見出すことができないわけですから、それ

は議員の中でもお互い立場を尊重しながら議論して一つの方向を求めていく、

その場合、ともに町の未来、これからの町民の福祉をどうするのかという共通

の目的をもって議論を進めていく姿勢が大事であると思っています。釈迦に説

法になったかもしれませんが、私の考え方もご紹介して、以上の２点、月形町

の現状について、町長はどのように認識されているか、現時点での認識を伺い

たい。今、優先課題として取り組みたいことについて、伺いたい。もう１点、

我々議会との関係、これからの議論の進め方、どのようにしていく考えを持っ

ているのか、伺いたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 楠議員のご質問にお答えいたします。議員も言われて

いましたが、町長就任から２箇月、慌ただしく時が過ぎていますが、日々、

町長という職責の重大さを痛感しております。私は、１０月２１日の議会臨

時会において、発言の許しをいただき、町長就任の挨拶を申し上げました。

その折、月形町を取り巻く状況について、少子高齢化の振興と生産年齢人口

の減少、地域経済や産業の低迷と雇用の停滞、さらに中心市街地の空洞化な

どと申し上げましたが、まさにこれが月形町の現状であり課題でもあると思

っています。町長就任後、まもなく例年開催している町政懇談会を町内４箇

所で開催しました。また、先ほども説明しましたが、町内福祉施設、農協、

商工会などの代表者や担当者にお集まりいただき、それぞれ抱えられている

課題をお聞きするとともに、町政の推進に係る貴重なご意見やご提言も頂戴

しました。加えて、町長就任後、これまで農業生産組織等の会合にお呼びい

ただき、農家の皆さんからも直接、お話しをお伺いしております。さらに、

役場内では総合振興計画や総合戦略のローリング作業において主要な計画事
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業や施策について職員とともに検討作業を行ってきております。このように、

町政の課題を認識する機会を得て、改めて課題は山積していると実感してお

ります。町内においての雇用環境の喪失、農業における担い手や後継者の確

保、地域経済の発展に資する観光振興対策、町立病院を核とする医療の確保、

高齢者も安心なまちづくり、月形高校の存続、ＪＲ札沼線の維持、存続等々

どれも優先課題と言えるものばかりであり、いわば待ったなしの課題が多く

同時並行的に課題解決に向かっていく所存であります。２点目、町長と議会

の関係についてですが、これについても、町長就任挨拶の中で「町民の幸せ

福祉向上のため、行政と議会は車の両輪のごとく協力し合いましょう。」と申

し上げました。町長と議会は月形町を代表する機関であり、ともに町民の信

託を受けており、それぞれ異なる機関の特性を生かし、町民の意思を町政に

反映するために緊張感を保持しつつ協力し合いながら月形町にとって最善の

意思決定をしなければならないと考えております。情報を共有し協力し合う

ことにおいては、まちづくり常任委員会や全員協議会などは、大変、有意義

なことですし、例えば町長と議会が同じテーマで一緒に勉強会や研修会を行

うことなどもよいのではないかと思っております。いずれにしても、議員も

言われていましたが、車の車輪のどちらかが大きくても小さくても車はまっ

すぐに進んで行かないと思っております。町民の幸せ、福祉向上のために行

政と議会が車の両輪のごとく協力し合っていくことを重ねてお願い申し上げ

ます。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員 

○ 議員 楠  順一 私としては、現時点、今の答弁で満足する内容ですが、

やはり、情報共有が大事であり、それが首長、理事者と議会の立場の違いから、

今までともすれば情報共有ができなかった部分もあったと思います。特に感じ

たことは、先ほど報告にありましたが、町職員と同じ場所を研修したことがあ

り、それが同じ場所を見て同じ人の話を聞くということが、その後の議論、問

題意識の共有などに役に立つという実感を得ました。そういう意味で、車の両

輪と思いますが、役場職員あるいは首長が一生懸命に勉強されて進んでも、

我々議会がついていけないということになるとそれが一つの政策として身を

結ぶことが難しいのではないかと思いますので、質問、要望ということになる

かもしれませんが、今、町長も言われた議会との勉強会、研修の機会を、我々

も努力するし、ぜひ、増やしていただきたい、答弁があれば伺いたい。 

○ 議長 堀  広一 町長、答弁ありませんか。 

○ 町長 上坂 隆一 はい。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員 

○ 議員 楠  順一 今回の質問は全部つながって関係してくるのですが、
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地方創生の取り組みついてですが、地方創生については、一時に比べて国のト

ーンが少し下がったのかなと思います。それと、国の地方創生に対する取り組

み方が当初の話とちょっとニュアンスが違うという部分もあるのですが、いず

れにしても、この課題は国がどういう方向を示しても、人口減少、少子高齢化

と否定できない課題に直面していることは事実であるということで、先ほど町

長も言われたとおり、最大の課題になってくるだろうと思います。そこで、今

回、予算編成の真っ最中３月の予算を審議する議会がもうすぐですが、特にう

ちのような小さな自治体の場合、先ほど国の政策云々と申し上げましたが、そ

うは言いつつも独自財源が乏しい中で何か大きな政策をやっていくとなると、

どうしても国や道の政策にどう乗っていくかということが大きな課題になっ

てくるし、他の町村もそれについて本当に血眼になって道を探っているのが現

状であると思います。その中で、質問を２点掲げましたが、国の政策動向につ

いてそれぞれの部署の問題もあると思いますが、どのように捉えているのか、

大まかな概要、特に３月予算編成に向けてどのように捉えているのか、伺いた

いと思います。特に最近感じるのは、当初、内閣府や総務省のホームページを

見ると、地方創生ということで大きく政策が打ち出されていたのですが、最近

は省庁ごとの政策をそれにつなげていくあるいは省庁間の連携というかたち

で政策と政策をつなげてくような取り組みが多くなってきたのかなというこ

とで、それも含めて現在、把握している内容を詳しく必要ありませんが、聞き

たいということでございます。それと、本町において次年度以降検討している

重点施策ということで、新町長に来年何をやるのかということを聞いているの

ではなく、現時点でこれからその中から絞り込みもあると思いますし、国の政

策の動きも判断して行かなければならないので、ここで言ったから必ずやれと

いうことは期待していませんし、同然、できるものではないと思いますので、

先ほどから町長の答弁にも多少ありましたが、やはり、今の時点でこのような

ことをやりたい、こういうことを検討していきたいというものを、私ども議会

はもとより役場庁舎内あるいは町民に向けてアナウンスしていくことも必要

ではないか、その中でやれることを取捨選択しながら実行していくことが必要

ではないか。これまでともすれば町側でじっくり煮詰めて作り上げたものを出

されて「さあ、どうだ。」ということがあったので、そうなると我々もいざ「ど

うだ。」と言われても「そうですか。」と言うしかないかたちがあるので、もう

少し、生身の段階でもいいから情報をいただき、それをお互いに検討してみま

しょうというぐらいのニュアンスで、これは、本会議、全員協議会、まちづく

り常任委員会など色々な場面を通して検討することも必要であると思います。

そのような考え方も含めて、今考えている重点施策、やりたいと思っているこ

とがあれば、それも答弁いただき、それに対するプロセスも含めて聞きたいと
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思います。 

○ 議長 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 １１月１６日全国町村長大会が行われ、渋谷のＮＨＫ

ホールに初めて行ってまいりました。来賓のご挨拶がたくさんあった中で「ま

ち・ひと・しごと創生」担当大臣山本幸三さんの地方創生人材支援制度で地方

創生を積極的に支援するというご挨拶を聞いてきましたが、緊張感の中で聞い

ていたため、その日は中身をあまり理解していませんでしたが、議員からの通

告を受けて改めてその内容を勉強させていただきました。先ほどお話しがあっ

たように、国の政策動向について概要でいいから少しということでしたが、私

は改めて議員も言われたように最初の平成２６年度は景気のいい先行型交付

金、平成２７年度後半から加速化交付金、平成２８年度当初は推進交付金、本

年度の補正で拠点整備交付金と次々と制度が変わっており、そして、財政支援

の他に人材支援など行い、地方創生関連事業として省庁ごとに予算措置されて

いると把握しております。しかし、地方版総合戦略を進めるにあたって最大の

支援である先に述べた交付金については、特に総合戦略の事業段階から個人や

企業に対する給付経費等は交付金の交付対象から外れ、先駆性、自立性、官民

共同、地域間連携が必須要件となっており、非常に厳しい状況にあると認識し

ております。さらに一生懸命内容を勉強して遅れないよう、そして、先ほど議

員も言われたように国の政策等にしっかり対応したかたちで月形独自のまち

づくりのために活用していきたいと思っております。本町において次年度以降、

検討している重点施策、プロセス等についてのご質問だったと思いますが、町

長になって総合戦略における施策ということは、平成２７年度から平成３１年

度までの５箇年間に展開しようとする具体的な事業がすでに掲げられており、

それぞれ検討されているということを改めて認識しました。総合戦略の事業は、

以前から実施していた事業で、平成２７年度以降も内容を変えずに継続してい

く事業や平成２８年度から内容を拡充、新たに取り組むこととした事業、更な

る内容の検討が必要として平成２９年度以降に先送りした事業に区分されて、

先ほどお話ししたように早速各課の下で事業の内容についてのヒヤリング、協

議を進めている最中であり、そんなことから予算編成作業と合わせて行ってい

る段階で、プロセスとして総合戦略の推進については、ご意見を伺うというこ

とから議員もご承知であると思いますが、月形町創生総合戦略審議会が設置さ

れていますので、その中で今現在この段階で議会の皆さんに内容を細かくお話

しするお答えできる状況にないということをご理解賜りたいと思います。その

ため、月形町創生総合戦略に掲げた目標達成のためにしっかり鋭意推進してい

かなければならないと認識しておりますので、それぞれの時期にきちんと皆さ

んに説明して、先ほど言ったように固まってから「やる。」というかたちでは
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なく、膝を突き合わせてできることからしっかり町民の意見も聞きながら、も

ちろん、議員の皆さんのご意見も賜りながら一緒に進めて行きたいと思います

ので、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員 

○ 議員 楠  順一 現時点での答弁については、そのような内容になるこ

とを理解しております。私が今回の質問で一番強調したいのは、３点目の政策

形成力の向上についてで、政策形成力と表現しましたが、国や道の動向も捉え

ながら、うちのような小さな町がまちづくりを進めていく上で身の丈にあった

政策を組み立てていく力を私どもの町がもっと持たなければならないことは

問題意識としてあり、これは、当然、どこの自治体も悩みであり課題であると

認識していると思いますが、その中で３点掲げて質問事項を整理してあります

が、やはり、政策を作り上げていくのは人ですから、人材育成、人材活用、他

の機関、道や国との情報交換、情報収集が大事になっていくと思います。そこ

で、１点目、職員の研修の充実については、まちづくり常任委員会で説明いた

だき理解しておりますので、今後に向けて職員の研修について考えがあるとい

うことであれば、伺いたい。２点目、国、道など他機関との人事交流ですが、

私なりに他の自治体関係者に聞いて色々情報収集した中では、他の自治体では

結構やっていて、うちの町については、それができづらい環境があったかどう

かわかりませんが、私が見る限りではあまり取り組まれていなかった感じがし

ます。これは、私のつたないサラ―リーマン経験でも他の機関や団体との交流

が視野を広げることや自分たちの仕事を外から見直すことも含めて効果的で

あると感じていますので、これについてぜひ、取り組んではどうかということ

で、伺いたい。３点目、これは、先ほど町長が全国町村会大会で聞かれた山本

大臣の政策ですが「人材支援」を行うということで、これがうちの町で活用で

きる内容なのかどうかということもあると思いますが、これについてどのよう

に捉えているのか、この３点について答弁願います。 

○ 議長 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 １点目については、すでに議員も言われたとおりまち

づくり常任委員会において説明させていただきました。現状の研修計画をベー

スに今後も職員研修を進めて行きたい、そして、私自ら講師役もやりたいと思

っていますし、職員と一緒に行政の勉強、政策法制についての力を共に作って

いきたい、そういう意味では、自治大学校への受講は、過去にも自治大学校に

自ら研修に行った職員もいると把握しておりますが、若い職員も多いので自治

大学校への入校等についての体制づくりについても職員としっかり話をして

研修に努めていきたいと思っております。２点目、国、道などの他機関との人

事交流についてですが、当初、私も議員と同じようにこれまであまりやってき
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ていなかったのではないかという認識を若干しておりましたが、平成４年度か

ら平成１３年度にかけて５名の職員が北海道への研修派遣、北海道との人事交

流を行っており、これが多いのか、少ないのかということは、色々ご意見もあ

ると思いますが、私は、すでにこのようなかたちで北海道に４名が研修派遣さ

れ、そのうち３名が当時の空知支庁振興局、１名は本庁に派遣し交流されてい

ると把握しました。そして、北海道庁、空知支庁からも受け入れしている実績

もあり、そういった意味では、今後も研修と合わせてこの手法を取り入れるこ

とも、職員と一緒に考えていきたいと思っております。３点目、地方創生人材

支援制度の活用についてですが、これは平成２７年度から平成２８年度に行わ

れていることを知りました。北海道では、平成２７年度７名、平成２８年度２

名の派遣を受けており、これは、地方創生に積極的に取り組む市町村に対し、

意欲と能力のある国の財務省、大学の教授、学者、大企業の職員を市町村長の

補佐役として派遣するという内容ですが、平成２７年度派遣については、奈井

江町ではふるさと創生アドバイザーとして非常勤職員、ニセコ町では環境省の

職員を企画環境課参事として迎え入れていると聞いております。平成２８年度

派遣については、北海道では２箇所、１箇所は名寄市が財務省の職員を企画担

当参事官として、もう１箇所、天塩町が外務省職員を副町長として派遣を受け

入れていることを担当が調べてくれました。その実績や中身については、まだ

１、２年ですから十分に聞いていませんが、そういう自治体の状況や流れも先

ほどの研修や道との派遣交換も踏まえて、職員と十分に話合いを行い、その受

け入れ体制をしっかり考えて、今以上に行政の政策をしっかりやって行きたい

と考えておりますが、直ちに平成２９年度にそれをする、向う側に要請するこ

とは今のところ考えておりません。私は、町長に立候補して以来、役場職員は

優秀な職員がたくさんいる、もっと一人ひとりがしっかり力を発揮して、行政

に携われる環境づくりを率先してやりたい。そして、皆さんに力を貸してほし

い、そして一緒に勉強しようと呼びかけをしました。２箇月間、毎週月曜日は

連絡会議そして２回の幹部職員による協議も経験しました。そして、先ほど創

生の政策の重点事項やこれから予算作成に当たっての協議を進めている中で、

実感として「私は間違っていなかった。非常に優秀な職員がしっかりいる。」

ただ、これまで一人ひとりがアイディアや町長や幹部職員との意見のやり取り

などやりづらい雰囲気にあったという思いは若干、所々しておりますが、私が

町長になってから、随分、役場職員の雰囲気、仕事に対する意欲、アイディア

など本当に一生懸命やってくれていると実感しております。そんなことから、

楠議員の質問事項も積極的に取り入れてやらなければならない一面もありま

すが、当面、今の職員の力を信じてしっかり力が発揮できるようリーダーシッ

プを取って行きたいと思っております。 
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○ 議長 堀  広一 楠 順一議員 

○ 議員 楠  順一 現状の町長のこの問題に対する認識は、私も共有する

ところであります。職員研修にしても、人事交流にしても、人事交流はすぐに

できないとしても、やはり、研修に送り出すなら研修に送り出す職員の所属す

る課、係に負担が係ることにもなるし、人事交流となれは、最初はぎくしゃく

する部分もあると思いますし、そういう意味では、職員にストレスの掛かるこ

とになると思います。時代も違うし民間と役所との違いもあるので一概に言え

ませんが、私自身のつたないサラリーマン経験からすると、後から思うとある

意味組織としてもそれぞれの職員にしても成長するチャンスでもあるので、一

人が抜けることにより周りの職員がそれを補っていくということでは、組織と

して連携を取って仕事をしていく企業フード、組織フードを育成するチャンス

でもあるのです。それと、他の担当職員がやっていた業務を自分が今まで知ら

なった業務も否応なしに知らなければならない、これは大変であると思います

が、そういう覚悟を職員にも持っていただき、自分自身が成長していくチャン

スであるという捉え方を前向きにしてもらえば、プラスに活きていくと思うの

で、恐れずにやっていただいた方が最終的に町民の福祉向上につながるので、

町長一人で頑張ってもできることは限られていますので、職員の皆さんそれぞ

れがレベルアップしていくことが、全体としては大きな力につながっていくの

ではないかと思いますので、答弁はいりませんが、そういうかたちでの積極的

な取り組み、先ほどもそのようなニュアンスでいただきましたが、私からも重

ねて申し上げまして、質問を終わりたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長 

○ 町長 上坂 隆一 簡単に、人材というとき材料の材と使われていること

が多いのですが、私は、議員も言われていたとおり財産の財であると思ってお

ります。ですから、その素晴らしい人財、役場職員をしっかり研修も含め市町

村職員研修センターもありますし、月形には社会福祉法人障害のある人たちと

の係わり、ボランティア活動、スポーツ活動など色々なことに機会がたくさん

ありますので、一生懸命やって月形の財産にしたい、月形の財産になってもら

いたいと思っていますので、宜しくご協力、ご理解をお願いします。 

○ 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１２月７日の本会議は午前１０時から再

開します。 

  （午後 ２時１３分散会） 

 

 


