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  （斎藤教育委員長から所用により午前中欠席の旨の報告あり）

○ 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。

  ７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

の両名を指名いたします。

◎ 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 通告書に基づき、北海道運輸交通審議会地域公共交通

検討会議鉄道ネットワークワーキングチーム報告書について質問いたします。

以後、鉄道ネットワークワーキングチームを短縮した「ＷＴ報告書」と呼ば

せていただくこともあります。さて、本題に入る前にＪＲ北海道廃止問題に

ついて上坂町長には初めての質問になるかと思います。ご承知のこととは思

いますが、前櫻庭町長時代には平成２７年９月定例会以来、私と我妻議員は

折りにつけＪＲについて一般質問をしてまいりました。町側もＪＲ札沼線利

用促進を目的にポスターを作製し、月形町花の里こども園の園児と新十津川

町・浦臼町の園児が列車に乗車して相互に交流会を実施しました。この様子

は新聞やＴＶニュースでも取り上げられました。また、前町長は、北海道町

村会でも道や国とオール北海道で議論すると私の質問に答えています。そし

て、ＪＲ北海道が平成２８年１１月に単独では維持が困難な路線として既に

廃止決定の石勝線・夕張線を除く札沼線など４路線を廃止しバス転換の方針

とし、石北線や富良野線など６路線が駅や鉄道施設を自治体が保有しＪＲは

運行に専念する上下分離方式などの幅広い提案を行い、路線維持の可否を相

談するとしました。その上で、廃止に伴うバス転換なども検討することが発

表されました。これが実施されると北海道の鉄路が半分になるとＮＨＫをは

じめ全国の報道機関で衝撃をもって紹介されました。このような状態の中、



平成２９年 第１回定例会 ２日目

2

北海道も鉄道ネットワークワーキングチームを立ち上げ、平成２９年２月７

日に高橋はるみ知事に「将来を見据えた北海道の鉄道網のあり方について～

地域創生を支える持続可能な北海道型鉄道ネットワークの確立に向けて～」

と題した報告書を提出しました。この単独では維持が困難な路線が廃止され

ると４４市町村の鉄路と駅が町から消えていきます。また、宗谷線や根室線

などロシア国境に近い路線がなくなってしまうことになります。そこで、本

題ですが、ＷＴ報告書では「ＪＲ北海道が単独では維持困難として示した路

線・線区は道内の鉄路の約半分に及び、急速に進む人口減少を乗り越えて地

域の維持・発展を図るため、総力で取り組んでいかなければならない北海道

にとって、持続可能な鉄道網の維持は重大な問題である。」と北海道全体の将

来に関わる問題としています。また「北海道の面積は、約２２都府県分（面

積の少ない順）に相当し、九州の約２倍という広大な面積を占め、国民の食

を支え、国内外から多くの人々が訪れる北海道の鉄道網は、わが国の重要な

社会基盤であり、その維持・確保は、国全体の問題として捉えられるべきで

ある。」として、検討に当っての基本認識を示しております。それでは、１番

目の質問ですが、このネットワークワーキングチーム報告書の内容をどう受

け止めているか、伺いたいと思います。

次に、ＷＴ報告書では「ＪＲ北海道が巨額の赤字を線区の見直しのみで解

消したり、過大な負担を自治体に負担すべきでない。」と記載されており「全

ての線区を現状のまま維持することは困難であり、線区ごとに公共交通網の

中で果たす役割が異なることから、それぞれの特性に応じた対応が行われる

必要がある。」と記載されております。バス転換も指摘していません。このた

め「北海道の将来像や交通環境の変化を踏まえ、鉄道網を形成する路線を１ 

札幌圏と中核都市等をつなぐ路線、２ 広域観光ルートを形成する路線、３ 

国境周辺地域や北方領土隣接地域の路線、４ 広域物流ルートを形成する路

線、５ 地域の生活を支える路線、６ 札幌市を中心とする都市圏の路線」

と６つの累型に区分されました。そこで、２番目の質問ですが、北海道新聞

の報道によると、道が２月２１日、札沼線沿線４町長を対象に月形町役場で

行った鉄道ネットワークワーキングチーム（ＷＴ）報告書の説明会では、道

内全体の交通網の考え方が説明され、札沼線についての見解は示されなかっ

たということです。上坂町長は札沼線をどの分類に近いと考えているか、伺

いたいと思います。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 お答えいたします。議員も話されておりましたが、２

月７日、鉄道ネットワークワーキングチームが高橋北海道知事に対し「将来

を見据えた北海道の鉄道網のあり方について」報告されたものであります。
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私見としては、北海道の役割がその中で明確に示されたことを私は評価でき

るのではないかと考えております。これまで北海道はＪＲ問題について静観

しているのではないかと受け止められていましたが、この報告を受けて高橋

知事は、北海道が主体的かつ積極的に役割を果たしたいと述べられました。

このことがＪＲ札沼線沿線４町の町長に対し北海道から空知・石狩の両振興

局長そして黒田交通政策局長が月形町に来られて全道で最初の説明会を開催

したことに表れているのではないかと考えています。また、国鉄が分割民営

化された際のあり方が問題視されていますが、国への抜本的な支援に関する

要請も盛り込まれていることは、当然のことであると受け止めています。し

かし、国や北海道に頼るだけでは問題の解決には至らないと考えております。

沿線自治体の取り組みやアイデアによって国や北海道の積極的かつ主体的な

取り組みを後押しするものと考えており、前櫻庭町長も取り組んでこられた

ことを引き続きしっかり取り組んでいきたいと考えています。次に、６類型

についてですが、ワーキングチームでの検討の前提として、全道的な観点か

ら検討を行うものであり、個別の線区について直接、結論を出そうとするも

のではないと言われており、議員も言われたように２月２１日の説明会でも

北海道から札沼線がどの類型に当たるということは名言されておりません。

私としては、どの類型に類するか、近いかということに捉われないで、ＪＲ

札沼線の持つ可能性そして住民に対する利便性について、これからも議員、

町民の皆さん、そして、沿線４町、北海道と十分に協議していきたいと考え

ております。

○ 議長 堀  広一 松田順一議員。

○ 議員 松田 順一 今、上坂町長よりＷＴ報告書の道知事の発言について

色々評価され、月形町としては類型に捉われず頑張っていきたいということ

で、その通りであると思います。札沼線は当別まで札幌都市圏の路線それ以

降の月形から新十津川ですと地方を支える路線ということがあると思います。

しかし、現実的には赤字であるということで、これからどのように対応して

いくのかということは、大変であると思います。町長は、今、色々な活動で

乗車する方を増やしていきたいということでした。そこで、私見ですが、こ

のＷＴ報告書において、やはり、ＪＲ貨物からＪＲ北海道へ支払われる線路

使用料の積み増しが大きな収益の一つで、北海道は特別に輸送があると言わ

れています。その分、大変なコストも掛かるということで、ＪＲ北海道は大

変であるということも聞いています。この点について、以前にも新十津川か

ら滝川への延長を考える上で、滝川までは物流として北見などから玉ねぎな

どが色々なかたちできています。もし、線路がそこまでいくと、物流とイン

バウンドの関係もでてくると思います。もちろん、物流については、先ほど
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言ったように非常にコストが掛かるということで、＊＊＊＊＊にしなければ

ならないということも考えます。この点について、町長の私見でよろしいの

で、考えがあればお答えいただきたいと思います。

○ 議長 堀  広一 通告書と少し質問内容が異なっているので、答弁が十 

分かどうかは別として、町長が答弁できるのであれば、答弁を求めます。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 今、現状の維持・存続に全力を挙げて、浦臼・新十津

川の両町長ともしっかりスクラムを組んで、利用促進のためのツアーなど全力

で実施して、ＪＲを活用しての町の発展のためにしっかり頑張る以外は考えて

おりません。

○ 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１５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２０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 新しい年度が始まるに当たって、一般質問通告書に従

って４点ほど質問させていただきます。第１点目、大きな事項として、町政

執行方針、何を主軸に進めていくのか。という題にしました。先日の定例会

の初日、町長の執行方針の発表がありました。ご自身の中でもきっと色々な

思いで作られ、あの場で読み上げられたのではないかと解釈し拝聴いたしま

した。Ⅰ はじめにのスローガン、続いて、Ⅱ 町政に臨む基本姿勢として

【にぎわい】、【えがお】、【きぼう】、【ゆとり】の４つを挙げて始まりました。

今後の町政に臨む町長のお考えであると思います。しかし、町政執行方針を

読み進んでみると、正直あまりよく今までと何が違うのか、いわば上坂カラ

ーが何であるのか読み取ることができませんでした。そこで、平成２９年度

町長になって改めて取り組む新しい政策、今までより一歩踏み出した政策な

どについて、具体的な取り組みも含めご説明願いたいと思います。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 ご質問にお答えいたします。私は町長就任後、まもな

く山積みする町政課題を認識するとともに、毎年開催している町政懇談会や

町内の福祉施設、農協・商工会などの皆さんと町政の推進に関する懇談会の

他、町内の多くの団体の会合や昨年から始めた出前町長室などを通して、日々

の暮らしの中で困っていることや子育てのこと、農業や商業の振興のこと、
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将来のまちづくりのことなど、色々なお話しをお伺いしご意見もいただいて

おります。町長就任後は、このような経過をたどりこの度、私自身、初の本

格予算の議会提案までこぎつけたところであります。Ⅱ 町政に臨む基本姿

勢やⅢ 主要な施策の推進については、町政執行方針の中で述べさせていた

だいておりますが、今、一番大切なことは、農業・商工業・福祉などあらゆ

る分野でみんなで知恵をしぼり、力を結集して様々な課題の解決につながる

施策に町ぐるみで取り組むことを考えています。そのために町民とひざを突

き合わせた話し合いや町政に対する協力のお願いなどは、これからもっとや

っていかなければならないと考えています。私は、変えるべきものは変え、

先人が培ってきたわが町の大切な伝統や文化などは、一層育み、そして守っ

ていきたい。また、小さなことの積み重ねがまちを大きく変革し、次の世代

に残すべき大切なまちの財産を守り続けていくことが、まちの個性を形づく

っていくものと考えております。私は「理念なくして、計画なし。計画なく

して、実行なし。実行なくして、成功なし。」を心がけて町政の執行に実直に

取り組んでいくことで自ずと私の特色が見えてくるし、分かってもらえるの

ではないかと考えております。この度提案させていただいた予算に町の懸案

だったそのものに一定の判断を下したものがあります。その一つが篠津山火

葬場改修であります。火葬場については、将来に渡って新しく建替えて残す

か、近隣市町との施設を利用するか、これまで結論が出されていなかったと

思います。今後の長期的な使用も見込んだ上で現在の火葬場を改修すること

を決断させていただきました。この他にも私が判断して予算として提案させ

ていただいたものがあります。これからの予算審議でご確認いただきたいと

考えております。町政において独自のカラーも必要であると思いますが、何

より行政の継続性を大事にしていかなければならないと考えています。どう

ぞ、今後とも宜しくご指導をお願いいたします。

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻  耕 答弁の中で上坂カラー、理念なくしてから実行までの

こと、篠津山火葬場の改修の決断があったこと、後は予算審議で確認してほ

しいというお考えは分かりました。町政において独自カラーも必要だが、継

続性も必要であると思われているということでした。５箇月前、町長選があ

りお互いにお考えや想い、公約を訴えて、そして、町民の選択があってここ

に居られるわけです。どちらに投票した方もそれぞれの想いや公約をその時

に目にしています。どうなるのか想像して見られていると思うのです。この

定例会が終われば私も町議になって丸２年になります。任期の半分です。思

いの外早かったです。議員の私も町長も先ほど町長が言われた町政の継続性

という永遠と続く月形の行政の中にいて、基本は４年しか保証されていない
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中で流れを町長だったらどうするのか、議会だったらどのようなことが行わ

れたのかを見ていかなければならない関わりを持っていると思います。まし

て、審議の中で確認してほしいということは町民には非常に分かりづらい。

執行方針でしか町長の想いが伝えられないし見ることができないかもしれな

い。それに情感や言葉の裏を読んでほしいというのは、いかがなものかと思

います。今後は、新しいことが恐らくあると思うし、それを隠すのではなく

見えるかたちで堂々と発進してもらいたいと思っています。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 私は、議員もご承知であると思いますが、選挙が終わ

って以来、毎朝、時間が可能であれば役場前に立ってスクールバスを迎え、

子どもたち、そして、車の中からしかご挨拶できない方もたくさんおられま

すが、これまで毎朝立っております。その中で私の姿を見ていただきたい。

そして、何かあれば町民の皆さんとひざを突き合わせて色々な話をして、小

さなことの一つひとつの積み重ねで月形のまちをしっかり良くしていこうと

誓っております。それをしっかり継続して町民の皆さんに私の考え、町政に

当たっての基本的な姿勢をこれからも理解していただきたいと考えておりま

す。

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻  耕 今後とも、お互いに議会と町長、役場というところで、

町を良くしていきたいという想いは同じであると思いますので、色々意見を

述べさせていただき要望することもあると思いますので、宜しくお願いした

いと思います。続いて、第２点目の質問に入りたいと思います。商工業振興

のなかの起業者支援の取り組みについてです。農業の新規就農については、

新しい実習農場の整備などの事業に取り組んでいるとのことで、農業につい

ては町の事業としては平成６年から取り組まれていて、何組もの新規就農者

の方々が月形に入植され暮らし地域に解け込まれています。一方、商工に目

を向けてみると、その取り組みはどうなっているのか。昨年１０月より地域

おこし協力隊の活動も本格始動されており、町外へのＰＲにも起業者支援の

必要性が高まっていると思います。まして、町外ばかりではなく町内の小さ

な起業の芽もあるかもしれません。まさに町長が挙げられた４つの中の【に

ぎわい】を取り戻す事業であるかもしれません。平成２９年度の予算にも起

業者等支援事業が計上されています。先に町長が読まれた町政執行方針にも

起業への支援が書かれていました。支援について行政としてどのように関わ

っていくのか、お伺いしたいと思います。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 お答えいたします。本町の商業は、創業３０年以上の
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小売業を主体に町内の購買ニーズに応えていましたが、車社会の進展や近隣

自治体への大型店の進出、消費者ニーズの多様化や高度化を背景に購買力の

流出が著しく、事業主の高齢化や後継者不足なども相まって商店の廃業が増

加しており、商店街の空洞化が進んでいます。現在、商工会に加入する事業

主は、１０４事業者でこれが１０１事業者を割り込むと北海道からの助成が

削減されることから、商工会役員をはじめ会員一丸となってこれらの維持に

向けて努力されていると考えています。そうした背景から町としても起業に

対する支援、空き店舗等の有効活用、新商品の開発や人材の育成を図り、も

って町の経済の活性化と雇用の確保を目指すことを目的として平成１７年度

に補助要綱を創設し、町のホームページや「わたしたちのまちづくり」等で

周知活動を行い、制度の活用を促してきたところであります。また、より活

用しやすい制度となるよう毎年度見直しを掛ける中で、平成２９年度から本

町の総合戦略とも相まって既存店舗のリニューアル等に掛かる経費も補助の

対象に加え、制度の拡充を図る予定をしているところであります。これまで

にこの制度を活用された個人・法人・団体、これは起業者支援で２件、空店

舗活用支援１件、ものづくり支援では生産団体が作製されたパッケージ等に

対する支援３件、計６件という状況にあります。その中で行政の関わりとい

うことですが、現在、支援に至るまでのサポート体制として商工会との連携

で起業を予定される方については、まず、商工会の経営指導員を窓口として

起業の可能性、将来性、発展性、収支計画などについて相談され、起業に結

び付きそうな案件について指導員から産業課に報告を受け産業課から補助制

度について説明するという流れになっております。平成２８年度については、

４件の相談を受け、うち１件が起業され商工会にも加入されたと聞いている

ところであります。この方については、設備投資にお金を掛けたくないとい

う判断から補助金を受けずに起業されているということです。残りの３件に

ついては、相談する中での断念あるいは検討中ということで、支援に至って

おりません。定年退職後の趣味的な経済活動は別として、生計を立てるため

の生業を起こすことについては、相談を受ける側も慎重にならざるを得ない

と理解しております。決して失敗の許されるものではないという判断から、

まず、経営のプロである商工会を通すことを基本としております。かつてこ

の支援制度で現在は廃止しましたが、空店舗を活用して支援を受けられた方

が、わずか３箇年で廃業したケースや起業の相談を直接役場が受けたために

店舗開設に当たってトラブルになったケースもあると聞いております。従っ

て、行政が個人の経済活動に関与することについては、極めて慎重にならざ

るを得ないと思うところであります。現在の商工会を窓口とするサポート体

制がベストであると考えております。また、中小企業振興対策事業として、
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融資に対する利子補給や商工会保証料の助成など起業後の支援対策も講じて

いるところであり、予算審議で説明していきたいと思います。新年度におい

て、農業振興施策として農産物ブランド化推進事業や独自産業化推進事業等

補助金として創設しております。これらの制度を有機的に活用していただく

ことにより農業者と商工業者、商工会や農協との連携の下、新たな起点で起

業を目指されることを期待しておりますし、商工業のみならず月形町の産業

全体の活性化が図られることを願っているところであります。

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻  耕 現在、商工会に加入している１０４件の事業者が１０

１件になると道からの支援が減ってしまうということで、現在、努力している

ということで、平成２９年度は制度の活用を生かすように中身を少し変えてい

くということ。まず、商工会が全面に出て応対して、その後、商工会でОＫが

出たら町も関わっていくということ。農産物のブランド独自産業化に対して補

助金を出したいということ。先ほども言いましたが、地域おこし協力隊が去年

１０月から寺崎さんが入られて活動を開始されているとき、地域協力隊の要綱

にも入っていたのですが、寺崎さん自身がどうやったら入りやすいか。どうや

ったらここで起業することができるのかということを考えなければ、当然、町

外へのＰＲに対して農業も入れます、商工業も入れます、というＰＲにつなが

らないのではないかという気はしています。ぜひ、そのあたりの地域おこし協

力隊の方々の意見も加えて、どうしていくのかということを考えていただきた

いと思います。これは前の全員協議会で私自身が発言したことがあるのですが、

平成２年に私がここに就農したとき制度的な支援は全くなかったわけですが、

地域の方、役場の方、農協の方も含めて色々無い中でサポートをしていただい

て、今、ここにいるわけです。どうも今の話を聞いていると、町は商工会に任

せっきりでその後はしない、でも、農業は札幌や東京に行って就農相談を受け

ているので、そのあたりの温度差を感じてしまうので、今は待っている状態で

はないと思うのです。役場でも平成２８年度予算が今回の定例会で減額補正さ

れ４００万円がそのまま補正されました。今回、予算が２００万円で半額にな

っています。使う、使わないは向うの手が挙がらないからということになるか

もしれませんが、使わない、使われなかったことについて、補助金を出す方が

どう思うのか考えたときに、もう少し積極的にやってもいいのではないかとい

う気がするのですが、いかがでしょうか。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 来年度は、地域おこし協力隊についても１名ではなく

２名で連携してということも考えて現在募集中であります。商工会・農協・

行政が一体となってということでは、けして、商工会任せではなくＰＲや制
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度の浸透も含めてしっかり連携を深めていきたいと考えておりますので、理

解をお願いしたいと思います。

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻  耕 ぜひ、任せっきりではなく、今言われたように連携を

深めてやっていただきたいと思います。第３点目に入りたいと思います。北海

道日本ハムファイターズ北海道１７９市町村応援大使による町外へのＰＲの

取り組みについてです。この２月に札幌へ行く機会があり、その帰りに札沼線

の最終便に乗るために会議も早く終わって座りたいということもあったので、

早めに札幌駅に行きました。行きは急いでいたので気が付かなかったのですが、

まず、改札の外コンコースに長い大谷翔平選手と一緒の北海道新幹線のポスタ

ーが貼ってあります。右を見ても左を見ても大谷選手の顔があるという感じで、

また、ホームに入り、列車が入ってくるのを待っていたとき、向かいのホーム

に電車が入ってきたのですが、その列車の車体に北海道新幹線と大谷選手がプ

リントされた列車も入ってきました。まさに大谷選手が溢れている状態を目の

あたりにしたわけです。また、ＴＶ等の報道でも、何かの贈呈の所で主催者や

スポンサーが大谷選手と２ショット写真もよく見かけます。もちろん、今回、

大谷選手、新垣選手の両選手が応援大使になられて、私たち町民は、月形町内

のあちらこちらにポスターが貼られていて身近になってとてもうれしいかぎ

りであります。でも、大谷選手は今シーズンのオフにはメジャー入りがささや

かれてもいますし、まして、１年間限定の応援大使ということで、執行方針に

もありますが「対外的な月形町のＰＲでいうと、よほど目新しい取り組みでな

ければ、他の報道やポスター、コマーシャルに埋没してしまう恐れがあると思

われます。」その市町村応援大使の取り組みについてお伺いしたいと思います。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 これまでの決定経過については、多くの皆さんがご承

知であると思いますが、北海道日本ハムファイターズ北海道１７９市町村応

援大使については２０１３年から始まって本町も毎回応募してきましたが、

当選することなく今回初めて応援大使の市町村に選ばれ、１１月２３日には

大谷選手と新垣選手が決定することになりました。応援大使の任期は、ご承

知のとおり平成２９年１月から１２月までの１年間であり、町としてはまた

とない機会ですので応援大使を活用して町外に広くＰＲし、月形町の知名度

アップと月形町に訪れてもらう人を増やす取り組み、町民に喜んでもらいま

ちを明るくする取り組み、両方の効果が期待できる取り組み、この３つの柱

を掲げて様々な事業に取り組んでいきたいと考えています。これまで本町が

行ってきた取り組みの一例ですが、私が沖縄春季キャンプ地を訪問して両選

手を激励する。トマトジュースも含めて特産品を贈呈することについてメデ



平成２９年 第１回定例会 ２日目

10

ィアでたくさんの人たちに報道されております。町内にも色々なかたちで両

選手の等身大パネルや直筆サイン入りのユニフォームなどの展示の取り組み

をおこなっております。これからの取り組みとして、１つ目、町外へ広くＰ

Ｒし、月形町の知名度アップと月形町に訪れてもらう人を増やす取り組みと

して、雑誌「北海道じゃらん」に応援大使市町村の掲載。「WE LOVE 
HOKKAIDO」北海道シリーズ中に札幌ドームで開催されるグルメイベント
「なまらうまいっしょグランプリ」に出店する。応援大使に記念品や誕生日

プレゼントを贈呈してメディアに取り上げられることを期待しています。ヒ

ーロー賞受賞選手へ特産品を提供して札幌ドーム大型ビジョンでＰＲ。ふる

さと納税用として応援大使のＴシャツを作製する予定をしております。２つ

目、町民に喜んでもらいまちを明るくする取り組みとして、各学校の入学式

で応援大使の祝電を披露する。応援大使招待観戦デーを実施することにして

います。また、町民応援バスツアー、応援大使との写真撮影も予定されてお

り、札幌ドームでの試合観戦の実施も予定しております。そして、何よりも

先日もお願いしてきましたが「シーズンが終わった１１月には必ず月形町へ

来てほしい。」そして、トークショーや福祉施設等の訪問も考えております。

３つ目、両方の効果が期待できる取り組みとして、観光協会を通して５月か

ら販売予定の応援タオルの販売。月形温泉ホテルにおいてファイターズグッ

ズの販売。ＰＲグッズ、クリアファイル、うちわ、ノート等の作成、そして、

住民票の用紙については、大谷選手と新垣選手の透かしの入った用紙で発行

する予定をしております。これらの他町民有志によるＰＲも広がってきてい

ると感じております。ただ、議員に理解してもらいたいことがあります。応

援大使の企画は、何でも自由にできるというものではなく、一定の制約の中

で球団の許可を得ながら進めていかなければならないというのが、応援大使

の仕組みでございます。今回で５年目となり各市町村が一定の制約の中で

様々な取り組みを行って出尽くした感もありますが、その中において町を最

大限ＰＲできるような取り組みをしっかりやっていきたいと考えております。

今、反響が出ておりますが、ふるさと納税用として作成した応援大使のポス

トカード・観光名刺・ステッカーは、本町独自の取り組みで、球団の協力を

得てスポーツ各誌に取り上げてもらい、全国に広くＰＲしたところで、問い

合わせも多く寄せられております。そして、ふるさと納税の増加にもつなが

っております。何度も言いますが、「小さな取り組みの積み重ねが大きな効果

が得られる。」と実感しております。これからも職員とともに知恵を出し、町

民の皆さんからも大いに知恵をいただいて、最大限応援大使を活用して月形

町のＰＲと活性化に努めていく考えですので、ご理解とご協力をお願いいた

します。
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○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻  耕 色々なＰＲに関して雑誌「北海道じゃらん」や「WE  
LOVE  HOKKAIDO」北海道シリーズからはじまり、住民票の透かしまで取
り組まれるということで、町長の言葉を借りれば「出尽くした感があるけれど

その中でもやっていきたい。」ということでした。一定の制約があることも聞

きました。その中で、許可を得てやらなければいけないということもあります。

何が外に発信しているのかと考えたとき、雑誌「北海道じゃらん」に掲載する

ことは他の市町村の応援大使を含めてのこと。「WE  LOVE  HOKKAIDO」
北海道シリーズはＴＶ中継があるかもしれませんが札幌ドームの中で、月形独

自でいうとポストカードや観光名刺をふるさと納税された方へ発信した。それ

こそ１年間の限定なので待ったなしの取り組みであると思いますので、色々ア

イデアがあると思います。きっと、役場内でも当然あると思いますし外にもあ

ると思います。先ほど、松田議員から色々ＪＲの話がありました。できるかど

うか分からないですが、今月は大谷列車、来月は新垣列車ということで車内に

ポスターを貼ってＰＲすることもできるのではないか。全国の大学に北海道人

会がありますが、大谷・新垣両選手のＰＲも含めて月形をＰＲすることはでき

ないのか。役場１階町民ホールに両選手のグッズが展示されていますが、あれ

だって今だったらアリーナに展示することはできないのでしょうか。全道から

野球少年が練習に来ています。それを見せることは彼らにとっても大きな喜び

や励みになるのではないか。一例ですが、色々なアイデアが組まれている中で

１年しかないので、小さな取り組みでコツコツやっている場合でもない気がす

るのですが、それについてのお考えを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も含めて早急に、また、皆さ

んとしっかりご意見をいただきながら実施してまいりたいと考えております。

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻  耕 本当に大きなものが、言い方がいいかどうか分からな

いですが、月形町に舞い降りてくれたと思っていますので、色々取り組んでい

ただきたいと思います。第４点目に入りたいと思います。樺戸博物館の冬期開

館についてです。樺戸博物館ですが、私たち議会関係でも道外から来られた議

員は必ず訪れます。博物館の案内を郵送して紹介するとそれに興味を持って訪

れてくれます。そのような町内の観光資源の大きな柱である樺戸博物館は、現

在冬季閉館中であります。これからの観光需要の高まりを考えたとき、今、取

り組み始めている「歴史街道」や観光周遊ルートのなかで、いわば、もう一つ

の北海道の開拓史を物語る貴重な歴史遺産である樺戸博物館の通年の開館に

ついてのお考えをお伺いしたい。過酷な北海道の冬の中、当時の集治監の過酷
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な環境の体験などができるのはまさに冬です。道外や海外から来られる観光客

にとっては、大きな興味、魅力があるのではないかと考えますが、いかがでし

ょうか。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 樺戸博物館については、議員からも発言があったとお

り、本町の貴重な観光資源であるとともに北海道開拓の歴史を広く伝えるた

めの貴重な財産であると認識しております。そのためには、多くの方々に入

館いただくことが重要であり通年の開館が検討できないかとのご質問を重く

受け止めております。博物館の開館条項の編成については、平成８年に月形

樺戸博物館を開館以来、平成１４年度まで月曜日と祝日の翌日、年末年始を

休館日として通年開館を行ってまいりました。冬季は本庁舎からの入館は落

雪の危険性があることから、本館から入館いただき逆順路で本庁舎を見学後

に本館農業研修館を見学していただき対応していたということでございます。

平成１４年度の冬季入館者は、１２月から翌３月まで年間１５,１４９名中６
５１名ということであります。年々冬季入館者の来場が減少してきたことか

ら平成１５年度、平成１６年度については、１２月から翌３月まで冬季間は

土曜日と日曜日のみ開館してきたところでございます。ちなみに平成１５年

度は、年間入館者１２,７３０名中冬季４４７名、平成１６年度は、年間入館
者１１,３８６名中冬季４５３名となっております。平成１７年度から冬季間
を閉館する代わりに４月から１１月まで無休として現在に至っております。

現在、年間約９,３５４名が平均してこれまでの年間入館者になっております。
このような変遷をたどった経緯については、私としては十分承知していませ

んが、来場者の減少や管理上の問題からその時々に検討されてきたものと考

えております。本庁舎からの落雪や暖房設備等の問題もあり、冬季間の管理

経費を積算すると受付け・管理・清掃約３００万円、解説員の報酬７５万円、

電気料４０万円、燃料費７５万円合わせて約５００万円の経費が増額になる

と見込まれております。従って、議員の趣旨は十分理解いたしますが、これ

までの経過を申し上げましたが、通年の開館については、相当の検討が必要

であると考えているところであります。現在、冬季間の休館中に見学を希望

される団体等については、あらかじめ予約いただいて対応しており、議員ご

指摘の樺戸道路の周遊ツアー等も今後本格的に実施されることに至ったとき

は、当面その都度の対応ということで支障のないように対応し、今後の推移

を見ていきたいと考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。大

変失礼しました。先ほど、平成１７年度から年間入館者平均９,３５４名と説
明いたしましたが、この実数は平成１７年度の年間入館者数でしたので、訂

正させていただきます。
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○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。

○ 議員 我妻  耕 貴重な財産ということでは同じような想いを持ってい

るということが分かり、初めのところでは私の質問に対して重く受け止めてい

るということですが、最後のところでは充分に理解できるが相当な検討が必要

であるということを話されました。今の答弁で、平成１４年度は、月曜日と祝

日の翌日、年末年始を休館日として通年開館を行っていたということで、年間

入館者１５,１４９名中冬季６５１名、平成１５年度、平成１６年度は、１２
月から翌３月まで冬季間は土曜日と日曜日のみの開館で、平成１５年度が年間

入館者１２,７３０名中冬季４４７名、平成１６年度が年間入館者１１,３８６
名中冬季４５３名ということで、土日でこれだけ入館していることは、平成１

４年度と比べても頑張ってないですか。６５１名が４４７名、４５３名になっ

たということで、平成１７年度から言い直されましたが、４月から夏場の営業

だけで９,３５４名、逆に言ったらあれだけの財産を開館が減っていること自
体が問題ではないかという気がします。雪、暖房、集客が減っていることが心

配ということで上げられていましたが、できない理由、できなかった理由は

色々あると思います。でも、そこから新しいことは生まれない気がするのです。

可能になる理由、やらなければならない理由を考えて実行していく時期にきて

いるのではないかという気がします。それこそ、５箇月前に新町長になられて

ちょっと浮かんだのがサントリー創業者である鳥井さんの口癖「やってみなは

れ」ではないですが、今までのそうした考えではなくてやれる理由を役場全体

からくみ上げてやることはできないですか。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 私が今回、冬期間の状況を確認している限りでは、や

はり、土日それから夏休み期間中の来館者が主であり、そんなことも踏まえ

ながら、そして、経費の見合いも含めて貴重な財産、すばらしい歴史的な博

物館ですので、今後、十分現場と検討し、今、議員が言われたことについて、

できる方向も含めて前向きに検討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 北海道の冬は寒いです。本州から来た人間、本州に住

んでいる人間にとっては、想像もつかない寒さだからです。私の家でも外で犬

を飼っていて、東京の親戚から北海道が寒いという天気予報のときは「外のワ

ンちゃん大丈夫。」と心配する電話がかかってきます。赤い服を着て木づくり

の獄舎は当時どんなに寒かったかなと、初めて私が北海道を訪れたときの感覚

です。それで開拓に従事したということで、当時の獄舎をどこかに建てられま

せんか。それこそ、厳冬の雪中監獄体験ツアーではないですが、そのようなこ

とが観光事業になるのではないか。私も樺戸博物館へ人を連れて入館したとき
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必ず月形刑務所の施設ではないですが、雑居房を皆さん覗き込んで入れるなら

入りたいような勢いなので、そういう体験もできるのではないかと思います。

最後に今後は十分考えていくということなので、ぜひ、考えていただきたいと

思います。今回の一般質問に関して本格的な一般質問になったので、町長も答

弁書を作るに当たって色々気付かれたこともあるのではないかと思います。町

長は長いこと福祉施設でそれこそ自分の想いを伝えたくても上手に伝えられ

ないような人たちの想いをくみ取るように聞かれていて、そういう所でずっと

仕事をされてきたということで、ぜひ、役場内外、町内外から本当に色々なア

イデアを吸い上げ、意思疎通をしていただき、色々なことに取り組んでいただ

けるよう町民が希望するような事業に取り組んでいただけるよう切望します。

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１１時２０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）

      （斎藤教育委員長 午後 １時３０分入室）

○ 議長 堀  広一 順番３ 大釜 登議員、発言願います。

○ 議員 大釜  登 通告書に基づいて、２点について教育長にお伺いいた

します。１点目は、新学習指導要領について、１０年ぶりに「学習指導要領」

が改訂され、本年度から周知、幼稚園では平成３０年度から、小学校では平成

３２年度から、中学校では平成３３年度から全面実施することになっておりま

す。改訂の背景としては、子供たちに情報化やグローバル化など急激な社会変

化の中で、未来を創る子供たちのために必要な資質や能力を確実に育むことの

できる学校教育を実現することであります。その中で、小中学校の社会では領

土問題について世相の充実を図るために、竹島・尖閣諸島が日本国有の領土と

して初めて明記されました。特に英語教育では、小学校３年生・４年生が英語

に慣れ親しむ外国語活動、５年生・６年生では、正式な教科として年間約３５

時間の授業を実施すると言われております。教育長は、今回の教育行政執行方

針でこの件について述べておりますが、平成３２年度に小学校の外国語導入全

面実施を待たずに先行実施をするのか。今後どのようなスケジュールで進んで

いくのか、お伺いいたします。

○ 議長 堀  広一 教育長。

○ 教育長 松山  徹 質問にお答えします。今回、教育行政執行方針にも

書かせていただきましたが、大釜議員ご指摘のとおり、この３月末、小学校

では平成３２年度、中学校では平成３３年度から全面実施される「学習指導

要領」が告示される予定であります。例えば、この３月末に告示されて平成
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２９年度の４月から小学校の平成３２年度までの３年間は何をするのかとい

うことですが、教育関係者もそこが一番関心の高いところであり、現時点で

分かっている情報をお話しします。一般的にこの期間を移行期間と呼びます

が、この移行期間にすることとしては、まず、新しく示される学習指導要領

について、その趣旨や内容を正しく理解することが上げられ、次にその内容

を実施するための準備に充てることになります。そして、先行してやれるも

のがあれば先行実施する期間となります。趣旨や内容の理解はともかくとし

て、準備についてですが、国として準備することもありますし都道府県や市

町村として準備することもあります。そして、各学校としても教育計画を作

るなどたくさんあります。ここで混在して使っている外国語と英語について

説明します。国の法律の言葉としては、外国語であります。特段英語でなけ

ればならないということではありません。しかし、実態としては、教える中

学校教員や高校教員の免許の関係などから、日本の場合ほとんどが英語を取

り扱っていますから、英語という言い方も多く見られます。次に、この後の

動向についてですが、この先、国から移行に向けて大まかなタイムスケジュ

ールが出てきますし、小学校５年生・小学校６年生で指導する内容、子ども

たちが身に付ける内容が示されます。それに伴い教科書が発行されることに

なります。情報として平成２９年度中に国から補助教材というかたちで指導

内容を網羅した資料が発行されると聞いています。そうすると、早い所では

平成３０年度から先行実施ができると思っていますが、かなりハードである

と思っています。いずれにしてもこの後のスケジュールや国の発行する資料

など確かめることが必要であります。関連して月形小学校の外国語活動の実

情についてお話しします。月形町では、すでに何年も前から小学校１年生か

ら６年生全学年でＡＬＴを活用して外国語活動に取り組んでいます。そして、

元の大谷幼稚園でも外国語活動を行っていましたし、現在の花の里こども園

でも月１回ＡＬＴが入って外国の生活や文化に触れ慣れ親しむ外国語活動を

行っています。改めて今後示される指導内容等を確認するとともに、学校と

協議して先取りしている実績を生かしながらこのままリードを活かし月形の

子どもたちのために充実した教育に努めたいと考えております。

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。

○ 議員 大釜  登 今年は周知徹底の時期なので、明確な答えはいただけ

ないですが、これから先取りして先行してやるのか。平成３２年度の全面実施

を目標に考えているのか。もし、これが先ほど言ったように年間約３５時間の

授業を実施するとなれば、今の授業体系の中では週に１時間ぐらいになると思

いますが、それを実施するのであればかなり授業体系もかなり変わってくると

思います。スケジュールとして、あくまでも平成３２年度を全面実施として考
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えるのであればいいのですが、先行で考えるのであれば時間を短縮して、極端

に言うと冬休みや夏休みの時間を割いて時間調整してやっていくのか。この３

５時間をどのようなかたちで工面するのか、国の考えがまだ決まっていないの

で答えづらいと思いますが、やはり、実施されると３５時間は必ず子どもの授

業がかぶさってきますので、そのようことも検討していかなければ今、ゆとり

時代で授業も月曜日から金曜日までなので、今、ＡＬＴなど中学校の先生に来

ていただき、少しでも慣れて平成３２年度に実施できるような方法を組んでい

かなければならないので、教育長は先行して考えているのか。あくまでも平成

３２年度を目標に進んでいくのか、その点についてお伺いします。

○ 議長 堀  広一 教育長。

○ 教育長 松山  徹 平成３２年度には「学習指導要領」の定めるとおり

の時間数でやらなければならないということです。大釜議員から時数の取扱

いのアイデアをいただきましたので、例えば１週間に１コマ、１時間入れて

年間３５時間という取り方もあると思いますし、１週間１コマではなく２コ

マに分けてということで、これも現在検討中ですが、小学校の１コマは４５

分になりますので、これを１５分単位の短時間学習という方法になるのです

が、ある日は３０分やって次の日に１５分やるという手法も今、検討されて、

この後、どの程度活用できるかということで出てくると思いますので、短時

間学習も含めて平成３２年度からまんどにやっていくけれど平成３１年度あ

たりから集中的に大釜議員の言われたように１学期又は夏休みに何日間か出

て来てということで、毎日４５分固定してやるのではなく時数を弾力的に考

えて取り組んで行きたい。できれば、学校と協議しながらまた北海道教育委

員会の資料もまだできていませんので、それも協議しながら１年でも早くで

きれば外国語活動・英語に取り組んでいきたいと考えています。

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。

○ 議員 大釜  登 これは、授業の関係で難しいと思いますので、もし、

全面的な実施に向けていくのであれば、今からしっかり準備して行かなければ

ならないと思います。もう１点、外国語・英語の授業について今後指導する教

員が英語の教科を想定しないで教員免許を取ってきていると思いますが、若い

先生は英検などで勉強していると思いますが、私が知るところでは全国の小学

校教員の中では約２割程度しか英語に対する教科の専門性を持っている教員

がいないので、これは文科省や道教委が考えることであると思いますが、これ

について情報があればお聞きしたいと思います。

○ 議長 堀  広一 教育長。

○ 教育長 松山  徹 小学校に外国語が入ってきた場合、小学校教員の免

許はどうなるのかということですが、中学校では各教科の免許のある教員が
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教えており、小学校では学級担任が全教科を教えることが原則になります。

今までなかった英語の専門性を小学校教員がどのように身に付けていくかと

いうことであります。今も一部取り組んでいますが、国や都道府県が主催す

る研修会に参加してその専門性や資質を備えていくことが考えられます。

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。

○ 議員 大釜  登 今は周知の段階で雲をつかむようなもので、質問する

時期が早いとは思ったのですが、平成３２年度の４年はあっという間に来ます

ので、今後は道教委や文科省の指導要領にしっかり目を通して平成３２年度に

向けて移行できるようなかたちで動いていただきたいと思います。２点目は、

命を大切にする教育について、今回の教育長の教育行政執行方針で「道徳教育

全体で心身の健康につながる実践的な指導に努めます。」と述べています。ま

た、町長も「誰もが安心して豊かに暮らせる共生のまちづくり」を掲げており

ます。しかし、近年、各地で大きな災害や事件、事故で多くの人命が犠牲とな

り、また、子どもたちはいじめによって命を絶つ悲しいことも現実に起きてお

ります。特に、震災から６年が経過した今でも親や子、家族を亡くされた方々

が、復興に向けて一生懸命生きております。私も平成２４年の議員１年生のと

きに議員の皆さんと一緒に研修のために東北大震災の被災地を訪ねてまいり

ました。その時に母親の語りべの方から命に対する大切さをしっかり教えてい

ただきました。私も帰ってきてから本当に命は大切ではないかと実感しました。

その後、その年の秋に防犯協会の関係で町長と教育委員会にお願いして、月形

高校でこれは被災ではなく交通事故で家族を亡くされた方からお話しをいた

だき、命の大切さについて本当に身に染みるほど実感しました。高校生だけで

はなくて小学校の高学年や中学生にも命の大切さについての教育もこれから

教育委員会でもしっかり考えていくべきではないかと思って、今回この質問を

したので、それについて教育長はどのような考えを持っているのか、お伺いい

たします。

○ 議長 堀  広一 教育長。

○ 教育長 松山  徹 命を大切にする教育についてお話しいたします。小

中学校合わせ中心的・特徴的なことをお話ししたいと思います。まず、命を

大切にする教育の中核をなす道徳教育の実践があります。道徳教育は、今後

教科になりますが、道徳の時間において生命の尊さを理解するとともにかけ

がえのない自他の命を尊重する狙いをもって授業を進め、教育活動全体の中

で子どもたちが命の大切さを理解するよう実践しているところであります。

教育活動の例としては、国語の読み物教材で生命尊重に関連する内容を取り

上げ重点を図る。理科の教材として動植物の成長などを通して、また、高齢

者施設の訪問やボランティア活動・自然体験活動等で生命尊重の実践が多く
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見られます。さらに、教育行政執行方針にも書きましたが、福祉に関する教

育では、障害を想定した疑似体験や地域にある活動センターを訪問し入居者

と交流するなど障害のある人もない人もお互いを尊重し支え合いながら生き

る共生の考え方や、老いや病について学ぶなど実感を伴って理解するよう努

めています。そして、以前、大釜議員から質問がありました避難訓練、戦後

７０周年の節目の年には図書館での図書を利用、また、町の戦没者忠魂碑を

活用、更には樺戸博物館を利用するなど、いつもの内容を強化して取り組み

を進めております。

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。

○ 議員 大釜  登 現状については、理解しました。私は、命の大切さと

いうのは、動物・植物もそうであると思うのですが、震災から６年が経過して

当時小学校６年生の子どもたちが今、現実に１８歳、１９歳になって各地で命

の大切さについて語りべとして活動しています。今回、新聞によりますと、夕

張では２名の高校生が夕張市に出向いて町民と子どもたちを集めて、命の大切

さについての講演をいただいております。子どもたちの理解は分かりませんが、

生の声を聞くかたちの授業を単年度ではなく毎年、１時間でも３０分でも時間

をとって被害者の語りべの声を聞く指導を進めていきたいということです。そ

れから、先ほど言ったように、それによって子どもたちにもボランティア精神

が生まれ、地域を一緒に守っていくという気持ちにもつながっていくと思うの

です。そこで、教育長の中では、考えているということですが、本町では今後

真剣に取り組んでいただければ大変ありがたいので、その点について、考えが

あればお伺いします。

○ 議長 堀  広一 教育長。

○ 教育長 松山  徹 今後においてということですが、大釜議員ご指摘の

とおり、東北大震災を経験した教材や資料等もかなり出始めていますし、今

お話しにあった月形高校でということで、子どもが交通事故で亡くなられた

方の講話だったと思いますが、それもアイデアとして、また、被災者の語り

べのお話しもいただきましたので、関係機関と連絡を図りながらそういう有

益な方を活用する機会を探りながら今後努めていきたいと考えております。

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。

○ 議員 大釜  登 しつこいようですが、命の大切さは、我々には本当に

災害に遭ったわけではないので身近に感じない気がしますが、ＴＶ等では震

災を風化させないために色々なことを進めています。我々も語りべと手紙や

電話で何度かお話ししたのですが、やはり、震災のことについてはしっかり

子どもたちに伝える気持ちがあるので、できれば自治体としてＮＰО法人や

警察等と連携を図り、年に一度、学校だけでなくふれあい大学等でしっかり
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教育していただければありがたいと思いますので、その点についてお伺いし

ます。

○ 議長 堀  広一 教育長。

○ 教育長 松山  徹 今、具体的なことをいただきましたので、学校だけ

でなく、検討して行きたいと思います。

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。

○ 議員 大釜  登 しっかりやっていただきたいと思います。

○ 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１４日の本会

議は午前１０時から一般質問を行います。

   （午後 １時５０分散会）


