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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。

  １３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３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

楠   順  一 議員

我 妻   耕 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。

○ 議長 堀  広一 順番４ 楠 順一議員、発言願います。

○ 議員 楠  順一 通告に基づき、質問をさせていただきます。第１点目、

地方創生総合戦略事業における国の交付金の活用について質問させていただ

きます。本題に入る前に、今回の質問を考えるとき、ちょうど６年前ですが、

この３月定例会開会中に東北大震災がありました。もう６年も経ったのかとい

うことで、ＴＶの報道等も見ながら感じていたわけですが、マスコミでは特集

番組がされており、被災地の方々が厳しい状況の中で希望を失わず毎日笑顔で

頑張っている姿を見た時、本当に頭が下がる想いで、私たちに何ができるとい

うわけではないかもしれませんが、何か応援できればという気持ちがいっぱい

であります。翻って、わが町を振り返ったとき６年前と何が変わったのかと考

えてみました。２０１１年の本町の人口は住民基本台帳ベースで３,８１４人
でした。６年後の２０１７年３,４１５人、３９９人減っています。これは、
うちの町だけでなく日本全国の現象ではありますが、私も一議員としてこの６

年間何ができたのか、何をやってきたのかということで、非常にもどかしい想

いをしております。この危機感を我々議会、理事者、役場、町民みんなが共有

していかなければならないと強く感じたところでございます。次世代に残せる

まちづくりをどうやっていくのか真剣に考えて取り組んで行動していくとき

であると感じております。さて、上坂町政が始まって昨年１０月町長に就任さ

れ５箇月経ちました。最初の町政執行方針、予算編成になると思います。副町

長も変わられ私の印象ではとりあえず安全運転でスタートされたと感じてお

ります。むしろそうであればこそ、この１年は本当に大事な１年というよりも
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来年の予算編成が始まるまでの約半年が本当に大事な時期であると思います。

具体的に今、何にお金を使うのかということよりも昨年１２月の定例会で一般

質問させていただきましたが、役場、議会、町民の間の合意形成をどのように

やっていくのかが大事になってくるし、もう一つ、政策形成力をどのように高

めていくのかをこの半年間で取り組んでいかなければならないと改めて感じ

ております。即ち、本格的に走り出す前の土台づくり、推進力づくりが今の課

題であると感じております。本題に入りますが、総合戦略の進捗状況について

は、全員協議会でもご報告いただき理解しているつもりですが、通告書に書か

せていただきましたが、町政執行方針には「総合戦略事業においても国の交付

金の活用は厳しい」と表現されております。しかし平成２９年度においても国

は地方創生関連予算として様々なメニューを示しており、金額も大きなボリュ

ームになっております。道内でも各市町村で交付金を活用してハード・ソフト

の事業に取り組んでいるようです。本町もご存じのとおり自主財源が乏しい自

治体であればこそ国の交付金を知恵を使って活用していくことが必要になる

と思います。そこで、質問ですが、先ほどご紹介した町政執行方針に「国の交

付金の活用は厳しい」とありましたが、どういう点が「厳しい」のか。それか

ら、国が求める要件を満たすために本町においては何が課題になるのか、この

点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 お答えいたします。地方創生は、国・地方公共団体を

挙げた取組みであることは、先ほど議員も言われたとおり平成２８年第４回

定例会の一般質問でも答弁したところであります。拠点整備交付金等各省庁

において地方創生に関連する様々なメニューがありますが、平成２９年度町

政執行方針で述べた地方創生に関する主たる財政支援である内閣府所管の地

方創生推進交付金を念頭に置いたものであります。地方創生推進交付金は、

平成２８年度に創設され地域再生法で位置付けられた恒久的な交付金であり

ます。この推進交付金の採択条件として国は先駆性・自立性・官民共同・地

域間連携等があり、官と民が共同して事業を進め交付金を使って条件整備し

将来的には交付金に頼らなくて自立して事業を継続できる事業であることが

必須条件となっています。合わせて、地域の雇用の確保や都市からの人の流

れを作るとともに、地域の所得を上げる稼ぐ力の創出等も成果として求めら

れております。このような条件の中で本町の創生総合戦略で取り組む事業と

照らし合わせてみると、現段階ではこの推進交付金の条件に合う事業がない

のが現状であり、このようなことから町政執行方針では「活用は厳しい」と

述べさせていただきました。本町の地方創生総合戦略を進めて行く上で、交

付金ありきの事業を作るという考えではなくて町の活性化、人口減少抑制の
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方策としてみんなで議論して作り上げた創生総合戦略の事業をまず着実に推

進していくことが重要であると考えています。議員の言われるように自主財

源の少ない本町にとって国の交付金は魅力ではありますが、まず、創生総合

戦略の事業を着実に推進し毎年度評価した上で見直すべきものは見直してい

きたい。そうして見直す中で交付金の条件に合致することとなれば、もちろ

ん、積極的に活用していきたいと考えています。月形町創生総合戦略は、交

付金の有無に関わらず、町の活性化、人口減少抑制に向け掲げた目標のため、

私は先頭に立って鋭意推進していく考えであります。議会そして町民の皆さ

まのご理解と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 今、町長から答弁があったとおり、先駆性・自立性・

官民共同・地域間関連等は、うちのような小さな町でこの要件を満たすという

のは難しいと思います。国が求めているのは交付金や補助金によって依存した

体質になるのではないかという心配も確かにあると思うのですが、今は国の施

策もだいぶ変わってきたと感じるので、そういう意味では、町長の答弁にもあ

った稼ぐ力、自立する力を付けなさいという方向性になっていますので、交付

金を活用したからといって、それに依存した体質になってしまう、過去には厳

しい財政状況に陥った自治体もありましたが、その反省があると思うのです。

そうした中では、確かに頼らないでやれればいいのですが、きれいごとでは済

まないわけで、お金がなかったら何もできないのが現実です。お金を活用する

ことによって町民が少しでも幸せになって福祉が向上するのであれば、何も恥

じることはないと思うのです。町民のためになるのであれば。そのために役場

職員も知恵を絞って汗を流してもらわなければならないと思うのです。そうい

う意味で、正直申し上げて執行方針に「交付金の活用は厳しい。」と記載があ

ること自体が残念だった。なぜ、あえてここに「厳しい」と書かなければなら

ないのか。もう一つ、厳しい質問になりますが、ここに「厳しい」とあえて書

いたということは、交付金の活用については今後検討するで、本気で検討する

つもりがないのか、正直に答えていただきたいと思います。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 先ほどもお答えしましたが、私は見直す中で交付金の

条件に合致することになれば積極的に活用していきたいとお答えしました。け

して、役場職員は交付金の事務手続き等繁雑だし交付金なんかいらないと考え

ている職員は誰一人いません。昨年、作った事業をその後にも議員から通告さ

れていますので、その中でもお話しさせていただきますが、その推進のため、

議員も言われていましたが、４年のうちの５箇月も経過しましたが、職員と一

緒になって鋭意前へ進むべく努力をしていますので、あえて書いて期待して交
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付金ありきで事業はやらないということを言いたいわけではありませんので、

ご理解、ご支援、ご協力を宜しくお願いしたいと思います。

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。

○ 議員 楠  順一 この点については、理解しました。私の想いとしては

言葉が悪いかもしれませんが、釘をささせていただいたということで、受け止

めていただきたいと思います。町長の答弁も実質的に第２点目の質問に入って

いますので、第２点目の質問に入りたいと思います。月形町創生総合戦略の見

直しについてですが、「総花的」であると感じたと語弊があるかもしれません

が私の印象です。それは、当初から当時の町政における情勢から思い切った施

策を明確に打ち出しづらい状況であったことも理解しますので、それは、やむ

を得なかったという気がしております。幸いにして項目的にかなり網羅されて

いますので、そこから重点を絞るあるいは優先順位を付けるなどして戦略を実

行していく条件は、きちんと準備されていたと感じており、そういう意味では

評価したいと思います。その網羅的な項目でこれから先ほど国の交付金の活用

も含めて、町長が言われる「誰もが安心して豊かに暮らせる共生のまちづくり」

をどのように実現していくのか。それは、かなり難しいある意味方程式になる

かもしれません。先ほど言った国の交付金の様々な条件があるので、それに今

上坂町長が掲げる政策をどのように組み合わせて国の交付金を活用すること

については、難しいことがあると思いますが、ぜひ、挑戦していただきたいと

いう想いでおります。とかく、今まで、町の計画は、一般町民も言われている

のですが、計画して終わりとなるのが今までのパターンではなかったのかなと

言われております。それは皆さんには耳障りの悪いことでありますが、実際に

町民はそのように感じていることも事実であります。けれども、今回の戦略に

ついては、戦略というからにはある意味戦う手段ですから、戦略を作って終わ

りということにはならないわけで、それに基づいて行動していくことになるわ

けです。ですから、国もその行動に対してＰＤＣＡサイクルでプランして実行

してチエックして評価して繰り返していくことを求めているわけです。確かに

難しいと思いますが、私は、国の政策の全部が正しいとは思いませんが、今の

地方自治体に求められていることなのです。やはり国が言うからではなくてや

っていかなければならないと思うのです。そういう意味で、何でもかんでもで

きるわけではないので、質問に戻りますが、先ほど総合戦略を「総花的」と評

しましたが、網羅的になっているものをどのように絞り込んで優先順位を付け

て予算財源的なものを確保して実行していくのかということを問われている

と思います。最初に申し上げた就任して５箇月やっとこれから本格運転に移っ

ていく準備段階として、総合戦略の見直しについて、どのように考えるか、伺

いたいと思います。
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○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 ただ今議員から評価していただいていると言われまし

たので、職員も喜んでいると思いますし、私もうれしく思っております。議員

もご承知のとおり、月形町創生総合戦略は平成２７年度から平成３１年度まで

の５箇年計画期間として昨年の２月に策定しており、月形町人口ビジョンを踏

まえて策定したものであります。総合戦略は、国で示した策定にあたって留意

すべき事項に留意しつつ策定したものであり、本町では雇用の創出、移住定住

交流の促進、子育て環境の充実、快適で安全な暮らしの確保の４つを総合戦略

の基本目標としたところであります。そんな意味で、議員も言われていますが、

一面「総花的」で骨格となる施策が分かりづらいという側面があるかと思いま

す。しかし、総合戦略の策定においては、未成年者を含めた町民や事業所さら

に町外への転出者などを対象とした移行調査に加え、町内の団体とのヒアリン

グ結果などを基に町の課題を整理して施策の検討を行ったものであります。ま

た、月形町創生総合戦略審議会委員長以下１５名の皆さんにおいて策定初期の

段階からご審議いただくとともに、総合戦略案の段階では、議員各位からもご

意見をいただき、最終的にパブリックコメントを経て策定に至ったものであり

ます。こうして町民の皆さんからの意向も伺い策定した本町の総合戦略が「誰

もが安心して豊かに暮らせる共生のまちづくり」を進めるにあたって、内容的

に不十分である、大切なことが欠落しているとは思っておりません。総合戦略

に掲げた具体的な事業については、平成２８年度は全体の７割弱の制度化・予

算化でしたが、平成２９年度においてはそれが９割を超えることになっており

ます。今、大事なことは、残りの事業の制度設計を仕上げて早くに制度化・事

業化すること。そして、すでに進めている事業の効果検証をしっかり、先ほど

議員も言われていたようにタイトルに基づいて検証していくことが大事なこ

とであると考えております。総合戦略の基本目標や数値目標、こうすべき施策

に関する基本的方向などの見直しについては、月形町人口ビジョンとの関係も

あり慎重な対応が必要となりますが、具体的な事業や制度を追加していくこと

は、容易に可能と考えております。毎年しっかり内部で検討を行い、町民の皆

さま、議員の皆さまのご意見を伺い、しっかり見直しを行って推進していきた

いと思っております。どうか、月形町創生総合戦略の推進に特段のご理解とご

協力を賜りたく、お願い申し上げます。

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。

○ 議員 楠  順一 評価させていただくということは、上から目線みたい

に聞こえるかもしれませんが、戦略というのは答案用紙ではないと思うので、

何か答案用紙としてよくできているみたいな受け止め方をしている人が多い

かもしれませんが、戦略ですから実行しなければならないのです。確かに私の
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見直しという言葉が適切ではなかったかもしれませんが、もう少し具体的に言

うと、絞り込み、重点化、どこに重点を置くのかということ。それと優先順位

をどうするのか。この二つを聞きたかったのです。それは、町民の審議会の方

も含めて色々なアンケートも取って出てきたものですから、かなり町民のニー

ズ、各界の方々の考え方は網羅されていると思いますが、実際にそれを受け止

めて町長が限られた予算を使って、場合によって国の交付金も使ってやってい

くということは、国の総合戦略の政策の究極の目標は何かというと、人口減少

ビジョンを先に出させて総合戦略を書かせたわけです。人口減少ビジョンに基

づいた町の政策をどのようにしたら人口を減らさないで町を存続させるのか

ということを総合戦略でやりなさいということであるのです。だから、書いた

ものを項目１個ずつこれもやりました。あれもやりましたというように答案用

紙を埋めてくことは、総合戦略のあり方ではないと思うのです。最終的な目標

はどうやって人口を減らさないでうちの町が生き残っていくかということで

あると思うのです。そういう意味で、絞り込み・重点化そして優先順位を考え

ていかなければならないと思うのです。そういう意味で、もう一度、答弁いた

だきたい。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 議員の言われるとおり、重点的に絞り込んでしっかり

やっていかなければならないと感じて考えております。そのためには、ややも

すると大きな声や多数の人に目が向けられがちですが、町民一人ひとりとひざ

を突き合わせて皆さんと話し合いをして一人ひとりの小さなことを一つひと

つ積み重ねてやっていきたいとお約束しました。これからもまさにたった一人

が辛い思いをしている、困っている、このように変えてほしいと願っているこ

とかもしれませんが、それらの声を受け止めて、行政みんなで知恵を出し合い

話し合って皆さんとその痛みや悩みを共有して、そのことの実現、ひいては、

月形町の人口減少の歯止め、町の発展につながることであると思いますので、

それをしっかり実行していきたい、そのことをお約束したいと思います。

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。

○ 議員 楠  順一 何か上坂節に惑わされそうな気がして、確かに町長が

言われるように声を出さない方もいるし色々な町民がいる中で町政は町民に

も手を差し延べていくことが大事であることは、その通りであると思います。

特に私が思うのは、若い人たちがこの町に残りたいという状況をどうやって作

っていくのか。先ほど人口減少のことも言いましたが、そこが究極の総合戦略

の狙いではなかと思うのです。私も若い人たちに色々話も聞きますが、やっぱ

り今の町に愛着をもって住み続けたいという人が多いです。ただ、どうしても

生活面、教育面、仕事面でなかなか条件が満たされないということで、そこに
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焦点を当てて先ほど言った重点化、優先順位というものを絞っていくべきでは

ないかと思うのですが、もう一度、その点について、若い人たちに向けてとい

うことで、町長の決意をお願いしたいと思います。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 これからご審議いただく予算でも若い世代の結婚、出

産、子育ての希望を叶えるための政策を企画しております。議員の言われると

おり若い世代の人たちがしっかりと農業や商業を継いで、この町に残ってお年

寄りを支えていくということが重要なことであると思っています。私は、月形

小学校６年生の皆さんと出前町長室で懇談させていただきました。小学校６年

生の皆さんが「この月形の町が好きだ。」そして、月形町をもっと良くするた

めにこんなことを町長考えてほしい。僕たちはこんなことを考えましたという

ことを伝えてくれました。私はとっても力強く心強く思います。それらを受け

止めて先ほども言ったように、先頭に立って月形町のまちづくり推進のために、

しっかりと町民の一人ひとりの声を聞いてひざを突き合わせて実現していき

たいと思っていますので、宜しくご支援をお願いします。

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。

○ 議員 楠  順一 この件については、了解いたしました。私の想いも理

解していただいたのではないかと受け止めていますので、宜しくお願いします。

最近、特に商工業の人たちが非常に苦しんでいる状況がありますので、人口減

少で一番堪えるのが商業・工業の皆さんだと思いますので、宜しくご理解願い

たいと思います。第３点目に入りたいと思います。昨日、松田議員からＪＲの

質問がありましたが、今回、私は別の視点からＪＲの問題について質問させて

いただきたいと思います。ＪＲ札沼線を基軸としたまちづくり構想の検討につ

いてということで、通告書に書かせていただきましたが、昨年ＪＲ北海道が「単

独では維持できない路線」を発表して以来、沿線自治体、北海道、国において

それぞれ議論が始まってきたところでありますが、わが町としては町長を先頭

に存続に向けて努力してきた中で、これからがわが町の一体となった力が問わ

れる正念場であると考えております。われわれ住民自身、ひとり一人ができる

限りＪＲを利用することはもちろんでありますが、他の沿線自治体と足並みを

揃えての存続運動について町長は積極的に取り組んでおられます。加えて、大

事なのは各自治体がそれぞれの立地条件や考え方にもとづいた独自の取り組

みを進めていくことが非常に大事であると思っております。そこで、先日発表

された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

ングチームの報告書を紹介させていただきますが、皆さんご覧になったと思い

ますが「Ⅲ ＪＲ北海道の持続可能な経営構造の確立」の中で「３ 地域の実

情や線区の特性を踏まえた方策」として「各々の地域が利便性の向上や地域に
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おけるビジネス機会の拡大などの観点から、あらゆる可能性について検討して

いくことが必要である。ＪＲ北海道においては、創意と工夫を凝らした地域の

提案・取組に対し、積極的かつ柔軟に対応していくことが必要不可欠である。」

とＪＲ北海道に対しても道は申しているわけです。その方策の例として「まち

づくりと一体となった駅の活性化等々が上げられる。」とされております。こ

れは、我々、沿線自治体に投げかけられた問ではないかと思うのです。ヒント

を与えられていると思うのです。ですから、ＪＲ北海道に対して積極的な取り

組みをする自治体については、これに対してきちんと答えなさいと言っている

わけですから、今、沿線自治体がそれぞれ自分たちのまちづくりや町の中でＪ

Ｒをどう位置付けるのかということを問うているのではないかと思うのです。

その意味で、わが町としては、歴史的にもＪＲがまちの基軸になってきたわけ

ですから、それを今後もまちづくりの基軸に据えた将来構想を描いてそれを内

外に示す道やＪＲ、国に対して「うちの町はこのように進んでいきます。だか

らＪＲと共に将来を作っていきたい。」という姿勢を示すことが問われている

のではないかと思うのですが、いかがでしょうか。それと（１）札幌圏とのつ

ながりの観点からということで、札幌圏への通勤、札幌圏からの通勤あるいは

札幌圏からの日帰り観光も含めてお願いします。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 ただ今、楠議員のご質問の要旨が私と意見の違いがあ

ると思っておりません。これまで、前櫻庭町長も自ら先頭に立ってＪＲ札沼線

の維持・存続を訴えてきました。そして、小さな町である月形であっても重要

な鉄路を残そうと懸命に努力している姿をＪＲ北海道はもとより町外の人た

ちに発信し、現状を知ってもらおうと考えていることであります。即効的に利

用促進につながっているかと考えると厳しい面もありますが、着実にその成果

は少しずつではありますが、出ていると思っていますし、ＪＲ北海道とのこれ

までのやりとりの中でも私たちの取り組みについては、理解を示してくれてお

ります。ＪＲ札沼線沿線の浦臼町と新十津川町とは、地理的条件や利用のあり

方に違いがありますが、両町と児童交流やイベントの同日開催などもご承知の

ように行ってきました。本年度も５月から「歴史街道」ツアーの実施など３町

連携の事業を引き続き実施していきたいと考えています。このことは、鉄道は、

一つの自治体で成り立つものではなくて沿線の町が鉄路でつながっているか

ら鉄道であると言えるのではないかと思っています。維持存続の声を上げるに

しても多くの自治体が関わることによって、その影響も大きくなると思ってい

ます。今後もこの取り組みをしっかりやっていきたいと思っております。それ

から、町民の利用促進についてですが、各事業所そして団体にも一層の利用を

呼び掛けていきたいと思っております。私もこれまで札沼線を利用してきまし
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たが、札沼線を多く利用している人の声を広報等で紹介して札沼線のすばらし

さや魅力を町内外の人に知ってもらいたいと思っております。平成２９年度予

算において、役場職員の出張旅費の算定に当たっては、これまで公用車利用で

算定していましたが、かなりの部分、鉄道を使って札幌へ出張することを前提

にＪＲ運賃での出張旅費の算定、計上してご審議いただくことにしております。

また、石狩月形駅からの上りの始発便は、札幌圏の大学などの通学にも多くの

学生が利用されておりますし、月形高校への通学に利用する学生については、

これまでどおり重要性をしっかり伝えていきたい。そして、高校生については、

「町長頑張ってほしい。鉄道で通学しているこの経験、体験が自分としては有

意義であり楽しい。だから月形高校を選んだ。」と言っていただいた高校生が

います。私は、そのことをしっかりＪＲにも伝えていきたいし、色々な報道機

関の取材にもそのように答えています。また、先ほどの町民の利用促進の一つ

に月形刑務所の職員なども札幌方面からの通勤者が多く、月形刑務所付近に駅

があれば通勤や受刑者の面会に札沼線が使えるという声もお聞きしました。そ

れらについても、しっかり考えて行きたいし要請していければいいと思ってい

ます。先ほど議員が言われた札幌圏の日帰り観光についてですが、すでに事業

として実施していますが、月形温泉利用者の石狩月形駅への送迎を開始して、

早速、申込みがあり宿泊利用者の増加にもつながっているところであります。

こうしたことがこれから鉄道ネットワークワーキングチームの報告書にある

ように積極的な増収策など線区の見直し以外の経営改善になくしてはならな

いと言っていただいた部分も含めて、この取り組みを途切れなく展開し続け、

国・道の抜本的な支援と相まってＪＲ北海道の考え方が変わっていただけるこ

とを期待しております。

（宮元議員 午前１０時４８分退席）

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。

○ 議員 楠  順一 すでに積極的に取り組んでおられることを知りながら

あえて質問させていただいていますので、ご理解いただきたいと思います。町

長の答弁で、月形刑務所の職員で札幌から通勤されている方のお話しもありま

した。これは思い付きで申し訳ないのですが、駅周辺に無料の駐車場を作って

そこからＪＲ通勤に使うなど、刑務所に月形刑務所駅を造ってはどうかという

お話しもありますが、駅を新設するのはなかなか難しいと思いますので、それ

ができないとしても駐車場を整備する、それから、今、温泉までバス送迎され

ているということで、刑務所までの循環バスをＪＲとつなげることも検討され

てはどうか。それから、先ほど日帰り観光の可能性ということで、日帰り観光

についても色々取り組んでいるということですが、ＪＲ札沼線沿線札幌都市部

の沿線に小学校・中学校・幼稚園がたくさんあると思うので、そういう所から
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社会科見学にＪＲを使って来てもらい、温泉まで迎えに行ってあげることがで

きれば、小学生・中学生から月形に親しみを持ってもらって、その人たちが大

きくなって「月形でキャンプしたね。」、「ジンギスカン食べたね。」、「皆楽公園

で遊んだね。」という思い出が「じゃあ、月形高校に行こうか。」というところ

につながれば、相乗効果があるのではないか。これは思い付きで申し訳ありま

せんが、特にＪＲ札沼線沿線を少し調べてみたのですが、結構な小学校・中学

校・幼稚園があるので、社会見学の一環としてＪＲを利用することも、社会体

験になるので、歩いて営業活動もされてはどうかということです。それと、や

はり札沼線は我々にとっては札幌圏都市部につながるのですが、逆に都市部の

人にとっては、月形のような田舎につながる路線なので、そういう意味では、

日常は札幌オフィス街に向かって通勤されている方にとっては、反対に月形に

向かってくるということは、非日常のある意味ちょっとした旅ができるという

有効な路線であると思いますので、それをどのようにアピールしていくか。

我々が必要とするＪＲだけでなく札幌圏の人にとって田舎とつながっている

という価値観をどのようにアピールしていくのかということもぜひ検討され

たいと思いますが、その点について、いかがでしょうか。

（宮元議員 午前１０時５１分入室）

○ 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維持存続そして利用

促進のための取り組みを一層強めていきたいと考えておりますので、宜しくご

理解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 この点については、宜しくお願いしたいと思います。

第４点目の質問に入りたいと思います。（２）まちづくりの核としての石狩月

形駅の位置付けの観点からということで、一つとして、町内外の交通体系を大

げさな言い方になりますが、石狩月形駅を中心にして組立てできないかという

ことで、やはり新篠津のバス・中央バスにしても月形駅を廻っているので、町

内で高齢化になって車が利用できなくなってきた方のために、もし、これから

循環バスを検討するのであれば、月形駅で行き交う一つの拠点として位置付け

てはどうかということ。前々から話が出ている私も毎回お話しさせていただい

ていますが、「まちの広場」という町長が掲げた構想の中に、将来的な構想と

して商業機能、福祉機能、町民の交流拠点機能を整備してはどうかというお話

しがありますが、これは予算も絡むことですから簡単にはいかないと思うので

すが、ある程度町民の合意ができれば将来こういう方向に向かっていくという

打ち出すタイミングとして、今、ＪＲが取り沙汰されている中で、うちの町は

駅周辺つまりＪＲを基軸としてまちの存続を考えているということを打ち出
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してはどうかということです。この点について、伺いたいと思います。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 この件については、昨年１２月の定例会でも述べさせ

ていただきました。先ほど、月形駅を拠点にしての交通体系の組立も含めて、

皆さんにお約束をした「まちの広場」としての駅周辺の交流拠点の整備も含め

て関係機関とも連携を取りながら、そして、国の制度も付け合わせて早期実現

のために努力して、検討していきたいと思いますので、ご支援、ご理解を宜し

くお願いいたします。

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。

○ 議員 楠  順一 この点については、今すぐ結論や具体策とはならない

ですが、基本的な方向としては一致していると思いますので、ぜひ取り組みを

進めていただき、私も微力ながら力を尽くしたいと思っております。少し話が

ズレるかもしれませんが、今、月形町、浦臼町、新十津川町の３町で期成会と

いうことで進んでいますが、常々、疑問をもっていることで、色々な昔からの

流れがあると思うのですが、当別町との関係で、ご存じのとおり私は当別町の

堺に住んでいますので、当別町の住民、中小屋地区の住民と色々な交流があっ

て、お話しも聞きます。それから、私自身も中小屋駅の方が利用しやすいとい

うこともあります。やはり、当別町民も不安に思っているのです。そういう意

味では、当別町の存在というものを月形町でも地域的なニュアンスの差はある

と思いますが、当別町の住民としたら学園都市線、医療大学から向うの住民と

札幌寄りの住民と月形寄りの住民とでは、この問題に対する危機感が違うとい

うことがありますので、そういう意味で自分の住んでいる所の事情ばかりを言

うわけではないですが、当別町との連携も大事であると思うのです。その点に

ついて、微妙な過去の経過もあるので、答えづらいかもしれませんが、ただ、

もう過去のことにこだわっている時代ではないのではないかと思うのです。聞

くところによると、当別町の町長もこの問題について非常に関心をもって積極

的に発言されているということなので、これについては、何とか月形町の立場

として当別町も含めた取り組みを考えてはどうかと思いますが、いかがでしょ

うか。

○ 議長 堀  広一 ただ今、楠議員から、通告書とはちょっと違う内容の

質問が出ましたので、この件については、町長として答えられる範囲あれば

答えていただきますし、この場では難しいということであれば答弁は差し控

えたいと思います。町長どうでしょう。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 先ほど、楠議員が新十津川町、浦臼町、月形町と３町

の期成会と言われましたが、期成会等はまだできていませんし３町でそのよう
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な合意・確認しているわけではございません。ただ、これまでの経過の中、３

町で色々な取り組みをしてきたところで、昨日も説明したとおり、それから、

ご承知のように北海道庁は鉄道ネットワークワーキングチーム報告書が発表

されて以来、いち早く全道で沿線の４町、石狩振興局長・空知総合振興局長も

含めて４町に対して説明等もありましたので、今後は、色々なかたちの中で、

これまでの経過は経過として今確認されているツアーの取り組みなどについ

ては、３町で引き続き取り組んでいきますが、今後の道の方向性がどのように

なるか分かりませんが、先般の動きでは４町ということは、議員の言われるよ

うなことの中で札沼線沿線４町ということで、進んでいくのではないかと期待

し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 参考までに札沼線の歴史のことについて、私は歴史好

きなものですから札沼線の歴史を見ると「都心を結ぶローカル線」というホー

ムページがあって、それを見ると、最後に「ＪＲ札沼線を都市路線と地方ロー

カル線の共存路線」と言っているわけです。「都市路線と地方ローカル路線の

共存路線」と札沼線の特質をうまく言い表していると思います。当別医療大学

から札幌は都市路線になっていて我々の所は地方ローカル線という雰囲気で、

かなり特徴ある路線であると思うのですが、そこで歴史を振り返ってみますと、

札沼線が出来たのは昭和６年でご存じの方も多いと思いますが、最初は沼田町

から中徳富、今の新十津川町が開通して、それから順次札幌へ向かって延びて

きたという歴史があるのです。最初は都市路線ではなくて石炭の運搬が主であ

ったと思いますが、一番北の沼田町からＪＲが出来てきた歴史があるのです。

そして、私も子どもの頃ＪＲを利用して札幌へ行ったことがあり、中学・高校

とＪＲを利用して通学したわけですが、当時は、私ども地元にも新墾藤学園と

いう女子高があって札幌近郊からもかなりの生徒が通学していて賑わってい

て、札幌に向かって行きますと、石狩川を渡ったら釜谷臼駅があって、今はあ

いの里公園駅ですが、あの頃は釜谷臼駅から乗り降りする人は、見たことがな

かったのです。その後、篠路、新琴似、桑園、札幌に行くという子どもの頃の

思い出があるのですが、その時の感じですと札幌市内の篠路やもちろん釜谷臼

も含めて利用する人は我々の方よりも少なかった気がするのです。これは、た

またまその時だけだったのかもしれませんが、何を言いたいのかというと、生

い立ちから始まって札沼線は地方から始まって地方のための路線だったわけ

で、それが札幌まで延びて、それがあるとき宅地開発で昭和５０年代から駅が

どんどん新設されて都市近郊路線という役割が出てきて、今に至っているとい

うことで、自分たちに引き寄せて言えば、我々が札沼線を利用してローカルで

維持してきたからこそ札沼線は存続して、今、たまたま都市開発されて住民や
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駅が増えて、今や私の聞くところで間違いかもしれませんが、ＪＲで唯一の黒

字路線となっているわけです。そういう意味、恩着せがましく言えば、今、札

幌都市圏で儲かっているから今まで維持してきた末端をトカゲのしっぽを切

るように切っていいのだろうか。これは、商売をやっているＪＲの立場からし

ても、もちろん公共交通の路線としてもそういう歴史をもう一度振り返って考

えていただきたいというのが、私の想いです。ですから、我々も利用しないと

言っているわけではないし、もういらないと言っているわけではないし、利用

したい。最初にご紹介したホームページを書かれた方が「都市路線と地方ロー

カル線の共存路線」と１本の線路でそれがつながっているユニークな札沼線で

あると思うのです。そういう意味をもう一回歴史も振り返って、たまたまこっ

ちの人が減って寂れてきたからパツッと切るのではなくて、将来、何が起きる

か分かりませんから、新幹線だって札幌まできたら要するに札幌から東京まで

日帰りで行ける条件になるわけですから、そのようなことも考えたら一時の流

行り廃たりではなく、もう少し長期的に考えて札沼線を見てほしいということ

を言いたいわけです。これについては、もし答弁できればお願いしたいと思い

ます。

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１１時０６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０７分再開）

○ 議長 堀  広一 特に町長から答弁はないということです。

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。

○ 議員 楠  順一 常日頃、思っていたことで、折に触れて話題に出たと

きには、参考にしていただきたいと思います。

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１１時０８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１５分再開）

○ 議長 堀  広一 順番５ 金子廣司議員、発言願います。

○ 議員 金子 廣司 通告に基づき質問します。町立病院経営体制の見直し

についてです。町長は町政執行方針において「平成２９年度においては、経

営体制の見直しの観点から、経営の効率化や医療提供体制の確保について検

討してまいります。」と述べておりますが、管内の公立病院においては、病院

の機能を見直ししている旨の報道もあります。近間では１年間掛けて診療所
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老健施設という病院もあります。また、病床数もしくは機能を見直して新た

な新病院という病院もあります。そこで、経営体制の見直しの視点は、どの

ような視点を言われているのか。仮にと言いますが、診療所と近隣がそうゆ

う方向に向かいつつありますのであえてお聞きしますが、診療所を考えた時

に入院患者への対応又診療科目はどのようになるのか。また、ここで一番問

題になるのは、固定医師の確保であります。その方策は持っておられるのか。

さらに一歩進めば運営主体について、民間という委託も視野にあるのか。さ

らに見直しは、いつ頃までにされるお考えを持っておられるのか。また、ち

ょっと大きなことになるのですが、院長におかれては、長年月形町の医療に

携え町民のためにご尽力いただいております。この方の去就についてはどの

ように考えているのか。最後にこれは診療所と仮定した場合、うちの病院の

建物の活用方法を考えておられるのか。以上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 ただ今、金子議員から簡潔に、なお、厳しい観点での

ご質問がありましたが、お答えさせていただきます。北海道が策定した北海

道地域医療構想は、医療のあり方や人口構造の変化に対応したバランスの取

れた医療提供体制を構築することを目指して、平成３７年における病床の機

能区分ごとの必要量を定めるとともに、その実現に向けて、病床機能の分化

及び連携の促進、在宅医療等の充実、医療・介護従事者の確保・養成等の方

向性を示しています。このため、北海道内の各自治体は、この構想を尊重し

ながら取り組みを進めています。月形町におきましてもこれらの状況を踏ま

えるとともに、今後とも地域の医療を確保していくとの視点に立ち、見直し

を行ってまいりたいと考えております。また、現時点では仮のお話しなりま

すので具体的には述べられませんが、現在の入院患者数は３０人前後である

ことから、入院患者の抑制や他医療機関への転移を進めなければならないと

考えます。この場合においても患者の皆さんに不都合がないようしっかりと

進めてまいりたいと思っております。診療科目の見直しについても、患者の

ニーズや収益性等を考慮しながら検討を行っていかなければならないと考え

ております。また、一番難しい固定医師の確保についてですが、固定医師の

みの問題ではなくて診療の応援、当直の応援などの問題もあります。このた

め、出張医師の派遣元となる医療機関との関係も大変重要となりますので、

慎重に取り進めていかなければならないと考えております。これまでの連携

のある札幌医大を含めて確保対策をしっかり考えていきたいと思っておりま

す。また、運営主体についてですが、民間委託についても方向性の一つとし

て考えていかなければならないと思っていますが、この場合、安定した運営

が前提となりますので、民間委託については特に慎重に検討していく必要が
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あると考えております。また、この検討をいつ頃までするのかということで

すが、方向性については、今年の秋までに結論を出したいと考えております。

役場内においては、昨年１２月末に運営体制の見直しに係わる調整会議を立

ち上げておりますので、鋭意、秋までに結論を出すべくしっかり検討してい

きたいと考えております。院長の去就についてですが、安達院長におかれま

しては、長年に渡り、議員も言われていますが、月形町の地域医療の維持発

展にご尽力いただきました。大変感謝申し上げております。しかしながら、

年齢的、体力的な問題もあるかと存じますので、安達院長とご相談させてい

ただきながら、より良い方向を見出して行きたいと考えております。最後に

病院の建物の活用についてですが、町立病院はご承知のように平成６年の建

設であります。耐震上の問題もなく平成２７年度においては議会の皆さんの

ご理解もいただき、配管等の改修を行っております。まだ、十分に活用でき

る建物であると考えておりますので、地域医療を優先して建物が有効活用で

きるように検討してまいりたいと思っております。

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。

○ 議員 金子 廣司 今年の秋までに方向を見出す、今の時期にこのような

質問するのは本当に失礼かなと思って質問させていただいていますが、やはり、

うちの町の町民にとって何が一番いいのか。どのようなかたちにもっていった

ら医療体制がしっかりできるのか。それは、やはり、難しい問題であると思い

ますが、秋という期限にこだわると無理が出てくる可能性がありますが、あま

り事を急ぐのではなく周りの状況をつかみながらきちんとよい方向へ、調査・

研究をして、答えを出してほしいと思います。私そして皆さんも年々年を取っ

て行きますので、いずれはお世話になることになりますので、地元に病院とい

う医療施設が無ければ町民は大変困りますので、前向きそして調査研究をして

よい答えが出ることを期待します。まだ、このような機会が何回かあると思い

ますので、その時、また、質問させていただきます。

○ 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。

   （午前１１時２５分散会）


