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会議に付した事件は次のとおりである。

 選挙第１号 月新水道企業団議会議員の選挙について

○ 議長 堀  広一 ただ今の出席議員は９人です。定足数に達しておりま

すので、会議は成立いたしました。

ただ今から、平成２９年第２回月形町議会定例会を開会いたします。

（午前１０時０５分開会）

直ちに本日の会議を開きます。        （午前１０時０５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

平 田 文 義 議員

松 田 順 一 議員

の両名を指名いたします。

◎ 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、去る５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 楠 順一委員長、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、一般会計補正予算他全７議案、同意案１１件、承認２件、報告２件、諮

問１件、合わせて２３件であり、また、議会から選挙１件、会議案１件の提案

が予定されております。 

  一般質問でありますが、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日から８日までの３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
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営委員会において協議した結果の報告といたします。 

○ 議長 堀  広一 以上で議会運営委員会委員長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８日までの３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、会期については、本日６日から８

日までの３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、広報特別委員会委員長及び副委員長の互選結果について報告いたし

ます。広報特別委員会において、委員長及び副委員長の互選が行われ、その結

果が議長に届いておりますので報告いたします。広報特別委員会の委員長に松

田順一議員、副委員長に楠 順一議員が互選されましたので報告いたします。

  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 我妻 耕議員、報告願います。

○ 議員 我妻  耕 先の５月２４日（水）から２５日（木）まで、議員研

修に参加しましたので、ご報告いたします。

お手元に配布された資料を参照してみてください。

研修名としては、市町村議会議員を対象にした「自治体決算の基本と実践

―行政評価を活用した決算審査」ということで、滋賀県大津市の全国町村国際

文化研修所にて行われました。講師は、関西学院大学専門職大学院経営戦略研

究科教授の稲沢克佑氏でした。参加者は、８０名、北海道から九州、知った限

りでは宮崎県までの方がいらしていました。研修内容としては、一つ目、決算

の意義と審査のポイントについての講義があり、決算の基礎、用語の基礎知識

などが講義されました。二つ目、決算審査の実践ということで、決算審査にお

ける着眼点の講義を受けました。分析を講義した後に演習ということで、隣席

の小田原市市議の方と共同分析という演習もありました。三つ目、これから導

入されるであろう公会計制度改革の理解ということで、理解のための着眼点や

貸借対照表（バランスシート）の見方、特徴などを講義されました。四つ目、

これもこれから導入されるであろう行政評価について、目的、評価、理解の講

義を受けました。まとめとして、今回の研修では、まず、決算の結果を見て予

算を審議することが大切であるということ。決算用語の意味も字面だけでは意

味が捉えにくかったり、関係性を考えなければいけないということを学びまし

た。資料も公会計や行政評価に伴い、様々な資料が提供され、使用した資料と
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しては、埼玉県秩父市のそれらの資料、岡山県倉敷市の財務書類、名古屋市の

事業評価票など、なお、講義中の先進事例としては、長野県飯田市議会の資料

としてすでに事業評価を始めているというお話しが出ました。３番目の公会計、

行政評価については、これから月形町でも整備、開示されるであろうというこ

とで、決算書を補うものとして新たに出てくる財務書類の内容理解、分析の視

点などの知識が必要であると同時に行政評価についても、評価の高低を単純に

見るのではなく、高くて良いことばかりでなく、低く出したことについても評

価が必要であるということを学びました。研修全般を通しては、決算に対する

己の知識の向上のために希望しましたが、これからの議員活動に役立てるよう

になお一層決算の研鑽を積まなければならないと強く感じました。道内を含め

本州各地の市町村議員の方々との交流も有意義にできたと思います。なお、講

習で配布されました資料につきましては、私が持っており、議員控室に置きた

いと思いますので、参照していただければと思います。

以上をもって議員研修報告といたします。

○ 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。

◎ 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。順番に発言

を許します。

○ 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 一般質問に入る前に、故、出村議員の遺族である奥様

がおられる中で追悼の式が行われたことは、同期新人三人仲間の一人として心

から厚く御礼を申し上げたいと思います。そして、我妻 耕議員の追悼の言葉

を聞いて、議員になった当時から今までの出村さんの言葉や活動が走馬灯のよ

うに思い起こすと、今、出村さんが亡くなってここにいないことが本当に残念

でなりません。我妻さんもそうだと思いますが私もその遺志を継いで町の発展

のために尽くすことができればと心から思います。そのような気持ちを込めて

一般質問ができればと思っております。それでは、通告書に従い一般質問をさ

せていただきます。この度、上坂町長におかれては、平成２９年度予算編成が

なされた後の第２回定例会の一般質問になるわけですが、私からは個別的かつ

具体的な課題について２点ほど質問させていただきます。１点目、教職員や町
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職員の住宅状況についてです。月形町では、定住化政策として新築やリフォー

ム工事、耐震改修工事、太陽光発電システム設置工事など個人住宅への各種補

助金の他アパートやマンションなど民間賃貸住宅を新築される方や、リフォー

ムされる方にも補助をしております。これらの制度を利用して定住化や安心安

全な生活に役立てる方も多いと思われます。しかしながら、月形小学校及び月

形中学校の教職員の方々は、管理職の校長や教頭を除き月形にあまり住んでい

ないと聞き及んでおります。もちろん教職員の方々にも月形に住めない理由と

して個人的事情があるかもしれません。では、全ての教職員の方々が個人的事

情で住めないのでしょうか。古い話で誠に恐縮ではありますが、２０年前に月

形町にある小学校に新卒の教職員が赴任して麻生の教職員住宅に住んだ先生

がいて、その先生から古い住宅への不満を言われたことがあり、もちろん教育

大学時代はそれなりの快適なアパートに住んでいたと思われ、今でもそうだと

思いますが、その教職員住宅は私たちが子どもの頃に教えていただいた先生方

が住んでいた教職員住宅なわけです。そんな状況からその後、月形に住む先生

方が減っていったということで、今もそのような状況であると考えます。今、

教職員住宅も内装は改善されましたが、外装は旧態依然で老朽化は著しいので

はないでしょうか。これでは、単身の先生や幼少の子どもがいる方々に限って

も定住されなくなると思うわけであります。次に、町職員用住宅についてです

が、かつてあった町職員用住宅においては、老朽化によって解体され今では未

整備の有り様です。３０年前、ここにおられる管理職の皆さんが、役場に採用

された時代には約３分の２以上が地元の方だったのではないかと思います。し

かし、今では新人職員は空知支庁管内町村職員採用資格試験もあり、地方から

来て月形に奉職される方が多いわけであります。今年も６名中１名しか地元採

用ではないと聞いていますから、月形緑苑のドミパークを改修して住んでいた

だいていると聞き及んでおります。今後は、新人職員が月形に住むのも綱渡り

の状況ではないでしょうか。これでは、教職員同様よそから通って来る時代も

くるかもしれません。今までは、何とか地元の町営住宅こすもす団地に住んで

こられましたが、それ故、慢性的に町営住宅が不足しており、福祉関係者をは

じめ一般の方々の入居を困難にしている状態があると思われます。町長は、こ

の教職員の町有住宅と町職員用住宅の古くて新しい問題について、どう捉えて

いるか。また、対策を考えているか、伺いたいと思います。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 はじめに、教職員住宅の状況についてお答えいたしま

す。現在、教育委員会では教職員住宅として１０戸の住宅を管理しております。

内訳としては、管理職員用住宅（校長、教頭）と一般教職員用住宅の大きく２

つの区分けで管理しており、管理職員用住宅（校長、教頭）４戸、一般教職員
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用住宅６戸合わせて１０戸となっております。入居の状況については、現在１

０戸全て入居しており、管理職員用住宅には、月形小学校と月形中学校の校長、

教頭、そして、一般教職員用住宅には、小中学校の一般教職員の他町職員が入

居している状況であります。知来乙にも教職員住宅が２戸ありましたが、現在、

町営住宅として活用しているところであります。また、職員住宅の状況につい

ては、現在、医師住宅を含めて１０戸の職員住宅を所有しております。現在、

３戸が空いている状況であります。なお、現在、町職員の居住状況については、

町立病院の医療職を除いて全職員が町内に居住しております。また、現状では、

教職員を含めて町内に居住したいけれど住宅がなくて住居することが困難で

あるという状況にはありません。今後の整備計画については、教職員住宅、町

職員住宅ともに建築年数が経過しておりますが、建替えや大規模な改修は今の

ところ予定しておりません。随時、修繕を行い職員が快適に生活できるように

整備していきたいと考えております。なお、住宅の確保については、町職員も

町営住宅こすもす団地等に入居しておりますが、当面、町営住宅も建設する予

定はしておりません。民間賃貸住宅等建設補助そして快適な住まいづくり補助、

あんしん住宅補助をはじめ民間の努力をいただきながら教職員、町職員そして

福祉施設等の職員等の町内住宅の確保をしっかりと民間の皆さんと連携して

確保を進めていきたいと考えておりますし、そのように進めているところであ

ります。若者が月形町に住んでいただけるような魅力あるまちづくりを、議会

の皆さんの了解を得ながら商工会等の関係機関と一体となって進めていきた

いと思っておりますので、ご理解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 今、町長の答弁では、今のところは足りているという

のが現状の認識であるということですが、しかし、正直言って、先ほども言っ

たように福祉関係者などは町外から通っている状況であります。やはり、町職

員や学校の先生方があまり住んでいないことも、現実的にはあると認識してお

ります。民間の力を借りるということはどのようなレベルでお話ししているの

かよく分かりませんが、５月３０日付けの北海道新聞によると、ニセコ町では

リゾートやマンション、レストランの従業員が住む所が非常に少ないというこ

とで、町が町有地を使って札幌の事業者に建ててもらうという報道もありまし

た。ただ、民間に一方的に任せるばかりでなく、やはり、町が積極的に町に住

んでもらえる方策を考えていく必要性があると思いますので、その点について

どうでしょうか。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 民間に全て委ねて任せるということではなく、もちろ

ん町は積極的に商工会や建設業協会と連携をもって進めていきたいと思って
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おります。ただ、私のこれまでの経験それから月形の福祉施設管理者としての

経験も含めて、町、商工会、建設業協会と連携して職員の住宅確保については、

これまでもしっかりやってきていると認識しております。ただ、現状の若者の

意向は、昔のように官舎や集合住宅に住むことについて、かなり抵抗感がある

ように思っております。そういう意味でも、先ほど説明したように若者に住ん

でもらえる魅力ある住宅やまちづくりについて、議会の皆さんと連携してご意

見を伺いながら、繰り返しになりますが、商工会や建設業協会の力をお借りし

て連携して、若者が移住・定住してくれるようにやっ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、町長から商工会や建設業協会と協力しながら考え

ていきたいということですので、これについては、よろしいかと思います。人

口減少時代でありますので、月形の人口がなるべく減らないように町長もがん

ばっていただきたいと思います。それでは２点目の質問に入りたいと思います。

月形観光協会への町補助についてです。観光協会への町の補助金は少なく、南

空知ふるさと市町村圏組合の補助金によってイベント事業を実施している状

況であります。昨年度より産業課に地域おこし協力隊員が在籍しており、今年

度から２名体制になりました。昨年度から赴任された寺崎隊員は、主に観光や

イベントの企画運営や情報発信がミッションということであります。ちなみに

５月から赴任された大道隊員は、主に食と農の体験を活用した事業の提案や農

産物直売所での販売促進がミッションと聞いております。町が地域おこし協力

隊員を募集し彼らの任務を見ると、いかに温泉や歴史、イベントそして食と農

が連携した観光に力を注ぐ意図があると感じられます。しかし、実際に観光協

会への町の補助金は、今までと全くかわらないのです。では、観光協会の予算

をざっくばらんにお話ししますが、平成２８年度の収入予算としては、会員の

会費３０万５,０００円が入っております。町補助金は２７万２,２００円その
うち実際の運営補助金として町からは１５万円、月形観光典獄事業１１万４,
５４０円、これ自体は掛かった分だけ町から補助がくるわけであります。支出

予算としては、観光のプランター植栽事業２０万円、道観光機構負担金や夏ま

つりの花火などの協賛金事業など１１万円が負担金として予算化されていま

す。これで植栽事業と各種負担金で３１万円ですから、按分は別かもしれませ

んが、実際はこれで会員の会費がほぼ同額であるということになります。それ

では、実際のイベント事業はどうなのかというと、昨年１１月に宣伝調査費と

いう項目でイベントに係わる事業でクリスマスイベント会が実施されるとい

うことで予算化をみたわけですが、月形温泉のイルミネーションや寺崎隊員が

考えたバルーンアートショーを企画しました。冒頭、申し上げたように町の補
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助金ではできないわけで、南空知ふるさと市町村圏組合の活性化支援事業の負

担金、当初３２万円で計画されました。しかし、役員会でバルーンアートショ

ーをもっと良くしてはどうかということで、温泉ホテルにバルーンアートを使

ったアーケードを作り、これによってもっと予算を増やしてはどうかというこ

とになったので、結果的には他諸々の予算をして７０万円が追加されたわけで

す。そのようなことがあっても町からは一切ないということで、もちろん町か

らは南空知ふるさと市町村圏組合負担金を負担していると思いますが、そのよ

うな状況であります。平成２９年度の観光協会の予算は、当初から南空知ふる

さと市町村圏組合の補助金３５万円が予定されていますが、町からの補助金は

１５万円のままということで、これでは町おこし協力隊員が新たに独自のイベ

ントの予算を推進したいと思っても支障をきたすと思いますので、これについ

て、町長はどのように考えているか、伺いたい。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 お答えしたいと思います。月形観光協会の中身につい

ては、観光協会には会長や役員の皆さんがいますので、町長として具体的な運

営について述べる立場ではありません。議員も言われたように、観光協会への

町からの補助金については、平成２８年度の決算では、運営経費１５万円、月

形観光典獄事業、観光典獄６名分の名刺作成の他町のＰＲのための活動をして

いただく経費１１万４,５４０円を交付しております。毎年度補助金の交付申
請を町としては申請を受けて総会資料によって事業内容、予算、決算をご確認

させていただき、これまで協会から請求のとおり１００％を交付していると認

識しているところであります。また、議員が言われている南空知ふるさと市町

村圏組合の地域活性化支援事業については、直接観光協会云々ということでは

ありませんが、この事業は、組合を構成する４市５町がそれぞれ、また、共同

で地域の活性振興化ソフト事業を実施するときに費用の一部又は全額を負担

して地域の活性化を通じて空知広域圏全体の均衡ある発展に寄与することを

目的として南空知ふるさと市町村圏組合の地域活性化支援事業が行われてお

ります。平成２６年に創設されたものであり、補助の対象としては、市町の長

そして教育委員会、農業委員会の他市町と共同する民間団体や個人が構成員に

含まれる実行委員会や協議会等、市町の長が認める者に補助するということで

す。その対象事業としては、地域イベント事業、広域イベント事業、人材育成

事業、広域連携検討事業の４つのメニューとなっており、一市町に対する交付

の上限は７０万円となっております。ちなみに、議員もご承知のことと思いま

すが、平成２６年度には教育委員会が企画した音楽コンサート・東京ブラスス

タイル、平成２７年度には観光協会のつきがたクリスマスイベント・月形観光

典獄金村暁さん、森本稀哲さんによるトークショーを行っております。平成２
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８年度には観光協会のクリスマスイベント・ハッピ・日本ハムファイターズ応

援Ｔシャツ作製費用に補助を受けたところであります。先ほど申し上げたよう

にこの事業は組合の積立金を原資として創設されたものであり、当面、継続が

見込まれるということですから、有効に活用するべく予算編成時に色々調整し

ており、本年度についても、平成２９年度観光協会のイベント及び日本ハムフ

ァイターズ応援大使に係わる事業として配分したところであります。議員の言

われる観光協会への補助金が少ないのではないかというご指摘ですが、冒頭、

申し上げたように、そして、観光協会の決算などの状況を拝見させていただい

ても運営予算が恒常的に不足している状況にないと認識しておりますし、観光

協会からも増額の要望はいただいていないところであります。観光協会が本町

の観光振興の重要な役割を担っていることについては、私もそのように思って

おりますし、今後においても必要な財源については、措置して支援してまいり

たいと考えているところであります。また、地域おこし協力隊の活動に支障を

きたすのではないかと議員がご心配されておりますが、議員もご承知のとおり

昨年１０月１７日から観光振興担当１名、そして今年５月１日から地域振興担

当１名ということで、２名を配置して、採用しそれぞれ任務を持たせていると

ころであります。これらの人件費を含む活動に要する経費は、一般会計の企画

費に計上しておりますが、観光振興事業を推進するための活動経費については、

町の観光費に予算措置しているところであります。従って、隊員が観光協会の

予算を活用して活動するということではなく、町職員に準じた予算で色々な活

動をすることをご理解いただきたいと思います。観光振興担当の隊員の主な業

務としては、観光協会の運営をはじめとして観光イベント、観光やイベント情

報の配信、各種イベントの企画運営、博物館のＰＲ活動という任務を持たせて

おり、隊員を配置した以降、ホームページの更新やフェイスブックによる町の

情報発信、現在行っている皆楽公園をフィールドとして「ナゾときゲーム」の

企画等を展開しているところであります。また、商工会の会員の皆さんの所へ

直接おじゃましてイベント等に対するアンケート調査や他市町の隊員との交

流を行っているところであり、まだ、配置して１年経過していませんが、自発

的な企画の中で活動が進められていると認識しております。今後においては、

隊員のアイデアや活動が充実してくる中で、観光振興事業が活性化してくるも

のと２名に期待しているところであります。これらの展開の中で、必要となる

予算については、活動内容をしっかり見極めた中で議員の皆さんとの理解も得

て、隊員の活動の支障とならないよう努めてまいりたいと思っておりますので、

議員の質問の内容については、そのようにご理解いただきたいと思いますので、

宜しくお願いいたします。

○ 議長 堀  広一 松田順一議員。
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○ 議員 松田 順一 今、地域おこし協力隊員の経費は町の予算の中で随時

検討して予算化していくということですが、観光協会は、色々なイベント事業

の中で色々な会員がいますし農協や商工会がある中で、地域おこし協力隊員の

方々にも会議には参加いただいているので、事業ができる、できないは別とし

て、独自の発想で有効な話し合いができて、予算を付けていただきたいと思っ

ております。今、ここで回答していただくつもりはございませんし、産業課長

とも個別に話し合って、今後の観光協会のあり方を相談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１０時５１分休憩）

○ 議長 堀  広一 休憩前に引き続き会議を再開します。

（午前１１時００分再開）

○ 議長 堀  広一 順番２ 楠 順一議員、発言願います。

○ 議員 楠  順一 通告書に基づきまして、質問をさせていただきます。

質問の要旨は、本町における外国資本による森林買収ということで、本年４

月２８日に林野庁より「外国資本による森林買収に関する調査の結果につい

て」公表されました。私はホームページで見たのですが、この中で平成２８

年における事例として、月形町における中国（香港）法人による１２５ヘク

タールの買収が掲載されております。この１２５ヘクタールの買収について

は、昨年において一番大きな規模の買収となっており、色々な所で話題にも

なっているところです。これについては、断片的な情報は聞いていましたが、

今回この問題を取り上げたのは、うちの町はどのように対応したらいいのか、

初めての経験で難しい面もあるかと思いますが、やはり、避けて通れない、

あるいはうちの町としてどのように対処していいのか、我々議会も含めてし

っかり考えていく必要があるだろうということで、質問させていただきます。

通告書のとおり、この内容について、現在、町で把握していることについて

伺いたい。それから、今後の対応について、どのように考えているか、具体

的にどうするこうするのかということには相手次第なのでならないと思いま

すが、相手との対応方針も含めて、基本的にどのように考えているのか、伺

いたいと思います。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 お答えしたいと思います。ご質問のとおり、本年４月

２８日に農林水産省、林野庁が発表した平成２８年１月から１２月までの期間

における外国資本による森林買収について、全国の調査結果が公表されたとこ

ろであります。この調査は、居住地が海外にある外国法人又は外国人と思われ
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るものによる森林の買収について、森林法に基づく届出情報、国土利用計画法

に基づく届出情報、不動産登記法に基づく届出情報により調査されたものです

が、この期間中に全国２９件、２０２ヘクタールの森林が買収されたというこ

とです。そのうち、北海道においては、全国２９件のうち２５件、全国２０２

ヘクタールのうち２０１ヘクタールということで、突出して北海道の割合が高

いわけですが、議員が言われるように、本町においても１件、１２５ヘクター

ルの森林が中国（香港）の法人に買収されたところであります。この土地につ

いては、旧コリーナ・デ・ルナゴルフコースの土地ですが、前所有者の大阪に

ある株式会社ＢＢＩから昨年１０月３日に売買契約が締結され、中国（香港）

の会社、新中星発展有限公司へ移転登記が完了しております。これについては、

先ほど申し上げました北海道に提出された国土利用法に基づく届出情報又札

幌法務局岩見沢支局に申請された不動産登記に基づく届出情報により把握し

ているところであり、本年１月１日現在における所有者として町は固定資産税

を課税したところであります。この土地の取引については、昨年４月頃に千葉

県船橋市の不動産仲介業者中京商事から「香港の会社が月形町の山林を取得し

たい。ついてはこの土地の状況を伺いたい。」旨の電話が産業課長にあり、以

降数回の電話でのやり取りの後７月頃に先ほどお話しした仲介業者、前所有者、

現所有者の三者が現地を視察して話がまとまったと聞いております。それぞれ

の情報によると、昨年１０月３日に売買契約を締結し１０月５日に移転登記が

完了しております。その後、１０月２６日に前所有者と現所有者が来町され、

再度、現地を調査されるとともに、事業計画について札幌の設計会社に委託を

して帰国されたということであります。さらに、本年３月２８日に現所有者と

通訳の２人が来町され、その際、設計会社に委託した青写真を元に聞き取りし

た事業計画について説明させていただきます。まず、旧ゴルフ場のクラブハウ

スの跡地に中国の富裕層を対象とした短期滞在型のマンションの建設を計画

されております。規模としては、地下１階地上７階建て、地下にはトレーニン

グルームとカラオケルーム、１階にはロビー、フロント、和食・洋食・中華そ

れぞれのレストラン、２階には会議室２室、マンションとしてタイプの異なる

８部屋、３階から５階までは２階と同タイプの居住スペースとなっていますが、

６階には２００ヘクタール規模の高級マンション２件分、７階にはバー、プー

ル、サウナ、露天風呂を完備する計画となっております。また、荒廃したゴル

フ場を再開発して会員制のゴルフ場としてコース内の空地を利用して順次別

荘を建設する計画でもあります。目的としては、観光と静養の他滞在中医療機

関において健康診断を受診することを目的としており、町立病院や近隣病院等

での検査の可能性についても打診を受けたところであります。このように医療

面の活用、ゴルフそして滞在型の娯楽等も含めて多岐にわたっての企画をされ
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ていると考えられます。町としての今後の対応についてですが、外国資本によ

る森林買収については、とりわけ中国の富裕層によるいわゆる爆買いというこ

とで、全国の事例には森林の伐採による乱開発や防衛施設周辺の土地の取得、

あるいは、水不足にひっ迫する中国への水の供給等を目的とした買収が行われ

ている例もあって、全国的にも問題になっていると理解しております。そんな

ことから、北海道においては、平成２２年に水資源の保全に関する条例を制定

して、一定の規制を設けているところです。また、国においても国内水資源の

保全を図ることを目的として平成２６年に水循環基本法を制定したところで

あります。今回の計画については、あくまでも旧ゴルフ場の再整備のためのリ

ゾート開発と認識しているところであり、それぞれの関係法令に基づき届出が

なされ準拠して開発が進められるなら、町としても関与できるものではないと

思っておりますし、今のところ問題になっているようなことは、考えられない

と理解しております。また、これらの計画が予定通り進められますと、相当の

固定資産税収入が期待できるとともに、雇用の発生や移住者の増加、それから、

問題になっているＪＲ札沼線の利用促進あるいは購買力の増加が見込まれる

のではないかと考えられるところであります。一方、言葉の通じない外国人が

町内に入り込むということも考えられますので、トラブルが発生する懸念もす

るところであります。いずれにしても、私どもが現時点で承知している状況、

考え方はただ今お答えしたとおりで、５月にも所有者が来町され現場が少しず

つ動いていると理解しており、今後も感心を持って注視して行きたいと思いま

すし、会社とも連絡を密にして今後の進捗状況や内容の情報提供を求めていき

たいと思っております。議員が心配されるどんなことになるのかということを

しっかり把握して、動きがあったら逐次、議会の皆さんにも報告させていただ

き、トラブル等の発生がないようにしていきたいと思いますので、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 かなり網羅的な情報提供をしていただき、考え方につ

いても概ね私の受け止めとしてはその通りであると思うところですが、この問

題をうちの町としてこれからどのように考えていくのかということで、私の思

いというか、考え方を少し聞いていただきたいと思います。週刊誌やネットな

どでもそうですが、中国資本が日本の国土を買収して乗っ取られるのではない

かというヒステリックな危機感をあおるような記事や捉え方も多いのですが、

一方、今のグローバル化の波の中で、これが１２５ヘクタールという大きな面

積で私ども人口減少に悩む月形町に突如として降って湧いたような話で、受け

止め方に戸惑うところもあるのですが、グローバル化の波、ニセコ町が最たる

ものですが、その流れが特に北海道にこれからくるだろうということは、当然、
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予想されるわけで、それに対する町としての対応は、今しっかり考えておかな

ければならない時期ではないかということで申し上げたいと思いますが、私な

りに想定されるプラス面、マイナス面あるいは、言葉を変えて言えばメリット、

デメリット、将来的なリスク、可能性の観点で考えてみました。リスクとして

は、一つ、これはマスコミ等でも取り上げられて道も対処していると思います

が、水源地が脅かされるリスク、聞くと大きなリゾート開発なので、特に上水

道あるいは農業用水の両面から須部都川については、ご承知のとおり月新水道

企業団の上水道の水源である。それから、月形土地改良区農業用水の水源であ

るということで、地理的に言えば水系が違うという議論があるかもしれません

が、その影響がないのかということ。それから、直接的には篠津川の水系エリ

アに属すると思うのですが、篠津川となると私どもも加盟している中新土地改

良区の水系にもろ重なるわけです。私の裏付け根拠は確かめていませんが、最

初のコリーナゴルフ場の開発時にそのアセスメントは終わっていると思いま

すので、それを丸ごと買収したということで、法的な問題はないかもしれませ

んが、開発の内容がかなり違いますので、単純なゴルフ場でクラブハウスがあ

る状態とマンションができてかなりの人が滞在すると水の利用も多いですし、

仮に月新水道企業団の水を使っていただけるとしたら大事なお客さんになる

のですが、地下水を掘り上げて利用するとなれば、水源の影響などもあると思

います。それは、国で先ほどの町長の答弁にもあった水循環基本法に該当する

と思いますが、それについて、地元の町村としても調査して、先ほど町長の答

弁にあった森林開発、森林保全ということも実際に重要な役割になっています

が、ゴルフ場をそのまま利用するということであれば、森林についてはある程

度ゴルフ場の中でも森林が残っているわけですから、それをどのように扱うの

か。懸念としては、先ほどもありましたが、リゾート地にするということは、

乱開発して建物を建てたけれど、うまくいかなくて途中で放棄されて廃墟が残

ることになると、うちの町としては、非常に困ったことになってくる。その他

様々な環境悪化ということも懸念される、ごみ問題、先ほど町長が言われてい

た外国人が入り込むことによって地域住民との軋轢が生じないかということ

もあるかと思います。それが懸念されるリスクであると思います。逆にメリッ

トとして考えられることは、先ほど説明されたプランが本当に実現するとした

ら、うちのまちづくりの大きな要素になってくるということで、未だかつてな

い施設がうちの町に忽然と現れることになるので、皆楽公園をしのぐような規

模になるということで、それによって当然雇用も必要になってくる、物資の調

達も出てくるので、それがうちの町の施設で使われるとなると、町の経済の大

きな要素になってくる。もう一つ、先ほど外国人との軋轢ということもありま

したが、逆に言えば国際交流が進むということで、うちの町の受け止め方によ
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っては、月形町が国際的な田舎町になる可能性もあるわけで、月形町の自然や

環境、農業が外国人に認められれば、月形町のステータスが世界的に上がって

いく可能性もあるのです。夢物語に聞こえるかもしれませんが、それを考える

と、商業、農業、観光、先ほど議論になっていましたが、月形町の大きな波及

効果が期待できることであると思います。今、私の考えたリスク、デメリット

とメリットあるいは可能性の二面からお話しさせていただきましたが、私が期

待したいのは、受け身で受け止めるのではなく、町として積極的にプラスに対

してもマイナスに対しても対処して、前向きの姿勢が大事ではないかというこ

とです。そのためには、何が必要かということで今の時点で考えられることは、

事業者との信頼関係を築いて情報を正確に得ていただきたい。産業課長は、す

でに努力されていると伺っていますが、田舎の人は純朴ということで、くれぐ

れもごまかされないように気を付けていただきたい、相手の真意を見極めるし

たたかさも必要になってくると思います。もう一点、我々、素人ですから、分

からない部分もある、特に環境保全や水源確保に関しては、道や関係機関の協

力を得て誤りのない対応をすべきであると思います。その点について、一方的

に私の考え述べさせていただきましたが、町長に答弁いただければと思います。

○ 議長 堀  広一 町長。

○ 町長 上坂 隆一 私も議員と同感部分がたくさんあります。降って湧い

たようなお話しですが、前向き、積極的に捉えて町の発展につながっていくよ

うになってくれればいい、単なる夢物語にならないようにしたい。そして、先

ほども言ったように事業者と連携して密に情報を提供していただくことをや

って、道や国も含めて議員の皆さんにも逐一情報を提供し、町民の理解も含め

て実現できるよう願っていますし、そのように進めてまいりたいと思いますの

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 答弁については、了解しました。最後に情報提供とい

うことで、実は私も今回色々と調べてみたのですが、先ほど言ったヒステリッ

クな反応もある一方で、冷静な視点を発見しました。北海道開発協会のホーム

ページに札幌大学の佐藤郁夫教授が論文を掲載しており、そのタイトルが「外

資による土地買収問題～グローバル化時代の生き残りに向けて～」ということ

で、今、北海道ニセコ町などの色々な事例を上げて、それを独自の視点で分析

されている内容で、非常にバランスの取れた見方であると思いますので、もし、

よろしければ参考にしていただきたい。ホームページは誰でも見られると思い

ます。もう一点、これは答弁はいりませんが、できれば情報をペーパーでいた

だきたいと思います。それは、特にこのようなことは噂が広がったりしますの

で、今、把握している中で提供できる情報は、やはり、ペーパーで共有するこ
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とも必要ではないかと思いますので、その２点を最後に検討していただくこと

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。

◎ 日程６番 選挙第１号 月新水道企業団議会議員の選挙について

○ 議長 堀  広一 日程６番 選挙第１号 月新水道企業団議会議員の選

挙についてを議題といたします。

  出村 隆議員の逝去に伴い、欠員が生じました月新水道企業団議会議員１

名の選挙を行います。

  お諮りいたします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項

の規定により、指名推薦とすること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。よって選挙の方法については、

指名推薦とすることに決定いたしました。

お諮りいたします。指名の方法については、議長において指名することに

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。よって議長において指名する

ことに決定いたしました。

月新水道企業団規約第６条第３項の規定による議会議員に、松田順一議員  

を指名いたします。

  お諮りいたします。ただ今、議長が推薦しました松田順一議員を月新水道

企業団議会議員の当選人とすること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。よってただ今指名しました松

田順一議員が月新水道企業団議会議員に当選されました。

  ただ今、月新水道企業団議会議員に当選されました松田順一議員が議場に

おられますので、本席から会議規則第３３条第２項の規定により告知いたし

ます。

○ 議長 堀  広一 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

○ 議長 堀  広一 お諮りいたします。６月７日は、会議規則第１０条第

２項の規定により休会とし、６月８日に再開したいと思います。

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、６月７日は、会議規則第１０条第

２項の規定により休会とし、６月８日に再開することに決定いたしました。
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○ 議長 堀  広一 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２９分散会）


