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 （楠 順一議員 空知町村議会議長会より表彰状の授与を堀議長より行う） 

         （多田農業委員会会長から所用のため欠席の旨の報告あり） 

○ 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 

宮 元 哲 夫 議員 

我 妻   耕 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１１月２８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４回定例会の運営について、去る１１月２８日に開催いたしました議会運営

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、町長の提案に係るものとし

て、一般会計補正予算ほか全１１議案、同意案１件、合わせて１２件であり、

また、議会から発議１件、意見案１件の提案が予定されております。 

  一般質問については、１１月２２日の通告期限までに、３人の議員から通

告があり、本日１２月５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、本定例会の会期は、本日５日

から６日までの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を申し上げ、議会

運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
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報告のとおり、本日５日から６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、会期については、本日５日から６

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・定期監査結果報告については、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。行政報告については、

お手元に配布のとおりでありますので、ご覧願います。 

  ここで、上坂隆一町長より、固定資産税の課税誤り及び町立病院の源泉徴

収税の徴収誤りについて、発言の申し出がありましたので、発言を許したいと

思います。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 ただ今、議長より発言のお許しをいただき、役場にお

いて度重なって判明しました不祥事についてお詫びを申し上げたく存じます。

本年７月農業集落排水施設使用料いわゆる下水道使用料の長年に渡る多額の

徴収漏れの判明に続き、１０月には固定資産税の長年に渡る過大な徴収の課税

誤り、そして、町立病院における出張医師報酬に係る源泉徴収税の多額の徴収

不足が相次いで判明いたしました。これらの不祥事につきましては、町広報誌

や町政懇談会その他報道機関を通じて内容のご説明をするとともに各位にお

詫びを申し上げてきているところであります。関係の皆様に多大なご迷惑とご

心配をおかけし、また、町に対しても多額の損失を発生させ、さらには行政の

信頼を大きく損ねる結果を招いてしまった今回の事態について、本当に深刻に

受け止めております。今回の不祥事に対しましては、職員の懲戒の手続き及び

効果に関する条例に基づきまして、先般１２月１日職員の懲戒処分等を厳正に

行いました。また、本定例会には管理監督責任のもっとも重い立場にある特別

職としての自戒措置をご提案させていただくところであります。職員は町民全

体の奉仕者であることを肝に銘じ、誠実かつ公正に職務を遂行しなければなら

ないこと。また、全職員が一丸となって再発防止に努め、適正な業務を執行す

るよう訓示を行いました。また、今月１３日には、再発防止と厳正な職務遂行

に当たっていくため、人為的過誤やミス防止に関するヒューマンエラー防止研
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修を全職員対象に実施することとしております。このたびの不祥事につきまし

ては、改めて議会議員各位並びに町民の皆様に対して深くお詫び申し上げます。

誠に申し訳ございませんでした。お時間をいただきありがとうございました。 

○ 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 通告に従いまして、はじめにＪＲ札沼線の維持・存続

について質問いたします。昨年１１月ＪＲ北海道が１０路線１３区間の単独で

は維持困難な路線を発表いたしました。札沼線においても北海道医療大学から

新十津川間を廃止しバスなどの代替交通に転換する提案をいたしました。これ

を受けて、道でも鉄道ネットワーク・ワーキングチームを設置し報告書を作成

しました。今年２月には月形町において将来を見据えた北海道の鉄道網のあり

方についての報告が当別町・浦臼町・月形町・新十津川町の４町と石狩振興局・

空知総合振興局も加わり道により説明がありました。町長はこの報告書に関し

て道も主体的に係わると述べ評価すると私の３月定例会の一般質問に答えて

います。しかしながら、道の動きは国からＪＲ北海道への支援要請をすること

に限られ、道が主体的に支援する方向に至っていないのが現状です。今年も４

町のガイドツアーが５月から１０月まで４回ほど実施され、各町の町長や職員

はツアー旅行者のおもてなしに尽力されました。また、１０月１４日にはＪＲ

の協力も得て「キハ４０で行く秘境駅豊ヶ岡駅と月形の歴史にふれる旅」も合

わせて実施され、ローカル鉄道の旅に関心がある方々も多く参加されたと思い

ます。このように４町で住民の公共交通だけなく、観光路線としてＪＲ札沼線

の維持・存続を試みてきました。ただ、１１月１３日の４町の意見交換会では、

現状維持は厳しいとの意見で一致したと報道では伝えられましたが、実際のと

ころはどうでしょうか。現実に新十津川町には札幌から朝の１往復の列車のみ

の運行で、ほとんど町民の利便性がないのではないでしょうか。それに対して

中央バスが新十津川町役場から滝川ターミナル、滝川市立病院前を経由して滝

の川団地までの滝新線が約１５往復、滝川ターミナルから新十津川町役場、新

十津川中学校を経由してグリーンパークまでのふるさと公園線が約５往復あ

ります。その上、札幌まで高速バスも走っているのが新十津川町の現状であり

ます。浦臼町でも滝川ターミナルから新十津川町役場、花月市街を経由して浦

臼駅まで５往復あります。また、町営バスが奈井江町まで運行されているとの

ことであります。このような状況下、新十津川町、浦臼町では存続しても財政
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負担が掛かり費用対効果を見れば町民の理解が得られないと、この２町では見

ているのではないかと思います。このような状況では、現状でのＪＲ札沼線全

線の維持・存続はできないかもしれませんが、月形までは何とか存続させるべ

きと考えております。なぜなら、月形では札幌や浦臼方面の公共交通は、札沼

線に依存しているからであります。１１月２３日の意見交換会では、ＪＲ北海

道と協議するに当たって終着駅を「浦臼駅まで」と「石狩月形駅まで」とする

コスト試算をＪＲに要請され、ＪＲの回答は営業損失、土木構造物の維持費用、

車両の更新費用の合計で北海道医療大学から新十津川駅の４億３,７００万円

に対して浦臼駅までが３億９,９００万円、石狩月形駅までは２億５,５００万

円と試算されました。確かに試算を見ると大きな金額でありますが、この点、

町としての認識はどのように考えているのか。また、１０月の全員協議会や１

１月初めの町政懇談会において公共交通網整備のあり方を検討する法定協議

会を設置する方針であると説明されましたが、今後、ＪＲ札沼線全線の維持・

存続は困難と考える中で、月形町までの維持・存続を含めて、今後の町民の足

の確保をどのように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。維持・存続ということで、これま

でもそして今も変わりありません。昨年１１月１８日にＪＲ北海道は、ＪＲ北

海道単独では維持することが困難な線区を発表しました。これを受け、これま

で新十津川町・浦臼町・月形町の３町で札沼線利用促進事業を展開してきまし

たが、この３町に当別町も加わり４町による意見交換会を本年４月２１日に開

催しました。その後、これまで６回に渡り意見交換を重ね、特に第３回、第４

回の意見交換では、北海道大学大学院工学研究院准教授であり鉄道ネットワー

ク・ワーキングチームフォローアップ会議座長の岸邦宏氏をお招きして、ご助

言をいただくなど多方面から意見交換を実施してきました。この間、月形町単

独で、また４町が連携して、議員も言われていますように利用促進事業を行っ

てきましたが、残念ながらＪＲ北海道の発表による平成２８年度決算における

札沼線の収支状況は、平成２７年度と比較して収入は２００万円減少、費用は

１,５００万円増額で赤字額３億６,７００万円と発表されております。当然の

ごとく輸送密度も７９人から６６人に減少したと報告を受けたところであり

ます。議員の皆さんもご覧になったと思いますが、先般１１月１３日の第５回

の意見交換会における報道では、４町が現状維持困難を認識しバス転換を検討

するという言葉がクローズアップされましたが、意見交換会での認識は、北海

道医療大学から新十津川間全線を現状のまま維持することは困難とのＪＲ北

海道の説明を受け、路線維持を堅持しつつも各町が町民にとってもっとも利用

しやすいバスも含めた公共交通確保に向けて検討を始めるというものであり
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ます。加えて、意見交換会では、終着駅を「石狩月形駅まで」、「浦臼駅まで」

とする場合の収支をはじめ４町における疑問点をＪＲ北海道へ質問しようと

いうことが１１月１３日の４町での意見交換会の内容であります。ＪＲ北海道

からは早急に資料が作成され、１１月２３日の第６回意見交換会が月形町で開

催されました。ＪＲ北海道からは、西野副社長が説明ために出席して本町とし

ても知りたかった北海道医療大学から石狩月形駅までの運行は、議員も言われ

ておりますが現在２両の列車により運行しているものを１両にして、車輌経費

や運転手の人件費を削減しても年間２億５,５００万円の赤字になると試算が

示されたところであります。しかし、これまで４町での利用促進事業など展開

してきたものの厳しい収支状況は一層増す中ではありますが、私としては、月

形までは何としても札沼線を堅持したいと考えておりますし、浦臼町・新十津

川町・当別町の３町もそれを応援するので、４町が一枚岩となってしっかりや

って行こうということを確認しております。ＪＲ北海道の説明では、北海道医

療大学から石狩月形駅間を１両により折返し運行するとしても早朝の下り列

車１便が減便となるものの、日中に１往復増便となりトータルでは１便増とな

ります。早朝の減便も月形高校の動向にも影響は及ばないようですし、１億１,

０００万円強の削減になることも分かりました。この１両運行の検討について

も、本町がＪＲ北海道に示唆したものであり、一層の経費削減あるいは収入増

の余地はないものか、北海道の協力も得ながらＪＲ北海道から更なる情報提供

を受けたいと考えているところであります。さらに、どのような状況下におい

ても対応できる地域公共交通ネットワークの確立に向けての検討を進めてい

かなければならないとも考えております。９月に庁内における地域公共交通対

策プロジェクトチームを設置しました。今まで行ってきた各種調査やＪＲ北海

道から提供を受けた資料を基にこのプロジェクトチームにおいて、今後、進め

る方向性を見出して行きたいと考えています。現在、お示しできる事項として

は、明日ご審議いただく月形町地域公共交通活性化協議会設置条例を可決いた

だければ、来年２月にはこの法定協議会を開催し、来年度地域公共交通網形成

計画を策定してまいりたいと考えております。これは、決して札沼線の維持・

存続の旗を降ろしたわけではなく、また、バス転換を認めたわけでもありませ

ん。今後、一層進む高齢化を見据え高齢者をはじめとする交通弱者、そして全

町民にとって利用しやすい地域公共交通ネットワーク整備の実現に向けて準

備を進めてまいりたいと考えていますので、宜しくご理解いただきたいと思い

ます。 

○ 議長 堀  広一 松田順一議員。 

○ 議員 松田 順一 今の町長の答弁で、維持・存続の検討を堅持しながら

新しい地域公共交通網で住民の足を含めて駅を守るという決意を述べていた
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だきました。今は色々な地域公共交通網をやっている中で、町民が地域の鉄道

を守り育てていく意識、マイレール意識ということで、商工会、農協、役場な

ど関係機関が一体となってやっていく必要性があるという意味で、今後もがん

ばっていただきたいと思います。以上でこの件については、終わらせていただ

きます。 

○ 議長 堀  広一 続いて、２点目の質問に入ってください。 

○ 議員 松田 順一 ２点目として、先ほどの全員協議会でも金子副議長よ

り月形温泉ホテルへ中川町から視察があったという説明を聞きました。月形温

泉ホテルのあり方についてお聞きしたいと思います。食堂の地元企業撤退に伴

い、平成２４年から指定管理者が株式会社オオタになり、平成２８年から札幌

のホテルを経営している株式会社ファウンドになりましたが、１年で撤退し現

在は振興公社が月形温泉ゆりかごも含めて全面的に運営しております。ただ、

現在飲食部門は湯河原町の会社に人材派遣を含めてコンサルタント契約をし

ているとのことであります。平成２８年度まちづくり常任委員会の説明資料に

よると、オオタが指定管理者になる直前の平成２３年度の月形温泉ゆりかごの

入館売上が約３,７５０万円、売店売上が約１,６０６万円、月形温泉ホテルの

売上が約７,４１１万円で総売上約１億２,７６７万円となっていました。株式

会社オオタが経営時の平成２６年度の月形温泉ゆりかごの入館売上が約３,０

２１万円、売店売上が約１,３２２万円、月形温泉ホテルの売上が約７,０３８

万円で総売上約１億１,３８１万円、この３年間で約１,４００万円の減になっ

ておりました。平成２７年１１月に株式会社オオタは撤退し翌年の平成２８年

から株式会社ファウンドが経営しましたが、宿泊料金が都市ホテル並みの高額

に設定され、部屋の利便性とはかけ離れた料金体制であり、早急に利益を求め

た結果であると思います。このように目まぐるしく体制が変わり休館せざるを

得ない時期もあり、評判を取り戻すのは大変であると考えております。本年３

月の予算委員会で月形温泉ホテルの全体収入を１億９２０万円としている説

明がありましたが、ある意味、妥当な金額であると思っています。幸い支配人

とマネージャー、料理人そして地元の社員が運営に携わり食堂部門も改善され

て評判ですし、宿泊部門も円滑に進んでいるようであります。１２月のじゃら

んネットの予約状況を見ると、本館の５部屋はすでに１２月の１１日間は満室、

それ以外の日は１部屋から２部屋が空室という状況です。ただ、別館いわゆる

旧はな工房は、３０日はほぼ満室で３１日は満室ですが、それ以外の日は３部

屋から７部屋が空室の状況であります。やはり、部屋にバス、トイレがなく共

同洗面所では不便ではないかと思われます。健康施設として温泉があるのは素

晴らしいことですし住民の健康維持にも役に立っていると思いますが、危険も

あります。足寄町では硫化水素が蔓延して温泉客が意識不明になったことがあ
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り、美唄市でも青の洞窟温泉ピパの湯ゆ～りん館が休業になったことがありま

した。危機回避の意味でも部屋にバス、トイレがあって温泉とは別の施設があ

るときに食堂部門まで影響がないようにしたいという意味で本館はともかく

旧はな工房の別館は改修すべきではないかと考えております。現在、インバウ

ンドが北海道にも多く来ており、札幌市には外国人旅行者が２００万人を超え

ているとのことで、今後、益々国内や道内の旅行者が泊まるホテルを確保する

のが大変な時期になると思います。その中で、月形町も近隣市町村と連携した

上で宿泊部門が運営できるようになればと考えているところです。今後も月形

温泉ホテルの経営を月形町振興公社に指定管理をさせていくのかも含めて、今

後の運営方法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 お答えいたします。議員から現状ではがんばっている

と評価いただいたことに感謝申し上げたいと思います。ご承知のとおり、温泉

施設につきましては、一昨年１０月末まで前指定管理者が撤退したことにより

平成２７年１１月から振興公社が指定管理を受け、日帰り入浴のみの営業を継

続し平成２８年４月から業務を一部委託する中で飲食と宿泊部門を再開した

ところであります。当初から調理スタッフの確保が課題となっており、道内近

郊からの人材の募集を行ってまいりましたが、なかなか応募がない状況の中で

本年４月から飲食部門については、神奈川県の調理師派遣会社と委託契約を結

び、途中の入替りはあるものの常時５名の調理師をチームとして派遣いただき、

安定的に運営しているところであります。新たなメニューの開発提案や技術指

導をいただきながら料理の改善を図られ宴会等の売上が少しずつ伸びてきて

おります。また、宿泊部門についても、料理の評判が上がってきたことやイン

ターネット予約受付システムを導入したことにより、議員も言われたように宿

泊客も少しずつ増加しているところであります。ご質問の客室の改修について

ですが、ご案内のとおり、本館の温泉ホテルについては、昭和６３年開設でバ

ス、トイレ付きの客室が５室しかありません。はな工房については、平成４年

農林水産省の補助を受けて開設したもので客室２０室ですが、少年野球などの

合宿の際には大ホールや会議室も開放して宿泊に利用しているところであり

ます。しかし、いずれも築２５年から３０年を経過しており、施設も老朽化し

ていることや、それぞれを渡り廊下でつないでいることから効率が悪い構造と

なっております。特にはな工房は建設当時補助事業による宿泊研修施設の位置

づけから、事業の採択に当たっては相当の制約の中で客室の広さが十分でない

こと、共同トイレであること、客室間の壁が薄いこと、分煙設備がないこと、

また、階数の制限により横長の建物となっていることから、廊下が長いことや

エレベーターがないことなど今となっては利用客には不便な造りであると同
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時に、管理上でも課題の多い建物であると言えます。そうした状況を踏まえ、

昨年度作成した観光まちづくり基本構想を受け、現在作成中の基本計画の中で

温泉施設を含めた周辺施設全体の再整備や機能強化について検討し、施設のリ

ニューアル化を具現化していくこととしております。並行して、現在施設現場

の意見やアイデアを聞き取り取りまとめ作業を行っていると聞いております。

現場からは様々な意見がある中で、施設のグレードアップと増床を図るための

客室の増設が提案されております。一例を申し上げますと、はな工房の客室を

洋室に変更してドアを引き戸から開き戸に変更、ベッドを入れることにより不

用となる押入れを撤去、トイレと洗面台を設置して客室のグレードを上げる、

また、それによって不用となる共同トイレを撤去、バス・トイレ付の客室に転

用して増室すること、さらに、現在使用していない温泉ホテル３階に客室を増

設してエレベーターを設置することなどをはじめ、レストラン、ロビー、宴会

場のレイアウトやデザインの変更、家具、照明器具の更新など大規模なリニュ

ーアルが提案されていると聞いています。しかしながら、ただ今申し上げた現

施設の大規模改修を行うとすれば、水回りの処理など構造上、可能かどうかの

設計を委託しなければならないし、仮に可能と判断した場合でも改修工事に掛

かる長期間の休業と相当の改修費用を見込まなければなりません。そうなると、

むしろ現施設には手を掛けず営業を続けながら新たな施設の新築ということ

も視野に入れ企画検討する必要もあると思っているところであります。いずれ

にしても、議員ご指摘のとおり現在の施設については、宿泊客のニーズ、サー

ビスに十分に答えていない現状にあっては、大規模改修は必要という認識は持

っておりますが、様々な角度から検証、検討して早急に一定の結論を出してま

いりたいと考えておりますので、ご理解を宜しくお願いします。 

○ 議長 堀  広一 松田順一議員。 

○ 議員 松田 順一 今、町長から現場の意見は私の意見と同じで、リニュ

ーアルして今の時代に即した施設にしたいという意向がありました。また、場

合によっては新築の方がいいのではないかということでありますが、新築の場

合には町政では補助金に頼っていかざるを得ない、そうなると前回のはな工房

のようになる可能性もないとは言えません。新築はある意味民間ではないので

理想のかたちでできるようでできないので、現実的な改修が必要ではないかと

思っていますが、町長はどのように考えるでしょうか。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 議員のご意見について、少し同感するところはありま

すが、今後２０年、３０年先を考え、しっかり売上を上げて、皆楽公園全体の

観光施設としての位置づけも含めて多岐に渡って十分に検討し、町民の意見や

議会の皆さんの意見もいただきながら検討して行きたいと思っていますので、
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リニューアルのみでなく幅広く検討させて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 分かりました。以上で質問を終わります。 

 

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１０時３９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５０分再開） 

 

○ 議長 堀  広一 順番２番 我妻 耕議員、発言願います。 

○ 議員 我妻  耕 一般質問の通告書に基づきまして、人口減少に立ち向

かう取り組みについて、質問したいと思います。このテーマは、町政のかなり

広い範囲に及び多岐に渡るかもしれません。そして、役場内では今まさに来年

度予算について吟味が行われていることと思います。その予算が次の３月の定

例会で審議、可決、成立され、来年度その執行、成果、結果を見届けることが

できます。私たち町議会議員の任期も２年半をとうに過ぎ、町長の想いが予算

づくりにどう反映され進んでいるのか直接質問し確認でき、しかも次年度その

状況を議員として検証することができるということでは、任期中、最後のチャ

ンスであり、もちろん私の中でも危機感もありますので、質問いたします。こ

こに、月形町第４次総合振興計画と月形町人口ビジョン及び月形町創生総合戦

略があります。総合振興計画ダイジェスト版には、計画策定の背景と目的があ

るのですが、その中に「町内においては、人口減少が進み、定住・移住の促進

が大きな課題となっている」というくだりがあります。また、人口ビジョン及

び創生総合戦略概要版には、その基本的な考え方のところに「町民との人口に

関する認識を共有」、「まち・ひと・しごとの創生と好循環の確立を目指す」と

いったくだりがあります。そして、目標人口や将来人口の推計、そのための戦

略が述べられています。そこで、町長の現状認識もふまえ、平成３０年度に向

けての実施予定事業や優先順位などがありましたら、お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 お答えいたします。先の第３回定例会の一般質問ある

いは決算特別委員会総括質疑でも間接的な質問も含め、人口減少問題に関する

質問が多くありました。このことは、議員も言われるように人口減少問題が出

産や移住・定住対策に限らず町全体的な多岐に渡る対策が求められているから

であると認識しております。議員も第３回定例会で改正農村地域工業等導入促

進法の活用の検討についての一般質問の中で、人口問題にも触れております。

本町の住民基本台帳における２０１５年（平成２７年）４月１日現在の人口が
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３,５３５人であったものが、２０１７年（平成２９年）１２月１日現在の人

口が３,３１３人、この２年８カ月で２２２人が減少しています。人口ビジョ

ンの２０２０年の推計が３,５９８人ですので、４カ月前の時点で２８５人の

減少という状況にあります。この２年間の１２月１日時点での月形町の人口の

推計を分析すると、総数５９世帯、１８４人が減少、年齢階層別では０歳から

１９歳までが２９人の減少、２０歳から２４歳までが５２人の減少、３０歳か

ら４９歳までの若い親世代が６１人も減少しています。地域別にみると札比内

３、南札比内３で高齢者を中心に２４人の減少、北農場１では全階層的に２２

人の減少、北農場３（刑務所の地域）では平成２８年からの１年間で２２人減

少し、子どもとその親世代の減少が顕著であります。赤川１では４０代前半、

市北６では高齢者、麻生では子どもから現役世代まで広く減少している状況に

あります。６５歳以上の高齢者は高齢化により５人増となっているものの札比

内３、南札比内３や市北６など高齢化率の高い地域では、お亡くなりになる方

や転出による減少が見受けられます。このように分析しておりますが、全町的

には北農場３を中心に子どもとその親世代の減少が突出していると判断して

おります。このような状況の中で、今後の人口減に伴う町の政策の具体的な事

業については、現在、平成３０年度予算編成作業中ですので、私から具体的な

ことはお答えできませんが、第３回定例会でもお答えしたとおり創生総合戦略

事業の着実な実現を目指してまいりたいと考えております。この創生総合戦略

の策定については、住民はもとより転入、転出者も含めたアンケート調査を実

施しており、かなり精度の高い住民ニーズを把握したものと考えており、その

ように位置づけております。実際に制度設計した事業の中では、子育て支援事

業については、若いお母さんたちから大変好評を得ております。そして、それ

を超える対策を講じなければならない状況であることも認識しておりますし、

人口減少を克服することは、かなりハードルが高いものと考えておりますが、

しっかり取り組んでまいりたい。しかし、何よりも第一は、月形町に住んでい

る町民の皆さんが「住んでよかった。今後も安心して生活していける。」と思

ってくれるまちづくりを推進していくことが、重要であると考えております。

転入、移住、新規就農者などの導入も大事ですが、今、月形に住んでいる人た

ちが「この町で生まれ、住んでよかった。」ということが、人口減少の一番の

歯止めになると思いますし、町の発展につながると思っております。一部の転

出者に聞いた話ですが、町外に住宅を求めたきっかけとして現在は諸費用が安

い商品が出回り低金利の時代から一層、住宅建築やマンション購入が容易にな

ったからということでした。町内でも本年は新築住宅６件、中古住宅購入５件、

リフォーム２２件と例年になく多い状況ではありますが、子どもが小さい若い

親世代でも住宅を求め、子どもの教育等を考慮して町外に居住を求める例が多
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くあると認識しております。なお、現在、町では町外から月形町の事業所に就

業している方を対象に、月形町への定住促進に関するアンケート調査を実施中

で、この調査結果により議会議員の皆さんのご意見も拝聴し、対応を図ってま

いりたいと考えております。また、先の松田議員のご質問でもお答えしたとお

り、月形町観光まちづくり基本構想を受けた月形観光まちづくりプランの策定

により皆楽公園を核とした温泉施設の改修等を視野に交流人口の増加を図っ

ていきたいと考えております。月形町を知ってもらい、その後の移住・定住に

つながる施策の展開に結び付けていきたいと考えております。以上でございま

す。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。 

○ 議員 我妻  耕 今の答弁で、月形町に住んでいる町民の皆さんが「住

んでよかった。」と思えることが一番重要で、それが人を呼んで人口減少の歯

止めになると言われていましたが、どういうことなのか理解できない部分です。

人口ビジョンを見直しするのか、推計値を見直すことを考えているのか。人口

ビジョンですと８年後の２０２５年３,４１６人、これは以前の定例会の一般

質問で織り交ぜた数字ですが、総合振興計画でも２０２４年（平成３６年）度

の人口予測３,０００人から３,２００人、目標３,２００人ということですが、

町長が言われるように１２月現在で人口３,３００人ということで、すでに推

計を上回る人口減少が続いているということですが、人口を増やすということ

はとても難しいことであると思うので、何を対象にしているのか。色々なこと

を言われていますが、世代別の減少についても言われていますが、何を対象と

してどこに特化していくのかを考えなければ、人口減少を食い止めることがで

きるのでしょうか。推計値の数字で持っていけるのでしょうか。やってもそう

いうことができないかもしれない中で、まず、対象層は何か、子育て世代と言

われますが、子育てにも幼稚園児の子育てから高校生、大学生の子育ての世代

があります。人口減少を食い止めるには社会増としてどこかから定住していた

だくことも言われていましたが、その対象地域はどこなのか、どこから連れて

くるのか。もう一つ、町長の中では今、住んでいる方がよかったということは

おいておき、居住地選択の優先度をどのように考えているのか、お聞かせ願い

ますか。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 月形の特色として福祉施設がたくさんあって、福祉施

設の利用者が一人移動してもまた一人受け入れることも含めて考えたとき、そ

れから刑務所の職員数についても、一程度の割合で必ず補充されることも考え

たとき、人口ビジョンの数字は一程度に維持できると考えております。先ほど

「この町に生まれて、住んでよかった。」と考える施策をやっていきたいとい



平成２９年 第４回定例会 １日目 

 

 12 

うことでは、一時、大学や一般企業へ就職してもやっぱり故郷の月形に帰って

きて、月形町を支えていきたい、すでに農業後継者の人たちもそんなかたちで

帰ってきて、農家の後を継いでくれているということもあります。それをしっ

かりやっていけば、皆さんが十分に検討して作り上げたビジョンや計画を実施

していけば、一程度の効果や減少の歯止めになると理解しております。ただ、

先ほど申し上げましたように各地区の減少の傾向や階層別の減少の状況を分

析しております。そして、議員の言われたどこから人を連れてくるのかという

ご質問ですが、先ほど言ったように月形に働きに来ているけれど月形に住まい

を求めていない人たちのニーズや考えを聞かせていただき、それらを基に議員

の皆さんと十分に話し合い、その人たちが月形に住んでもらえることをやって

いくこによって人口減少の歯止めをしたい。先般、月形小学校で体験発表会が

ありました。各学年がそれぞれ総合学習で勉強して学んだこと、感じたこと、

考えていることを発表してくれました。１年生は皆楽公園を見て回ってこんな

良い所だ、こんな発見をした、だから皆楽公園をこうしたい。それから、商店

街の各商店を歩いて回ってお店の歴史やそこで働く人たちがどんな思いで商

売をやっているのかを調べて、美味しいものが売っている所やこんな物を販売

していること、こんな想いでやっているということが分かる月形のまんまるマ

ップやポスターを作っています。それから、１年生から６年生の全学年が月形

愛光園や障がい者支援施設にも行って、その中で月形の良い所を一生懸命探し

てもっとそれを広めていこうと発表してくれました。確かにまだ行政の行き届

かないところや不十分なところがあるかもしれませんが、子どもたちが月形の

良いところ、悪いところを探して「ああでもない、こうでもない。」ではなく、

良いところを見つけて良いところを探して月形をもっとよくしようと考えて

くれていることに感動を覚えました。そのようなかたちの中で農家の後継者不

足、担い手がいないという課題もありますが、それらにもしっかりと立ち向か

って人口減少問題、他の周辺の町と違う月形の福祉施設や、矯正施設が２つも

あるということも含めてまちづくりに町民一丸となって進んで行きたいと考

えています。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。 

○ 議員 我妻  耕 居住地選択の優先度については、お答えいただけなか

ったと思っています。これからアンケートされて分析されるということですが、

アンケートも含めて、人口ビジョンには通勤、通学者の状況なども書かれてい

て、岩見沢から、札幌から、当別から、逆に岩見沢へ、札幌へ、当別へとの流

れと素晴らしい分析がある中で、岩見沢から月形に働きに来る方が多いなら岩

見沢にはない月形に住む価値のある施策、札幌から月形に働きに来る方が多い

なら札幌にはない月形に住もうと思わせる施策を考えます。アンケートなども
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大事ですが、既存の部分で分析できるものがいっぱい転がっている気がします。

本当に日本全体が人口減少で待ったなしのことであると思います。この状況で

何もしなければ、逆に町長が言われるようなことでは推計値の見直しなども含

めて考えなければいけないと危惧しています。また、どこかでやれる機会があ

るかもしれませんが、どうぞ、月形町の人口をどうするのか施策を含めて来年

度予算もしくは今後についてしっかり検討していただきたいと思います。以上

で終わります。何かありましたら。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 平成３０年度予算編成作成に当たっては、今、議員が

危惧していることを念頭において、予算上施策として議会の皆さんにお示しし

てまちづくりを進めたいと思いますので、宜しくご理解ください。 

 

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１１時１７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 先ほどの順番１、松田議員の一般質問の質問項目２番

の質問について、松田順一議員から発言の訂正の申し出がありましたので、こ

れを許します。 

○ 議長 堀  広一 松田順一議員。 

○ 議員 松田 順一 先ほど、月形温泉ホテルの指定管理について、平成２

４年よりオオタがなってその後平成２８年からファウンドになった旨の発言

をしましたが、実際の指定管理者は振興公社で受託会社がファウンドと訂正さ

せていただきます。以上です。 

 

○ 議長 堀  広一 引き続き、順番３番 金子廣司議員、発言願います。 

○ 議員 金子 廣司 通告に基づきまして、質問いたします。１点目は、火

葬場待合所の改修についてであります。今年、火葬場の火葬炉及び炉前のホー

ル、トイレ、駐車場等の整備を終えた時、まちづくり常任委員会の現地視察で

周りの現状を見た時、目の前にある待合所の姿は町民の利用が出来る姿なのか

と考えたら無理があると感じました。玄関の高さ、トイレ、部屋の中の臭気な

ど建物が古いので仕方がない気はしますが、あそこまで火葬炉及び炉前のホー

ル、トイレ、駐車場を整備したのであれば、待合所も町民が気持ちよく利用で

きるように改修された方がいいと感じますが、町長の考えをお聞きします。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 最初に、議員皆様のご理解、ご協力により火葬場の改
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修が滞りなく終えられたことについて、この場をおかりして感謝申し上げます。

ありがとうございました。大変、喜ばれていると聞いております。改修期間中

は、美唄市の火葬場を利用させていただき、美唄市にも大変感謝しているとこ

ろであります。この改修により火葬場の今後については２０年程度利用可能と

考えております。初めに現在の待合所の沿革について議員の皆様の方がご承知

かと思いますが、説明させていただきます。金子議員からの火葬場待合室の改

修に係わるご質問について、建設当時の待合所は火葬場内に併設されておりま

した。場所は火葬場に入って右に向かって８畳のスペーズを設置しておりまし

たが、大変手狭だったことから町民から新たな待合所の要望があり、議会のご

理解、ご協力により現在の待合所を平成３年８月に建設して現在に至っている

ところであります。建設から２６年を経過し老朽化も進んでおります。また、

議員も言われているように内装等の仕上げや造りも当時のままでありトイレ

なども含めバリアフリー化となっていないため、高齢者や障がい者は利用しづ

らい状況にあり、一般の方々にも使い勝手が悪く現在では１割から２割程度の

利用しかないと聞いております。また、遠方から利用されている方の利用率が

一番低い状況であると聞いており、老朽化による使い勝手が悪いことも理由で

あると推測されます。今後、火葬場を２０年間程度使用することを考えたとき、

議員が言われるように待合所の改修の検討も必要と考えております。当初の考

えとしては、待合所を利用しないで戻って火葬が終わったら来るという習慣に

なってきているという理解もあり、今回の改修に当たって待合所については考

えていませんでしたが、改めて改修の検討が必要であると考えます。改修に当

たっては、玄関やトイレを含めてバリアフリー化し、火葬場に訪れた方々だけ

でなく、お彼岸やお盆に訪れた方々にも利用していただくよう誰でも使いやす

い待合所となるよう検討してまいりますが、なんといっても財源として非常に

厳しい状況がありますので、起債が使えるかどうかも踏まえて検討してまいり

たいと考えています。以上宜しくお願いします。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 町長も一定の理解はしている。実際、あそこは利用が

ないのではなく、利用できる状況ではないから皆さん戻っているというのが現

実です。今、検討という言葉を言われましたが、確かにお金は掛かりますが、

あそこまで整備したのであれば、待合所にも手を掛けるべきというのが本来の

姿であると思うし、町民からもそういう声が自ずと出てくると思います。行政

が検討という言葉を使うときはほとんど先延ばしが検討ですから、そうであっ

てはならないと思います。今、予算編成に入っていますから、すぐ予算付けす

れとは言いませんけれども、遅くても次年度の秋ないし２年後でもきちんと改

修する方向性を持ってもらわないと、ただ検討で終わるなら逆にあの建物を壊
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すということになるので、そのへんはきちんと検討してほしいと思います。そ

れについては、検討ということなので、良い方に向くことを期待します。 

次に、２点目は、図書館の建替えについてですが、端的に、この間、常任委

員会で見に行ったので思ったのですが、図書館も建替えの考え方があるのかど

うか、お聞きします。建物本体は昭和４５年の建築で４７年経過しています。

平成８年に図書館として改修して今日まで利用しております。施設本体の老朽

化が進んでいるせいかどうか知りませんけれども、見える所は大変きれいにし

ていますが、一歩奥の部屋に入ると天井が雨漏りで落ちている、さらに躯体を

見るとクランクが入っている、さらによく見ると屋上からの漏水がかなり見え

る状況で、これを補修しようとするとかなりの維持費が掛かり、そこまで掛け

る必要性があるのか疑問に思うところですが、この際、今すぐとは言いません

けれども、あの状態ではお金を掛ける値があるかどうか疑問に思うところもあ

るので、どこかに集約して建替える計画があるのかどうか。そのへんをお聞き

します。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 お答えさせていただきますが、はじめに、町立図書館

の現状について、所管であります教育委員会松山教育長からご説明させていた

だきます。 

○ 議長 堀  広一 教育長。 

○ 教育長 松山  徹 図書館の現状について、私から説明させていただき

ます。現在の建物は、議員ご指摘のとおり、図書館の前進であります町立病院

として昭和４５年に建築され、平成８年に建物を改修して図書館として供用し

現在に至っております。管理運営状況については、ご指摘のとおり、施設本体

が４７年を経過しているので、老朽化の影響によると思われる雨漏りや外壁の

傷み、配管設備等の修繕箇所が年々多くなっております。主な施設設備の改修

工事を申し上げますと、平成１９年には屋上防水の改修工事を行っております。

平成２１年には暖房設備の改修工事も行っております。また、平成２２年、２

３年には、閲覧室等の改修工事などを行っております。また、お話しにありま

したように特に平成２８年から雨漏りの箇所が増えておりますし、平成２９年

には水道本管からの引込管の劣化による破裂修理も行っており、本体も含め埋

管されている部分の損傷も考えられます。今後とも町の図書館として生涯学習

を推進する役割を担うとともに町民が集う快適な空間として図書館施設の充

実は期待されているところであります。以上であります。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 町立図書館の現状については、ただ今教育長から説明

があった内容のとおりであると考えております。ご質問の図書館を含めた公共
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施設や市街地から皆楽公園エリア、特に石狩月形駅前から樺戸博物館をはじめ

町民が集い語らい支え合い学べる快適な役割を担う拠点、駅前広場づくりや動

線を活かしたソフト面、ハード面を一体化した環境づくりについて、町長就任

に当たって構想を考えてまいりました。具体的な計画については、これから

様々な調査やご意見などにより進めていきたいと思っております。今回ご質問

の図書館については、その構想の一部としての要素があると考えておりますの

で、将来的な視野から建替えについては、これもまた検討ですが、検討を重ね

推進していきたいと考えております。月形町創生総合戦略に掲げる基本目標で

ある『月形町に【にぎわい】を創る』、『月形町を【えがお】にする』、『若い世

代の【きぼう】をかなえる』、『月形町で【ゆとり】を実感する』の達成に向け

た施策の一つとして位置づけさせていただき、事業の展開を推進してまいりた

いと考えております。「誰もが安心して豊かに暮らせる共生のまち」そして、

先ほど我妻議員の質問にもお答えさせていただきましたが、今、月形に住んで

いる人たちが「月形に暮らしてよかった。」という実感を持ってもらえること

が、人口減少の歯止めになると思っていますし、そして、月形の未来に向けて

町民のためのまちづくりができるようにしっかりやって行きたいと考えてお

りますので、宜しくご理解、ご支援をお願いしたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 今、町長は、内容を熟知した上で検討という言葉を使

われましたが、今、町長が言われたように本当に住みよい町、町民にとって何

が幸せか、今、私があえて言おうと思ったことを町長が全部言われたからあえ

て言いませんけれども、本当にその通りです。ですから、先ほどの待合所を含

めてそうですが、検討という言葉で止まるとその先になってしまうし、やはり、

町長の任期中にやるという決意をきちんと見せてもらって、内部で協議して必

要なものは建てる、うちの町に住む人にとって何が一番いいのか考えたとき、

必要性が自ずと分かってくる。実際に教育長の答弁にありましたけれども、よ

く辛抱して使っているという想いが事実です。もし、また、あれにお金を掛け

ようと思ったら正直、理解できなく疑問を言うかもしれません。ですから、ど

こに移設したらいいのか早急に検討して、検討といっても町長の任期は４年間

しかないのでその間に全部やらなければおかしな話になるので、そのへんは検

討で終わるのではなく前向きに取り組む姿を見せてもらえればありがたいと

思います。それが見えないときには、毎回、この質問はあると思います。これ

は、町長の決意を聞きましたので、これについては終わります。 

次に、３点目は、町立病院の体制について、平成２９年第１回定例会の一般

質問の答弁として「町立病院の体制について、今年の秋までには方向性を出

す。」と言われていましたけれども、その後、どの様な方向に向かっているの
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か、お願いします。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 お答えします。平成２９年第１回月形町議会定例会の

一般質問において金子議員から、経営体制の見直しの視点、固定医師の確保、

方策の有無、民間への委託などについてご質問いただき、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お答えしました。そこで、

町立病院の運営体制の見直しのため役場内にプロジェクトチームを置き、関係

機関のご意見などをお聞きしながら検討を行った結果について報告を受けた

ところであります。この報告では、現体制を維持し将来は指定管理も視野に検

討を行うとの内容でありました。私も現体制を維持されていくことを望んでお

りますが、病院の運営に関して一番重要となるのは医師の確保になります。ご

存じのとおり、医師の確保については、自治体病院のみならず民間医療機関に

おいても苦慮している課題であり、簡単に解決できることではありません。医

師確保に関する状況ですが、派遣要請に対する決定時期が年末または明年２月

頃になるので、現時点では明確になっておりません。このため、関係機関へ働

き掛けはもちろんですが、町のホームページ等を活用するなど広く人材を求め

ているところであります。また、民間委託については、地域医療を守る観点か

ら有効な手法の一つであると認識していますが、継続的な医療提供と委託料も

しくは指定管理料の問題など将来に課題を残すこととならないように、近隣の

先例を参考にしながら慎重に進める必要があり、拙速な判断は避けるべきと考

えております。このようなことから、現時点においては、現在の医療提供体制

を維持して地域住民の皆さんの安心・安全に万全を尽くしてまいりたいと考え

ております。医師確保については、あらゆる手段を通じて全力を挙げて努力し

たいと思って、色々な所へ求人等も出しております。どうか、月形町議会の皆

様におかれましてもご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。宜し

くお願いします。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 １年経って、正直言って先が見えない。現状維持とい

う言葉を使われても、その先が見えてきていない。確かに医師の確保が難しい

ことは理解しているし、町長の強い言葉の中には動いているということも感じ

ますので軽率にどうこう言えませんけれども、一つの考えとして、うちが今、

救急体制を受けていると思うのですが、救急をなくすことによって確かに交付

税は下がりますが、医者の負担が減るのではないか、逆に医者をお願いすると

きに少しでも有利なことも示す必要があると感じますし、実際に一般会計から

１億５,０００万円以上のお金が出ていく気がするのですが、そこまでのお金

を掛けるということは、医師に対してそれなりの思い切った腹を持たないと来
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てもらえない。我々、比布町へ研修に行ったときに、最後はやはり医者の一つ

の想いもありますし、※※※※※※※医者が動きますというお話しも少ししま

したが、やはり、うちの町も今、探していますが、狭いところを探しているの

であれば、ちょっと範囲を広げてやることも大事であるという気がします。実

際、春にきちんと秋までに方向性を見せますと言っていながら、まだ方向性が

見えない。やはり、ある程度、方向性を見せられるのかと思って期待していた

ので、正直ちょっとがっかりしましたけれども、最後の町長の力強い言葉でき

ちんと探しているという言葉を信じて様子を見ようという気はしますが、この

体制が維持できればいいですが、もし、維持できないときには当然、看護師や

介護士の処遇など先を考えなければならない難しい場面が出てくると思うの

で、役場内のプロジェクトチームで今の体制を維持という答えが出たのであれ

ば、その体制でできるかたちで向かってほしいという想いがあります。ただ、

町長の答弁では次年度の２月にということも言われていますが、そのへんがそ

うでなく待たずしてでも何とか我々にいい報告ができるかたちで動いてほし

いと思います。そのへん、もう一度、町長に確認します。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 この議会が終わったら道に自ら改めて医師の関係につ

いて札幌医大のこともありますので、行く予定をしております。また、平成３

０年に診療報酬の見直しが確定しますので、それも含めて新年度に現状体制を

何とか維持して、議員の言われた救急医療の問題も含めて、報酬のあり方も考

えて、それ以降の体制のあり方、医師の確保について、町民の大事な健康を守

るための町立病院ですから、近隣の医療状況も含めてしっかりやっていくこと

を約束したいと思います。宜しくお願いします。 

○ 議長 堀  広一 金子廣司議員。 

○ 議員 金子 廣司 今、町長の力強い答弁をいただきましたので、年明け

春にはいい笑顔で、よく探したというかたちで何とかなればいいと期待して私

の一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○ 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。本日は、これを

もって散会いたします。なお、１２月６日の本会議は午前１０時から再開しま

す。 

   （午後 １時５６分散会） 


