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○ 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。 
（金子副議長、齋藤教育委員長、多田農業委員会会長 所用のため欠席の旨報

告する） 
  ８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 君 
松 田 順 一 君 

の両君を指名いたします。 
 
◎ 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発言を許します。 
○ 議長 堀  広一 順番１ 大釜 登君、発言願います。 
○ 議員 大釜  登 通告書に基づき２項について質問させていただきます。

１点目は、交流人口対策についてです。この件については、３月の予算特別委

員会の総括質疑で一度質問していますが、今一度、質問させていただきます。

町長は本町の交流人口の核となる温泉、皆楽公園エリアを中心とした管理運営

をして観光客の集客対策を進めていく考えを、本年度の執行方針で発言してお

ります。しかし、ここ数年、温泉や公園、キャンプ場、パークゴルフ場など来

町する人々が減少しているのが現実です。それに、公園周辺では廃業や倒産で

店舗がなくなり、そこに追い打ちをかけるように保養センターの指定管理者が

１０月末に撤退が決まっていると聞いております。そうなれば交流人口が増加

するどころか減少していくのではないかと危惧されます。この間、町は何の手

も打っていないと感じられます。一方、民間では水辺の家の施設で友朋の丘が

レストラン、８月には期間限定ではありますが「花の里つきがた」法人が地元

産農産物の販売をして、観光客を受入れるために一生懸命頑張っております。

行政として早急に対策を講じる必要があると思いますが、町長として交流人口

対策についてのお考えをお伺いしたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 答弁させていただきます。今ほどの質問にもありまし
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たが、保養センター等施設の指定管理者の撤退については、先般の全員協議会

でも経過等について説明させていただいたところですし、今後、この施設の維

持については、別の議員から質問通告がありますので、その際、考え方を申し

上げたいと思っております。いずれにしても、温泉施設は皆楽公園エリアにお

ける核となる施設でありますので、早急に今後の方針を決定してまいりますの

で、ご理解いただきたいと思います。その上でお伺いの今後の交流人口の増加

策ということですが、特に皆楽公園エリアにおける過去そして現状を少し申し

上げたいと思います。管内においては、今から３０年前になりますが、１町１

銭という流れで競うかのように温泉ボーリングが行われ、本町においても比較

的早い昭和６２年に保養センターをオープンし、翌昭和６３年には温泉ホテル

を建設したところであります。その後はな工房の建設、保養センターのリニュ

ーアル等を行いながら、ピーク時には年間温泉入館者が約２２万人、宿泊者が

多目的アリーナとの相乗効果もあり１万３,０００人を超えた時期もあったわ

けです。しかし、その後札幌近郊において日帰り入浴施設が次々と開業される

につれ客足が遠のき、特に平成１５年から平成１６年にかけて一気に３万人の

入館者が減少して１７万人台に落ち込み以降、現在は８万人の状況であります。

また、つち工房においても、オーナー農園の貸出しが全盛期の頃は約１００区

画を整備し、ほぼ全区画の貸出しをして作付けから管理・収穫まで年間複数回

本町に足を運んでいただくオーナーを集めて、秋には収穫祭で豚汁を振る舞っ

たこともあり、餅まきなどのイベントができるほど賑わった時代もありました

が、これについても、札幌近郊に同様の施設が次々と整備されたことにより、

現在はほとんど利用がない状況で、平成１８年からコテージガーデンに貸付し

翌年から指定管理者としてきたところであり、先日開催されたトマトイベント

には約６００人が町外から来られ、周辺の活性化が図られているところであり

ます。また、パークゴルフ場についても、平成１１年に開設し平成１６年まで

は２万人台の利用者がありましたが、平成１７年度には１万６,０００人と落

ち込み以後、下降傾向をたどっているところで、これも同様に民間事業者がよ

り多くのホールを備えた施設を開業してきた結果と分析されるところであり

ます。また、むつみ屋の倒産により今年４月にはログハウスが撤去されたこと

も公園周辺が寂しくなった要因の一つであり、周辺施設への影響も大きなもの

があります。その他皆楽公園は、キャンプ客やヘラブナ釣り、野球場、多目的

アリーナなどの目的を持った利用者については、ほぼ横ばいという状況にあり

ます。先ほど、大釜議員の質問にもあったとおり、水辺の家の二階については、

友朋の丘に貸付しているところであります。また、本年８月からは農水省の後

押しによる農業と福祉の連携プロジェクト事業で、町としてもこの協議会の構

成メンバーとして参画し、NPОを中心として一階に簡易直売施設を開設した



 3 

ところで、今後の展開が期待されているところであります。先ほどの議員の質

問にもありましたが、私は今年度の執行方針で「本町の観光の核は、皆楽公園

周辺施設である。」としながらも、町全体での交流人口の増加策について述べ

てきたところであります。一つには樺戸博物館であります。「北海道開拓に深

く関わってきた歴史を広く内外にＰＲしてまいります。」として、私がこの間

本町の歴史広く北海道開拓に関わってきた歴史を学ぶ中で、色々な方々にお話

しさせていただく機会がありました。こういったことが旅行会社にも注目いた

だき、７月５日には私がガイドとなって樺戸博物館はもちろん両隣のまちの歴

史も紹介するツアーを企画していただいたところ、応募と同時に定員の４０名

がすぐに完売する状況で、昼食には皆楽公園でさかいのジンギスカンを賞味い

ただき、土産にはトマトジュース、友朋の丘の食パン、聖母園の納豆を詰め合

わせてお持ち帰りいただくなど、大変好評の中に本町を PR できたものと思っ

ているところであります。続く第二弾として、今週１３日の月形刑務所矯正展

に併せて、刑務所と博物館の見学、ポポットでの昼食を含めて、前回のツアー

でキャンセル待ちとなった方々を対象に、ご案内させていただくことになって

おり、これもすでに定員に達しております。さらに第三弾としては、１０月１

８日に博物館はもとより杉林や囚人墓地加えて石狩川頭首工の視察さらには

温泉の入浴など町の施設に特可してご案内させていただく企画を練っている

ところであります。こうした企画によって町外の方々に本町を知っていただき、

足を運んでいただくことが、交流人口の増加につながるものと考えているとこ

ろであります。また、石狩川頭首工ですが、これも観光資源の一つと捉え、執

行方針にも掲げました。現在、頭首工には、毎月、相当数の団体が視察に訪れ

ております。担当課では事前に視察予定を頭首工管理事務所から情報提供いた

だき、視察団体にダイレクトメールを送り、博物館の視察や昼食場所の情報を

ご案内し、結果、相当数の団体の利用に結び付いているところであります。こ

うしたことで、樺戸博物館の入り込みも８月末現在では、前年比１,３２１人

の増となっているところであります。さらに、グリーン・ツーリズムの活動で

あります。本町は事務局である「空知 DE い～ね」からのお誘いを受け、平成

２０年から農業者の自発的活動として、都市と農村の交流を目的に道内外から

中学・高校生の農業体験研修の受入れを行っているところです。これまでの受

入れ総数は２６年度末で延べ６４戸、１,３３８名となっており、年々活動が

活発になっているところで、ここには単なる交流人口に止まらない心の交流が

支えていると考えているものであります。今後の取り組みですが、私は今、国

が進める地方創生総合戦略の中で、観光分野における広域連携を模索しており

ます。具体的には、国道２７５号線沿線の当別町から沼田町までの自治体７町

の歴史や観光資源を生かし連携することで、商工観光の振興とともに町や地域
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の PR と活性化を図ることができないかということで、自らが発起人となって

呼びかけをしたところ、全関係首長との快諾をいただく中で、現在、事務レベ

ルでの検討会議を開催し、具体的な推進方策の策定に向かっているところです。

現在、私は、２７５号線沿線を単に１２号の裏街道としてではなく、それぞれ

のまちの歴史を活かしながら連携していくことで交流人口を沿線に呼び込み、

ともに活性化を図ることで、交流人口の増加につなげて行きたいと考えている

ところであります。 
○ 議長 堀  広一 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 この問題は、以前にも何回か質問していると思います

が、同じような答弁をいただいている気がします。やはり、月形町のメインは

月形温泉皆楽公園が中心であって、そこに町外から多くの人たちに来ていただ

くことが、まちの活性化につながると思っています。ただ、こういう問題が起

きても数字的なことや行政がこんなことをやっているということは聞くので

すが、民間が一生懸命頑張っているように思えるのです。期間限定ですが、友

朋の丘のレストランをやっているし、そんなかたちで町民は仕事ですから営業

目的でやっていることもありますが、本来、町としてバックアップして、人を

呼び込むためのことは、やはり町の責任でやらなければならないと思います。

全体的な流れを聞いていますが、集客体制を行政がもっとしっかりやって行か

なければ、皆楽公園も寂れていくし、交流人口を増やすためには、オール月形

という言い方は大げさかもしれませんが、農協や商工会、民間も交えてこれか

らの公園エリア観光について、しっかり進めて行かなければ衰退していくのが

現実であると思います。それで、今の町長の答弁で、温泉については別の議員

が質問しますので、あえて言いませんが、今後の温泉施設皆楽公園を周辺とし

た流れの中で、町が本当にこれからどのようなかたちで進めていくのか、町長

の気持ちが見えてこなければ民間も体制を作っていけないので、これからの公

園の在り方、１０月で温泉撤退ということも聞いていますが、これは町営でや

ればいいということも公開していますが、それをオール月形で考えて対策を講

じて行かなければならないと思いますので、その点について考えがあれば、お

伺いしたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 ただ今の話で、いわゆる行政が主導権を持って積極的

に対策を打っていないのではないかということですが、過去の流れを申し上げ

ましたが、温泉・野球場・パークゴルフ場を造って皆楽公園を整備したのは全

部行政側がやったことであります。その中で民間の人たちも入ってくれたとい

うこともありますが、決して、私はそれが行政が手を抜いていたとは感じてお

りません。ただ、残念なことは、全体としての観光人口のニーズが温泉からは
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相当遠のく、全道各地の有名温泉が全部廃業していく状況の中で、ニーズが今

変わってきているのだろう。かつては注目もされなかった美瑛の丘、中富良野

を含めたいわゆるラベンダー街道が、３０年前はほとんど注目されなかったも

のが、今や注目され美瑛町には年間１２０万人の観光客が入ってくるそうです。

ただ、これを仕掛けたのは、最初に写真家前田真三氏を奨励して始まったのは、

今から５０年前だそうです。今一度、温泉ということだけでなく、これからの

ニーズがどこにあるのかを含めて、しっかり皆さんと検討しながらやって行き

たいと思っております。そういう意味では、今全体の私たち世代が退職してい

わゆるそういう人たちが、ニーズとして考えられるのは、歴史を含めたカルチ

ャーに関して相当要求が高くなってくると考えております。そういうことも含

めて、樺戸集治監をはじめとする歴史が一つのキーワードになってくるだろう

ということで、数年間やってきた結果の一つとして、現在その企画も進行して

いるところですので、ぜひ、それについては、ご理解していただきたいと思っ

ています。また、皆楽公園をそのままにしようとは思っていませんし、そのこ

とについては、後ほどの出村議員の質問に答えたいと思っています。 
○ 議長 堀  広一 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 しっかり対策していただき、人口も減少する、交流人

口も減るということであれば、まちがどんどん寂れて行くと思います。その点

で、先ほど行政だけの責任ではないですが、しっかり対応していただくことを

お願いいたします。もう一点、今回１０月末で温泉保養センターが撤退するこ

とを８月の全員協議会で説明いただきましたが、その時の説明で温泉撤退の契

約が８月１０日に結ばれたと聞いていますが、よく聞くと７月の段階でこうい

う話が出ていて、我々議会には８月１８日の全員協議会で説明していただきま

したが、８月１０日に契約解除を結んで、あえてそこでは質問しませんでした

けれども、温泉の問題は指定管理を受けるとき、町から５００万円お金を出す

とき、条例の改正も議会に諮ってやってきた経緯があるので、契約の仕方は協

定書に則ってやっているので問題はないと思いますが、契約解除になってから

議会に報告ということは、我々議会は終わったことに対する報告を受けるだけ

であれば、今まで我々も指定管理のために色々協力してやってきたのですが、

私も毎日のように温泉に行きますが、「議員はそういう話も知らないのか。」と

いうことで逆に町民の方がよく話を知っているのです。温泉の方からお話しな

どを聞いてやっていると思いますが、議会が知らないで町民が知っていて「お

前たちは何をやっているのか。」ということで「撤退する話は聞いています。

結論はまだ出ていない。」と言って、１８日にそういう説明を受けて、我々の

意見も反映されないで１０月に撤退すると、本来であれば、契約違反なので、

私は１２月３１日まで、年度末３月３１日までやっていただいて、その間に町
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として色々な行動を起こしていくのが本来ではないかと考えております。その

経緯について、もう一度我々議会に報告が遅れた理由と今後どのようなかたち

で進んでいくのか、お伺いしたいと思います。 
 

（出村議員 午前１０時２３分退席） 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１０時２３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２４分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今ほどの議員の質問に、いわゆる指定管理をするとき

には、議会の議決があってやったにも拘わらず、いわゆる期間満了でないとこ

ろの撤退に関して議会の承認がいらなかったのかということは、誤解されてい

る部分があっては困るので、まず、担当課から説明させます。 
 

（出村議員 午前１０時２５分入室） 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１０時２５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２６分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 指定管理の取り消しについては、町長の取り消し

通知のみでよいという実例があり、それに基づいて、先ほど取り消しの契約を

交わしたというご質問だったと思いますが、そうではなくあくまでも町長から

取り消しを通知しますということで、通知したものです。その前段に協定の中

で取り消しの申し出があったときは双方で協議するということで、協議したの

が先ほど大釜議員は７月２６日と言われましたが、前回、説明申し上げたのは

７月２９日付けでオオタから文書いただいております。その７月２９日付けの

文書が提出されたときに、オオタ社長、月形事業部の小形支配人、副町長、私

の４人で協議が整ったということで、協定に基づき、これが協議であると思っ

ております。言われるように議会の皆さんにもお話ししてからというのが筋か

もしれませんが、８月１８日に常任委員会開催の予定がありましたので、その

際に説明させていただいたということです。これは９０日という協定の中でご

ざいますので、提出されてから速やかに取り消し通知をするのが妥当であると

判断して町長において通知したものです。 
○ 議長 堀  広一 町長 
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○ 町長 櫻庭 誠二 今、説明があったとおり、７月２９日にいわゆるオオ

タ側と産業課長、副町長で協議し、その後、私の名前で８月１０日に「分かり

ました。」ということで返事をしたところです。それ以前に議会に報告するこ

とが妥当なのかどうかは、常に行政側としては迷うところであります。正式な

処理をしない間に議会に相談することは正しいのかどうか。そこも含めて今回

は正式な通知を出して側近の常任委員会、その後、全員協議会で報告したのは、

そんなに時間をおいてしまったという感覚的には思っていない状況でありま

す。 
○ 議長 堀  広一 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 手法については、協定書に則ってやっているのはよく

分かるのですが、私が言いたいのは、町民が混乱しては困るから内密に議会に

も話をしないでと言われていましたが、我々議会が知らないことを町民がかな

り分かっていたのです。温泉に毎日のように行っていますが、我々議員より町

民の方の情報がすごくて１０月いっぱいで撤退することは聞いているのです

が、「議会が知らないのは何事だ。お前たち、議員やっているのだから相談を

受けていないのか。」ということで、議会の議決がどうこうではなく、なぜ、

もっと早く議会に話をしていただけなかったのかということが、残念でならな

いのです。今後こういう問題も起きてくると思いますが、やはり、色々な説明

をしてくれなければ、議員として町民に答えていくときに確定していないこと

を言えば大変なことになりますので、町民が分かっていながら議員が分からな

いというのが、私にとっては情けない。情報を漏らすなということは知ってい

ますが、町民の方が情報をよく知っているのです。１８日に話をする前に２９

日だから時間がなかったということではそれで終わってしまいますが、そのよ

うなことも考えて今後もこのようなことが起きてくると思いますので、しっか

り議会も対応して行かなければならないことも出てくるので、事前のお話しを

しっかりしていただきたいということをお願いします。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今後もこのような事案が出てきたとき、しっかり決定

したものを議会に報告するのか。そうではない段階で報告するのかということ

は、今後の課題の一つであると思っています。ただ、２９日に話し合ったのは、

４人での話ですから、決定書として出したのは８月１０日ですから、それ以降

の直近ということを考えたら、８日間というのはそんなに遅い時期ではない。

町民の方がどういうかたちで知っていたのか分かりませんが、役場側から止め

ますと発信しているわけではありませんので、それについては誤解のないよう

にしてほしいと思います。今後こういう事案が出たときには、議長、副議長を

はじめ公表していいかどうかも含めたところについては、検討課題とさせてい



 8 

ただきます。 
○ 議員 大釜  登 了解しました。２点目は、流動人口（転入、移転）に

ついてお伺いいたします。今、全国的に人口減少問題が起き、わが町もこの課

題に直面していると考えられます。特に現在雁里地区では、遊水地事業で立ち

退きを余儀なくされております。そのため現在住んでいる方が新天地への移転

を考え計画を進めていると聞いております。できることなら月形町に住み続け

ていただきたいのですが、これはあくまでも個々の考え方なので引き留めるこ

とは難しいことは重々承知しております。しかし、この事業が決まって数年が

経っております。この間、町として地域の方々との相談や対話を持って対策を

講じてきたのか。その結果と現状についてお答えできる範囲で答弁願います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 遊水地計画については、平成１８年に水害に強いまち

づくり調査検討委員会の協議からはじまり、翌年８月には遊水地計画として説

明会が開催されたところであります。その後、地域住民により設立された対策

協議会と事業者である北海道開発局との協議が重ねられて、現在に至っている

わけであります。その間、平成２１年度からアンケート形式での意向調査を毎

年続け、平成２５年度から個別訪問による意向調査を実施しております。また、

意向調査に際しましては、町内三つの分譲地などの情報提供を行ってきたとこ

ろであります。移転の期間は、当初、事業が始まった平成２４年から５年間で

完了させたいとしておりましたが、作物への保障、通い策補償など遊水地であ

りながら今後も農地として営農継続するという全国初の事例であり、ルールづ

くりに時間が必要となったため、現在、移転期間は示されておりません。また、

移転交渉は、下流側というのが通例となっており、北村地域が先行して行われ

ております。なお、移転補償につきましては、事業者側の取り進めとして農業

者以外の移転を先に行っており、今後、農業者の移転が行われていくところで

あります。これらを背景に、雁里地域におきましても平成２５年度には移転補

償の下調べとなる物件調査が立証されたところであり、平成２６年度から農業

者以外の方の移転補償契約が始まったところであります。雁里地区も高齢化が

進んでおり、平成２６年度の契約者については、一人世帯の高齢者宅４軒が移

転しております。これを機に町外の子弟宅へ転出を決められた方が２軒、町内

の子弟宅への移転が１軒、公営住宅を希望した１軒の方には優先的に入居して

いただいたいところであります。結果として、一人世帯の高齢者４軒のうち２

軒が町内に住む結果となりました。雁里地区は、１００戸を超える対象者がい

る北村地区とは違って１３戸がその対象となっており、移転先においても個人

の希望を最優先として進めています。そして、それぞれが住む移転方法、それ

ぞれが望む移転方法、営農継続への考え方、相談内容に対し、個別に対策を打
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つことが必要であり、今後移転となる農業者の中にも営農形態の違いから移転

の時期、必要となる土地面積などへの対応、法人経営への移行の可能性などを

含めて、移転先の農地転用手続きや農業地域農用地区域からの除外など、それ

ぞれ様々な状況で、最善となる対応をきめ細かく進めて行きたいと考えている

ところであります。なお、月形町の定住化促進事業における月形町快適な住ま

いづくり住宅補助要項においては、公共事業により補償を受ける事案に対して

の助成は対象外となっているというのが実際のところです。 
○ 議長 堀  広一 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 現状についてお伺いしましたが、１３軒の方が本来は

本町に残っていただくことが一番ありがたいのですが、色々な事情もあって転

出される方、もし、少し時間の余裕があれば、これから移転される方について

は、もう少しお話しいただき、本町に残っていただけるような対策を講じてい

ただきたいと思っています。今後の町長の手法に期待いたします。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今、残っている農家の皆さんを含めて全員を月形町に

残ってもらいたいというのは私の希望でもあります。ただ、残念ながら今回の

移転補償で営農を続けないと言われる方も何軒かあります。これらの方にとっ

ては、旧雁里地域は生活基盤が北村今の岩見沢ということで、私たちのまちに

来るというのは、かなり厳しいというのが実際のところであります。農家で１

軒についてはすでに月形町に移転した方がおります。そして、また、花き栽培

を希望する人たちは、あの遊水地では花き栽培はできないことになっています

から、月形町にいわゆる農地を含めて移転希望も出ているということで、そち

らについては、しっかり農業委員会も含めて検討しているというのが実際のと

ころであります。 
○ 議長 堀  広一 大釜 登君 
○ 議員 大釜  登 了解しました。 
 
○ 議長 堀  広一 順番２ 出村 隆君、発言願います。 
○ 議員 出村  隆 通告に基づきまして、２点について質問させていただ

きます。１点目は、ふるさと納税についてです。月形町民が町よりサービスを

受けてより良い生活をするためには、資金が必要です。多くの資金を得るため

にはふるさと納税を利用すべきであると思っています。そこで、町長に質問で

すが、月形町としてどのような対応をしているか。記念品の内容について今後

拡充する予定はあるか、質問させていただきます。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 答弁させていただきます。最初にふるさと納税制度の
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経緯について少し説明させていただきたいと思いますが、平成２０年４月３０

日に地方税法等の一部を改正する法律により、人が地方自治体に対する寄附金

のうち、平成２２年までは５,０００円を超える部分について、個人住民税所

得割の概ね１割を上限として、所得税と併せて全額が控除される制度が制定さ

れたところであります。これは、国内において都会の一極集中から生まれる地

域間格差や過疎などによる税収の減少に対して、格差是正のために導入された

ものであります。元々は政府が地方応援のために都市などで支払う税金の一部

を、居住する以外の町に納税できる制度と考えましたが、制度上に問題があっ

たため不可能となりました。そこで、政府は、地方税法を改正し応援したい市

町村に寄附することによって所得税・住民税の控除が受けられるという初期と

は違うかたちになったわけです。このメリットとしては、成長して生まれ故郷

を離れてもその地域に貢献することができる。また、地方では、教育に対して

税金を注いでも就職のため都会などで暮らすため税金回収ができなかったが、

いくらかの回収になるというのが、本来的な意味のふるさと納税ができたとき

の趣旨であると思っています。今は、残念ながら各地のブランドになる農産

物・水産物を提供するということで、その見返りがあまりにも大きくなってし

まって、本来的な意味のふるさと納税の趣旨とは少し変わったのではないかと

感じているところであります。月形町の現在の取組みですが、月形町では平成

２０年７月制度運用を開始しております。平成２６年８月１日にふるさと納税

取扱要項を制定し、必要な事項を定めたところであります。また、寄附金の使

途の指定としては、子どもたちが健やかに、力強く成長するための取組み、移

住定住促進に関する取組み、観光振興、それから指定なしとして皆さんからふ

るさと納税をいただいているところであります。また、お礼の記念品というこ

とでは、寄附金に対して実は平成２７年度に記念品の内容を充実させていただ

きました。１万円以上２万円未満については、３,０００円以内の品を贈りま

す。２万円以上５万円未満については、５,０００円以内の品を贈ります。そ

して、５万円以上については、１０,０００円以内の品を町内で揃えて発送し

ているところですが、記念品の発送料は、別と考えていただきたいと思います。

取扱の手順ですが、ふるさと納税の申告受付については、総務課が行っており、

納入告知書の発行、寄附金受領証明書の発行、市町村民税・寄附金税控除申告

書を発行しているところです。記念品は、申請時に希望を取りまとめ贈呈して

おります。今までの実績を申し上げますと、平成２２年度の実績としては、４

件、１０万円、そのうちの使途目的としては、子どもたちの育成６万円、観光

３万円、指定なし１万円でした。平成２３年度の実績としては、５件、１８万

３,８８０円、そのうちの使途目的としては、子どもたちの育成１１万円、観

光３万円、指定なし４万３,８８０円でした。平成２４年度の実績としては、
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５件、１１万円、そのうちの使途目的としては、子どもたちの育成５万円、観

光６万円でした。平成２５年度の実績としては、３件、８万円、そのうちの使

途目的としては、子どもたちの育成１万円、観光５万円、指定なし２万万円で

した。平成２６年度の実績としては、１１件、８８万円、そのうちの使途目的

としては、子どもたちの育成７万円、指定なし７６万円でした。今年度は、現

在のところ１２件、３１万５,０００円納税されているところであります。平

成２２年からの累計では４０件、１６６万８,８８０円が納められているとい

う内容であります。 
○ 議長 堀  広一 出村 隆君 
○ 議員 出村  隆 次の質問をする前に、今年の２月１８日付北海道新聞

空知版にふるさと納税について特集を組んでいるので、そこを読ませていただ

きたいと思います。『自治体に寄付すると税金の控除を受けられる「ふるさと

納税」について、空知管内２４市町の２０１４年度の寄付件数は、昨年１２月

末時点で計２万６８７４件に上り、既に１３年度（５４８８件）の５倍に達し

たことが分かった。』ということで、『最も多くの寄付金が寄せられたのが栗山

町で、１億１２７万円。既に前年度の４倍以上を集めている。同町は「財源確

保だけではなく、全国に栗山町を PR できる。特産品の発注を通して、地元経

済の活性化にもつながる」と。“一石三鳥”を強調する。同町は５千円以上の

寄付者に対し、メロンや米など３千円相当（送料込み）の返礼品を贈っている。

本年度から返礼品を１３種類から４３種類に増やし、金額に応じて選べる仕組

みにした。さらに寄付者には返礼品を年１回だけ贈っていたが、本年度から回

数制限をやめた結果、リピーターが増え、１人で１０回以上寄付した人もいた

という。管内で寄付金額が最も少なかったのは月形町で、８３万円。同町は「新

年度は米やメロンを含め、返礼品の種類を増やすことを検討したい」としてい

る。』ということで、北海道新聞社から取材を受けて町が答えたことであると

思います。そこで、今年はどのように増やしたのか、聞きたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今ほどの話で、空知で一番少なかったことは事実であ

ると思っています。昨年、金額として１１件、８８万円を寄附してくれた人は、

間違いなく私たちのまちということを意識して、それは返礼品ではなく月形町

を応援したいという人たちが送ってくれたものです。私は、全員の名前、想い

も知っています。だた、そういうことではなく、返礼品を目当てに今フィーバ

ーしているこの制度が、本来的な意味でのふるさと納税に意味として合致する

のかということでは、そうではないと思っていますが、あまりにもその差が大

きすぎるという出村議員の質問については、私もいささか感じているところで

あります。今年、浦臼町では、１億８千万円集まったそうで、返礼しようにも
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メロンの規格ももうなくなったという状況だそうです。インターネットを使っ

たものが、大変効果があることは分かっていますので、今後については、遅れ

ばせながらではありますが、月形町独自の特色を盛り込みながら取り組んで行

きたいと考えているところです。昨年に対して今年どのように品物に変えたの

かという質問については、担当課長より説明させます。 
○ 議長 堀  広一 総務課長 
○ 総務課長 久慈 富貴 平成２６年度までの返礼品については、主にトマ

トを金額とは別にお礼状とともに発送しておりました。ただ、２５年、２６年

頃からふるさと納税の内容についてフィーバーし始めたということです。先ほ

ど町長が申し上げた寄附金額に応じてということで、それぞれパターンをつけ

て、これについては、町のホームページなどでご案内しておりますので、ご承

知かと思いますが、説明させていただきます。まず、金額２万円以下の場合、

まんまるトマトジュースを２０本・町特産の赤肉・青肉メロンセット・新米な

なつぼし・ジンギスカンとトマトジュースセットの中から１点を選んでいただ

くということです。また、５万円未満の場合、まんまるトマトジュースを３０

本・ダイナマイトスイカ１玉・おつきさま（スイカ）１玉・いろいろなジンギ

スカンのセット・ジンギスカンやホルモン、ソーセージなどの詰合せの中から

１点を選んでいただくということです。また、５万円以上の場合、いろいろな

ジンギスカンのセットということで、さかいのジンギスカンを主として詰合せ

が３種類ということで、その中にはジンギスカンとトマトジュースをセットに

したものということで、地元商店また農協とタイアップしながら、希望に添え

るように贈っております。ただし、季節ものについては、売り切れ次第なくな

りますので、別の品物ということで、今回設定したところであります。 
○ 議長 堀  広一 出村 隆君 
○ 議員 出村  隆 先ほどの質問で町長からフィーバーしているというご

指摘がありましたが、私もそのように思うけれども、そんなことを言っていら

れないと思います。確かに月形は基金を持っていますが、これからのことを考

えたら少しでも多くのお金を集めて先頭を走るべきではないかと思います。最

下位ではダメであると思います。国会議員の答弁ではないですが、そういうこ

とを言ったところでどうしようもないと思います。お金がなければまちは動い

て行きません。それで、道新の特集記事を見ると他市町の努力されていること

が書かれていて、これは去年の段階ですが、うちと人口がさほど変わらない上

砂川町を見るとうちより寄附金額が多いということで、主な返礼品が温泉ペア

宿泊券、ニジマス燻製、須部都川より小さい川でよくニジマスを養っていると

いうことで、色々努力されていると思いますので、うちの町も努力するべきで

はないかと思います。きれいごとを言っても始まらないと思います。もう一つ、
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先ほど、総務課長から答弁いただきましたが、９月３日の樺戸監獄物故者追悼

式で配られたパンフレットと道新に載っている内容が少し違っているのです

が、道新には月形町の返礼品を贈呈する基準が１万円は４千円相当と書かれて

いて、パンフレットには、１万円以上２万円未満、３,０００円以内の品とい

うことですが、トマトジュースは計算すると２,０００円相当、メロン２玉の

北の女王（赤肉）・月雫（青肉）は値段が下がって１玉１,０００円として２玉

で２,０００円相当ではないかと思いますし、１５セット限定では出す人がい

ないと思います。きれいごとでうちの町はそれでいいということであればそれ

でいいですが、少しでもお金を集めて町民の暮らしを豊かにしたいと思うわけ

です。他の町も頑張っていると感じられましたので、うちの町も頑張るべきで

はないかと思っています。それと、道新には月形町の返礼品を贈呈する基準が

１万円は４千円相当と書かれていては誤解されると思うので、パンフレットで

は１万円以上２万円未満は３,０００円以内と書かれているので、今、トマト

ジュース１本１１０円ぐらいだと思うので、計算では２,０００円から２,５０

０円で計算していました。ですから、取材を受けたときに知らせるべきである

と思います。そして、大いにお金を集めるべきであると思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 きれいごとを言っていてもしかたがないからお金を集

めなさいというのは、少し乱暴な言い方であると思っています。本来的な意味

でのふるさと納税というのは、自分が応援したい町に対して一部を税金控除が

ある部分については、その町でがんばってくださいという意味ですから、その

ことの趣旨からあまり外れるようなことはしたくないと言っているので、金を

集めるつもりはないとは言いませんが、ただ、多くの町村が億単位で集まって

くるのは、民間がやっているインターネットのサイトに、これは登録料も含め

て相当のお金がかかるわけですが、それをしたことでいわゆる全国の人たちの

目に集まってくるときに、お買得感のある景品がある所にそれぞれお金が集ま

っていくというのが今の流れですから、あまり景品競争だけはしたくないとい

うのが、私の中ではあります。今後について、ふるさと納税の考え方を含めて

議員の皆さんと議論ができることがあれば、また、率直に議論を重ねて行きた

いと思っております。 
○ 議長 堀  広一 出村 隆君 
○ 議員 出村  隆 分かりました。２点目は、月形温泉について、町とし

て今後、宿泊施設をどうするのか。月形温泉宿泊撤退によって、月形町人口減

拍車がかかると思われるが、どう考えるか、答弁願います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほど大釜議員から温泉施設についてという質問があ
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りました。これについては、出村議員と質問内容が重なっているので、出村議

員の時に説明しますということでしたので、ここで、温泉施設について説明さ

せていただきたいと思います。月形温泉については、先般の全員協議会でも申

し上げたとおり、指定管理者の突然の撤退という状況で、現在、今後の在り方

について当面日帰り入館部門の利用については、振興公社に業務管理をさせて

営業継続することとして検討しているところで、掛かる費用等については、補

正予算の議決をいただかなければならないことから、公社で運営した場合の最

低人数の確保と人件費の積算、光熱水費等物件費の積算、対する入館料及び販

売収入との差を持って適正な委託料を算出すべく作業を進めているところで

すので、これらを算出した後に臨時会の開催をお願いするところであります。

いずれにしても、公衆浴場のない本町においては、浴場の継続は公衆衛生上廃

止することのできない施設であると考えるところであり、この部門については、

隙間なく運営して行きたいと考えております。ただし、入館入口を以前のゆり

かご玄関に戻す、伴って入館料発券機の移設、また、浴室の清掃やカーペット

等の美装、さらには在庫整理など若干リニューアルのため、数日程度の時間を

いただきたいと思っていますので、この点については、ご理解いただきたいと

思っております。レストラン及び宿泊部門の今後の運営については、他に宿泊

施設を持たない本町においては、これも残さなければならない施設と考えてい

るところであります。ご承知のとおり、平成２４年度に現在の指定管理者制度

を採用した理由は、年々振興公社に対する委託料が増加する中で、温泉部門を

公社から切り離し施設を無償で貸し付けるということで交合し、周辺施設との

相乗りや活性化を図るに足りる計画書をもって指定管理者を選定したところ

ですが、この間、サービス面や運営の面で様々ご指摘を受けてきたところで、

当然、管理監督の立場にある町としては、その都度改善を求めて指定管理者と

の協議ときには指導というかたちで行ってきたところです。しかしながら、協

定書にもあるとおり、町はこの業務が民間事業者等によって実施されるもので

あることを充分理解し、対等な立場に立ってその趣旨を尊重するものとすると

いう規定を解釈するに、営利を追求する民間団体はコスト削減を優先するがた

めなかなか町側の意向が汲み取られない、指定管理料が発生していないという

ところで、指導にも限界があると感じたところであります。従って、今後は様々

なパターンを想定し充分検討した上で、再開を目指さなければなりません。現

在のように新たな指定管理者を公募して、施設全体を任せる形態。従前のよう

にレストランと食事提供部門を別に委託して振興公社に指定管理させる方法

で、準直営とする形態。あるいは、料理人を振興公社が直接雇用して、完全に

指定管理する形態などが想定されるところであります。いずれにしても、少し

でも早い時期に宿泊部門が再開できるよう努力してまいりますので、ご理解を
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お願いするところであります。もう一つ、月形温泉宿泊の撤退により月形町の

人口減に拍車がかかると思われるがということですが、現在保養センター及び

温泉ホテルの運営に係わる株式会社オオタの全従業員は２２名であり、内訳を

申し上げますとフロントは６名ですが、うちオオタの経営陣家族３名、保養セ

ンターの売店１名、レストラン３名、料理人３名、施設管理及び夜警などを兼

ねて４名、パート清掃員５名であります。このうち町外からの雇用は、料理人

３名、レストランのウェーター１名、施設管理１名の計６名であります。今後、

温泉の再開に当たっては、当面、最小限の人数で運営しなければなりませんが、

特に町内の従業員でここの働きで生計を立てている従業員については、失業す

ることのないよう充分に配慮して行かなければならないと考えているところ

であります。ただし、宿泊及びレストランを休業することにより、どうしても

一時雇用できない期間があることについては、ご理解いただきたいと思ってい

るところであります。振興公社・温泉ホテル時代から永く働いている従業員で

あり、それぞれ本人の意向を汲みながら対応してまいりたいと考えているとこ

ろであります。従って、温泉宿泊施設が撤退することによって即人口減少につ

ながるとは考えていないということであります。 
○ 議長 堀  広一 出村 隆君 
○ 議員 出村  隆 色々な理由があると思いますが、なぜ、業者が撤退す

ることになったのか。産業課長が直接、交渉の窓口になっているので、相手は

どのようなことで撤退するのか、お聞かせください。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今の質問で、どこまで話せるか分かりませんが、担当

課長より説明させます。 
○ 議長 堀  広一 産業課長 
○ 産業課長 古谷 秀樹 先般の議員協議会でも説明したと思いますが、改

めて申し上げますと、指定管理取消の申し出の中で、取り消し理由ということ

で、読ませていただきますと「過去３年間の決算書をもって本管理業務上の問

題点を相談しておりましたが、根本的な解決を見ず、結果的に３年間で大幅な

欠損を被っております。これは、弊社のみの努力の範ちゅうを大幅に逸脱し、

このままでは業務遂行が困難であると判断いたしました。」ということで、過

去３年間の赤字が原因であると考えるところであります。 
○ 議長 堀  広一 出村 隆君 
○ 議員 出村  隆 それは、月形の人口が減少しているからであると思い

ます。私は神社の責任役員ということで神社に携わっておりますが、今年は樺

戸神社祭で出店を頼んだところ２店しか来なくて、何とかお願いして６店にし

ました。また、来年は３日間ではなく２日間にしてほしいと言われました。そ
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れは、人口が減っているため、露店の店主の方々が儲からないことをもろに感

じたためであり、来年からはこちらでお金を出さなければならないという話し

合いをしました。それで、温泉もやはり、周りの環境もありますが、月形の人

口減少によって宿泊者が減ったというのが原因ではないかと思います。また、

宿泊を再開することによって、経費を町の一般予算でカバーしなければならな

いのではないかと思っています。そこで、人口の推移ですが、これも道新の空

知版に全道、空知管内２４市町の人口減少率が載っているのですが、空知支庁

は約１．８倍の減少率ということで、月形町は２番目に入り、大きいのは歌志

内市５．０％、夕張市３．６％、月形町３．６％、上砂川町３．６％というこ

とで、私は、刑務官として刑務所に勤務していたのですが、６００人体制から

１,８００人体制と私が退職してから５０人増やしているのです。統計を取る

前には終わっているのですが、後は広域移動等で転勤してきた家族が増えてい

るはずなので、町はすごく減少しているのではないか、それにより町内の商店

も減少しているのが起因ではないかと思うわけです。それから、ネットで資料

を持ってきたのですが、住民基本台帳の人口の世帯数ということで、平成２６

年１月から平成２６年１２月までで月形町は１３１名減っているのです。この

ように人口がどんどん減っているので、商売が成り立たないということから、

温泉も撤退したのではないかと思います。他の要因もあるかと思いますが、そ

こを何とかしなければこの町は成り立っていかないと思いますので、町長は今

後の月形町の人口の歯止め策について何かありますか。これは、温泉について

の質問ですが、それが解決しなければ、温泉もこれから直営でやってもうまく

行かないと思いますが、どのようにお考えでしょうか。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 うちの町の人口減少がとまっていないというのは、ご

指摘のとおりであると思っています。ただ、今のとおり、これは全国で起きて

いる事例であります。私たちの町だけで人口減少をとめるということではなく、

全国津々浦々がそういう状況にあるということを理解してもらわないと、うち

の町だけ人口が減らなければそれでいいということになって、今は各町村が消

耗戦をやっております。子どもの医療費は大学卒業・高校卒業するまで無料化

にしましょう。宅地分譲は１円でやりましょう。人を集めるためには、ただ安

くする、サービス提供をすることでは、各町村が消耗戦をやっているようなも

のです。基本的なところで、日本の人口全体が落ち込んでいく中で、そのこと

は受け入れて、これからどうしていくのかということにしないと、町単独で今

の大きな流れを防ぐことは、できないと思っております。先ほどの大釜議員の

質問にもありましたが、いわゆる交流人口として観光人口というのは、これか

らもうちの魅力を発揮することによって来てもらえる、定住人口とは違います
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から、そういうかたちで新たな魅力の発掘、もしくは提唱を今後もして行きた

いと考えているところです。通告の質問が月形温泉宿泊施設が撤退することに

よって、月形町の人口減少に拍車がかかるということで、今の質問は、月形の

人口が減ったから、温泉利用者は減っているけれど、もちろん人口が減ること

での入浴利用客はその分減りますが、宿泊人口というのは、月形町の町民が泊

まることはほとんどないわけですから、少し意味合いが違うのかなと考えてい

ますので、今後、通告時には、そこをもう少し整理して質問していただけると

ありがたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 出村 隆君 
○ 議員 出村  隆 質問の途中から人口減少に方へいってしまったので、

町民との話で月形温泉が営業停止することにより、祖父母が亡くなってここで

葬儀を行うとき親戚が来た場合に、泊まる場所がない。月形刑務所に面会に来

て釈放者が月形温泉に泊まっていくのです。宿泊施設がなくなると利便性がな

くなるので、どうしても月形の人口が減っていくという意味です。私がもっと

恐れていることは、冬期間、月形刑務所に面会に来て吹雪いて帰ることができ

ないという心配もあり、どこに泊めるのかということがあると思います。刑務

所は国家のものですが、その施設から帰るときに吹雪いて事故が起きた場合、

ゼネコンが一気に色々な手を使って噛みついてくると思うのです。月形刑務所

は以前から話があったように千歳方面へ移転した方が作業的に利便性がある

と言われていたので、そういうことから引き金を引く可能性があると心配して

いるのです。単なる温泉のことかもしれませんが、その温泉が休業することが

人口減少の引き金になるのではないかということで、月形温泉を早く開業して

ほしいというのが、質問の趣旨です。それについて町長はどのように思います

か。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 月形刑務所と宿泊者施設ということで、出村議員の言

われていることについては、もっともであると感じているところであります。

ただ、残念ながら北海道内７刑務所で協会士会の全道大会、篤志面接員の全道

研修会は、７年ごとに行われるのですが、協会士会の全道大会は月形町で行わ

れたことはありません。月形刑務所協会士会が主催するものについても、全部

岩見沢のホテルでやりました。去年行われた篤志面接員の全道大会については、

月形刑務所の小林竜男会長が「わが町でそれをやらないでどうする。絶対に月

形町でやる。」ということで、昨年も７年前も月形町主催を主張していただい

て、月形町で開催することができました。行政だけではなく、係わる多くの皆

さんが一緒になって月形町の施設をまず利用する。存在する施設が全部そうい

うスタンスに立ってもらいたいというのは、切実なる私の願いであります。 
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○ 議長 堀  広一 出村 隆君 
○ 議員 出村  隆 もう１回よろしいですか。 
○ 議長 堀  広一 質問回数が過ぎていますので、終了してください。 
○ 議長 堀  広一 出村 隆君 
○ 議員 出村  隆 了解しました。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１１時２２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） 

      （金子副議長、齋藤教育委員長 所用のため欠席の旨報告する） 
 
○ 議長 堀  広一 順番３ 宮下裕美子君、発言願います。 
○ 議員 宮下 裕美子 通告書に従い、一般質問を行います。月形町の情報

公開の方針と運用について、まずは町長に質問して行きます。月形町第４次総

合振興計画を筆頭に町が発表する様々な計画や目標や未来像には、協働あるい

は共生の文言が並んでいます。また、昭和１５年月形がまだ村だった時代、月

形町開村６０周年に作られた町歌の４番にも「自治の栄（ハエ）」として刻ま

れています。このことから、月形町は過去から現在そしてこれからも住民が主

体のまちづくり、つまり、住民自治を目指していることに他ならなく、このこ

とはここにいる人すべての共通認識になっていると思います。この住民自治を

進めるためには、まず、何よりもはじめに町と町民が情報を共有することが基

本となります。私たち町民の暮らしの様々な情報は、町に集まる仕組みになっ

ているので、この情報共有の鍵は町からの情報公開町からの情報提供と言えま

す。そのため、町は情報公開制度を持っていて、そこには積極的に情報を提供

する姿勢がうたわれています。事例を上げてみます。一つは、町のホームペー

ジの情報公開制度の説明です。読んでみます。「情報公開制度は、町が持って

いる情報を町民の皆さんからの請求により公開する制度です。情報公開は、協

働のまちづくりを推進するために必要な制度です。この制度は町が保有してい

る情報について、住民自治の精神が十分発揮されるよう、町民の皆さんの公開

を請求する権利を保障するとともに、町が行政について町民に説明する責任を

明らかにすることにより、町民の参加と理解の下にある公平で民主的な町政の

発展に寄与することを目的としています。」もう一つ、同じ情報公開制度の説

明で、情報の提供という欄もありますので、そこも読んでみます。これは、町

長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会を指していますが、「実施機関は、町民が町政に関す

る情報を容易に得られるよう情報の提供に努めます。また、公開請求によらず、
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情報提供できるものもありますので、公開請求の前にご確認ください。」この

ように書かれています。制度はこのように規定されていますが、実際の運用場

面はどうなっているのか、私の体験をお話しさせていただきます。私は一町民

であり、町民から付託を受けた議員なので町民に代わって町行政をチェックす

る役割を担っています。なので、私は町行政に集まる様々な情報を必要に応じ

て現下に問い合わせしています。以前は気軽に情報交換でき、その情報がすで

に作成されている場合は、すぐにその場で文書を書類や資料などで提供してく

れていました。しかし、いつからか「議員には調査権がないから資料の提供は

できない。」「必要な場合は、議会事務局を通して、場合によっては、議長が判

断してからでないと提供できない。」となってしまいました。例を上げますと、

町が総務省に対して毎月報告している人口のデーターあるいは認定こども園

の説明のために保護者に送付された説明資料やアンケートなどについても、提

供できないと言われました。住民自治の考え方では、基本的に町が持っている

情報は、全て主権者である町民のものです。個人情報などに抵触する場合は、

限定的に非公開できるものの基本は公開であり、そのことは条例や各種文書に

もうたわれています。町も議会も公開の原則を守ることは揺るぎがありません。

それなのに現実は非公開の方向に傾いているように私には感じられてなりま

せん。そこで町長に質問します。町はどのような方針で情報公開を進めている

でしょうか。また「公開請求によらず情報提供できるもの」と「公開請求によ

るもの」とあるわけですが、その線引きはどこにあるのか等、運用について答

弁願います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。まず、１点目であります。

どのような方針で情報公開を進めているのかということですが、基本的には情

報公開条例の規定に基づき情報公開を行っているものです。情報公開条例では、

第１９条で情報提供の総合的推進を規定し、実施機関からの情報提供の充実に

努めるべき旨を定めています。しかしながら、公文書の公開制度は、町民等が

公開請求をしない限り公開されないこと。また、公文書そのものを公開するた

め、町民等にとって分かり易く加工、新たに作成するものではなくて、原動す

る公文書であり請求者に対して公開されるので、広報的な効果が期待できない

こと等制度上の限界はあるわけであります。情報公開を推進していくことが町

民に町政参加を促すとともに、町民と行政が一体となってまちづくりを展開し

ていく基礎になるものと考えて、今後もこの方針により進めて行きたいと考え

ております。２点目は、「公開請求によらず情報提供できるもの」と「公開請

求によるもの」との線引きはどこにあるのかということですが、一般的には「公

開請求によらず情報提供できるもの」は、通常一般に公表や配布しているもの
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で、その例示として広報・統計資料・予算書・決算書・周知用チラシ・パンフ

レットのたぐい・町ホームページに掲載されている情報等があげられます。ま

た、他の制度により公文書の閲覧・縦覧等の手続きを定め認められているもの

や、図書館その他施設で一般の利用に供することを目的としているものについ

ては、この条例による公開の対象としておりません。例えば、住民基本台帳や

選挙人名簿の抄本などの閲覧や固定資産税台帳、選挙人名簿に登録した者の氏

名、住所及び生年月日の縦覧については、それぞれの法律で認められておりま

す。また、図書館等において収集整理保存している図書・図絵等の公文書につ

いては、本来図書館等の施設の持つ固有の目的のために管理されているもので

あるため、この条例による公開の対象としていません。この他議会議員・行政

委員等に対しては、審議のための関係図書について情報公開請求によらず提供

している議案書類等があります。従いまして、線引きとして例えるなら、ただ

今説明した内容となるものが一般的な区分の取り扱いでありますが、そうでな

い場合については、情報公開制度の目的である行政と町民の情報の共有に努め

なければならないということを念頭におき、対応して行かなければならないも

のと考えているところであります。最後に運用については、基本的には情報公

開制度の趣旨目的に則ってやっているのが実際でありますし、ただ今、議員か

ら「町の機関から情報提供が『容易に』受けられない場面がいくつもあった。」

とありますが、非開示情報以外でこのような場面があったのであれば、これら

の指摘を真摯に受け止めて、情報公開制度の趣旨目的に則って、今後において

適切な情報公開となるように努めてまいりたいと考えております。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今、町長から町としての方針と運用について、ご答

弁いただきました。今、最後のところで私が体験したことについては、基本的

な情報公開の趣旨に照らし合わせた上で真摯に対応していくということだっ

たので、今までのことは今までとして今後これ以降は積極的な公開がなされる

ことに期待したいと思います。そして、容易に情報提供を受けられるようにな

ってくることを期待したいと思います。今のところについてはそうですが、実

はもう一つ、現在の情報公開状況で見過ごせない事例があったので、次はその

ことについて伺いたいと思います。実は先日私は町の情報公開条例を使って教

育委員会に情報公開の請求をしました。内容は、平成２６年度認定こども園開

設準備事業に関する書類です。この事業の内容については、ここでは関係あり

ませんので省略しますが、すでに終了している事業ですので関係書類は全て整

っている状況です。私は開設準備事業に関する何種類かの書類を請求しました

が、その中に事業費を算出するための積算資料、事業費全体と委託費の詳細を

求めました。これは、この事業を発注する前つまり予算段階で事業費がどれく
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らいになるのか町が事業費を積算するために使った資料です。そして、これが

その資料の全部ではありませんが、一部の現物です。情報公開制度に従い請求

から１４日目に公開の通知が自宅に届きました。後日指定された日時に受け取

ったものです。資料を見ていくうちに実は非常に私驚いたことがありました。

それは、これが先ほど言った資料ですけれども、その資料の委託費の全てが黒

塗りされていました。委託料の積算の根拠に関する事項全て黒塗りされていた

わけです。つまり、委託料の積算をする資料の全てが非公開になっているので

す。おかしいと思いませんか。すぐさま私は「黒塗りの根拠は。」と担当者に

確認しました。すると担当者からは、情報公開条例第７条（２）によると説明

されました。この情報公開条例第７条には、非公開情報になる項目が記されて

います。全体的な流れを聞いていただきたいので、カッコ書きの箇所は省略し

て読ませていただきます。「（２）法人その他の団体に関する情報及び事業を含

む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等及

び当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害することが

明らかであると認められるもの」と書かれています。つまり、請負事業者の不

利益になる情報だから非公開にしたという説明です。しかしながら、これは町

が予算を立てる段階で作成したもので、本来事業者の利益は関係ありません。

非公開にできるとすれば、他の委託事業の積算根拠に流用される可能性のある

職員給与費の単価に関係する部分だけです。このように根拠もなく全て黒塗り

にして非公開にすること、どんなものがなっていたかというと、需用費の消耗

品費、参考図書の金額、ガソリン単価、合同保育の１回の材料費、健康診断料

で定期健診やインフルエンザ予防接種などを受けることに関する一式という

項目も別段利益に関係ありませんし、それは規定されているものであると思い

ます。それから、複写コピー単価等とにかく全てなので、本当に驚いてしまっ

たわけです。このように根拠もなく全て黒塗りにして非公開にすることは、情

報公開制度を全く理解していないとしか言えません。加えて、委託料の予算を

立てる段階で、一事業者を特定明記しています。それは最初の段階の黒塗りさ

れていないところに区分として月形町の事業費と札親会という名称が書かれ

ていたままですが、ここには予算がこども園開設準備経費予算案と書かれてい

る段階のものに事業者名が入っていて、このように書かれているわけです。委

託料の予算を立てる段階で、一事業者を特定明記していることが一つ問題です

し、もう一つ、委託料の積算内容を非公開にする理由が、事業者の不利益とし

ていることから、この委託事業とその契約が公正で適切だったのかという別の

疑問も露呈していると思います。ここで教育長に質問します。これらの資料は、

情報公開請求によって教育委員会から提出された資料です。そして、この公文

書一部公開決定通知書は教育長の名前と印が押されています。全てを把握して
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いるはずです。先ほど町長が答弁されたように「情報公開することが原則にな

っている。」ということで、教育委員会も町の機関の一つとして情報公開の対

象になっていますし、先ほど町長が「情報公開に努めていく。」という姿勢で

あると言われているにも拘わらずかなり非公開の部分が多いことに対して、説

明をお願いいたします。 
○ 議長 堀  広一 教育長 
○ 教育長 松山  徹 質問の黒塗りの非公開についてですが、非公開情報

と考えていました。区分けはしていないと言われましたが、現時点では実情で

ありますので、今後は町長部局と話し合って検討して行きたいと考えておりま

す。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午後 １時４７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４８分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 教育長 
○ 教育長 松山  徹 月形町情報公開条例第７条（２）「公開することによ

り、当該法人等及び当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利

益を害することが明らかであると認められるもの」と判断し、非公開情報とし

ました。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午後 １時４９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 ２時００分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 教育長 
○ 教育長 松山  徹 ただ今の件については、担当の教育次長から説明さ

せます。 
○ 議長 堀  広一 教育次長 
○ 教育次長 対馬 照巳 説明申し上げます。先ほど宮下議員から情報公開

の際に説明を受けたということで、月形町情報公開条例第７条（２）法人に関

する事項と説明しましたが、公開の際、最後に第７条（６）入札予定価格に準

ずる積算資料と判断したということで、訂正させていただきました。中身につ

いては、職員給与費、福利厚生、旅費、需用費全ての額を塗り消しさせていた

だきましたが、最終的な合計金額は予算書に載っていますので、公開させてい

ただいたということでございます。 
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○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今、とんでもない説明を聞いてしまったのですが、

最初に聞いたときは第７条（２）ということは聞きましたけれど、もう少し公

開になったときの状況をお話しします。担当者は対馬次長、竹内社会教育係長

が対応してくれました。そこで情報公開条例の資料をいただきました。私は事

業設計資料も請求していたのですが、これに関しては文書が存在しないため公

開できない、公開しない、「事業設計がないのはおかしい。」すると「（１）認

定こども園開設準備経費予算２６年度（案）が予算に相当するのですね。」と

いう話し合いがあったではないですか。その時に「黒塗りでおかしい。」「なん

でこんな黒塗りにしたのですか。」と言ったら、第７条（２）を指定して、「そ

れはおかしいですよ。」第７条（２）を言ってしまえば、業者の不利益になる

ということを前提にやっているわけですよ。それは、予算案を立てる段階で町

が本来積算するために持っている資料が、どうして業者の不利益になるのか。

それでは、業者が立てた予算にうちが乗っているだけではないかということに

なり得るからおかしいという話をして、その時に「様々な備品は本来公開にな

るべきではないですか。」という中で、竹内係長から「確かにそうことはあり

ますね。」という話があって、でもその時に根拠となる第何条という説明は聞

いていないし、今、質問に立ったとき教育長は第７条（２）によると答弁した

じゃないですか。違うならその時に本来、言うべきです。先ほど黒塗りにした

理由を聞いたら、第７条（２）と答弁して座ったじゃないですか。それ以上答

えるのですかというかたちでしたよね。それで違っていたなんて、おかしいで

しょ。どうして途中で話が変わるのですか。先ほど教育長は第７条（２）によ

ると答弁していましたよね。それは、先ほど言ったように業者の不利益になる

ことでしか黒塗りにした理由はないのです。その現場で様々な話をして、本来

はそうあるべきであるという話は確かにしましたが、そのことは正式な見解で

はないです。もし訂正があったなら最初に質問した段階で、教育長から「本来

はそうでした。」と最初に答えるべきなのに、教育長は第７条（２）によって

全てを黒塗りでという判断をしましたと言いました。皆さんも聞いていました

よね。どういうことだか、私にはちょっと理解できないのですが、もう一度、

きちんと答弁してください。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午後 ２時 ４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 ２時１３分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 教育長 
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○ 教育長 松山  徹 先ほどの答弁を訂正いたします。条例第７条（２）

と申し上げましたが、条例第７条（６）に訂正いたします。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午後 ２時１４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 ２時１８分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 教育長 
○ 教育長 松山  徹 先ほどの答弁を訂正いたします。条例第７条（２）

と言いましたが、（２）ではなく（６）「試験の問題及び採点基準、検査、取締

り、争訟の処理方針、入札予定価格、交渉の方針、不動産売買の計画、職員の

身分取扱いその他町又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公開

することにより、当該事務若しくは事業の目的を失わせ、又は当該事務若しく

は事業若しくは将来の同種の事務若しくは事業の公正若しくは円滑な運営に

著しい支障が生ずると認められるもの」ということで、入札予定価格に準ずる

ものと判断し、非公開としました。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今、第７条（６）に該当するということで、それに

該当するとして、どうして全てが真っ黒になるのか。それに該当するとすれば、

先ほど私が最初に言ったように職員給与費は該当する、職員給与費の単価が分

かると町が同種のこれから他に委託業務として上げている総合体育館の委託

事業などの人件費の積算根拠にされる可能性があるから他の事業の予定価格

を見積もられる可能性もあるので、そこはオープンにできないという説明を竹

内係長から受けました。ただし、それ以外の需用費、福利厚生費などについて

は、一般的な積算根拠になるので、それが分かったからと言って先方の利害に

なるというものではない。第７条（６）で押し切るなら、これはおかしいです

よ。委託費の内訳全部が真っ黒で何も示さないということは、逆にお金の使わ

れ方予算の立て方も含めて、業者と見せられない何かがあるのではないかと勘

繰られるような資料の出し方です。自分はどのように思っているか分からない

けれど。最初の第７条（２）で言えば、業者の不利益になるからと言っている

ならそこも問題であるし、第７条（６）でやるなら、全部を真っ黒にするのは

おかしい。どちらにしても、全部が真っ黒っておかしくないですか。予算が立

って入札前の段階でこれを請求したなら分かりますが、事業も全て終了してい

て決算審査する段階で、すでに決算も終わっているのです。そういう段階で資

料請求しているにも拘わらず真っ黒になっていることに対して、質問している

のです。答弁お願いします。 
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○ 議長 堀  広一 教育長 
○ 教育長 松山  徹 それについては、担当の教育次長より説明させます。 
○ 議長 堀  広一 教育次長 
○ 教育次長 対馬 照巳 ただ今の質問ですが、給与費から負担金及び補助

金まで一連の資料ですので、金額等については、黒塗りさせていただいており

ます。最終的な合計金額については、予算額になっていますので、ここのみ公

開させていただきました。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午後 ２時２５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 ２時２７分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 教育次長 
○ 教育次長 対馬 照巳 これについては、町長部局と検討させていただき、

今後進めて行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 暫時休憩いたします。   （午後 ２時２８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 ２時２９分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 教育長 
○ 教育長 松山  徹 ただ今の教育次長の答弁を訂正させていただきます。

今後、教育委員会で検討して行きます。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 今後、検討するということで、公開の方向は何も示

されていなかったので、それでは全く私としては不服です。先ほどから何回も

指摘しているように、第７条（６）でやっても、それ以外の箇所は十分それが

定則すると思えませんので、ここに書いてある「この決定に不服がある場合は、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に町長に対

し異議申し立てすることができる。」ということで、異議申立ての手続きを取

りたいと思います。それでこれについては、決着しますけれども、これは町の

委託料のほんの一部です。たった一つの委託料が全て委託の中身の全ての積算

の根拠すら何も示されずにいくわけです。こんなことが全ての委託料でやられ

たら、議会はどのように中身を知ったらいいのですか。私たちは委託料の審査

もしているわけです。本来全てをやっていくわけだから、私はまだ町長部局の

委託料の中身を公開請求したことがないですが、全てが同じような状況で公開
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されないのであれば、まったくもって話しにならない。先ほどから言っている

ように、業者を決め打ちしてこのような予算の立て方をしているということは、

業者と癒着しているのではないか、あるいは何か隠したい事実があるのではな

いかと思われても仕方がないということだけは、言わせていただきたいと思い

ます。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先ほど答弁で「非開示情報以外でこのような場面があ

ったのであれば、これらの指摘を真摯に受け止めて、情報公開制度の趣旨目的

に則って、今後において適切な情報公開となるように努めてまいりたい。」答

弁しました。宮下議員が誤解されていたら訂正したいと思いますが、以前の質

問の中に一議員として調査するにも拘わらず、私にはその情報開示がされなか

ったということですから、これについては、議員個人としての情報についての

調査権はないというのが私たちのスタンスで、議会としてしっかりそのことに

ついて情報開示を求められたときについては、しっかりそのことをやって行き

たいと思いますので、そのことだけは、誤解されているような気もしますので、

訂正したいと思っております。議員の調査権の一項目の中の文面としてこのよ

うなことが書いてあります。「議員個人から要求される資料提出を拒否するこ

とはできます。議員はその自治体の情報公開条例に従って資料を請求すべきで

あり、これが住民との公平性を保つこととなる。」と明記されておりますので、

そこは誤解のないようにお願いしたいと思っております。議会に対して情報を

私慝しようと思っているわけではありませんし、議会の調査権として皆さん相

談の上でやることについては、情報公開条例に基づき、しっかりやっていきた

いと思っております。宜しくお願いします。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午後 ２時３３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 ２時３４分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 先ほど町長が議員の調査権について発言していまし

たが、議員個人の調査権がないことは十分承知しています。資料請求権がない

ことも知っています。それと同じように情報公開条例の最初のところで、町が

元々持っている資料、公開に値する予算書、決算書あるいは他に提供している

資料については、積極的に公開する情報公開条例によらない姿勢であると言っ

ているのです。私が今まで現下に対し話をして「こんな資料はないか。」と言

っている人口のデーター等は、元々作られているもので総務省に提出するもの
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ですし、先ほど事例に上げた認定こども園の説明のために保護者に配付された

説明資料やアンケートなども町がオープンにしているものなのに、それがほし

いと言ったとき提供できないと言われるわけです。その時、議員に調査権がな

いからそれは議員の調査権を代用して実際に公開すべきものが公開されてい

ないわけですから、私は一般町民と同じ程度にきちんとあるものはその場で出

していただきたい。最終的に情報公開請求によって二週間待って手数料を払っ

てやりましたけれど、請求することによって町側の事務方の負担はあると思い

ます。書類を上げて決裁を取って最終的に手数料も計算してやるのですから、

元々出せるような情報をあえて出せないという情報公開条例を使いなさいと

いう前に、積極的に情報を提供するのが本来の情報公開制度の趣旨にあってい

るという意味で、今、私が様々な点で問題があると指摘させていただきました。

このことは、ぜひ、頭に入れていただきたいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 繰り返しになりますが、非公開情報以外はしっかり情

報提供していきたいと思っております。 
○ 議長 堀  広一 宮下裕美子君 
○ 議員 宮下 裕美子 終わります。 
 
○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午後 ２時３７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 ２時５０分再開） 
 
○ 議長 堀  広一 順番４ 松田順一君、発言願います。 
○ 議員 松田 順一 通告書に基づきまして、ＪＲ学園都市線のバスによる

代替交通について、町長に質問いたします。去る６月下旬に JR 北海道が留萌

線の留萌―増毛間１６．７キロメートルの廃止を検討されていると新聞紙上で

大きなニュースとして取り上げられました。そして、８月１０日には JR 北海

道の島田社長が留萌市と増毛町を訪れ、両市町に対し２０１６年度中に同区間

を廃止する方針を正式に伝えられました。月形町にとってもこの事案は決して

他人事ではなく、折しも６月１０日の第２回定例会時の全員協議会において、

ＪＲ北海道からの情報提供資料の内容説明がなされましたが、その中で医療大

学―新十津川間の１キロあたりの１日平均輸送人員は８１人（平成２６年度）

ということで、全道の路線で最も利用が少ない区間となっているとされていま

す。また、学園都市線沿線の自治体に対しては、バス路線を有する新十津川町、

浦臼町には地域間交通（代替交通）について話題としており、月形町、当別町

についてもバスへの代替について意見交換したいというＪＲ側の協議だとい
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うことです。既に道南の江差町線では、来年３月の北海道新幹線開通に伴い、

函館五稜郭から木古内町までの在来線は、第三セクターの漁火鉄道に移管され、

木古内町―江差町間は、代替交通としてバスになり、あっさり JR 江差線は廃

止されました。このように考察しますと、いつ何時 JR 北海道が学園都市線の

当該区間の廃止を検討して、バスへの転換の申し出があるとも限りません。町

長は、「廃止は容認できない」と協議会では協調されておりましたが、実際の

ところバス路線への転換が可能とした場合は、どのように考えるのか、お尋ね

します。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 お答させていただきますが、後段の我妻議員も同趣旨

の質問でありますので、お互い重なる部分もあるかと思いますが、答弁させて

いただきます。札沼線医療大学―新十津川間の廃止について、現状として JR
との協議は正式にスタートしていないと認識しております。今後も経営状況や

地域人口減少を鑑み鉄道としての大量輸送や代替輸送など地域交通の在り方

について地域沿線自治体に理解を求めながら、利用の少ない路線から暫時廃止

やバス転換に向け取り組んでいく方針であるということは、先ほどの留萌―増

毛間の廃線ということを聞いていても理解しているところであります。現在の

JR 北海道の現状や利用実態からみても、他の路線も含めて大量輸送手段であ

る鉄道としての存続は、極めて厳しい状況であると認識しているところであり

ます。昭和５５年の国有鉄道経営再建促進特別阻止法では、輸送密度２,００

０人未満の路線は、バスへの転換が望ましいとされていた経過から、JR 北海

道では大量輸送手段である鉄道において、輸送密度２５０人未満の路線の廃止

を目指し、昨年は江差線を廃止しバス転換としたところですし、このことにつ

いては、議員からご指摘のあったとおりであります。江差線の廃止に至るまで

は、沿線自治体と代替輸送や経営支援などについて協議を重ねて合意に至った

と聞いているところですし、バス輸送に代わるところの運行赤字分年５,００

０万円は、JR が出すということを聞いております。この沿線自治体の状況に

ついて少し調べた結果を申し上げます。江差町は、鉄路は不便で利用者が少な

く道立病院、江差高校が街から遠距離にあったが、木古内―江差間がバス路線

になり利便性が向上したということです。また、上ノ国町は、鉄路は集落の沿

線にあるものの駅が少なく利用しづらかったもので、道道の拡幅整備にあわせ

て路線バスの停留所が集落ごとに設置され、利便性が向上した。また、木古内

町においては、利用者がほとんどいなく、上ノ国町の町民が木古内町立病院を

利用する程度であった。新幹線の開業により在来線が第三セクターでの運行と

なり、観光振興に期待が高まったということだそうです。これが江差線の場合

でありますが、月形町には、月形高校があり、多くの学生がＪＲを利用し通う
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手段が不便となれば、生徒の応募も減り１学年２間口が１間口となり、いずれ

廃校につながり、人口減少に拍車がかかることは、避けて通れないわけであり

ます。現在、国は「まち・ひと・しごと創生法」により、地方の衰退を防ぐた

め地域の活力を維持し、豊かで安心した生活を営むことができる地域社会づく

りとして地方創生総合戦略を策定しているところですが、これらの施策にも影

響することが考えられますので、６月議会でも述べさせていただいたとおり、

「廃止については、簡単に容認できるものではない。」と考えているところで

すし、松田議員からは可能とした場合という質問内容でしたが、そのような状

況での想定は、現在検討していませんし、可能性も持っておりません。そうい

う意味で、今の段階で答えを持っていないというのが実際であります。 
○ 議長 堀  広一 松田順一君 
○ 議員 松田 順一 今、町長より可能性も持っていない、これからは地方

創生のこともありますので、維持していきたいという意向で考えているという

ことで、その点については安心しています。先ほどから町長は当別―月形―浦

臼と国道を通して交流人口を増やすということで、国道を重視した沼田まで続

ける協議会を開きたいということですが、６月１０日の定例会においても学園

都市線を新十津川で止まっていますので、これが函館本線につなげられれば、

いわゆる札幌―月形―新十津川それから滝川―留萌方面へ交流人口が動く場

合もあると思いますので、学園都市線についても国道とあわせて協議会を増や

していただきたいと思いますが、どうでしょうか。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 今は札沼線の維持存続に関する協議会は、休止してい

る状況であります。最初は当別町・新篠津村・月形町・浦臼町・新十津川町そ

して滝川市まで入って、いわゆる札沼線と函館本線をつなぐプランも提案しな

がら JR にも一生懸命運動していたところですが、この協議会は解散しました

ので、現在はない状況であります。確か６月の時にも申し上げたのは、宮司当

別町長が言われた言葉の一つとして「県庁所在地から出る鉄路がまったく行き

止まりというのは、北海道にしかない。こういう発想でやっていたのでは、ど

こまで行っても鉄路は赤字状況になるのではないか。私は JR に対して環状で

構想を立てるべし。」と宮司当別町長が言ってくれた言葉です。今一度そのよ

うなことも含めて JR がもう一度ただ儲からない路線をカットしていくのでは

なく、そういう意味での考え方に立ってもらう運動展開が必要であると考えて

いるところであります。 
○ 議長 堀  広一 松田順一君 
○ 議員 松田 順一 町長からも JR に対しての力強い意向がなされて、私た

ちもいいことであると考えていますので、今後も頑張っていただきたいと思い
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ます。なお、存続については、我妻議員から質問があると思いますので、私の

質問はこれで終わりたいと思います。 
 
○ 議長 堀  広一 順番５ 我妻 耕君、発言願います。 
○ 議員 我妻  耕 かなり町長のお考えが分かった時点での質問となって

しまいますが、私はＪＲ存続に取り組んでほしいという観点から、通告のと

おり質問させていただきたいということで、松田議員の質問と重複する部分

があるかもしれませんが、現在のＪＲの状況について言えば、先ほど町長か

ら答弁があったように営業利益が赤字、鉄道部門が赤字、また、事故や不祥

事に対する手当、対策にも費用が掛かる状態の中で、先ほど言われた江差線

の廃止がありましたし、土砂流出の日高線についても、いまだ復旧費用のメ

ドすら立っていない。それから、新幹線の開業に伴って江差線の一部廃線も

あり、その他お金の使いどころで今、地方路線の見直しが進んでいる状態で

のお話しです。先ほどから出ているように札沼線の非電化区間が蚊帳の外で

あるはずがない。町長も出席された７月の札幌月形会会長のご挨拶で「札沼

線廃線の噂が出ているが、どうなのか。」ということもありました。これらを

踏まえると、札沼線の存続に対して今、見える行動が必要な時期にきている

のではないかと思います。それを踏まえて、同じようになってしまうかもし

れませんが、札沼線に対する町長の思い、それから、先ほど存続に対する協

議会が消滅したと説明されましたが、これまでの取組みとそれに対する町長

の検証でいいので、それについて質問したいと思います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 松田議員と重複している部分もありますので、答弁が

重複した部分については、お許しいただきたいと思います。最初に今までの取

組みということですが、先ほど申し上げた月形町の他に新篠津村も入っている

と申し上げましたが、これについては訂正させてください。新篠津村は入って

いませんでした。平成６年１１月に札沼線整備促進期成会を設置したところで

あります。当別町・月形町・浦臼町・新十津川町そして滝川市の首長・議長で

組織構成し、会長は当別町長、事務局も当別町が持つということで、石狩川橋

の架け替え、駅舎等の整備、通勤通学時間等の増便、快速列車の運行、電化設

備等について要望してきたものでしたが、一定の成果は上げてきたものの全線

電化については多額の経費が掛かるため現実的には難しいという結論、また、

デュアル・モード・ビークル（DMB）の運行ということで、札沼線において

は、民間バスとの協合、大量輸送に限界があるためメリットがないという結論

が出されたものであります。このことから、同期成会による要望運動の継続が

不要となり、平成１９年５月に解散をしたところであります。その後 JR の動
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きを中止するためにも平成２３年１月には、存続期成会の立ち上げについて浦

臼町・新十津川町・当別町と意見交換を始めたものであります。これについて

は、担当者レベルでやりましたが、それぞれの町の現状や意向もあり、即期成

会立ち上げには至らず終わったものですが、この時期以降 JR の度重なる事故

や不祥事が発生したことで、JR がどのような行動に出るか見極める必要もあ

り、今後も当面月形町・浦臼町・新十津川町の担当レベルで協議を進めている

ことを確認したものであります。平成２６年５月には北海道として空知総合振

興局から当別町を含む４町が一枚岩になって JR と協議していくことを望むと

いう意見をいただいたこともありました。それが今までの経過であります。う

ちの町として利用促進を含めた取組みについて説明すると、通学交通弱者の足

として考えた場合、通学に掛かる交通機関を利用する高校生に対し、過去より

実費交通費の２分の１を助成しているところであります。また、利用促進とし

ては、JR 職員の出張の際特に冬期間の利用について即していますが、現実時

間的にも不便な面もあり、利用は少ない状況であります。また、JR が企画す

るヘルシーウォーキング利用促進事業においては、平成１４年度から平成２２

年度まで、毎年開催応募を行い、開催されております。特別列車により札幌近

郊より多くの方が月形町に訪れ、町内をウォーキングしながら町内の観光施設

を廻るもので、毎回職員が準備や歓迎イベントを企画し、町の PR 等を行って

おり、JR 担当者からも町の協力体制を高く評価していただいていました。し

かし、平成２３年度から当別町まで電化が始まり、JR 側が直通列車を走らせ

ることができないので、今後企画しない旨を伝えられたところであり、現在は

行われていないのが実際のところであります。ただし、JR ヘルシーウォーキ

ングの参加者からは、多くの感謝の言葉をいただいているということで、極め

てこの事業が中止になったことについては、残念であると考えていたところで

ありました。 
○ 議長 堀  広一 我妻 耕君 
○ 議員 我妻  耕 鉄道には様々な役割があると思います。町長の答弁で

も地域住民の足として高校生それから町職員、町民の足としての側面もありま

すし、他に町の個性としての鉄道というものもあると思います。札幌と線路が

続いている魅力はとても大きなものであると感じています。観光はもとより定

住促進の住宅にしても車で何分、JR で何分という表示がある。略地図にも黒

と白の JR の表示があることは、国道だけではない国道と鉄道の二つの交通手

段という安心感を生んでいるようにも思います。先ほどお話しがあったように、

教育面でも月形高校にとって鉄道が大きく関わっていますし、大きな役割を持

っていると感じます。２７年度の資料ですが、列車を使う月高生１４６人中５

７人ということで、約４０％が札幌方面・浦臼方面から列車を使っているとい
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う資料があります。これが廃線になって当別で乗換えることになったら、札幌

からの生徒は、今ぐらい来てくれるでしょうか。札幌の生徒も出身地別で言え

ば１４６人中３９人という資料もあります。月形高校の存続にとっても鉄路は

大事なものであると感じますし、先ほど江差線の話が出て木古内―江差間が廃

線になったということで、函館バスの代替バスが運行されているということで

す。木古内―江差間旧 JR 江差線では９００円の運賃だったそうです。だから

ここから言うと札幌近くまで行ける運賃で代替バスになると１,１２０円にな

ったそうです。ところが旧 JR 通学定期１箇月木古内―江差間１２,１３０円、

バス定期３０,３４０円と倍以上になったそうです。現在、先ほど町長が言わ

れたように高校通学の助成をしていることもあり、それが JR から代替バスに

なると町の負担も大きくなるということも考えられます。JR ですが、現在 JR
を引っ張ろうということではなくて、実際に存在している社会資本である鉄道

に対して町が今後どのように取り組むのか。ワーストワンを返上するのか。ど

う鉄道を大事にするのか。その対応は対外的に言えば、その発信は月形町の対

外への PR になると思います。逆に廃線の通告は公然とした過疎地通告のレッ

テルを貼られるような感じがします。ここのまちづくりには、大きなマイナス

になる気がします。まだやれることがあるのではないでしょうか。これからど

のようなことを目指してどのように取り組んでいくのか、先ほどの町長の答弁

にもありましたが、今後の取り組みについて、もう一度、改めて聞きたいと思

います。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 先般、放送局が私の所に「今の JR の方向性の中で、札

沼線いわゆる当別から新十津川間については、廃線の意向があるのではない

か。」それに対してインタビューがほしいということで、来られました。その

中で、うちの町の町民に聞いた話の一つとしてということでしてくれたのです

が「月形から乗った列車が当別での待ち時間がある。そのことで札幌まで行く

のに時間が掛かる。当別から電化になっていますから４０分で行くのですが、

そこの接続がうまくいっていない。」これが町民の中で不満があるということ

であります。私も札幌で宴会があったときには、必ず JR で帰ってくるのです

が、地元月形まで帰るにはあまりにも時間が掛かるので、当別まで４０分です

ので、毎度当別町まで乗ってくるのですが、そこからがうまく乗切れないとい

うのが実際であります。東京あたりのダイヤを見ると、１分刻みで走っている

状況を考えたら、電気起動とディーゼル起動があるにしても、あそこまでの連

絡をもう少し便利にしていくというのは、JR 側の規模でいくらでもできるこ

とではないかと考えております。利用者側として月形町で一番不便に感じるの

は、そのことですから、そのことは今後においても強く JR に求めていきたい
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と考えているところであります。ただ、先ほどの質問でも答えましたが、駅と

いうのは何箇所しかないわけですから、そこに行くまでという状況では、交通

網の中でしっかり整備して行かなければならないと思っています。現在もタク

シー補助としての福祉券、また、岩見沢方面・新篠津方面に向かっては、それ

ぞれの補助も出しているということもあります。全ての交通網を切らさないよ

うにしながら、JR もその一環としてやって行きたいと思っています。特に月

形高校に札幌から来る生徒、浦臼から来る生徒に対する助成は、間接的な JR
への助成であると感じているところで、そのことをもっと強く JR にアピール

していく必要があると思っております。ただ、これによって確実に存続しても

らえるというところまでのいわゆる集客を含めた利用率を上げるというのは、

今の状況では厳しいと考えているのは事実です。 
○ 議長 堀  広一 我妻 耕君 
○ 議員 我妻  耕 私が小中学生の時には、鉄道で遠足に行ったこともあ

ります。色々な使い道を考えることはきっと可能なことであると思います。話

は変わりますが、全国に刑務所が何箇所あるのかご存じでしょうか。私は知ら

なかったです。北海道の札幌・網走・帯広から九州の鹿児島まで離島を除いて

数えたら全国に刑務所が５５箇所ありました。これには支所や拘置所、医療刑

務所の類は外して５５箇所○○刑務所の資料があるのですが、読み方が間違っ

ていたら出村議員に指摘していただきたいのですが、例えば水戸刑務所はひた

ちなか市にある JR 常磐線、栃木の黒羽刑務所は大田原市にある東北本線東北

新幹線、長野刑務所は須坂市（すさか）と読むのでしょうか、長野電鉄、南で

は鹿児島刑務所、湧水町にある肥薩線、県庁所在地にある刑務所はもちろんで

すが、その５５箇所に月形刑務所を含めて全て鉄路があるのです。だからなん

だと言われてもあれですが、その面でもＪＲに対しての関心を持つこともいい

のではないかと思います。帯広の十勝バスの例もありますし、増えるわけがな

いということだけで札沼線を見るのではなく、利用者の意見やその他色々なこ

とを考え、また、先ほどバスと列車のデュアル・モード・ビークル（DMV）

８月１４日付けの新聞報道で JR 北海道では実用化を断念するということでし

たが、４日後１８日付けの新聞では、福島県知事が徳島での実用化に意欲を持

っているという記事もありました。月形から滝川まで鉄路で行って途中道路を

走るということもおもしろいではないですか。色々な考えがあると思います。

お答はいりません。これで最後の質問にしますが、ぜひ、今後とも JR につい

て考えていただきたい。今を逃すと今やらないと今見えるかたちにしないと無

くなってしまうかもしれないという懸念からの質問です。 
○ 議長 堀  広一 町長 
○ 町長 櫻庭 誠二 大変、いいお話しを聞かせていただきました。全ての
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刑務所にいわゆる私鉄が張り付いているということですが、岩見沢にあった拘

置所が今は月形に移っていますが、その時に弁護士の先生方の相当の反対があ

りました。それは函館本線から月形の場合は札沼線という極めて不便な所に行

くので、拘置所は岩見沢に置いてくれというのが、先生方の移設反対の一番の

理由であったと思っています。そういう意味でも刑務所や拘置所があること、

そこに面会に来る人のお話しは先ほど出村議員のお話しにもありましたが、公

共交通機関としての鉄路をもっと利便性が良くなるかたちで存続してほしい

という話をしっかりしていかなければならないと考えておりますので、共にが

んばってやりましょう。 
○ 議長 堀  広一 我妻 耕君 
○ 議員 我妻  耕 了解しました。 
 
○ 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。 
○ 議長 堀  広一 お諮りいたします。９月１０、１１日、１４日は、決

算特別委員会、９月１２日、１３日は会議規則第１０条第１項の規定により、

休会とし、１５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 ご異議なしと認めます。よって９月１０日、１１日、

１４日は、平成２６年度各会計決算審査、９月１２日、１３日は会議規則第１

０条第１項の規定により、休会とし、１５日に再開することに決定いたしまし

た。 
本日はこれをもって散会いたします。 
なお、１５日は、午後３時から会議を開会いたします。 

   （午後 ３時２４分散会） 
 
 


