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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。 

  ３月６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。 

 

◎ 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  

金 子 廣 司 議員 

大 釜   登 議員 

の両名を指名いたします。 

 

◎ 日程２番 一般質問 

○ 議長 堀  広一 日程２番 これより一般質問を行います。先例に従い、

通告順に行います。 

○ 議長 堀  広一 順番１番 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。ＪＲにつ

いての質問ですが、これについては、以前から町長とは色々な場面で議論させ

ていただき、私の考え方も述べさせていただいております。まして、町長は今、

この問題についてかなり真正面から取り組んでおられ、私が申し上げる以上に

色々と考えておられることと思いますが、通告書に書きましたとおり、３月５

日、月形町・新十津川両町長の記者会見において、これまで沿線４町がまとま

って協議してきたことが、それぞれの町においてＪＲと個別の協議に入る新し

い段階に入ってきたということで、さて、我が月形町はどうするのかというこ

とが改めて議論のスタートとして、今回問題提起させていただきたいと思いま

す。今回、個別協議に入ったことについては、新聞紙上でも色々と書かれてい

ますが、それぞれの町の生活圏あるいはＪＲに対する依存度の違いがかなり浮

彫りになってきて、ある意味、当然の成り行きであると判断しております。そ

こで、３点に渡ってＪＲの存続について質問をさせていただきますが、第１点

目、これは、以前から申し上げているとおり、改めてうちの町がＪＲに対する

位置付けをはっきりと示すべきではないかと私は思っております。その場合、

一つは札幌圏へのアクセス機能がうちの町にとっては大きな要素になるので

はないかと感じております。他の町村に比べて札幌圏への近さもそうですが、

月形高校の問題、それから、私も何度か利用して分かることは少人数ではあり

ますが、月形町から札幌の専門学校などに通学している方もいらっしゃいます。
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そういう意味では、日常の生活圏の足としてＪＲの持つ意味は非常に大きいと

思います。もう一つ、うちの町は、割とコンパクトにまとまっている町ですか

ら、その中心にＪＲ石狩月形駅が位置していることから、まちづくりの核とし

て駅を位置付けることを町長も何度かお示しされた考えですが、改めて町民や

ＪＲに対して示していくべきではないか。そして、駅を中心とした２次交通、

今、協議会を作って検討されると思いますが、うちの町では乗合バスや循環バ

スなど２次交通の整備が遅れていますので、それらとリンクさせることによっ

て町民の利便性を高める、あるいは、４町の協議とはなりませんが、他の町村

との２次交通の連携もお互いにメリットが出てくることではないかと思って

おります。そのような観点から、月形町としてのＪＲの位置付けを改めて町長

に考え方を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。３月５日に札沼線沿線まちづくり

検討会議の議長として「ＪＲ札沼線における今後の検討協議について」と題

し、沿線４町を代表して報道発表いたしました。月形町としてもＪＲ北海道

から「町の要望を丁寧に聞き、真摯に検討する。」との考えを聞き、ＪＲ北海

道との協議入りについて決断しました。この協議入りには、町民の最適な公

共交通体系の構成がなされることが大前提であり、協議の結果、町民の最適

な交通体系が構築されないということであれば、協議を白紙に戻す決意であ

ります。また、この協議は、バス転換を前提とした札沼線廃線ありきの議論

ではなく、月形町までの存続についても同時に協議をしていくことを重ねて

申し上げるところであります。さて、本題に入りますが、ご質問の内容は、

まさに私の考えと同一であります。鉄道の安全性や時刻の正確性、更に大量

輸送が可能である点など他の交通機関と比較してもその優位性は誰もが認め

るところであり、札幌方面への交通機関がＪＲ札沼線しかないことも周知の

事実であります。また、石狩月形駅は、鉄道の駅であることは当然でありま

すが、中央バス月形線の発着地であり、駅近くにはハイヤー会社もあります。

また、高齢者や障がいを有する方々が多く利用する町立病院や交流センター

が周辺にあり、そういった意味から、本町にとって交通の要の位置にありま

す。今後、地域公共交通網形成計画の策定協議の中でも明らかになると思い

ますが、幹線とフィーダー系の支線を結ぶ二次交通の主要な場所ともなるで

しょう。こうしたことは、当然、まちづくりの核となるのは必然ですし、私

が掲げた駅前に町の広場の発想もここにあります。石狩月形駅は、ＪＲ札沼

線の存続の如何にかかわらず交通そしてまちづくりの核に据えたいと考えて

おります。以上でございます。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 
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○ 議員 楠  順一 非常に前向きな答弁をいただいて、次にどんな議論を

しようかちょっと戸惑いもありますが、何度か私も意識的に札沼線を利用す

るようにしてちょっと気が付いたことがあります。それは、月形行きの札幌

発５時ちょうどの列車があるのですが、今、実際に通勤している方はいない

と思いますが、通勤を考えると５時ちょうどはかなり厳しい、あるいは、会

議などで出張したとき５時ちょうどでは間に合わない可能性があると思いま

す。１２月にＪＲ側から月形まで存続した場合のダイヤ改正について色々と

提示があったと思いますので、それを見て希望が持てると感じたのですが、

今、通学生は利用していますが、通勤に利用していただくことを考えた場合、

まだ利用促進の可能性はあると思うので、それについても、これから個別の

協議に入ってきた段階では、私どもも具体的なことを話題に乗せていくこと

も必要ではないかと思いますが、その点についてだけ、ダイヤ改正について

も札幌圏との通勤の利便性を高める、あるいは、それに合わせてうちの町も

駐車場を駅周辺に整備して駅からＪＲを利用してもらうような、今、町長が

おっしゃった駅周辺の整備から言うと、私どもの自助努力と相まって通勤の

利用促進をしていく方策も協議のテーマに上げていただきたいと思います。

それについていかがでしょうか。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 すでに３月１７日からのダイヤ改正でも、石狩当別か

らの乗り継ぎ時間の短縮等も一部、私たちの意見を聞いていただいた結果であ

ると理解しておりますが、今、議員がおっしゃったことについては、まさに３

月の協議入りすると４町でそのような意向を固めたことについて、今後はＪＲ

との協議内容、我々の要望そのようなことについて、議会や町民の皆さんにこ

れまで以上に明らかになってご意見を受け止めてもらえる動きをしていきた

いと思っております。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 今の件については、了解しました。続いて２点目に入

りますが、今後、ＪＲとの具体的な協議に入っていく中で、今までの枠組み

と医療大学から月形までと路線的にはかなり短縮になるのですが、存続を前

提にした中でデータ的なものでまだ精査されなければならない部分があると

私は感じています。これは、これから国や道がどういうスタンスでこれに対

応してくれるのかということも係わりますので、我が地元自治体だけの結論

とはならないのですが、その前の議論の前提となる例えば地元負担が話題に

なったとき、その判断材料となる基礎的なデータをきちんと頭にお互い共通

認識として持っていく必要があると思います。その意味で、我々にとってＪ

Ｒのコストデータは漠然としていて分かりづらいと私は感じています。いわ
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ゆるブラックボックスに近いものがあると感じております。例えば、昨年、

１２月５日の全員協議会で我々に示されたデータにはそれぞれのコスト構成

が載っており、その中で一番大きいのが施設修繕維持費の項目で、医療大学

から新十津川までの間では１億８,０００万円と示されておりました。この時

初めて月形までだとどうなのだというデータが示されましたけれども、それ

は９,９００万円という。これはＪＲから出たデータと思うのですけれども、

これは比率でいうと５５パーセントです。ただ、線路の距離では、医療大学

から新十津川まで４７．６キロ、医療大学から月形までは１４．４キロ、比

率では３８パーセント、それと、駅の数ですが、施設で言うと駅の数が一番

大きな要素になると思いますが、医療大学から新十津川までで１６駅、医療

大学から月形まで、これは当別町も含みますが６駅、これについては比率で

は３０パーセントです。何を言いたいのかというと、１億８,０００万円が９,

９００万円と確かに下がって５５パーセントになっているのですが、レール

距離の比率と駅の比率からも３０パーセントから３８パーセントの比率、想

像できるのは、ある路線を維持するための固定費が別に掛かっていて、距離

が短くなっても駅が少なくなっても個別に掛かってしまうということである

と思いますが、それも含めてデータに基づいた議論を進めるためには、月形

町が負担すべきものなのか、そうではないものなのかということも含めて、

透明性の高い冷静な議論を進めるために必要ではないかと思います。その点

について、具体的な数字は結構ですがやはり数字をきちんと意識した議論を

進めることをお願いしたいということで、答弁をお願いします。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 この件についても、私も同様の考えであります。細か

な部分はよろしいということですが、昨年１１月の第６回札沼線沿線４町長意

見交換会において、北海道医療大学―石狩月形間の収支がＪＲ北海道から初め

て知らされました。平成２８年度における北海道医療大学―新十津川間の営業

損失が３億６,７００万円に対して、北海道医療大学から石狩月形までの営業

損失は２億１,５００万円となり、１億５,２００万円の損失額の減少となるも

のでした。同じく平成２８年度の北海道医療大学―新十津川間の輸送密度が６

６人、営業係数が２,６０９円は公表されていますが、北海道医療大学―石狩

月形間の輸送密度や営業係数は示されていません。これまでの公表値から町で

計算したところ輸送密度は２００人を超えるのではないかと考えています。そ

うすると、ＪＲ北海道が平成２８年１１月に示した「単独では維持することが

困難な線区」の区分が一つ上がることになると思っております。輸送密度が２

００人以上２,０００人未満の線区に該当すると考えております。そのように、

先ほど議員もおっしゃったように、この根拠、考え方が我々と十分に共通にな
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っていないと理解しております。そのようなこともあり、ＪＲ札沼線を取り巻

く環境が厳しい状況にあることは変りありませんが、現在、ＪＲ北海道から運

送密度、営業係数を示してもらうべく準備を進めているところであります。月

形町まで札沼線が残った場合の位置付けについても、札沼線沿線まちづくり検

討会議でも共有していますし、ＪＲ北海道にもしっかり認識してもらうつもり

で頑張りたいと思っていますので、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 今の答弁で、基本的に了解しましたが、ぜひ、そのよ

うな方向でＪＲに要求していただきたいと思います。このデータを改めて読み

返してみて、私ども色々企画をやったり札幌からモニターツアーを案内したり

しているのですが、これを見ると、ＪＲ札幌駅で自動券売機から切符を買った

らカウントされないということで改めてがっかりしたのですが、それが札幌周

辺のＪＲ路線ごとの密度や採算性が計算できないことにつながっていると思

うのですけれども、議論の前提がそれでは、我々はどのように努力をすればい

いのか、札幌からお客さんを呼ぶ、我々が利用しても札幌駅の自販機で切符を

買う以上、札沼線の実績としてカウントされないということになると、非常に

むなしい感じがします。これは、システムの問題があるのですぐにどうこうと

はならないと思うので、それが個別の路線協議入りすることになった場合、Ｊ

Ｒはそれを避けて通れないのではないかと思うのです。それぞれの路線でこれ

から残すものと残さないものを判断していく意味でもそうですし、それでは、

残すとしたら我々もＪＲ利用に努力するとなった場合、努力の成果をどのよう

に評価するのかということが必要になるかと思うのです。そういう意味で、そ

のへんの議論も今の町長の答弁で了解しましたが、議論の土俵に乗せていただ

きたいと思います。３点目の質問に入りますが、今、私どもも積極的に取り組

んでいる観光振興に係わることです。ＪＲの方針の中にも観光振興にはパート

ナーシップとして力を合わせて協力していきたいということが述べられてお

りますが、去年から今年にかけて月形町は「観光まちづくり基本構想 観光ま

ちづくりプラン」を打ち出し、観光に力を入れるという構想を打ち出しており

ます。その中身については触れませんが、通告書に書かせていただいたとおり、

私も多少なりともこれに係わっていた関係で感じるのは、札幌に行って皆さん

ご覧になると思いますが、海外からのいわゆるインバウンドの輸送効果がすご

い勢いで増えており、しかもそれが以前のような団体バスツアーで行動すると

いうより、ファミリーや個人、カップルで行動する個人ツアーが非常に増えて

いるということです。観光関係でも最近取り沙汰されているのは、この人たち

が自由に北海道を旅して回るためのインフラ整備が必要ではないかというこ

とがあちこちで議論されております。その意味では、月形町の位置関係、それ
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からＪＲ札沼線という公共交通機関は、札幌にこれだけ押し寄せている海外を

含めた観光客の一つの受け皿として、一例として日帰り観光ができるような公

共交通機関として活用できる可能性を持った路線とみるべきではないかと思

っております。おそらくＪＲにもそういう視点はあると思いますので、そうい

う意味では、私どもの受け皿となる町が「観光まちづくりプラン」ということ

で、観光に力を入れるという姿勢を示したということは、もっとＰＲをして、

そういう観点からＪＲ札沼線の価値観を地元としてもっと訴えていいのでは

ないかと思います。その意味で、基本的な考え方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。議員がおっしゃったように、本年

３月「つきがた観光まちづくりプラン」を作成いたしました。町の課題である

人口減少、地域内消費減少による地域経済の減退を抑制することが必須である

と考えております。そのために観光を一つのまちづくりの手段と捉え観光誘客、

観光消費の拡充により地域経済の活性化を図ってまいりたいと考えておりま

す。ご指摘のとおり、国内外の旅行客の行動スタイルは多様化し、団体から個

人へと変化していることも事実です。また、同様に移動手段も多様化し、公共

交通機関をあえて利用し、その土地、地域の自然や風土を感じながらゆっくり

観光旅行するかたちも増えていると理解しております。今回作成したプランで

は、まず、本町が持ち合わせている魅力、観光資源、素材を改めて掘り起こし、

それらを観光商品としてしっかり作り上げていくことを柱としているところ

であります。プランの中で具体的にＪＲと連携してという記述はしておりませ

んが、観光商品の開発や観光事業を行っていく上では、ＪＲ札沼線が観光客の

移動手段の一つであることは間違ありませんし、観光商品に付加価値を付けて

いく点において重要な位置付けになると考えています。そういった意味におい

て、鉄道は単なる交通手段としてのみならず、観光をはじめとする様々な角度

からＪＲ札沼線を意識して活用することは、有意義であると考えております。

３月１７日からのダイヤ改正により、札幌から月形へ向かう便で当別での乗り

換え時間を大幅に短縮しアクセス改善されたことは先ほどもお話ししました

が、これも日帰り観光ということでは充分に可能性があるプランで来ると理解

しております。また、平成３０年度にＪＲ北海道が実施を予定している北海道

１５０年事業道内周遊企画に本町にも参加の依頼があり、こうした企画や取り

組みには積極的に参画、協力してまいりたいと考えております。また、議員も

事務局長として参画されている札沼線の「線」を「泉」と書いた札沼泉ネット

ワークによる札沼線沿線の温泉をつなぐスタンプラリーも企画されていると

伺いました。昨年は、沿線４町の商工会青年部による「札沼線沿線マルシェ in

商工まつり」も開催され、民間の皆さんによる活動も大いに期待しているとこ
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ろであります。議員のご指摘のとおり、私もこれまで札沼線を活用した利用促

進事業を開催してきました。大都市札幌に近いという地の利を活かすとその可

能性も十分にあると考えております。バスガイドツアーをしまして皆さん大変

喜んでくれていたことを今でも忘れません。こうした観光事業の展開により、

短期間で飛躍的にＪＲ札沼線の輸送密度を伸ばせるかということについては

厳しいものがあると考えるところですが、札沼線を絡めた観光事業展開がメデ

ィアを通じ道内外に発信され注目されることは、廃線への歯止めの手段になる

と考えております。ご質問の趣旨から少し離れますが、入り込み観光ばかりで

なく、現在、海外資本が計画している旧コリーナ・デ・ルナゴルフ場跡地の開

発についても、今年中に具体的な構想がまとまってくると聞いております。長

期の滞在型リゾート施設を拠点としてそうした方々の移動手段はＪＲに頼る

ところが大きいものと考えており、それらも意識した中で今後の協議にしっか

りと、せめて石狩月形までの存続ということについてしっかり頑張っていきた

いと思っております。 

（宮元議員 午前１０時３１分退席） 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 非常に前向きな答弁をいただき、ありがとうございま

す。私どもの取り組みも紹介していただき、ありがとうございます。実は２

月３日、町で久々の冬のイベント皆楽公園冬まつりが行われ、それなりに賑

わったわけですが、私どもそれに相乗りさせていただき、札幌から留学生を

中心に学生モニターツアーということでＪＲを利用して来ていただきました。

大体２０名前後の学生で日本人も入っていますが、中国、ベトナム、香港、

台湾からの留学生にも参加していただき、アンケートを行いました。他にも

スノーモービルやワカサギ釣り、食事、餅つきなどのアンケートを行ったの

ですが、その中の雪国鉄道体験ということで、ＪＲを利用して来ていただい

たことに対してのアンケートですが、非常に好意的な評価がありまして「ワ

ンマンで田んぼの中を進んで行くのは、おもむきがあった。」、「景色がきれい

で、真っ白の中を進む風景が非常にきれいだった。」、「写真を撮影できるチャ

ンスがあちこちにあってよかった。」という好意的な評価が非常に多く、「も

う少し、説明があったらいいのではないか。」という意見もあって、これから

も続ける価値があると思ったところです。 

（宮元議員 午前１０時３３分入室） 

  非常に印象的だったのは、｢一両編成の電車に乗ったのは生まれて初めての

経験でよかった。」、それから、石狩月形駅に降りて線路を渡って駅に入りま

すがそれが「初めての経験で、ワクワクした。」ということで、考えてみると

あのような場所はあまりないので、そういう意味では札幌からわずか１時間
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ちょっとで日本北海道の田舎の風景でＪＲも１両編成のローカル列車でレー

ルを渡って駅に入るという経験ができたことは、新鮮に感じたとアンケート

に書かれていて、これは心強く思った次第です。それが、子ども連れのファ

ミリーにも波及できれば、もっと可能性が広がるのではないかという気がし

ました。もう一点、先日観光関係の事業者に伺ったのですが、朝里にある大

きなホテルに営業に行ったら、駐車場がガラガラで冬だから厳しいのかなと

思って聞いたら、実は満館ということで、それはどのようなことかと聞いて

みると、インバウンドのお客さんは夏であればレンタカーなどを利用するけ

れど冬はどうしても車の運転は怖くて利用しないということで、公共交通機

関やタクシーで来られるというのが多くて満館になっているということで、

我々の常識とは違って冬の温泉や旅行は公共交通機関の重要性がインバウン

ドには非常に大きいということが改めて認識した次第です。それも含めてＪ

Ｒでもそのぐらいのことは頭に入っておられると思いますが、我々の立場か

らも特に冬の観光ということであれば、先ほど言った冬景色の中を走る一両

編成のローカル列車、車など冬は危険を伴う交通機関よりも公共交通機関の

価値観は冬に発揮されることを頭の隅に置いて協議していただきたいと思い

ます。これについて答弁はあればいただきますが、なければよろしいです。 

  これから、ＪＲに対して本格的に月形町としての協議に入るわけですから、

それに合わせて我々議会あるいは町民との意見交換の場もあるかと思います

ので、そういう意味ではしっかり対応していただきたいということで、終わ

りたいと思います。 

  それでは、２ 平成３０年度町政執行方針における「月形将来ビジョン」

についての質問に入ります。町政執行方針の最後のページ、むすびの中に、

平成３０年度町政執行方針において「月形将来ビジョン」についてという言

及がございました。その中では、「これからの時代においては、小さな町こそ

が・・・」町長が以前から継承されている共生のまちづくりを進めることが

できるという決意が述べられていて心強く思ったわけですが、その中で「農

業、商工業、福祉等が連携して」これを進めて行きたいということで、私も

大賛成であります。これについては、これから着手することになると思いま

すが、現時点で、町長の頭の中でいつ頃どのようなプロセスで進めることを

想定しているか、今伺うことができる内容があればお願いしたい。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 平成３０年度町政執行方針の冒頭にありますように、

私はこれまで「誰もが安心して豊かに暮らせる共生のまちづくり」をスローガ

ンに、農業、商工業、福祉など、各団体や町民の皆さまと相互理解を深めなが

らまちづくりに取り組んでまいりますと申し上げています。月形町創生総合戦
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略を策定してから２年を経過しましたが、未だ人口減少に歯止めがかかってい

ない状況にあります。月形町創生総合戦略の基本目標を達成するには、行政だ

けでなく農業、商工業、福祉団体等の連携なくしては実現できないと常日頃感

じております。昨年、年度初めに各団体代表の方々にお集まりいただき、主要

事業の説明と意見交換会を開催いたしました。初めての試みでしたが、町民や

関係団体とひざを突き合わせてお話しして、まちづくりを進めて行きたいとい

う私の思いから開催したものであります。引き続き、平成３０年度も４月上旬

にすでに開催を予定していますが、定期的にトップレベルの意見交換会を随時

開催し、また、実務者レベルでも情報交換しながら皆さんから意見をいただき

たいと考えております。町長に就任してから１年半が過ぎて行政と農協、そし

て、商工会が連携してまちづくりを進めて行かなければならないことについて、

改めて強く感じていますし、町内の福祉施設や矯正施設などともあらゆる課題

について協議して連携していく必要があると思っています。新年度予算の検討

に入る前には、各団体から意見をいただき新しい取り組みの制度設計を協議し

てまいりました。私は、このような取り組みは、まちづくりには一層重要であ

ると認識し、今後も町内の関係機関と緊密に連携していかなければならないと

実感しています。「月形将来ビジョン」についてですが、月形町第４次総合振

興計画の前期基本計画期間が平成３１年度までとなっており、成果指標の毎年

の確認、重点プロジェクトとの連携を行っております。また、月形町人口ビジ

ョン及び月形町創生総合戦略は、平成３１年度までの５年間の計画であり、関

連重要業績評価表指標（ＫＰＩ）を意識しながら毎年評価し、今後の方向性を

まとめていきます。なお、総合戦略の進捗管理は、行政の内部評価に加え、町

内の農業、商工業、福祉関係者をはじめとする月形町創生総合戦略審議会で行

い、検証結果を踏まえた施策の見直しや必要に応じて改正を行ってまいります。

平成３０年度は、総合振興計画前期基本計画並びに創生総合戦略の検証をしっ

かり行い、平成３１年度に策定する平成３２年度からの後期基本計画に向けて

の課題を整理していく期間と考えております。月形町の将来展望を実現してい

くため、今年度も様々な施策や事業を一歩ずつ着実に進めて行きたいと思って

おります。総務省が発表した２０１７年の住民基本台帳に基づく人口移動報告

によると空知管内全２４市町のうち２２市町で転出が転入を上回る転出超過

となり、人口流出が止まらない状況が続き、月形町でも６２人の減少となって

おります。月形町は人口３,３００人ほどの小さな町ですが、小さな町こそ住

民がそれぞれ生き生きと活躍できるまちづくりを進めることができると思っ

ております。そのために町の活性化、人口減少抑制に向けて掲げた目標の実現

のため、しっかり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

理解とご協力を改めてお願い申し上げ、答弁とさせていただきます。 
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○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 答弁を聞くと、総合振興計画のプロセスの中では、第

４次の後期に盛り組んでいく考え方ですので、時間が掛かると思いますが、

しっかり取り組んでいただきたいと思います。最後に町長が触れていたとお

り、空知管内でもかなりグラデーションが出てきて、人口減が今のところわ

ずかですが歯止めをかけている町もあるので、そういう意味ではそれぞれの

町の取組み本気度が問われるようになってきていると思っておりますので、

私も一議員として、これについては最大の課題であると思っていますので、

力を合わせて取り組んで行きたいと思っております。その中で、今は若い人

が月形に家を建てて他所から戻ってくる人たちも出てきています。かたや月

形を出ていく人たちもいるということで、ちょうど事情が変わる時期にきて

いるのではないかと感じますので、私が前からこのようなことも警鐘してい

るのですが、特に若い人たちへ目に見えるビジョンを早く示してあげないと、

言葉だけではなかなか伝わらない、それはリスクを伴う絵に描いた餅を出せ

ということになりますが、例えそうであってもビジョンは目に見えるかたち

で示して、少なくとも議論を進めて行かないと、益々、この傾向が強まって

しまうと危惧していますので、その点について答弁は求めませんが、私の考

え方を述べさせていただき、質問を終わりたいと思います。ありがとうござ

いました。 

 

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１０時４６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 順番２番 我妻 耕議員、発言願います。 

○ 議員 我妻  耕 通告書に基づき、魅力ある産地形成のための取り組み

についてを質問させていただきます。本定例会で先に発表されました平成３

０年度町政執行方針において、私は体調不良のため欠席し直接町長の言葉を

聞けず残念で申し訳なく思っておりますが、そのため、文面からだけの質問

になってしまいますが、その執行方針の中に「２ 豊かでにぎわいのあるつ

きがた」という項目で、「魅力ある産地の形成こそが、後継者を呼び戻すため

の重要な施策であることから月形ブランドの確立や地域資源を活かした６次

産業化の推進に対する支援に加え、地域特産品生産振興事業を引き続き実施

し」というくだりがありました。これは、３年前の平成２７年３月に出され

た月形町第４次総合振興計画「わたしたちの月形未来計画」、先ほどのお話し

にもありました平成３１年度までの前期基本計画の中にある「加工品製造、
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販売体制の強化等による農業の６次産業化の促進、独自の流通体制の整備促

進など農畜産物のブランド化に向けた多面的な取り組みを進めます。」に基づ

いたものであるということですが、質問いたします。このブランド確立や６

次産業化の推進について、一つ目として、平成２７年度以降、これまでどの

ような取り組みがあったのか。また、現状はどうなっているのか。二つ目と

して、今後の取り組みについて、優先する事業やスケジュールについて町長

の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。一つ目、平成２７年度以降、これ

までどのような取り組みがあったのか、現状はどうなっているのかというこ

とですが、執行方針に掲げました「農産物のブランド化の確立及び６次産業

化の推進に対する支援の取り組みについて」のご質問ですが、平成２７年度

以降と指定をいただきましたが、関連がありますのでこれ以前を含めてお答

えしたいと思います。国においては、「地域資源を活用した農林漁業者等によ

る新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律」、通称６次

産業化法が平成２３年３月に制定され、法律の趣旨は、農林水産物及び地域

に存在する資源を活用した農林漁業者による事業の多核化及び高度化に関す

る施策並びに地産地消を推進して農林漁業の振興を図り、もって食糧需給率

の向上に寄与することを目指すものであります。本町では、これより前の平

成１８年３月に月形町地産地消計画推進協議会を設立し、同年５月には月形

町地産地消推進計画を策定し、本町の農業及び商業振興のための地産地消事

業の取り組みを進めてまいりました。６次産業化法施行後も国が定める地産

地消等の基本方針を踏まえた計画に見直しつつ、月形町の農業振興地域の元

気づくりを進めてきたところであります。平成２７年度には、月形町第４次

総合振興計画の策定と相まって月形町創生総合戦略の中に、月形ブランド開

発の促進及び６次産業化推進事業として取り組むこととし、平成２８年度に

支援制度を制定し、ご承知のとおり平成２９年度から農産物ブランド化推進

事業と６次産業化推進事業をスタートしたところであり、この間、農業者に

対する説明会、ホームページ等で周知の上、地産地消推進事業と合わせて魅

力ある産地の形成に取り組んでいるところであります。この事業がスタート

する以前については、町のふるさと活性化基金の活用をいただき、各生産組

合や組織がブランド化に向けた取り組みや加工品の研究開発に助成してまい

りましたが、今後においては、これらの事業を受け皿として有効活用が図ら

れるよう努めてまいりたいと考えるところであります。現状を申し上げます

と、残念ながら平成２９年度においては、それぞれ事業化に至らなかったの

が現状であります。しかしながら、６次産業化推進事業においては、取り組
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みを目指して相談を受け検討したケースもありました。農閑期までの加工原

料の品質保持が困難であったことから、最終的には断念したものでしたし、

次年度以降に取り組みたいとする希望もあると聞いているところであります。  

  二つ目の今後の取り組みについて、優先する事業やスケジュールについて

の考え方をお伺いしたいということですが、今後の取り組みについては、先

ほども申し上げましたとおり、引き続き事業の更なるＰＲ活動により一層の

認知度を高め、農業者の取り組み、意欲の情勢を図るとともに、その必要性

について理解を広めてまいりたいと考えるところであります。特に町として

どの事業を優先するとかスケジュールを管理するような考えではなく、農業

者や事業に取り組む方々の発想と意欲を行政としてきっちりサポートしてい

く考えであります。ブランド化推進事業については、農協と生産組織を補助

の対象としております。月形ブランドはキングメルティーや月形の花、ダイ

ナマイトスイカ、ゴジラのたまごなど高品質で希少性を持った産品に徹し、

これらを作り上げた生産者や組合関係者の緩まぬ努力の結晶であり、極めて

有効なブランド化の手本であります。ブランド化を進める要は、産地を束ね

る農協であって全国に通用する月形ブランドの形成こそが農協の使命である

と期待しております。生産者は農産物の栽培に専念し、ブランド化は農協が

担うものと考えるところであり、そういう意味において農協には一層のリー

ダシップを期待するものであります。独自化の取り組みについても、トマト

ジュースが成功例の一つでありますが、サトニクラスでは漬物や様々な加工

品の開発に取り組んでいます。かつて、振興公社では、摘果メロンの漬物製

造販売を行っておりました。当時、農家では捨てられていた大量の摘果メロ

ンを漬物に加工したことにより、それぞれの家庭の味で作られるようになっ

て、今では摘果メロンが市場で取引されるまでになり、付加価値が高まった

という点においては、一つの成功例であると思うところであります。月形産

の大豆で味噌の加工を研究した女性グループもございました。これについて

も、ふるさと活性化基金を活用して取り組み、販売当初は大変好評でしたが、

生産コストや販路の開拓、労力不足などの問題から途中で製造を断念せざる

を得ないケースもありました。しかし、これを失敗と捉えるのではなく、自

らの発想でチャレンジしていく姿勢が大事であり、そうした芽を大事に育て

ていくことが大切であると考えます。また、製造には至りませんでしたが、

農協ではかぼちゃ焼酎の検討、振興公社ではかぼちゃスープの試作を手掛け

たことがあったと聞いております。今後、この事業により新たな特産品が生

まれ月形の農産物に付加価値が高まることに期待するとともに、行政として

しっかり支援してまいりたいと考えるところであります。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。 
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○ 議員 我妻  耕 ありがとうございます。古い時代のお話しからいただ

き、平成１８年の地産地消推進計画にさかのぼるところから話していただき

ました。この問題について聞きたいと思ったことに関しては、まちづくり常

任委員会でふるさと納税の返礼品の中身の問題から、平成２２年、２３年ふ

るさと納税が始まったときからトマトジュースがあって、その次にくるもの

は何かというところで、月形ブランドは農産物が中心なのでどうしても冬場

に返礼する物がないということも聞きました。それから、一般質問の中でも

行政が個人の経営に対して突っ込んで対応することはなかな難しいという、

業を起こす方の一般質問の中でもそういうのがありましたけれども、やはり、

次に何をしていくのかと考えたとき、農家にとって自分の農産物をどう加工

していくのか。本来なら捨てられているものや見返すことのないものをどの

ように生かしていくのかということは、とても大事なことで、それを町を上

げてやっていただいて、次に繋がる、トマトジュースに繋がるようなものを

作っていただきたいという気持ちがあります。もちろん、町としては、個人

の経営に対して直接タッチすることはできないということがあるかもしれま

せんが、今、おっしゃられたように振興公社でのかぼちゃスープの試作や女

性グループの味噌づくりの研究などチャレンジされていますが、トマトジュ

ースも含め、トマトジュースの次にくる商品は何かということも含めて、振

興公社ではすぐに次につながるような商品が作れると思うので、それを、も

う一つ、農家や事業者からの発想そして振興公社ではトマトジュースに続く

商品の開発も継続して作っていただきたいと感じていますが、どうでしょう

か。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 今、議員が言われたように、振興公社のトマトジュー

スについても、年々トマト生産者の高齢化等で量の確保が難しいということ

も聞いておりますが、それも含めてトマトジュースのブランド維持をしてい

き、その他、商工会青年部ではビールの試作について取り組んでくれており

ます。それも含めて農協、行政が連携して、今、議員がおっしゃったような

ことについて、しっかりと支え、一緒になって考えていきたいと思っており

ます。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。 

○ 議員 我妻  耕 ぜひ、取り組んでいただきたいと思います。第４次総

合振興計画前期の基本計画の５年間のうちの３年が過ぎました。後の１０年

間でどのようなかたちにしていくのか、先ほど他の議員のところでも町長が

言われたように人口は減ってきてマンパワーも含めて人財も減ってきている

中で、ぜひ、元気になるような６次産業化に向けてやっていただきたいと思
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います。以上で終わります。 

 

○ 議長 堀  広一 順番３番 大釜 登議員、発言願います。 

○ 議員 大釜  登 通告書に基づいて、質問させていただきます。今回の

定例会で町政執行方針の中で、町長の基本的な考え方や施策について伺いまし

た。その中で現在進めている定住化促進事業で快適な住まいづくり支援等につ

いては、しっかり実績を残していることを評価いたします。今後もしっかり事

業を進めていただきたいと思います。そこで本題に入りますが、今回の町政執

行方針で老朽化した職員住宅の建て替えに対する新たな取り組みとして商工

会の安定運営を図り町内建設業の振興を目的とした官民協働事業を取り入れ

整備していくことを述べております。この事業を進めるにあたり関係する団体

と行政がどのような経緯で進めたのか、その決定に至ったことについてお伺い

いたします。また、建設後、商工会が一定期間管理・運営をした後、町への移

管も述べております。これの期間についてお伺いいたします。なによりもこの

事業が町にとってどのようなメリットがあるのか、町長の考え方をお答えでき

れば、いただきたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 お答えします。町職員住宅の建築、建替えについてで

すが、この事業に取り組むきっかけは、昨年７月、月形商工会へ出前町長室

でうかがった際、商工会が行う賃貸住宅整備事業の提案について話を伺った

ことがきっかけであります。私は、これまで住宅建設に関しては、民間活力

の重要性について述べてきましたが、今回の商工会の提案はそうした私の考

えに沿ったものでありました。町職員住宅の中には、老朽化が著しいものが

あります。今後、大規模修理等で経費を掛けたくないという想いもあるとこ

ろに、今回の提案があり、協議を進めてきたところです。執行方針にも書か

せていただきましたが、商工会の安定的な運営と町内建設業の振興を図り間

接的ではありますが、町営住宅に入居する町職員を抑制することで町営住宅

に余裕が生じて町民の方はもとより町外からの転入者の定住化が図られる効

果があると考えています。現状の事業内容ですが、木造２階建て１棟６戸の

集合住宅で入居者は単身者を予定しています。商工会が住宅を建築し、町と

商工会が２０年の賃貸借契約を結び、町が商工会に借上料を支払い、賃貸借

期間が過ぎた後は商工会から町に移管される方式を取りたいと考えておりま

す。メリットとしては、商工会は町職員住宅であるため空き室になることの

リスクを負わず、安定的に商工会の運営に充てる資金を得ることができ、町

は町所有住宅ではないので町経費が掛からず管理に関する職員の人的負担が

伴わない利点があると考えております。町、商工会相互がウインウインの関



平成３０年 第１回定例会 ２日目 

 

 15 

係にある事業と言えると思っております。商工会のご提案そしてこれまでの

協議に感謝をしております。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 考え方が大体分かりましたし、執行方針でもお話しを

聞いているのであえてこの件について質問しません。これについては、予算特

別委員会の予算にかなり上がってくると思うので、そちらで質問したいと思い

ます。今、町長からメリットについてお伺いしましたが、デメリットとして築

２０年経つとかなり老朽化すると思うので、２０年経ったものを町が移管を受

けるとなると、修理をしていただいて移管を受けるのか、そのまま居抜きで移

管を受けるのか。それと、これだけのものを建てるとなれば土地が必要になる

と思いますが、土地についても町に移管するのであれば当初から土地は町が町

有地を提供するのか、そういう考えがあるのか、その点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 具体的な内容については、今ほど議員も言われたよう

に平成３０年度予算が可決された後に細部を決めていきたいと考えておりま

す。ですから、２０年後のことについてどうするのかということも商工会と

町がしっかり話をしていきたいと思っておりますし、建設の土地については、

まだ決めておりませんが、しかし、市街地または市街地に近い町有地から選

定したいと今のところ考えております。それらについても、今回の予算が可

決された後に商工会と十分に協議をして、できれば秋ぐらいまでには完成し

てできるだけ早く賃貸借契約が進められればと考えております。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 今の答弁で次の質問をしようと思っていたら答えてい

ただけましたので、これについては割愛させていただきます。これから町有地

を選定して条例等の改正などあると思いますが、やはり、便利がいい場所に建

てなければ職員住宅として本来であれば月形町にかなりの町有地があり、団地

もかなり空いているので、利便性を考えた場所も一つの選定に入れてやってい

ただきたいという考えは持っております。今、町長からスケジュール等につい

ては、秋ぐらいまでの完成を目指していると聞きました。その中で契約等につ

いて、これから２０年掛けて管理していただきその後町に移管して管理するこ

とになれば、契約書の中にしっかりそういうことをうたっていかなければなら

ないと、その時になって話が違うとならないようにしていただきたい。この事

業は、今後、色々な分野でやっていくことができるという感じで考えておりま

すので、それについては、しっかり契約を結んでやっていただきたいと思いま

す。それから、先ほど言われていた職員住宅が建設されれば町営住宅が空くと
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いうことで、そうなると、今、公住が空くのを待っている一般町民や町外から

来ている方がかなりいると思いますが、その方たちにも公住の提供ができると

いうことで、こういう事業は一つのモデルとして今後真剣に考えて官と民がで

きることをしっかり話し合って進めていただきたい。その点について、町長は

今後の検討課題として持っているのか、お伺いします。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 私が、前職の時に障がいのある人たちのグループホー

ムを建設するときに、町や建設業協会とお話しさせていただき、町有地に多

くの障がい者の人たちのグループホームをオーナーが建ててくれて、障害の

ある人たちが家賃を払って、そのことが厚生労働省は月形方式として全国に

広めてくれております。そして、障がいのある多くの人たちが全国の地域で

当たり前の生活が送られるようになっております。そういう意味では、今回

のこの取り組みも既に商工会青年部の方々は何カ所か視察に行かれ、ぜひ月

形にということですが、今後、この予算が承認されましたら、商工会としっ

かり話を詰めていき、月形方式の住宅そして定住化促進の一つとして先駆け

ている他の町に負けないようなモデル的なかたちに作り上げていきたいと考

えておりますので、議員各位、議会のご理解、ご支援を宜しくお願いしたい

と思います。 

○ 議長 堀  広一 大釜 登議員。 

○ 議員 大釜  登 決意など色々聞かせていただきました。これを一つの

モデルとしてこれから色々な分野で、あえて町長は商工会のお話しをされまし

たが、それが農協や施設など色々な分野で施設の方が住宅を建てるのであれば、

町もしっかり協力して、やはり定住化とは人に住んでいただかなければ成り立

たないものですし、それにより人口が他所から入ってくるということで、人口

の増加にもつながるので、その点はしっかりモデルケースとして、先ほども言

いましたが、色々な分野で活用していただき、進めていただきたいと思います

ので、宜しくお願いいたします。以上です。 

○ 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。 

   （午後 ２時０１分散会） 

 


