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（宮元議員から一身上の都合により欠席の旨の報告あり） 

○ 議長 堀  広一 ただ今の出席議員は８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３０年第２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 

笹 木 英 二 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２５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２５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、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７議案、報告１件、合わせて９件であります。また、

議会から意見案１件、会議案１件の提案を予定しております。 

  一般質問についてでありますが、５月２４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７日に一般質問を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、

本日と明日８日の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申し上げまして、

議会運営委員会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
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ら報告のとおり、本日７日及び８日の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 異議なしと認め、会期につきましては、本日７日から

８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。行政報告につきまし

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 我妻 耕議員ですが、資料の配布を求めら

れましたので、これを許可したので報告します。それでは我妻議員、発言願い

ます。 

○ 議員 我妻  耕 それでは、一般質問を行いたいと思います。３月の予算

審議も終わり９月の決算審議に先立つ、この間の６月の定例会で町長に質問さ

せていただくことは、通告のとおり、月形町の決算を他の町村と比較したとき

の産業振興や教育費についてということです。さて、本日は、２８年度の決算

を用いて作成された月形町の財政状況資料集を参考に質問させていただきま

す。お配りしたのが、その中の（６）市町村目的別歳出決算分析表（住民一人

当たりのコスト）を皆さまのお手元にお配りいたしました。役場の方々にはお

なじみの物かもしれませんが、私は資料そのものに不案内だったものですから、

確認方々少し説明をさせていただきたいと思います。まず、財政状況資料集（平

成２８年度版）ですが、例えば、１枚目にあります総括表は、月形の人口、収

支状況などのデータから病院会計や月形町振興公社といった各会計名、関係団

体名などが表示されており、月形の全体像をつかむことができる物です。他の

ページをめくっていくと、普通会計状況分析表構造など月形の色々な決算、財

政状況を表す興味深い資料となっています。何よりもこの資料は、他の自治体

との比較ができるという点が上げられます。しかも、人口と産業構造の組み合
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わせによって自治体を町と村では１５に類型化し、分類された自治体、月形と

同じ類型の類似自治体と呼ばれる自治体と比較しております。町村以外には政

令指定都市や中核都市、その他の市などに分けられてそれぞれ分類されている

ものです。そこで、月形の類型に関しまして言いますと、資料集の１枚目の総

括表の上段にも書かれているのですが、お配りした資料の左上の四角囲みの中

に市町村類型と書かれていて、平成２８年「Ⅰ－０」というのが月形の類型に

なっています。これは、人口５,０００人未満で町村内の第二次産業、第三次

産業、鉱工業、サービス業の割合が８０％未満という類型ということで「Ⅰ－

０」と分類され属しております。つまり、農林水産業が盛んである町村に分類

されていることになるわけです。全国１５１団体あるそうです。今回、財政状

況資料集の中でも注目したのが、皆さまのお手元に配らせていただいた（６）

市町村目的別歳出決算分析表（住民一人当たりのコスト）です。その中でも、

農林水産業費、商工費、教育費を見ていただきたいのですが、これらの金額は

住民一人当たりの行政コストであります。目的別歳出を住民基本台帳の人口で

割って町民一人当たりいくら掛けたかという金額になっております。まず、農

林水産業費を見ていただきたいのですが、４列ある中の左から２列目の２段目

に農林水産業費があります。ちょっと見にくいのですが、赤の折れ線が月形で

平成２８年の１２６,８６０円が町民一人当たりの金額コストであり、月形の

類似団体の平均が青の折れ線になっていますが、１７０,３６５円よりも低く、

農林水産業費の見出しの下に青印で書かれているのですが、類似団体内の順位

も１５１団体中７９位ということを表しています。平成２４年度からの５年間

の赤の月形の折れ線の推移を見ても常に類似団体の平均を下回っています。そ

れが見て取れるということです。同じように農林水産業費の下の商工費も月形

は１７,４１０円、類似団体の平均は４５,６０６円で類似団体内の順位は１５

１団体中１２２位、過去５年間の推移も平均以下で推移しています。教育費に

ついては、３列目の２段目ですが、教育費も同様に平均以下となっています。

このように目的別歳出決算分析表で農林水産業費、商工費、教育費の月形の住

民一人当たりのコストは、平成２４年度から平成２８年度まで比較対象の類似

団体の平均値を一度も超えていません。町長は、３月の定例会において町政執

行方針の中で、産業分野の中で農林業、商工業、観光交流の３つに触れていま

すが、産業振興や未来を担う子どもたちを育てる教育の重要性をうたうなか、

こうした同じ類型の自治体の決算の推移をどのように認識し、月形町として今

後取り組んでいくのかというお考えを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。本町では、平成２７年度以降、月

形町第４次総合振興計画前期基本計画で設定した重点プロジェクトや創生総
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合戦略事業を着実に実行するよう、また、町民の目線に立った分かり易く効率

的な事業展開が図られるよう予算編成をしてきました。今後も計画的に財政を

運営しながら町民の皆さんに直接関係する事務事業に積極的に取り組み、住み

良いまちづくりと月形町が抱える課題解決に向けて努力して行きたいと考え

ています。議員のご質問にあります財政状況資料集は、月形町においてもホー

ムページに結果を公表しておりますので、ご承知のことと思いますが、普通会

計の歳入歳出決算額や各種財政指標、一人当たりの行政コストやストックに関

する情報に加え、決算額や各種財政指標等についての各団体による経年比較や

類似団体比較などの分析をまとめたものであります。議員がお話しされたよう

に指標は、その類型は人口と産業構造の２つの要素によって設定されています

が、市町村の財政は単に人口や産業構造だけで決まるものではないので、市町

村の自然的、社会的、経済的条件等も合わせて考慮しなければならないと考え

ます。各年度の財政状況資料集によりますと、平成２４年度から平成２８年度

の目的別歳出決算分析表（住民一人当たりのコスト）では、ほとんどの項目で

横ばいでありますが、人口規模が少ない町村では普通建設事業費の有無でその

増減は大きくなり、単純には比較することができないと考えております。これ

まで、事業に優先順位を付け町政を進めてまいりましたが、今後も議員からも

ご指摘のありました類似団体との財政状況を比較するなどして、議員各位のご

意見もいただきながら事業の重要度や優先度により進め、月形町総合振興計画、

創生総合戦略に基づき、特色あるまちづくりや独自の施策を推進してまいりま

す。自立した町を創造経営していくために限られている財源を有効に活用し、

そして、後世に負担を残さないような財政運営を今後もしっかりと行っていき

たいと思っております。今、月形に住んでいる子どもからお年寄り、障がいの

ある人など全ての方が月形に住んで良かったと思える「誰もが安心して豊かに

暮らせる共生のまちづくり」のため、職員と一丸となり更なる町政の推進に努

めてまいります。ご理解を宜しくお願いします。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。 

○ 議員 我妻  耕 ありがとうございます。色々な総合振興計画や戦略事

業の実現に向けて動いているということと、町長がよく口にされます子どもか

らお年寄りまで月形に住んで良かったというまちづくりをしたいという気持

ちがあるということは、今までも聞いております。更に進めていきたいという

ことで、これは、私事になるのですが、９月の決算審議に関してこれまで決算

等は前年度との比較、過去との比較、金額の増減の確認に終始していた感じが

自分なりにしているのです。歳入歳出の増減を町内目線の一面しか捉えていな

かったような気がしていました。しかし、他の町村と比較してみますと、ある

歳出の金額が増額したからオーケーとか、取り組んでいるというのではなく、
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他町村との比較でみると、実はまだまだそうでもないだとか、足りないという

ことや月形は何に力を入れているのかということが、対局的に見えるような気

がしました。町長もご存じのように、企業の決算書を見るに当たりましては、

過去との比較は大事ですし、他社企業との比較も大事で役に立つと言われてお

ります。町長の話の中でも出てきたのですが、確かに市町村の類型については、

一定の類似性は見られますが、月形と同じ類似団体は１５１、全国に渡ってい

ますので、立地が違いますし町長のおっしゃられるように気候も違うし産業構

造もパーセンテージの中では違いがあるかもしれません。ただ、比較のみに捉

われて類似団体の平均値を政策目標にしてくださいというわけではないし、そ

うするわけにいかないことは分かっております。例えば、類似団体でも近隣を

見ると月形と同じ類似団体「Ⅰ－０」は空知では７町あります。月形、浦臼、

雨竜、北竜、沼田、秩父別、妹背牛の７町、５,０００人未満、二次、三次産

業が８０％未満という類型の中の町はこれだけあります。皆さまにお配りしま

した農林水産業費、先ほども紹介したのですが、月形の２８年度の農林水産業

費（住民一人当たりのコスト）は１２６,８６０円でした。ただ、これを、例

えば、歳出状況で考えますと、農林水産業費の構成比は月形１２．３％になっ

ています。歳出の中の１２．３％を占めるということです。昨日、７町のうち

の他６町の農林水産業費が歳出の中での構成比はどのぐらいか計算してみた

のですが、すると月形は今言ったように１２．３％だったのですが、７町のう

ち月形は６番目、秩父別１８．８％、妹背牛１８％、雨竜１７．８％、沼田１

５．２％、北竜１３．８％、浦臼１１．６％ということで、月形は６番目とな

っています。平成２７年度も計算してみると、月形は歳出の中における農林水

産業費の構成比は７町の中で６番目になっています。商工費についても、計算

してみると商工費の７町の中では、平成２８年度は５番目の構成比率でした。

歳出の総額が違う中で農林水産業費、商工費がいくら使われて何％に当たるか

という計算をしてみたわけです。教育費については、１番目でした。これも考

えてみると他の６町には高校が存在していないので、その分で月形が１番にな

っている気もしたのです。このように、状況を見ると歳出の金額はそれぞれ多

い少ないはあるけれど、その中での構成比を考えるとこのようなことも見えて

くるということです。以前にも町長に言ったことがあるのですが、私たちはこ

の９月で最後の決算審議、来年の３月で最後の予算審議を迎えます。前にも言

ったつもりなのですが、公職選挙に係わる公職に先に着いた者として言えるこ

とは、滔々と、淡々と流れる行政の中でその流れに乗ることができるのは、私

たちも町長も４年間だけなのです。保障されているのは。その先の保障がある

わけではありません。４年は早いです。町長もあらゆる資料、情報の中にみえ

る月形像を洗い出した上で、農林水産業、商工業、教育に月形の実情に合わせ
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てメリハリを付け、これは、おっしゃっていましたが、上坂カラーを実現すべ

きであると切に感じています。それについて、町長はどのようにお考えか、最

後にお聞かせください。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 ありがとうございました。私は、議員が述べられた空

知の仲間の各町から、それぞれの町の取組みについて、色々な意味で学ばせて

いただいております。北竜町、秩父別町、沼田町、雨竜町、浦臼町の町長は、

行政の経験豊富な町長でありまして、色々なかたちで先輩町長としてこの１年

半お話しさせていただいております。沼田町からは、コンパクトシティや病院

経営のあり方、秩父別町からはトマトジュースの運営状況、北竜町からは美味

しいお米について、町長自ら東京へお米を背負って販売に行っている話を聞い

て、私はぜひ負けないようにしっかり頑張らなければならないと思っておりま

す。また、妹背牛町の町長は新しく民間から就任されて、短い期間ですが色々

なかたちで勉強し意見交換をさせていただいています。行政からではなく民間

からの町長として一緒にタッグを組んでまちづくりに向かっていこうと、その

ような話をさせていただいております。そんなことも含めて議員のおっしゃっ

たことをしっかり踏まえて、今後、町民のため、そして、繰り返しになります

が、一番弱い立場の人の置かれている思いや願いをしっかり受け止め、平均的

な行政ではなく、弱い立場の人たちに光の当たる行政を進めていきたい、その

ことを述べさせていただき、終わりにしたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 我妻 耕議員。 

○ 議員 我妻  耕 何度も口にしたのですが、９月に決算を迎えます。我々

議員も決算を見るとき、色々な思いを持って、色々な見方を持って見て行かな

くてはならないと思っております。どうぞ、町長も今おっしゃられたことが実

現できますように切に願っておりますので、宜しくお願いしたいと思います。

以上で終わります。 

 

○ 議長 堀  広一 暫時休憩いたします。   （午前１０時３０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１０時４０分再開） 

 

○ 議長 堀  広一 順番２番 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、質問させていただきますが、

私からは２点質問をさせていただきます。第１点目ですが、月形町のマスコッ

トキャラクター「ベルデくん」についてでございます。月形町のマスコットキ

ャラクター「ベルデくん」は、１９９０年に石狩川川下りイベントに際して誕
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生したということでありますが、これは、月形観光協会の所属となっていると

伺っておりますが、対外的にはほぼ月形町のキャラクターとして町内外に認識

されているように思います。そういう前提で質問させていただきますけれども、

まず、こうした市町村のキャラクターについては「ご当地キャラクター」と称

されたり、あるいは、最近では「ゆるキャラ」と称されて話題を集めているよ

うに聞いております。そして、全国的なイベントとして「ゆるキャラグランプ

リ」あるいは「ご当地キャラクターフェスティバル」というイベントで、かな

り大きく取り上げられていると聞いております。それは、そのキャラクター自

体に、その町や地域のイメージを印象付けるという、分かり易く親しみやすく

ＰＲする役割が求められているように思います。「ベルデくん」が誕生した１

９９０年当時を顧みますと、町のマスコットキャラクター自体が珍しかった時

代であったと思いますし、今では生産者が減っています青肉メロン「キングメ

ルティ」が月形町を代表する特産物であった時代というふうに思います。それ

以来、これまで３０年近くイベント等で「ベルデくん」が大きな役割を果たし

てきたことは認識しておりますけれども、先ほど申し上げた全国的な状況から

鑑みまして、私たちの町の状況も含めて大きく変化してきているように思いま

す。そこで、将来を考えた場合、このへんでわが町月形を代表するイメージを

どのようにして描いていくのか、そして、それにふさわしく町民にも町外の

人々にも愛され親しまれるキャラクターというもの、そして、月形町を的確に

代表するようなキャラクターというものを、もう一度見直し考えていく時期に

きているのではないかと思います。それについての町長の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 楠議員の質問のとおり、「ベルデくん」は、１９９０年

に実施した石狩川川下りのイメージキャラクターとして誕生し、空知でも一番

古い物とお聞きしました。「ベルデくん」の「ベルデ」とは、ポルトガル語で

「緑」の意味で、月形名産の青肉メロンをキャラクター化したものであります。

「ベルデくん」の図案・着ぐるみの作成、そして、所有も議員がおっしゃって

いるとおり月形観光協会であります。着ぐるみの作成の際の費用は、町の助成

金で賄われているものと認識しており、そんな意味では、費用は町の助成金で

賄ったと言われていますけれど、町として「ベルデくん」の今後の活用につい

て左右する発言は控えさせていただきたいと考えております。観光協会の事務

局に確認させていただきました内容としては、２０２０年には「ベルデくん」

誕生から３０年を迎えるもので、何らかの記念となる催しを実施したいと考え

ているようです。観光協会としては、引き続きイメージキャラクターとして活

躍してほしいとのことでありました。もう一つ、他にキャラクターとして月形
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小学校の子どもたちの取組みについてお話しを何度かさせていただいたと記

憶しておりますが、平成２８年に当時、月形小学校６年生であった児童の皆さ

んが総合的な学習の時間の中で、月形町とダイナマイトスイカをかけて命名し

た「つきなまいと」を考案してくれました。昨年の１月末、出前町長室で「つ

きなまいと」の発表をしてくれており、当時の小学校６年生の皆さんが真剣に

考えてくれたことに感動したことが思い出されます。こうした児童の皆さんの

発案などもありますが、「ゆるキャラ」といった町としてのイメージキャラク

ターの作成につきましては、現在のところ考えておりません。今後、町の状況

変化等によりその必要性や町民皆さんの声の高まりをみて対応をして行きた

いと考えておりますので、宜しくご理解いただきたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 今、町長から答弁があったわけですが、おそらく議会

という公式の場でこういう議論がなされるのは初めてだと思いますので、私自

身もまだ考えがはっきり固まっているわけでもないし、これからまだまだ調査

したり、わが町として検討すべきことがあるかと思いますので、これからの課

題ということで、問題提起に留めたいと思います。ただ、一つ言えることは、

色々な経過もあるし町民の思いもあるかと思いますが、今の「ゆるキャラ」や

町村のキャラクターというのは、町を戦略的に全国あるいは世界に売り出すた

めの一つの素材ですので、その視点でこれから町が取り組もうとしている観光

振興においても非常に大きな役割を果たすと思うので、単なるキャラクターと

いう位置づけではなく、町のイメージをどのように戦略的に売り出していくの

かという視点で、真剣に前向きに検討していただきたいという私の意見を述べ

させていただき、これについて答弁は求めませんので、今後の課題としたいと

思いますので、宜しくお願いします。 

それでは、第２点目の大きな重たい話題になってくるわけですが、ＪＲ札沼

線の存続問題についてです。最初に議長にもお断りしているのですが、この質

問書を通告したのが５月２４日で約２週間近く経っており、その間、状況も変

化して質問の内容あるいは時間についても多少変化があるかと思いますので、

その点はご理解いただきたいと思います。それでは、本題に入っていくわけで

すが、先般、ＪＲより示された回答書については、４町の協議会とは別にそれ

ぞれの町村との単独協議が始まって、本町より要望した協議事項について回答

がありました。私も含めて多くの町民が期待してきた月形町までの存続が初め

て協議のテーブルに着いたという意味で、札沼線の依存度が大きい月形町の期

待にＪＲが向き合っていただいたという意義は大きいと思います。しかしなが

ら、その回答内容は、一方で非常に丁寧で本町に対する誠意を感じるものでは

ありますけれど、存続を望む我々にとっては非常に厳しい内容であったという
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ふうに思います。その意味で、改めてこの問題についての正念場にきている感

を強くしたわけです。その後、５月２９日の町民向けの説明会に私も出席させ

ていただきましたが、激しい反対論は出なかったような気がします。しかし、

あの時の町民の空気、非常に重苦しい空気が、町民の落胆と戸惑いを表してい

たように思います。そして、月形町、この小さな町に稀なマスコミ関係者が大

勢集まっていただきまして、カメラのスポットライトを浴びながら自分の意見

を述べられる町民は、非常に勇気がいっただろうと思います。ですから、あそ

こに来ていた町民の中でも、言いたいことがなかなか言えなかった人も数多く

いたのではないかと推察しております。その翌日にご存じのとおり、一部報道

メディアで「バス転換へ容認方針」という見出しで大きく報道されました。当

初から町長は６月の遅くない時期に決断するとおっしゃっておりましたが、町

民への説明会が終わった翌日の時点で、あたかも受入れが既成事実であるかの

ような報道が先行してしまったことは遺憾に感じます。まず、通告内容の前に

１点、この報道に対する町長の見解を伺いたい。それから、通告にあります今

後のプロセスについて、我々議会にとっては、ＪＲの回答内容が５月１６日即

日に内容を示されて私どもは見ることができたわけですが、その時は町長と日

程が合わなくて、これに対する論議はできなかったわけです。それから今日に

至るまで町長も忙しく議会との日程調整ができなくて、そういう議論の場を持

つことができなかったわけです。まして、多くの町民は、新聞報道のみで知る

ということで、町からの情報提供もありましたけれども、一部の情報しか得ら

れなかったということで、今の段階ではやっと町民の意識に上った段階ではな

いかと思います。確かに残された時間は少ないし、わが町だけの事情で決まる

わけではないですから、非常に難しい状況であることは十分理解しますけれど

も、少なくとも８４年札沼線と共にうちの町は歩んできた自治体ですので、こ

のように追い立てられるように受入れを迫られることについては、非常に残念

に思いますし、大多数の町民が概ね納得できるプロセスを経て、町長の最終的

な決断がなされるべきであると思います。そのプロセスについて、現時点で町

長がどのようにお考えになっているか、伺いたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 ただ今、楠議員から２点に渡って質問があったと思い

ます。通告書の質問事項には入っていない３０日の一部報道についてという

ことで、町長に質問がありましたので、これについては、町長から答弁がで

きれば認めます。それと、今の町長の考えということで、２点について答弁

をお願いします。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 報道に関してお答えいたします。５月３０日の一部報

道機関で、議員もおっしゃっているように「札沼線廃止容認する意向を固めた」
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という報道がありましたが、これは誤りであり、先の住民説明会でもこれまで

も廃止を容認すると言ったことは、一度もありません。他の報道記事を見比べ

てもそのような報道を記事として載せているところはないと認識しており、抗

議したところであります。また、ＪＲ北海道では、わざわざ私どもにＪＲ西野

副社長から文書で６月１日に６者協議の記事の中で、ＪＲ側は「ＪＲ札沼線が

一部バス転換となる見通しなど現状を報告した。」という一部の報道機関から

ありましたが、そうした発言はしていないと抗議文を出しているという連絡を

受けております。こうした一部報道機関による報道により、議員がおっしゃっ

ているように町内外の方々が動揺する事態となったことに対しては、大変、遺

憾であると思っておりますし、色々な場面でそのようなことはまだ決めていな

いということを話しているところであります。また、この後、議員がお尋ねに

なっている町民の思いにどのように取り組んで行くのか、プロセスをどのよう

に考えているのかということについて、若干これまでの経緯を踏まえて述べさ

せていただきます。平成２８年１１月、ＪＲが単独では維持することが困難な

線区についての公表以来、空知の沿線３町長とＪＲ北海道に対する維持存続要

請や国会議員への陳情も行ってきました。その後、平成２９年度に入って当別

町も加わり札沼線沿線４町長意見交換会を立ち上げて、ＪＲ札沼線の維持存続

活動を一生懸命展開してきました。そして、本年に入ってからは、交通施策と

まちづくりは一体であるとの考えの下、これまでの４町長意見交換会を札沼線

沿線まちづくり検討会議に改組し、組織の強化を図ったところであります。そ

して、私は、その会議の議長として取りまとめ役をお引受けしたところであり

ます。少なくとも沿線４町は維持存続ということで、今もその思いや気持ちは

変わらず続けていると議長としても認識しているところであります。しかし、

一方で、札沼線沿線まちづくり検討会議への改組と時を同じくして国や北海道

を取り巻く状況が予想を上回る早い展開を見せてきていると認識しています。

北海道のリーダシップの発揮、ＪＲ北海道の自治体への協力姿勢の表れ、また、

困難路線を抱える自治体の首長選挙等も行われて、全道的にＪＲ北海道の事業

範囲の見直しの方向へ変化しつつあるように感じておりますけれど、議員もお

っしゃっているように、スピードで攻められているのではないかという具合に

おっしゃっていただいてますけれど、私もそのように感じてはいますけれど、

大きな転換点となった３月の北海道が交通政策総合指針を作成して、１２線区

の位置づけが示されたことについても、今後のあり方について非常に厳しいも

のであると認識せざるを得ないと考えております。私は、北海道の協議を４町

それぞれでスタートしようと舵を切りましたけれど、そのことについては必ず

しも全体の流れを加味してやったわけではなくて、今後のあり方を町民の皆さ

んや議会の理解も得ながらしっかりやっていくためには、ちょうどいい判断で
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あり間違いではなかったと思っております。そのような思いの中で、５月２９

日の住民説明会で、５月１６日にＪＲ北海道西野副社長からの回答書「月形町

までの存続はできない。」との回答を断腸の思いで聞きましたけれど、札幌か

ら月形高校に通わせている生徒のお父さんの意見もありましたが、今後とも丁

寧に説明して、議員もおっしゃっているように、引き続き議会の皆さん、そし

て町民の皆さんの意見を聞く時間をもう少し取って行きたいと考えておりま

す。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 今、報道に対する見解と今後のプロセスについて、町

長の今の考え方をお聞かせいただき、議会の一員としてこれに対して精力的に

協議して行きたいと思うわけです。今回も多くの報道機関が来られて、私も緊

張気味なのですが、私たちの小さな月形町の問題が、どうも北海道全体のＪＲ

の方向性を左右するような立場に置かれているような、私個人的にはそういう

気がしてですね、自分としてはそれがいいのか、悪いのか迷うところなのです

けれど、報道や周りの状況に惑わされるのではなく、やっぱり、私たちの町の

将来をここでしっかり考える時間を取るべきであると思います。そして、私た

ち月形町にとってはですね、今まではどちらかというと移動手段や交通手段と

してどちらが便利なのかという観点での議論が中心だったのですが、月形町に

とって単なる交通手段ではなくて、まちづくりの中心軸にＪＲ札沼線があると

思うわけで、これについては、町長と何回か議論したことがあると思います。

そして、街の中心にＪＲ月形駅があるということで、今後は、そこを中核とし

たまちづくりに取り組んでいくべきであると私も思うし、そのように思ってい

る町民も多いように感じております。今の町民の危機感は、それを失うことで

街が一層寂れて行くのではないか、それに拍車がかかるのではないかというこ

とであると理解しています。ＪＲ月形駅を中心として札幌圏とつながりを保ち

ながら、それを中心にコンパクトで住みよいまちづくりをするという一つのビ

ジョンというものも、町民の間にも浮かんできている状況であると思います。

そして、国も、これまで地方創生を掲げながら自治体に対して取り組みを求め

てきたわけです。わが町においては、それに基づいて役場職員の皆さんが知恵

を絞って汗を流して総合戦略を立てて、その中の骨格にＪＲ札沼線があるわけ

です。ですから、そういう意味では、単に交通手段ということではなくて、ま

ちづくりの骨格をどうするのだということを、ＪＲ札沼線が担ってきたという

ことだと思うのです。現時点では、そういう観点での議論が、これは私たち議

員の責任もあるかもしれませんけれども、あまりなされてこなかった。それと

もう一つは、道や国の支援スキーム、先ほど町長もおっしゃっていましたけれ

ども、６者協議でどのような内容が出てくるのか分かりませんが、地方創生を
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進めていた国の支援スキームも明らかになっていない。今まで地方創生で地方

の尻を叩いてきた国が、一方でＪＲに対してどういう支援をするのかというこ

とに注目したいと思っています。そして、先ほどから申し上げているとおり、

うちの町もようやく取り組み始めた観光振興においても、最近、札沼線は田園

地帯を走るローカル線という観光資源としての価値も見直されてきている。そ

して、最近増えているインバウンドの観光客、個人客が増えているので、個人

客となると移動手段はＪＲあるいはバスということになりますけれど、特にア

ジアの観光客は、鉄道を好むということで、そういう意味でのインバウンドの

観光客の移動手段としての価値がある可能性があるかと思います。その中で、

決断までの時間が限られていることは理解します。月形町だけの事情で変わら

ないし、それで決められないことは理解しますけれど、町長におかれましては、

わが町の将来を決する今は、選択の時期であると思います。そういう意味で、

後世に恥じない決断をしていただきたいと思います。まちづくりにとってのＪ

Ｒの意味や価値をどのように考えてこれから決断していくのか、伺いたいと思

います。 

○ 議長 堀  広一 町長。 

○ 町長 上坂 隆一 私の思いは議員とそんなに差はないと思ってこれまで

きております。私は、住民説明会後の対応として、町民への説明等が不十分で

あり、もっと丁寧にやるべきであるという中で、次の日からＩＰ電話を使った

り、広報にも住民説明会の内容等も含めて丁寧にきめ細かく進めてきていると

思っております。議員がおっしゃるようにこの問題については、非常に関心も

あるし、今後の月形のまちづくりに大きく左右することについては、認識して

おりますので、今後とも町民の意見集約については、出前町長室等しっかりと

継続して、町民一人ひとりのご意見をひざを突き合わせて聞いて行かなければ

ならないと思っております。そういう意味で、ぜひ議員の皆さんにも方法手段、

そして、議員の皆さんも町民の皆さんの意見をしっかり聞いていただき、私と

一緒に議論、検討を進めてほしいことをお願いしたいと思います。また、将来

のまちづくりにとって、町民のいわゆる足の確保は改めて重要であるというこ

とから、今、地域公共交通活性化協議会を設置して、専門家も含めて幅広い多

くの委員の皆さんに検討してもらうべく進めております。それらも含めて、Ｊ

Ｒが通っていなくても素晴らしい魅力的なまちづくりを推進している自治体

等の取り組みも踏まえて、また、増毛町の取り組みも踏まえながら、まちづく

りについて考えていきたいと思っております。駅前広場を整備する考えは、札

沼線の存続がどうなろうと中心に整備し、創生総合戦略の中心施策として議論

して行きたいと考えております。いずれにせよ、私の決断の時期は迫っている

と言わざるを得ません。しかしながら、改めて町民一人ひとりの意見を集約し、
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後世に悔いのないまちづくりを進めることを合わせて決断したいと思ってお

ります。町議会議員の皆さん、農協、商工会、福祉関係法人とも連携して、い

かなる決断をしても住民の皆さんの足はしっかり守りながら「誰もが安心して

豊かに暮らせる共生のまちづくり」を、一層推進して行きたいと思っておりま

す。どうぞ、ご理解、ご協力、ご支援を、宜しくお願いしたいと思います。 

○ 議長 堀  広一 楠 順一議員。 

○ 議員 楠  順一 今、町長の力強い決意、これがぜひ町民の信頼を町長

が担うプロセスを経ていただきたいと思います。やはり、声なき町民が何を考

えているのかということにも耳を傾けて、一番恐れることは、これでＪＲがな

くなったらうちの町は終わりではないかという声が一番強いので、それを、き

ちんとまちづくりの方向性を示しながら判断していくことが大事ですし、何か

周りの状況に押し流されて、町長がそちらに流されたということにならないよ

うにお願いしたいと思います。最後は、答弁はいらないのですが、私の好きな

歴史分野の話になりますけれども、札沼線のルートをたどれば大正２年に発足

した鉄道速成同盟会で、開通が昭和１０年ですから、２５年間、四半世紀の運

動を経て札沼線がやっと開通したわけです。これについては、ご存じかもしれ

ませんが、実は初代の鉄道速成同盟会長は海賀直常さんで、月形町の歴史を知

っている方はご存じであると思いますが、樺戸集治監の初代看守長で、月形潔

初代典獄の片腕と言われた方で、吉村昭の「赤い人」にもこの名前が載ってい

る方です。彼は集治監を退職して月形潔の構想に惚れ込んで、自ら月形町に住

んで農業を営み、農協の前進である農業会を立ち上げて、月形町の発展に大き

な貢献をした方です。というように、月形町は札沼線の誕生にも中心的な役割

を果たしているわけです。以来８０数年の歴史を歩んできて、私も沿線に住ん

でいますが、毎日、ＪＲの姿を見ながら暮らしてきた町民の思いは、声には出

さないけれども、あるはずです。そうした意味で、先ほど後世に恥じないと言

いましたが、先人たちにも恥じないようなしっかりしたプロセスと判断を持っ

て、これについて町長は大きな責任を持っていますから、しっかりやっていた

だきたいと思います。私も、議員の一員としてできる限り精力的に尽力したい

と思いますので、これについて答弁は求めませんが、ぜひ宜しくお願いしたい

と思います。以上で質問を終わります。 

○ 議長 堀  広一 以上で一般質問を終わります。 

 

○ 議長 堀  広一 以上で本日の日程は全て終了いたしました。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１６分散会） 


