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会議に付した事件は次のとおりである。 
議案第４１号 平成２３年度月形町一般会計補正予算（第４号） 

 議案第４２号 平成２３年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 
 議案第４３号 平成２３年度月形町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 
 議案第４４号 平成２３年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正予算（第１号） 
 議案第４５号 月形町土地開発公社の解散について 
 同意案第７号 月形町監査委員の選任について 
 同意案第８号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
 選挙第７ 号 月形町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 
 意見案第６号 ＴＰＰ交渉参加に向けた「関係国との協議開始」に関する要望意見書

の提出について 
 
○ 議長 笹木 英二 ただ今の出席議員は１０人です。定足数に達しておりますので、

会議は成立しました。 
これにより本日をもって招集されました平成２３年第４回月形町議会定例会を開

会します。                      （午前 ９時５５分開会） 
直ちに本日の会議を開きます。            （午前 ９時５５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 笹木 英二 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 120 条の規定により議長において 

金 澤   博 君 
楠   順 一 君 

の両君を指名します。 
 
◎ 日程２番 会期の決定 
○ 議長 笹木 英二 日程 2 番 会期の決定を議題とします。 
  先に議会運営委員会委員長から１１月２９日開催の議会運営委員会での本定例会

の運営について報告の申し出がありましたので、これを許します。 
○ 議長 笹木 英二 議会運営委員会委員長 宮元 哲夫君、報告願います。 
○ 議会運営委員会委員長 宮元 哲夫 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２９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、町長の提案にかかるものとして、平

成２３年度各会計補正予算他合わせて議案７件であり、議会関係として選挙管理委員

会委員及び補充員の選挙、意見案の２件が予定されております。また、一般質問につ

いてでありますが、１１月２５日の午後５時の通告期限までに２名の議員から通告が

あり、本日６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きましては、本日
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６日から明日７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、議会運営委員会の報

告といたします。 

○ 議長 笹木 英二 以上で議会運営委員会の報告を終わります。 
 お諮りします。本定例会の会期は、ただ今議会運営委員会委員長から報告のとおり、

本日６日から７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 笹木 英二 異議なしと認めます。よって会期については、本日から７日ま

での２日間とすることに決定しました。 
 
◎ 日程３番 諸般の報告 
○ 議長 笹木 英二 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・定例監査結果報告・平成２２年度月形町教育行政事務の管理、執行状況

点検及び評価に関する報告については、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 笹木 英二 以上で諸般の報告を終わります。 
 
◎ 日程４番 行政報告 
○ 議長 笹木 英二 日程４番 行政報告を行います。行政報告はお手元に配布のと

おりでありますのでご覧願います。 
○ 議長 笹木 英二 以上で行政報告を終わります。 
 
◎ 日程５番 一般質問 
○ 議長 笹木 英二 日程５番 一般質問を行います。 
 通告に基づき、発言を許します。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君、ご発言願います。 
○ 議員 大釜  登 通告に基づき一般質問をさせていただきます。 
  質問に先立ちまして、まず質問の機会を与えていただきました関係者の皆様方にお

礼申し上げます。 
  １点目は、今年２月、岩見沢市で発生した学校給食による集団食中毒は全国的に大

きな問題となり、この事故により多くの児童・関係者が入院、自宅療養をしたことは、

ご存じのことと思います。この事故で今なお保護者に対しての保障問題が解決してお

らず、市職員・ＯＢ、また市の一般財源からも多額の税金が投入されております。保

険と税金を合わせて約２億６,０００万円と聞いておりますが、行政や市民にとって大

変な事故であったと認識しております。この事故は岩見沢市だけでなく、どこでも起

こりうることであると思います。そして、この事故を重く受け止めた、道、道教委は

９月までに全道５５２施設に対して立ち入り検査を実施、その結果、約５３５施設が

指摘されており、指摘の多くは外部からの専門家による協力体制の不備、施設内の不

十分な換気、調理人の手洗い、履物等の雑菌処理の設備不備、その他調理場の床及び
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排水口の不備等が指摘・指導されております。そこでお聞きしますが、本町において

もこの検査を受けたと思われますが、もし受けたのであるなら、その指摘事項と改善

結果についてお伺いします。 
もう一点関連がありますので、２点目の質問をさせていただきます。 

  本町の給食施設は建築から約２０年余り経過しておりますが、合わせて配膳車につ

いてもセンターの改修時に購入した車両と聞いております。今後、更に安全な給食業

務を行うためにも施設の大規模な改修、特に配膳車は年数から考えても買い換えの時

期が来ていると思いますが、近い将来、このような計画があるのか、お伺いしたいと

思います。 
○ 議長 笹木 英二 教育長。 
○ 教育長 松山  徹 ただ今のご質問にお答えします。大きく２点のご質問と思わ

れます。第１点目の学校給食の施設等につきましては、大釜議員ご指摘のとおり、国

の衛生管理基準に基づいて、市町村教育委員会等が通常実施することとなっておりま

す。今回のご質問は北海道教育委員会による立ち入り検査ということで、今年は空知

管内２４市町全てに入っており、北海道教育委員会と岩見沢保健所が連携して行って

おります。月形町には５月に立ち入り検査が入っており、その際の指導内容について

箇条的に説明しますが、一つ目は、夏場には十分な温度管理をすると共に多湿を避け

ること。二つ目は、調理後２時間以内に給食を食べさせて欲しいこと。更には各種点

検や検査に関わる記録について、給食従事者以外の者を加えることや衛生管理に関わ

る委員会には学校薬剤師を加えることなどが指導されています。その対応として、今

年度議会のご理解をいただき、空調設備を入れさせていただきましたので、温度や湿

度の管理など衛生面は、その後ずっと徹底しております。また各種委員会の構成メン

バーも整理して、学校薬剤師等ということで、薬剤師等を構成して現在改善を図って

いるところであります。給食調理後、特に夏場は２時間以内に食べさせて欲しいとい

うことは、給食が始まってから月形町は３校がそれほど遠い所にないということから

短時間で食べさせているので、これは十分整っていますと保健所から言われておりま

す。 
  第２点目の大規模な改修工事についてですが、給食センターが平成４年築というこ

とから今年度末で１９年経ちます。耐震対応も入っており現時点では大規模な改修は

考えておりませんが、経年劣化や耐久年数経過による設備や調理器具等の修理営繕は

その都度対応している状況であります。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君。 
○ 議員 大釜  登 ただ今の答弁で、立ち入り検査が入って改善したことは良く分

かりました。それで当施設の排水管、汚水管、給水管については、見えない部分がか

なり多いと思いますが、その点検について外部からの専門家を入れて行うなど、夏・

冬休み期間などボイラーや排水溝等は止めるとかなり汚れるのではと思いますが、外

部者を入れて点検しているのか、自分たちで行っているのか、お伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 教育長。 
○ 教育長 松山  徹 点検・検査につきましては、各種類があって年に１回実施す

るもの、学期に１回、年３回行われるものがあります。また、月ごとに実施するもの、
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更には毎日点検するもの、先ほど申し上げた国の学校給食衛生管理基準ということで

細心の注意を払っています。点検項目も数百項目あり、それらの点検を取り組んでい

るところであります。それについては、業者等を入れて点検を行っているところであ

ります。ただ、大釜議員のご指摘のとおり、水道管や排水管等の経年劣化はあるもの

と思いますので、この部分につきましては、専門業者を入れて点検しているところで

あり、今後とも点検を徹底します。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君。 
○ 議員 大釜  登 今までの答弁で概ね了解いたしました。今後、児童生徒にとっ

て食の安全・安心は大事なことですので、教育委員会並びに行政におかれまして学校

給食業務に取り組んでいただくことをお願いし、この件については終わります。 
  第２点目は、札比内小学校閉校後の校舎再利用について質問いたします。同学校は

長年に渡り地域の核として重要な位置付けを成してきましたが、近年の少子化により

児童が減少し、札比内小学校も来年３月で閉校となりますが、今後の校舎の利用と学

校施設、特にグランド等の活用方法、教職員住宅の用途について、現段階でのお考え

を町長にお伺いしたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 お答えさせていただきます。今までの閉校に関わるところで地

元との協議については、教育委員会が窓口となって数回に渡って検討を加えて参りま

した。それについては教育長よりまず答弁させます。その後、私たちの考えているこ

とを少し述べさせていただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 教育長。 
○ 教育長 松山  徹 札比内小学校閉校後の再利用につきましては、跡地利用検討

会議を開催しております。今年度は６月３０日、７月２０日、８月３０日の３回開催

しており、検討会議の構成メンバーは、閉校記念協賛会から会長、副会長、会計監査、

地域ＰＴＡから会長、副会長、会計監査、同窓会から会長、副会長、会計、行政区で

は札比内には５行政区ありますので、それぞれの区長、更に学校から校長、教頭とい

う構成メンバーになっております。その中で一つは、体育館を避難場所として維持し

て欲しい。もう一つは、札比内小学校の歴史を残す資料室を設けて欲しい。更には今

年度閉校に伴い記念植樹ということで、サクラ３０本を国道に沿っての植樹、５０周

年、７５周年行事の際の記念碑や石碑等、岩石園を残して欲しい。それと学校の周り

の立木を処理して欲しい。旧校舎につきましては、耐震対応になっていないというこ

とで、取り壊しには了承するということで、大きく５点が確認された内容であります。 
○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 今ほど教育長から地域要望として５点ほどあるということで

した。その後、体育館を避難施設として残して欲しいという地域要望がありましたの

で、これについては１０月４日に庁内検討会議を開催、以降については総務課内部で

検討しましょうということで、総務課防災担当を中心に私も入った中で、検討してい

るところですが、現在、札比内地区の避難施設としては、札比内小学校においては２

１４人、地区人口が２６０人ですから８２.３％の収容割合になります。札比内コミュ

ニティセンターの計画人員が１５６人に対して地区人口が３１１人ということで、５
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１.１％の収容割合になりますが、これが札比内小学校の計画人員がゼロになったと仮

定すると、札比内コミュニティセンターは１５９人ですから、それに対して５７１人

ということで、２７.８％しか避難住民を受け入れられないということで、これは札比

内小学校を避難施設として残して行くべきという概ねの結論になっているところです

し、それで再利用した時にきちんと体育館施設を残せるだろうかということを含め、

民間委託も含めて検討していくと考えているのが、実際のところであります。 
  もう一点、教員住宅をどうするのかということですが、この部分については検討に

入っていないということです。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君。 
○ 議員 大釜  登 ただ今の町長並びに教育長の答弁については了解いたしまし

た。もう一点、お聞きしますが、校舎の所管替えに伴い、例えば補助金が国から入っ

ていると思いますが、所管替えに対して制約があるのかをお伺いします。 
先ほど町長の答弁の中で地域の方々を入れて話し合いをしているということで、有

り難く思っております。その他、既存のまちづくり委員会等もありますので、その意

見を踏まえて有効な活用方法に向けて検討していただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 教育長。 
○ 教育長 松山  徹 再質問にお答えいたします。学校を新築または増築の際には

国から補助金を受けております。設立後１０年を経過しないで貸与、譲渡または取り

壊しをする場合は、返還金が発生します。札比内小学校校舎ですが、旧校舎は昭和３

７年、新校舎は昭和５９年、体育館は昭和５７年に建てていますので、現時点で返還

金は全く発生しません。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君。 
○ 議員 大釜  登 了解しました。 
 
○ 議長 笹木 英二 次に宮下裕美子君、ご発言願います。 
○ 議員 宮下裕美子 通告書に従い一般質問を行います。最初は、特定非営利活動法

人コミュニティワーク研究実践センターの活動把握と認識、今後の支援についてです。

特定非営利活動法人コミュニティワーク研究実践センターは、長いので略し、以降「コ

ミュニティワーク」と呼びます。コミュニティワークとは、都市部における就労困難

な若者を対象に、地域コミュニティの力によって新しい働き方や暮らし方を見いだし、

自立できるように支援する団体です。この団体は、今注目されている分野である新し

い公共の担い手のＮＰＯです。今年度は道の緊急雇用創出推進事業補助金を受けて事

業展開しています。月形町で活動するきっかけになったのは数年前になりますが、札

幌にあるさっぽろ若者サポートステーション職業的自立支援事業の一環で様々な交流

が月形町内で行われ、それらを足がかりにして農業体験や職場見学会が実施され、そ

れが今年度きちんとしたＮＰＯ法人というかたちで立ち上がりました。このＮＰＯコ

ミュニティワークの母体となるのは札幌市青少年女性活動協会で、そちらと連携して

進められているということです。一応、概略説明しましたけれど、１点目の質問です

が、町長はこの団体の活動についてどの程度把握しているのでしょうか。あるいは認

識としてどの程度お持ちなのか、お伺いいたします。 
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○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 今、コミュニティワーク研究実践センターの概略について宮下

議員から説明がありましたが、元々は平成１９年に全道の勤労青少年センターの利用

者の皆さんが、知来乙にある交流施設ちらいおつ遊び塾で１泊２日の活動を行い、そ

の折に今回の事務局長でもある穴澤さんが青少年勤労センターの事務局をやっていま

したので、同じように事務局として来町しておりました。その中で町内の皆さんとの

ネットワークからさっぽろ若者サポートステーションということで、２０年から活動

したと理解しておりますし、最初の立ち上がり時にも町内レストランにおいて私も招

待いただき、参加者の皆さんの紹介や穴澤さんから今後の活動計画等をお聞きしたと

ころですし、２０年から始まって２１年には担当職員２名が私の所に見えまして、現

在の活動について懇談を持ちました。２２年に至っては町内で受け入れをされている

方が私の所に来て、現在の活動について聞いたところでもあります。放送局のディレ

クターでサポーターになっている方も同じように私の所に見えまして、月形町でやっ

ている活動について報告を受けたところであります。これらを含めて新たなかたちの

事業の対象になる活動を深化させるために、特定非営利活動法人コミュニティワーク

研究実践センターという法人を立ち上げたと理解しているところであります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 
○ 議員 宮下 裕美子 今、町長からこれまでの経緯も含めて私と同じ程度に認識し

ていただいているということが分かりましたので、心強い限りです。この先はコミュ

ニティワークに対する支援と月形町にとってどのような利点があるのかなど、提案を

含めて質問して行きたいと思います。 
  コミュニティワークは、今年度、非営利活動法人の活動実績として新しい働き方と

いうことで、都市部における引きこもりやニートの人たち利用者を町内のトマト農

家・花農家・米農家その他事業所等で新しいかたちの働き方を見つける実践をしてい

ます。新しい暮らし方として町内に住民票を移した方が何名かいて、町内でボランテ

ィア参加などをしています。例えば福祉系として社協のイベントあるいは社会教育系

として、おはなしじゃんけんぽん等のボランティアにも参加しているということです。

地域との交流ということで、夏場に樺戸神社のカラオケ大会にも参加されていますし、

高齢者との交流をきめ細やかに行っています。それから一部ですが、行政区対抗ソフ

トボール大会などにも参加されています。これら開所が５月だったので５月から１０

月まで１７２日あったのですが、この間の利用者は実数で３２人、延べ７０８人、１

日あたりの利用者は４.１２人で、引きこもりやニートの方は４.１２人ですが、それを

サポートする職員が常に２人付くということで、毎日６人あたりの人が町内で活動さ

れていた実績があります。 
このコミュニティワークですが、単なる引きこもりやニート対策だけでなく、月形

町にも利点がある事業だと思い、注目、期待しているところであり、利点というのは

地域の担い手になる可能性があるということで、実際に皆さん働くことに対してなか

なか一般の方と同じようには行きません。効率はよくないけれどたくさんの数でそれ

らに対応することにより、農業や福祉分野の人材派遣的な効果を生んでいます。この

母体は札幌市にあるので、札幌都市部への販売ルートなども確保することができてい
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ます。都市部との交流も盛んに行われていて、グリーン・ツーリズム的な要素も持ち

合わせています。高齢者との交流も盛んであるということで、若者が町内に来ること

によって、町の雰囲気が随分変化してきているように思います。高齢者からも若い人

を見かけるようになって非常に良い雰囲気であると伺っております。利用者にも利点

があって、月形が心のよりどころになり意味のある場所になっていくという活動で、

精神的なつながりが月形町民にも愛着と誇りが生まれ、将来的な展開の可能性が見え

てくる事業になっていると思います。今は現在の活動の中で考えられる利点ですが、

今後様々な事業が展開されて行きますと、今言ったことの他にも経済的活性化が考え

られます。職員が定住するあるいは町内商店を利用する。また利用者がＪＲを利用し

て町内へ来るなど地域活動などにも積極的に関わって行きますし、ＮＰＯ法人を通し

て町外からの資本が投入されることは、様々な補助政策の新しい公共分野は今最も注

目されていて、様々な補助金政策がなされていますので、これらを受け入れて外部か

ら資本が参入されます。またＮＰＯ法人自身の経済活動による事業展開で資本が投入

されることも考えられます。ここで利用する方々は長時間働けないなど問題があった

りしますが、細かな仕事の担い手としては十分にやっていけるので、その部分は福祉

や農業の担い手不足の部分で可能性が見いだせます。また独自産業化を目指すに当た

っての担い手としても考えられるでしょう。ボランティアの人員やイベントスタッフ

としても益々活動できると思います。これらの地域における実践と利点、将来的な可

能性から私は行政としても積極的に支援すべきであると考えます。それを踏まえ具体

的な支援方法を３つ提案しますので、それに対して町長に答弁いただきたいと思いま

す。 
  行政ができる支援として１点目は、補助申請や手続きの支援があります。新しい公

共分野は直接ＮＰＯ法人に国や道から補助金が下りる仕組みでしたが、現在、多少変

わりまして、自治体経由で補助金が下りるようになって、町の推薦や町からの手続き

がどうしても必要になっていますので、その支援ができないでしょうか。 
  ２点目は、今の支援と関連するのですが、国、道補助金の受け皿になることができ

ます。先ほど言ったように申請だけでなく、補助金も自治体を通して配分されるよう

になっています。例えば今「絆事業」というものがあり、これは厚生労働省社会・援

護局のホームレス等貧困・困窮者の「絆再生事業」というもので、コミュニティワー

ク事業自体がその対象になると思われます。これは１０分の１０の補助率で、既に予

算化されていますので、これらの手続きがうまくいき町が補助の受け皿となれば十分

に活用できる事業であると考えます。 
  ３点目は、ＮＰＯを利用している方を町民として見なすということはできないでし

ょうか。一般的に町内行事や各種サービスに対しては、町内在住か町内に職場がある

という条件がよくあり、行政区のスポーツ行事や様々な補助事業は、ＮＰＯの利用者

は基本的に１泊２日や日帰りの方が多いので住民票は移していませんし、コミュニテ

ィワーク自身が職場ではないので、今の条件には該当しませんが、この人たちは月形

町というコミュニティを利用しながら、新しい働き方や暮らし方を見つける人たちで、

地域コミュニティにとって活用できる方々ですので、この人たちがＮＰＯ法人を利用

したということから町民扱いということで、様々なところで活躍できるのではないか
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と考えます。 
このように町が独自に予算を使わなくても支援できる策がいくつかあって、今、３

つ提案しましたが、これに対して町長はどのように取り組んでいただけるのか、お伺

いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 第１点目、第２点目の提案につきましては、事務局長からも支

援をお願いしたいというお話をいただいておりますので、しっかりやりましょうとい

う答弁をしているところであります。 
第３点目の町民資格として認めてくれないかということですが、どこまでを町民と

して認めるということが具体的にちょっと分からないというのが正直なところですが、

体育イベントや夏まつりに参加するという意味での町民資格ではないだろうというこ

とで、具体的なところがなければ、今、私の方でお答えすることができないというの

が、実際のところであります。特定非営利活動法人が目指しているところは、地域コ

ミュニティと連携して地域コミュニティを作っていくことが活動の大きなテーマなの

で、私たちとしては歓迎したいと考えているところです。都会において地域コミュニ

ティが存在しているのかということは極めて厳しい状況があるということで、そのこ

とで月形町が良い意味での町内会、お隣同士のお付き合いがしっかり残っているとい

うのが、彼らが活動していく上では極めて有効に作用していると考えています。これ

を含めて考えた時にうちの町の歴史の中で最近特に知的障がい者施設がグループホー

ムを立ち上げ活動を行う中で、彼らの存在を町民がしっかり認め、彼らと共に町を作

っていくことが、今回のコミュニティワーク活動のプラスになっていると考えている

ところです。多くの町民が私たちの町に来て、この間も大学実習生が私の所に来て「札

幌と違ってコンビニの店員も温かい。儀礼的な挨拶ではなくしっかり「『あなた、頑張

っているね。』と声を掛けてくれた。月形の街の温かさに私はすっかり好きになりまし

た。」という嬉しい言葉をいただきました。これはまさしく総合的な環境で私たちの町

を町民が作り上げてきたものであると理解しているところで、今後もその人たちの参

加を望むということであれば、その協力はできると思っております。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。        （午前１０時３５分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 
                           （午前１０時３７分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 
○ 議員 宮下 裕美子 今の答弁でコミュニティワーク事業に対して町側が理解を

示し、しっかり対応していただけるということだったので、私もこれからの活動に対

して期待して行きたいと思います。３点目の町民と見なすという提案に対しましては、

具体的なものが無いので何とも言えないということだったのですが、これに関して今

は具体的なものはありませんが、これから事業を展開する中で、この提案があった時

にはぜひ検討していただき、地域全体で受け入れる体制づくりをやっていただきたい

と考えています。 
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  引き続き２点目の質問に入りたいと思います。月形町の歴史遺産を活かすまちづく

りについて、最初はビジョンと施策についてお伺いいたします。 
月形町の歴史遺産は価値が非常に高いものであるということを認識しています。樺

戸博物館には学術的価値の高い資料がたくさん保存されていたり、規模や質的にも他

にはない博物館である。また樺戸集治監と囚人労働による北海道開拓の歴史は月形か

ら始まったという事実。そして社会的に囚人開拓が北海道開拓の基礎であるという認

識になってきた。そのように認識を拡大させたという意味で、月形町にとって歴史遺

産は大きな財産であり、それを過去から発掘し育んできた熊谷正吉さんをはじめ先輩

たちの努力と実績、そしてこれを町内外に知らしめた櫻庭町長の功績は大きいと認識

しています。しかし、現状において多少問題もあると思います。月形町の歴史遺産を

題材に様々な活動が展開されていますが、活動や事業がそれぞれ独自の団体の目標に

向かって展開されているだけで、それらを連携させつなげていくことは、極めて薄い

と考えています。町内には郷土史研究会、歴史伝承事業、田園空間博物館事業、観光

事業やホームページでのＰＲ、副読本に使うなど様々に展開されているのがその例で

す。それから月形町総合振興計画には愛着と誇りを育む故郷づくりで観光拠点を活か

す歴史資源や文化の活用、歴史を活かしたまちづくりと謳われていますが、月形町総

合振興計画は漠然としたもので、具体的イメージを持てないままでいます。現状では

歴史遺産の活用とまちづくりが結び付いていない。具体的に行政と町民が共有できる

ビジョンがない。また基本的構想と実際の活動をつなげるロードマップ、つまり具体

的施策を管理する進行表のようなものが不足していると感じています。 
そこで町長にお伺いします。町長が常々口にされる歴史遺産を活かしたまちづくり

ですが、そのビジョンとそれを実現させるための施策、言い換えるとロードマップで

すが、それらはどのようになっているのでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 最初にビジョンが無いのではないかということですが、宮下議

員の質問の中にも総合振興計画のことを言われていました。私たちが持っている町の

基本的な最高位は総合振興計画ですし、第４章においては、活力ある地域産業づくり 

３節 観光の振興の中で歴史や文化資源の活用ということで、これは明治樺戸集治監

に代表される本町特有の歴史や文化を観光資源として積極的に活用して行きますとい

うことで、歴史文化の観光資源化を謳っているところであります。第５章においては、

新しい時代を拓く人づくり ３節 社会教育の推進の中で文化財の保護ということで、

先人が残した貴重な文化財を後世に引き継ぐとともに、文化財に触れる機会を拡充し

ますということで、文化財の保護と樺戸博物館の活用を謳っているところです。第６

章においては、愛着と誇りを育む故郷づくり １節 協働社会のまちづくりの中で歴

史を活かしたまちづくりの中で歴史の学習と継承ということで誰もが郷土愛を描き、

高めるために町の歴史を学ぶ機会を拡充するとともに、歴史施設や資料を保存し、後

世につなげていきますと謳っております。もう一つが歴史資源の保存と活用というこ

とで、全国的にも珍しい成り立ちをもつ本町の歴史的資源を保存し、まちづくりにお

いて効果的な活用を図っていきます。これらが総合振興計画です。これに基づいて実

施計画を組んでいるところです。そして実施計画についてはその時の予算や状況によ
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ってローリングしながらやっていますが、今までやった内容としては平成２１年に１

３０年に向けてということで、町勢要覧については歴史をテーマとした町勢要覧を発

行したところで、要覧を見た多くの人たちが月形町の歴史が良く理解できたという評

価につながっていると考えるところであります。開町１３０年記念行事の中で円山の

記念植樹は、囚人や監守の人たちが開町１０年後に望郷の森として育て上げた１２０

年経過している杉を、次の世代に受け渡すという意味で１３００本の植樹を、小学校・

中学校の生徒も一緒に植樹したところです。また記念式典においては、町内外の多く

の皆様に集まっていただいたところですし、小学生には八木節の演奏、中学生には町

歌の唱歌をしていただいたところで、この折りには博物館の無料開放等もやりました。

本年につきましては「北海道地域創造フォーラムｉｎ月形」ということで、これが第

４回となる北海道地域創造フォーラムについては、特徴あるフォーラム、パネラーと

して参加される皆さんが共通のテーマでそこから話を深化させるということで、残念

ながら思いの外そこまでの進行には至らなかったと考えていますが、第３回目までの

地域創造フォーラムとはしっかり違ったかたちでパネラーが同じテーマに向かってい

くというフォーラムをやらせていただきました。それぞれが集治監をもってスタート

する町の歴史から町を創っていくということでありました。それと同時に「月形歴史

物語」という平成２２年から平成２３年の２か年に渡って町のホームページで歴史コ

ンテンツとして配信していたものを冊子化し配付させてもらったところであります。

また平成２０年から平成２２年については、歴史伝承事業ということで５回に渡り熊

谷名誉館長、北海道開拓記念館学芸員、作家成田智志さん等々の皆さんに講演をして

いただいたところでもありました。毎年行われている樺戸監獄物故者追悼式について

も、２２年は１３０年ということで、２３年については地域創造フォーラムというこ

とで来町されるお客様の幅を広げて、月形町から始まっていく北海道の歴史というこ

とを展開させていただいたところでもあります。これらの事業展開の中で、私たちは

しっかり第一部としての事業展開が終わった、今後につきましては第二部としてより

一層歴史伝承会、特別展、博物館のリニューアルを含めて歴史展開していくことが大

事であると考えております。それを含めて総合振興計画については、各戸町民の皆さ

んにも配付した資料であると思っていますし、それを持って問題意識、歴史に対する

思いが共有していないとは考えておりません。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 
○ 議員 宮下 裕美子 今、町長から様々な説明があったのですが、私としては、今

町長が説明したものは個別事業の説明であり、それらを統合したまちづくりへつなげ

るビジョン、ロードマップと意味合いが違うと思います。振興計画が月形町のビジョ

ンであることは受け入れたとして、最終的に愛着あるまちづくりや歴史を活かしたま

ちづくりと総合的な未来像があるのなら、今ある個別事業をどのように関連づけ展開

させていったらそこに到達するかという途中のプランがきちんと示されなければ、ビ

ジョンを共有できていないと考えます。これは他の町の事業で参考にしていただきた

いのですが、今年１０月に議員の視察で博物館網走監獄に行ってきました。その時、

様々な説明を聞いたのですが、博物館網走監獄は今まで観光施設としてやってきたけ

れど原点に戻ってこれからは本来の博物館事業に転換を図って行きたい。なぜそのよ
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うに思ったのかというのは観光の切り口だけでは住民のためになりにくい、住民が目

を向けなければ将来的に観光客は来ないという発想になったと言っています。そこで

住民が博物館網走監獄に目を向けるために様々なイベント展開や文書の発表、文化財

の指定をしてＰＲしていくというきめ細やかな情報発信に力を入れていました。それ

からターゲットを絞った様々な企画を展開して、小中学生あるいは一般などそれぞれ

に合わせた中で、歴史がどのように活用できるか学芸員を中心にして展開しています。

子どもを対象とした社会教育的な展開も加速させていて、子どもに身近な博物館をコ

ンセプトにして様々な活動をしています。このように一連の方向性は同じであると思

いますが、展開自体に関連性があり、様々プロデュースされ、やっていくことにより、

まちづくりにきちんと歴史が落とし込んでいけると考えます。 
  もう一点、事例として標茶町郷土館がありますが、こちらも月形の樺戸集治監と同

じような流れをくむものですが、こちらは入館者数が年間約５０００人のところその

２割約１０００人の町民が利用しているということです。学芸員を常駐させ資料や展

示を工夫し、学校教育を連携する、様々なイベントの企画や実践を通しながら町民と

共にあるということを全面に打ち出しています。このように核となる施設を持ってい

る自治体は、それを中心にして歴史を使ったまちづくりを積極的にされているのです

が、それにはきちんとしたビジョンとそれをプロデュースするかたちがあり、横の連

携を取りながらきちんとやっていると見受けられたのですが、そこで月形町の実態を

見ると貴重な資料のある樺戸博物館があり、それから町民も参加する様々な団体もあ

りますが、それらがきちんとしたビジョンでそれぞれの役割を分担する、あるいは同

じ思いを共有して活動していくということが不足しているのではないかと思います。

そのことをもう少しテコ入れする必要があると考えますが、町長はいかがでしょうか。 
○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 １点目の博物館網走監獄での事例を宮下議員が言われました

が、私も博物館網走監獄には２度ほど行って参りましたし、理事長以下今野学芸員と

も随分親しく付き合っているところですが、博物館網走監獄と網走市役所がしっかり

連携してやっているのかということになると、私は違うと思っております。私たちの

町の方がより先進的に歴史に対する取り組み、例えば物故者追悼式についても、あそ

こは網走刑務所教誨師会が主催していますし、今までは市長も出席していないという

ことで、いわゆる矯正関係者だけの追悼式であったと感じています。あそこは北見道

路の開拓起点の町であり、そこに１０００本のサクラが植えてありましたが、これが

経年でサクラの本数が相当減ったということで、今年初めてこの部分を開放して市民

が参加するということをされたということです。この２年に渡って博物館網走監獄の

理事長、学芸員が私たちの町に来ていただき、私たちの町の進んでいるところ、良い

ところを評価していただきました。そのようなことでは網走の方にも来ていただきま

した。今回は網走市の教育長にも来町していただきました。標茶町長にも２か年に渡

ってそれぞれ参加していただいたということで、同じような歴史を持つ町が、より交

流を深める起点をまず１３０年の記念式典、地域創造フォーラムで作ったと考えてい

ます。そのことで子どもたちの副読本についても私たちの町ではずっと昔から進んで

いますし、網走はここ１、２年で副読本ができたということです。そのような指摘を
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されるところで、決してそうではないと断言したいと思います 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 
○ 議員 宮下 裕美子 私は博物館網走監獄と標茶町の郷土史館を事例に出しまし

たが、それはあくまでそのような事例をやっているということで、そこが良くてうち

が悪いという比較の対象ではありません。うちは独自の色を出しながらきちんとやっ

ていることは十分に理解しますし、月形町の樺戸博物館が二つの所と比べてはるかに

資料的価値が高いことも事実です。取り組みの参考として、地域の方々とより根ざし

た例えば博物館網走監獄はＮＰＯで独自展開をしている独自採算性を取っていますが、

それを元にビジョンをきちんと提示することによってそれらがうまく廻るということ

で、そのような展開は今の月形町にはありません。そこで行われているより良い部分

を取り入れながら、うちの町で不足しているところを補うことが重要ではないかと思

います。その点でうちの町は連携が不足していると思うので、連携について今後どの

ように展開していくのか、もう一度、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 抽象的なことが多くて、連携が足りないということで、どこと

連携が足りないのだろう。私たちとしては博物館の名誉館長、資料館の説明員の皆さ

んともきちんと連携を取りながらやっているつもりです。物故者追悼式においても多

くの町民に参加していただくための招待状を送付し、この町の歴史をしっかり学び取

って欲しいということで、中学生にも参加してもらっている。具体的にどこが連携し

ていないのか、答えようがありません。 
○ 議長 笹木 英二 この質問については３回終わっていますので、この件について

は、終わっていただきたいと思います。宮下裕美子君。 
○ 議員 宮下 裕美子 今の質問について３回終わりましたので、十分議論を尽くし

たと思っていないので、先の質問で少し触れながらやって行きたいと考えています。 
  第３点目の質問に入りたいと思います。月形町の歴史遺産を活かすまちづくりにつ

いて（２）物故者追悼式のあり方についてです。先ほど町長が具体的にということで

したので、今回は物故者追悼式のあり方について質問したいと思います。 
物故者追悼式は、長らく続く月形町としても歴史のある重要な行事の１つであるが、

近年規模が拡大し、また追悼式の有り様も変化したと感じています。昨年１３０周年

の行事があり、今年は地域創造フォーラムがありました。これらが終了し、一区切り

を迎えた今、物故者追悼式のあり方、進め方を見直す時期であると考えています。現

状の物故者追悼式に参加した中で疑問が２点ありますので、この２つについてお答え

いただきたいと思います。第１点目は、物故者追悼式を年々盛大にしてきた理由は何

でしょうか。第２点目は、招待者の範囲を広げてきていますが、その意義は何だった

のか。この２点についてお伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 具体的なところでどのようなお答えをしていいのか、分からな

いというのが実際のところであります。平成１７年、１８年の物故者追悼式は、総勢

２５名ぐらいでありました。大きく変わるきっかけとしてこれではあまりにも少ない、

矯正関係者を含めると町内出席者は１０名程度しかいない状況でありました。これで
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は私たちの町が拓かれていく、北海道が拓けていく犠牲になった１０２２名の御霊に

申し訳ないという気持ちもあり、平成１９年には全議員に出席を願ったところであり

ます。その折りに札幌開発建設部道路事務所長、石狩川開発建設部岩見沢河川事務所

長にもご出席いただきました。そこでこのお二人にどのような印象を持たれたか聞い

たことがあります。「この行事は、月形町だけの行事ではない。まさしくこれはもっと

道民みんなが知ることであるし、それにおいて道民みんなで感謝するイベントに育て

上げるべきです。」というアドバイスをいただきました。その折りに言ったことが「札

幌開発部部長と石狩川開発建設部部長には私の方からしっかり出るように言っておき

ます。」ということでした。平成２０年には札幌開発建設部部長、石狩川開発建設部部

長、杉植樹に関わってくれた岩見沢森林管理署長にも出席いただくという中で、名誉

町民にも出ていただきたい。月形町から分村したという意味で浦臼町長にも出ていた

だきたいということで、それが２０年でした。２１年につきましては、それぞれのか

たちの評価として上がったのです。物故者追悼式だけに出席していただくのはもった

いないのではないか。終わった後に博物館にも足を運んでいただき、より多く月形の

歴史を知ってもらうことが重要なことではないかということで、物故者追悼式の後、

職員にカレーライスを作っていただき、それを食べた後に博物館を見学していただく

ということで、多くの来賓の方に博物館に足を運んでいただきました。その結果、当

時、空知支庁長は支庁の職員３０名に「樺戸博物館に研修に行ってこい。」ということ

で、二次的な動きがありました。美唄駐屯地司令においても隊員に業務命令を出し、

隊員の皆さんが樺戸博物館に足を運んでくれる。石狩川開発建設部の皆さんは、川の

歴史を語る川を語る会の開催提案をしてくれる。そんなことから私たちの町が物故者

追悼式で多くの人に知ってもらうことで、より多くの活動に幅が出たと理解している

ところです。本年においても岩見沢警察署長が「月形町物故者追悼式に出席して感激

した。そして命というものに対して感謝し、そこに弔っている姿勢に感激した。今、

北海道警察は「命を大切にする」キャンペーンとして講演をやっていますが、これも

月形でやらないか。」という提案をいただいて、月形高校でその講演をやったところで

あります。私は今までこの参加規模が大きくなっていくことで、その評価は出てきた

結果としては、想像を超えるところでプラスに働いたと感じているところであります。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 
○ 議員 宮下 裕美子 今、町長からこれまでの変遷と拡大してきた経緯をお伺いし

ました。私が知っているのは物故者追悼式だけで、その後の波及効果については知る

機会もなく様々な展開がされているということでは、十分に意義があったことだと思

います。しかし来ていただくことで広げて行けば、勿論来ていただいた人は物故者追

悼式は十分満足できるものですし、樺戸博物館に初めて入館する人であれば、一度来

ただけで新しい発見もあるでしょう。それは物故者追悼式を使わなくてもきちんとし

た付き合いの中でやることも可能ではないかというふうにも考えます。先ほど町長が

言われた様々なことは、どちらかと言うと町外の皆さんにいかにＰＲするかという点

だけが強調されたように思いますが、私がここ数年出ていた中で、町民の皆さんが物

故者追悼式から気持ちが離れて行っている、自分たちの町の追悼する式典であるとい

うところから遠ざかっている印象を受けています。９月の決算委員会で同じように物
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故者追悼式の関係で質問しましたが「町民が離れているのではないか。」と質問したと

きの町長の答弁は「町民招待者も増やしていて、問題はない。」ということでした。確

かにＩＰ告知で何度も周知されましたし、広報などもありましたけれど、実際、当日

来られた方は１人、２人しかいなかったということです。過去において私が出はじめ

た１９年頃ですと町民皆さんが自由なかたちで参加されている方が１０名以上いたと

認識しています。そのように町民が自由に参加できる雰囲気から今の規模を拡大して

尚かつ対外的な要人を呼ぶような物故者追悼式になったことにより、追悼式本来の目

的、町民にとって哀悼の意を捧げるという町長が目指す本来の目的から外れていって

いるのではないかと考えます。歴史遺産を活かしたまちづくりと照らした時に、もっ

と町民が参加できる追悼式をまちづくりに連動させることができるような展開が必要

ではないかと考えます。 
そこで提案が２点ありますが、例えば今、中学生は町歌を合唱するために来ていた

だいていますが、現在は合唱だけですぐに帰ってしまう状況なので、追悼式そのもの

に参加させて献花の体験をさせ、それが月形町児童生徒にとって心にきちんと刻まれ、

未来を開く子どもたちの郷土愛を育てるような体験として成長できないか。もう一点

は、以前行われていたように町民から詩吟や民謡、舞など奉納を行ってもらい、町民

による追悼式であることを、もっと町民に強く動機付けすることが必要ではないかと

考えますが、町長の考えをお伺いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 何点かあるので答弁漏れがありましたら指摘願いたいと思い

ます。最初に今年について一般参加は１人か２人だったということで、私が出た最初

の時は１０人を越える一般参加があったということです。この年に詩吟グループがそ

れまで詩吟を吟じていましたが、年と共に声がでない、どうしても詩吟としての鎮魂

歌をお供えすることができないということで、かつて中学校の記念式典で演奏してい

た斉藤かすみさんにオカリナ演奏で鎮魂演奏をお願いしたところでありました。斉藤

かすみさんは２回、３回と博物館に足を運び、現地にも行き「赤い人」も読み、その

中でしっかり御霊に対する鎮魂の演奏をしていただいたところであります。その時に

斉藤かすみさんのファンの方たちが今ご指摘のような１０名はいなかったと思います

が、いたと理解しているところであります。ただ町民全体としての人数は先ほど言い

ました１７年１８年の総勢２５人、３０人の頃と比べると全く規模が違うだけ、多く

の方が参列してくれていると考えたところであります。私も町勢要覧の中に書かせて

いただいているのは「月形町は樺戸集治監を語る際に最も重要なのは、赤い人々（囚

徒）への哀悼と慰霊、そして感謝である。」このことをどうしても歴史の物語の中に入

れて欲しいと出版社に頼んでやってもらったところです。その思いが演奏者を含めて

皆さんが体現してくれていると信じているところであります。また、先ほどの質問で

中学生の町歌については、歌うだけですぐに帰ってしまうのではないかということで

すが、私もそのように思います。ぜひとも最後まで参列いただき、献花をお願いした

いと中学校にお願いしていたところですが、教育プログラムの関係で現在はそのこと

ができない、検討中にあります。ただ昨年の物故者追悼式に出た今は前任者になりま

した札幌矯正管区長は、この出来事を矯正協会発行の機関誌「刑政」のお正月の巻頭
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言で月形町物故者追悼式における式典に中学生が参加し、歴史的な事実に参加してい

くことに、高い評価をいただきました。早速全国の篤志面接員の人たちから月形町樺

戸博物館に行きたいという評価をいただいたところでもあります。決して私たちは今

やっていることが無駄ではないし、そのことでしっかりその思いを参加者皆さんで共

有することが私にとって規模でもないし、赤い人たちに対する哀悼、慰霊、感謝の気

持ちであると感じているところであります。またこれは樺戸監獄物故者追悼式に限ら

ず、月形町において７月には戦没者慰霊祭も行っています。１３０柱が累次の大戦で

亡くなっていること、この御霊についてもしっかり哀悼、慰霊しなければならないと

思っています。犠牲にならないまでも厳しい状況で月形町を北海道開拓してくれた先

人に対して感謝の気持ちを持つことを、私たち役場職員、議員の皆様、多くの月形町

の代表がそこに想いを寄せて行動することが、これからを引き継ぐ子どもたちに背中

で教えることではないかと感じております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下議員の質問の中で、毎年規模が大きくなっており、戦没者

追悼式は例年同じ規模で行われているが、町長の考えとして今後も大きく盛大にして、

招待客も増やしてやっていく気持ちなのかということも、宮下議員の質問にあったと

思います。 
○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 昨年は１３０年、今年は地域創造フォーラムということで、特

に今年の地域創造フォーラムの参集範囲は全道市町村長が対象であります。そこに全

部案内状を送ったところですし、地域創造フォーラムの一貫としての物故者追悼式で

したから、多くの市町村長が参加いただいたところであります。また１３０年、今回

については節目、そして地域創造フォーラムということで、昨年は多田副知事、今年

は高井副知事、矯正管区から今年は大臣官房審議官に出ていただきました。そして開

発局は局長名代として代表が出ていただいたというところであります。これらの人に

つきましては、それぞれ大変忙しい方々ですから、スケジュールその他調整をするこ

とが大変なことであります。これらにつきましては、今後の周年事業までお呼びしな

いのが筋であると感じています。また関係市町村長についても極めて近い関係市町村

にとどめるべきであると考えております。以下の陣容については、同じようにやりた

いと考えております。 
○ 議長 笹木 英二 宮下裕美子君。 
○ 議員 宮下 裕美子 今、町長から物故者追悼式に関係する熱い思いを伺いました。

確かに町長の熱い思いは大事ですし、故人への思いがあるから様々なことが動いてい

くので、そのような思いがあって理事者として当然であると思います。ただ個人的思

いをきちんとまちづくりに投影し、先ほど言われた様々な展開、成果があるなら、そ

れらも含めて物故者追悼式のあり方や目指すものそしてその後のまちづくりの波及効

果等を、ぜひとも説明していただかなくてはならないと思います。町で行うというこ

とは、税金を使っているということです。個人的な思いがあってもそれがまちづくり

に結び付いて成果が次期に還元されるのであれば、税金を使う本来の目的を達成でき

るので、何の問題もないと思いますが、今までのところ私たち参加者はひたすら物故

者追悼式が拡大し、参集範囲が広がり、対外的な方々がひたすら増えていく現実しか
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見ていないし、それ以上の説明もありませんでした。今後、このように予算を使いな

がら物故者追悼式のあり方として、先ほど町長が言われたように北海道全体として弔

うという意識であるなら、そのことをうちの町の町民にもきちんと説明していただき

たい。そして先ほど物故者追悼式に参加した人たちで弔い意識を共有したいと言うけ

れど、物故者追悼式は月形町全町民の共有のものとして追悼の意を表すのが本来です

から、招待客や参加した人だけが考えるのではなく、いかに町民全体を取り込みなが

ら町民全体で物故者追悼式を考えていくようにし向けることが必要ではないかと思い

ます。そういう意味で先ほどの答弁で今後も同じように多少に規模縮小はありながら

も同じかたちで進むということでしたが、もっと町民側に向けた町民自体が物故者追

悼式を自分たちの町の行事と認識できるような取り組みが必要であると思いますので、

それに対して今後どのように進めるのか、お伺いします。 
○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 私は町民共有の物故者追悼式であると今まで仕掛けてきたつ

もりであります。何度も説明しますが、１７年、１８年における総参加者数は２５名、

３０名だったのですが、その中に矯正管区の人たちも含めた人数であります。現在、

町内の参加者だけで７０名ぐらいは下らないだろう、子どもを入れると１３０名ぐら

いが参加していると自負しているところでありますが、税金を使ってということがあ

りました。今年の地域創造フォーラムの懇親会として物故者追悼式の後に会費をいた

だき地産地消というかたちで食事をテーマとしてやりましたが、このことについては

止めるというところですし、２年間については職員に手作りによるカレーライスの提

供でありました。これらについても更生保護・日赤奉仕団の皆さんの協力をいただき

ながらやることが、町民参加の意識高揚につながる効果があるのではないかと考えて

おります。 
○ 議長 笹木 英二 以上で一般質問を終わります。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。        （午前１１時２０分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 
                           （午前１１時２３分再開） 
 
◎ 日程６番 議案第４１号 平成２３年度月形町一般会計補正予算（第４号） 
○ 議長 笹木 英二 日程６番 議案第４１号 平成２３年度月形町一般会計補正

予算（第４号）を議題とします。 
提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 副町長。 
○ 副町長 土橋 正美 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  議案書６ページ、第２表 地方債補正について、今回は限度額の変更です。起債の

方法・利率・償還の方法については変更ございません。臨時財政対策債他２件につい

て記載のとおり変更するものです。 
  議案書１２ページ、２ 歳入 １０款 地方交付税 １項 地方交付税 １目 地
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方交付税３,４３８万円の補正増について、普通交付税を今般の補正により１７億９，

６３８万円を計上させていただいているところでございます。国からは現在、１８億

６,８６６万４,０００円が決定いただいている中で、予算留保として７,２２８万４,０
００円となっているところでございます。１２款 分担金及び負担金 １項 負担金 

１目 民生費負担金３５９万３,０００円の補正増について、老人福祉施設入所者の個

人の負担金で、入所者が増えているということで、増額補正させていただくものです。

１５款 道支出金 ２項 道補助金 ３目 衛生費道補助金８５万５,０００円の補

正減について、事業量の変更ということでご理解いただきたい。７目 土木費道補助

金７０６万２,０００円の補正減について、社会資本整備総合交付金で、除雪関連で補

助金をいただいているのですが、当初予算で３,７８０万円ほど予算計上していました

が、今回除雪機械整備の関係から入札残で減額となり、これが３６６万２,０００円の

減でございます。それから除雪路線の変更ということで３４０万円の減、合わせて７

０６万２,０００円の補正減ということです。１８款 繰入金 １項 基金繰入金 ６

目 中山間ふるさと水と土保全基金繰入金１,０１７万円の補正増について、これは基

金を廃止するということで、ご理解いただきたいと思いますが、この基金の設置の必

要性がなくなったということですが、これに代わって国営造成事業等で改良区への補

助金、それから現在、農地水環境保全事業で地域でも取り組めるということで、同じ

ような趣旨の事業があるため、この基金の存在が現在必要なくなっているということ

で、今回、廃止させていただいて一般財源化するということで、ご理解いただきたい

と思います。１９款 繰越金 １項 繰越金 １目 繰越金２,８０７万２,０００円の

補正増について、総額７,２６８万７,０００円になるところです。これで２２年度から

の繰越金については、全額計上させていただきました。 
  議案書３０ページ、３ 歳出 ２款 総務費 １項 総務管理費 ２目 職員給与

費１０８万８,０００円の補正増について、先般１１月に人事院勧告の給与改定の議決

をいただいたところでございます。この影響額を申し上げます。給料につきましては

１４万円減額、期末勤勉手当につきましては４２万８,０００円減額、合計、人事院勧

告に伴います影響額は５６万８,０００円の減ということでございます。これ以外につ

きましては、職員の異動等による増減ということでご理解いただきたいと思います。

３款 民生費 １項 社会福祉費 ２目 老人福祉費５,４５７万２,０００円の補正

増について、先ほど歳入で申し上げました老人福祉施設入所者が増えてきているとい

うことで、これは養護老人ホーム等に入所が増えているということで、当初予算で１

４名ほど見ておりましたが、現状では１９名が入っているということで、増額補正さ

せていただくものでございます。もう一点は、老人福祉事業として老人福祉施設月形

藤の園の特養部の増設事業を現在行っていますが、これの町からの補助金５,０００万

円を今回ご提案申し上げるものでございます。４款 衛生費 １項 保健衛生費 ２

目 予防費３４７万円の補正減について、それぞれ執行残ですが、検診事業等の受診

者の減ということでご理解いただきたいと思います。４目 医療給付費３４９万３,０
００円の補正増について、重度心身障害者医療給付事業が伸びているということで、

ご理解いただきたいと思います。２項 清掃費 １目 清掃総務費３８３万２,０００

円の補正増について、合併浄化槽設置数が少し伸びていることと、当初予算で見てい
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た人槽より１０人相当の大型の人槽が入っているということから、不足するというこ

とで今回補正をさせていただくものでございます。２目 塵芥処理費３７３万８,００

０円の補正増について、衛生センターの管理経費ですが、一般廃棄物処理基本計画策

定業務、委託業務ですが、これと合わせて生活排水処理基本計画をセットで業務発注

したいということで、現在、岩見沢市を中心とした広域廃棄物処理計画が進行する中

で、月形町の基本計画が必要となるため、今回補正をお願いするものでございます。

６款 農林水産業費 １項 農業費 ５目 農地費１２５万７,０００円の補正増に

ついて、ここでは月形基幹水利事業の中で修繕料が２９８万２,０００円の増額補正で、

これは揚水機場ポンプの修理費ということで、ご理解いただきたいと思います。２項 

林業費 １目 林業振興費４５万２,０００円の補正増について、平成２２年までは２

１世紀北の森づくり事業ということで事業があったのですが、２２年度で廃止された

ということで、月形町としても事業予算を持っていなかったのですが、２３年度から

同様の趣旨で新たな事業名未来につなぐ森づくり推進事業ということで、同様の事業

が始まりましたので、今回、補正をさせていただくものです。７款 商工費 １項 商

工費 １目 商工業振興費１６万円の補正増について、これは消費生活対策事業とい

うことで歳入でもありましたが、啓発用のパンフレット、委託料等を補正させていた

だくものでございます。１０款 教育費 ２項 小学校費 １目 学校管理費４３万

７,０００円の補正増について、小学校管理経費の修繕料で８９万７,０００円補正増さ

せていただくものですが、学校用非常用放送設備を修繕させていただくものでござい

ます。３項 中学校費 １目 学校管理費１１９万７,０００円の補正増について、中

学校管理経費の修繕料１７２万２,０００円補正増させていただくものですが、これも、

学校用非常用放送設備を修繕するということでご理解願いたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたが、質疑については午後から行いた

いと思います。 
 
○ 議長 笹木 英二 暫時休憩します。        （午前１１時３５分休憩） 
○ 議長 笹木 英二 休憩前に引き続き会議を再開します。 

                        （午後 １時３０分再開） 
 
○ 議長 笹木 英二 日程第６ 議案第４１号については、午前中に説明が終わって

いますので、直ちに質疑に入ります。質疑ございませんか。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君。 
○ 議員 大釜  登 議案書３４ページ、４款 衛生費、一般廃棄物処理基本計画策

定業務ということで、先ほど副町長から説明がありましたが、内容をもう少し詳しく

教えていただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 副町長。 
○ 副町長 土橋 正美 現在もこの基本計画に基づきごみ処理対策等をやっており

ますが、今回、大きく処理方式が変わってくるということもございます。それによっ

て処理計画をもう一度作り直さなければならないということで、これはごみ、し尿の

現状把握そして対応、今後どのように進めるべきかということを基本計画に盛り込ん



  19 / 25 

で作るという内容でございます。先ほども言いましたように単独でない広域でやると

いうことがございまして、この実施計画を作るタイミングが非常に難しい状況でござ

います。これにつきましては今、岩見沢市を中心とした地域計画が年明けに補助申請

のために提出して行かなければならない。そのためには月形町の基本計画もなければ

ならないということで、３月までの年度内にこの基本計画を作成したいということで、

ご提案申し上げたところでございます。 
○ 議長 笹木 英二 大釜 登君。 
○ 議員 大釜  登 了解しました。 
○ 議長 笹木 英二 他に質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（討論なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りします。議案第４１号は、原案のとおり可決することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 
 
◎ 日程７番 議案第４２号 平成２３年度月形町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第２号） 
○ 議長 笹木 英二 日程７番 議案第４２号 平成２３年度月形町国民健康保険

事業特別会計補正予算（第２号）を議題とします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 副町長。 
○ 副町長 土橋 正美 議案に基づき逐条的に説明する。 
  補足説明 
  今回の補正の主な内容ですが、一般被保険者高額療養費が大きく伸びており、これ

に伴います歳入歳出の補正であるということをご理解いただきたいと思います。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
 質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
  次に討論を行います。討論ございませんか。（討論なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
  お諮りします。議案第４２号は、原案のとおり可決することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 
 
◎ 日程８番 議案第４３号 平成２３年度月形町農業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号） 
○ 議長 笹木 英二 日程８番 議案第４３号 平成２３年度月形町農業集落排水
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事業特別会計補正予算（第１号）を議題とします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 副町長。 
○ 副町長 土橋 正美 議案に基づき逐条的に説明する。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
 質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
  次に討論を行います。討論ございませんか。（討論なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
  お諮りします。議案第４３号は、原案のとおり可決することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 
 
◎ 日程９番 議案第４４号 平成２３年度国民健康保険月形町立病院事業会計補正

予算（第１号） 
○ 議長 笹木 英二 日程９番 議案第４４号 平成２３年度国民健康保険月形町

立病院事業会計補正予算（第１号）を議題とします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 副町長。 
○ 副町長 土橋 正美 議案に基づき逐条的に説明する。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
 質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
  次に討論を行います。討論ございませんか。（討論なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
  お諮りします。議案第４４号は、原案のとおり可決することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 
 
◎ 日程１０番 議案第４５号 月形町土地開発公社の解散について 
○ 議長 笹木 英二 日程１０番 議案第４５号 月形町土地開発公社の解散につ

いてを議題とします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 副町長。 
○ 副町長 土橋 正美 議案に基づき逐条的に説明する。 
  今般の解散の理由等から説明させていただきたいと思っております。 
  月形町土地開発公社につきましては、公共用地等の取得、管理、処分等を行うこと

により、地域の秩序ある整備と町民福祉の増進に寄与することを目的として、昭和４
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８年８月２１日に設立されました。以来、町と連携を図りながら宅地造成、販売によ

る定住化促進、公共施設用地の計画的取得に向けて事業を進めて参りました。しかし

近年の社会経済情勢から土地開発公社による土地保有の必要性は低下しており、また、

今後大規模な公共用地を取得する予定もないことから、公社存続に要する経費の節減

や事務の合理化という観点から、公社解散について１０月２７日に開催いたしました

月形町土地開発公社理事会において解散が同意されたもので、今般、議会の議決を得

るものでございます。 
  解散時期について説明申し上げます。先ほど北海道知事の認可を受けた日となって

いますが、今後のスケジュールについて説明したいと思います。本日の議会で議決を

いただいた後、北海道に対して公社解散認可申請を提出いたします。これを提出する

ことによって、予定では１２月下旬には北海道から公社解散の認可が下りるものと考

えております。その後、解散及び清算人就任の登記申請を行い、公有地の拡大の推進

に関する法律による２か月間の公告を経まして、北海道に解散登記終了報告書を提出

し精算の会議を終えまして、予定では平成２４年４月中旬ぐらいには解散手続きが終

了するものということで、現在計画しているところでございます。 
  財務状況を説明申し上げます。今、土地開発公社として現金１,７３６万円余りを有

しております。このうち町からの出資金５００万円がございますから、公社としての

財産に掛かる現金としては、現在１,２３６万円ほどであります。これについてはまだ

多少の動きがあるかと思いますが、１,２３６万円ほど保有していますが、町からの借

入れ残金が現在３,１０７万７,０００円ある状況ですから、出資金はそのまま町にお返

ししますし、借入れ残金３,１０７万７,０００円から現金を有している１,２３６万円

を差し引いた１,８７１万７,０００円ほど、これが現金の不足になる見込みでございま

す。公社としては現在９,０００万円余りの財産、土地を有しておりますので、これを

町に帰属させることにより、土地開発公社としては不良債権化することなく、プラス

財産ということで精算を終われる状況になるだろうと考えているところでございます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
 質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
  次に討論を行います。討論ございませんか。（討論なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
  お諮りします。議案第４５号は、原案のとおり可決することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり可決するこ

とに決定しました。 
                  （吉川代表監査委員 午後 １時４８分退場） 
 
◎ 日程１１番 同意案第７号 月形町監査委員の選任について 
○ 議長 笹木 英二 日程１１番 同意案第７号 月形町監査委員の選任について

を議題とします。 
  提出者の説明を求めます。 
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○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 同意案第７号 月形町監査委員の選任について、次の者を月形

町監査委員に選任したいから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第

１項の規定によって、議会の同意を求めるものであります。 
  記として、住所、月形町１０５６番地の８２、氏名、吉川健孝氏、昭和６年１月２

９日生まれ、なお任期につきましては、再任、２期目ということで、平成２４年１月

１日から平成２７年１２月３１日までの４年間であります。本日の提出です。よろし

くお願いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結いたします。 
 お諮りします。この際討論を省略し、同意案第７号は原案のとおり同意することに

したいと思います。これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 
    （吉川代表監査委員 午後 １時４９分入場） 

 
◎ 日程１２番 同意案第８号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任について 
○ 議長 笹木 英二 日程１２番 同意案第８号 月形町固定資産評価審査委員会

委員の選任についてを議題とします。 
  提出者の説明を求めます。 
○ 議長 笹木 英二 町長。 
○ 町長 櫻庭 誠二 同意案第８号 月形町固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついて、次の者を月形町固定資産評価審査委員会委員に選任したいから、地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定によって、議会の同意を求めるも

のであります。 
  記として住所、樺戸郡月形町字当別原野３５７番地の９、氏名、髙松春夫氏、昭和

２６年２月７日生まれ、なお任期につきましては、再任、２期目ということで、平成

２３年１２月２１日から平成２６年１２月２０日までの３年間であります。本日の提

出です。よろしくお願いいたします。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 お諮りします。この際討論を省略し、同意案第８号は原案のとおり同意することに

したいと思います。これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本案は、原案のとおり同意するこ

とに決定しました。 
 
◎ 日程１３番 選挙第７号 月形町選挙管理委員会委員及び補充員の選挙について 
○ 議長 笹木 英二 日程１３番 選挙第７号 月形町選挙管理委員会委員及び補
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充員の選挙を行います。 
  お諮りします。選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、

指名推選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 笹木 英二 異議なしと認めます。よって選挙の方法については、指名推選

にすることに決定しました。 
○ 議長 笹木 英二 お諮りします。指名の方法については、議長において指名する

ことにしたいと思います。これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって議長において指名することに決定

しました。 
○ 議長 笹木 英二 初めに月形町選挙管理委員会委員を指名します。 
  月形町選挙管理委員会委員に 
   月形町字本町７８番地の２     香西 博之さん 
   月形町字南耕地３６２１番地の２２ 金山  均さん 
   月形町１００２番地        石川 香澄さん 
   月形町１０６９番地        神田 勝行さん 
  以上の４名を指名します。 
○ 議長 笹木 英二 お諮りします。ただ今、議長において指名しました４名を月形

町選挙管理委員会委員の当選人とすることにご異議ございませんか。（異議なしの声あ

り） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よってただ今議長において指名しました

香西博之さん、金山 均さん、石川香澄さん、神田勝行さん、以上の方が月形町選挙

管理委員会委員に当選されました。 
○ 議長 笹木 英二 続いて月形町選挙管理委員会補充員を指名します。 
  月形町選挙管理委員会補充員に 
   月形町５１番地の２        松本 國一さん 
   月形町字本町通１５番地３     新関  進さん 
   月形町字表霞町２０２番地の２   稲井 正美さん 
   月形町字札比内１１２２番地    山田 啓一さん 
  以上の４名を指名します。 
○ 議長 笹木 英二 お諮りします。ただ今、議長において指名しました４名を月形

町選挙管理委員会補充員の当選人とすることにご異議ございませんか。（異議なしの声

あり） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よってただ今議長において指名しました

松本國一さん、新関 進さん、稲井正美さん、山田啓一さん、以上の方が月形町選挙

管理委員会補充員に当選されました。 
○ 議長 笹木 英二 次に月形町選挙管理委員会委員に欠員が生じた場合の補充員

の繰り上げ順位についてお諮りします。 
  欠員が生じた場合の順位は、議長がただ今指名した順番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 笹木 英二 異議なしと認めます。よって月形町選挙管理委員会委員に欠員
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が生じた場合の繰り上げ順位は、議長が指名した順番とすることに決定しました。 
 
◎ 日程１４番 意見案第６号 ＴＰＰ交渉参加に向けた「関係国との協議開始」に関

する要望意見書の提出について 
○ 議長 笹木 英二 日程１４番 意見案第６号 ＴＰＰ交渉参加に向けた「関係国

との協議開始」に関する要望意見書の提出についてを議題とします。 
提出者の説明を求めます。 

○ 議長 笹木 英二 堀 広一君。 
○ 議員 堀  広一 意見案に基づき、提案理由の説明する。 
 野田総理大臣は１１月１１日、「ＴＰＰ交渉参加に向けて関係国との協議を開始す

る」と表明しました。 

  農林水産業などを基幹産業とする北海道においては、関税撤廃を原則とするＴＰＰ

が締結され、何ら対策がなされなかった場合には、関連産業を含め２兆円を超える影

響が生じ、道民の暮らしと経済の支柱が失われ、地域そのものが立ちゆかなくなる恐

れがあり、また、わが国の食料安全保障を根底から揺るがすことになります。 

  さらに、医療、公共事業、金融、食の安全、雇用など様々な分野に影響が及ぶ可能

性があり、国民生活の根幹にもかかわる問題でもあります。 

  このため、多くの国民や道民、地方議会と自治体首長、国会議員もＴＰＰ交渉への

参加に反対・慎重な対応を強く求めていました。 

  こうした中で、国民に対して情報提供がなされず、国民合意がないまま、交渉参加

に向けた関係国との協議の開始を総理大臣が表明したことは極めて遺憾であります。 

よって、国においては、ＴＰＰが地方の産業と国民生活に及ぼす影響などについて

十分な情報提供とあわせて、国民的な議論を行うとともに、引き続き、道民・国民合

意のないまま、関税撤廃を原則とするＴＰＰ交渉には参加しないことを重ねて強く要

望するものであります。以上、地方自治法第９９条の規定により、提出するものであ

ります。議員各位のご賛同を賜りますようお願い申し上げます。 
○ 議長 笹木 英二 ただ今説明が終わりましたので、質疑を行います。 
質疑ございませんか。（質疑なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 質疑なしと認めます。よって以上で質疑を終結します。 
 次に討論を行います。討論ございませんか。（討論なしの声あり） 

○ 議長 笹木 英二 討論なしと認めます。よって以上で討論を終結します。 
 お諮りします。意見案第６号は、原案のとおり提出することにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって意見案第６号は、原案のとおり提

出することに決定しました。 
 
○ 議長 笹木 英二 お諮りします。本定例会に付議されました議案の審議は全て終

了しました。従って会議規則第７条の規定により本日で閉会したいと思います。これ

にご異議ございませんか。（異議なしの声あり） 
○ 議長 笹木 英二 異議なしと認めます。よって本定例会は本日で閉会することに
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決定しました。 
 
○ 議長 笹木 英二 これで本日の会議を閉じます。よって平成２３年第４回月形町

議会定例会を閉会します。               （午後 １時５６分閉会） 
 
 


