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第１４回総務文教常任委員会会議録 

平成２４年１２月６日（木） 

    開 会     午前 ９時００分 

    閉 会     午後 ０時１０分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①平成２４年度一般会計補正予算（第５号）の概要について 

  ②平成２４年度一般会計補正予算（第６号）の概要について 

  ③町職員の給与に関する条例の一部改正について 

  ④庭園のまちづくり構想事業概要について 

  ⑤再生可能エネルギー導入の可能性調査について 

 ●生涯教育課 

  ①平成２４年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）について 

  ②平成２４年度「全国学力・学習状況調査」結果概要について 

 ●消防清里分署 

  ①平成２４年度消防費補正予算について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  畠 山 英 樹    副委員長  勝 又 武 司 

     委 員  田 中   誠    委  員  澤 田 伸 幸 

       委 員  加 藤 健 次    委  員  池 下   昇 

    委 員  前 中 康 男    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    なし 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       島澤 栄一    ■企画財政Ｇ総括主査  三浦  厚 

 ■企画財政Ｇ主査    宮津 貴司    ■総務Ｇ主査      泉井 健志 

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■学校教育Ｇ総括主査  清水 俊行 

 ■学校教育Ｇ主査    新輪 誠一    ■社会教育Ｇ総括主査  本松 昭仁 

 ■消防清里分署長    二瓶 正規    ■消防清里分署庶務係長 田中 義裕 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  柏 木 繁 延 

    主  任  鈴 木 由美子 

 

 

●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第１４回総務文教委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 委員各位には、視察研修が無事に全て滞りなく終わらせていただきましたこと、この場を借り

て御礼を申し上げます。今後、これらをどう集約し結果に繋げていくかという部分が次の課題で

ありますが、それらを含めて一生懸命やってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、早速本題に入ってまいりたいと思います。１番、町からの協議・報告事項というこ

とで、総務課より５点ございます。それでは、説明よろしくお願いいたします。 

 

○総務課長 

 総務課から次の５点について、協議・報告をさせていただきたいと思います。 

 まず１点目の、平成２４年度一般会計補正予算（第５号）の概要につきましては、平成２４年

１２月１６日執行の第４６回衆議院議員総選挙及び第２２回最高裁判所裁判官国民審査に係る選

挙費、総額４２０万円の補正予算を、平成２４年１１月１９日に専決処分させていただいており

ますので、その内容につきまして、担当主査からご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 １ページをご覧いただきたいと思います。第５号補正に係る内容でございます。説明内容は１

ページ～３ページに渡りますので、ご了承願います。 

 衆議院議員選挙に伴う経費の計上分といたしまして、専決処分を行いました第５号補正につい

て説明申し上げます。補正額は４２０万円の増額補正でございまして、補正後の予算額は４８億

３,３６６万６千円となります。まず歳出の補正額について、ご説明申し上げます。３ページをご

覧ください。科目の構成ですが、衆議院議員選挙費が科目となりまして、報酬から備品購入まで

を予算立てしておりまして、それぞれ歳出の内訳は記載のとおりでございます。財源は、国道支

出金が４００万円で一般財源が２０万円となっております。次に、歳入の補正でございますが、

２ページにお戻りいただきたいと思います。地方交付税の２０万円、国庫委託金の４００万円が

財源となっております。以上、簡単でございますが、５号補正の内容説明を終わらせていただき

ます。 

 

○畠山委員長 
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 ただ今の、５号補正について何かございますか。 

 無ければ、次に移ります。②番お願いいたします。 

 

○総務課長 

 ２点目の、平成２４年度一般会計補正予算（第６号）の概要についてでありますが、現計予算

額が４８億３,３６６万６千円に、歳入歳出それぞれ９,６３７万４千円を加え、予算の総額を４９

億３,００４万円とするものでございます。この内、通常的な補正部分については４,８３７万４千

円。４千万円が地元町内業者を受け皿といたします、緊急的な経済対策としての補正予算の部分

でございます。この内容につきましては、担当主査からご説明申し上げます。また、特異的な項

目につきましては、この後のそれぞれの所管委員会からご説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 それでは６号補正の概要について、ご説明させていただきます。４ページをお開きください。

６号補正の補正額でございますが、９,６３７万４千円の補正となります。 

 歳出の内容からご説明させていただきたいと思います。総務費でございますが、５,３７０万３

千円の増額補正となります。補正の内容でございますが、土地開発公社基金積立、光ファイバー

の移設、国際交流推進協議会の補助、地域振興対策事業でございます。先ほど課長から説明がご

ざいました地域経済対策の事業内容につきましては、後ほど補正概要にて詳細にご説明を申し上

げたいと思います。衛生費につきましては、３,８２８万円の増額補正です。補正内容は、国保会

計の繰出金、後期高齢者医療給付費負担金、清掃センターの長寿命化実施設計の委託料、清掃セ

ンター補修工事請負費でございます。消防費につきましては、３１７万６千円の増額補正でござ

います。補正内容は、消防職員住宅改修工事の設計委託料、そして総務費同様、地域経済対策事

業を実施するにあたりまして、地域振興対策事業分として２２２万円を計上しております。教育

費につきましては、１２１万５千円の増額補正でございます。補正内容は、清里高校の総合支援

対策事業費補助、スポーツ・文化施設管理運営法人設立事業補助、町民プールの整備検討資料作

成業務委託料でございます。 

 次に、歳入の補正内容についてご説明申し上げます。今回の補正は、地方交付税を主な財源と

して充当させていただいております。地方交付税は８,８６５万１千円の増額補正とさせていただ

いております。財産収入につきましては５１５万円の増額補正です。内訳は記載のとおりでござ

います。諸収入につきましては２５７万３千円の増額補正で、内訳は記載のとおりとなっており

ます。続きまして、５ページをご覧いただきたいと思います。この５ページの補正予算概要につ

きましては、先ほどご説明申し上げました地域経済対策を除いた、一般の通常の補正の概要につ

いて掲載させていただいております。随時、上から簡略でございますが、ご説明申し上げます。

まず総務費におきましては、土地開発基金積立５００万円です。これは、土地開発公社の清算を

本年度行いました。それに伴いまして、出資金５００万円が町に戻ってきてございますので、こ

の部分を土地開発基金にそのままスライドし積立するものでございます。それから光ファイバー

移設事業ということで、道道向陽清里停線の道路工事に伴いまして電柱移設が発生するというこ

とで、今あるケーブルの移設を行う経費として、財源は全て一般財源ではなく、補償金で賄うも

のでございます。それから衛生費につきましては、国保会計繰出金ということで２,３８４万円。

それから清掃センターの長寿命化を図っていくために整備施設を実施していくので、その前段の

実施設計を行いたいという計上で５３０万円です。清掃センターガス減温器の補修事業でござい
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ますが、老朽化が激しくガスの減温器が故障してしまっており、ダイオキシン等の発生も懸念さ

れるため、至急施設の補修を行いたいというものでございまして、８６０万円です。それから役

場の西側にございます１棟４戸の消防職員住宅の改修を行うための、工事設計業務を委託してま

いりたいという内容を負担金での計上として９６万５千円でございます。それから清里高校支援

対策事業補助の追加補助という形になります。活動がそれぞれ当初予定していたよりも、内容が

変わってきているということで、総体で７５万円の補正を今回行うものでございます。財源内訳

はそれぞれ記載のとおりでございます。 

 それから６ページ目、７ページ目について、ご説明してまいりたいと思います。６ページ目、

７ページ目は、地域経済対策ということで今回、通常の補正の他に４,８００万円の経済対策の補

助額、総体で事業を実施してまいりたいという内容のものでございます。６ページから地域経済

対策の内容について説明を申し上げたいと思います。まず今回のこの事業でございますが、事業

を展開するにあたりまして、各課多岐にそれぞればらばらと計上するわけにもいかないというこ

とで、総務費で一括、地域振興対策費という総務費の中で新たな科目を設けまして、事業の一括

計上を図っております。但し、消防費に関しましては、消防分署負担金という元々の性質上、別

途、従来の消防費にこの部分を計上させていただいております。 

 それでは、順次内容についてご説明申し上げます。まず、１つ目でございますが、役場事務用

のパソコンの更新事業でございます。毎年順次３０台から４０台の更新を計上させていただいて

おりますが、これは２５年度に予定していたパソコンを前倒しで計上させていただきたいという

ものでございます。ＯＳとハード面のサポートが終了になるということで、３７台、３８５万５

千円を計上させていただいております。財源は全て一般財源でございます。同じく学校教育用の

パソコンの更新事業でございます。これも毎年、ここ数年３、４年かけまして、小中学校のパソ

コンを更新させていただいておりました。これも２５年度の前倒しにて、中学校の４３台、８０

０万円を計上させていただきたいと考えてございます。これも全て一般財源でございます。それ

から公用自動車の更新事業でございます。役場の公用車でございますが、１３年、距離数も２０

万キロ近い、また超えているものが２台ございます。これを更新してまいりたいと思います。２

台合計で８６７万１千円でございます。それから原油自動車の車両の売払代、６万円を計上させ

ていただいております。それから災害用非常機材整備事業でございます。災害時の必要機材を購

入させていただき、災害に対する備えを確保したいということで、それぞれ消耗品、それから器

具購入で言えば、発電機、毛布、ポータブルストーブ、これらを一括して２５０万２千円分備え

させていただきたいものでございます。全て一般財源でございます。それと公共施設暖房器具更

新事業ということで、これは役場の各公共施設、多岐に渡る部分、それぞれ昭和後半から平成の

初めにかけて、２０年から１５、６年経過した物がかなりございまして、これらをそれぞれ耐用

年数に近い、もしくは故障がどんどん見られている物を、全てではないですが一番古いものから

更新させていただきたいということで、４３２万９千円計上させていただいております。全て一

般財源でございます。公共施設改修事業ということで、これらにつきましては、普段なかなか整

備が図れなかった、もしくはこれもかなり老朽化、経年劣化で整備が未整備だったものを、それ

ぞれ計上させていただいておりまして、中身は老健施設の電動の遮光カーテンを付けて、入居者

への配慮を図ってまいりたいというものと、清里小学校の玄関の改修でございます。それと町民

プールの錆落とし等に係る修繕、これらを計上してまいりたいと思います。合計３７６万円、全

て一般財源でございます。７ページをご覧いただきたいと思います。公共施設の環境整備事業と

事業名を出しておりますが、中身は主に各施設周辺の立木伐採等に係る経費でございます。住民
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からの一部要望のある立木伐採箇所、それから、施設周辺のどうしても施設管理に支障の来たす

場所の立木を伐採してまいりたいというものでございます。それから、公共施設の解体事業も計

上させていただいております。清里小学校周辺にあります、未使用の空き家住宅、昭和３８年、

昭和４３年に建設され、かなり年数も経過した古い住宅でございます。これら全て合わせまして

６３９万円を計上させていただいております。一般財源と一部９万円につきましては、立木の伐

採の収益でございます。それから、公共施設備品等更新事業でございます。これも各施設、それ

から各所管にまたがる備品等の更新につきまして、一括計上させていただいております。図書館

のＡＶコーナーと言いまして、一般町民がご利用いただくビデオコーナーのテレビ。トレーニン

グセンターのトレーニング機器、学校管理用の除雪機、保育所関係の音響機器、広報用のカメラ

ですとか編集機器、清里小学校、中学校の印刷機、コピー機等でございます。その他、観光施設

等の春先に設置予定の案内看板の作成など、これらを合わせまして５７７万３千円を計上させて

いただいております。全て一般財源でございます。それから、商店街イルミネーション設置事業。

これにつきましては、商店街の街路樹等にイルミネーションを設置して、商店街の環境整備を図

ってまいりたいという内容のものでございます。イルミネーションに係る機材と設置に係る取付

費用など全て盛り込みまして、延べ１キロ、片側約５００メートルの内容でございます。２５０

万円を計上させていただいておりまして、全て一般財源でございます。最後に消防費のみは負担

金で計上させていただいておりまして、地域振興に係る部分の２２２万円を計上させていただい

ております。内容は、消防団員に係る防火ヘルメットですとかネクタイ、職員用の救命の白衣等

など。備品につきましては、消防車両に積載される消火器、救急用の呼吸用のボンベ。これらも

かなり１０年、２０年経過したものを今回更新してまいりたいという内容でございまして、２２

２万円一般財源で計上させていただいております。以上が、今回の経済対策として４,８００万円

の予算計上させていただいた内容の詳細でございます。 

 以上で、説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、平成２４年度の一般会計補正予算（第６号）の概要について、説明を受けたわけでご

ざいますが、委員の方の質疑を受けたいと思います。 

 

○池下委員 

 ５ページの８款消防費について、ちょっとお伺いしたいのですが。設計業務委託料で９５万６

千円というのは、庁舎の隣にある職員住宅のことを指しているのですか。 

 

○総務課長 

 はい、そうです。 

 

○池下委員 

 それと、６ページの災害用非常機材整備事業の２５０万２千円と出ているのですが、具体的に

毛布とかいろいろとあるのですが、全部どこに置いておくのですか。役場の中に置いておくとい

うことですか。 

 

○総務課長 
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 この災害用の非常機材等ですが、原則的に発電機等については役場の車庫等に置きますし、毛

布等については、町民会館の２階あるいは役場、それから札弦センター、緑センターについても

それぞれ配置をしてまいります。 

 

○池下委員 

 もう１点、７ページの公共施設備品等のところで５７７万３千円と出ていますが、最後のとこ

ろで観光地等看板制作とあるのは、どこを指していて、何カ所ぐらい作る予定なのか。 

 

○総務課長 

 観光地の看板でございますが、例えば神の子池とかさくらの滝とか、そういう看板が設置され

ておりますが、かなり老朽化して傷んでいるので、その更新が主でございます。 

 

○池下委員 

 来年の春にパパスができて、やはり道の駅ということで、いろんな人が来ると思うのですが、

そういうのも、町の入り口とか、そういうところに配慮した看板を作る予定はあるのですか。 

 

○総務課長 

 今回補正させていただいております看板等につきましては、そういう大規模な看板ではなくて、

今ある看板が見づらくなったとか、老朽化して傷んだということで、３月中に看板を作りまして、

４月早々に取り換えるものでございます。 

 

○池下委員 

 これは一応６０万円ということで出ているのですが、何カ所ぐらいあるのですか。３、４カ所

ですか。 

 

○加藤委員 

 何カ所じゃなくて、きちんと内訳を提示しないとだめじゃないですか。 

 

○総務課長 

 これにつきましては、パーク場の入口案内、それから宇宙展望台の案内、さくらの滝、キャン

プ場等で４０個程度を予定しております。 

 

○池下委員 

 今、言ったのは４、５カ所ですよね。例えば、神の子池１カ所につき１個ということですか。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 そこの観光地に行くまでの道路経路の観光客への誘導も入りますので、１施設１個とはまずな

らないです。ですから、川湯方面から来られるお客様、中標津方面から来られるお客様、清里方

面から来られるお客様など、多岐に渡って経路はたくさんありますので、例えば１施設にもしか

したら２０カ所付けなければならないかもしれませんし、それを今、春先に１回立てて、秋口に

撤去しています。主に木で作るので、大体１シーズンもしくは２シーズン使えばいいところです。
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今までは本当に簡易な物で作っていて、もしかしたらシーズン中に風とか雨で見づらくなったり、

壊れたりする物が多いので、これらをきちっとした誘導ができる形の物を整備させていただきた

いと。近年、特に神の子池や斜里岳の集客というのは、かなり横ばいもしくは増えている状況で

ございますので、きちっとしたものを整備して、シーズン中でも見づらくなることがないように、

入れ替えも考えた上で作製させていただくということで、かなりの数を今回整備させていただき

たいと思います。ただ、結果的に作っていく中で、４０個というものが多少前後するかもしれま

せんが、そういった内容でございます。 

 

○池下委員 

 公共施設整備事業の伐採収入が９万円ということなのですが、こんなものなんですか。 

 

○総務課長 

 この場所については、神威の萱野の水道跡地で、面積的には大きな面積でございますが、道路

沿いに植えているカラマツと中に耕作道路がありますが、そこに植えているカラマツ、これにつ

いては当時地域の方が植林されて、手入れ等もされておりませんし、その他は雑木などで、実際

に伐採してみないと正確な額は出ませんが、そんなに期待するほどの価格のものではございませ

ん。 

 

○勝又副委員長 

 神威は石碑のあった所ですか。 

 

○総務課長 

 はい、そうです。 

 

○加藤委員 

 さっきの池下委員の関連で、４０カ所ぐらいで６０万になっているのですが、また木で作ると

ちょっと言われていたのですが、今回経費をかけて作っていくので、木で作るなら当然折れたり

するわけですし、少なくとも字を書くのが非常に高いものになるので、例えばプラスチックだと

かそんな物で、もう少し耐用年数が効くような物をやっぱり計画的に。消耗品だと言って１年、

２年で替えるのではなくて、使う場所、用途に応じて木の方が良い場合もあるでしょうし、そう

でない物もあると思うので、消耗品ではなくて備品として扱えるぐらいの立派な物を整備された

方が良いということを、要望しておきたいと思います。 

 それと６ページの公用自動車の更新の関係なのですが、２台で８６７万１千円の事業費を出し

ていますが、この２台の排気量、大きさはどういうようなものなのか。もうちょっと詳しく教え

て欲しいのですが。 

 

○総務課長 

 車の２台の更新ですが、今の３号車で８人乗りの車の更新を予定しております。更新する予定

の車は、同じく８人乗りのハイブリット車のエスティマ２４００ｃｃを予定しております。もう

１台の更新につきましては、今、カローラの四駆の車の更新で、新たに１８００ｃｃの乗用車を

予定しております。 
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○加藤委員 

 ８人乗りに関しては、意外と使うことがあると思うのですが、カローラの１８００ｃｃの関係

は、町外、町内の利用頻度はどうなのか。例えば、どこの課でどういう形で使おうとしているの

か。それによっては、基本的には軽四でも良かったり、あるいは２年ぐらい前にも高級車も購入

しているわけですから、町外や遠乗りはできるので。今はエコの時代で、いろんなことを考えた

時に、ましてや排気量を大きくするということについて、どのような見解、どのように捉えてい

るのか。 

 

○総務課長 

 先ほどご説明いたしました２台については、どちらも一般共用車としての取扱いでございます。

ですから、更新する以前の車についても、それぞれ来年で１４年になりますし、２０万キロを超

えている車ですので、相当の走行距離を走ると予想されておりますので、１８００ｃｃの乗用に

ついても、一般共用車として町内、町外共に使ってまいります。 

 

○加藤委員 

 ですから、全部が町内、町外も使えるようにしなくても、軽四でも良いのではないですかって

ことですよ。町内専用車にしても良いのでは。 

 

○総務課長 

 町内専用と言いますが、物を積んで走る場合もありますし、軽四よりは価格は高くなりますが、

使い勝手は当然、乗用車の方が良いですし、遠くへ行く場合もあります。なかなか町内、町外と

車を使い分けるのは非常に難しく、そういうこともありまして、一般共用車としては普通車を購

入しているところでございます。 

 

○加藤委員 

 全部が町外を走らないとならないってこともないでしょう。少なくとも、町外と言っても斜里、

小清水、網走ぐらいまでなら十分に対応できると思います。公用車で軽四ってありますか。一般

共用車の中で、清里町の車の中で軽四の割合はどうなっていますか。維持費やいろんなことを考

えた時に、どうなんですか。今回更新にあたって、その辺についても十分に検討された経緯があ

るのですか。購入するなと言っているわけではありませんよ。 

 

○総務課長 

 車の軽四の関係でございますが、保健福祉課等については、特に高齢者の見回りについては軽

四自動車を活用しておりますし、教育委員会のトレセンにおいても軽トラックを今年購入してご

ざいます。今回は一般共用車ということで、あらゆる使い方をしてまいりますし、それぞれ各課

で専用車もございます。それについては、用途に応じてライトバン等で対応しているものもござ

います。 

 

○加藤委員 

 基本的に、予算を上げたからそのまま執行するということじゃなくて、本当に有効に使われる
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効率化の使用日数の時間簿、記録等を十分に検討して、その後トラブルが起きないと言いますか、

無駄のない運用ということで、確信を持って運用されたいと思っております。 

 それと７ページの商店街イルミネーション事業。これは、非常に暗くなっているので明るくす

るのは良いと思いますし、設備することは良いのですが、基本的には維持費がかかるんですよ。

毎年いろんな形で電気代とかも含めて。これらについては、どういう処理をされていくのですか。 

 

○総務課長 

 この維持費等につきましては、この後、産業課の方でこの項目の説明をいたしますので、そち

らで説明したいと思います。 

 

○議長 

 加藤委員の関連なのですが、車を買うのは良いのですが、どこの家庭でも企業でも、車の更新

には基準があると思うのですが、うちの町には更新基準というのはあるのでしょうか。例えば、

年数で買わなきゃならないとか、走行距離数で買わなきゃならないとか。そういう基準があって、

今回購入するのかどうなのか。 

 

○総務課長 

 大体１０年以上で、走行距離等を勘案して更新を決めておりますが、最近は使用期間が段々と

長くなって、走行距離も長くなって、かなりいった段階で更新ということで、今回は来年で１４

年になります。走行距離も今現在で２０万キロを超えております。その辺を一つの目途として、

更新をしていきたいと思います。 

 

○議長 

 １０年を目途にして入替えしているってことなのですが、そういう状況からいったら、何もそ

れは経済対策じゃないような気がするんですよね。年数がちょうど更新の時期にきているだけで、

別に景気対策でやっているわけではないという気がするのですが、その辺が曖昧であったら困る

のではないか。今回は景気対策で買いましたよと。じゃあ、来年１４年になっているやつはどう

なるんだっていう問題にもなってくる。それが１年延びる場合もある。やはり、車は特に更新の

基準を明確にしてもらわないとならないと思うわけですよ。 

 それと、私どもに決算の時に財産の一覧表が出てくるのですが、車は総台数で出てきて、年数

の関係は全然報告が無いんです。そういうものも併せて議会に報告して、これは１４年経ってい

ますとか、そういう報告も必要だと思うので、この際しっかりとした基準を設けて、そういうも

のを提出してもらわなければならないと思うのですが、いかがでしょうか。 

 

○総務課長 

 車の更新につきましては、今後、基準等を検討してまいりたいと思います。 

 それから、決算の財産等につきましては、確かに大まかな括りになっておりますので、それに

ついては詳細に出していきたいと思います。 

 

○議長 

 ちなみに１０年を超えている車は何台あるのですか。 
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○総務課長 

 今現在の車は、１１年の車がございます。それから、清掃の車等についても、相当な年数のも

のはございます。 

 

○議長 

 その辺、詳しく資料を提出してください。 

 

○前中委員 

 ちょっと重複するかもしれませんが、池下委員が質問された災害非常時機材で発電機の購入、

あるいは毛布、ポータブルストーブ等の購入計画があるのですが、この発電機５台、まず５台買

うのですが、当町における発電機数は２０何台の上乗せで、３０何台になろうかなと思うのです

が、この配置を全て本庁舎に確保をするということで良いのでしょうか。 

 

○総務課長 

 ポータブルの発電機の配置でございますが、今現在、２．５キロワットのものが清里に２台、

札弦に１台、緑に１台。それに今回５台購入いたしまして、追加で緑に１台、札弦に１台、残り

清里３台配置する予定です。これはポータブルでございますので、地区で停電があれば、それを

運搬して対応するですとか、いずれにしても発電機については初期の段階の明かり取りですとか、

通信用とかで、施設等については北海道電力の電源車の配置を要請するなどの対応をしていこう

と考えてございます。 

 

○前中委員 

 それば良いのですが、先日も陸別でありましたが、緊急に停電となった時に、特に冬期間のス

トーブということになると、北電の緊急車両云々の充電設備の前に、最低限でもポータブルスト

ーブが使えるような状況が必要だと思うのですが。このポータブルも、例えばインバーター対応

の発電機であれば、普通のコンピューター内蔵のストーブは使えますが、仮にインバーター対応

でなかった場合には使えないという部分もあると思うので。単価的に１５万って本当に安いなと。

５台で７５万ですよね。１台あたり１５万となると、どうもちょっと性能的にどうなのかなと思

うのですが。 

 

○総務課長 

 今回、取得する発電機については、灯光器と言うか、明り取りと通信用、それと避難所につい

ては、ポータブルストーブを今現在も設置しておりますし、今回新たに５台取得いたしますが、

これについては、電気を使わないで電池で着火と言うか、そういうものの設置を予定しておりま

す。 

 

○前中委員 

 ２．５キロワットのものを５台設置ということですね。 

 それと、ちょっと細かいことなのですが、公共施設設備更新等の中で、清里小学校印刷機１台、

中学校コピー機１台となっているのですが、印刷機とコピー機はどう捉えれば良いのですか。同
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じかなとも思ったので。全然違う物なんでしょうか。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 基本的に違う物でして、コピー機というのは、皆さんが通常使われている１枚単価何円という

ものなのですが、印刷機と言うのは、要はインクを使って印刷をかけるもので、よく一般のお店

屋さんで使っているチラシとかがあります。あれは何万枚とか刷ると思うのですが、そうなると

コピーですと１枚４円とかなのが、２円とか１円とか、もっと枚数を刷れば下がるという、そう

いう機械が業界で言う印刷機という物です。見た目はそんなに変わらないのですが、機器として

は全く別の物となっています。主に学校では、学校の活動のチラシなんかを広報に折り込んで皆

さんもご覧になっていると思うのですが、ああいったものに普段、印刷機を使われてチラシを印

刷しているということです。 

 

○前中委員 

 中学校にも印刷機はあるのですか。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 両方ありまして、たまたまそれぞれのコピー機と印刷機がかなり年数が経過して、それを更新

したいということですので、両方入っております。 

 

○前中委員 

 それともう１点、ＰＣ関係の話なのですが、役場庁舎も２５年度の前倒しということで３４台。

学校の方のＰＣも同じように、２５年度の前倒しで４３台。１台当たり１０万円前後かなと思う

のですが、中学校に関してはソフトも更新、ソフトを含むということで。そうなると４００万ま

ではいきませんが、それなりの高額なソフトになっていると思うのですが、その辺の説明は後か

ら聞いた方が良いですか。 

 

○総務課長 

 後から教育委員会でお願いします。 

 

○前中委員 

 総務の方はハードの更新だけで、何ら変わりないことで良いですか。 

 

○総務課長 

 はい。 

 

○加藤委員 

 ６ページの災害用の関係で細かい話なのですが、発電機は買ったと言いますが、これに燃料が

いるんですよ。燃料はどういう環境で保管等されているのか。火器の保管ということで大変な問

題もあるのですが。どのように処置されるのですか。 

 

○総務課長 
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 この発電機については、当然ガソリンを使用いたします。それについては、ポータブルの２０

リットル以下の金属製の携行缶で保管いたします。 

 

○加藤委員 

 それは３カ所にそれぞれ何リットルずつ保管されているのか。これ保管場所を考えないと、ど

んな所でも蒸発したり劣化の問題など、いろんなことがあるのですが、この辺の管理方法や使用

というのは、どのように行われているのか。 

 

○総務課長 

 ポータブルでのガソリンの保管については、今現在もそれぞれ３カ所に２０リットルの携行缶

で保管し、この発電機についても年１回試運転をやっておりますし、劣化したガソリン等につい

ては、刈払機等に使ってまた新しいガソリンを補充しているところでございます。 

 

○加藤委員 

 それともう１点、公共施設の改修事業の小破修繕で括弧して町民プールとありますが、これは

町民プールだけでなくて、合わせて全部ってことの捉え方で良いのですか。町民プールも結構、

修繕などいろんなことがあるわけですが、こういう形で永遠としていくのか。それにしては、か

け方にちょっと疑問点があるので。この内訳は何カ所ぐらいの修繕なんですか。 

 

○総務課長 

 この１８４万円のうち、８４万円分につきましては町民プールの錆び落としで、その他の１０

０万円は、例えば保育所の床や生涯学習センター、教育関係、学校関係の小破修理を予定してお

ります。 

 

○勝又副委員長 

 公共施設整備の関係の看板の話なのですが、この看板の中に緑温泉の看板は入っているのです

か。非常に場所がわかりづらいみたいで、緑の街に入っても、どこなのか探し回る方もいるよう

で。今回は入っていないようですが、是非ともそこら辺も含めて考えてもらいたいと思います。 

 もう１つ、商店街のイルミネーションの関係ですが、先ほど加藤委員からも話がありましたが、

維持費の関係も産業課から報告があるということなんですが、今年の冬は節電対策が打ち出され

ていて、その中で電気をこうこうと点けてのイルミネーションは、地域経済対策を含めて、きち

っと定義付けられたものがないと、町民の理解も得られないのかなと。確かに点ければきれいで

すが。それがどれだけ経済対策に結び付けられるのか。これは、商店街の方から要望のあったこ

となのかどうか、お聞きしたいと思います。 

 

○総務課長 

 緑の湯の看板につきましては、新年度予算で検討させていただきたいと思います。 

 それから、イルミネーションの関係については、省エネに対応した物と聞いておりますが、詳

しくは産業課の方で質問していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○勝又副委員長 
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 省エネ対応なのかもしれないですが、おそらくどこの町も、今年の冬に限っては節電に取り組

んでいるんじゃないかなと思いますので、きちっと経済対策だという部分の裏付けができるので

あれば、町民も十分納得できると思いますが、そのことがないと、節電なのにもったいないこと

をしているなという捉え方をされるのではないかという部分があります。 

 

○池下委員 

 ４ページの町民プール整備検討資料作成業務委託料で３１万５千円とあるのですが、具体的に

どういうことなのか、説明していただきたいと思います。 

 

○総務課長 

 これにつきましては、教育委員会がこの後説明を予定しておりますので、そちらでお願いした

いと思います。 

 

○畠山委員長 

 他、ありませんか。無ければ次に移ってよろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、③町職員の給与に関する条例の一部改正について、お願いします。 

 

○総務課長 

 ３点目の、町職員の給与に関する条例の一部改正についてでございますが、それにつきまして

８ページの附則で記載しておりますので、その内容をご説明いたします。 

 平成２４年度の人事院勧告の概要につきましては、去る９月の常任委員会でご説明しておりま

す。その時の主な内容といたしましては、５５歳を超える職員の原則昇給停止、それに給与法の

改正が必要になります。それから、高位の号俸から昇格した場合の月額の縮減。平成１８年度か

ら４年間に渡る給与構造改革で実施した昇給の抑制の回復の３点でございました。国、近隣市町

村の大半については、５５歳を超える職員の昇給停止と高位の号俸から昇格した場合の月額縮減

については見送っているところでございます。 

 本町におきましても、今回の条例改正では人事院勧告のうち、平成１８年度～２１年度まで４

年間に渡り、給与構造改革として給与の一部の抑制が行われておりましたが、経過措置の完了に

よりまして、昨年に引き続き、平成２５年４月において、３１歳～３８歳未満の職員の給与の均

衡を図るべく、１号俸の回復措置を行ってまいります。 

 従いまして、条例の附則第１項といたしまして、ここに記載の条例の施行日、第２項としまし

て平成２４年４月１日における号俸の調整を行うものでございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の説明がありましたが、委員の方で

何かございませんでしょうか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。それでは、④庭園のまちづくり構想事業概要についてお願いします。 
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○総務課長 

 それでは４点目の、庭園のまちづくりの構想事業概要でございますが、この件につきましては、

去る１０月２２日の議員協議会におきまして、庭園のまちづくり構想概要についての説明を行っ

ております。その中で、事業費を含めました年次プロットの提出を求められたところであります

が、役場庁内の所管する課、それから課長職で構成しておりますプロジェクト委員会等で検討を

重ねてきましたが、この事業実施にあたりましては、関係する機関、例えば網走南部森林管理署、

道路河川につきましては網走建設管理部、河川管理者などの協議によっては、各年度の事業内容

の大幅な変更が生じるため、年次プロットの作成は困難ということで、今回は今後５年間の全体

的な事業概要ということで作成をしております。このことにより、事業費に相当未確定のものも

含まれていることをご理解いただきたいと思います。この内容につきましては、担当総括からご

説明いたします。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは、庭園のまちづくり構想事業概要についてご説明いたします。 

 今回、現時点において想定される主な事業内容について、各課より取りまとめをいたしました。

これから追加になるものや、事業精査により内容が変更になるものがあると思いますし、個別の

事案等については、適宜各課において議員の皆様との協議のもと進められると思いますので、現

時点での５年間の案としての内容としてご理解いただきたいと思います。 

 それでは、構想の重点計画に係る分の事業計画でございます。９ページをお開きください。（１）

ふるさとの森づくり計画でございますが、１６号さくらの山ふるさとの森整備におきましては、

今後、小公園的な環境づくりのための整備を行っていきたいと考えてございます。東屋などの設

置を検討してございます。事業費につきましては、現在積算中でございます。江南宇宙展望台ふ

るさとの森整備は、現在、平成２３年～２７年までの植樹実施により、計画的に整備を行ってお

いるところでございますが、総事業費につきましては約５６０万ほど。植樹後の管理も含めて約

６００万円ほどとなってございます。野鳥虹の森整備につきましては、継続的な遊歩道の整備と

して８０万円ほど見込んでございます。その他、周辺関係の整備を検討してまいりたいと思って

ございます。神の子池周辺レクリエーションの森整備につきましては、今後、網走南部森林管理

署との協議が必要となってきますが、その後、簡易環境アセスメントを踏まえ、木道等の整備を

予定しております。さらに、実施内容について検討を加えていきたいと思っております。事業費

については、現在積算中でございます。また、これらの環境を利用した行事等を実施してまいり

たいと思います。旧青葉牧場の植栽整備につきましては、企業によりますカーボンオフセット事

業の提案を現在打診しております。今後、さまざまな形での企業協力を図っていきたいと思って

ございます。また、町有林整備計画に基づき、計画的な造林を図ってまいりたいと思っておりま

す。事業費等については、現在８６０万ほどを予定してございます。さくらの滝整備事業につき

ましては、現場での安全対策を踏まえた周辺整備を図るとともに、道路整備の検討も考慮しなけ

ればならないものと考えてございます。事業費につきましては、現在も積算中でございます。斜

里岳登山道整備事業につきましては、観光協会と連携のもと、周辺整備や登山道整備、また北海

道への整備要望も行ってまいります。事業費につきましては、４００万円ほどを予定してござい

ます。 

 １０ページをお開きください。（２）豊かな田園づくり計画でございますが、上斜里地域コス
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モスロードは継続的な事業実施を行うとして、４４０万円ほどを見込んでございます。清里から

札弦までのフラワーロードの設置につきましては、新たなコスモスロードの整備としまして約２

６０万円を見込んでおります。道道摩周湖斜里線におきます景観・休憩スポット設置整備につき

ましては、北海道への設置要請を現在行っているところでありまして、現在事業採択に向けて進

んでいるところでございます。そして道路用地の残地につきましては、一体的な整備を図ってい

きたいと考えております。並木整備につきましては、土地使用について現在、網走建設管理部と

協議中でありまして、これを待って進めていきたいと考えてございます。景観緑肥作物の奨励に

つきましては、農業振興事業の補助と合わせまして、地元の協議をもとに進めてまいりたいと思

ってございます。事業費につきましては１,９００万円ほどを見込んでおります。ウエンベツ川敷

地・斜里川敷地への桜植栽につきましても、各自協力のもと進めていきたいと思っております。 

 １１ページをお開きください。（３）花と緑のまちづくり計画でございますが、ガーデニング

事業に対して、オープンガーデンの認定書、マップ作成を行ってまいりたいと思います。事業費

につきましては約８０万円ほどを見込んでございます。商店街での花壇等の整備につきましては、

商工会との連携のもと、ガーデニングやイルミネーションの設置など進めたいと思っております。

事業費につきましては約５５０万円ほどを見込んでございます。 

 （４）ふれあいの散歩道計画でございますが、新たなウォーキング道路の整備を目指してござ

いまして、網走南部森林管理署の協議を踏まえ、国有保安林内の散策道設置事業を進めてまいり

たいと思ってございます。事業費につきましては積算中でありまして、新たなロードをもとにマ

ップの作成を行ってまいりたいと考えております。 

 １２ページをお開きください。（５）花と緑とまちづくり応援計画でございますが、花緑フェ

スタの充実につきまして、ガーデンアイランド北海道事業によります、各種ガーデン講習会やガ

ーデンマイスター育成支援を予定してございまして、事業費につきましては約１００万円ほどを

見込んでおります。日本で最も美しい村連合への加入につきましては、この連合の目的でござい

ます、素晴らしい地域資源を持ちながら、過疎にある美しい町や村が日本で最も美しい村を宣言

することにより、自らの地域に誇りを持ち、将来に渡って美しい地域づくりを行うこと。また、

住民によるまちづくり活動を展開することで、地域の活性化を図り、地域の自立を推進すること。

また、生活の営みにより作られた景観や環境を守り、これを活用させることで付加価値を高め、

地域資源の保護と地域経済の発展に寄与することを目的としているものでございます。 

 以上、１～５までの５年間の事業、現在では約５,６００万円となっておりますが、これにまだ

積算中の事業費を今後積み上げていく形の事業の総額となろうかと思っております。 

 以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、庭園のまちづくり構想事業概要についてでございましたけども、委員の方で何かござ

いませんでしょうか。 

 

○池下委員 

 今、説明をいただきましたが、いろんな事業が４年に渡ってあるのですが、総体的に言わせて

もらえば、今までの事業の単なる焼き付けであって、何も進展が無いなと思って聞いていたんで

すが、これによります雇用とか、そういうことを考えていたら、こんなことをしている暇がある

のかと。そもそも事業費の中で、積算中のものがいっぱいあるのですが、積算しないで、予算を
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出さないでどうやってやるのかなと。そこに財政計画はどうなっているのか。 

 

○総務課長 

 池下委員の質問でございますが、まず、町の全体事業としましては、総合計画を基本として事

業を進めているところでございます。そして、庭園のまちづくり構想については、清里の自然環

境、景観等に配慮したまちづくり構想として、確かに今ある事業をさらに充実させる、あるいは

今ある事業で今後見込まれているものを、景観と一緒の事業として庭園のまちづくり事業の中に

に当然入ってくるものもたくさんございます。それで、雇用はと言ったら難しい問題があります

が、神の子池やさくらの滝等については、町外から観光客等が立ち寄ることによって、若干の町

内の購買力も上がるものと思われております。ですから、これをやったから雇用が何人増えると

か、なかなかすぐにつながるのは難しいと思います。 

 

○池下委員 

 この問題は、議会の中でも各議員も町長に対して言っておりますが、今のこの現状を考えた時

に、こういうことじゃなく、もっとやるべき最優先事項というものが、いっぱいあるんじゃない

かと思います。町長が公約として、庭園のまちづくりという話をされていたので、事業として進

めるのは良いですが、新しい展望は全く見えない中で、町民の方が第一に思っていることは、単

なる今までの焼き付けじゃないかと。雇用も生まれなければ、この事業で経済が生まれてくると

はあまり考えられないと。町のスタンスとしてやらなければならないと、町長が言い出したこと

ですから、それは構いませんが、あまりにもこれにばっかりこだわっていないで、もっともっと、

町の中のソフト面の事業とかいろんなことを整備していった方が、町民のためになると思うので

すが。いかがですか。 

 

○総務課長 

 この件につきましては、当然、経済とか雇用とか社会情勢に応じた緊急的な課題等につきまし

ては、当然、予算の中で反映してまいりたいと考えております。ただ、先ほど説明いたしました

ように、清里の環境とか自然とか、それもある面では町外へ広くＰＲすることも必要かと思って

おります。 

 

○池下委員 

 一つだけ具体例を挙げて言いたいのですが、斜里岳登山道整備事業の中で、北海道整備要望と

あるのですが、自分の町の山でありながら、道に要望を出して予算が付かなかったら直さないの

かという、こういうスタンスに見えるんですよ。 

 

○総務課長 

 斜里岳は清里町の区域に入ってございますが、斜里岳は道立自然公園ということで、ある面で

は道が管理しておりますので、当然、道に登山道などの整備は今後とも要請してまいりたいと考

えております。 

 

○池下委員 

 それは、位置付けはそうなっているから、課長が言うのはわかりますよ。でも、他から観光に
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来たり、登山に来る人はそんなことはいちいち考えないですよ。やっぱり清里町の山、斜里岳っ

て見るんですよ。そうしたら、北海道から予算が付かなかったら直さないなんて、そんな後ろ向

きな考えでは観光なんてあり得ないですよ。やっぱりだめだったら、自分たちの町の財源がある

んだったら、それで直していくという気持ちがないと、ますます観光客、登山客が少なくなって

いって、その挙句の果てが緑清荘の宿泊にも繋がり、いろんな面でいろんなケースで、マイナス

部分が考えられるんですよ。もっともっと、自分たちの力で何とかしていくんだという姿を、や

っぱり行政側から発信してもらわないと困ります。 

 

○総務課長 

 池下委員の言っていることもわからないわけではないですが、ただ、道路整備をするとなると、

相当な費用等もかかりますので、なかなか難しい問題かなと認識しております。 

 

○池下委員 

 いろいろと町の財源の中で、あちこちに補助金事業を出していますが、私は無駄な補助金はな

るべくカットし、やめていきながら、活かしたお金の使い方をもっともっとしていただきたいと

思っております。 

 

○総務課長 

 補助金はそれぞれの用途等を十分検討させていただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 今、池下委員から斜里岳のインフラ整備に関して出ましたが、そこはやはり道の管轄圏と行政、

町の管轄圏の違いがあると思いますので、そこら辺難しいですが、ある程度それに付随する部分

で、ソフト面の充実を図って、看板等はもう少し精力的に同じように進めるとか、そういった対

応を検討しても良いんじゃないかと思う。あるいは、山小屋の中でもっと違う形でその、環境に

優しい部分をアピールできる媒体を利用しながら、常設のカメラぐらい付けたって何らやぶさか

ではないのかなと。ウェブカメラ等をもし付けるのであれば。そういうようなことも検討してい

ただければと思います。 

 もう１点、同じようなインフラの部分で、さくらの滝の整備事業ということで謳っているので

すが、やはりここの道路の整備の問題なんですが、現状では砂利道、舗装から急に砂利道になっ

ていて、道が狭くて車が交差できないんですね。農作物あるいはビート、小麦、それらの畑に入

って、観光客の方がわからないで畑に入って交差しているという現状が多々あるんですよ。そこ

ら辺は農家も大変苦慮されて、観光バスも来た時にも、やはり乗用車が畑の中に入ったという現

状もありますから。農家も自己防衛としてポールを立てて境界がわかるようにしたり、ここは雑

草じゃないんだよというようなことをしている現状があるので、ここは早急に整備をして欲しい。

これも一般質問である議員がおっしゃっていましたが、熟慮されて進めていただければ、また違

うかなと思います。そしてやはり、直接交流して町にお金を落とすというのは、さくらの滝を見

て、また町に戻ってというのは、なかなか難しいのかなと。先ほど課長の答弁があったのですが、

それならばやはり、そのポイント、ポイントの広場の中に簡易な売店とか、そういう考えはある

のかどうか。もし、できるのであればそういうことも検討して、できるのであれば、そういう形

で行っていただきたいと思いますが。この２点について。 
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○総務課長 

 斜里岳登山道の看板等は、老朽化した物について順次更新して整備していきたいと考えており

ます。 

 さくらの滝につきましては、当然、内部でもさくらの滝の整備と併せまして、あそこに通じる

道路、大体２キロくらいあるかと思いますが、砂利道で砂利が畑に入るとか、交差できないとい

うことも聞いておりますので、これらを含めて、全体的に検討していかなければならない課題だ

と認識してございます。 

 

○前中委員 

 なるべく早急に検討を進めていただきたいと思います。 

 もう１点、青葉牧場の整備ということで、カーボンオフセット事業の検討とありますが、この

事業について具体的に説明できればお願いしたいのですが。 

 

○企画財政 G 総括主査 

 これは企業の努力事業という形で、清里に植林をしてもらって、その植林によって植えた木の

量に応じて、いわゆるＣＯ₂ の削減の部分を企業側が買取るような形で、企業が貢献をしたとい

うポイントのための事業の受け皿として、企業と町とが共同してこの植林事業を行っていくとい

う内容となっております。 

 

○前中委員 

 低二酸化炭素の社会づくりに向けて、その企業の働き付けをいただくということなのですが、

植林だけで終わって良いものなのか。仮に、植え続ける部分もあるでしょうが、逆にその中で伐

採だとかの部分、町有林等の伐採が発生した場合に、同じようにカーボンオフセットであれば、

それを有効利用するということで、企業に対しても何らかのインセンティブが働くのかなと思う

のですが。あくまでも、これは植林だけの側面しか捉えていないのですが、企業がその木材など

を利用した時には、その辺に対しては何らかの方策は無いのでしょうか。具体例を挙げれば、津

別町で行っているような植林のバイオマス燃料を用いて、それをある企業がカーボンオフセット

で購入して、それが地域貢献にも結び付いて、その燃料ペレットをある程度支援しているという

話も聞いている。ちょっと話がアバウトなんですけども。あくまでも今の話を聞くと、植林だけ

ですよと聞こえるのですが。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 ペレットとかそういった部分でやるというのは、ちょっと私も勉強不足でして、なるという部

分もあろうかと思いますが、現在、町の方で提案として出しているのは、あくまで植林としての

ご提案という形での打診をしているということで聞いております。 

 

○前中委員 

 なぜこういうことを言うのかと言うと、町有林の伐期計画も今後出てくると思うのですが、た

だ切りっぱなしという部分では無いと思う。同じようにこのカーボンオフセットを利用した体系

で、どのような植林計画を持っていくのか。そして片や、伐採した木をどう利活用するかという
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ことも併せて検討して、森林計画を策定すると思うんですよ。その辺ももう少し、精査と言うか、

いろんなアイディアだとか、各自治体の取り組みだとか、もう少し取組んで、あくまでも東京清

里会に丸投げで、カーボンオフセットで植林しますから、どうぞ企業の皆さん参入してください

というのも確かにわかりますが、もう一歩進んだ取り組みの方策を検討していただければなと思

います。その辺について。 

 

○総務課長 

 今の件でございますが、この後、町有林の伐採の計画等も策定されると思いますので、その中

で十分検討させていただきたいと思います。  

 

○加藤委員 

 すぐ所管課に振っちゃうわけですが、総務課全体を通してバランスがあるのかどうかという、

大きな判断は必要だと思う。 

 とりあえず、庭園のまちづくり構想の中で、２４年～２８年までの間の事業費という捉え方で

良いのですね。その中で、例えば先ほどから斜里岳の関係が出ていますが、この４年間で４００

万という内容について、山小屋から上の部分に対する看板や道路整備のことなのか。そして、そ

れを観光協会に委託するって、確かに山小屋は指定管理していますが、この斜里岳の登山道など

の基本的なものに関して、こういう形での事業展開というのは果たして良いのだろうか。この辺、

どう捉えているのか。 

 そして、これも産業課の担当になりますが、１０ページの上斜里地域のコスモスロードですが、

２４年～２８年で４４６万円と出ているわけですよ。今度、清里から札弦までの合計が２６０万

なんです。キロ数にすると、ほぼ変わらないんですよ。こういう見積りの違いは、どういう算定

から出てきているのか。そして、札弦から緑も、これも産業課に聞けとなるかと思いますが、こ

ういう内容のばらつきと言いますか、私はこういう問題の中に、確かに上斜里から緑の奥まで、

庭園の町で一体化するのは良いと思います。だけど、単なる予算の積み重ねじゃなくて、今まで

の予算と総合してトータル的にどういう形で庭園のまちづくりをしていくのか。これは各委員が

皆言っているとおり、庭園のまちづくりをしたからと言って、それぞれの生活が豊かになる、そ

ういうものではないと思うんです。しっかりと清里の中でそれぞれが生活できる環境、それがで

きて初めて、結果としていつの間にか庭園の町へ、あるいは農村景観がすばらしいですねと。作

ろうとしたのではなくて、生活の中できちっとそのことが自分でも認められるようになった。裏

を返すと、心のゆとり、生活のゆとりなんですよ。ましてや、その庭園のまちづくりの構想の中

に、どうも事業費を出してくださいよといった根拠に大きな差がある。そして、池下委員も言っ

ていましたが、大切な事業は全部積算中なんですよ。でも、この次に出てくる時は、積算中で検

討していたからやりますよってことになっちゃうんですよ。庭園のまちづくり構想について、反

対するわけではないですが、いつも言っているとおり、バランスの取れた環境づくりをしていか

ないとならない。その時の予算の出し方や内容、ましてや、コスモスロードはキロ数がほぼ一緒

でありながら、単価が全然違う。斜里から清里までのコスモスロード、そして清里から札弦まで

の距離数を考えたら、ごく一部なんですよ。でも、キロ数ではほぼ一緒なのに。これ全部そうな

んですよ。 

 

○総務課長 
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 コスモスロードについては、確かに事業費で４４６万円と、清里から札弦までのが２６６万円

となっております。この事業費の積み上げについては、平成２４年度～２８年度までの５カ年と

なっておりますので、上斜里地域については既に進んでおりますが、清里から札弦については、

２４年度においては札弦の学校周辺、２５年度にはまたそれから延長ということで、全体に行き

渡るまで約５年程度かかりますので、最終年度の平成２８年度の管理費等については、どちらも

大体同じ金額にはなっております。ですから、少しずつ延長が伸びていくということで、５年間

を積算すると、上斜里が４４６万、清里から札弦が２６６万となっております。 

 

○加藤委員 

 札弦～緑間については１年分で、５年経ったらこれが増えるということを言いたいのですか。 

 

○総務課長 

 清里から札弦は順次延長が増えていくので、最終的に全延長を算定した場合については、上斜

里とほぼ同額になります。 

 

○加藤委員 

 ここに提示されている面積、長さは変わらないんでしょ。変わらないで最終的にこれでいくと、

メーター単価が違わないですか。年度ごとに上がってくるとすれば、ここに出している数字その

ものがおかしくなるし。極端なことを言えば、これが上がっていって、合計で１千万になった時

に、コスモスロードの効果というのは誰が見て、それが経済効果にどのように入っていくのです

か。 

（「休憩」との声あり） 

○畠山委員長 

 休憩というご意見が出ましたので、１０分間休憩をさせていただきます。 

                               休憩 午前１０時２２分～ 

                                  午前１０時３０分 

○畠山委員長 

 それでは、休憩を解きまして再開したいと思います。 

 先ほどの加藤委員の質問に対する答弁をお願いいたします。 

 

○総務課長 

 先ほどの事業費の関係でございますが、総延長については最終年度の総延長ということで、上

斜里地域のコスモスロードについては１０キロ２１５メートル。札弦から清里においても１０キ

ロ１００メートルということで、今現在、今年は６６３メートルしか進んでおりませんので、そ

の事業費を積み上げますと、上斜里はフルにあるということで４６６万円。それから、清里から

札弦が徐々に事業費が増えていきますが、それを積算しますと、５年分で２６６万円となってお

ります。 

 

○田中委員 

 今の庭園のまちづくり構想の説明をいろいろと受けましたが、先ほど池下委員が言われたよう

に今までの継続、そういったのが大半に見えるわけです。そういった中で、この構想に膨大な費
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用がかかるわけではなさそうですが、今の清里の人口も年間１００名ずつぐらい減少している中

で、定住移住、それから交流人口の増大を図ることで、いろいろな分野でそれなりにやっている

わけですが、この事業を進めることによって、それらがどのような効果を生むのか。この事業で

町もきれいになって、単純に考えると多少の経済効果もあるのかなとは思うんですが、それだけ

では、通りすがりの人がきれいな町だなと思う、それぐらいの程度にしか私は感じないわけなん

です。町長の考えなんでしょうけれども、総体的に全体像として、どういう形で考えているのか。

ただきれいにするだけに力を入れて進めていくのか。全体像としてどう考えているのか。そこら

辺を聞きたいと思います。 

 

○総務課長 

 この庭園のまちづくりは、地域・住民・行政が一体となって、住民協働で庭園のまちづくりを

進め、その中で地域の連携など地域づくりを図り、さらには活力あるまちづくりに持っていきた

いというのが、将来構想でございます。 

 

○田中委員 

 そういうことで度々私も聞くんですけれども、言葉はきれいなんですが、現実的になかなか見

えてこない。これを総務課長に聞いても答弁しづらいと思いますが、きれいになることは結構な

ことで、それはそれで良いと思うんですが、その反面、これに付随していろんな事業だとか、そ

ういうのが一緒に出てくれば、私たちも理解しやすいわけです。総務課としても、そこら辺をし

っかりと取り組んでいただきたいなと思います。 

 

○前中委員 

 田中委員の方から、もうちょっと何か考えたらどうかってことがありましたので、僕も普段思

っていることを１つだけ、要望ではないですが、検討の項目として挙げたいと思います。 

 野鳥虹の森の整備、あるいは木漏れ日の散歩道、要するに森林セラピーの部分で、こういう散

歩道を整備したいというのが出ていると思うんです。その中で、もう少し事業展開をするのであ

れば、ただ散歩じゃなくて、最近多いのが木登り、斜里岳は山登り、そして、この散策道は木登

り、そして、その麓を流れる斜里川で川下り、それらに１つのイベント性を持たせながら、町内

にある緑清荘などの活用の施策を練る。そういう総合的な企画力を持っていただければと思いま

す。木登りについては、子供たちにそういう学習をさせるというのも最近かなり出ていますし、

若い世代でも木登りのグッズもありますから。やはり、その辺も総務課でも検討していただけれ

ばなと思います。 

 今、生まれてくる子供は、以前はグーの状態で生まれて、それだけ握力があったのですが、今

生まれてくる子供はパーの状態で、物を握るという力が無いと聞いているんですよ。ということ

は、もう１回、原点回帰するのであれば、森林の中に子供たちを入れて木登りをさせることによ

って、危険を察知する能力、そういうのを学習させるという効果があるというのも、いろんな文

献でありますから、そういう部分も網羅しながら、企画立案していただければと思うので、それ

らも併せてお願いします。 

 

○総務課長 

 野鳥の森とか、保安林の遊歩道とか、これらにつきましても当然、委員ご指摘のとおり、例え
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ばネイチャーガイドを育成するとか、森林管理署と連携を取るとか、あるいは教育委員会でやっ

ております学童保育とか、発見体験スクールとかで活用するだとか、そういう面で検討をしてま

いりたいと考えております。 

 

○議長 

 先ほどから、それぞれの委員から話が出ているのですが、庭園のまちづくり構想については、

町長が提案をされているわけでございますが、これらの考えに基づいて具現化するのが、総務課

の仕事だと思うんですよね。町長の思いを形にしていくのが、総務課の仕事であるわけでして、

このような事業概要、具現化しない事業概要だけを出されても、なかなか納得ができないのが今

日の皆さんのご意見ではないかと思いますが、総務課として町長の思い、庭園のまちづくりの思

いを具現化することについては、もう少し具体的にアイディアはお持ちではないのでしょうか。 

 

○総務課長 

 庭園のまちづくり構想につきましては、先ほど総括主査が説明いたしましたが、これを基にい

たしまして、各課から事業の取りまとめを行い、それを基にいたしまして、プロジェクト委員会

等でいろいろと検討していきたいと思います。 

 

○議長 

 私が言いたいのは、各課から挙がってくるのは良いんだけれども、もう少し総務課が中心とな

って、町長の思いである庭園のまちづくり構想を具現化する形を煮詰めてもらわないと、このま

まではちょっと提案できないんじゃないかと思うのですが。いかがでしょうか。 

 

○総務課長 

 いろいろと検討はしてございますが、他の関係団体との協議がなかなか整わないと言うか、そ

れに時間を要しているようでございます。 

 

○議長 

 他の団体とは、どういうところですか。 

 

○総務課長 

 南部森林管理署とか、道道でしたら網走建設管理部とか、河川の関係とか、その辺がちょっと

時間を要すると言うか、こちらから働きかけても、なかなか結論が出ないと言うか、そういう状

況の事業はたくさんこの中にございます。 

 

○議長 

 外部との調整が進まないと、具現化した形は出せないという解釈でよろしいということですね。 

 

○総務課長 

 事業費や事業概要など、なかなか困難なものも、かなりございます。 

 

○議長 
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 それはそれとして、うちの町として、できることから進めていくと思うのですが、その辺は具

現化できるものは進んでいるのでしょうか。 

 

○総務課長 

 当然ご指摘のとおり、できるものについては、予算等で計画的に進めてまいりたいと考えてお

ります。 

 

○議長 

 できるものの予算が出てきているけれども、それが脆弱じゃないのかというのが今の話なんで

す。今、出てきている事業費の中身が、今までの流れだけじゃないのかという形で、町長の思い

である庭園のまちづくり構想とはちょっと違うのではないのか、過去と全く同じではないのか、

過去の延長じゃないのかというのが、それぞれの皆さんの意見と私は聞いていたのですが、いか

がでしょうか。 

 

○総務課長 

 庭園のまちづくり構想につきましては、当然、今やっている事業を継承した中で進めているも

のが大部分でございます。従いまして、事業費等についても、ある程度見通せるもの、今後他の

関係団体と協議しながらどれ程度の規模でやれるのか、それらについては、今後検討してまいり

たいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。この関係につきましては、時間の関係上切らさせていただきますが、まだま

だ、理解できない部分があろうかと察するところであります。当然、委員会ではまだまだ協議が

必要ですし、１２月には定例議会で一般質問がございますので、これらも含めて、これらを払拭

するという方法もあろうかと思いますので、この辺で終わりたいと思いますが、よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

〇畠山委員長 

 それでは続いて、⑤再生可能エネルギーということで、お願いいたします。 

 

○総務課長 

 ５点目の、清里町再生可能エネルギー導入の可能性調査について。 

 これにつきましては、平成２４年９月２０日～来年２月２０日までの工期で業務委託を進めて

おります。太陽光発電については、中間報告ということで１１月末に報告書の提出をいただいて

いるところでございます。その内容につきまして、ご説明いたしたいと思います。 

 それでは１ページ目の、町有地を活用した大規模太陽光発電の検討といたしましては、１、検

討フローでは、清里町の大規模な土地を使いまして、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を

利用して、全量の電量を売買するということで検討しております。それと、北海道電力の既存の

系統、連系容量等の検討を踏まえ、事業増加を行う地点を抽出して、そこの地点の大規模太陽光

発電の設置・導入、事業採算性の評価を行っております。候補地の場所については、この２の下

の方でございますが、町有地ということで、上斜里の旧新栄小学校、旧江南小学校、旧美里小学

校、旧清泉小学校、それから、札弦町は札弦センターの北側に町有地がございますので、その場
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所。緑の雑種地につきましては、緑の保育所の東側、公営住宅の西側、江南牧場、青葉牧場とい

うことで、この①～⑧の位置については、１ページの右側にそれぞれ記載しております。それと

変電所の場所を記載しております。 

 次のページが、今の８カ所の候補地として検討しておりますが、例えば旧新栄小学校でしたら、

学校のグランドがあって、体育館、旧校舎、プール、教員住宅とあって、その下がパネルを設置

するとしたら、耐震性のない建物を取り壊して、プールの撤去、立木の伐採、職員住宅で使って

いない部分の撤去をすると、約１万２,７００平米を使うことができると想定した図面でございま

す。江南小学校においても、校舎を外したグランド部分や木がある部分、美里小学校においては

この全体。このように上から見た部分と、その土地にパネルを設置するとしたら、木の伐採や建

物の撤去等がございますが、こういうことで可能ではないかという図面でございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。モデル化の事業の検討ということで、まずは事業の

採算性ということで、ここで検討してございます。１、現地調査ですが、敷地内の地形、周辺の

状況、パネルの設置の条件、既存の地質については今までの使用を基にして現地調査を行ってお

ります。それから既存の配電線の接続容量の把握ですが、これについては北電の配電、系統連系

がございますが、この系統連系で変電所からの距離とか、配線状況などを合わせて容量が制限さ

れるところがございます。これでいきますと、①は新栄小学校でございますので、パネルの設置

可能エリアについて１万２,７００平米。ただこの中には、老朽化した建物があるということで、

連系容量といたしましては６０９キロ。以下、江南においてもグランド等で、立木が若干あると

いうことで、最大５７９キロワット。美里小学校については、最大が１４７キロということで、

非常に電力を北電に供給できないということで、ここでは評価不適となってございます。次も最

大４４キロということで、清泉小学校跡地においても評価としては×。それから５番の札弦市街

については、最大容量が５００キロワット、この評価は○。それから６番の緑市街においても、

一部立木の伐採がありますが、最大が４９７キロワットで○。次の７番、８番の青葉牧場、江南

牧場については、傾斜地で設置に向かないのと、近くに充電のための６,６００ボルトの配電等が

無いということで、この地域については評価としては×でございます。 

 従いまして、受入可能な評価といたしましては、１番の新栄、２番の江南、５番の札弦、６番

の緑でございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。事業の採算性の評価でございます。この中には、既

存の建物の工事費等は入ってはございません。それから、太陽光パネルの耐用年数は２０年間、

パワーコンディショナーについては１０年更新、これを基にして整備事業費の一覧表では、工事

費といたしましては、この中で算定されている太陽パネル、電気設備、仮設工事、外構等、また、

この中で算定されていないものは、額が不明な地盤の軟弱度によっては基礎架台の変更、それか

ら北電の継続検討依頼の費用や、電力会社の負担金、電力会社の系統連系に必要な設備など、こ

の辺については、今回の算定では積算しておりません。それから２０年後、３０年後の解体費用

についても積算してございません。それから（２）の財源については、いろんな考え方もありま

すし、起債が該当するかどうかも、そこまでは検討しておりません。それから右側は、損益収支

の分析手法でございますが、これについては町がやった場合、民間がやった場合で区分されてご

ざいます。町と民間の違いは、例えば町有地を民間が借りた場合とか、法人税や事業税の違いと

か、この辺が町と民間とがやった場合の違いが出てくるところでございます。 

 次のページをお開き願いたいと思います。総合評価ということで、今までの結果を踏まえて、

新栄、江南、札弦、緑の４地点で各種評価を行って、事業の採算性を検討してございます。発電



 

- 25 - 

規模といたしましては、目安の５００キロを超えているのが旧江南小学校、ついで５００キロに

近いのが緑の雑種地となっております。それから新栄小学校については、仮に体育館を残すとし

たら、その日陰等によってパネルが制限されますので、他の地点から比べると日照量が少ないと

いう結果が出ております。事業の採算としては、２０年間で黒字を確保できるのは旧江南小学校、

緑の雑種地。それから新栄については、黒字になるけども、年度によっては赤字にもなることが

あるという結果報告でございます。それから電力会社の系統については、現時点で新栄小学校に

ついては、電力会社に系統を依頼した段階では、札弦のスカイソーラージャパンにまだ認可が下

りていないということで、ここでは１００％売電可能となっておりますが、これについては、後

ほど説明したいと思います。それから旧江南小学校、緑の雑種地についても、現時点では連系は

可能でございます。それから、他の太陽光発電事業者の参入後の連系系統の可能性でございます

が、町内での民間による大規模太陽光発電事業所、札弦のスカイソーラージャパンですが１．２

メガで、もう参入しておりますので、これによって旧新栄小学校については、この後、太陽光を

設置しても売電が難しいと言うか、極めて可能性が厳しくなってございます。それから札弦の雑

種地については、札弦の駅裏に行っている系統と、緑に行っている系統がありますので、繋ぎ方

によっては可能性が無いわけではありません。 

 ということで、候補地の総合評価には、①の新栄小学校跡地については、他の発電事業者の参

入後の連系ということで、そこは不可能ということでございます。旧江南小学校については可能

でございます。札弦雑種地については、線の繋ぎ方によって可能ではないかということでござい

ます。緑の雑種地については可能ということです。これで、緑の雑種地で言いますと、１番上が

年間の日射量、パネルの枚数、発電の出力が４９８キロワット、年間の売電量、事業費が概算で

１億９,１８５万８千円、１キロ当たりの整備単価、事業収益の２０年間平均では４０４万４千円、

２０年間の経費等を差し引いての事業費の残金が５,６１６万円となってございます。 

 設置する場合のスケジュールでございますが、今時点では中間報告ということで、この後、基

本設計、事業費等の実施設計、工事の着手等、それと関連いたしまして、北海道電力に対しまし

て事前協議や詳細の検討依頼とか、そういう事務的な作業等もございます。 

 次のページは、今までの結果を基にして収支損益などを出したものでございます。左側が新栄

小学校の体育館や校舎を残して設置した場合の収支の状況で、右側が体育館等を取り壊して、全

敷地に設置した場合の２０年間の収支の見込みです。次のページが江南小学校で、仮に町単独で

やった場合、それから右側が民間事業者がやった場合。次の最後のページが、札弦の雑種地でパ

ネルをこのように設置してやった場合。後は緑の雑種地、緑の場合、場所的には２カ所になりま

すが、設置した場合の２０年間の収支の状況等をまとめたものでございます。 

 説明は以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今の、再生可能エネルギーの導入の可能性調査ということで、報告がございました。何か

委員の方、ありませんか。 

 

○池下委員 

 １つお伺いしたいのですが、太陽光の案ということで出してきたんですが、当初、６月２０日

の定例会後の議員協議会の中で説明を受けた時は、太陽光、水力、太陽熱、地中熱、バイオマス

ということで５項目を検討すると。そして、１２月中に中間発表したいということでしたが、太
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陽光の案はあるのですが、他の４つに関しての調査は。補正予算も確か５００万組んで実施した

わけなんですが、他の４つの項目について調査をした、試算をした案が一切出されていないので

すが、その辺はどうなっているのですか。 

 

○総務課長 

 再生可能エネルギーについては、議員協議会でご説明し、８月に補正予算を計上させていただ

いて、９月２０日～来年２月２０日までの工期で、業務調査委託をしてございます。池下委員ご

指摘のとおり、全部で５項目、太陽光の他に小水力とかバイオとか地中熱とか、それらについて

も現在、業務を進めていて、それらのついては２月２０日に調査結果が出てきます。この太陽光

については、ある程度早く出せるんじゃないかということで、中間報告をもらっているところで

ございます。 

 

○前中委員 

 買取制度、将来に対しては４２円の買取りで、これは２４年度の価格で、今後、太陽光発電の

事業所体が増えていけばどうなるかわかりませんが、かなり早急に設置した方がメリットが出る

ということで、いろんな企業参入が激しいですけれども、仮に町単独で事業を行うとして、この

ソーラー発電を今、検討中ということなんですけれども、一番問題なのは１キロワット当たりの

設置コスト、その算定額は何を基準に出てきているのか、そこら辺を教えていただきたいのです

が。補助事業の基準単価で出しているのか、その辺を。 

 

○総務課長 

 この事業費の算定につきましては４２円、企業事業者向けの買取りについては、現在のところ

補助金を含まない数字で積算しておりまして。 

 

○前中委員 

 そうじゃなくて、パネルの設置の見積りの算定は何なんですかってことです。買取価格は４２

円で良いです。 

 

○総務課長 

 パネルの見積りについては、委託業者の算定でございます。 

 

○前中委員 

 委託業者ってどういうことですか。ある程度決まったところのデータ、決まったところの業者

に対してのコストで上がってきたということなのですか。 

 

○総務課長 

 自然再生エネルギーの調査委託については、委託契約で業者と進めておりまして、業者がどこ

のメーカーのものだとかというのはございません。業者がメーカーを指定して、この金額になる

というものではなくて、この後、仮にやるとしたら、基本設計、実施設計を組んで、実施設計の

中で、例えばナショナルにするのか、シャープにするのか、そこで積算をしていくようになりま

す。 
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○前中委員 

 コンサルのコストの試算ということですか。これによって、全然変わるんじゃないかなと僕は

言いたいんです。投資コストをいかに抑えられるか。補助事業でないですから、何もメニューは

いりませんよね。別に公募でもいいんですよ。ある企業が５円でやりますって言ったらそうなる

し。極端ですけれども。１パネル５円でやって１千枚やったら５万円をいただければ良いってこ

とがあり得るかもしれない。そういう部分で今の話は、コンサルタント会社の平均的なコストを

基準に出てきたと捉えて良いのですね。 

 

○総務課長 

 はい。そうです。 

 

○池下委員 

 先ほど説明を聞いていると、①②⑤⑥がおよそ５００キロワットくらいで、有力だという話を

聞いたんですけども、これは最終的に作って、どこに使おうとしているのですか。ただ売ること

だけを考えているのですか。 

 

○総務課長 

 この大規模太陽光発電につきましては、全量販売を考えております。 

 

○池下委員 

 と言うことは、行政の施設で、支所とかいろいろありますが、そういう所にも一切使わずに、

売電ということだけを考えているのですか。 

 

○総務課長 

 はい、そうです。 

 

○池下委員 

 今、前中委員から設置コストの問題が出たのですが、その設置コストによって、売電価格は決

まっているので、何年間でペイするのか。そして、物ですから必ずメンテナンスをしなければな

らない。そういうことを考えたら、果たしてこれが行政として本当に手を出して良いものなのか

どうか、ちょっと私は疑問なんですよ。こういうところに手を出すということが。こういうのは、

やはり民間企業に任せておいた方が良いのかなと私は考えているんですけれども。先ほど私が質

問をした他の残りの４項目の案も見てみないとわかりませんけれども、基本的にはあまり行政側

がやるのは、こういうふうに全国いろんな所で、こういう事業をやっているというのはわかって

いますけれども、我が町はどうなのかなと、ちょっと疑問があったのでお伺いしているのですが。

何十年間もかかって、大した利益が出ないようなことであれば、最初からあまり入れ込まない方

が良いのかなと、私は思います。 

 

○畠山委員長 

 あくまでも中間報告ですので、いろんなことが考えられるということで、最終的には２月に出
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てくるのであろうと。その時に当然、いろんな発言が出る中では、結論を出していかなければな

らないと思っております。 

 

○総務課長 

 今日、資料を提出したのですが、先ほど前中委員さんからもお話がありましたが、電気の買取

価格については、この後は年々下がっていくと思われます。町としては、自然環境を利用した再

生エネルギー事業については、できるだけ早く着手していった方がいいのかなという認識も持っ

ております。仮に２５年度の新年度予算になりますと、基本設計、実施設計、北電の協議等に相

当の時間を要しますので、年度内の着工が非常に難しくなると考えております。そういうことも

ありますので、基本設計については、北電との協議用の資料の作成等、いろいろありますが、そ

れらについては、できれば臨時会等でご協議いただきたいと考えております。１月くらいにとは

思っておりますが、具体的に協議してまいりたいと考えております。 

 

○池下委員 

 ２月に違うものが出されるって言っているのに、１月中に臨時会開いてでもやってもらいたい

って言うのは何。それじゃあ言いますが、最初から太陽光って決まっているのですか。 

 

○総務課長 

 ２月末に結果が出るのは小水力で、小水力の箇所については江南で３カ所やっています。それ

で、江南については学校の関係の地域との話合いも十分に進んでおりませんし、江南は小水力の

競合等もありますので、今考えられるとしたら緑の雑種地。これらについては、雑木林の非常に

雑然とした所を太陽光ということで整備して、それによって自然環境、あるいは地域の環境美化

が図られれば良いのかなと思っておりますし、それから先ほど申しましたように、４月からでは

２カ年かかると言うか、そういう問題もございます。４月から基本設計に入りますと、冬は工事

できませんので、２６年になってしまうというのもございますので、基本設計分については、早

い方がいいのかなという認識を持っております。 

 

○池下委員 

 議員協議会で、町長、副町長、全員の課長さんがいた中でそういう話をして、皆さんと約束し

たんですよ。それでいて、全部が出揃ってもいない状況なのに、そうやってやるってことがおか

しくないですか。こんな馬鹿げた話があるわけないですよ。最初からやる前から決まっていたの

かって話になりますよ。 

 

○総務課長 

 小水力等については規模も小さいですし、他との競合、それからヒートポンプ等については、

全量売電は考えておりませんし、それぞれ公共施設に使うことで調査を進めてございます。バイ

オについては、可能性を含めてどういう結果が出るかわかりませんが、全量売電とかそういうこ

とにはならないかと思います。そんなことで、太陽光についてはこの結果で着手できるのではな

いかという認識を持っているところであります。 

 

○加藤委員 
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 今の課長の答弁は、ちょっと誤解を招く部分があると思うのですが、これは委託をして検討す

るよとなって、答申は最終的には２月ですよと。そういう中から、早期に結論が出るものについ

ては、着工を受けてやっていきますよと、こういうことであったと思うんですけれども、今の課

長の答弁の中では、既に報告が無いうちに、もう太陽光と小水力しかしませんよということが出

ているとなれば、中間報告の中でそういうことが明示されていたのかどうなのか。あるいは町と

しては、再生エネルギーについて委託をしたけども、最初からその２つしかする予定がなかった

のか。非常に誤解を招くような回答だと思うのですが。 

 ただ、太陽光についてやるのであれば、もう１つお伺いしたいのは、ここにあるデータという

のは、太陽光を設置をする経費について出ているだけなんですよね。一番問題なのは、北電との

系統で○×△とありますが、ここに係る経費も入れて、トータルの採算事業費としてどうなるか

ってことを出してこないとならないんです。そのためには、決定を北電から、例えば学校跡地は

何億かかります、ここは何千万円で済みます、送電線の張替えをする必要があるとか、無いとか、

それが全部終わっているということで良いのですか。 

 

○総務課長 

 それは終わっていないです。 

 

○加藤委員 

 それが終わって数字が出てこないと、結果的に町が事業主体がやる場合についての総額ってい

うのうは出てこないんですよ。今、臨時議会を１月とかって話がありましたが、その数字を出す

のは非常に難しい部分があると思うんです。北電に申請する場合については、どこにどういう規

模でやるから、それについての申請を出さないとならないのです。最初から、パネル設置とトー

タルで考えていないとならないことを、十分に理解をして進めていただきたいと思います。これ

を１点言っておきます。 

 それと、議員協議会後の委員会の中で、町全体、町外を含めた中で検討委員会を設置していく

という提案があったのですが、１月に臨時議会を開くということになったら、そういうものはし

ないという形の解釈で良いのか。スピード感を持ってやらないとならないと言いながら、町が進

めようとしていた一つの流れと矛盾するわけなんですが、その辺について、一連でどういうふう

に捉えているのか。 

 

○総務課長 

 太陽光の他にバイオとか地中熱、小水力等については、地中熱については全量販売とは考えて

おりませんので、２月２０日の結果を待ってからですが、将来的に公共施設等に可能であれば対

応してまいりたいと考えてございます。小水力については、相当な期間を要すると思います。い

ろんな工事費等も、仮に採算が合うとしても、工事費等もございますので。太陽光については、

ある程度の調査結果が出れば。この後、北電との協議もありますが。 

 これは、それぞれの箇所でコンサルの見積もった額で、確かに北電との系統の負担金等は入っ

ておりませんが、これらについては、この中で設置可能場所で基本設計をやって、その中で北電

と事前協議をしないと進めていけないと言うか、そういう問題も抱えているところでございます。 

 それから、今後の進め方の対応については、１２月末に総合開発審議会等で、これらについて

は報告してまいりたいと考えております。 
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○加藤委員 

 別に委員会を立ち上げるのではなくて、総合開発審議会に委ねるということですか。方針が変

わったということですね。それなら、その説明をきちっと前もってしないと駄目でないですか。 

 

○畠山委員長 

 今日の説明の中で、どこまで説明して、どこまで了解してもらったと捉えているのか。 

 

○加藤委員 

 もう１つ、今の課長の答弁の中で、場所を設置してから北電と協議と言っておりますが、そう

やると、その設置、北電のかかる経費が膨大だった時に逆転するのではないですか、場所が。ど

こにするかはわかりませんが。例えば、常識的に考えた時に、新栄だと送電線、変電所が近いか

ら、そんな外な経費にはならないと思いますけども、逆に緑の空き地にした時に、送電線の張替

えだとか、そういうもののコストなどを北電と十分協議されて、それぞれ８カ所に対して北電と

経費をきちっと出してもらって契約していかないとならないと思うんです。事業として判断して

いかないとならないと思うんです。ここに決めたから、北電の経費が結果的にこれだけかかりま

す、結果的にこうなりました、というやり方ではまずいと思います。 

 それともう１点は、これは単独でやるんでしょ。補助事業では無いわけですから。そうすると、

基本的な実施設計をするのに、そんなに長い時間はかからないと思うんですよ。その辺の取り組

み方、やり方、それに３ヶ月も４ヶ月もかかるようなことにはならないと思うので。これは中間

報告の中間報告なんで良いですけど、もう少し整理をして、２０日の前にも年内にやるのであれ

ばきちっと提示をして、少なくとも１月に臨時議会を開くということで進める経緯があるとする

ならば、もっと具体的に何回も委員会を重ねていかないと、この問題というのは臨時会で否決さ

れちゃいますよ。 

 

○池下委員 

 先ほども言いましたが、今日は中間報告ということなんですけれども、９月１８日に町民懇談

会が町民会館で行われて、私も出席しましたが、その中で町長は、自然再生エネルギーの話も確

かにしました。だけど今は、まだ調査段階だという話をされていたんですよ。それで今回、中間

報告ということなんですけれども、まるであたかもやるぞということが決まっているような進み

方なんですよね。これって、町民の人にそうやって言っていたにも関わらず、これで良いのかな

と。ちょっとおかしくないかなと私は思います。 

 

○総務課長 

 ９月１８日の町長との対話懇談会については、コンサルに自然再生可能エネルギーの調査委託

の発注前でございますので、当然、調査段階と言う発言があったかと思います。そして今回、中

間報告という形で出てきたところでございます。 

 

○池下委員 

 中間報告というのは、やるかやらないはまずこっちに置いといて、こういうふうにお金がかか

って、こういうふうに売電して、こういうふうに利益が出るからどうですかっていうものを検知
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するだけですよ。最初から物事が何も決まっていないうちから、やるぞって進んでいく自体がお

かしいと言っているんですよ。先ほど加藤委員からいろんな話が出ましたけれども、私はそれ以

前の問題だと思いますよ。 

 

○総務課長 

 中間報告のあり方ですが、確かにこうやってペーパーで出てきたという報告もありますし、出

てきた結果を踏まえて、町がこうやってやっていきたいという報告もあろうかと思います。 

 

○池下委員 

 であるならば、町民の方々にこういう情報を逐一報告していくのが、私は行政としての責務だ

と思いますよ。そういうスタンスでいるのですか。町側が。 

 

○畠山委員長 

 これは、中間報告だけで終わらすのか。臨時会の話や、開発審議会の話も出ていましたが、ど

こまで話が進んでいるのか。 

 

○加藤委員 

 再生エネルギーについて発注したという時点で、可能であればやっていくというスタンスだっ

たと思うんです。私が心配しているのは、池下委員の基本的に採算の取れないものについて、む

しろ単価コストからいくと、もっともっと太陽光の周りでは、利益の出るようなスタンスで出て

くるようなものだと理解をしていると思いますし、これは基本的にエネルギーの問題というのは、

いろんな形で考えていかないとならない問題ですから、ゼロであれば、むしろ自然エネルギーで

活用していくこと、その中で一番有効な太陽光エネルギーは、私は積極的に取り組むべきだと思

いますけれども、ただ、その時の内容と方法について、あまりにも短期間でしているので、池下

さんが言われるように、十分町民に説明する、議会に説明する、同時に開発審議会に提案する内

容を、もう少しきちっと精査をして、早急に説明すること。この中間報告が出たのは良いですか

ら、これからどうやってしていくのか。そして、１月に臨時会を開くと言っていますが、町主体

の事業でやっていくのか、民間の事業主体でやっていくのか。いろんなことが整理されないと駄

目だと思うんですよ。あるいは全部町単独で、起債を使わないでやっていくのか、あるいは全部

基金の中でやっていくのか。いろんなことがきちっと整理されて、そして、将来に向かってどう

いう方向で還元されていくのか。こういうことだってあるんですよ。町単独で使って利益が出た

ら、その利益の配分を再生エネルギーの中で、エネルギー分野のどういう部分に活用していくの

かという捉え方もありますし、例えば、町単独でやったとすれば、町民一人ひとり、１世帯ずつ

に自然エネルギー、エコを考えてもらうために、清里に住んだら太陽光の還元が全戸にあります

よだとか、こういういろんなアイディアなり、方法を同時に検討していかないとならないと思う

んです。とりあえず造りました、出た利益は後から考えますじゃなくて、どういう方向でこれを

やっていくのか、民間の力を借りていくのか、借りていかないのか。いろんなことを考えるとキ

リがないので、もう少し整理をしてください。 

 

○畠山委員長 

 申し訳ないのですが、今日のところは説明、中間報告ということで終わらせていただければ、
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とりあえず今回は終わるのであろうと思います。あくまでも中間報告であって、委託業者に任し

てこの資料ができましたという報告ということで。 

 

○前中委員 

 加藤委員がおっしゃるように、太陽光に関しては、町単独やりたいという意向が強いというこ

とで捉えて良いんですよね。 

 

○総務課長 

 太陽光については国の補助金もありませんし、町単独ということで考えております。それと、

なかなか民間会社の参入も難しいのかなとも考えております。 

 

○前中委員 

 であるならば、加藤委員がおっしゃるとおり、町民に還元できるような仕組みを、まず考えな

ければならない。そして、この事業をやるとなると、やはり公募なり、いかにイニシャルコスト

を下げるかという努力もきっちりやるということですよね。仮に１メガで３億かかるところを、

３億切るところぐらいまで本当に行政ができるかってことを、交渉力を持ってやる。そこは公募

を採用するのか、相見積りを取りながら業者選定するのか。そこは大変難しいですけれども、そ

ういう努力をしっかりとやりながら、いかにイニシャルコストを下げて、ランニングコストを下

げる。そして、その中のキャッシュフローの中で利潤ができる方向性をまず出す。そのキャッシ

ュフローが出た分を、加藤委員がおっしゃったように、町民全世帯に還元する、あるいはその還

元が現金でなければ、ポイントカードでも良いでしょう。そういうことを一緒に提案していかな

いと、やはり町民の理解度を上げるには、懇切丁寧な熟練されたプランをきっちり出していただ

かないと。あくまでもコンサルタントが出したコストですが、積算コストが結構高いんですよ。

補助事業並みのコストだと思いますよ。極端なことを言うと。 

 それと、発送電分離のこともやっぱり加藤委員が言うように、そこもかかるコストなんで、そ

の距離、電線の距離までが遠ければ、それだけのコストもかかるだろうし、電柱は町が立てなき

ゃならないとか、そういう細かい話も出ると思うんですけれども。その辺は全然見えてないから。 

 

○総務課長 

 それらについては、ある程度基本設計を組んで、北電と協議をしないとわからない部分もかな

りあります。 

 

○加藤委員 

 それを１カ所でやったら、比べることができないでしょうということ。変電所から遠い近いに

よって、そのコストが全部違うということ。一律じゃないということなんですよ。 

 

○総務課長 

 それと今回の調査結果の５ページで、旧新栄小学校については、札弦との系統と競合いたしま

すので、ここは不可でございます。 

 

○畠山委員長 



 

- 33 - 

 今回はあくまでも中間報告ということで、申し訳ないですが、説明と言うか、そこら辺の配慮

というものが欠けていたと思います。今の委員の意見を十分に聞いていただいて、中間報告につ

いてはわかりましたけれども、それ以降については、また引き続き委員会で協議を進めるという

ことで、今回はこれで終わらせていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。 

 総務課の案件が終わりましたが、他に何かございませんか。 

 

○議長 

 １点良いでしょうか。この後に消防から説明があると思うのですが、先ほど聞いた中で、消防

の宿舎の設計予算が出てきたのですが、建設して４１年が経ってる建物のようですが、これを改

築するということで、私も２、３回、中を見たことがあるのですが、鉄筋コンクリートで湿気も

ひどく、随分老朽化しているんですよね。どの程度で建つのかわかりませんが、改修するのに９

０万も設計費がかかるわけですが、これはやっぱり、普通の職員と違って、夜、家で待機をしな

がらの仕事もあるものですから、ここは思い切って、総務課として改修なんてことを言わないで、

新築する考えはないのかどうか。今回、最終の予算しか見ていないですが。 

 

○総務課長 

 消防職員を含めまして、役場全体の職員住宅については、今のところ新築は検討しておりませ

ん。ですから、既存の住宅については順次改修を進めて、入居してまいりたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 新築はしないと言うのですけれども、今、改築するための設計に約９０万予算を見ているんで

すよ。実際にどのくらいかけようとしているのか。設計図が出ないとわからないということじゃ

なくて、およそこのくらいかかるだろうというのが、頭の中にあるでしょう。これはどのくらい

かけようとしているのですか。あるいは、どこまでの整備をしようとしているのですか。 

 

○総務課長 

 ある程度、このくらいかかるのではないかとは、私どもも想定はしておりますが、それを言う

と、その数字が独り歩きしてしまうこともありますので、住宅の改築は専門ではございませんの

で、金額については控えさせていただきたいと思います。 

 

○勝又副委員長 

 どのくらいかかるのかわからないけども、間違っても新築するぐらいはかからないと思うけど。 

 

○総務課長 

 新築だと、公営住宅並みにかかるとなると、１棟４戸で８千万、９千万くらいかかりますよね。 

 

○議長 

 概算はどれくらい見ているのか。 

 正直言っていろんな問題があって、補助事業で単価が高くなっているんですよね。例えば１７

ページに載っていますが、これで見ると１３．５坪で大した面積じゃないんですよ。これ造って

も金額的に知れているような気がする。でも新築はしません、しませんと言っているのは、果た
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して良いものなのかどうなのか。優秀な職員を採用するのに、直してばかりいても困るんじゃな

いのか。 

 

○加藤委員 

 敷地も十分にあるから、そこに４戸全員住まわせなくても、例えば今回、病院跡地の住宅を壊

すみたいだから、跡に建てるという方法もあるだろうし、逆を言うと、どうしても真横に、この

鉄筋に住まわせないとならないのか。平屋で２戸造って、後の２戸は病院跡に持っていくだとか。

そういういろんな形の方策、それこそが内需拡大や、今回の緊急予算でやっていくべきことなの

では。それでなくても、公営住宅は木でやっているだとか、そういう環境があるわけだから。 

 

○議長 

 消防の時に私言いますから、いいです。 

 

○畠山委員長 

 十分に検討してやっていただければと思います。以上であります。他にありませんか。 

（「なし」との声あり） 

〇畠山委員長 

 それでは、これで終わります。 

 

○畠山委員長 

 それでは、消防清里分署の関係で１点、補正予算ということでお願いします。 

 

○消防分署長 

 それでは、消防費の補正に係る説明をさせていただきます。 

 １６ページをお開きいただきたいと思います。まず、歳入の分担金及び負担金でありますが、

これにつきましては、町からの清里分署に対する負担金でありまして、常備消防費負担金として

１５９万８千円。非常備消防費負担金６２万２千円。消防施設費負担金として９５万６千円をそ

れぞれ計上し、補正額合計で３１７万６千円となっております。諸収入につきましては、補正は

ございません。補正後の歳入合計ですが１億４,２７５万２千円となっております。 

 次に歳出についてでございますが、常備消防費として１５９万８千円を補正いたします。補正

の内容でございますが、需用費といたしまして、仮眠室の寝具の更新経費として４組分で１８万

１千円。救命士の病院実習用白衣の更新経費として６名分で１２万６千円。救急車に搭載してお

ります傷病者の監視モニターのケーブルが古くなってございますので、これの更新経費としてケ

ーブル一式で１４万８千円。需用費合計で４５万５千円。それと備品購入費といたしまして、消

防車両に積載しております消火器の更新経費として８本分で２１万９千円。空気呼吸器用ボンベ

更新経費といたしまして８本分で９２万４千円を計上しております。備品購入費の合計として１

１４万３千円を予算計上しております。 

 次に、非常備消防費として６２万２千円を補正しておりますが、内容ですが、需用費として、

男性消防団員の冬制服用のネクタイが新基準となりまして、斜里郡３町で統一の更新を行うとい

うことですので、それの経費として８０名分で１６万円を計上しております。それと、消防団員

の防火ヘルメットもかなり老朽化しているということでございまして、昨年より継続で更新をし
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ているところでございまして、今回、残りの４０名分を追加で補正をさせていただきまして、４

６万２千円をそれぞれ計上しているところでございます。 

 次に、消防施設費といたしまして、９５万６千円を補正しております。内容につきましては、

老朽化した消防職員住宅の改修整備に伴う設計業務委託料として予算計上しております。整備内

容につきましては、後ほど説明をさせていただきます。以上、歳出の補正の合計が３１７万６千

円となっており、補正後の歳出合計額は１億４,２７５万２千円となっております。 

 それでは、先ほどの住宅改修の概要について、１７ページの現況平面図を載せてございます。

住宅は１棟４戸鉄筋コンクリート造の２階建でございまして、昭和４６年に建築の住宅でござい

ます。築４１年ほどが経過しております。今回の改修内容といたしましては、外断熱、内窓、玄

関ドア、ユニットバス、便所、台所、内装の和室、洋室の改修を予定しております。実際に設計

をしてみないと、中身は具体的なものは出てきておりませんが、予定としてこういう部分をやっ

ていきたいということでございます。今回の改修計画の関係なんですが、住宅の建替えとか取壊

しによって、公営住宅等への移転も検討いたしましたが、民間あるいは公営住宅の状況、消防の

広域化の動向の関係もまだ見えてきていない部分もありますので、当面は現在の住宅の大規模改

修によって、継続使用を行っていきたいと考えておりますので、ご理解をお願いしたいと思いま

す。 

 以上、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 ２４年度消防の補正予算の説明でしたが、何かございますか。 

 

○議長 

 先ほど言っていたように、建替えの要望はしなかったのですか。 

 

○消防分署長 

 要望もしたのですが、先ほど言ったような消防の広域化の部分などもあって、まだ動向が見え

てこないというのもあったものですから。それと、建替えするにしても用地の問題もあり、いろ

いろあって、当面はこの形で使用させていただきたいということで、協議をしております。 

 

○議長 

 消防職員の場合は、やはり消防署の近くにあるのが一番ベターだと思うのですが、こんな近く

でなくても別に問題はないと思うのですが。それについてはいかがですか。 

 

○消防分署長 

 現在の通信網だとか道路状況だとか、そういう部分を考えますと、別にすぐそばになくても、

十分対応可能だと思いますし、現在４名体制で泊りという形を取っておりますので、救急体制に

ついては迅速に対応できるという部分もございますので、近くにいなくても構わない部分はござ

います。ただ、住宅の新築となると、世帯向け、単身向けと、いろんなバリエーションを考えな

ければならない部分もありますし、金額的には公営住宅を参考にさせていただくと、９千万円ぐ

らいの工事費がかかるという部分もあるものですから、１棟４戸の公営住宅を今年建てた分は９

千万ぐらいと聞いておりますので、それらを考えると、改修で何とか持ち堪えれればなと考えて
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おります。 

 

○議長 

 今現在、４戸あるのですが、ここの場所は単身者用なんですか。 

 

○消防分署長 

 今、現実に入っている職員は、世帯が２人、単身が２人ということで、世帯に関してはまだ子

供が小さいので、夫婦と子供１人というのが２世帯で、何とか住めない大きさではないと。確か

に住宅が狭いというのもありますが、何とかやれる範囲でやっていければと思っております。 

 

○議長 

 どうも、杓子定規な物の見方しか役場はしないのかなと思うのですが、公営住宅の補助事業で

建てたやつが１戸２千万も３千万もかかるから、新しい建物を建てられないという発想なんです

よね。単純にこの面積は１４坪でしょ。今、公営住宅は２５、６坪だと思うんですよね。２５、

６坪で民間でいくと、金額は言わなくてもわかると思うけれども、そういう発想になぜならない

のか。公営住宅の鉄筋コンクリートの坪１百万も２百万もかかるような話と一緒にして、新築は

駄目だという発想は、やっぱりちょっと問題がある。劣悪な環境で職員に働いてもらうのではな

く、良い環境で働いてもらうには、良い仕事をしてもらうには、良い環境を提供するということ

が大事なことだと思うのですが。この辺はもう少し、消防の方で財政当局と新築で造れと。公営

住宅みたいに立派なものでなくて良いと。普通に建てているような家で良いからと言えないのか。

その辺どうなのですか。 

 

○消防分署長 

 今、議長の方からもご指摘があって、我々も建替えということで協議はさせていただいた経過

もあるわけなんですが、なかなか土地の問題なり、比較する案件として我々も参考にする材料が

公営住宅しか無かったという部分で、先ほど９千万くらいとお話をさせていただいたのですが、

実際、補助事業でやるものではありません。消防住宅につきましては補助事業はありませんので、

単費という形になろうかと思いますので、まだ安くはできるのかなとは思うのですが、ただ、大

きさを世帯用の大きさで建ててしまうと、そこに単身者を入れるのかということなど、いろいろ

とあるものですから、その入替えなり何なりがうまくできれば、調整もつくのかなとは思うので

すが、なかなか難しいものがあるものですから、今回については改修ということで推移をさせて

いただいているところです。 

 

○議長 

 議会の方の支援が無かった、それが１つある。あとは、斜里町は消防職員は、地元の建築業者

が建てて、月々何ぼって町からもらう。やっぱり、そういう勉強もして交渉して欲しかったなと。

議会の方でも１２月定例会の一般質問で、消防住宅は新築した方が良いんじゃないのかっていう

質問が出るかもしれませんので。本当に良い環境で、良い仕事をしてもらいたいというのが、我

々の願いでございますので。 

 

○池下委員 
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 常備消防費の中で聞きたいのですが、救急救命士の病院実習用白衣が６名分で１２万６千円。

確か３名は１１月に実習済みだと思うのですが、この時は実習用の白衣は無かったということで

すか。 

 

○消防分署長 

 更新ということで、今は救急救命士１着持っております。それは採用時にあたっている物で、

もう年数もかなり経ってきているので、物によっては体型的に変わってきている者もおりますの

で、それで今回、更新をさせていただきたいということです。一時期、病院実習もやった経過が

あったものですから、今回更新をさせていただくということでございます。 

 

○池下委員 

 前回、３名実習するということで、１１月に実施したと思うのですが、残りの３名については、

いつ頃実習を受ける予定なのか、予定は立っていますか。 

 

○消防分署長 

 残りの３名については、現在、学校に去年と今年で行った者が３名いるということで、２年間

で６日間、７日間の病院実習が、これは義務付けではないのですが、やった方が良いですよとい

うことであります。そして、学校へ行った者は２年間免除される形ですから、来年以降でやって

いければと思っております。ただ、うちも限られた人員でやっておりますから、６人が出て行く

となると、勤務体制にもかなり影響が出てくるものですから、現状の３名ぐらいが今後もベスト

なのかなと思っておりますが、これらの関係についても、今後内容は詰めていきたいと思ってお

ります。 

 

○池下委員 

 ちなみに、今回受けた３名は何日間の何時間実習を受けたのですか。 

 

○消防分署長 

 ３日間です。日中の８時半～５時半までの実習です。 

 

○池下委員 

 先ほど、人がいないからこういうようなものは受けられないというのであれば、署長の方から

町長に対して、もう少し人員を増やしてくれと。そうでないと、しっかりとした町民に安全安心

を訴えていけないと。それぐらいのことを署長の方から、または署内からそういう声を挙げてい

った方が、私は良いのかなと思います。 

 最後に、町長自体が８０名体制というものを以前から訴えておりますけれども、私は必要なと

ころには必要な人員配備が、これからの行政に必ず必要ではないかと思います。そういうような

ことを、町長の方にも私からも訴えていきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 他にございませんか。無ければ、消防の方を終わりたいと思います。ご苦労様でした。 
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○畠山委員長 

 それでは、生涯教育課より２点ございます。説明をお願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 生涯教育課からは、教育費における本年度分の補正ということで４件。さらに、経済対策とい

うことでの補正の中身につきまして、説明をさせていただきたいと思います。 

 その後、学力・学習状況調査の結果概要について、ご説明いたします。 

 まず、補正内容について、ご説明させていただきます。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 

 議案の１３ページをご覧ください。教育費について説明いたします。９款・１項・２目・清里

高等学校総合支援対策事業費補助であります。詳細につきましては、高体連等出場経費補助とし

まして、水泳、弓道、吹奏楽、ボランティアの４部が全道大会に出場を果たしており、今後開催

される新人戦等の費用を補うため５６万６千円を増額するものであります。進路指導強化対策費

補助といたしまして、センター校の南ヶ丘高等学校で開催されました講習会等に清高生が参加し

ており、今後の費用を補うため２６万３千円を増額するものであります。特色ある学校づくり推

進事業補助としまして、バスケ部、吹奏楽部が中学校生徒を含めた合同講習会を実施しており、

今後の費用を補うため４２万円を増額するものでございます。入学支度金補助につきましては、

実績に伴い５０万円を減額するものでございます。全体で端数を整理しまして７５万円を増額補

正させていただくものでございます。 

 以上で説明を終わります。 

 

○社会教育Ｇ総括主査 

 引き続き、清里町国際交流推進協議会補助につきましては、３月初めにモトエカ高校から清里

高校へ留学する学生が１名の予定から２名になるということから、１名分の旅費、ホストファミ

リーの謝礼、制服等、合わせて３５万円を増額補正するものでございます。続きまして、スポー

ツ・文化施設管理運営法人設立事業補助につきましては、先般、１０月の常任委員会におきまし

て、公共施設管理公社より一般社団法人への法人化につきまして、ご了承いただいているところ

でございますが、今回、法人設立に伴う諸経費につきまして、補正計上させていただくもので、

定款認証手数料、登録免許税、事務諸費、合わせまして１５万円を計上するものでございます。

なお、法人の設立総会につきましては、今のところ１月下旬を予定しており、設立後に補助する

ものでございます。続きまして、町民プール整備検討資料作成事業につきましては、老朽化した

町民プールの整備方針の検討を進めるために、必要な改修構想及び費用の積算資料を作成するも

ので、作成業務委託料として３１万５千円を計上するものです。 

 

○生涯教育課長 

 引き続きまして、経済対策関係の教育委員会関係の主なものを説明させていただきます。資料

は６ページ、７ページでございます。 

 まず、６ページの２番目の学校教育用ＰＣ更新事業でございます。これにつきましては、本年

度より学校、教師及び児童生徒関係のパソコンの更新を年次的に進めてきているところでござい

ますが、今年度、中学校の生徒用４３台を更新させていただきたい。その後、来年度に小学校の
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児童用を更新を予定させていただきたいということで、今回８００万円を計上しております。続

きまして、下から２番目の暖房器具更新事業につきましては、古くなっているものの更新という

ことで、生涯学習センター、さらに緑小学校の暖房機等を更新させていただくものでございます。

一番下の公共施設改修事業でございます。こちらにつきましては、清里小学校の児童用玄関の改

修にかかる経費４２万円。さらに公共施設の小破修繕ということで、主な内容としましては、町

民プールにおきまして、プール天井部分が窓縁の塗装が剥げ、錆が生じてきておりまして、この

錆が落下してきております。それが利用者の上に落ちてくる可能性がございますで、緊急的な措

置として、この部分の錆び落としの作業をさせていただくというもの。さらに、学校関係あるい

は教員住宅、生涯学習総合センター等の小破修繕ということで、内装関係を中心に行っていきた

いということで、計上させていただいております。続いて、７ページですが、公共施設の環境整

備につきましては、古くなった教員住宅の１棟の取壊し分８６万円。さらに２番目の公共施設備

品等の購入につきましては、生涯学習総合センター図書館の子供がよく利用しております、ＡＶ

コーナーのモニターの更新に３４万５,４５０円、さらにトレーニングセンターで利用されており

ますエアロバイク、これの古くなった物、中には２０年経過している物もございますので、これ

の更新が２台。さらに学校の除雪機、これも光岳小学校並びに清里中学校で２０年以上使用して

いる物で、不具合が生じてきておりますので、これを更新させていただきたい。さらに清里小学

校の印刷機、中学校のコピー機、これも１０年程度経過しておりまして、不具合が生じてきてい

るということで、更新をさせていただくというものでございます。 

 なお、先ほど先に申し上げました高校支援対策の関係で若干補足なんですが、前回、委員会で

お話させていただいた段階で、来年の入学者数が２０名には厳しい状況ですというお話をさせて

いただきましたが、その後、入学資金の貸付をＰＲさせていただいた結果、先週に中学校での最

終的な面談が終わったということで、中学校から報告をいただいたところでは、２０名を超えて

いると。さらに高校の方からは、斜里、網走から、清里高校に対しての問い合わせが数件寄せら

れているということで、現段階での見込みでありますは、来年度の入学者については、何とか２

０名はクリアできるのではないかと考えているところです。 

 続きまして、学力・学習状況の関係です。資料は１４ページ、１５ページになります。簡単に

概略を説明させていただきます。 

 毎年行われている、学力・学習状況調査。全国、全道の集計結果が出ましたので、その内容に

つきましてご報告させていただきます。 

 調査の実施につきましては、４月１７日に全国一斉で行われております。本町におきましては、

小学校６年生３０人、中学校３年生４０人ということで、行われた教科ですが、昨年までは国語

と算数のみでありましたが、今年は理科も新たに加えられて調査が行われております。その他、

質問調査ということで学習意欲等の調査、または学校に対しても質問調査が行われております。 

 その調査結果の概要ということで、表にまとめておりますが、具体的な本町の点数の公表につ

きましては、過度な学校間の競争を避けるということで、公表は避けさせていただきますが、ご

覧のとおり、ほとんどが全国・全道を上回っている状況でございます。下の※印で点数配置で、

「やや低い」から「非常に高い」までの５区分を載せております。結果的に全国を下回っている

のは、小学校の国語Ｂと算数Ａがやや下回ったのみで、他は全て全国を上回り、全道については

全て上回っております。ちなみに管内におきましては、ほぼトップクラスではないかということ

でございます。オホーツク管内の状況を口頭で申し上げますと、管内におきましては、全道が低

い中でも、オホーツク管内については、小学校では１４の内の１３番目、中学校は比較的に高く、
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５番目という状況になっております。 

 １５ページの方は、それぞれの質問調査ということでの内容でありますので、詳しくは後ほど

ご覧いただければと思いますが、本町の児童・生徒の学力は高いのですが、課題としては家庭学

習の関係でございます。家庭学習の時間が、全国・全道よりは短いという結果が出ております。 

 それから、いじめに関してですが、あってはならないことという認識が、小学校・中学校とも

に、非常に高い状況が出ております。 

 最後にまとめを記載させていただいておりますが、家庭学習の時間が少ない中、学力が高い理

由といたしましては、学校における落ち着いた雰囲気の中で少人数、チームティーチングですと

か、習熟度別の授業など、きめ細かな授業を行っていることと、夏休み・冬休みのサポート授業

ですとか、朝の始業時前に朝学習、朝読書をやっております。そういったことで、非常に高いと

いうふうになっております。全道の平均は、中学校のＢ以外は全て全国を下回っているという状

況にありますが、これはやはり、下位層の割合が高いということが原因となっております。清里

町におきましては、きめ細かな指導によりまして、下位層の子供が非常に少ないということで、

全体的な平均のアップに繋がっていると分析されております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 生涯教育課より２点についての説明があったわけですが、委員の方で何かございませんか。 

 

○澤田委員 

 清小の児童玄関の自動施錠というのは、どういう効果があるのですか。 

 

○生涯教育課長 

 清里小学校の場合、児童玄関と職員玄関が離れた場所にございます。近年、不審者等も増えて

いるということで、防犯上、その施錠にあたりまして、児童が出入りするごとに必ず鍵をかける

という措置をとっております。それを、閉めた時に自動で鍵がかかるという措置のための改修と

いうことで、ご理解いただきたいと思います。 

 

○澤田委員 

 遠隔操作で、職員室かどこかでモニターを見ながらやるということですか。 

 

○生涯教育課長 

 具体的にモニターまでできるかということは、今後調整なのですが、先生が１回１回、玄関ま

で行って鍵をかけるという回数が非常に多いものですから、それを解消するためということで、

中身を今後調整して進めていきたいと思います。 

 

○澤田委員 

 だけど、不審者は職員玄関からも入れるのではないですか。 

 

○生涯教育課長 

 職員玄関は、入りましたら正面が職員室がありまして、見渡せるようになっておりますから、

その辺は大丈夫かと思います。 
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○前中委員 

 先ほど総務の説明でも聞いたのですが、中学校のパソコン購入で、ソフトも含んだ予算計上に

なっているのですが、台数的にいったらかなりのソフトの部分があると思うのですが、それはど

のようなソフトなのでしょうか。 

 

○生涯教育課長 

 ウインドウズは７を導入してございます。その後、セキュリティ関係もございますし、教育用

の支援ソフトということで、生徒が次々入れ替わりで機械を使うということで、一度使ったもの

は最初の状態に戻すという復元するソフトがあります。それがちょっと高額ですが、それを生徒

の場合は必ず入れなければならないので、教師用よりは高くなるということで、ご理解いただき

たいと思います。 

 

○加藤委員 

 澤田委員の質問の関係で、ちょっと気を付けて欲しいところが、モニターまではまだわからな

いと言っていましたが、事故があってはならないので、転んでいたとかそんなこともあるので、

結果的には見て鍵をかけないとならないという問題もあるので、その辺は十分、導入も含めて検

討された方が良いと思います。 

 

○生涯教育課長 

 その辺は調整して検討したいと思います。 

 

○畠山委員長 

 他に無ければ、終わりますけれども、よろしいですか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、生涯教育課ご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは、次回の委員会の開催について、事務局お願いします。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、先ほどの再生可能エネルギーの関係の補正がありますので、定

例会前ということが考えられるのかなと思いますが、まだ未定ということで、ご了解願いたいと

思います。 

 

○畠山委員長 

 それでは、３番その他、事務局の方から何かないですか。 

 

○議会事務局長 

 ございません。 
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●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第１４回総務文教常任委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午後０時１０分） 


