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第１５回総務文教常任委員会会議録 

平成２４年１２月１７日（月） 

    開 会     午前  ９時００分 

    閉 会     午前 １０時０８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再生可能エネルギー導入について 

２．次回委員会の開催について 

３．その他 

 

 

○出席委員（６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  前 中 康 男 

                    ※議 長  村 尾 富 造 

 

 

○欠席委員    委 員  池 下   昇 

 

 

○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 

 ■建設管理Ｇ主査    酒井 隆広 

 

 

○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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 2 - 

 

●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第１５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 

 今日は、委員の池下委員が欠席ですが、進めさせていただきたいと思います。 

 前回の１４回の総務文教委員会の総務課からの説明を、再度もう一度説明するということで、

今日ご参集いただきました。 

 １点でありますけれども、町からの協議・報告事項ということで、再生可能エネルギーの導入

について、説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○総務課長 

 総務課から再生可能エネルギーの導入について、別冊の資料でご説明したいと思います。 

 最初に、太陽光発電の導入の基本目的でありますが、第５次清里町総合計画での位置付けとし

ましては、基本計画の第２章では、「自然と共生する安全・安心な環境のまち」。そして第３節

では、「地域環境保全と循環型社会の構築」でございます。そして主要施策では、「省エネルギ

ーや新エネルギー活用の促進」。そして項目といたしましては、省エネルギー機器類の公共施設

や設備機器、公用車等への積極的な利用・導入と適正管理、推進としております。そして、もう

一つの項目としては、太陽光発電システムや温泉熱活用等促進が主要施策となっております。 

 再生可能エネルギーの導入の今までの経過でございますが、昭和５６年から町民プールや緑清

荘、緑の湯、清楽園などにつきましては、温泉熱の熱交換を行っているところでございます。ま

た、平成１１年度には保健福祉総合センターで、温泉熱を利用しました床暖や給湯に用いてござ

います。最近では、町民会館、札弦センターに太陽光発電を設置しておりますし、平成２１年度

からは住宅用太陽光発電の補助を行ってきているところでございます。また、現在建設中のパパ

スランドにおいても、ヒートポンプ設置によります冷暖房及び給湯を、施設に今整備していると

ころでございます。 

 それで、今後の予定事業といたしましては、大規模な太陽光発電の計画や、トレーニングセン

ターに、これは道の補助事業になりますが、再生可能エネルギー等導入促進基金事業によります

太陽光発電の施設の設置。これは現在、道と協議中でございます。それから、公共施設に再生可

能エネルギーの活用を検討。これにつきましては現在、調査委託をし２月２０日に報告が出ます

ので、その後検討してまいりたいと考えております。 

 それから、今までの省エネルギーの取り組みは、町民会館や札弦センター、小中学校にＬＥＤ

器具の導入。緑清荘については、電気自動車充電器の設置。それから一部の公用車については、

ハイブリット車の購入も行っておりますし、平成１８年度には地球温暖化防止計画の策定をして

いるところでございますし、現在も節電運動等の取り組みを強化しております。 

 今後につきましても、役場庁舎内等の公共施設のＬＥＤ化、将来においては町内街灯のＬＥＤ

化の実施も予定しております。 

 再生可能エネルギーの普及拡大に向けた国の動きでありますが、昨年３月に発生いたしました



 

- 3 - 

東日本大震災によります、福島原子力発電所の事故以来、脱原発に向けた国民の意識の高まりや、

全国的に深刻化しております電力不足を受けまして、再生エネルギーの協力を国が推進している

ところでございます。さらに、再生可能エネルギーの普及拡大を目的に、今年７月から再生可能

エネルギーの固定買取り価格制度がスタートしております。この制度は太陽光や風力、水力など

再生可能エネルギーの普及拡大を目的とするとともに、エネルギーの自給率の向上、地球温暖化

対策などを目的に推し進めているものでございます。また、北海道の支援策といたしましては、

市町村の新エネルギ－導入の検討支援によりまして、本町が補助金を申請しておりますが、地域

新エネルギー導入可能性調査事業。それから、市町村の新エネルギー導入の応援といたしまして

は、先ほどご説明いたしましたが、北海道と協議しておりますが、災害に強い新エネルギー導入、

それから環境・エネルギービジネス育成振興など、北海道で支援策を実施しているところでござ

います。 

 清里町の再生可能エネルギーの導入の目的につきましては、このような情勢の中、第５次清里

町総合計画の主要施策の一つとして「自然と共生する安全・安心な環境のまちづくり」を掲げ、

地域環境保全と循環型社会の構築に取り組んできているところでございます。再生可能エネルギ

ーの導入は、循環型地域づくりの具体化策として総合計画に位置付けられております。既に、保

健施設総合センターの温泉熱利用や住宅用太陽光発電の補助、さらに公共施設ということで町民

会館、札弦センター等につきましては、太陽光発電の設置及び現在建設中の札弦パパスランドに

おいても、ヒートポンプの導入を実施しているところでございます。 

 今後におきましても、自然環境の保全に向けた二酸化炭素削減に向けた取り組みは重要である

とともに、再生可能エネルギーの活用によりまして、公共施設の管理経費の削減や住民サービス

の向上に繋がっていくことものと考えております。自然環境を守る活動や本町の特性を生かしま

した事業の導入は、地域経済の活性化に寄与するものであり、町が再生可能エネルギー導入に向

けた先駆け的な取り組みといたしまして、今回、町の遊休町有地を活用して、大規模太陽光発電

に着手してまいりたいと考えております。 

 それから、２点目の設置場所及び経費の比較についてでございますが、経費につきましては、

この後担当の総括主査よりご説明いたしますが、設置場所につきましては、前回の所管の委員会

において８カ所の調査をしているという報告をしてございます。旧新栄小学校跡地につきまして

は、北海道電力の配線系統、これは変電所から出て２系統で清里町をカバーしております。１系

統につきましては、変電所から主に北側、１２号より北側の新栄小学校、上斜里大和、上斜里、

上斜里西、それから主に西側、神威、札弦のベニヤ工場、札弦の駅裏、これが１系統でございま

す。この系統につきましては、現在、スカイソーラージャパンがこの配線を使いまして、太陽光

発電の繋ぎ込みを行っており、北電の容量が無く、旧新栄小学校においては、太陽光の設置は不

可能でございます。北電のもう１系統につきましては、今以外の地区、変電所から南、清里市街、

江南、美里、札弦の東側、緑に入って清泉まで行くのがもう１系統でございます。美里小学校に

おいては、北海道電力の繋ぎ込み容量が１４７キロしかないということで、ここについては容量

が無いので設置は不可能でございます。旧清泉小学校においても、だんだん遠くなれば容量が落

ちて、配線の繋ぎ込みが４４キロワットです。従いまして、清泉小学校においても不可能でござ

います。それから、札弦市街地の町有地におきましては、面積が狭いので３２０キロワットしか

容量が無いということで、事業の採算性が悪く、これについても設置は不可能でございます。そ

れから、江南牧場、青葉牧場においては傾斜地が多いのと、取付道路が必要になること、電線の

引込みで電柱等の設置で多額の費用を要するため、これらについても太陽光の発電の場所には適
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さないところでございます。従いまして、太陽光発電の可能性のある場所としましては、旧江南

小学校跡地、緑保育所周辺の町有地の２カ所に限られます。ただ、江南小学校の跡地については、

江南小学校の活用方法について地元と検討し、まだ結論が出ていないのと合わせまして、江南地

区で小水力発電の可能性調査も行っておりますので、直ちに結論を出せない状況でございます。

従いまして、緑で検討を進めているところでございます。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは、経費の関係につきまして説明をしたいと思います。４ページの方をお開き願いたい

と思います。 

 今、ありましたように、前回の中間報告を踏まえて、採算性の良好な２地点について、さらに

未計上の額を整理するなどしてまとめてございます。 

 太陽光発電設置に当たっての考え方の整理については、前回同様、設置に必要な発電構成を予

定しているものでございまして、大きく分けて太陽電池と架台からなる太陽電池アレイ、電圧の

変換や商業用電力系統への接続に使うパワーコンディショナーや高電圧設備、その他監視装置な

どから構成されております。年間発電量の算出方法でございますが、こちらも中間報告同様、大

規模太陽光発電導入のための検討支援ツールを使用しまして、本町の標準気象データから発電量

を算出し、また、負荷損失も踏まえ、発電量を推計してございます。事業採算性評価方法ですが、

設備事業費の算定としまして、太陽光発電システム整備に必要な事業費を算出しております。表

１にあります太陽光パネル、電気設備、仮設工事、外構工事、設計費、地質・測量費の各項目に

ついて見込んでございます。網掛けの部分が中間報告では未計上としていた部分でありまして、

今回追加した部分でございます。分析に当たっては、パネルの耐用年数は２０年、期間中にパワ

ーコンディショナーなどの設備更新を１１年目に想定してございます。最終年次に撤去費用を見

込んでおります。財源につきましては、現在、固定買取制度での活用した施設に対しての適用可

能な国の補助金メニューが無い状態なので、町の一般財源１００％で賄うことで算出してござい

ます。なお、民間事業での検討と途中ございますが、こちらは試算を行ってございますので、こ

の後割愛させていただきたいと思います。 

 ５ページをお開きください。損益収支の分析手法ですが、毎年度の事業運営で発生する収入と

必要経費から、利益がどのくらい見込めるかを把握しております。今回は中間報告の資料を基に

より分かりやすくするため、①の直接収入と、②施設維持費、④減価償却のバランスによりまし

て、売電収入から直接経費及び減価償却費を控除したものを事業収益としてございます。なお、

減価償却につきましては、毎年度平均的な経費にするため定額法で算出しております。キャッシ

ュフローにつきましては、実際の現金の流れを整理したものでございまして、年度毎に売電収入

から直接経費を差し引いた現金が積み上がっていくものでございます。 

 ６ページをお開きください。旧江南小学校の積算でございます。図４のようなパネル配置にな

りまして、出力５６５キロワットを想定してございます。事業費につきましては、表４にあると

おり、工事費約１億８,８００万円、設計費５００万円、調査・測量費４００万円と、消費税等に

よりまして、合計２億７００万円ほどを見込んでおります。右側図５をご覧ください。直接収入

は赤のグラフでございまして、年間約２千万円を見込んでおります。劣化によります発電効力の

低下を見込んでいます。灰色のグラフは直接経費としまして、施設維持の経費を約３００万円ほ

ど見込んでおります。緑のグラフは現課償却費でありまして１,４８１万７千円を毎年経費として

見込んでおります。８年目からの減額は、パワーコンディショナーが７年で償却するので一旦額
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は落ちますが、１１年目からは更新になりまして減価償却が戻ってございます。この収支により

ます四角で囲んだ数字でございますが、前半は３００万円ほどの事業収益があり、償却費が下が

った段階で６００万円ほどに上がります。再度投資を行った段階では、２００万円以下に落ち込

みますが、減価償却費が終わった段階で単年度約１,５００万円ほどの収益となってきます。キャ

ッシュフローでいきますと、自己資金より初期設備投資を２億７１９万３千円をかけ整備し、翌

年度、売電収入２,１４４万円から直接経費３４３万６千円を引いた１,８２０万４千円が現金残高

として積み上がります。それ以降、同様に積み上がっていきまして、途中で機器更新のための設

備投資で下がりますが、２０年後に３億１１万円となります。この３億１１万円から初期設備投

資の２億７１９万３千円を差し引いた９,２９１万７千円が、２０年間での事業収益と推計され、

年平均しますと４６４万５千円ほどになります。 

 ７ページをお開きください。こちらは年度別のデータでございます。 

 ８ページをお開きください。こちらは緑町雑種地での積算になります。同様に図７のようなパ

ネル配置になりまして、出力４９８キロワットを想定してございます。事業費につきましては表

６にあるとおり、工事費約１億８,４００万円、設計費５００万円、調査・測量費５００万円、消

費税を合わせまして２億４００万円ほどを見込んでございます。右側の図８をご覧ください。同

様に直接収入が赤グラフでございまして、初年度約１,８００万円を見込んでございます。同様に

劣化による発電効力の低下により、最終年には約１,２００万まで落ちることを見込んでございま

す。灰色のグラフは直接経費としまして、施設維持のため約３００万円を見込んでございます。

緑のグラフは減価償却でございます。１,４６２万４千円を毎年計上してございます。同様に８年

目からの減額はパワーコンディショナーの償却部分、１１年目からは機器更新による減価償却の

戻りでございます。この収支によりまして、四角で囲んだ数字ですが、前年は収支はほぼゼロで

すが、償却費が下がった段階で３００万円ほどに上がります。当初行った段階で１００万円ほど

の赤字となりますが、減価償却が終了しますと、単年度約１,２００万円ほどの収益となります。

キャッシュフローでいきますと、自己資金より初期設備投資を２億４４５万８千円かけ整備し、

翌年度売電収入１,８２０万２千円から直接経費３２１万９千円を引いた１,４９８万３千円が現

金残高として積み上がってございます。それ以降、積み上がっていき、同様に途中の機器更新に

よって下がりますが、２０年後には２億４,０２６万円となります。この２億４,０２６万円から初

期投資分の２億４４５万８千円を差し引いた３,５８０万２千円が、２０年間の事業収益と推計さ

れ、年平均にしますと１７９万円になります。 

 ９ページはこちらのグラフのデータの基データでございます。 

 ３ページにお戻りいただきたいと思います。一般財源が１００％の場合は今ご説明したとおり

でございますが、江南が２０年間で９,２９１万７千円、緑につきましては３,５８０万２千円の収

益が見込まれてございます。ここで起債の借入等をした場合ですが、例えば利息１％で財源率を

５０％ずつ行った場合では、江南で２０年間で８,２１３万９千円、緑で２,５１６万１千円となり

ます。なお、現在の借入利息１．５％の場合は江南で７,６７５万円、緑で１,９８４万円と推計さ

れ、記載とおりに借りた場合については、利息等の部分によりまして収益が下がるという形での

推計がされてございます。また、設備投資につきましては平均的な維持費を計上してございます

が、突発的な修繕料は別途かかる可能性がございます。設備投資の金額は若干余裕を持った見積

りでございますが、今後、事業実施の部分で入札等での減額の可能性がございますし、今後、技

術革新によりこれら機器設備がはるかに推移する可能性もございます。その反面、今後の北電の

受入容量によっては売電収入、出力が下がる可能性もあり得るという形になっております。これ
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らの変動要素はありますが、現時点での収益金額は先ほど申し上げた内容となっております。 

 以上が経費についての内容でございます。 

 

○総務課長 

 ３点目の今後のスケジュールにつきましては、１０ページをご覧いただきたいと思います。最

初に北電の買取期間については、１０キロ以上の場合は２０年間ということで、試運転期間を除

いて特定契約に基づく電気の供給は、開始された時から２０年間で試算されます。従いまして、

この表でいきますと、表の左側の使用開始から２０年間同じ金額で買取価格が設定されます。こ

の買取価格につきましては、原則毎年度見直しが行われますが、法の施行後３年間、平成２７年

６月３０日までについては、集中的に再生エネルギーの利用の拡大を図るために、買取価格につ

いては供給者に配慮することとなっております。従いまして、今の考えでは３年間は現行の買取

価格でいくという考え方でございます。この買取制度の価格等を勘案しまして、調査設計、工事

の施工に係る資材の納期、北海道電力との事前協議及び系統連係協議、法の申請と不確定な要素

も考慮しまして、２年間で事業実施が望ましいものと考えております。具体的には事業の実施に

向けて今段階から準備を始め、この表では１年目の１ヶ月とありますが、これについては来年の

４月を予定しております。ですから、７ヶ月と言いますと来年の１０月頃になりますが、この期

間をかけまして調査設計、仕様書の作成、総事業費の算定。この間に北海道電力との事前の協定、

詳細検討依頼、経済産業省の設備認定、電力会社への連系申込み、そして系統連系協定書に締結

後、初めて工事の施工が可能となります。しかし、工事の施工期間がこれでいきますと冬期間に

なるため、今の段階では翌年４月以降が望ましいものと考えております。それから試験検査を終

えまして、最終的に使用開始については平成２６年の１１月から１２月になるのではないかとい

う予定をしているところでございます。 

 それから、４点目の収益の還元方法でございますが、この事業費が確定をして１年間の売買実

績が出ます。それを基にいたしまして、売買収入から施設の維持費、施設にかかった経費、減価

償却等を控除し、残額を２０年間で平準化して、この収益を教育や子育て支援等の新たな事業を

実施してまいりたいと考えております。それから減価償却相当額については、基金に積み戻すこ

とを考えております。 

 説明は以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、再生可能エネルギーについてお話をしていただきました。この案件について、何かご

ざいませんか。 

 

○前中委員 

 再生可能エネルギーの調査をしている段階で、一番有利性のあるものがソーラー発電の事業展

開を行いたいと。それに伴い、他の小水力、バイオマスなどいろいろありますけども、小水力に

関しては江南地区で小水力の可能性もあるのでという形で、とりあえずは選考ポイントが２カ所

ある中で、緑が最適地ということになったと思うんですけども、太陽光発電をメガ発電と捉える

場合によく出るのは高圧連系、要するに６６００ボルトでメガソーラーシステムを考えた場合に、

今、総務課長がおっしゃったとおり２系統の流れの中に組み込むので、その送電線の中で電力量

が飽和状態、オーバーフローするってことで北電がなかなか認めないんですけれども、もう一つ



 

- 7 - 

忘れてはならない点が１点ありまして、低圧充電がどうなんだということがあります。これは４

９．９キロのソーラーパネルの設置が可能な場合は、仮に５００キロを設置した場合、１０基、

１０パターンのものを例えば新栄小学校の所に４９．９を１０基造る。そうすることで約４９９．

９キロの発電が可能なんですよね。そうなると、今の状態であれば高圧充電でないので、低圧充

電ということで、本当に規制の中の範ちゅうの基準なんですけども、電気管理技士、事業者とし

ての技士も置かなくていい。あるいは、売るという変圧施設もあるんですけども、それも設置義

務はないんですよね。それをうまく連系するって言うか、１０基を順番に２４時間の中で連動し

て北電の線に流すことは多分可能だと思うのです。よく行政が取る手法は、例えば公共施設の屋

根の上にパネルを設置して、２０キロぐらいのソーラーを２０カ所に設置しましたとなったら、

約４００キロワットの発電能力になるんですよね。そこら辺の検討がどうだったのかということ

がまず１点。 

 それと、もう一つは売電のキャッシュフローで、２０年間の中である程度のキャッシュフロー

が上がって、それなりの金額が出る。確かにそうなんですけども、もう一つ必要なのは、町民が

そのことに対して、町が単独で事業をやる時に、やはり懇切丁寧な説明と、それを町民に向ける

情報伝達は常に考えなければならないということです。尚且つ、それに伴う利潤還元と言うか、

町民向けの還元方法もしっかりセットで考えなければならない。やはりそうなった場合に、例え

ば売電収入で得た事業、単独で言えば行政が事業展開すると僕は考えるんですけども、その事業

で出た収支報告ぐらいはホームページ上で公開するぐらいしないとだめだと思うのです。要する

に、今日１日で売電が２００キロ、例えば具体例を示すと、緑町で今日の売電が仮に３０万あり

ますと。それを常にホームページ上でモニタリングするのは行政として。個人でもモニタリング

はするんですから、町民向けにホームページを利用しながら、ホームページで周知をするのが責

務だと思うんです。そういうこともきちっと考えなければならないし、もう一つ、出た売電のそ

の利潤の還元の中で、教育、子育てにというのは確かにわかりますが、もっと広範囲の中で、お

天道様事業と言いますか、光の中で得た財源なので、それをもっと有効な術をいろんなことで考

えていく。例えば、ソーラーを利用したエコカー、電気自動車で仮に生活弱者、買い物弱者とか

のオンデマンドの乗合バスの運用の機器だとか、その財源に充当するだとか、そういうふうなプ

ランニングも町民向けに説明と言うか、発していく。そんなことも総務課の仕事じゃないかなと

思うので、その辺、まだ違うことを考えているなら聞きたい部分があります。低圧充電を検討し

たのかと、今のような使い道。その２点について。 

 

○総務課長 

 まず１点目のご質問がありました、例えば新栄小学校等を使って５０キロ以下の小規模の発電、

これについては今回は調査検討しておりません。但し、公共施設については、既に何カ所かは太

陽光発電を設置しておりますし、トレーニングセンター等についても今計画して道と協議中でご

ざいます。 

 もう１点の、太陽光発電を設置する前の地元説明については、今後、親切丁寧に説明してまい

りたいと思いますし、設置して稼働した段階で、その程度の収益と言いますか、これがはっきり

した段階で、具体的な太陽光発電による事業はこれですということで、当然、町民に周知してま

いりますし、ホームページ上にも発電量等を表示できればやってまいりたいと思いますし、この

ことによってＣＯ2 削減も可能なら、町民向けにホームページで公表してまいりたいと思います。 
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○前中委員 

 そういう取り組みは必然的にやらなきゃならないので、そこら辺もパッケージで捉えていただ

きたい。 

 あともう一つ、２０年の中で、ある程度キャッシュフローができるというのもありますし、あ

と、行政がソーラー事業をやるというのは、僕もなかなかわからないですけども、契約方法で固

定資産税、償却資産だと思うんですけども、その課税も免除だってことで良いのかなと思うんで

すけども、その入口の段階で、その事業を仮に起債５０、町債５０というパターン、あるいは全

て町債１００、あるいは他の事業展開の方法を検討したのか、していないのか。 

 

○総務課長 

 市町村が設置した場合については、固定資産税、償却資産税は当然かかってございません。今

回、収益の計算の算定上、事業費２億円を上回りますが、起債を９０％充当した場合、５０％充

当した場合、それからゼロの場合ということで、それぞれ計算しております。先ほど総括から説

明したとおり、起債を５０％で今現在でしたら大体借入利息が１．５％ぐらいなので、そうしま

すと例えば緑においては、全額町の財源でやった場合、２０年間で３,５８０万円ですが、仮に１．

５％で１,９８４万円に半減すると言いますか。これを起債を全額にいたしますと、 

 

○前中委員 

 ちょっと良いですか。僕が質問したのは、この起債５０だとか町債５０という事業展開もあり

ますが、他に違う事業展開も考えたのかという質問をしたんです。例えば、リース契約はどうな

んだと。ある程度設計の出たものを、１５年なら１５年の賃貸借契約、リースの２億の事業展開

をやった時に、例えば全て金利から含めた中で、単年度で２千万円の賃貸借料が発生した場合、

行政の持ち出しとしては本当に１０年間の中で少ないですよね。その中でキャッシュフローで上

がる金額は３千万、４千万ですから、見た目ですぐにわかりますよね。そういうことを考えたの

かどうなのか。一つの手法ですので、それをどう捉えるかは自由ですけれども、それも検討課題

なのかなと思いますが。 

 

○総務課長 

 今回の収支の計算については、まず民間事業者がやった場合、それから町がやって起債等を借

りた場合、それからリース等は考えておりませんが、町が設置してリースしても、結局はリース

会社の収益等もありますので、むしろ町で単独でやった方が収益性は見込めるのかなと思ってお

ります。 

 

○前中委員 

 確かにリース会社の収益もコストの中に含まされるのですが、いろんな部分を考えた時に、こ

れ撤去費用も見ていますよね、５００万。同じようにリース契約終了後、その残存期間の再リー

スだとか発生して、保守点検費用が入るんですね、リース契約の中に。でも、今の姿であれば、

保守点検はあまり大きくは見積もっていないと思うのですが、仮に単年度の行政の歳入歳出の中

で考えるのであれば、長期リースというのも契約の方法の中でどうなのかと、僕が今指摘したの

であって、その辺の検討はやはりするべきではないかと思うのですが。どうでしょうか。 

 



 

- 9 - 

○総務課長 

 長期リースにつきましては、受ける業者があるのかどうなのかを含めまして、ちょっと検討さ

せてください。 

 

○加藤委員 

 その前に、候補地の関係で、町の今の考え方の中では緑の雑種地という説明ですが、この図面

を見ると、住宅あるいは道路を挟んでという形で、非常に効率が悪いように基本的に考えられる

のですが、この辺の現地確認を委員会でしなくてもいいのですか。 

 先ほどの説明では、旧保育所等の空き地で、この区画の中の全体の空き地、これ個人の所有と

いう関係の中で、当然のように区画をきちっとしていってという中では、むしろこの一部分を小

発電で、５０キロ未満の管理者を置かないでやる方法を、むしろ考えていくようなスタンスをた

くさん造っていった方が、結果としてトータルとしてメガという、基本的に町がやるわけですか

ら、先ほどから出ているように償却資産の問題もありますので、固定資産税も無いですし、逆に

言うと維持費の中におけるこの３２１万９千円っていう、この内容がどうなっていくか、コンサ

ルタントからきちっと出ているんだと思いますが。こういう部分に対するコストなんかも下がる

と思うのです。 

 まず、立地条件として緑でやりたいと言いましたが、できた時にパネルが３カ所になる。それ

からいった時に、江南みたいにきちっと１区画にできるという環境でいけば、メガのことも理解

はできるのですが、こういう形で点々とした中で、こういうふうに合わせてすることが、将来的

に管理コストからいろんなことを考えた時に、プラスになっていくのかどうなのか。それでいけ

ばメガでなくて、例えば、新栄や江南に５０キロ未満のやつをきちっと造っていく方法の方が、

むしろ良いのではないかと、そういう捉え方もできると思います。 

 町が今しようとする時に、５０％の起債がどうのこうのって言う話では、私はないと思うので

す。これはやるとなった後、どういう方法が良いのかという資金繰り、あるいは方法の中でどう

していくかということを考えた時の後からの話ですから。今の段階でどうのこうのって言うのは

ないと思うのです。 

 そのことよりも、この設置場所、設置の規模、捉え方、この辺について、緑にしようと言って

いる現地について、実際に確認して、こういう形でやって本当にいいのかどうなのか。これが本

当に最適なのか。あるいは新栄、江南、今言われている札弦だとか、そういう所に５０キロ未満

の物をポンポンとやっていくことが、本当に北電との協議で可能なのかどうなのか。そういうい

ろんな形。 

 前回の委員会の中では、１月にも臨時会を開いてどうのこうのという話があったのですが、今

日の説明を聞いていると、どうも２年がかりで始めるような話で、私は後退したような気がしま

すし、方針が出ていない状態の中で、小水力発電を江南で計画していますと言っていますが、そ

の内容と実態が果たしてどうなっていくのか。これだってわからないわけですよ。小水力につい

ては、２４時間発電という魅力の部分もありますし、今回、研修してきた中でも、これは良いな

っていう感覚は多くの委員も感じているところだとは思うのですが。ソーラーについては私はす

べきだと思いますが、その内容と方法についてもう少し検討してみる。実際に現地をちょっと回

ってみる。先ほど言われているように、メガの大きいやつについては、札弦のメガソーラーがで

きるので系統が使えないというのはあったけども、本当に５０キロ未満でやろうとした時に、そ

の地域、地域に合った方法があるとすれば、その方法もしてみないとならないと思うのですが、
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そういう検討は十分になされたのですか。 

 

○総務課長 

 今回のこの再生エネルギーの調査項目には、５０キロ未満は検討しておりませんので、早急に

北電やコンサルタントと協議をしてまいりたいと思います。 

 

○加藤委員 

 ですから、早急に取り組みたいということであれば、それもやる、これもやるとはなって来な

いと思うのです。特に、町がやろうとしている緑という、こういう離れた土地でやるのが果たし

てどうなのかってこともあるので、もう１回、早急に本当に５０キロ未満の場合で可能なのかど

うか。その時にここに出ている年間の３２１万９千円というコスト。これは今度、低くなると思

うのです。そういうものを５つ、６つやることによって、もしかしたら、いろんな形の中でまた

方法と環境が違ってくるような気もするので、大は小を兼ねるという表現もありますけども、実

際に今回の場合、想像していた環境って言いますか、札弦にああいうメガができたことによって、

この施設の設置場所についても何らかの影響があったような気もするわけです。そういう中では、

もう１回、仕切り直しって言ったら変ですが、する方向の中で進んでいくのは良いと思いますが、

そういう中で本当に最終的に取り組んだ後に、こうしておけば良かったなということがないよう

に。特に、緑の設置場所については離れているという中では、果たしてどうなのかなと言う疑問

もあるのでね。早急に年内に検討をもう１回すべき。１週間で検討してここまで来たわけですか

ら、もう１週間やったら、もっと良いものができるかもしれませんので。 

 

○総務課長 

 ５０キロ未満のものについては、北電等と協議してまいりますし、それらの管理経費も含めま

して、算定してみたいと思います。 

 

○前中委員 

 今、加藤委員もお話されたのですが、最初の話を整理すると、２４年度内ではなく３年間、２

６年度以内であれば、買取が４２円は可能だよと言う説明でよろしいか、確認なのですが。それ

は間違いないんですか。そうなれば、それだけ検討する期間が先に延びるので、早急にしなくて

も、コンパクトに議論を詰めて、設計なり構築するって言う、時間的に余裕があるかなと思うの

ですが。 

 

○総務課長 

 買取価格は先ほどご説明いたしました、供給が開始されてから３年間ということで、価格につ

いては原則的に毎年度見直しが行われますが、法の施行後３年間、つまり平成２７年６月３０日

までにおいては、集中的に再生可能エネルギーの利用拡大するために、現在の価格に配慮して事

業の推進を図ってまいるということで、出ております。 

 

○前中委員 

 調整期間を３年間見たってことで良いのですね。再生エネルギーを推進する上で、３年間配慮

しているってことで。 
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○勝又委員 

 そういうことになると、３年間は良いけども、その３年以降にどれだけ価格が落ち込むってこ

とは、この算定基準の中に入っていないってことなんですか。 

 

○総務課長 

 供給を開始した時の価格が、２０年間保証されます。 

 

○勝又委員 

 もう１点なのですが、このスケジュール表の関係なのですが、この現在と言うのは今検討して

いるところで、１年目、２年目になっていて、おまけに冬期間の工事は避けるというので、冬工

事はできないということになると、実際に使用開始は何年になるのか。 

 

○総務課長 

 まず、現在は今時点で、１年目の１ヶ月は来年４月を想定しております。そして工事は２６年

４月から進めまして、２６年の９月、１０月ぐらいに完成して、いろいろ検査等を経て、使用開

始については２６年の１１月か１２月ぐらいになるのではないかと思います。 

 

○勝又委員 

 ２６年ということは、２０１４年かい。西暦で言うと。西暦で言っているモデルの検討の中の

２０１４年に満度に収入を得るというのは、この計画については無理ってことになるのか。 

 

○澤田委員 

 他町村で行政が実際に、もう既にやっているという所はあるのか。 

 

○総務課長 

 今のところは無いと思いますし、あるとは聞いておりません。 

 

○澤田委員  

 あるとすれば、業者に用地を委ねて実施しているというぐらいか。 

 

○総務課長 

 上士幌町については、スカイソーラージャパンに用地を有償で貸して、そこにスカイソーラー

ジャパンが５００キロワットの太陽光発電を設置していると聞いております。 

 

○前中委員 

 本当に行政がそこまでしているのは無いと思うんですけども、県単位だとかではあるのかなと

は思いますけども。県が事業主体でソーラー発電を行っている。町となるとなかなか無いのかな

と思います。せっかく町でそれだけの敷地にパネル設置をしたのであれば、いろんなアイディア、

方策も課の中で考えていただきたいなと。日陰になった部分で、今思いついたのですがほだ木を

置くだとか、そういうことも何か今後の展開性の中では可能になるのかなと。ましてや、そのメ



 

- 12 - 

ンテナンスを町の事業って言うか、そういう意味ではシルバー人材センターの活用で草刈等をや

るだとか、細かな町民向けの説明も同じように提示していただかないと、何で町のお金でソーラ

ー発電なんだって言う意見があるのが当たり前なので、そこら辺、懇切丁寧なフォローアップも

一緒に出していただくことを、常にお願いする。 

 それと事業の取扱いの仕方。一般公募になるのか、プロポーザルっていう方式でやるのか、起

債でやるのか、あるいはリース方式はどうなのかって言うのも、やはり検討してもらわないとな

らないので、そこら辺を切にお願いしたいと思います。時間がありますので。 

 

○総務課長 

 今の意見については、十分検討してまいりたいと思いますし、施設の管理等については、地元

の方にお願いをするのが一番良いのかなと思っております。ただ、メガソーラーでしたら資格管

理者が必要になりますし、先ほどの５０キロ未満でしたらいらないということもありますので、

その辺についても検討してまいりたいと思います。 

 

○加藤委員 

 収益の還元方法で書かれているのが、教育、子育ての新しい事業展開とあるわけですが、これ

については、再生エネルギーをするしないに関わらず、きちっと組立てやっていかなければなら

ない問題ですし、実際に取り組んでいるわけですよ。町民にきちっと説明していくってことでは、

やっぱり意識、この再生エネルギーに対する町民の意識。この町に住むことによって、こういう

ふうにエネルギーの無駄がないように使っていく。そのための良いアイディアの還元方法を書い

ていかないと、こんな利益の還元方法では話になりませんよ。この利益で何ができるのですか。

子育て、教育支援の新しい展開とは、どういうことを今、計画しようとしているのですか。これ、

２０年先に事業展開するわけではないですよね。そうしたら、新しいアイディアはどういう形で、

あるいは具体的に決まってなくても良いですよ。こういう形なんです、こういう方向性なんです

ってことがありますか。私は逆にそれは一般の方法でやって、これに対してはエネルギーの関係

に関して、町民の意識を高めていく事業展開のために活用していくべきなのではないのかと思い

ます。 

 

○総務課長 

 この太陽光発電をやることによって得た収益については、住民にわかる形で今回は子育て支援、

教育等に提供してまいりたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 じゃあ質問を変えます。この後小水力で利益が出たら、それはどうやって使うのですか。 

 

○総務課長 

 小水力は今のコンサルで調査中でございますし、利益も確定するものがないので、ちょっと何

とも今の段階では申し上げられません。 

 

○加藤委員 

 先ほどから課長は、この太陽光の設置場所について、江南については小水力の関係もあるので、
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そっちは適当でないって言っているわけですよ。ということは、設置をしていく方向で取り組ん

でいると言っているんですよ。その時に、この答弁のために方向を変えるようなことを言ったら

だめですよ。基本的に再生エネルギー、要するに太陽光や小水力発電で出た、それによって得た

利益と言いませんけども、そういうものをやった事業を展開した効果を、どういうふうに町民に

還元していくのかという考え方と同時に、そういう意識を町民に同時に持っていくってことが大

切なんじゃないですか。そのために、これを次のステップに繋げていくための事業展開をどうい

うふうに考えていくのか。それは子育てや教育ということも大切ですが、これは一般財源の中か

ら、きちっとした計画の中でやっていくべき問題じゃないですか。この再生エネルギーから出た

利益だけで新しいものを展開していくような、そんなちっぽけな事業じゃないんじゃないですか。

教育や子育ては。 

 

○田中委員 

 目的が二酸化炭素削減とか、そういったことでの自然エネルギーの活用と謳っているわけなの

で、やはりこの太陽光で出た利益は、やはりそっちの方に一貫して使っていく。そういう長期的

な計画。そして、うまい具合に環境があったからやるとかではなくて、さっきの加藤委員の話じ

ゃないけども、やるとなったら計画を持ってここまでやるんだよと。自給率５０％を目標に掲げ

てやるとか、やはりそういったしっかりした計画が必要かなと思うんですよね。そのためにはど

うするか。今ここで実施している太陽光の補助、そっち方面にも使っていくとか、個人的に小水

力の発電をやろうかって人が出てきた場合、そういった方向に活用するとか、将来に向けてそう

いったしっかりした計画が必要かなと。それでないと町民も納得しない、理解しづらいと思うの

で。しっかりとした長期的な計画を持って、進めていただきたいなと思います。 

 

○総務課長 

 検討させてください。 

 

○畠山委員長 

 他に無いようでございますので、今回の詳細な委員の意見、低電圧、別な方法で考える。また、

リース等の事業の展開など、もう１回、コンサルタントだけではなく、町独自の調査も簡単に専

門家でなくても調査できる部分がございます。それから、最後に出た収益の還元についても、も

う一度しっかり加えていただきたいということと、私もこの緑の雑種地の関係もコンサルタント

に全て任せて良いのかっていう部分で、これ、数字的には１００％信頼できるものだと思うので

すが、たった２ヶ月、３ヶ月の日射の関係だとかで、どう見てもあそこは西日が当たって、取れ

るのかなという心配もあるわけですので、そこら辺はやっぱり担当者が見に行って確認をする。 

 これだけでは終わらないと思いますので、また委員会にかけていただいて、協議をさせていた

だきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○総務課長 

 今言われた内容について、これから調査等進めまして、できた段階で再度委員会に出していき

たいと思います。 

 

○畠山委員長 
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 これで終わるわけですが、何かありますか。 

 

○議長 

 確認しておきたいのですが、酒井君も来ているので、今、太陽光の町民に対する支援の中身を

聞きたい。一般家庭への補助について。 

 何を言いたいのかと言いますと、水を差すようで申し訳ないのですが、うちの町もかなり町民

が、太陽光を設置している所が出てきているという状況なのですが、私が聞いているところによ

りますと、屋根に太陽光を設置する場合は、ご存知のように南側の屋根にやるので、北側の方も

屋根があって風が抜けないわけなんですね。北側から風が吹いても北側の屋根があって、太陽光

のパネルの下に入らないわけですよ。ところが、農家なりで見るやつは屋根じゃなくて、足場を

組んで、太陽に向かって軽量鉄骨か何かで組み立てて建てるわけです。そうすると、北風が吹い

たり何かの拍子に大風が吹いた時に、しっかりと基礎もやっているから大丈夫かと思うのですが、

昨今の異常気象もございますので、大きな風が吹いた時には飛ぶようなことはないとは思います

が、もしかするとあるかもしれない。屋根に付いているよりは危険度があるかと思うんですよね。

片屋根みたいなものですから。南に向ってパネルを建てて、北の方から風が入るわけですから。

北側だけ塞いでいるとか、西側だけとかという構造ではなくて、風が入るわけですから。それで、

昨今の竜巻だとかいろんな自然災害が多発している状況の中で、万が一ということがあるわけで

ございまして、やはり近くに住民が住んでいる地域だったりすると、非常にパネルが飛んだりし

た場合には危険度が増してくるということもありますので、ぜひ、町の補助のあり方についても、

例えば火災保険に入れてあげるだとか、いろんなことをやっぱり合わせて考えたらいかがかなと

思うのですが。いかがでしょうか。 

 

○総務課長 

 今、議長がご指摘のとおり、最近の異常気象とか竜巻とか、そういう関係でパネルが飛んだと

か、今のところはそういう話は聞いておりませんが、今後においてそういうことも予想されます

ので、設置等で火災保険等に入れるのか、保険があるのかどうか、来年度に向けて検討させてく

ださい。 

 

○畠山委員長 

 他に無ければ、これで終わらせていただきますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、どうもご苦労様でした。 

 それでは２番目、次回の委員会について。 

 

○議会事務局長 

 今の総務課からの協議で検討事項がありました。総務課長が申していたとおり、検討事項の調

査検討が終わった段階でという形になりますので、いつになるかちょっとわからないので、総務

課と協議し、委員長と協議しながら次回の設定をしたいと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 
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○畠山委員長 

 それでは、次回の委員会はとりあえず未定ということで、委員長に任せていただければと思い

ます。 

 ３番、その他ございませんか。 

 

○議会事務局長 

 事務局はございません。 

 

○畠山委員長 

 委員の方で、その他で何かございませんか。 

 

○加藤委員 

 今回の再生エネルギーの問題で、導入用地等について、緑の部分で進めていきたいという大ま

かな方向性で、そうなって行く可能性が非常にあるかと思うのですが、西日の問題などいろんな

形の中で、この委員会として現地確認をして、本当にここで大丈夫なのかどうなのかという部分。

あるいは他の部分等について、そういう機会の設定が必要ないのかどうか。もう一度、総務委員

会が終わった後に、そういうことも含めて検討していくということなのか。委員会としてどうし

ていくかを話した方が良いと思うのですが。 

 

○畠山委員長 

 局長、この点について、次にどんな話の中身でくるかという部分を精査した時に、現地を見に

行くということはどうなんでしょうか。 

 

○議会事務局長 

 現地確認の際には、もし行うとすれば、所管課も同行しなければならないということもありま

すし、先ほどの検討事項の中で、設置場所も含めてというような話もありますので、次回の提案

の流れで、現地確認をするか否かということを、所管課の意見を聞きながら設定したいと思いま

すが。 

 

○畠山委員長 

 委員長と副委員長で検討しながら進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 その他、ございませんか。 

 

 

●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第１５回総務文教委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時０８分） 


