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第１回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年１月２８日（月） 

    開 会     午前 ９時００分 

    閉 会     午前１０時２５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旧営林署跡地用地取得について 

  ③清里町土地開発公社清算について 

  ④平成２４年度一般会計補正予算（第７号）の概要について 

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 

 

 

○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 
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●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第１回総務文教常任委員会を開催させていただきます。 

 

 

○畠山委員長 

 今日は総務課より４点の協議・報告事項がございます。順次説明願います。 

 

○総務課長 

 それでは、総務課より４点について、協議・報告をしてまいりたいと思います。 

 最初の再生可能エネルギーの導入についてでありますが、この件につきましては、去る１２月

の常任委員会で協議・報告した中で、検討項目について改めてご説明を申し上げるものでござい

ます。 

 最初の５０キロワット以下の低圧発電施設の受入につきましては、北電の見解としては、同じ

系統であれば同時に数カ所計画された場合や年次計画で段階的に導入する場合においても、全体

規模での判断となり、受入系統の電力に余力がない場合については、低圧発電施設であっても設

置できないとの見解でございます。また、当然５０キロワット級を複数設置しますと、割高にな

るところでございます。 

 次に、緑町候補地についてでございますが、中間報告では３カ所に分かれた形でパネルの設置

を検討しておりましたが、それを集約する方法で再度検討を行っております。第１案については、

３ページになりますが、この場所は緑町の公営住宅の東側、保育所の北側、児童公園がある所と、

雑木等が生えている所でございます。この場所においては、上限の４９７キロワットの容量の設

置は可能ですが、この中に民地が２筆、それと児童公園も移設の関係もございますし、ちょうど

公営住宅と東側の緑の住宅地に間に囲まれた土地となります。第２案は４ページでございますが、

現在の公営住宅の西側のＪＲの線路との間の土地で、地番は緑町２２－１の一部でございますが、

この場所においても、上限の４９７キロワットのパネルの設置は可能でございます。全て町有地

になりますが、西側にＪＲ用地の立木がありますので、立木からパネルまで３０～４０メートル

離すことにより、日陰等の影響は少ないものと見込まれます。従いまして、案としましては１カ

所にまとめた形で第２案が望ましいものと考えているところでございます。 

 この西側の土地については、日射を確認しておりますが、夕方から日没にかけて清里市街地と

比べて、晴天時においては直達日射の時間が１時間程度短い傾向にあります。太陽光発電におい

ては直達日射と散乱日射、反射日射などを組み合わせた全天日射により発電量が変化するもので

ございます。また、曇りの日においては日射時間の違いには影響なく、今のところ夕方の１時間

程度であれば、晴天時の直達日射と散乱日射の違いもさほど影響はないと考えております。緑地

区での住宅用太陽光発電の実績としては、民間で設置しております１０キロワットのパネルにつ

いては年間１万２,８００キロワットの発電量がありました。現在の町の計画では発電量が約５０

０キロワットでございますので、これの５０倍と考えますと、パネルの年間劣化等もございます

が、現在の計画の年間４０万５,４００キロワットは上回るものと推測されます。 

 次に、２ページのリース事業の検討について、まず、リース事業活用の利点といたしましては、
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購入費用の起債償還等の利子が不要になること。一般的な物件であれば短期間のリースであれば

購入より経済的に有利になる可能性は高いものと見込まれております。また、リース活用にあた

っての課題といたしましては、今回のように２０年間のリースでは設備の耐用年数以上となるた

め、基本的には設備を購入してやっていった方が良いと考えられますし、特に２０年間の維持管

理費については、保証や管理内容、責任分担などを明確にする必要がございます。それから、リ

ース業者においても２０年間の長期にわたる経営安定が必要となるところでございます。見解と

いたしましては、これらのことを踏まえ、設置業者が自ら発電し売電する方が収益性があるので、

設置業者が長期間のリースを行うことはあり得ないものと思われます。 

 次に、土地賃借による民間業者が仮に設置した場合の検討でございますが、この予定地に民間

業者が設置し、計画の設備が１億９,４００万円といたしますと、民間にかかる固定資産税等の収

入については、３年間の軽減措置はありますが、２０年間の固定資産税額で１,６４６万円と推計

されます。但し、地方交付税においては、この金額は基準財政収入額とみなされますので、７５

％相当分の交付税が減額になります。従いまして、交付税の減額分については１,２３５万円、差

引いた町の実質的な増収は４１１万円となります。この土地は１万５千平米でありますが、仮に

１平米８円で２０年間貸した場合の土地代は２４０万円。合わせて約６５０万円の収入見込みと

推計されます。従いまして、土地を貸した場合については、収益性は低いものと判断するところ

でございます。 

 次の、利益還元につきましては、この後の事業費の確定及び売電実績を基に、売電収入から施

設維持費及び２０年分の減価償却費を平準化して、この金額を当面、公共施設の新たな新エネル

ギー事業の整備等に優先的に配分してまいりたいと考えております。 

 次に、５ページの太陽光発電買取価格の動向についてでありますが、前回の常任委員会におい

て、電力の買取価格の説明の中で、買取価格は原則毎年度見直しが行われますが、法の施行を３

年間、平成２７年６月末までになりますが、集中的に再生可能エネルギーの利用の拡大を図るた

め、再生可能エネルギーの買取価格は供給者に配慮するということで説明をしているところでご

ざいますが、去る１月２６日の新聞報道によりますと、通産省が電力の調達価格等算定委員会に

示した資料によりますと、太陽光発電施設の直近の施設費用は市場価格の拡大を受け、概ね１４

％下落しているとの報告がございました。これを現在の買取価格に反映した場合、価格について

は１キロワット当たり３７～３８円程度になるのではないかと予想されております。これらを踏

まえて、５ページの買取価格及び施設費用を積算いたしますと、まず買取価格については前回の

算定では４２円、今後見込まれる額は平均ととって３７．５円。出力、年間発電量には変化はご

ざいませんが、発電収入２０年分においては前回は３億４,０５３万６千円、価格改定が見込まれ

る３７．５円で算定しますと３億４０５万円でございます。当然、２０年間平均で割り返すと１,

７０２万６,８００円が１,５２０万２,５００円となるところでございます。工事費についても１４

％下落しているということで、その金額を記載しております。設計・測量費についても、来年度

予算に向けて積算している金額でございます。これでいきますと、前回試算している工事費につ

いては２億４４５万８,１００円、見直し後については１億７,６４６万４千円となるところでござ

います。そして、事業収益２０年分につきましては、売電収入から購入費等を差引き、３,５７９

万５,９００円から見直し後については３,１６３万円となり、単年度平均の事業収益については、

１７８万９,７９５円から見直し後については１５８万１,５００円となるところでございます。但

し、買取価格の基本的な国の考え方としましては、買取価格の設定は施設の設置費用や発電利用

者の利益を基に決定されるとなっております。説明は以上です。 
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○畠山委員長 

 ①の再生可能エネルギーの導入について、前回の委員会の続きの部分もございますが、今説明

があった部分で何かございませんか。 

 

○前中委員 

 ソーラー事業を展開したいというところの入口の議論になるのですが、江南小学校の跡地と緑

の町有地の２点が、前回の委員会で有利性があると出ていたところなのですが、いろんな条件や

連携等の中で、一番進めやすいのは緑ということで今出てきたのですが、確認しておきたいのは、

江南小学校に対しての自然的の説明などがあったのかどうか。そういうことも確認しながら、他

の跡地利用の方が有効性があるということで、緑の方が優位性があるという方向が出てきたのか

どうか。そこの確認だけしておきたいのですが。 

 

○総務課長 

 太陽光発電につきましては、中間報告の中で緑町の町有地と旧江南小学校の跡地ということで

出ております。それで、江南小学校の系統につきましては、今、小水力で江南の３カ所の調査を

行っております。北電の容量については小水力の電気との関連もございますので、江南の方は小

水力の結論を待たないと容量の関係で執りかかれないのと、合わせて江南小学校については、跡

地利用について地域でも検討しており、町でもいろんな方向で検討しているところでございます。

その辺の関係で緑から先行的に進めてまいりたいと考えております。 

 

○前中委員 

 緑からという話で説明があったのですが、小水力の方の検討はコンサル等に依頼しての話なの

か。どういう形で小水力を江南で取り組むと考えているのか。考えていないのか。そこら辺も含

めて。 

 

○総務課長 

 小水力につきましては、今、コンサルに依頼しておりまして、可能性を含めた調査結果と言い

ますか、それについては２月２０日に報告がありますので、それを待って検討してまいりたいと

考えておりますが、可能でしたら小水力についても計画的に進めてまいりたいと考えております。 

 

○前中委員 

 それでは、江南は江南小学校の跡地利用という部分ではなくて、小水力の取り入れを今後積極

的に検討するという方向で認識してよろしいのですか。 

 

○総務課長 

 はい。 

 

○前中委員 

 あと１点。今回、問題はベースとなる買取価格の説明で、４２円から３７．５円に価格が下が

った段階での試算が出てきたのですが、これは当初の委員会の時も、平成２４年度中の事業展開



 

- 5 - 

の場合であれば４２円の買取でスタートできるのかなと思ったのですが、その中で３年間の暫定

期間でこの４２円は揺るがないとの話だったのですが、それは先ほどの説明のように変わったと

いうことで捉えてよろしいのですか。 

 

○総務課長 

 国におきましても、この４２円の決定、昨年の３月、４月、５月の段階でございますが、３年

間配慮した中で価格を決定するということで国も発言をしていたところでございます。それを受

けまして、この委員会でもそのような発言をしておりましたが、去る１月２１日の電力の買取の

委員会の中で経済産業大臣が、市場価格が下がっているので、買取価格も引き下げることができ

るという見解をしめしたところでございます。従いまして、国も当初においては３年間配慮した

中で価格を設定しているということで定めておりましたが、この時点で国においては、設備費用

が当然下がったので、買取価格についても見直すという見解を示したところでございます。 

 

○前中委員 

 まだ決定ではないと思うんですけども、設備費が下がったという論点があったのですが、当町

でも計画する時に同じように設備費が下がった試案ができるのかどうか。これも同じような部分

で下げたと思いますが、そういうことで捉えてよろしいですか。 

 

○総務課長 

 昨年末にかけまして太陽光の発電の設備が下がってきておりますので、今回、中間報告を得た

数字から下がった分について積算し直しているところでございます。当然、本町においてもこの

中間報告より下がるものとして見込んでいるところでございます。 

 

○加藤委員 

 最初の話に戻るのですが、江南での小水力の調査を３カ所行っているという話だったのですが、

その規模、キロワットはどの程度を考えておられるのか。それは、２月の報告を待たないと全然

わからないのか。現段階で小水力で発電しようとする電力のワット数はどれだけなのか。そして、

それに関して３カ所ということですが、その３カ所で採算が合えば３カ所でやろうとしているの

か。あるいは、それらについての北電との事前協議はなされているのか。 

 

○総務課長 

 江南の小水力につきましては、今コンサルで試算中で、２月２０日にならないと数字とか、ど

の程度の規模で発電できるのかは出てきませんので、出てきた段階で皆さんに報告したいと思い

ます。 

 

○加藤委員 

 昨年１１月に視察研修に行った中で、小水力の最大の発電の許可量は５２キロだったような、

小水力発電における制限があったような気がするのですが、江南地区でやると言われているので

すが、それについても送電線との関係など、事前にそれが可能だという状態をきちっと把握して

の調査なのかどうか。あるいは何基もやる予定があるのかどうか。１基だけということで、ある

いは小水力の国の最大限の状態がどういう形なのかによっては、もしかしたら送電能力の余りが
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出るということになれば、江南の跡地利用ということも考えられるのかなと思うのですが、その

辺、実際にはこういう形で進めて、効率の良い所が結果的には何も利用されないで過ぎてしまっ

たということにならないように。今日の説明では緑の１カ所ですると言って、夕方１時間の日射

の問題についても大した問題ではありませんと言っている。言葉では大したことないと言いなが

ら、発電量ではどれだけなのかという問題も、積もり積もっていけば出てくると思うんですよ。

ここで出されていることの中で今、前中委員も言われましたが、買取価格も今年度に事業が展開

できて、売電ができればこの数字になるかもしれませんが、今年計画して、実際、来年にはまた

売電価格が下がる可能性があるという問題も出てくる。今言われている説明の中で、工事費ある

いはそういうものが下がっていますからと言いながら、いざ、町が主体でやると言った時に、果

たして本当にそこまで下がるのだろうか、こういったいろんな問題点があると思うんです。 

 だから、本当に緑じゃなきゃだめなのか。本当に小水力の発電量がどれくらいのものなのか。

そういうものはある程度きちっと確認されての話なんでしょうね。その辺確認しておかないと。

１つの小水力で国が許可しているのは５２キロワットまでということを聞いた記憶があるのです

が。それを３基も４基もできるような、そういう形で北電との間で話がされているのか。小水力

をやりますと言った時に、結果的に５２キロしかできないんだとすれば、逆に言うと、太陽光発

電も江南でできる可能性も十分にあると。コストとかいろんな面が出てくるので。この辺の設置

の方向について、町としては３カ所の内から一番条件の良い１カ所だけにするのか。あるいは３

カ所やっても許可が出るのか。当然、事前協議はなされているのか。 

 

○総務課長 

 小水力につきましては、２月２０日に報告を受けて、それぞれの河川等の水量等もございます

し、それで可能発電量等が出た段階で、将来それに向けた採算性の問題もありますので、この委

員会に報告してまいりたいと思います。採算の可能性は発電量等が出ないと北電とも今の段階で

は協議できませんので、結果を踏まえて今後協議し、可能であれば北電等とも協議してまいりた

いと思います。 

 

○加藤委員 

 と言うことは、ここでこれが最高の案ですということにはならないと思うんですよ。再生可能

エネルギーの問題もここまで来たら、予定ですけども４２円が３７円に下がるとなって、２月の

時点で実際に報告を受けて、そして協議を早急に進めていくということにしないと、後から失敗

したという形にならないのかなと。これは国の補助事業でないですから、単独でやるということ

になれば年度内には間違いなくできると思うんです。太陽光は。そして小水力については、いろ

んな問題がまだ残っているかと思うのですが、その時点でゴーサインを出すと言うか、検討する

ということで、これをここで特定する方が良いのか、もうちょっと何か方法があるような気もす

るのですが、その辺の考え方についてはどうなのですか。 

 

○総務課長 

 太陽光につきましては、先ほどご説明いたしましたように、緑と江南の２カ所が今回連系の容

量等で可能ということで、江南については小水力が２月２０日の報告を受けないと、どの程度の

規模で実施可能なのか、それが今度江南の系統にどのように影響を及ぼすか、その辺がまだ未定

でございます。緑においては、今ほとんど使っていない町有地の有効利用等を考えますと、緑が
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第一候補かなと考えております。それと、江南の学校跡地につきましては、まだ完全に地域と今

後の使い道について今も検討している段階で、地域がもう使わないとかそういう段階になってお

りませんので、もう少し江南の跡地については時間がかかると思います。 

 

○加藤委員 

 そういうことを今の段階で言うのであれば、一番最初に再生エネルギーの話で江南を出したの

はどういう意味だったのかってことになるんですよ。 

 

○総務課長 

 再生エネルギーで町有地が６カ所全てを調査して、北電の連系系統や土地の面積等で江南と緑

が可能ということについては、これはコンサルの中間報告でございます。これを基にいたしまし

て、町が今使っている土地の条件等を勘案し、緑が最有力候補ということで説明しているところ

でございます。 

 

○加藤委員 

 と言うことであれば、江南と北電とのお話はしていないということなんですね。小水力をここ

でしたいからという話は、北電とは一切していないということですね。それでは何の意味もない

んじゃないですか。江南の送電線で何キロまで可能なのかということがなければ、もしかしたら

小水力が５００キロもできるわけではないと思うんですよ。そこまで国が認めてくれることでは

ないと思うんですよ。そういうことをされないで、今の希望の範囲の中で小水力があるので、江

南ではなくて緑でという言葉。尚且つ、江南地域との協議は完全に終わっていませんのでと。こ

れでは全部が中途半端な話になってしまって、これで最終的に江南地区の方々が、跡地の利用に

ついてこういう形でやりたいということでゴーサインが出れば良いですよ。でも、結果的に出な

いで、地域としてもそれで良いですと言った時、その後の事業展開をどう判断されていくのか。

この学校跡地の問題も、もう何年経っているのですかという問題があるんですよね。そういうこ

ともきちっと整理しないと。ちょっと議題から外れますけども、結果的に２月の答申が出た時点

で判断していく中では、早急にそれらの問題も詰めていかないと、何から何までが中途半端と言

うか、きちっとしたビジョンに乗って進めないと。 

 今回、この提案された２カ所の中から１カ所になりましたというのも、委員会の中から提案さ

れてこういう形になってきている。でも、そこでもちょっとまだこれで良いのかと思う部分があ

って、もう少し方法がないのか、もう一度検討と言うか、いろんな部分の整理を早急にしていか

ないと、見込みはこうでしたとやって、実際は違うというのもあると思うんですよ。ましてや買

取価格が下がってくるとなると、波及効果もちょっと鈍るのかなと。そうなれば、本当にそこま

で工事費の負担が下がるのかと、いろんな部分が出てくるので。私の心配はそんなところです。 

 

○田中委員 

 今回、積算された緑の計画が出ているわけですが、あの辺は防風林と言うか、山から３０メー

トルくらい離れているから大丈夫じゃないかという話だったんですけども、日陰が懸念されるの

ですが、この辺は本当に大丈夫なのか。 

 

○総務課長 
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 緑の土地につきましては、ＪＲの線路の保安林から３０～４０メートル離した所にパネルの設

置を計画しておりますので、この場所は１２月から何回か行って確認しておりますが、緑スキー

場等の山は見た感じでは影響ございません。むしろ、ＪＲの線路で言えば保安林になると思いま

すが、木が大体１５メートル程度だと思います。ですから、それよりパネルを３、４０メートル

離しているところでございます。それから、コンサルの見解も、西日の最後に落ちかけの１時間

程度についてはさほど影響はないのではないかという見解でございます。 

 

○前中委員 

 再生エネルギーを自治体が活発に取り入れて展開することは、僕も前向きに進めてほしいと思

う一人です。そんな中で総務課でいろいろ種々検討されていると思うのですが、点のあり方では

なく、トータルのビジョンというものをやっぱりもう少し構築してほしいなと思います。例えば、

昨年暮れに議員研修で梼原町を視察したのですが、あそこの町では完全に自分たちの置かれてい

るその土地の資源、水・光・風・地熱など全てを循環の中で取り入れて、それによるエネルギー

をどう地域に還元するか。利益還元じゃないんです。地域に戻すという循環なんです。今回出て

きた中で利益の還元と謳っているのですが、それは確かにそうかもしれませんが、それをどう地

域に反映するかということなんですよ。あまりにも小水力だとか太陽光だとか、分散は良いんで

すけども、できるのであればある程度コンパクトにまとめた中で、再生エネルギーを利用した地

域振興策だという部分に持っていけないのかなと。例えばですが、スマートタウンで江南の小学

校をもし利用したのであれば、その周りに野鳥虹の森だとか、森林セラピーじゃないですけども、

そういうエネルギーもある。そして今、自分たちは太陽のエネルギーで発電している。そして尚

且つ近くの斜里川水系で、仮に水力発電の小さいものがあったら、同じく水力発電もある。そう

いうような何か大きなビジョンの中で、やりたいんですというのが出てくれば、本当に町民も納

得すると思うんですけども、一概に利潤追求で緑が優位性があって、年間１５０万収益があるん

ですよというのでは、あまりにも、言葉はきついですけども策略がないなと。だから、その辺を

もう少し何かビジョンを構築していただきたい。やるにはそれなりのものをコンセプトとして提

示するべき。だから、循環という話も今しましたし、あるいはそれに伴って、梼原町の場合は地

域で一緒に生活する絆という言葉がありました。同じように、そういうものもモチーフにしなが

ら、再生エネルギーの活用の施策を練っていただきたい。時間がないといえども、そういう部分

は十分に考えられるので、何とかその辺を検討していただきたいなと思います。 

 

○総務課長 

 今のご意見の関係でございますが、この後、公共施設の再生可能エネルギーの活用について、

今、コンサル等にもかけてございますし、可能なものについては年次計画で取り組んでまいりた

いと考えております。 

 

○前中委員 

 取り組むんじゃなくて、再生エネルギーの地域振興策の大きなスキームと言うかな、それをや

っぱり決めて、町民への説明もあるので、そういうことを考えてほしい。細かい話は大体議論で

きるんですけども、その辺が見えていないので。 

 

○勝又委員 
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 こういう取組み自体は全国的にも取組んでいくというのは良いと思うのですが、当初からメリ

ットの話はありますけども、リスクの部分については一切説明がない。この耐用年数が２０年で、

２０年間目一杯使って効果が出てくる算出なんですよね。滅多にないかもしれませんが、万が一、

パネル等が壊れたり、何かの拍子に発電ができなくなったり、そういうリスクは抱えていないと

は言えないと思うんですよね。それを言ったら何もできなくなってしまうのかもしれませんが、

２０年の耐用年数というのはメーカー側が２０年と言っているのか。実際に２０年もつけども、

メーカーは１０年とか１５年と言っているのか。それもありますし、ちょっと調べてみたのです

が、メーカーの保証は１０年くらいだと思うんですけども、後の１０年は保証なしということに

なるのか。そこら辺のことも考えられるリスクかなと思うんですけども。 

 もう１つ気になるのは、価格を若干見直して算出されていますが、この買取価格の保証はある

のかどうか。先行きがわからない部分がありますが、ただ、太陽光発電なり、再生可能エネルギ

ーがどんどん増えてくると、おそらく電気料金はかなり高い電気を電気会社が買うような形にな

るんじゃないかなと思うんですよね。そうなると、自分たちが使う電気が高くなっていくような

形になった時に、電気会社も会社の経営ですから、高い電気を買って、安く売るなんてことはし

ないと思いますから。増えれば増えるほど高く買える要素がなくなってくるような部分もあると

思うんですよね。そこら辺を含めて、きちっとリスク管理ができるのかなという部分も聞かせて

いただきたいと思います。 

 それと、先ほど前中委員からもありましたが、やるということについては良いんですけども、

町を挙げて再生エネルギーに向けた意識というものも、両並びで進んでいくのが一番望ましい形

なのかなと思います。過日、小清水町でエネルギーのフォーラムがありましたが、町民がそのよ

うな意識を持つ、そして町も提案して取り組んでいくのが望ましいと思うので、そういうことも

含めて検討する余地はあるんじゃないかなと思うので。その辺はどうなんでしょうか。 

 

○総務課長 

 この太陽光発電の設置後のリスクにつきましては、当然、維持管理費を毎年３００万程度みて

おりますし、町村会の物件等の保険の加入については検討してまいりたいと思います。 

 それから、太陽光発電をすることによって、電力会社の買取価格が上がるのではないかという

お話でございますが、この買取価格の上がった分については、電力会社が負担するのではなく、

電力を買っている方が全額負担することになっておりますので、今もそうですし、今後太陽光が

増えれば電気を使う人にも負担が増えるかもしれませんが、直接電力会社の負担にはならないも

のと判断しております。 

 それから、再生エネルギーの全体的な町のビジョン等につきましては、今後住民にわかりやす

い形で説明する、例えば冊子等を作るとか、いろんなことを進めてまいりたいと考えております。 

 

○勝又委員 

 今の課長の説明の中で、電力会社が負担しないから、使っている人が負担すると。国民が負担

して高い電気代を払わなければいけないとなったら、電気は節電するんですよ。いわば、電気料

金がインフレ状態になるわけです。そういうものも含めて、長期的な展望を考えてくださいと言

っているわけですから、十分検討していただきたいと思います。 

 

○池下委員 
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 私は１２月の委員会の時に欠席しまして、資料は見させていただいたのですが、ちょっと私の

考え方は皆さんとは違いまして、当初から行政がこういうことをやるということに対して違和感

を持っていたものですから。今日いただいた資料に、当初２億４００万かかるものが１億７,６０

０万になると。それで２０年間の事業収益が３千万円、単年度では１５８万円。先ほど勝又委員

も言っておりましたが、リスクの問題等を踏まえて、最終的に壊すということもあるんですよ。

その部分を考えているのか。 

 それと、収益の単年度平均が年間１５８万です。そんなものに２億近くもかけてやる必要が本

当にあるのか。この買取価格も４２円から３７．５円と下がると。これは要するに経済状況によ

って変わりますよという条文がありますよね。と言うことは、これが３５円になり、３０円にな

った場合、この１５８万円もどんどん崩れていくんですよ。だけど、維持経費は変わらないと思

うんですよね。そうやって考えた時に、本当に行政が要するに当初、去年の６月に話をした時は、

公共施設に対して使っていきたいと。それがいつの間にか売電になったと。北海道の地域でいま

だかつて売電を目的としている行政はありません。なぜかと言うと、やはりいろんな面でリスク、

責任の問題ですよ。今、北海道中あちこちで民間企業が太陽光でやっておりますが、メガソーラ

ーです。こんな５００キロ足らずの物ではないんです。これを考えたら、そういう物は民間企業

に任せた方が良いのではないか。まして、札弦に民間企業が来るんです。清里町は本当にこれに

何億ものお金を支出して良いのか。年間に３千万も利益があるというなら別ですが、１５８万で

すよ。これも売電価格が変わるとどんどん下がって、いずれ１００万円ですよ。それだったら、

無駄な補助金事業をやめた方がまだ良いと思うんですよ。私もいろんな町民と話しますが、町民

の方々の中にも賛否両論あります。でも、こういう事業を展開するよりも、まだまだソフト事業

を重点的にやってもらいたいという声が圧倒的に多いんです。 

 今回の太陽光発電も賛成の方も多数おりますが、私はもう一度原点に立ち返って考えてもらい

たいと思います。 

 

○総務課長 

 太陽光発電の導入ですが、一昨年の東日本大震災以来、自然エネルギーを活用したエネルギー

が注目され、本町においてもいろんな自然エネルギーがございますので、それを活用した中で、

太陽光発電も計画を進めているところでございます。 

 それと、取壊し費用等のお話がございましたが、これは太陽光の価格の試算表の中の取壊し工

事費として、２０年後に取壊す経費５００万円を見込んでおりますし、パワーコンディショナー

については、１０年後に更新になりますので、機器更新工事費として２,６５７万６千円を見込ん

でいるところでございます。 

 いずれにいたしましても、清里町の豊富な自然エネルギーを活用した太陽光発電でございます。 

 

○池下委員 

 第５次総合計画に基づいてという部分もありますが、町長が一昨年の春に町長に就任してから、

エネルギーに関してはいろいろと話はしていますが、太陽光がどうのこうのというのは、執行方

針の中にはないんですよ。まるで降って湧いたような話なんですよ。であるならば、確かに事業

をやるためにはいろんな方向から考えて、早い方が良いのかもしれませんが、町長が言っておら

れた庭園のまちづくり構想では従前から言っておりましたが、太陽光に関しては本当に去年の夏

に初めて出されて、執行方針の中にも１行も謳っていないんですよ。やはりこういう事業を展開
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する時には、まず５項目のエネルギーに関しての内部調査、内部協議をして、そこで十分に案を

練ってから委員会に持ってくるのが、私は筋ではないかと思います。 

 こうやって委員会に何回も出されていますけども、まだまだ決定していない行政の考え方、こ

の辺はいかがなものかと思うのですが。 

 

○総務課長 

 自然再生エネルギーの活用については、国・道においても昨年４月以降に出てきた新たな活用

方法であり、確かに池下委員ご指摘のとおり、町長の町政執行方針等には出ておりません。ただ、

それ以降の新たな国の動きとしてこれについては出てきておりますし、本町については、自然を

活用した中で十分取り組めるものと判断し、現在に至っているところでございます。 

 

○池下委員 

 では最後に聞きたいのですが、一昨年の大津波による災害により、国も再生エネルギーに関し

てはすごく前向きにやっておられると思うのですが、今回、うちの町がこういうふうにやってい

るように、北海道の中で今、協議をしているような町はあるのですか。 

 

○総務課長 

 そのような情報は得ておりません。 

 

○池下委員 

 国がそうやってやろうとしていることに対して、北海道内でそういう動きがないというのは、

どうしてないのか。その辺はどう考えますか。やはり行政としてやれば、リスクがあるというこ

とじゃないんですか。 

 

○総務課長 

 他の町村がどうしてやらないのかは承知しておりませんが、国においては昨年からいろんな事

業等も実施しておりますし、北海道においても災害に強い新エネルギー導入を進めているところ

でございます。 

 

○前中委員 

 今、課長の説明の中で、自治体が再生エネルギー活用を承知していないと。再生エネルギーは

光ばっかりじゃないと思うんですよ。例えば、バイオマスで鹿追町、あるいは浜中町も酪農家と

行政が一緒になって太陽光。あるいは下川町も同じように再生エネルギーの活用をしている。た

またま選択肢は違うけれども、清里町は光でいきましょうということで、今の課長の認識は違う

んじゃないかなと思ったので。 

 

○畠山委員長 

 まだまだ意見があろうかと思いますが、今、各委員からいろんな意見が出ました。賛成・反対

ということもございますし、最終的にするとなれば、町民の意識を改革してもらうという努力も

必要だと思いますし、再生エネルギーについては太陽光を優先してやると言って、江南と緑の２

カ所を選定しましたが、江南はまだわからないからと言って、緑でという話。２月２０日に小水
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力の関係が出てくれば、場所もはっきりしてくる。その辺、もう少し時間をかけて練っていただ

ければと思うのですが。 

 

○加藤委員 

 委員長が言われたとおりで良いと思うのですが、同時に先ほどからいろんな意見が出ている。

結果的に利益還元じゃなくて、太陽光あるいは自然エネルギーの活用をしていく中で、この町は

実際にどういう形で進めていくのかということです。売電で得たその利益を還元するということ

よりも、そこで発電した分は、例えば、災害があった時に２４時間使えることが可能なシステム

をきちっと構築していきますよとか、あるいは、避難所の中での電気を最大限確保していきます

よとか、いろんな形の中でしていく取り組みも、同時に町民にきちっとお伝えをしていく。この

問題については取り組むということで前向きに進んできているわけです。前向きに進んで町民の

理解が得られるような方策を考えていただきたいなと。 

 

○議長 

 １つだけ確認をしておきたいのですが、今回、再生可能エネルギー導入ということで、２月に

江南地区の結果が出てくることに先駆けて、緑の候補地が出てきたということは、平成２５年の

新年度予算に載せるということですか。 

 

○総務課長 

 設計費を載せていきたいと考えております。 

 

○議長 

 江南の方も明確にしない内に、これだけは先に設計費だけでも載せるということですか。そこ

を確認しておきたい。 

 

○総務課長 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 先ほど私も言いましたが、江南がはっきりしないのに緑を進めるのはいかがなものかと。江南

の結果が出てきて、あそこが本当に小水力で使うから太陽光は無理だとか、そういう最終的な結

論の中で言うなら理解しますが、今、緑と江南の候補地があって、江南も可能性がある中で今回、

もう片方を選定するというのは判断が早いと思うので。 

 

○田中委員 

 私も確認なんですが、江南は地元との協議も進んでいないということで、そこはもう検討外に

なったということで理解して良いのか。それとも今後また地元の話合いの結果によっては、太陽

光の発電施設のことも考えるということなんですか。 

 

○総務課長 

 江南小学校の跡地活用の問題ですが、これについては、地域と時間をかけて良い方向を見出し
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ていきたいということで、相当な時間がかかると思います。この前、自治会長さんと話をしまし

たが、具体的に今の段階では進んでいないという状況で、いずれにしても、江南については跡地

問題と、小水力も今後どのような結果が出るか、小水力も発電容量等もはっきりしない段階です

ので、今、候補地として緑も十分な土地を確保できますので、緑を優先に進めてまいりたいと考

えております。 

 

○田中委員 

 今の説明の中で、江南の跡地利用については、地元との協議に相当な時間がかかるということ

だったのですが、本当に時間がかかる問題なのか。町からきちっとした姿勢を示して、地元との

話合いに臨めば良い。町の姿勢次第だと思うんですよね。ただ地元、地元って。地元もそんなに

騒いでいるような雰囲気にも見えないし、その辺は少し町側から示さないと、なかなか地元で使

うと言っても、経費の部分だとかの問題もあるし。このままやっていたら、１０年経っても２０

年経っても話は進まないと思う。 

 ついでに言っておきたいのですが、プールの問題にしても錆びてきている状況で、陳情も出て

いるわけでありますし、そこら辺も解決していくべき問題かなと。ちょっと話がずれてしまいま

したが、それらも含めて少し前向きに進めていっていただきたいなと思います。 

 

○畠山委員長 

 今のお話を聞いていますと、要するに緑の太陽光について、新年度予算で計上しますという考

え方は変わらないということなんでしょうか。 

 

○総務課長 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 じゃあ、あとはこれが終わってから１回話をして、町側も結論出してしまっているので、こち

ら側が結論出せるかどうかわからないですが、ここで認める、認めないという話にはならない。

そちらから一方的に出されても、こちらとしては今のところはとりあえず聞くという話にしかな

らないので。 

 申し訳ないですが、この案件についてはこれで終わって、また後日ということでよろしいです

か。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、②について説明願います。 

 

○総務課長 

 ２点目は、旧営林署跡地用地取得についてですが、これにつきましては、取得に向けまして昨

年４月の常任委員会で説明しておりますが、取得価格等が決まりましたので、この内容につきま

して担当総括主査より説明申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 
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 それでは、旧営林署跡地の取得について、ご説明いたします。７ページをお開きください。 

 これまでの経過につきましては、昨年４月の本委員会でも説明してございますが、従来更地で

の売買を基本としてございましたが、建物の解体を町で行い、土地価格については解体費用を控

除した額を想定する旨、北海道森林管理局との指導の下、網走南部森林管理署と協議を重ねてき

ました。今般、網走南部森林管理署との売却に関する事前協議がまとまったところでございます。 

 今回、取得を予定している土地につきましては、図面に黒枠で囲った部分でございまして、羽

衣町２７番地１２の内、約２,１００平米を予定してございます。現存する建物につきましては、

１棟２戸平屋建てが２棟、１棟４戸２階建てが１棟、その他物置等の付属物がございます。買取

価格については、周辺の買取価格と同じく平米３千円を想定しております。取得面積２,１００平

米をかけた６３０万円が土地価格でございます。ここから建物の解体予定価格を５４８万１千円

と見積っておりますので、これを差し引いた８１万９千円が今回の購入価格でございます。購入

に際しては、既に予算化をされております道路用地購入予算と合わせまして購入する運びとなっ

ております。 

 今後のスケジュールとしましては、できれば２月の補正予算で計上していきたいと考えており

ます。それらが今後可決された場合につきましては、３月中に契約・登記が完了するよう進めて

いきたいと考えております。なお、２５年度においては、これらの道路用地及び公住建設用地に

支障がある物件についての建物等の解体を進めるよう考えております。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、旧営林署跡地の関係の説明がございました。よろしいでしょうか。 

 

○前中委員 

 参考までに、建物解体の面積はどのくらいなのか。 

 

○総務課長 

 図面で３棟ありますが、右側と左側の建物については１２７．６２平米で２棟、真ん中の建物

は１棟４戸２階建てですが、２６４．６０平米です。全部で５１９．８４平米です。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 次に、③についてお願いします。 

 

○総務課長 

 ３点目は、清里町土地開発公社の清算について。これについては、清算登記、北海道の清算報

告を完了しておりますので、経過について担当総括主査から説明いたします。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは８ページをお開きください。土地開発公社の清算についてご説明いたします。 

 本件につきましては、昨年６月２０日に町議会で解散議決をいただいたところでございますが、
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その後の流れについてご説明いたします。議会での議決後、北海道へ解散認可申請を行い、６月

２８日付の通知を７月３日に受付けております。これを受けまして法人の解散登記をしまして、

７月１９日で解散登記及び清算人の就任登記をしております。その後、債権申出公告を官報に掲

載後、申出期間の１ヶ月を経過した後、出資金等の償還を行い、去る１月１１日に清算会議、１

月１５日に清算登記を完了し、１月２１日に北海道への最終的な清算完了報告をしております。

清算時の財産目録につきましては、５００万４,３９６円を余剰金として保有しておりまして、こ

の残余財産は土地開発公社定款第２５条第２項により、当町に帰属するものとして清算による償

還を行っております。法人の登記関係につきましては、９ページをご覧いただきたいと思います。

登記簿の抜粋の写しでございますが、７月１９日付の解散登記及び１月１５日清算登記が完了し

ております。これにより、土地開発公社の解散清算事務が全て終了しております。以上で説明を

終わります。 

 

○畠山委員長 

 ③土地開発公社の清算について、説明がございました。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、④について説明願います。 

 

○総務課長 

 ４点目は、２月１２日の臨時会に提案を予定しております、平成２４年度一般会計補正予算（第

７号）についてでございます。これについては補正額３４１万９千円を追加し、予算の総額を４

９億３,３４５万９千円とするものでございます。内容につきましては担当主査から説明いたしま

す。 

 

○企画財政Ｇ主査 

 今回の補正の歳入・歳出について、ご説明申し上げます。 

 歳出につきましては、総務費８１万９千円の増額補正を予定しております。補正内容は先に説

明いたしました旧営林署跡地取得のための費用でございます。民生費につきましては２６０万円

の増額補正でございます。補正内容は福祉灯油扶助でございます。歳出の合計３４１万９千円と

なります。 

 これらに対する財源でございますが、歳入で地方交付税、いわゆる一般財源でこれらを充当し

てまいりたいと考えております。 

 １１ページをご覧ください。今回の補正の概要でございます。公共用地取得事業につきまして

は、先ほど説明いたしましたので省略させていただきます。民生費の福祉灯油扶助事業につきま

しては、今般灯油価格が若干高騰してきたことに伴いまして、低所得高齢者世帯等への負担軽減

を図るため、灯油購入費の一部を助成してまいりたいという事業内容でございます。対象は全２

１７世帯を対象としまして、１世帯当たり１００リットルの灯油の助成を行うものでございます。

事業費２６０万円となっております。これらの世帯の詳細などにつきましては、後ほど担当課よ

りご説明申し上げます。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 
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 補正予算（第７号）について説明がございました。委員の方何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 

○畠山委員長 

 なければ、総務課全体で何かあれば。 

 

○議長 

 総務課にその他でお伺いしたいのですが、先ほどの自然エネルギーの関係の中でも出ておりま

したが、櫛引町政になりましてから、一般質問でも出ていると思うのですが、小学校閉校に伴っ

て財産が、教育財産から一般財産の方に移ったと思うのですが、一般質問でも跡地利用の質問が

出ていたわけですが、江南・新栄小学校の跡地が現在どういう状況になっているのか。「よく地

域と相談をする」という町長の答弁で終わっていたと思うのですが、今の状況を経過だけでも報

告をしていただきたいと思うのですが。 

 

○総務課長 

 学校跡地の関係で、新栄につきましては地域でも使用しないということで、町としては年２、

３回の草刈り等をやっているところでございます。ただ、新栄は危険校舎でもありますので、財

政状況を見ながら町長も近い内に壊していきたいという意向でございます。 

 それから江南につきましては、地元と慎重に今後の活用について検討していきたいということ

で、昨年夏に江南地域で夏祭りと言いますか、グランド等を使用して行っております。また、地

域の方がボランティアで自主的に学校周辺の草刈り等を行っていただいているところでございま

す。 

 

○議長 

 跡地利用に全然なっていないのではないか。計画が。跡地利用の計画を出すということになっ

ていなかったかい。 

 

○総務課長 

 お互いに計画を出すと言っても、なかなか案がなくて。 

 

○議長 

 地域の意見を聞くというのは理解しているのですが、これは行政のリーダーシップがなかった

らできないわけで、その辺はどこまで進んでいるのですか。 

 

○総務課長 

 当然、行政のリーダーシップは求められますが、自治会長さんとは昨年暮れにいろいろ話合い

を持っていますが、はっきり言いますとお互いになかなか具体策がないと言うか、そういう状況

になっているのも事実でございます。 

 

○議長 

 これについては１回精査しようと思っておりますが、櫛引町政になってもう２年で、今度３年

目になるわけで、これまで過去２年間の一般質問でのやり取りがあったわけなのですが、それに
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ついてどのように実行されているのか、実施されているのか。これ、精査していかないとならな

いと思っているのですが、特に学校跡地については、私は全然進んでいないような気がするんで

すよね。課長は地域を打合せをしていますと言いますが。先ほど再生エネルギーの問題では、江

南との話合いは時間がかかるからできないと言っているように聞こえるし、全く進んでいないよ

うな気がするのですが。これはもう少しアイディアを出してやらないと、まずいんじゃないです

か。これは一般財産になったんでしょ。総務課が担当でしょ。 

 

○総務課長 

 はい。ただ、江南の学校の中にまだいろんな器具等が入っているので、それは学校財産になり

ます。 

 

○加藤委員 

 今の入っていますということは、委員会の中では問題な発言ですよ。町有財産の中に私物が入

っていますよということになってしまうんですよ。議長が言われているのは、どうする、こうす

るじゃなくて、実際に今後の活用方法はどうしていくのですかってことなんですよ。だから、新

栄についても、町長は壊すと言っていて、地域の人も使わないので壊すという方向にしますと言

うけど、それは現状をそうしますと言うだけであって、その後どういうふうに利用するというこ

とではないんです。だったら、更地にした後、どうやって利用するのですか。そういう捉え方が

全くされていない。もしそういうことであれば、誰かが使いたいと言った場合は、壊さないで現

状のままで売買するだとか、いろんなアイディアをどのように出していくのか。これは一番最初

から言われていたことなんですけども、一歩前に進んだ協議がなされているのですかということ

なんですよ。課長の表現でいけば、例えば新栄はとりあえずそうだとしても、壊すと言いながら、

中にまだ町の備品が入っていると思うんです。それを置いておけば捨てるのにお金がかかるかも

しれないけども、逆を言えば今の段階なら欲しいと言う人がいるかもしれない。売買したら廃棄

するための処分経費がかからないかもしれない。いろんなことを考えた時に、早急にスタートし

てくださいよというのが、もう何年経っているのですかってことですよ。今の状態でいけば、江

南は永遠に夏に１回、地域の人が貸してくださいと言って使って、結論は出ません、物は入って

いますと。このことを何年間やっていくのですかってことですよ。一歩前へ進めていただきたい

と私も思います。 

 

○議長 

 ホームページに「学校跡地があるから利用しませんか」と載せたり、そういうアイディアだっ

てたくさんあると思うんですよ。でも、そういうこともしていない。それでいて危険校舎だから

壊すよと。でも、壊した後はどうするのかというのがない。壊すのだっていつ壊すのか。もう計

画が出ても良いはずだけども、それも出てこない。それでは壊すのか、壊さないのかもわからな

いわけです。だから、一般質問で言っていることを、ちゃんと実行していってもらわなければ。 

 そういうものが抜けている中で、先ほどの再生可能エネルギーの問題もそうなのですが、やは

り先ほどそれぞれの委員から話が出ていましたが、収益が年間１６０万くらいでないのかとか、

お金の問題でいけばそうなんです。だけど、利益還元と書くからまずいんですよ。前中委員から

話が出ているように、入口をしっかりしないとだめなんですよ。こういうものは。なぜ、こうい

うことをやるのかということを、町民に対して、利益を還元しますからやらせてくれという話で、
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１６０万くらいでは話にならないわけですよ。１６０万の利益還元をするから２億円を使って良

いですかということにはならないわけですよ。もう少し、町民が理解してくれるような提案の仕

方をしていかないと、入口をもう少ししっかりとやってもらわなければ。各委員から出ていたよ

うに、利益還元だとか、その入口の問題だとか、これはもう少し精査していかないと、なかなか

理解できないんじゃないかなと。 

 それと、先ほど言いましたように、町有地の問題についても、学校跡地を投げておいて、こう

いう話にもならないでしょ。やっぱり全部繋がってくるわけですよ。だから、もう少し組立をち

ゃんとして欲しいなということですよ。思いつきでやられては困るんですよ。 

 議員の皆さんもそれぞれご意見があると思うので、私からの意見はこれで終わりたいと思いま

すが、そういう努力している姿が見えないという感じです。以上です。 

 

○畠山委員長 

 他に。よろしいですか。 

（「はい」との声あり） 

○畠山委員長 

 それでは、これで総務課終わりたいと思います。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 

 次回の委員会の予定でありますが、町から３月定例会の招集が３月１１日の予定で、今のとこ

ろ話をしているところでありますので、その２週間前ということで２月２５日で予定したいと考

えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 次回委員会は２月２５日ということでございます。 

 それでは、３番その他。 

 

○議会事務局長 

 その他でございますが、別冊で所管事務調査の報告書の原案を提示させていただきました。こ

れにつきましては、まだ両常任委員長とご相談申し上げておりませんので、これは事務局案でご

ざいます。詳細につきましては、持ち帰って検討していただきたいと思いますが、このような形

で報告書を考えております。正式には２月２５日の常任委員会までに成案を両常任委員長と協議

しながら作っていきたいと思いますので、とりあえずこのスタイルでと考えておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

○畠山委員長 

 その他、委員の方で何かございませんか。 

（「なし」との声あり） 
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●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 なければ、これで第１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 午前１０時２５分） 


