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第３回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年４月２２日（月） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１１時１８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庭園のまちづくり構想具現化のための平成２５年度事業計画について 

  ②再生可能エネルギー導入可能性調査概要について 

  ③４．７暴風雨災害の被害状況について 

 ●生涯教育課 

  ①町民プール転倒事故にかかる損害賠償について 

  ②一般社団法人清里町スポーツ・文化施設管理協会事業計画等について 

  ③スポーツ・文化施設の祝日開館について 

２，道内所管事務調査について 

３．次回委員会の開催について 

４．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  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    委 員  田 中  誠 

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

 ■総務課長       柏木 繁延    ■企画財政Ｇ総括主査  三浦  厚 

 ■生涯教育課長     岸本 幸雄    ■社会教育Ｇ主幹    本松 昭仁 

 ■社会教育Ｇ主査    小林 正明 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  小 貫 信 宏 

    主  査  鈴 木 由美子 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第３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 

 今日は田中委員が欠席です。他は全員出席されています。 

 それでは、進めさせていただきます。町からの報告事項ということで、総務課より３点ござい

ます。１点ずつ説明をお願いします。 

  

○総務課長 

 まず初めに、１点目の庭園のまちづくり構想具現化のための平成２５年度事業計画について、

１ページの資料で説明させていただきたいと思います。 

 平成２５年度における予算計上の事業及び予定する事業について説明させていただきたいと思

います。事業執行につきましては、それぞれ担当する所管課が事業を実施するところであります

が、事業の総体的な位置付けなどについて、企画調整のセクションであります私ども総務課より

常任委員会に対して説明を行うものであります。 

 一点目、さくらの山整備事業調査設計測量業務委託であります。これについては、２４０万円

の予算で計上しているところであります。具体的には、１６号スキー場跡地をさくらの山として

平成２０年～２３年の３カ年にかけて、皆さんのご協力を得て植林したところであります。今回

の調査につきましては、予算審議の中でも説明を申し上げたところでありますが、この整備の内

容等を検討決定するための測量調査であります。議会の議論の中でもありましたが、桜の開花時

期については非常に限定的なものでありますので、開花時期以外の利用方策も含めた検討を加え

ていくところであります。例えば、資料に記載のとおり、健康づくりのためや町民の憩いの森と

いった形での活用等についても検討を行っていくところであります。桜につきましては、光岳小

学校が本町の見所として町民の間では既に周知のポイントでありますが、将来的にはこの１６号

のさくらの山、光岳小学校、それから緑というような形で、点から線に、そういった形での整備

ができればと考えております。 

 ２点目、神の子池周辺希少動植物等調査業務委託の２９４万円の予算であります。神の子池に

つきましては、パワースポットとしてマニアの間でも知られ、ここ数年、池周辺が荒れている、

土砂が池に流入するというような状況が現れてきており整備の必要性がありましたが、国有林内

ということもあり、町単独な判断で事業実施できる状況にはないということでありました。昨今、

国有林内などでの工事につきましては、動植物をはじめとして環境への影響などについて調査す
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る、いわゆるアセスメント調査を行うなどの事前調査・評価を行い、整備事業が環境に与える影

響は微少という判断を求めているところであります。記載した一連の既存施設につきましても、

今後検討を加えていくところであります。 

 ３点目、景観・休憩スポット整備事業。野川道路の駐車帯整備に伴う町単独による景観ポイン

トの整備の考え方であります。道道整備の北海道のスケジュールは記載のとおりであります。知

床から川湯に抜ける道路のついては、斜里岳の景観を望むビューポイントとして多く存在してお

りますが、上斜里のポプラ周辺にあります駐車帯につきましては、観光シーズンには多くの旅行

客、地元の方が写真撮影などを行っている姿を見かけます。ビューポイントを新たに設定するこ

とにより、例えばパパスランドまでの連動した形で、線で捉えることができれば、より効果的な

施設になるものと考えております。２５年度に北海道の整備が始まるわけですが、町としても周

辺の用地の確保を９月の補正で対応できればと考えております。その他、花木等の植栽等につき

ましては今後検討あるいは詳細を詰めてまいると考えておりますが、用地確保は今年度と考えて

おりますが、整備にあたっては内容をよく精査し、２６年度の予算で計上できるのかどうか、見

極めてまいりたいと思っております。以上、説明に代えさせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、庭園のまちづくり構想の具現化のための平成２５年度事業計画について、説明をいた

だきました。何かございませんでしょうか。 

 

○加藤委員 

 町長の大きな目玉であるこの庭園。今回の定例会でも言いましたけども、否定はしません。否

定はしませんけども、今言われた環境全てが地域経済にどういう効果を狙っているのか、具体的

に今までの花緑と庭園をここ２年間進めてきた中で、どういうふうに地域の経済の結び付き、評

価というものを捉えているのか。そして、現時点で早急にしなければならないこと、問題がある

のかどうか。当然のように定例会終了後、十分な検討がなされたと思うわけですが、その辺につ

いてお伺いしたいと思います。 

 

○総務課長 

 さくらの山整備につきましては、予算議会の議論の中で整備の方向性について、より詳細な形

で詰めていく必要があるのではないかという話があったと考えております。従いまして、この設

計につきましてはあくまでも設計でございまして、具体的な事業の実施ではないと捉えていただ

きたいと思います。先ほど説明させていただいたとおり、じゃあそこにどういった形で整備と言

いますか、具体的なものを加えていくのかというのは、今後必要に応じて議会とも協議しながら

詳細について詰めていきたいということでございますので、今回の私が説明したことについては、

今後ともいろんな機関とも協議しながら、中身については詰めていきたいということであります

ので、ご理解願いたいと思っております。 

 また、地域経済に与える影響、効果については、さくらの山だけではなく、庭園のまちづくり

構想における具体的な事業の中でどういった効果が出てくるのかということで、１つの事業、１

つの事業で効果測定が必要だと思いますが、全体を通じてどうなのかという部分については、今

後所管課において検討してまいりたい、評価してまいりたいと思っておりますので、ご理解願い
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たいと思います。以上でございます。 

 

○加藤委員 

 言っている意味はわかるのですが、測量業務だけで、これから内容については検討していくか

ら、まずは基本設計させてくれと。それはちょっと待ちなさいってことなんです。こういう形で

やりたいが故に、その必要な測量や方法について調査するならわかるんです。調査測量しますっ

て言っても、もうあそこの面積はわかっています。桜は植わさっているんですよ。具体的にトー

タルとして、清里町全体の中でいろんな形の中でどうするか。だから、さくらの山についてはこ

ういう形でやりたいから測量設計していきます、基本設計していきますということですよ。言っ

ている内容では全然話になりませんよ。 

 それと、もう一つ言っているのは、今、課長が答えられた１つ１つの事業について効果は測り

知れませんと。これからしていきますと言いますが、私はこれからのことではなくて、現時点ま

でに花緑、庭園のまちづくりをやってきた現時点で、どういうような効果について捉えているの

かとお尋ねしているんですよ。定例会でも言いましたけど、８千人から４千人になって、今、清

里町内の施設。パパスも立派に出来上がりましたよ。でも今、言われているレストハウスのいろ

んな問題、緑清荘もいろいろ頑張っていますよ。こういういろんな環境の中で、どういうふうに

このことが現実として起きてくるんだろうか。そういう施設を全部本当に守っていくことができ

るんですか。全部補填していくんですかってことですよ。新しいさくらの山も良いですよ。私は

否定しませんよ。ですが、レストハウス・焼酎工場、第２の道の駅だとかって言われていた部分

が、非常に大変な状況にあるんですよ、現実として。それが来年、再来年に向かってどうなって

いくんだろうか。非常に皆が心配して不安な要素がある時に、庭園のまちづくりの形の中で具現

化する。少なくても今回の定例会の予算は可決はされましたよ。でも、その内容と環境ってもの

を十分に精査して、この２５年度の庭園のまちづくりの具現化の説明をするなら、もう少し具体

的に清里町内におけるいろんなものについての再確認をしてからでないと、私はスタートすべき

でないと思います。 

 

○総務課長 

 加藤議員のおっしゃる中身については、私も非常によく理解できます。しかしながら、ある意

味政策全般にわたる体系、これについてから協議し直していかないと、なかなかしんどいところ

があるのかなというような気がしております。具体的に１つ１つの事業を細かく精査して、その

積み重ねがどう庭園のまちづくり、いわゆる町長の政策に影響評価があったのかという、非常に

大切なことだと思いますが、今の段階で私どもができる最善の方法はその政策に基づく事務事業

の執行について、適正に正確に行っていくというのが私どもの今の立場でございますので、ご理

解願いたいと思っております。前回の議会の議論については十分承知しておりますので、その辺

を頭に入れながら仕事をしていきたいと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。以上

であります。 

 

○加藤委員 

 もう一言言わせていただくなら、課長の立場ではその言葉しか出てこないんでしょうけども、

町長が庭園のまちづくりの前に、住んでて良かったと言えるまちづくりだと言われているんです
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よ。その基本の５年先、本当にどうなるんだろうか。ものすごい過渡期に来ているんですよ。そ

の時に、なんぼ町長の基本的な姿勢である庭園のまちづくりと言っても、庭園のまちづくりは住

み続けることができての話なんですよ。今年の予算が通ったので、その予算を粛々とやっていく

ことが本当に大切なのかということですよ。私は使う部分と、ちょっと待って考える部分と、そ

のための私は３月定例会だったような気がするんです。 

 

○総務課長 

 加藤委員のおっしゃることについては、非常によく理解しております。全体的な町の行方、方

向性なりは、人口がこれ以上増えていくかとか言うとそうではありませんし、そんなことも含め

て、形に合った、町の将来像に合った事務事業の執行に心を配っていくということは、非常によ

く理解できますので、私どももこれからの仕事の中で議論を深めたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。以上でございます。 

 

○加藤委員 

 と言うことは、さくらの山整備事業調査測量委託は、すぐ実行すると言うことですか。 

 

○総務課長 

 今後、所管課が予算の執行を行っていくと思いますが、入札の時期等については、４月の入札

で入る方向になっておりますので、それ以降に調査の執行がなされると思っております。 

 明日入札が予定されておりますが、その中に入っているか今確認して来ます。 

 

○畠山委員長 

 確認まで休憩します。 

                                休憩 午前９時１６分～ 

                                再開 午前９時１８分 

○畠山委員長 

 休憩を解きます。確認できたようですので。 

 

○総務課長 

 さくらの山の整備については、今回の入札には入っておりません。 

 

○畠山委員長 

 他に何かございませんか。なければ終わりますけども、良いですか。 

 では、次に移ります。それでは②の再生可能エネルギー導入可能性調査概要について、説明を

お願いします。 

 

○総務課長 

 別冊でお示ししております、再生可能エネルギー導入可能性調査の結果概要でございます。再

生可能エネルギーにつきましては、コンサルに委託しまして調査を行ったところであります。２

月末を期限として報告があったところでありますが、前回の委員会では口頭でのみ報告があった
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と記憶しております。既に結果がまいっておりますので、今回は概要について書面をもって皆さ

んに報告させていただきます。同時に、利活用方策についても今後検討していくところでありま

す。自然エネルギーを活用した環境に優しいまちづくり、自然エネルギーを活用し、施設管理を

行うことによる管理経費の軽減、また、売電収入があるとすればそれを町民還元する活用策につ

いて考えをまとめていきたいと思っております。今後とも当委員会とも協議しながら、その方向

性について示してまいりたいと思っております。報告書の概要について担当より報告いたします

ので、よろしくお願いいたします。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは、清里町再生可能エネルギー導入可能性調査報告書として、委託契約仕様書に基づき、

（１）導入の背景・意義の整理、（２）技術の動向調査、（３）導入事業モデルの検討、（４）

事業計画案の作成、（５）事業推進方策の検討が、約３００ページにわたりまして報告書として

まとめられております。今回、お手元にあります主な部分をまとめました概要版について、ご説

明いたします。 

 １ページをお開きください。第１章「再生可能エネルギー導入に向けて」でございます。清里

町での再生可能エネルギー導入の意義でございますが、地球温暖化、国内のエネルギー供給問題

は、農業や木材加工製造業を基幹産業とする本町においては、直接的に影響を受ける環境にあり

ます。また、第５次清里町総合計画においては、清里町の持つ資源の保全と活用を調和させたク

リーンエネルギーの活用を、清里町の特色をさらに高める重要な戦略に位置付けております。こ

のような中、今後も清里町の特性を活かした再生可能エネルギーの導入を行政・町民・事業者が

協働となって進めていき、地球温暖化対策に貢献するとともに、世界や国内の情勢に左右されな

いエネルギー自給可能な地域づくりを目指していくのが望ましいとあります。今後、表のとおり、

短期・中期・長期にわたり、持続的に住民や事業者に対して普及啓発に努めていくことが必要と

考えられますし、清里町が再生可能エネルギーの導入事業を実施し、これらの導入効果を住民や

事業者にアピールすることによって、再生可能エネルギー設備導入や民間によるエネルギー事業

を啓発していくとあります。 

 ２ページ、３ページをお開きください。第２章「再生可能エネルギーの賦存量と利用可能量」

についてであります。賦存量と利用可能量の算定方法ですが、賦存量の定義は、気象条件や自然

環境等の特性から再生可能エネルギーとして理論的に導かれる数量であり、利用可能量の定義は、

賦存量のうち、使用における制約条件の中で利用できる量であります。以下、各エネルギーの算

定方法を表にしておりますが、太陽光発電においては、北海道の新エネルギー賦存量推計システ

ムにより、本町の気象条件を基に算出しており、賦存量、利用可能量ともに充分な量があるとさ

れております。太陽熱においても同様となっております。風力発電においては、設置高さが低い

小型発電に対応する賦存量と、地上高３０メートル程度の大型発電に対応する賦存量について調

査を行っております。お互い発電は可能でありますが、小型発電においては設備利用率が非常に

低く、現時点での平均風速では採算は厳しいと考えられます。但し、局所的な可能性もあります

ので個別検討が必要となります。大型発電についても設備利用率が低く、より大きな風速が確保

できないと採算は厳しいと考えられます。事業化の一つの条件である地上３０メートルで風速６

メートル以上を確保できない状況では、大型発電導入の可能性は現実的に厳しいとされておりま

す。地中熱については、平均的なボアホール１本当たりの採熱量から賦存量を求めております。
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利用可能量は掘削が可能な土地があればどこでも可能でありますが、個別ケースでの変動が大き

いため、導入の際には熱応答試験を行うなどして、導入地の採熱可能量を検討する必要があり、

清里町全体での利用可能量を積算するのは困難であるため、ここでは地中熱の利用可能量は数値

としては計上しておりません。但し、導入については個別検討により十分可能性があるとされて

おります。中小水力発電については、同じく新エネルギー賦存量推計システムにより算出してお

ります。賦存量は大きいものとなっておりますが、利用可能量については、落差・流量を対象地

ごとに積算しなければならないので、全体としては試算しておりません。但し、導入については

個別検討により十分可能性があるとされております。バイオマス発電については、新エネルギー

賦存量推計システムにより算出しております。バイオマスで重要となるのは、３６５日所定の品

質の原料を収集する、または毎日の所定の量の原料を収集することになっております。今回、バ

イオマスの量が大きいのは農業系残渣でございますが、収集運搬システムの確立や多種多様なバ

イオマス原料となること、年間で発生時期が集中することなど、発電だけではなく大きな熱需要

がないとシステムとしての効率が低下することなどが、高いハードルとして出てくると考えられ

ます。以上の結果を踏まえ、賦存量・利用可能量がある、町有地における太陽光発電の導入、町

管理河川を活用した中小水力発電の導入、太陽光、太陽熱、地中熱の公共施設における導入につ

いて、導入可能性モデルを検討しております。 

 ４ページをお開きください。「太陽光発電事業モデル」であります。既に中間報告の内容と重

複する点がありますが、ご了承いただきたいと思います。候補地については、①～⑧の学校跡地

などの町有地となっております。 

 ５ページ～６ページをご覧ください。想定しているパネル設置エリアでございます。⑥の緑町

雑種地につきましては、実際は想定している西側１カ所への集約での検討内容となっております。 

 ７ページをご覧ください。現地での地耐力の状況や、現状の利用状況及び北電への系統接続に

より、事業採算性が見込まれる地点でございますが、①、②、⑤、⑥を検討モデルケースとして

抽出しております。 

 ８ページをお開きください。太陽光発電設置に係る必要な機材等となります。パネルの他、電

気設備や監視装置となります。年間発電量については本町のマメダスデータを基に検討支援ツー

ルにより算出しております。 

 ９ページをご覧ください。事業採算性分析については、損益収支とキャッシュフロー評価の２

つの方法を採用しております。分析にあたっては次の条件で検討しております。期間については

太陽光発電パネルの耐用年数をふまえ２０年間。期間中にパワーコンディショナーや監視設備の

更新を行う形となり、１１年目の更新としております。機器の更新費用は、事業資金の中から充

当するものとしております。最終年度に撤去費用を見込んだ内容となっておりまして、整備事業

費の算定については、先ほど設定した太陽光発電システム設備に必要な事業費を算出しておりま

す。なお、地点におきましては、既設建物の解体工事は含めておりません。 

 １０ページをお開きください。財源については町単独事業としております。損益収支について

は、単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。今回の検討では、一般的に経費として計上される減価償却費を別途分離し、事業での

直接的な収入・経費の差を純利益と定義しております。これらに減価償却費を計上した金額を利

益としまして、町事業ではこの利益で評価するものとしております。キャッシュフローでは事業

の中で実際に動く現金の流れを整理し、長期の事業運営の中で必要な資金を確保・維持できるか
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を検討しておりまして、実際の収入から支出を差し引いた金額がその年度のキャッシュフローと

なり、前年度までの現金残高に計上していく形になっております。 

 １１ページをご覧ください。総合評価のまとめですが、発電規模として事業目安に近いのは②

と⑥となっております。事業の採算性においても、投資回収できるのは②と⑥であります。電力

会社の系統についてもそれほど余裕があるものではなく、連結容量の制限も想定されます。また、

他の事業者算入に伴う系統連系の影響により、一部地域においては、事業実施可能性は極めて厳

しくなることを示した内容となっております。 

 １２ページをお開きください。以上によりまして、総合的には②江南小学校、⑥緑町雑種地に

おいて、優位性が高いとなっております。なお、本調査における固定価格買取制度を活用した事

業実施可能性検討につきましては、平成２４年度買取価格及び調達期間を前提条件に行っており

ます。但し、太陽光発電につきましては、平成２４年度で設備認定の申込みが想定以上に殺到し、

全国で設備が大幅に普及することが見込まれているため、平成２５年度以降、買取価格は下がる

という形で決定しております。この場合、事業による収入は減少し、事業採算性が確保されない

可能性が出てくることとなります。一方で、設備の全国的な普及拡大によって、将来的にはパネ

ルメーカー間の価格競争や製造技術の効率化が促進され、大規模発電設備のイニシャルコストダ

ウンも期待しております。このような背景から、今後、固定価格買取制度に基づく事業実施開始

の検討にあたっては、随時、買取価格と整備コスト両者の動向を踏まえ、採算性及び実施可能性

を判断することが必要となります。 

 １３ページをご覧ください。事業に関するスケジュール案でございますが、調査仕様書作成、

詳細設計・協議・申請、工事と、ほぼ１年半から２年を要するものとなっております。 

 １４ページをお開きください。「小水力発電事業モデル」についてであります。調査地点の基

礎調査でありますが、記載にあります①～④までの河川について、現地調査を行っております。

発電方式につきましては、基礎調査を基に、調査地点別に使用水量、有効落差、発電出力、発電

可能量から経済性の高い発電方式を検討するとして、図のように各地点とも取水堰で取水した水

量を水圧管路で導水し、放流部で水車によって発電後、河川へ放流する方式としております。調

査地点４カ所とも、近隣に自家消費施設がないため、電力会社への売電事業として近隣電柱まで

送電することとしております。 

 １５ページは各調査地点の位置図となっております。また、各地点での実測によります流量及

び想定する落差の数値となっております。 

 １６ページをお開きください。発電出力の設定でありますが、まず発電対象流量の算出ですが、

調査地点の観測地と実測値を按分し、河川流量を求めております。冬場の観測地がない部分につ

いては平均値で仮定しております。そこから現況の使用水量及び河川維持流量を差し引いたもの

となり、これを年間分求めております。このうち、最大使用水量の設定につきましては、最も建

設費で経済性の良い水量で設定を行っております。有効落差については、総落差から水圧管路の

摩擦損失や水車等のバルブ損失を差し引いております。算出された最大使用水量、有効落差と総

合効率による発電出力を算出し、１日当たりの可能発電量を求め、年間可能発電量を算出してお

ります。建設工事費の設定につきましては、大別して発電を行う「水車・発電機」、制御盤や送

電に係わる「電気設備」、取水設備、水圧管路、放流設備、発電建屋などの「土木建築」を分類

をし、建設工事費を算出しております。 

 １７ページをご覧ください。事業採算性でありますが、今回の調査地点では電力利用施設が近
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隣に見当たらないことから、本町自ら行う発電事業として固定価格買取制度を活用した全量売電

で想定しております。分析にあたっては以下の条件で検討するとしておりまして、調達期間につ

いては２０年間とし、最終年度に撤去費用を見込んでおります。撤去費用は工事費の１割を想定

しております。事業費は建設工事費と調査・設計・測量費としまして、設置場所周辺の伐採・搬

入道路等の整備は整備事業費には含めておりません。財源は全て町の持ち出しとしております。

損益収支の分析方法は、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。今回の検討については、一般的に経費とされる減価償却費を別途

分離し、事業での直接的な収入と経費の差を純利益と定義しております。そこからさらに減価償

却費を計上した金額を利益として評価しております。キャッキュフローの考え方は、太陽光発電

事業計画と同様であります。 

 １８ページをお開きください。４地点の中小河川を対象とした小水力発電事業モデルについて

は、固定価格買取制度を活用した検討でございます。河川での小水力発電は、取水や導水のため

の土木設備がコストとして大きく影響するため、流量・落差が小さい地点は採算性を確保するこ

とが厳しいとあります。昭和の沢及び発電所跡地の小水力発電では、４地点の中で比較的大きな

流量と落差を確保できたため、発電出力及び発電量が大きく、試算では事業費を事業期間内に回

収できる可能性が高い結果であります。但し、本調査の検討に用いた流況については実測値では

なく、あくまで簡易測定と斜里川観測値データを用いた推定値であります。今回のモデルに使用

した流況が過大もしくは過小に設定した可能性を検証しなければなりませんし、今後、調査とし

て１年間の測定による流量実測データを蓄積し、モデル評価の精度を高める必要があると考えら

れます。さらに、本調査で検討した整備事業費については、あくまで設備工事のみの試算である

ため、工事に必要な搬入路整備や伐採、土地取得等に要する費用を計上した場合、今回評価の高

い地点でも投資回収期間がさらに長くなり、採算性が厳しくなる可能性があるとの内容でありま

す。候補地の総合評価の内容ですが、①と③のケースで可能性を示唆しております。例えば①昭

和の沢ですが、発電出力は５２キロワット、年間発電量は４１万５,２９５キロワット、キロワッ

ト当たり３５．７円で売電しますと年間約１,４８０万円の収入となります。年間の維持経費を差

し引いた積み上げによる２０年後の現金残高は約２億４,６００万６千円となります。当初の事業

費総計の約２億３,３４４万６千円を差し引いて、概算でございますが２０年間で約１,２５６万円

の利益となっていますが、先ほど述べたとおり、流量の実測データ及び未計上の費用がかさむ場

合、採算性が厳しくなる可能性があります。 

 １９ページをお開きください。設計及び工事、系統連系協議、法令等申請手続きの流れをまと

めたスケジュール案であります。今後、流量確認で１年、基礎調査・基本設計で１年、詳細設計

・協議・申請で１年、工事関係で１年となりまして、事業化までの期間は４年間を要するとされ

ております。 

 ２０ページをお開きください。公共施設導入モデルの検討であります。本検討におきましては、

清里町内の公共施設における再生可能エネルギー導入について検討しております。ここでは、熱

需要への対応として地中熱利用・太陽熱利用、電力需要への対応として太陽光発電を対象として

おります。また、それぞれ全量自家消費を前提としております。本検討で対象となる清里町内の

公共施設は学校施設２校、プール、学習センター、保健センターとなっております。なお、対象

施設においては、それぞれの月別エネルギー消費量を３年間整理し、平均化した中で行っており

ます。 
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 ２１ページをご覧ください。各公共施設での使用エネルギーでありますが、重油・灯油による

暖房・給湯、そして電力使用がありまして、１日８時間～１３時間稼働しております。 

 ２２ページをお開きください。設備導入の規模設定でありますが、３年間分整理した使用期間

の月あたりエネルギー供給量の最低値（ベース負荷）に合わせて、必要な導入規模を試算してい

ます。これは熱及び電力需要のピークに併せて設備を導入すると、年間の設備利用率が低くなり

過大な設備となる可能性が考えられるためであります。設定したエネルギー量へ対応するための

設備の規模はそれぞれ表の考え方で設定しております。なお、どのエネルギーについても、施設

の設置可能スペースによって制限が出る場合は、その設置可能規模を導入規模としております。 

地中熱は敷地内、太陽光及び太陽熱については、屋根設置の想定としております。 

 ２３ページをご覧ください。設定した導入規模における地中熱及び太陽熱の年間供給熱量及び

太陽光の年間発電量は、次の手法で推計するものとしております。地中熱利用は、前述の設定規

模での運転であり、対象とするベース負荷がそのまま年間供給熱量となります。太陽熱利用は、

前述で設定した規模をもとにし、清里町近隣の日射量データベースを活用し、傾斜をつけた集熱

器の受熱面の日射量を月ごとに算出しております。その後、マメダスデータの日射量を用い、集

熱効率から対象施設における供給熱量を推計しております。太陽光発電は、前述で設定した規模

を基にし、清里町近隣の日射量データベースを活用し、傾斜をつけた太陽光パネルの受熱面の日

射量を月ごとに算出しております。その後、マメダスデータの日射量を用い、発電効率、ＰＣＳ

効率から対象施設における供給電力量を推計しております。建設工事費については、表の考え方

で設定しております。施設の既存のエネルギー供給に対応する一次側（熱源側）に関わる検討と

しており、二次側（供給側）の施設改造費・導入機器費などは整備事業費には含めておりません。 

表のとおり、それぞれの区分に応じた事業費を算出しております。 

 ２４ページをお開きください。採算性分析にあたっては、本町自ら行う事業として、公共施設

における全量自家消費としています。本検討での分析手法は、損益収支とキャッシュフロー評価

の２つの方法を採用しています。分析にあたって次の条件で検討しております。分析期間は地中

熱及び太陽熱利用１５年間、太陽光発電２０年間としております。最終年度に撤去費用を見込ん

でおります。撤去費用は工事費の１割で想定しています。事業費は、建設工事費＋設計費とし、

設置場所周辺の伐採・搬入道路等の整備は整備事業費には含めておりません。財源は、全て町の

持ち出しとしております。全量自家消費を前提とする地中熱、太陽熱、太陽光については、補助

金の活用の可能性があるということで、ここではそれぞれ事業費の２分の１の補助金を活用する

ものとしております。導入に伴う燃料削減費用を収入として見込むとしています。 

損益収支では、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

を把握いたします。今回の検討では、一般的に経費として計上される減価償却費を別途分離し、

事業での直接的な収入・経費の差を純利益と定義し、これらに減価償却費を計上した金額を利益

として評価するものとしております。キャッシュフローの基本的な考え方は、太陽光発電事業計

画記載事項と同様であります。 

 ２５ページをご覧ください。公共施設再生可能エネルギー導入モデルの検討結果であります。 

５つの公共施設を対象とした再生可能エネルギー導入モデルについては、既存の年間ベース負荷

に対する全量自家消費で検討をしました。結果、どの地点も事業採算性の面では厳しい結果であ

ります。地中熱利用ではボアホールの掘削･設置に関わる費用が全体に大きく影響しております。

地盤の性状や地下水流れの状態によっては採熱量が大幅に増加し、建設費が減少する可能性もあ
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ります。また、最近では採熱量を増加するためのダブルＵチューブの導入などの取り組みもされ

ております。地中熱ヒートポンプシステムは冷暖房を行えることが特徴であり、冷房なども視野

に入れた年間の設備稼働率を増加させることが年間の収益増加につながるものと考えられます。

太陽熱利用についても暖房･給湯需要の規模や期間が増加し、設備稼働率が増加するなどすれば採

算性の向上が考えられます。但し、太陽光と比較して重量があるため、屋根設置の場合は荷重の

検討が個別に必要であります。また、これら熱利用については燃料価格の上昇によって、優位性

が向上することも考えられます。太陽光発電については、現在、固定価格買取制度の開始によっ

て大規模太陽光の計画･事例が増加しているところでありますが、自家消費に限定すると、採算性

の面では厳しい結果となります。但し、公共施設における再生可能エネルギーの導入による普及

啓発効果は大きいと考えます。施設ごとにエネルギー消費量の詳細な特性把握及び敷地内の空き

スペースの活用の検討を行い、導入規模･利用システムを詳細に検討することで、再生可能エネル

ギーの導入効果の向上を目指すことが重要と考えられます。総合評価として表のとおり、２６ペ

ージにわたり、地中熱利用、太陽熱利用、太陽光利用ごとに導入規模及び事業採算性の内容とな

っております。 

 ２７ページをご覧ください。補足検討としまして、電力需要及び熱需要両方を考慮した、再生

可能エネルギーの設置について、検討しております。対象及び設置方法は次の通りとしておりま

す。設置範囲は、敷地利用方法、日影などを考慮して想定するものとしております。電力需要は、

太陽光発電、熱需要は、地中熱ヒートポンプシステム、設置方法は、地上設置地上面に太陽光発

電、その下部地盤にボアホールを掘削設置する方式としています。導入規模は、設置可能面積に

対して導入可能な最大規模と、前述の電力・熱需要値への対応規模の小さい方を導入規模として

います。地中熱・太陽光ともに前述の導入規模の設定の考え方に基づいて、推計した導入施設の

規模、概算コストなどを表に示しております。仮に耐用年数まで使用することを想定しても、年

間収益による初期投資の回収は厳しいと考えられます。ただし、公共施設における再生可能エネ

ルギーの導入による普及啓発効果は大きいと考えるため、今後施設ごとにエネルギー消費量の詳

細な特性把握を行い、導入規模･利用システムを詳細に検討することで、再生可能エネルギーの導

入効果の向上を目指すことが重要と考えられます。 

 ２８ページ、２９ページをご覧ください。熱需要・電力需要両方に対応した場合の、各施設の

概略レイアウト例と導入規模を図に示したものでありまして、先ほどの各施設ごとの総合評価で

想定した導入規模と同等もしくは縮小した規模での設置となります。 

 ３０ページをお開きください。防災拠点における太陽光発電と蓄電池を利用したモデルの検討

であります。電力送電網の損壊や災害等の起因で停電した場合における、防災拠点での最低限の

電力確保を目的に、独立電源設備として太陽光発電と蓄電池システムを導入した場合のモデルを

検討しております。防災拠点は、清里町役場本庁舎、清里町役場緑支所の２箇所としています。

札弦につきましては、今回の結果を準用した中で、既存の太陽光パネルを活用した想定をするた

め除いております。防災拠点モデル設定条件としましては、現在、市販されている太陽光発電＋

蓄電システムでは、売電の有無、平常時や災害時の対応等でさまざまな電力供給パターンが示さ

れているが、本調査でのモデル設定条件は次のように簡略化しております。 

・平常時の晴天日では、発電した電力は売電せず、全設備で消費し、不足分を電力会社から購入

する。なお、蓄電池は夜間電力で充電済みである。 

・平常時の夜間および曇・雨の日では、電力を電力会社から購入して、全設備で消費する。 
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・停電時の晴天日では、発電した電力は特定機器で消費し、残りを蓄電池に充電する。 

・停電時の夜間および曇・雨の日では、蓄電池に貯めた電力を特定機器で消費する。 

 ものでありまして、イメージ図をご参照ください。 

 ３１ページをご覧ください。設備仕様でありますが、施設内の敷地を活用して太陽光パネルを

敷地範囲内で可能な限り設置するものであります。また、蓄電池容量は、停電時の特定機器（無

線機器・パソコン）を４８時間稼動するために必要な容量としております。本庁舎においては、

太陽光発電出力９．６キロワット（２４０W×４０枚）、蓄電池容量２５キロワット時・鉛蓄電

池、停電時消費電力４２０ワット（無線機器、パソコン 1台）を基本仕様としております。概算

設備費は約１,０６０万円としております。削減電力コスト（平常時想定）は購入電力削減額１４

９千円/年（北海道電力１２．３円/キロワット時で算定）であり、補助金２分の１活用を前提と

した電力削減額によるイニシャルコスト回収年数は約３６年と推計されます。 

 ３２ページをお開きください。緑支所においては、太陽光発電出力 ５．３ ｋＷ（２４０Ｗ

×２２枚）、蓄電池容量２５ｋＷｈ・鉛蓄電池、停電時消費電力４２０Ｗ（無線機器、パソコン

1台）を基本仕様としています。概算設備費は約６５０万円としております。削減電力コスト（平

常時想定）は、購入電力削減額８２千円/年（北海道電力１２．３円/kWhで算定）であり、補助

金２分の１活用を前提とした電力削減額によるイニシャルコスト回収年数は約４０年と推計され

ます。 

 ３３ページをご覧ください。公共施設への導入スケジュールでありますが、これまでの検討結

果をふまえ、公共施設において再生可能エネルギーを率先して導入するものとし、導入スケジュ

ール案を検討しております。表に、公共施設ごとの導入スケジュール案が示されております。導

入目標期間は、今後最長１５年間程度を目安とし、施設への導入段階を短期・中期・長期で分類

されております。なお、導入する時期や期間は、今後の再生可能エネルギーの普及状況や技術進

歩、国の政策、整備コストの動向等をふまえて、随時見直していくことも想定しております。短

期で導入する施設については、東日本大震災を契機に、災害や故障等による停電時対策として、

再生可能エネルギーによる独立型電源整備の早期導入の必要性が全国で高まっていることから、

防災拠点である清里町役場本庁舎および緑支所への太陽光発電＋蓄電池システム導入を最優先す

るものとされております。電力・熱需要対応を目的とした太陽光発電＋地中熱ヒートポンプの導

入については、現時点で事業採算性は厳しいですが、今後の補助金・交付金制度の充実やコスト

ダウン化を見据え、施設の大規模更新等に併せて中～長期期間内で徐々に導入していくのが望ま

しいとされております。 

 ３４ページをお開きください。今回、事業モデル検討結果をもとに、本編第７章にて事業計画

（案）の提示のありました太陽光発電事業計画（案）及び小水力発電事業計画（案）を実行する

にあたっては、今後、行政・町民・事業者の連携により行うものとし、連携においては、意見交

換会を行いながら協力体制を構築し、地域における再生可能エネルギー導入を推進していくもの

であり、また、計画の進捗をチェックし、課題を検討するなど、計画の進行管理を行うのが重要

であると述べております。 

 ３５ページをご覧ください．進行管理においては、ＰＤＣＡマネジメントサイクルを基本とし

て行うものであります｡また、再生可能エネルギー導入の推進にあたって、町民一人ひとり、事業

者それぞれがエネルギー問題や地球温暖化問題を、国レベルの環境問題ではなく地域課題として

認識し、よりよい環境を次世代に受け継ぐための具体的な取り組みを実践していくことが必要で
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ありますので、普及啓発プログラムとして、地域の再生可能エネルギー導入に向けた意識づくり

を支援するものであり、このため誰にでも親しみやすく、かつ、参画しやすいプログラムである

ことが重要であり、その骨子が表で整理されておりますが、再生可能エネルギーに関する情報提

供、学校における環境教育プログラムの充実、人材育成の促進が示されております。 

 その他、本編においては、再生可能エネルギー導入に係わる補助・助成制度、融資制度、税制

優遇措置などの資料が示されておりますので、今後、これらを活用した中での取り組みも検討し

ていかなければならないと考えております。 

 今回の報告書を基に、さらに精査検討を加え、再生可能エネルギー導入に向けた取り組みを推

進してまいりたいと考えております。以上で、再生可能エネルギー導入可能性調査報告書概要版

の説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、再生可能エネルギー導入可能性調査ということで報告ございました。何かございませ

んか。 

 

○総務課長 

 この事で報告書の詳細が参ったところであります。これにつきましては、学校もですね広報又

はホームページでシリーズで町民の方に情報公開して行こうと言う風に考えています。また一部

町の方向性なんかも前回の委員会では５月までに計画を示すと言う事で委員会報告あったと考え

ておりますので、方向に沿って委員会なり町民なり町の考え方をまとめて行きたいな方向性をま

とめて行きたいと思っておりますので、ご理解をお願いしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 何かございませんか 

 

○前中委員 

 今設計で５００万円近くかけて今回提示なってきんですけども全体を見た中で気づいたのが町

単独で再生エネルギーを取り組むと最初のスタートラインともう一つ出て来てるのが町の公共施

設導入モデルに対する再生可能エネルギーの検討。大きく２つ出てるんですけども、全体の中通

して見ると逆に言えば公共施設導入モデルに対してかなり踏み込んだ各施設を取り込んだ調査項

目が出てるんですけども町単独で再生可能エネルギーの取り組みに対しての賦存調査あるいは将

来性についての方針これと言って出て来ていない。極端な事を言うと６地点の遊休町有地の候補

があってその中の優位性を序列した。このデータもちょっと正直な事を言いますとまだ札弦で設

置しているメガソーラーに対してまだ、充分データとして把握していない今もう４月ですけどこ

の出来た調査の内容はおそらく昨年度中の話なのかな。新栄小学校跡地利用立木率１００％かな

り優位性がありますよと言いながら現時点でもう検討の中で清里のラインには２本あるけども札

弦ラインはもうバンク的にはいっぱいだ。そうなると残されているのはやはり当初説明２月に定

例会ありましたけども江南と緑に対する連携その中で必然的にそこに町はもし検討するとなれば

そう言う方向性を出していく。もう一つ今回出てきて小水力発電他の議員さんでも出ている小水

力のモデルもどうなんだとあったんですがその中で出てきた調査項目も江南地区推計二つのポイ
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ントそれともう一つ緑地区とうたってますけど札弦側流域そこで優位性があるのがやはり江南の

場所となると、町単独で事業を行えれば優位性は必然的に江南っていうのがどうも出てくるのか

な緑ではなくて。そう言う部分でその辺の後のフォローアップが尻すぼみでこれと言ってなにも

ないなかでかたや前段でも言ったように公共施設のモデル実施を各公共施設中学校色々本庁舎も

そうですけども各対応をしたらこれだけのメリットがある。あるいは補助活動利活用すればこう

いうデータが出て来ているんですけども。その部分で思っていた等身大と違うんですけどもそこ

ら辺どう考えているかその点についてどう捉えているか聞かせて頂きたい。 

 

○総務課 

 前中議員ご指摘の通りこの調査報告の中から読み取れるのは優位性は江南、小水力も太陽光も

江南地域にかなりのポテンシャルといいますか優位性があるという報告であったいうふうに私ど

もも捉えています。また地中熱等を活用した公共施設の維持管理これにつきましてもこれからの

町の経費の  圧縮かなりの圧縮な部分でこれも自然エネルギーの活用が優位性があるという報

告がだった思っておりますので、トータルに考えて行きたいというようなことで。小水力太陽光

その他地中熱活用した地中熱等の太陽光光を活用した公共施設の管理運営の経費の縮減こう言っ

たところに方向性が行くのかなと思っておりますが、これにつきましてもまだ今後詳細を煮詰め

て行かなければならない思っておりますので、ご理解願いたいというふうに思っております。 

以上であります。 

 

○前中委員 

 前段のわけてどうしても考えてほしいのは町単独で再生エネルギーの検討課題をまずどう考え

るのか。もう一つは公共施設に対する導入モデルこれは昨今防災減災に対する町あるいは道の取

り組みの中で防災拠点としての位置付けでそれなりの今後どう言うスケジュールで僕は分かりま

せんけども何らかの対応なり蓄電池費ですかそう言う部分の活用をこれはやはり行政としては、

積極的な利活用あるいは補助事業の活用そこはそれなりに重々検討して頂きたい。もう一点最初

の部分がどうも行ったり来たりでちょっと去年の定例会で出てきた割にはまた引っ込めたり全体

的な再生エネルギーに対するコンセプト作りがままならぬと言う事でかなり議会の方も提示して

きっちりしたものを提示して下さい。その部分がやっぱりちょっと欠落している。その対するア

プローチ付けが無い。そこら辺が思っていた以上に正直ガッカリしている部分なんですけどその

点についてなんらコンサルタントからは何もないとは思いますけども、その辺は内部で検討して

いるのか 

 

○総務課 

 後は町がどう再生可能エネルギーを活用して行くのかその辺の基本的な考え方でありますの

で、その辺も含めて今後詳細を検討して参りたいと思っておりますのでご理解願いたいと言う風

に思っております。当初の基本的なコンセプトについてどうなんだと言われますと   答えに

くいところでありますがよろしくご理解願いたいと思います。 

 

○池下委員 

 この問題私も当初から反対して来た事案だったんですけども今日頂いた資料を見ますとですね  
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去年の１２月の１７日私入院していていなかった時の常任委員会の資料なんですけど数字がなん

も変わっていないんですよね。整備事業費とかわ。確かに２月の末に報告が全て上がって来てこ

う言う数字が出たと言う風に理解していたんですけども当初。見てるとですね報告書が出る前の

数字と何も変わっていないんですよね。ちょっと逆にですね総合評価の方を見ますと全然違うん

です数字が。今日出された数字とですね以前出された導入化モデルの検討ってやつの数字を見ま

すと枚数とかキロワットが変わらないんですよね。要はこれ電気の売電単価は安くなっているに

も関わらず逆に事業費が高くなっていたり、２０年後の残高にしても全然違うんですよ数字が、

なんでこんなに違うのかなと。 

 

○総務課 

 一度中間報告で出した部分についてはその通りですがその後経費等算出した考え方で施設での

使用する電極について相殺する考え方で当初中間報告でやっていたんですけども、それではなく

てですねあくまで施設で使う電力についても、経費として算入すると言う形で整理した。入るも

のは入る出る物は出るもので再度整理した中で経費としてかかる部分として、若干見直しをかけ

た部分がありまして、事業費の部分ですとか売電による収入の部分が太陽光発電に関しては中間

報告と更に精査を加え直したと言う形でございますのでその辺の数字が動いていると言う形にな

ってございます。只発電の規模につきましては、当初想定して来た発電パネル量を変えてござい

ませんので、その辺は変わってはいないと言う形の内容になっております。 

 

○池下委員 

 今回の資料の３４Ｐ事業計画案計画策定後に行政・町民・事業者の連携により検討するってあ

りますよね。町民ってこれ書いてあるんですけど終わって只町民にお知らせするだけなのかそれ

とも町民の意見も今後聞き入れて行くのかその辺どうなんですか。 

 

○総務課 

 町民意見の聴衆の方法って言うのは色々方法があると伺っておりますので、今後町民から意見

を聴く組織・機関を設けるのかまたパブリックコメントと言う形で町民の意見を聴衆するのかっ

と言った部分は今後検討の余地が残されている風にご理解願いたと言う風に思っております。 

 

○池下委員 

 今課長言ったように色んな集まりの中で町民と意見交換しながら進めて行きたい事なんでしょ

うけどそんななかで例えば反対意見が多かったりした場合これをしたら中止すると言う風なこと

もありうるとそういうふうに受け取っていいんですか 

 

○総務課 

 その辺どこまで町民どのレベルまで町民の方々の意見を聴くかこちらからの問いかけもあると

思いますが、方針報告として基本的に再生可能エネルギーを利用した形でのまちづくりを行って

いく再生可能エネルギーを活用して行くという基本方法はゆるぎないところでありますので具体

的に事業の中で町民からのご意見を伺うと言うことでご理解願いたいと思います。これが政策と

して再生可能エネルギーを利用して行くんだ政策として利用して行くんだというところで今基本
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的に進めますからそこでこれを再生可能エネルギーの利可動をやめるんだと言う結論にはならな

いことをご理解願いたいと思います。 

 

○池下委員 

 もう一点なんですけど防災に関して出ているんですけども事業の年数採算性の年数ですけど庁

舎に関しては十四万九千円の年間経費がかかると流用費に関しては１千四十万円掛かると書かれ

ていますけども最終的に３６年かかると書いてあるんですね。たとえば３６年とか緑に関しては

４０年ですか。札弦の町民センターは太陽光パネルが屋根に付いてますけども改めてやるって事

になったら３６年も４０年もかかるものをましてや年間に八万二千円だとか十四万九千円だとか

その程度のものにやっぱりこうやってかけて行くのは。それとですね緑支所もそうですし本庁舎

もそうですけども、今後やっぱり庁舎の建て替えとかってこともいずれあると思うんですけどそ

う言う場合もですね作ったものを利用して行こうと思っているのか、その辺はどうですか。先の

話ですけど。 

 

○総務課 

 あくまでも試算でございますのでこれを全て丸のみにして事業を進めてございませんのでその

辺ご理解願いたいと思います。庁舎の改修が委員ご指摘の通り庁舎の改修やまた地域の方向性も

ありますので、これはあくまでも試算と言う風に捉えて欲しいと言う風に考えております。 

 

○加藤議員 

 基本的には課長の意見と思っておりますが、只あの５月に検討される委員会に報告される中で

大きな２つの柱になるんだろうと。一つは事業展開して行く当初から言われている太陽光・小水

力という具体的な案をどういう方向で示して行くのかってことが一つと、今回ここに出ている防

災拠点としての捉え方における再生エネルギー資源エネルギーの活用をどうして行くのかこの時

に、単純に調査っていう捉えている訳ですが私はそういう非常時災害時にはこれだけの施設が完

全なバックアップ機能が果たせるかっていったら私はそうではないと思うんです。そしてそう言

う本当に大変になった時にやっぱり消防を中心とした防災連絡網とかそういうものと町民の避難

体制における  環境。むしろそういう環境から行くとやはり今回デジタル化になる消防を中心

とした防災連絡網を中心としてやっていく小規模な電力の使い方を確保して行く施設の運用と、

もう一つは町民避難所に避難する場所における環境の中における本当の防災と言う観点要するに

連絡    ここだけが電気が来て連絡してたって下の機能が動かなければ何の意味もないわけ

ですよ。それと直接住民がそう言う時に困っている事反響して行く所とすれば私は例えばプラネ

ット当たり或いはそのそれぞれ町民会館・札弦センター使っているそう言う所をどう言う形で機

能を充実していけるのか本当の原点の防災というこういう観点に立った考え方の中から是非検討

加えて考え方の方向を出して来て頂きたいな。 

 

○総務課 

 今加藤議員からご指摘のあった防災の観点からの再生可能エネルギー自然エネルギー活用につ

いて町の考え方方向性に入れるべきだと話しありましたのでその辺十分考慮した形で方向性を示

して参りたいと思っておりますのでご理解願います。 
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○前中議員 

 もう一点防災減災と大きな部分では   けれども、町における防犯灯或いは街路灯やはり本

来であれば公共施設の中の取り組みの中でやはり検討するってことを  出ないのかな。昨年議

員研修で行った時に  町の場合にも同じ様に町の町並みを街路灯ちょっとした防犯灯それらは

ちょうど夕刻の５時のチャイムとともに今この街路灯は自然エネルギーで出来た電力を使ってま

すって説明を受けたんですよね。そう言う部分も検討そこはやっぱり重々配慮して、検討の中に

入れて欲しいなと今回出てなかったものですから。 

 

○総務課 

 送電線って言いますか送電のラインの中にどう組み込んで行けるかと言う部分もあると思いま

すので、再生可能エネルギーの利用の象徴的なものとして、今前中議員が仰った考え方考慮して

まいりたいと思っております。ご理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。これでこの関係再生エネルギーの関係閉じますけれども。それでは３番暴風

雨災害の被害状況についてと言う事で。 

 

○総務課 

 ４月７日の暴風雨の関係の甚大な被害８日に議員各位にはお知らせ申し上げた所ありますけれ

ども今日時点での最終的なまとめが出来たところでありますので簡単に担当総括から説明を申し

上げます。 

 

平成２５年４月７日暴風雨による清里町の災害状況についてご説明いたします。 

２Ｐをご覧頂きたいと思います。 

 

当日、気象警報の発令状況については、午前５時３５分気象庁より暴風警報が発令され、午後９

時２２分 解除となるまで発令継続されてございます。 

 

マメダスによる気象の状況については、24時間雨量は羽衣観測所３６．５mm、江南観測所５８．

５mm で観測してございます。最大瞬間風速は羽衣観測所 １６時１６分 ２６．２ｍ、江南観

測所 １４時４８分 ３６．５ｍなどが観測されております。 

 

被害の状況でありますが、（１）建物等については、公営住宅の物置等の破損等、民家での住宅

浸水や破損等が表記の件数ございました。 

（２）構造物・立木等については、町道への倒木等、がございましてこれを解消しております。 

（３）道路等については、土砂流入、冠水、路盤流出等、が表記の件数ありました。（４）河川

・排水等については、増水、越水、護岸崩壊等、が表記の件数ありました。 

 

３Ｐをご覧ください 
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（５）農業関係については、ビニールハウスや農舎への被害が表記の件数ありました。 

（６）商業関係では、シャッターや壁への被害、が表記の件数ありした。 

（７）その他としましては、電話線や電線の断線や車両の破損等がありました。 

（８）公共施設等については、それぞれ記載の建物等への被害及び倒木の被害が発生しておりま

す。 

 

現在、順次復旧に向けて各関係機関連携のもと作業が進んでいる状況でございます。 

 

今回の暴風雨に対する対応でありますが、気象庁などからの低気圧情報により 4月 5日に事前対

策課長会議を開催。 

4 月 7 日の警報発令に伴い、情報連絡室を立ち上げ、風速が強まったあたりでの、13 時 30 分

災害対策本部を設置し職員の非常招集を図ってございます、13 時 55 分消防団を召集し、協働

により現場での緊急対応や被害調査の実施を行っております。17 時 15 分、初期対応の対策が

一段落したのと風速も弱まってきたので、災害対策本部を解除し情報連絡室体制にて情報の収集、

一部停電地区への避難所準備の対応（実際は避難者なし）やその後の情報の整理を行い、21 時

30分過ぎ、連絡体制を残したまま庁舎の方は解散となっております。 

今後におきましても、各関係機関からの気象情報を基に的確な対応に努めてまいりたいと考えて

おります。 

以上で、説明を終わります。 

 

○ 

 被害については今説明申したでありますがこれにつきましては緊急と言う事で専決の補正と言

う事で建設課関係道路等につきまして３０００万円を若干超えるくらいの額、その他公営住宅等

がございまして、また公営住宅被害により賠償等がございますので、３０００万円を超える額に

なる。詳細は５月の常任委員会において説明を申し上げたいと思っておりますが、そのような大

まかな括りでの予算・補正になるのかなと考えておりますので宜しくお願い致したいと思います。 

以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ４月７日の暴風雨災害状況について説明頂きました。何かありますか 

 

○前中委員 

 大変今回対応は早かったかな。それに比べて３月のホワイトアウトとは比較してどうも全然雲

泥の差かなと思っています。それともう一点、ホームページ上にも被害状況が出ていたもんです

から、やはりこう言う事は周知色んな媒体を通じて   同じように自然災害もいつ何が起きる

かわからない昨今ですから、町民個々の災害に対する意識づけのアプローチを今まで以上にしっ

かりとやって頂きたい。どうなるか分かりませんけども防災に対する周知の仕方も今後改めた検

討して頂きたい。 
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○総務課 

 前中議員からご指摘あった分については今早急にですねエリアメール防災のメールこれをです

ね今調査しております。斜里等々やっておりますので、そう言った情報提供の仕方それから災害

対策本部につきましては、町民の命を預かる部分もございますので今後とも適切に対応して参り

たいと考えておりますので、宜しくお願いしたいと思います。以上であります。 

 

○畠山委員長 

 その他全般的に  何かございませんか 

 

○加藤委員 

 今日の議題にはないですが清里町再生エネルギーとの問題で広報等でも太陽光の補助この申請

が２６日で終わり、日にちは今月の何日かで終わってその〆切によって抽選でって表現があった

訳ですが基本的には予算内で終止符と捉え方をして行くのか、私は基本的にこう言う形での再生

エネルギースタンスがあれば順番に申込みのあった順番に許可をして、予算が底をついた時に補

正を組むスタンスが基本でないかと思うんですが、その辺の再確認をちょっとしておきたかった。

抽選でどうのこう４月中でそれで後終わりなのかそれについて確認だけ。 

 

○総務課 

本事につきましては、所管が建設課と言う事になっておりまして所管が違うから答えられない

ということでなくて企画町政の立場から言えばこの法案これも限定の法案で今年で終わると言う

事でございます。ですが、これにつきましては町の再生可能エネルギーの利活用と言った推進も

ありますので、来年度以降も企画延長して取組んで参りたいと考えております。また、加藤議員

も取り上げました今年度の問題でありますが、もう既に満杯で抽選をする状況にあるご指摘の通

り。しかしながら、そこで切ってしまうのか補正を組むのかと言う部分には今後の状況を見てみ

たいなあと今後５件１０件あるとすれば対応もして行かないといけないですし、１件２件でも町

の方向性もありますのでどの時点で補正するのか補正すべきなのかどうかどの時点で補正するの

かについては慎重に対応して参りたいとおもいますが、ここで終わりと無いような形ですむよう

なアドバイスを  に対してして行きたいと思います。 

 

○加藤委員 

 であるとすれば私は５月の広報にきちんとその旨を書くべきだと思うわけですよ。要するに今

年度の事業費の中での抽選で捉え方をしますとこれで終止符と捉え方をしていくわけですよ。そ

うじゃなくてやっぱりいつの時点で補正かでなくて、きちっとその条件に会えば受付してくれま

すよ。但し、１０月とか１１月とか期日は切ってもいいと思いますが、只それまでにおいてはず

っとして行くっていう随時受付して行くという体制にきちっと整備された方が私はいいと思うの

でその辺内部でもう一度きちっとした協議をし周知徹底をされて頂きたい。 

 

○総務課 

ご案内の通り予算の裏付けのない事業について町民周知は中々出来ないところでありますの

で、その辺を含めてご理解願いたいと思っております。 
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○加藤委員 

 だとすればそう言う状態があるとすれば６月に補正をきちんと組むべきです。余ればっていい

ますかこの事業についてそう言う形で町民に対してやっていく事業な訳ですから差別が出ないよ

うにして行くためにはどう言う体制にするのか予算の無いものが切れるのにそう言う事は伝えれ

ないとするとすれば補正を組んで予算枠をきちっと確保して事業展開をされていくよう努力した

方がいいと思います。 

 

○総務課 

 委員会又は議会のご意見としてそう言ったご意見があったと言う事を  伝え今後の事業のに

ついて理解して行きたいと考えておりますので、ご理解願いたい。私から応えられるのはこの今

の答えしか出来ないので宜しくお願いします。 

 

○ 

 それはわかるんだけど抽選はいつやるのか。抽選をやってから補正なんて組めないわけだから

さ。そうでしょ？その辺をはっきりしなきゃ抽選終わって村島さんは当たらなかったよってオー

バーして抽選だけやっちゃってそれから大変だ補正組むかってそんな事ならんでしょ。はっきり

しなきゃ。 

 

○総務課 

 その辺を含めて検討の時間を頂きたいと思っております。 

 

○ 

 抽選ははっきりしてるんでしょ。抽選いつ。 

 

○畠山委員長 

 休憩をします。 

 

○総務課 

 今建設課に聞いてきたところ２６日締切です。その後抽選すると。抽選の日にちはまだ未定で

す。只あの、今報告受けた中では前回もですね抽選を一度させてもらって抽選に漏れた人につい

ては補正で再度募集するので  申込んでくれと言う様なやり方もしているそうです。手法は別

としてなるべく希望者の方が全員補助を受けれるような形でやって行きたいと言うことを伝えて

まいりますのでよろしくお願します。 

 

○加藤委員 

 行政のやり方としては確かにそう言うことなんでしょうけど一町民サイドから考えると同じ町

民でありながら抽選に漏れる漏れないってこれはないですよ。やっぱりきちっと一度抽選をして

補正を組むんでなくて逆を言ったら流用出来るはずですからそれくらいの数字一人位だと、だか

ら基本的には全員許可をしてやる同時に直ぐいきなり補正を組むという事前着工は駄目ですけど
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予算直ぐ提出する訳ではないですから。 

 

○ 

 ちょっと合わせて聞きたいんだけど。今の論法で行くとはみ出た人だけ補正組んであげるよと、

じゃ今の締め切りに申し込んで無い人は全然駄目だって事でしょ。考え方は。 

 

○総務課 

 今後二次募集三次募集で行けば、あ、すみません。 

 

○加藤委員 

 そう言うやり方で無くで。 

 

○総務課 

 二次募集三次募集でやった経過もあると言うお話をした訳です。 

 

○加藤委員 

 基本的に年間例えば１０月位までは全員要望した人には許可をしますよって言う方法で無いと

駄目ですよってことですよ。だからリフォームだとかそういうやつも結果的には出していく訳で

しょ、締め切らない訳ですから。やっぱり町民対象にやる事業については、予算で締め切りまし

た、次年度ですってやり方はやっぱり避けるべきだ。 

  

○総務課 

 お気持ちは十分理解するんですが、行政の仕事としてはやはりある程度の期間を引いた中での

要項を作っておりますのでその要綱に従って粛々と進めて行くというのが手法でありまして予算

はいくらでも良いから誰がなんぼでも町民の物だからなんぼでもおいでと言う要項なり公営住宅

にもおけることなんですが、そういう要項は中々作るのは難しいなあと私の今の考え方でありま

すので、只、しかしながら町が推進している再生可能エネルギーの利用についての町の配慮が必

要だというのは非常に理解しますのでその方法にそって考えていきたいなということを理解して

頂きたいと思っております。 

 

○ 

 分かりました。 

 

○畠山委員長 

そしたらそこら辺よく考えて頂いて、  頂いて進めて頂きたいというふうに思います。後ご

ざいませんか。なければ、これで終わらせて頂きます。どうも、ご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

それでは、引き続きまして生涯教育課３点について一つひとつ説明をお願い致します。 
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○生涯教育課 

 それでは、一点目の町民プール転倒事故にかかる損害賠償について４Ｐを開き  。本件に関

しましては、昨年の７月に発生致しました事故の関係で怪我の治療が１２月をもちまして終了し、

その後賠償内容賠償額について協議をした結果でございます。平成２５年３月２６日に一段落成

立致しましたので損害賠償の額の決定について地方自治法第１８０条第１項の規定により、次の

通り専決処分致しました。尚この規定につきましては、議会からの委任による専決事項の該当と

言う事で、１００万円未満の損害賠償につきまして専決処分したものであります。１点目の専決

処分した日が先ほど申し上げました３月２６日。事故の概要につきましては昨年７月３日午後９

時頃清里町民プール更衣室で着替え中に床に敷かれておりました樹脂マットに隙間があり滑りや

すくなっていたため、そこで足を滑らせ転倒しその拍子に右足がロッカーの下の隙間に入り込み

ましてその下のロッカーの角で親指の腱を切断してしまったという事故でございます。３の損害

賠償、損害賠償の額につきましては合計で５２万６９７６円。支出の科目につきましては、総務

費総務管理費の一般管理費、補償補填及び賠償金で支出しております。賠償額の内訳につきまし

ては入院・通院・手術に係る治療費及び交通費、休業補償、慰謝料 なってございます。４点目

の保険金の充当ということで、この損害賠償の額につきましては全額を町で加入しております全

国町村会総合賠償補償保険により充当し、支払をしております。相手方につきましては清里町向

陽の石田陽子さんでございます。５点目のその他和解条項ということで、相手方は清里町に対し、

上記金額の支払い以外はいかなる損害賠償も請求しないと言う事で示談成立しております。なお、

本事故後に、直ちにマットの隙間の部分或いはロッカーの下の部分につきまして改修善をし、今

後事故の発生しないようにと言う事で処置をしてございまして、今後もこう言った事故の無いよ

うに適切な管理・運営を行って参りたいと考えております。以上であります。 

 

○畠山委員長 

 損害賠償の関係について質問ございますか。何かありますか。 

 

○ 

 ありません。 

 

○畠山委員長 

 続いて②番。 

 

○生涯教育課 

 続いての２点目と３点目関連がございますので、併せて、説明させて頂きます。５Ｐからにな

りますけども、この関係につきましては、平成２５年度から町のスポーツ・文化施設の管理をス

ポーツ・文化管理協会に委託してるところでございます。この協会につきましては公社からの移

行しての最初の年度と言う事もございますので、本法人の事業計画・予算内容についてご報告を

させて頂きます。併せて施設の利用促進とサービス向上の為の祝日開館と言う事で内容を説明さ

せて頂きます。説明につきましては、担当主査よりご説明を申し上げます。 

 それでは、私の方から平成２５年度清里町スポーツ・文化施設管理協会事業計画についてご説

明をさせて頂きます。５Ｐ目をお開き下さい。業務の期間でございますが平成２５年４月１日～
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２６年３月３１日となっております。２番目事業計画でございます。管理協会の事業につきまし

ては清里町から委託を受けたスポーツ及び文化施設の管理業務を執行して参ります。１点目スポ

ーツ施設管理部門についてでございます。スポーツ施設管理部門につきましては、主に４つの事

業を展開して参ります。１点目清里トレーニングセンター管理事業。こちらにつきましては、施

設、設備の維持管理、清掃、窓口業務などを行っていく予定となっております。職員体制につき

ましては通年の臨時職員１名を予定しております。続きまして２点目、町民プール管理事業につ

いてでございます。こちらにつきましては施設の維持管理、清掃及び水質・衛生管理、窓口、監

視業務などを行っていく予定となっております。期間につきましては６月から９月。正職員２名、

臨時職員１名で管理を行っていく予定となっております。３点目でございます。緑スキー場管理

事業についてでございます。こちらにつきましては、スキーリフトの運行、点検、整備、監視な

どを行っていく予定となっております。期間につきましては１２月から３月。こちらにつきまし

ては正職員２名及び短期雇用の臨時職員１５名により管理をして行く予定となっております。続

きまして４点目その他スポーツ施設管理事業と致しまして、こちらにつきましては、町営野球場、

テニスコートなどの外構管理、施設、設備点検などが主な内容となっております。こちらにつき

ましては正職員２名で管理を行って参ります。続きまして、文化施設管理部門についてでござい

ます。文化施設管理部門につきましては図書館の管理事業及び郷土施設資料館の管理事業がござ

います。図書館の管理事務につきましては、施設・設備の維持管理、窓口事業などを行って参り

ます。こちらにつきましては、事務局長１名通年の臨時職員３名において管理を行って参ります。

続きまして、郷土資料館管理事業についてでございます。こちらにつきましては、施設の清掃を

行って参ります。こちらにつきましては、正職員１名で通年管理を行って参ります。３点目の理

事会についてでございます。こちらにつきましては、定時社員総会を２５年の６月、臨時社員総

会を２６年の３月に開催を予定しております。また、必要事項の協議と言う事で随時開催をして

参ります。４点目でございます。役職員についてでございます。こちらにつきましては、７Ｐ目

をお開き下さい。職員につきましては、去る２月６日に開催されました設立総会において、選任

及び採用決定を行っております。役員についてでございます。役員については任期が２５年の２

月６日から２７年の３月３１日までとなっております。理事長につきましては樫村初雄さん、副

理事長稲垣友子さん、理事につきましては岩佐道雄さん、柳谷和夫さん。監事につきましては川

原田一也さん、大橋伸行さんとなっております。職員についてでございます。職員につきまして

は事務局長坂本哲夫さん、以下６名の職員を採用決定しているところでございます。また、この

他プール管理の臨時職員１名、スキー場管理の臨時職員１５名を今後採用する予定となっており

ます。６Ｐ目をお開き下さい。２５年度の収支予算書についてご説明をさせて頂きます。期間に

つきましては、２５年の４月１日から２６年の３月３１日までとなっております。大きく分けま

して、事業活動収入と事業活動支出がございます。まず収入の部と致しまして、事業活動収入部

についてご説明させて頂きます。こちらにつきましては、二千四百六十二万七千円を計上してお

りまして、こちらの内訳につきましては、町からの委託料のみとなっております。続きまして、

２点目の事業活動支出の部についてご説明させて頂きます。こちらにつきましては、総額二千四

百六十二万七千円を計上しておりまして、内訳につきましては大きく分けまして、人件費と事業

経費この２点になっております。人件費につきましては総額二千四百万円、内訳につきましては

職員の給与と致しまして五百三十三万六千円、こちらにつきましては正職員２名分の給与となっ

ております。続きまして、職員諸手当三百五十八万円、こちらにつきましては下段に括弧書き時
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間外勤務手当から括弧書き資格手当までが内訳となっております。続きまして、臨時職員等の給

与と言う事で一千百九十四万八千円。こちらにつきましては、通年雇用及び短期雇用の臨時職員

の給与となっております。続きまして、福利厚生費三百十三万六千円。こちらにつきましては、

下段に括弧書きで健康保険料から健康診断手数料までが内訳となっております。内容につきまし

ては、職員に対する社会保険料等の各種保険料他退職手当共済掛金健康診断手数料等となってお

ります。続きまして、事業経費についてでございます。事業経費につきましては、六十二万七千

円を計上しております。内訳につきましては、旅費交通費ニ十二万四千円、消耗品費二十五万円、

印刷製本費二万円、手数量一万円、保険料五万円、諸会費三千円、租税公課七万円となっており

ます。収入支出ともに二千四百六十二万七千円となっておりまして、なお、委託料の余剰金が生

じた場合については町へ戻入することとなっております。続きまして、８Ｐ目をお開き下さい。

スポーツ・文化施設の祝日開館についてと言う事でございます。平成２５年４月より、町内のス

ポーツ施設及び文化施設の管理を「一般社団法人清里町スポーツ・文化施設管理協会」が行うこ

とに伴い、各施設を祝日を開館日とさせて頂きます。施設の内訳につきましては下段の表になり

ますけども、スポーツ施設につきましては清里トレーニングセンター及び室内ゲートボール場、

札弦トレーニングセンター、町民プール、町民グランド、テニスコート、緑スキー場等となって

おります。町営野球場、武道館につきましては、利用団体の管理となっております。文化施設に

つきましては、生涯学習総合センター、図書館、郷土資料館となっております。なお、祝日の会

館時間につきましてはスポーツ・文化施設共に午後５時までとなっております。また、月曜日が

祝日の場合には開館をさせて頂きたいと思っています。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 只今２点について説明ございました。何か委員の方ございませんか。 

 

○前中委員 

 今年度予算の中に計上したプラネットにおけるその多目的そのローラースケートだとか作る管

理部分は同じ様に新しく出来るであろう管理協会が管理するってプランで宜しんでしょうか。 

 

○生涯教育課 

 今回の管理業務委託につきましては生涯学習総合センターにつきましては、従来通りの直営と

言う事でなっておりまして、多目的広場整備におきましても、町の方で教育会の方で管理を致し

ます。 

 

○前中委員 

 教育委員会って事で分かりました。それともう一点一般社団法人スポーツ・文化施設管理協会

って形でスポーツ・文化施設を管理するって事で   ちょっと理解、確認したいんですけども、

スケート場はどう捉えたらいいのか町営スケートそれに対してちょっと説明不足なのかな 

○生涯教育課 

 スケートリンクにつきましては、造成並びに管理と言う事で従来通りの管理を予定しておりま

すので、直接的にこの管理協会が管理するものでございません。グランドの部分夏場のグランド

の部分は管理協会が管理致しますけども冬場のスケートリンクは従来通りの委託業者に管理を頼
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みます。 

 

○池下委員 

 ６Ｐの管理協会の一般会計資金収支予算書ってあるんですけど職員給与・職員給料２名って書

いてあるんですけどちなみにどの職員のことを言ってるんのでしょうか 

 

○生涯教育課 

 ７Ｐの職員の名簿でご覧頂きたいんですけども、この２名につきましてはスポーツ管理部門の

主査と係この２名でございます。 

 

○池下委員 

 主査と係。と言う事は事務局長の給与はどこから出ているの 

 

○生涯教育課 

 事務局長につきましては坂本哲夫氏採用と言う事で嘱託職員と言う形の中でその下の臨時職員

等給与の方から支出をしております。以下その２名先程の正職員以外２名の部分が事務局長含め

て５名分を支出しております。臨時職員給与の中から 

 

○池下委員 

 臨時職員５名ですよね。 

 

○村尾議長 

１５名も入るんだべや 

 

○生涯教育課 

 失礼致しました。季節のプールとスキー場の季節的な従業員も含んでいます。 

 

○池下委員 

全部で１６名 

 

○生涯教育課 

２１名ですね 

 

○池下委員 

２１名で職員給与が一千２百万円ですよね、大体。ところが職員給与が２名で職員の手当、諸

手当で言うとおよそ九百万円なんですよね。大きな違いがないかなあと言う風に思うんですけど

も。こう言うもんなんですか。あまりにも臨時職員が多過ぎて一千二百万円なのに職員２人で九

百万円て言う風にちょっと不思議に思ったんで。 

 

○生涯教育課 
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 正職員２名につきましては、管理協会の給与規定に基づいた給与号俸を格付け致しまして、支

払手当しますけども、職員が比較的１名若返ったと言う事もありますので、従来から比べると職

員給与につきましては下がっていると言う風に思います。移行前のですね。 

 

○池下委員 

 役場職員より安いってこと。 

 

○  委員 

 採用年齢が 

 

○生涯教育課 

公社の時の職員の年齢構成とだいぶ今、年齢が下がりましたので、ですから給与も下がってい

る。給与体系につきましては、前公社のそのものを引き継ぎまして社会福祉協議会に準じた給与

体系で格付けを行っております。 

 

○加藤委員 

 何回も説明があったんだと思んですが基本的にその公社から法人に変わった意味合いって言う

のは今の話を聞いたらまったく無くなっちゃっているんですよね。法人になった時に完全に民間

委託って言うんですかね、そう言う形のシステムになっていくのかなと思ったらそうでもない今

の説明聞いて行くと給与体系は元の公社と一緒ですよとたまたま年齢がと言う形のなかで行けば

余計完全に複雑化されただけでなかっただけなのかと。元から行くと事務局長って嘱託だって言

いながら誰がやってて今度どう言う風にしててこの後どうして行くのかなっていう先が見通せな

い。基本的にこう法人作ってやってて全部町が作っちゃったからこう言う形でスタートしちゃっ

たからなんですが、やっぱり今後に向けてですねこう言う形が本当にずっと持続して行けるのか

どうなのか逆を言うと本当に民間の住民或いは地域の人方にそう言う人達の中からされて行かな

いと将来に渡っての展望ももうスタート１年目なんですけど色々と考えて行かないと大きな矛盾

点が非常にあるのかなと言う事は公社で２名ですよって言いながら今度図書館をいれましたと。

図書館を入れといてですねその職員内容  年雇用と一緒なんですよね。でもそれはあくまでも

臨時職員だという関係で来ちゃっている何か公社から法人に中身変わってもう少し利便性が色ん

な意味で良くなっていくのかなと思ったら、なって行かないで只経費的に増なんですよ。さっき、

課長が言われたように年齢が下がった分だけの話で、尚且つ、職員サイドっていうかね、町サイ

ドはこの運営について公社の時よりも楽になったのかったら、どうもそうでもないような同じよ

うな雰囲気で行っちゃっている。ここでの論戦で無いかも知れませんけども今後に向けて本当に

これ、使い易さと運営のし易さと仕方とその公社の人間が定年間近になったから次どうするんだ

っつった時にこう言う形にしましたって話ではなくて、でもなかったと思うんで、もうちょっと

こう内容もこう言う形から前へと進むような方向にされて行った方が本来のそれぞれの施設の運

営方法の在り方も含めてですね更に又検討されていかなければならないような気がするんで出来

た時から何か  って思っていたら中身的には何か何か私の能力では理解の出来ない内容になっ

ちゃっているで、何も変わっていない気がするんで。 
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○課長 

 ただ今の加藤議員からの質問なんですけども、今回のまず、組織の改編に当たりまして、前の

公共施設管理公社という組織の体系的に公社とう言う事で町の職員が役員としてなっていた訳で

すけども、現実的には法人登記されていない、あくまでも任意の団体であったという所からです

ね、組織につきましてきちっとした形、法人として、登記をした中で運営して行くべきでないか

と言う事がございまして、今回この一般社団法人と言う形で設立させて頂いたところであります。

この、施設の移行にあたりましては、先ほどもご説明いたしましたサービス向上っていう面でい

きますと祝日を開館しましてより利用の促進を図っていきたいとその中で祝日開館に当たってど

うしても中々町の職員ですと人件費等の問題等ありまして、それを法人の中で柔軟に対応してい

くことが可能となったところであります。今回の委託施設につきましては、あくまでもスポーツ

文化施設と言う事で先程も申し上げましたがプラネット自体はこれに入っておりません。こちら

の考え方と致しましては将来的にはプラネットにつきましても、管理施設の管理また中身の事業

運営につきましても将来的にはスポーツ文化あらゆる面のソフト事業についてもそういった法人

が、担って行けるようになって行けばということで考えているところであります。中々いきなり

ですね、そう言った部分で町内の民間業者の方々にそれをお願いするって言う部分では非常にノ

ウハウも難しいながら、いきなりが出来なかったという事もありますし、将来的には方向性とし

ましては教育文化施設に限らず町の色んな施設も視野に入れた中移行して行くべきでは無いのか

なと私自身は思っておりまして、それにあたりましては、単なる法人への業務委託ではなく指定

管理事業も含めた中で行っていくべきではないかと考えておりましてまた、その、職員の体制人

件費等の関係ですけども、経費につきましては、４月からは町の職員が１名配置されていたとこ

ろ図書館なんですけどもこれが配置されておりませんので、変わってそのそう言った法人全般の

事務あるいは図書館業務を担うと言う事で事務局長を１名雇用してスタートしております。した

がいまして町の職員１名分を含めますと総体の経費としては下がっているということがございま

すのでご理解を頂きたいというふうに思っております。いずれに対しても今回この移行内容がこ

れで全てと言う風には町・教育委員会とも考えておりませんので、徐々に先程加藤委員仰った様

な民間の活力を導入しながら独自の事業転換もして行けるような法人にしてなって行ければと言

う風に考えているところでございます。以上です。 

 

○加藤委員 

 よく分かったんですが、只その中で経費を削減すれば良いっていう話ではないと思んです。人

に対する部分っていうのはやっぱりきちっと本当に人がいないとこの町が成り立たない訳です

し。やっぱりそのためにも安定した環境で仕事をしてもらえる環境、そういうものっていうのは

一般町民からそういうノウハウを活用・参加してもらえるような人に投資をすべきだっていうふ

うに捉えるんです。変な予言しますと定年後の活用のための職場であってはならないと思う。町

づくりって言うのは若い人が住んで初めてそこには十分な町としての機能がスタート出来て行

く。そのために職員が助けて行く協力して行くってこれ当然なことなわけですから。だからそう

いう形を使う事によって楽だとか便利性良いってとか っていくと、その後町づくりってなんな

んだろうって言う風になって行くと思んです。だから私はこう言う協会って言う形になってそう

いうシステムになった時に給料がそんなにがいに上がらないかも知れないけども身分を年雇用さ

れている臨時職員に向かっては正社員ですよ、正職員ですよ。そう言う意識を持ってやって行か
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ないとこれはうまくないと私は思いますよ。だからそう言う所から、お金の掛けるべきとこと内

容とかきちっとマッチしてないで権限とあれだけを持っていて中途半端にして行くと前に進んで

いかないと思うんで。細かい話もうちょっと何かスタートを将来に渡っていくような方法を今年

初年度ですので、只、公社から変わったという事もありますんで出来れば全部引き継いで経費削

減だけでなくて進んで欲しいな。 

 

○生涯教育課 

 加藤委員仰る通りでございまして、将来的にですねこのままの状況でずっと進むっと言う風に

は考えておりません。 臨時職員の関係につきまして、  今年度は引き継ぎと言う形でスター

ト致しましたけれども今後事業展開におきましては職員につきましても仕事のその人の仕事の内

容等を把握しながら正職員と言う雇用形態もですね検討して行く必要があると考えておりますの

で、今後その中で進めて行きたい。また、事務局長につきまして、結果的に役場職員のＯＢと言

う事でスタートしておりますけども、この職員につきましては１月に事務局長含めて募集をかけ

ました。実際に３名の方が事務局長にと言う事で応募があった訳なんですが、中々面接を行った

結果適当な方がいらっしゃらなかった。給与体系の面或いは仕事の内容を面接の折に話した中で

辞退された方と言う事で、その職員採用が出来なかった正職員として採用出来なかった為にある

程度ノウハウを持った方と言う事で結果的に役場退職者の方にお願いしておりますけども、これ

は１年契約という中で、事業の運営が円滑に行った中でですね、又新たな人選をさせて頂きたい

と言う事で考えているところでございます。以上でございます。 

 

○加藤委員 

 課長そこまで言われたなら私一言付け加えておきますけども、その募集に当たって年齢制限っ

てありましたよね。 

 

○生涯教育課 

 はい 

 

○加藤委員 

 そのこと自体の基本的な考え方って言うのはどう言う意味でああ言う年齢制限が。今課長が答

弁されたんですよ。どう言う事で年齢制限をだったのかお伺いしたい。 

 

○課長 

 事務局長職員につきましては概ね５０歳以上方と言う事で募集しております。これにつきまし

てはやはり図書館含めたこの法人全体を統括し仕切って行かなければならない方と言う事で、そ

れなりの年齢で今まで色んな経験を積まれた方そう言った人材が必要であったということ、更に

５０歳以上の方であれば定年退職をされた方々につきましても経験を踏まえて応募して頂ければ

そういう人件費的にも場合によってはある程度低く抑えられる可能性もあると言う事で、中々予

算的にあまり高額な人件費を想定出来なかったものですからこう言った年齢制限と言う事でさせ

て頂いた訳でございます。 
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○加藤委員 

 意味合いは分かりました。否定はしません。でも、そう言う形になって行くとすればですねそ

したら定年後の人から何年間その事務局をやってもらえるの。次から次交代交代っていう形にな

ってってしまわないの。こう言う組織の事務局ってある程度育てるって言うある程度知識そう言

う持った人とある程度の年齢から長くやってもらうって事も必要な部分の一つでもあるような気

がする。    入って来ません。只、そういう色んな将来に渡ってどうして行くんだと言う風

に考えた時にどう言う方向が良いのかを或いは募集する真意  疑問視しざるを得ない。だから

施設運営をする事が第１の目的でありその施設の利用を有効に町民にサービスして行く事が目的

であって確かに経費も大切だけどそれによって、そう言う形になって行くとすればいつになって

も変わって来ないのかなトータル的な捉え方での進み方をして欲しいなというだけ。 

 

○課長 

 加藤委員仰る通りでございまして、町と致しましてもそう言った考え方もと先程も申し上げま

したけども将来的にはもっとそういう管理する施設を増やした中、ソフト的な事業も担って頂き

たくと言う事で見越した中では当然ＯＢじゃなくてもうちょっと若い職員をですね人選も必要で

はないかと言う風に考えておりますので、そう言った部分そう言った組織の意向にも含めまして、

徐々に出来る範囲でやって行きたいというふうに考えておりますのでご理解頂きたいと思いま

す。 

 

○池下委員 

 参考までに  ちょっと言いたいんですけども、スポーツ文化と言う事でこう言う風に今年か

らなったんですけども、どうも当初からですね私個人的に思っていることなんですけども図書館

だけちょっと別なような気したんですよね。スポーツ施設とは。何故ここに図書館を入れたのか

って言う風に疑問に思っていた部分がありまして、実はですね昨日か一昨日のですね道新だと思

んですが、北見市議会が図書館を民間委託するってやつに反対したんですよ。何故かと言うとや

はり専門的な知識を持った人間がそう言う所に職員としていなければ駄目だという裁定で北見市

議会が駄目だと言う結論に足したんですけども、確かにこうやって見ますと岩本亜由美さん図書

館の司書の方は十何年も居ますから当然専門的な知識を持っていますし、優秀だと私も思ってい

ます。只ですね、こう言う方ずっと先程加藤委員も言いましたけども職員で無いんですよ。正職

員じゃ無いんですよ。あくまでも臨時でこうやって使っているといつ辞めるか分からない。そこ

に、要するに町職員がいない専門的な知識を持った人間がいなくなるって事ですよ。これは要す

るに図書館っていうのは単なる貸本屋で無いんで、そう言う事を踏まえた中でやって行くために

は先程加藤委員も言ったように正職にして行く若しくは、やっぱり所管は役場が持っていた方が

いいんではないかと私は思ったんですよ。そこら辺こう言う形になったので今更行っても遅いん

ですけども、これからもですねこう言う専門職・知識を持った職員を大事にして行くって事が大

事とつくづく思いますので十分そこら辺を考慮しながら進めて頂ければなというふうに私は思っ

ています。 

 

○生涯教育課 

 図書館の運用につきましては、図書館全国図書館協会等からも本来直営が望ましいと言う見解
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も出されております。北見市のケースにつきましても指定管理についてもそう言った  ご意見

を理解をしておりますけども、清里町につきましては管理の業務委託と言う事で基本的にはどう

言った本をどれくらいの予算で購入して行くかと言う部分については全て町の指導管理の基そ

の、司書と言う職員の助言を頂きながら選定・運営して行くと言う事で任せっきりにしないと言

う事で内容の充実はこれまで通りまたこれまで以上にですね図って行きたいというふうに考えて

おりまして、先程の職員の待遇関係につきましても今後ですねそういったきちっとした職員配置

をして行くと言う必要性に鑑みまして検討させて頂きたいというふうに考えていますのでご理解

頂きたいと思います。 

 

○前中委員 

 細かい話なんですけども、この各施設の開館時間とか休館日とかちょっと今思ったんですけど

も文化施設生涯学習センター図書館郷土資料館その中で学童保育の関係で学校終わった後にかな

りこの施設月曜日等もやはり来る。小学校１年から３年生の子供達居ると思んですけども。そう

いう子に対するケアなり何らかの対策、今課長の中でプラネットはじゅうばいって出ていたもん

ですから、そう言った中でこうはいの中で子供達も利用できるのか出来ないのかその事は協議会

の中で話し合われてるのかどうかちょっとその辺説明願いたい。利用されているのかどうかから

の入口でもいいんですよ月曜日に。 

 

○生涯教育課 

 基本的には学習センター図書館は月曜日休館と言う事でやっておりますが学童保育につきまし

ては月曜日も実際留守家庭になることで実施をしているところでございまして、そう言った部分

で月曜日以外は図書館利用できますけどもそう言った所は指導員が指導する中ですね色んな遊び

ですとかそう言った活動をしている事で月曜日は運営しておりますので図書館の利用については

ございません。  

  

○前中委員 

 施設の中でプラネットって言う部分がじゅうばいって説明あったんですから、その中で子供達

を面倒見るって言うか指導員が対応しているっていうふうに理解して良いですね。もう１点やは

り先程同じように町内の施設僕はあまり細かいことは言いたくないんですけどもスケート場町民

スケート場なんですよね、そこら辺きっちりどう捉えるのか今後やっぱり前向きにこれから検討

するなりだと思んですけども今までも今まで従来通り管理造成管理もある業者さんにお願いして

いるそれは重々分かるんですけども管理部分であればこの協議会もやはり同じ様なそういう施設

であれば管理資本も考えてもいいのかな、どうもその辺管理はすべてお任せってな現状があるも

んですからその辺どう捉えるから今後中で検討して頂きたいと思んですけども、その辺何らちょ

っと町民スケート場でありながらそこは従来通りって答弁を受けたもんですからその辺どう考え

るのか今後に向けてその辺も理解が出来る程度に検討する問題でないのかな。 

 

○生涯教育課 

 スケートリンクの造成及び管理と言う事で業者に委託しておりますけども、例えば団体での利

用ですとか大会の使用につきましては受付につきましては町の方教育委員会の方に受けてやって
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おります。日頃の日常的な管理になりますと、やはりあのリンクの造成と水はけですとかそう言

った部分との関わりが非常に強くなって来る部分がありまして、そう言った意味では造成管理を

行う所が合わせて管理をして行くという事が効率的というふうに考えているところでございま

す。 

 

○前中委員 

 もういいです。 

 

○畠山委員長 

 他いいですか。 

 

○委員 

 いいです。 

 

○畠山委員長 

 なければ、これで休会終わらせて頂きますけども。 

 

○委員 

 はい。 

 

○畠山委員長 

 それでは、どうもご苦労様でした。 

 ２番道内所管事務調査ということで、産福の２番に載ってございます。総務の関係でとりあえ

ず進めさせて頂きたいと言うふうに思います。前々回からの流れの中でアカデミーじゃないな札

幌の研修と一緒に道内視察が出来ればいいなというそんなお話もしてございますし、それから今

年度の道内の予算も当初とってございます。その中で合同という形今まで通り合同と言う形の中

で、そ    ろうなと言うふうな思いをするところでありますし、また内容についてはこれか

ら一からの協議だろう皆さんの意見を聞きながら最終的にはその行く時期それから行く場所につ

いて最終決定をして行くっていうふうに考えてございますので、ひとつ今後、ご意見を頂きなが

ら進めて参りたいというふうに思います。一番最後に事務局の方からこの。 

 

○議会事務局長 

 一番最後に９Ｐに載せてございます。これはあくまでも参考資料と言う事で載せてございます。

ここ４町村選定した選定につきましては、清里町の人口・世帯数・基幹産業・公共施設など比較

的本町に近い町村で過去に調査に行ってない場所と言う事でここに４カ所程載せてございます。

これ以外でも皆さんに検討して頂いて視察の時期または視察先・調査項目などについてご協議し

て頂ければと思っております。それと委員長先程言いました通り過去に毎年札幌の方で行われて

おります議員研修の前後に合わせて実施した時もございますので、参考に本年度の開催日を載せ

てございます。以上でございます。 
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○畠山委員長 

 とりあえずは、この案件を基礎と言いますかせっかく用意して頂いた    また委員の方で

どっか行きたいなって部分これから集約して行きたいなというふうに思ってます。最終的には議

員研修と合わせて行くのか日程の関係についても素案を作りたいなというふうに思ってございま

すので、そこら辺事務局とそれから両委員長後議長、副議長含めて相談させて頂きながらまた原

案を出して行きたいと思うんですが、どんなもんでしょうか。 

 

○委員 

 いいです。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○池下委員   

 これあの所管調査については単発でやると何泊位なんですか 

 

○畠山委員長 

 それも全然 

 

○池下委員 

 議員研修でやると３泊になるとか４泊になるとか 

 

○議会事務局長 

 ２泊３日でございます。単発で。この道の研修は又別に取ってますので。単発でやりますと２

泊３日と。 

 

○池下委員 

 議員研修にぶつけると３泊になるって事ですか。 

 

○議会事務局長 

 視察先によって、２泊になるか３泊になるかってのはまた。 

 

○池下委員 

 分かりました。 

 

○畠山委員長 

 これ今まで議員研修で１泊２日の予算で行ってて前の日に入れば次の日が飛行機の関係で慌て

て帰って来なきゃならんって事があった部分があったんで。 

 

○池下委員 
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 一昨年がそうだった。 

 

○畠山委員長 

それなら一緒に行って時間びっちり勉強して来てそれから移動するならかとりちょう交通費っ

てのか、かなり浮くだろうな両方のって部分でそんな方法もあるよってことで一回話しは出たん

でそこら辺も協議しながら。 

 

○委員 

 まかせます。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○委員 

 はい。 

 

○議会事務局長 

 委員長ちょっと確認なんですけども、この道の研修の前後と言う事で考えて宜しいでしょうか

ね。 

 

○畠山委員長 

 はい。 

 

○議会事務局長 

 分かりました。 

 

○畠山委員長 

 それも一回たたき出して見て協議。 

 

○議会事務局長 

 ６月の末ですと視察先の予定もありますので、ある程度。 

 

○田中委員 

 取れた方でいいわ。 

 

○  委員 

 それしかないわ。 

 

○ 

 くっつけると３泊４日だらかなり長期になるな。 
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○ 

 ２泊３日にくっつける。 

 

○議会事務局長 

 ２泊３日でも出来ますし。 

 

○畠山委員長 

 ２泊３日で札幌まで行ってその中で 

 

○議会事務局長 

 どうしてもあの、道の研修会に合わすと他町村の動向もありますので、議員さん方も研修にで

るとその辺が事前に調整しとかないと 

 

○委員 

 まかせるわ。 

 

○委員 

なにを研修するのかっていう趣旨だ。 

 

○ 

 事務局が言った同じくらいの  状態の中で   両方の常任委員会の趣旨のあった部分で一

つずつ見て来ると言う事でお任せします。 

 

○畠山委員長 

 調査については委員長それからどうせなら局長それから議長副議長入ってもらって相談させて

頂くと言う事でお願い致します。 

 ３番目次回の委員会の開催についてということで局長。 

 

○議会事務局長 

 次回の開催につきましては、記載の通り５月１３日月曜日午前９時からとなってございます。 

 

○畠山委員長 

 それではその他、議員の方その他ございませんか。ないですか。 

 

○委員 

 ありません。 

 

○畠山委員長 

 局長無いですか。 
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○議会事務局長 

 ありません。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第３回総務文教常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１１時１８分） 

 


