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第８回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年８月１２日（月） 

    開 会   午後 ２時３９分 

    閉 会   午後 ４時２４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清里町再生可能エネルギー導入計画（案）について 

  ②平成２５年度普通交付税算定結果について 

  ③清里町レストハウスについて 

 ●消防清里分署 

  ①消防通信指令業務と共同運用の検討結果について 

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       柏木 繁延    ■企画財政Ｇ総括主査  三浦  厚 

 ■消防清里分署長    二瓶 正規 

 

○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 
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  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第８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 

 それでは、始めさせていただきたいと思います。若干時間が早いわけでありますが、進めさ

せていただきたいと思います。町からの協議・報告事項ということで、消防分署の関係を先に

やらせていただきたいと思います。消防清里分署の方から説明をお願いいたします。 

 

○消防分署長 

 それでは、消防分署の方から１点目の関係について説明させていただきます。資料の２ペー

ジをお開き願いたいと思います。この資料につきましては、７月２２日開催の消防議会終了後、

全員協議会を開催いたしまして、その別紙資料に基づきまして、今回内容について報告をさせ

ていただきたいと思います。 

まず１点目のこれまでの経緯といたしまして、平成２５年２月に消防議員の皆さんの視察研

修を実施した際に、視察先の組合において、１１９番の一元化が通信指令の共同運用というこ

とで実施をされていた状況、それと近年の情報通信の高度化に伴い、当組合での共同運用の可

能性について内部検討が必要であるというご意見をいただきまして、３町の町長、副町長によ

る同様の視察地の研修を行うとともに、事務レベルでの協議・検討を行ってまいりました。 

それで２点目の、消防救急通信体制の現状ということで、現在の斜里地区消防組合の体制に

ついて、記載をさせていただいております。本部及び各署所の勤務体制及び勤務実態というこ

とで、表示をさせていただいております。まず（１）の体制の部分で、消防本部につきまして

は毎日勤務と勤務体制がなっておりますが、日勤のみで平日の日勤ということで、清里・小清

水からの派遣職員がそれぞれ１名ということで、計５名が本部の職員体制ということになって

おります。次に消防署というのが斜里署以下、小清水・清里・ウトロということで、それぞれ

の実人員数が記載をされております。その内、１回当たりの当務の人数ということで、その中

段ほどに１回当たりの配置人員ということで記載をしてございますが、斜里では６人の３交代

で勤務を行っていると。小清水・清里・ウトロにつきましては、４名で３交代、そして、小清

水と清里については変則で、本来ですと１２名で回すのですが、１４名でのローテーションの

３交代勤務ということで勤務を行っております。 

次に、（２）の先進地での消防体制の部分でございますが、（２）の部分につきましては、

美幌・津別と遠軽の両組合の現状、それと斜里地区を比較したものを記載してございます。見

ていただいてわかるとおり、通信員の２名、これは斜里署にはないということで、この分が少

ないのと、消防隊員の部分の勤務体制の部分でもかなりなかい離があるということで、両方と

も美幌、遠軽につきましては体制がかなり充実していたということもございまして、新たな通

信員の確保がなかったということで、人件費等の財政負担もなかったと推測されております。 

次に、通信員の２名の根拠でございますが、四角く囲ってございますが、これにつきまして

は総務省の消防庁で示しております消防力の整備指針による根拠法令を抜粋してお示しをして
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ございます。ここに記載のとおり、消防本部及び消防署に常時通信員を配置するものとすると。

そしてその配置人員につきましては、２名以上ということになってございます。これらの部分

を含めまして、２名の３交代ということで、６名の通信員が必要になってくるという部分がご

ざいます。 

それで３点目の通信体制の一元化に係るコストということでございますが、ここに人件費と

整備費及び維持管理費等についての、単独整備と一元化整備の場合のコスト比較ということで

記載をしてございます。一番大きな部分がやはり人件費の部分で、新たな通信員２名配置とい

うことで、これの３交代で６名ということで、ここは１０年間の人件費ということで記載をし

てございますが、３億６千万円ぐらい人件費がかかってくるということで、これらが一番大き

な部分で、施設費につきましては、単独でも一元化でも機械的なものが必要になってきますの

で、さほど大きな開きとはなっておりませんが、人件費の部分がかなり大きな課題ということ

になってございます。 

これらいろいろまとめた結果、４点目の通信指令業務等のメリット・デメリットということ

で記載をしてございますが、これらにつきましては、先進地で各署で一般的に示されている内

容でありまして、このようなメリットが期待されるものや現運用において課題としているもの

のデメリット及び課題として示しております。メリットの部分については４点、現場到着時間

の短縮、重複案件での対応がしやすい、火災時に全員が現場に駆けつけられる、出動途中で詳

細な情報が入手できるというようなメリットがありますよということが言われております。デ

メリットの部分ですが、先ほどから言っておりますが、新たな専従の通信員の確保が必要であ

るという部分で人件費の増、それと地図情報の更新、データ入力など、これも新たな業務が発

生してくるということです。それと消防団の出動体制、これらについても指令の見直し等が必

要になってくるであろうと。サイレン吹鳴の方式の調整も必要になってくるということがござ

います。これらについては時間をかけてやっていかなければならない部分かなと思っておりま

す。 

以上、当組合の消防体制の現状、一元化に係るコスト、メリット・デメリット等、協議・検

討を行ってきました。その結果、５の検討の結果といたしまして、通信指令業務の一元化を実

施するに当たって、通信員の確保が課題であるということで、組合内各署所の消防体制から通

信員を確保するということは困難であるという状況であります。それで現体制で一元化に取り

組むためには、専従の通信員６名の確保が必要になるということから、人的及び経費面から課

題が大きいということで、共同運用するに当たっては救急隊、消防隊など常備消防力について、

消防業務の低下を招かないよう、効果的・効率的な運用を図るために十分な協議を必要であろ

うということで、短時間での検討ではなく、時間をかけ、考えをまとめていきたいという結論

に達しました。 

以上の内容で、当面は通信の一元化は難しいということで、消防組合として判断いたしまし

た。従いまして、本年度予算計上してございますデジタル無線の実施設計につきましては、先

行して進めていくということで、当面は一元化がされないということでございますので、清里

分署で予定しております指令卓の整備につきましては、現有の指令卓の規模程度で設計を行い、

必要最低限の整備を図っていきたいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

なお、実施設計、３分署の部分でございますが、これにつきましては、現在のところ本部で

入札を実施予定でございますが、８月２０日、本部一括でやる予定となっております。実施設



 

- 4 - 

計の工期につきましては、来年の２月末までということで、現在、起案をしているところでご

ざいます。以上、説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、通信指令業務と共同運用の検討についてということでお話がございました。何かご

ざいませんでしょうか。 

 

○前中委員 

 参考までに、美幌・津別広域事務組合、それと遠軽地区広域組合、そして当町の斜里地区消

防組合、この人口はどのくらいになっているのでしょうか。消防本部のこの整備指針の中に１

０万ごとに５人と明記しているのですが、ちょっとその辺参考として、わかればで良いんです

けども。 

 

○消防分署長 

 今、資料を持ち合わせていなかったのですが、現状で見ますと、１０万を超えているような

ところはないです。北見ぐらいですが、遠軽、美幌・津別については、１０万は超えていない

ということで、最低の２名ということで、当務の２名の交代ということで６名なり、そういう

形で６名以上の人員を配置しているというのが実態のようでございます。 

 

○前中委員 

 なぜそのような質問したかと申しますと、３つの中で、美幌、遠軽は専属で通信勤務員を置

いていると思うんですけども、斜里に関しては兼務という形。だから、その業務内容が他の２

つの組合は完全に張り付けなのか。現状はその他の業務、例えば防災の担当も兼ねながら、現

状の中で勤務体制があるのか。専属とは書いてはいるんですけれども、兼務的な内容も補完し

ているのかなというのをちょっと思ったのですが、それはないということで理解してよろしい

でしょうか。 

 

○消防分署長 

 視察等で消防議員さんも現地視察等されまして、遠軽、美幌等見ていただいていると思うの

ですが、通信員につきましては通信室に２名常時張り付けという形で勤務してございます。多

い時には４名なりということで人員を増やして対応しているようですが、基本はあくまでも通

信室に２名、常時２４時間という形で勤務している実態となっております。他にありませんか。

なければ、総体でもよろしいですからございませんでしょうか。 

 

○加藤委員 

 結果としてこういうふうになったということなのですが、現状のアナログをデジタルでの整

備ということ以外、現状の設備をデジタルに単純にしますということで、デジタルにすること

によっていろんな機種の導入ができるけども、そういうものについてはしないということで理

解しろということですよね。災害時における、例えば情報の個々の携帯あるいはタブレットへ

の発信とか、そういう関係に関しても、当面は考えていかないということで整理されていくと
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いうことなのですか。 

 

○消防分署長 

 清里分署につきましては、タブレットの導入まではできないです。いずれにしても、うちが

単独でやろうとすると、それだけの通信員がまた必要となってきますので、それは絶対無理な

話なので、うちにつきましては今、指令卓というものが実際にございますが、画像だとかそう

いうデータを転送できるような指令卓ではございません。ただ、１１９番を受けて、一般電話、

携帯電話、ＩＰ電話など、いろんな回線の電話を今は指令卓１つで、１つの電話で全部受ける

ようになっております。もし、その指令卓を作らないとなると、電話をそれぞれに置いて、そ

の都度その電話を取りながらやるという方法も可能なのですが、今ある指令卓と同程度の規模

の物を整備していきたいということで、最終的には斜里の方で人員体制なり、そういう部分が

整った時には、小清水、清里も含めた中でのタブレット導入ということも考えられるのかなと。

斜里署の方は高機能の指令卓の導入も今、視野には入れているということなのですが、ただ、

人員の関係がやはりネックになっている部分がありますので、その辺がどうなるかわからない

部分もあります。うちについては、とりあえず現有の指令卓程度の整備は行っていきたいとい

うことで考えております。それから、団員の招集だとか、職員の招集関係、メール関係につき

ましては、役場総務課の方で町民に対する情報の伝達システムを検討中ですので、それらを共

有しながら、周知関係を図っていきたいなと考えております。以上です。 

 

○加藤委員 

 最後の部分が非常に大切なのですが、そしたら、それは総務課が基本的には人員も含めて管

理もしていくという形になっていくということなのですか。消防団員の招集にもそれらの機能

を使うとしても、管理そのもの、運営そのものは総務課がしていくという理解で良いのですか。 

 

○消防分署長 

 システムそのものは総務課の方で入れる形になって、庁舎内でランの入っているパソコンか

ら、それを使ってメール送信だとか、そういう部分をやりとりするのは各課でできるようにな

っております。それで、団員なりについて管理はあくまでも署がやるということで、総体的な

登録は総務でやりますが、個々の部分については各課、署でやるということで進む形になると

思います。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。他に。なければ、終わらせていただいてよろしいでしょうか。 

 

○池下委員 

 ちょっと良いですか。当面、通信員の一元化は難しいという説明だったんですけども、うち

の場合は１４名の中で４名で３交代、そして、２名がうまくローテーションでということなん

ですけども、４名で回っている中で、私も何度かいろいろと一般質問でもしましたけども、研

修とか、うまく出来ていけるのか。実態としては、今年３名行ったという話は聞いていますが、

救急救命士が今６名いますよね。そういった中で、６名がしっかり、一元化の話も大事ですけ
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ども、そういうところもやっぱりきっちりとやっていってもらいたいなと私は思うのですが、

その辺は６名全員がきちっとした中で、斜里国保でも小清水でも行って、例えば３日間なら３

日間、きっちりと研修を行うという形づくりがこの体制でできるのか。その辺いかがですか。 

 

○消防分署長 

 救急隊員の病院実習なり、各研修の関係でございますが、ある程度事前にわかるものについ

ては、計画的に人員配置等を考えながら、今の現状の職員の中でやることは可能だと私は理解

しております。ただ、緊急の場合、例えば職員に不幸があったり、けが等で長期入院になって

しまったりという部分で、職員が減った時には、やはりその辺のやりくりがかなり厳しくなっ

てくるというのが実態としてはあります。通常の何もない体制の中で、通常の日常的な部分で

いけば、何とか今の体制でもやっていけるとは思っておりますが、やはり突発的な部分が出て

くるとなかなか対応が難しいと。それと、病院実習ばかりではなくて、学校等から避難訓練の

実習をやるので職員の派遣お願いしたいだとか、応急手当の職員の派遣をお願いしたいという

部分も、ある程度計画的に毎年やってくるところと、突発的にやってくるところが出てきます。

それらの関係につきましては、週休の職員なりを使って、時間外対応という形でやっておりま

すが、そういう部分ではちょっと厳しい部分もあるのかなとは思っております。 

 

○池下委員 

 例えば消防学校へ誰か１人行っているとか、そういうことになったら、ますますローテーシ

ョンがうまく回らなくなると。やはり消防に関しては、今ほとんどが火災とか災害よりも、救

急車の出動が大多数だと思うんですよ。であるならば、一昨年の一般質問の中で町長にも言い

ましたけども、やはり必要なところには必要な人員配置が必要であると。決して１４名がベス

トだと私も思っていないですし、消防職員に聞きますと、やはり今のローテーションではなか

なか行くことが難しいと。しかし、こうやって田舎に住んでいて、高齢者が増えてくると、や

っぱり救急で向かう回数も増えてくるし、その反面、やはり病院とのコミュニケーション、ま

た、技術向上のためにも、なるべくうまくローテーションを回しながら、全員ができるような

形作りをしてもらいたいなと思っていますので、その辺をよろしくお願いしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 他にございませんか。（「なし」との声あり） 

 

○畠山委員長 

 なければ、消防清里分署について終わらせていただきます。ご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 続きまして、町からの協議・報告事項、総務課から３点ございます。１点ずつ説明をお願い

いたします。 

 

○総務課長 

 １点目の再生可能エネルギー計画（案）についてでありますが、再生可能エネルギー導入に
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関わります本町の取り組みについては、平成２４年６月に開催された議員協議会におきまして、

太陽光発電を中心とした自然エネルギーの活用について、その方向性について議員協議会、議

員各位の一定の理解を得た中で、いわゆる賦存量調査に関わる予算を２４年９月の議会におい

て補正措置したところであります。調査結果については、所管委員会において説明させていた

だいたところであります。当初想定しておりましたメガソーラーによる売電から、公共施設の

効率的な管理のための活用、これを中心とした計画づくりを行ってまいりました。太陽光以外

の小水力など利用可能な媒体についても、計画に表現しているところであります。短期、中期、

長期の区分で導入時期を表しております。今後とも自然エネルギー関係につきましては、国の

政策等で大きく変化するようなことも考えられますので、注目しながら推進していくことが必

要であると考えております。計画案の詳細につきましては、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 

 それでは、清里町再生可能エネルギー導入計画（案）についてご説明いたします。１ページ

をお開きください。１、清里町再生可能エネルギー導入計画策定の背景と役割ということでご

ざいますが、現在の電力の諸情勢によりまして、電力量が不足されることが懸念されているこ

とや、全般的なＣＯ２削減の要請の中にあって、再生可能エネルギーの活用が喫緊の課題とし

て求められており、国においても再生可能エネルギーの固定買取制度を制定し、強力に推進し

ているところでございます。 

１－２、計画策定の目的でございますが、地球温暖化、エネルギー受給逼迫、国内の電力不

足等の問題は、農業や木材製品加工製造業を基幹産業とする清里町においては、これらの情勢

が直接的に地域経済や雇用に影響を受ける環境にございます。こうした状況を受け、再生可能

エネルギーの可能性調査の実施によりまして、各公共施設の活用について太陽光発電・太陽熱

利用・地中熱利用・バイオエネルギーの発電・小水力発電風力発電など、それぞれの可能性に

ついて報告をされてございます。この調査をはじめ、関連する計画に基づいて、清里町におけ

る特性や環境と組み込みながら、エネルギーの自給自足、地産地消を推進していく手法として、

再生可能エネルギー導入を図る清里町再生可能エネルギー導入計画を策定するものでございま

す。２ページをお開きください。 

１－３、計画の位置付けでございますが、第５次清里町総合計画との整合を図り、再生可能

エネルギー導入に関する実行計画として位置付けしてございます。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

高める重点事項として位置付けしてございます。今後も、この特性を活用した再生可能エネル

ギーの導入を、行政・町民・事業者が協働して進め、エネルギー自給可能な地域づくりを目指

していくものでございます。以下に、総合計画の抜粋を明記してございますが、第２章第３節

において、各基本方向・主要政策について記載をしてございます。 

３ページをお開きください。１－４、各主体の役割と連携・協働でございます。行政、町民

事業者が協働・連携して、再生可能エネルギー導入に取り組んでいくものとし、新エネルギー

の導入と省エネルギーの推進を町民・事業者・行政がそれぞれの役割を認識し、取り組むこと

で、自然と共生する安全安心な環境の町としての地域づくりを推進していくものでございます。

それぞれ町民の役割、事業者の役割、行政の役割の一例を、４ページにかけて列記してござい
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ます。 

５ページをお開きください。２－１、安全・安心なまちづくりの実現につながる再生可能エ

ネルギーの導入についてでございます。近年、自然災害が頻発し、安全・安心なまちづくりは

緊急の課題となっており、特に災害時におけるライフラインの確保は、二次的な災害からの人

々の生活を守る上で重要です。災害時において、新エネルギーは非常時のエネルギー源として

役立つことから、防災拠点・避難場所の施設等について、導入を図ってございます。①公共施

設への再生可能エネルギーの導入としまして、日常的のみならず、非常時のエネルギー源とし

て、防災拠点となる役場庁舎など公共施設に再生可能エネルギーの導入を図っていきます。②

防災拠点・避難場所への再生可能エネルギーの導入としまして、再生可能エネルギーの特徴を

念頭に、防災拠点・避難場所などの導入を図っていきたいと思っております。③一般住宅への

再生可能エネルギーの導入としまして、安心できる暮らしを支えるためにも、一般家庭におい

ても非常時のエネルギー供給は重要でございまして、地域に合った再生可能エネルギーの普及

に努めていきたいと思っております。 

６ページをお開きください。２－２、町民・事業者・行政の共同実施につながる再生可能エ

ネルギーの導入でございますが、再生可能エネルギーの導入は、町民・事業者の理解と協力が

不可欠でございます。協働により身近なところからできる、再生可能エネルギー導入の仕組み

づくりとしまして、①クリーンエネルギー自動車の普及ということで、町等でも公用車の更新

時期に合わせてのクリーンエネルギー自動車の導入を検討するとともに、一般家庭や事業者で

の普及を推進していきたいと思ってございます。②事業者への再生可能エネルギーの導入とし

まして、安心できる産業を支えるためにも、事業所においても非常時のエネルギー供給は重要

でございまして、地域に合った再生可能エネルギーとしての普及に努めていきたいと思ってご

ざいます。③再生可能エネルギーの普及啓発としまして、再生可能エネルギーの情報発信、体

験・実践的な活動を含めた環境教育の充実に努めていきたいと思ってございます。④再生可能

エネルギーの調査研究としまして、現在の技術では広範な活用が難しいものもあるため、今後、

再生可能エネルギーの活用に向けた調査研究を進めていきたいと思ってございます。７ページ

をお開きください。みんなで進める新エネルギーの導入に向けた取り組みとしまして、町・住

民・事業者のそれぞれの取り組みの方向性についての模式図となってございます。８ページを

ご覧ください。 

２－３、活用可能な再生可能エネルギーとしまして、各エネルギーの取り組みを挙げてござ

いますが、（１）太陽光発電導入につきましては、①公共施設における太陽光発電の導入とし

まして、公共施設避難場所に指定されている防災拠点等への導入に努めていきたいと思ってご

ざいます。②民間施設における太陽光発電の導入促進。民間における太陽光発電の導入促進を

図るため、一般家庭・事業者への普及を促進していきたいと思ってございます。（２）熱利用

システムの導入につきましては、①公共施設における熱利用システムの導入ということで、施

設経費の節減のため、熱源を要する公共施設等への導入に努めていきたいと思ってございます。

②民間施設における熱利用システムの導入促進としまして、こちらにつきましても、一般家庭

・事業者への普及を促進していきたいと思ってございます。（３）クリーンエネルギー自動車

導入としましては、公用車の更新に積極的に導入するということで、更新時への切替を検討し

ていきたいと思ってございます。②民間におけるクリーンエネルギー自動車導入促進としまし

て、こちらにおいても導入、普及を促進していきたいと考えてございます。９ページをお開き
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ください。（４）小水力マイクロ発電導入としまして、①の農業用ダムにおける設置検討とい

うことで、緑ダムにおける維持管理経費軽減のため、小水力発電システムの導入を検討してい

きたいと思ってございます。②河川を利用した設置検討としまして、町内河川を活用した小水

力、またはマイクロ発電システムの導入を検討していきたいと思ってございます。 

（５）その他発電導入としまして、①小型風力発電の導入としまして、風力発電、太陽光の

ハイブリッド型のシステムがございます。昼間蓄えた電力を、夜間利用するなど、小型風力発

電等についても、今後の技術動向を見据え、検討していきたいと思ってございます。②森林資

源活用をした循環システムの構築としまして、木質バイオマスの広範な活用、または新たな利

用方法についての検討を進めていきたいと思ってございます。③農畜産廃棄物を活用した循環

システムの構築としまして、廃棄物バイオマスの広範な活用の新たな利用方法についての検討

を進めていきたいと思ってございます。１０ページをお開きください。 

２－４、公共施設等への導入でございますが、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てございます。導入目標期間つきましては、今後１０年間程度を目安

としてございますが、施設への導入段階を短期・中期で分類してございます。なお、導入する

時期や期間については、今後の再生可能エネルギーの普及状況や技術進歩、国の施策、整備コ

ストの動向を踏まえ、随時見直していきたいと思ってございます。短期で導入する内容としま

しては、技術的な性質と導入コストが低下している太陽光発電システムを、防災拠点や各公共

施設への導入を優先していきたいと思ってございます。蓄電池システムについては、性能の向

上がまだ見込まれるので、状況を見据え、導入を図っていきたいと思ってございます。地中熱

システムの導入につきましては、今後の技術革新やコストダウン化を見据え、施設の更新時に

合わせて、中期期間内での導入を検討していきたいと思ってございます。小水力発電・風力発

電・バイオマス発電についても、今後の再生エネルギーの動向を踏まえ、中期的に検討を重ね

ていきたいと思ってございます。主な導入施設として表に記載してございますが、調査報告書

による導入事例によるものでございまして、導入使用・規模及び概算事業費につきましては、

今後の精査で変更がございます。その他、各避難所についても導入に向けての検討を行ってい

きたいと思ってございます。１２ページをお開きください。 

３－１、暮らしの省エネとしまして、省エネの推進に向けた取り組みでございます。私たち

は暮らしの中でのエネルギーの使われ方を知るとともに、積極的に省エネ行動を実行していく

ことが必要でございます。この省エネ行動には、様々な方法がございます。そのため、まず身

近なところから、取り組みが容易なものから始めていくことが、とても重要でございます。ま

た、これらの取り組みを継続することによりまして、地球温暖化の防止にもつなげていくこと

ができるものでございます。 

３－２、省エネの取り組み方針としましては、省エネは誰でも参加でき、広く一般に参加を

促すことができる取り組みでございます。総エネと同等の価値があります。例えば、家庭用発

電を設置している家庭の消費電力の一部を太陽光発電で賄う総エネと家庭における照明を LED

電球に交換したり、待機電力が減らしたりする省エネは、どちらも電力消費を消滅する有効な

対策と言えます。このような省エネの取り組みにつきましては、各家庭が節電に取り組むこと

によって生じる余剰電力が、発電所を新しく建設するのと同等の価値があるとして、町民節電

所と現在呼ばれてございます。この町民節電所は、時間と費用をかけて発電所を建設するより

も効率が良く、何より、省エネルギーや環境保護を実現できる取り組みとして注目を現在浴び



 

- 10 - 

ているところでございます。本町におきましても、この考えを取り入れ、節電の取り組みを軸

に進みながら、総エネと省エネの相乗効果によりまして、一層の電力需給を目指していくもの

でございます。１３ページをお開きください。 

３－３、各主体の取り組みとしまして、省エネの実現に向けてそれぞれの具体的な行動内容

を明記してございます。町民の行動内容、事業者の行動内容、行政の行動内容として、それぞ

れ各項目の主な取り組みについて呼びかけるものでございます。以上、再生可能エネルギー導

入計画案についての説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 再生可能エネルギー導入計画案ことで説明をいただきました。委員の方、何かございません

でしょうか。 

 

○加藤委員 

 導入にあたって、調査して進めていくという中で、２－４の公共施設の導入ですが、導入時

期の目標の中に短期、中期とあるわけですが、この短期５年間の中での太陽光発電が、各学校

・各施設に対して計画されているわけですが、５年間の中でどういう順番で、どのような形で

進めようとされているのか。それは整合性と言うか、いろんな部分の中で、蓄電なしでこれだ

けしていくという発想と言いますか、蓄電についてはとりあえず、もっともっといいものがで

きるまで待つと。でも、災害はそこまで待ってくれるのかという問題があるので、最低限の環

境等、いろいろあると思うんですが、５年程度と言っても、年度ごとの計画も既にできている

のかどうなのか、その辺についてちょっとお伺いしたいと思います。 

 

○総務課長 

 具体的には、実施設計を９月の補正で提案したいと考えたおります。その中では、約１０カ

所あるこの公共施設の年度プロットも、その中で表現したいと考えておりますが、基本的には

今一番電力を消費している施設、公共施設から順番に、５カ年がいいのか、３カ年がいいのか、

今協議しているのですが、基本的には今一番電力を消費している施設を頭にして、そこから年

度割りをしていきたいと考えているところでございます。また、蓄電池の関係でありますが、

相談したコンサルによりますと、まだまだ蓄電池というのは発展途上で、もう少し様子を見な

がらというような話もございますので、これも公共施設の防災拠点としての役割の中で、蓄電

池がいいのか、あるいは今のところ発電機がいいのか、というような部分で思案しているとこ

ろでありますが、その辺、蓄電池についてはこれからの発展の様子を見ながらと考えておりま

すので、ご理解願いたいと思っております。 

 

○加藤委員 

 蓄電についてはそれで良いかと思うんですが、今、課長の言われた蓄電池が良いのか、発電

機が良いのか。発電機が、災害時における十分な機能を持った発電機を持っているのかどうな

のかということだと思うんです。その辺を踏まえた中に、蓄電池の導入はないとしても、最低

限の町内における設備での夜間の発電の方法なり、あるいはその準備というのはどういうふう

に計画されているのかってことを、同時にしていかないと、単純に災害時における電力の供給
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が大切だよと言って、再生エネルギーって言っていますが、基本的には供給されないとだめな

わけですから、その最低限をどういうふうに防災拠点の中で捉えているのか。 

○総務課長 

 再生可能エネルギーを活用した公共施設の管理費・運営費の軽減の部分と、今、加藤委員の

おっしゃっております防災拠点としての電力と言いますか、電気の重要性という部分と、両方

で考えていけば、現状でいけばやっぱり高機能な発電機も備えていくことが、今のところ必要

なのかなということで、確定的なことは言えませんが、そんなことも考えておりますので、防

災拠点としてのそういった電気の確保のあり方と、再生可能エネルギーの活用と分けて考えて

いた方が良い部分と、ある部分は一緒に考えていますので、十分、考えていきたいなと思って

おりますので、ご理解願いたいと思っております。 

 

○加藤委員 

 そういう環境の中で、買うだけがベターではなくて、例えばレンタルを長期契約するとか、

清里もいろんなところと協定を結んでいるわけですが、レンタル会社との非常時における大方

の発電の環境というものをある程度していくだとか、蓄電池が早急に可能でないとすれば、そ

ういうことも。ちょっと再生エネルギーの案とずれますけども、考え方としては防災時におけ

る環境をどうしていくのかということが、まず大切な部分であると考えますので、その辺、片

方からでなくて、総合的に展開を図っていただきたいと思います。それと同時に、ここで書か

れていますが、庁舎が一番大切だと。確かにいろんなことを発信していく機能としては大切で

すけども、でも、一番大切なのは、住民の安全と避難場所のきちっとした確保で、ここを同時

にどうしていくのか。そこも忘れないで進めていっていただきたいなと思います。そういう中

では、町民会館であったり、札弦センターであったり、緑センターであったり、いろいろと整

備計画がなされてきて、太陽光も付けられてきているわけですが、そういう形の中に、やっぱ

りそこで臨時で避難した場合の生活として、食の部分での問題点。特に清里の町民会館の場合、

この調理場の狭さ。最低限の整備はされたわけですが、非常時の場合においては、やっぱり計

画変更なり、設計変更なりというものを総合的に、いろんな部分で考えていく必要が私はある

と捉えていますので、ぜひ、自然エネルギーと同時に、防災を含めて考えていく中で、防災か

ら考えた時に電気だけでない、例えば、ガスの臨時的な発想もできるわけですし、ポータブル

の物なんかもありますが、その条件によってはやっぱり室内でという問題も出てきますので、

多目的利用ということを踏まえた中での町民会館の調理場の検討とか、そういう防災機能の関

係の中に、本当に今しておかなければならないこと、そうなってから、やっとけば良かったな

ということのないように、トータル的に事業の展開を進めていただきたいと思います。 

 

○総務課長 

 防災拠点としての重要性を指摘いただいたところでありますが、その辺も十分意に介して、

大型発電機についてはリース会社との協定なり、それから食の部分でいけば、給食センターな

りの活用。また、町民会館の調理室をどう活用していくのかといった部分も、今後検討してま

いりたいと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○田中委員 
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 ２－３の活用可能再生エネルギーの中で、民間におけるエネルギー自動車の導入促進を謳っ

ているわけですけども、近い将来、町民の方が今のハイブリット車だとか、そういうのを購入

するとなった時の助成とか、そういうことも考えていると理解していいのか。 

 

○総務課長 

 住民なり、事業者への支援をどういった形で行っていくのかという部分は、今後検討しなけ

ればならない部分だと思います。支援の方法としてはいろんなことがあるんでしょうが、その

辺の直接的な補助金での支援がいいのか、あるいは普及のための啓蒙活動がいいのかという部

分は、今のところまだ具体的な支援策については、案を持っていないというのが現状でありま

すので、ご理解願いたいと思います。 

 

○前中委員 

 昨年、再生エネルギー賦存量調査を終えた中で、今回、導入計画案が出てきたんですけども、

今回、再生エネルギーに関して大枠の中で、ここに書かれているような方向性を持って、今後

わが町のエネルギー政策を考えていくと、私は理解しています。その中で、行政のあるべき再

生エネルギーの利用の仕方、あるいは町民に対して再生エネルギーの啓蒙活動、そして、事業

者に対しての啓蒙活動、この３つの中でリンクしながら今後進めていく。こういう形でプロッ

トが出たので、それに向かって今後、誠心誠意検討していただきたい。そして、その中の細部

にわたって、今、田中委員もおっしゃったんですが、細かい案件が多分出てくると思います。

それともう１つ、町民向けの減災・防災という対応の中で、公共の照明器具のＬＥＤ化も順次

交換を進めているという経過もありますから、その辺は優先順位の中で今後、今まで以上にや

はり加速的に検討していただきたいというのがあります。そしてもう１点、事業所向けに対し

てのアプローチづくり。やはりここもどう捉えるか。札弦には木材会社もあります。あるいは

JA にも澱粉工場、あるいは麦作施設、これらもかなりの短期的な電力量の消費があります。昨

今、事業所向けで１０％、もう間違いなく電力量は上がるんですけども、そういったことの検

討として、やはり事業所としてもどうするかというのも、併せて行政と各事業所のすり合わせ

をやっていただきたいんですけども、そういうような今後の方向性、考えがあるのであれば、

お話していただきたいと思います。 

 

○総務課長 

 １点目の、公共施設の LED 化につきましては、予算の議決を受けまして、庁舎を入札が終え

て今執行に入ろうという状況でありますので、公共施設については、順次ＬＥＤ化に向けた形

で進めていきたいと思っております。それから、街灯のＬＥＤ化につきましても、故障、修繕

の経過の中で、順次ＬＥＤ化を図っていっている状況であります。２点目の、町内の事業者な

りに対する節電なり、再生可能エネルギーの考え方の啓蒙のお話がありましたが、これにつき

ましても、年に１、２回、地域経済懇談会といった会議がございますし、その中でも清里町の

再生可能エネルギー導入計画の説明なり、理解なりを願う部分もありますし、今後、公共施設

の太陽光の導入を図っていく中で、町内の事業者の方々にもそういった普及啓蒙を図っていき

たいと考えておりますので、ご理解願いたいと思っております。 
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○池下委員 

 去年、５００万円の再生エネルギーに関しての補正を組みまして、今年の２月に結果発表に

なって、当初、うちの町としては５００キロの電力を作って、売電目的でやるといった案が、

こういうふうな形に方向転換されたわけですよね。前の案がなぜなくなったのか。まず、そこ

から聞きたいのですが。 

 

○総務課長 

 ご案内のとおり、昨年度から検討されてきた部分、再生可能エネルギーの導入に関しては、

売電をするというのは確定的な話ではなくて、可能性としてどうなんだという検討を行ってき

たというような理解であります。従いまして、確定的に売電をして、メガソーラーで売電して、

その果実を得るんだというような確定した計画は、私はなかったと受け止めておりますので、

その辺、確定的にメガソーラーを導入するんだというようなことであれば別ですが、導入の考

え方を賦存量調査、可能性調査で確定したものではなかったと、理解を願えればありがたいな

と思っております。 

 

○池下委員 

 今の説明ですと、それは確定ではないと。あくまでも計画だと。ということは、これも計画

ですよね。 

 

○総務課長 

 それは、池下委員のご理解が、メガソーラーを導入するんだと決まっていたんだというふう

におっしゃるのであれば、それはちょっと、私の理解が違うのかどうかわかりませんが、５０

０万円をかけた調査は賦存量調査ということで、賦存量ですから、そのエネルギーがあるのか

ないのか、どれくらいの量があるのかという調査ですから、メガソーラー導入のための調査で

はないと、ご理解願いたいと思っております。 

 

○池下委員 

 私自身も、メガソーラーを必ずやるんだとか、そういうような解釈で今質問したわけじゃな

いんで。ただ、こうやっていろいろと見ますと、結構な金額なんですよね。全体的に１０カ所

あって、それぞれやる手法によって金額は、ばらばらなんですけども。短期とか中期とかって

ありますけども、今後、この問題も町民の方々にお知らせしていくんだろうなと思うんですが、

やはり、こうやって金額だけ見ますと結構大きいので、短期、中期＝（イコール）財政問題も

中期、長期でやっていかなければならない問題もありますので、そこら辺を踏まえた中でやっ

ていただければなと思います。 

 

○総務課長 

 短期でいけば約１０ヵ所程度の施設に対して、一定の金額、資本を投下するということであ

りますので、委員おっしゃるように、財政状況も踏まえた中で、具体的な計画を立ていかなけ

ればならないと思いますので、委員の考えも意を配して、これから取り組んでまいりたいと思

っておりますので、ご理解願いたいと思います。 
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○池下委員 

 町長に去年、財政問題で一般質問したんですけども、第４次行財政改革大綱は中期・長期の

財政計画がなかったんですよ、実は。やはり、第５次総合計画の中での財政計画というのは、

中長期にわたってすべて出ているんですけども、そういうふうに例えば、平成２４年～２６年

までの３カ年の計画であるから、これは第５次総合計画の中に謳っているから、今回は中長期

のものに関してはいらないと、そういう答弁があったんですよ。やはり、こうやって今回、庁

舎の電気もＬＥＤに替えるのに、３年計画で５千万円ですよね。大きなお金がやっぱり動いて

いくんですよ。しっかりとした中長期の財政計画を作っていきながらやっていただきたいと、

最後にこれだけ申しておきたいなと思います。 

 

○総務課長 

 大きな金額を資本投下するといった部分では、一定の資金的な考え方、あるいは財政状況な

どを十分理解して把握した中で、推進していかねばならないという委員のお考えだと思います

ので、その辺も意を配して、しかしながら、中長期財政計画という計画と、基本的な数年間の

財政運営といった部分との考え方がありますんで、その辺は意を配していきたいなと思います。 

 

○田中委員 

 今回、この再生可能エネルギーの公共施設への導入ということで案が示されているわけなん

ですけども、私もこういう形で進んでいったらいいかなと思っているわけです。これから詳し

い中身については、重々検討されていくと思うんですけども、その中で、学校もいいと思うん

ですけども、これを１回設置すると、１５年から２０年ぐらいは使わないと採算がとれないだ

ろうし、そういった中で将来的な学校の存続についても十分に検討されると思うんですけども、

そこら辺も選定しながら、出されているけども、今後、それぞれ検討の余地が十分にあるのか

なと思いますが。 

 

○総務課長 

 施設の将来性、将来の改廃といった部分を田中委員は意味しているのかなと思っております

ので、その辺の施設の将来的な動向も踏まえた中で、導入を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 

○村尾議長 

 再生可能エネルギーの導入計画の案でございますので、いずれにしろ、これの実施に向けて、

取り組んでいただきたいということを申し上げたいなと思います。まず、この清里町再生可能

エネルギーの導入については、やはり、町民とともに進めていかなければならない。しかし、

これを見ますと、どうも行政が先行しているような形ばかりしか見えない。今回の計画で補助

事業を探してくるんでしょうけど、１０ページ～１１ページをざっと足してみると４億円もか

かる計画ですよ。それから、先ほど池下委員が言いましたように、庁舎のＬＥＤだけでも５千

万円ですよ。これ全部、行政が先行なんですよね。私はやはり町民に再生エネルギー、省エネ
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運動というものを町民にもう少し広く支援をしながら、やはり理解をして、町民とともに再生

エネルギー導入をやっていくんだという姿勢をつくりだしてもらいたいなと、このように思う

わけです。例えば、太陽光一つにしても、今３０万円でしたか、補助が。これだって募集の期

限を打ち切っていますよ。こういうことだって、町民が太陽光やるならばいつでも受け入れし

ますよとか、そういう気持ちを持ってやってもらわなければ、行政がやる時は４億も５億もか

けて、町民がやる時は申込みしなかったらだめですよ、いっぱいになったら終わりですよと。

こういう姿勢では、私は町民と共にこの再生エネルギー導入していこうなんていう意識が低す

ぎるんじゃないのか。やはり、町民と共にこの再生エネルギー導入案を作っていくならば、町

民が主体となるような物事の考えを進めてもらいたいし、先ほど副議長も言っていましたが、

行政ばかりではなく、町民に対するクリーンエネルギーの自動車導入についても、書くのはい

いですよ。啓蒙だけなのか。その辺も今回の問題については、行政のクリーンエネルギーの車

もいいけれど、町民に求めるのはどうなんだと。町民に軸足を置いた施策を打ち出してほしい

なと。そういう案に盛り込んでもらいたいなと思うんですが、いかがでしょうか。 

 

○総務課長 

 議長おっしゃるように、基本的には町民のための再生可能エネルギー導入と考えております。

従いまして、当面、公共施設への太陽光の導入の部分も、ひいては、そこの管理費の幾分かの

削減の部分を、町民の他の部分の予算に振り分けていくというような、直接的ではありません

が、最終的なところでは町民生活のためと考えております。議長おっしゃるように、直接的な

町民の生活に関わる部分での導入に対する支援制度といったものを、併せて考えなければいけ

ないと考えております。ご案内のとおり、今のところ太陽光パネルの導入の３０万円を、引き

続き継続してまいりたいと思っております。制度の中身は検討の余地はあるんでしょうが、導

入に関わる支援策は継続していこうと思っておりますので、今、議長がおっしゃった部分も十

分配慮しながら、実行に移していきたいと考えております。 

 

○村尾議長 

 今、課長の答弁の中で誤解があるのは、庁舎をＬＥＤ化して、電気代を下げた果実を町民に

還元したいという発想がおかしいんですよ。それより先に、町民にＬＥＤをやるんならもっと

お金を出しますよという発想を、私は持ってほしいということですよ。その果実金を町民に還

元するということではなく、町民サイドに立った行政をしてほしいと。行政の方が優先をして

やるべきじゃない。それは、ここの公共施設の使用時の問題については、優先すべきだと思う

んですが、それ以外の問題については、公共施設が優先すべきではない。町民をやっぱり優先

すべきでないのか。そういう町民に軸足の置いた行政をしてほしいっていうことです。これを

今回の計画の中に入れられるのかどうなのか。その辺もよく検討してもらいたいなということ

です。 

 

○総務課長 

 直接的に町民への普及啓蒙以外の部分での支援策をこの計画の中に盛り込んでは、というよ

うなご意見でございますので、持ち帰って、なるべくご意見に沿った形での表現をしてまいり

たいと思っておりますので、ご理解願いたいと思っております。 
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○畠山委員長 

 よろしいですか。他、いいですか。それでは、再生エネルギー導入計画については終わらせ

ていただきます。次、②の説明をお願いいたします。 

 

○総務課長 

 ②の平成２５年度の普通交付税の算定結果であります。１ページでございます。平成２５年

度の普通交付税が４月２３日に決定されたところでございます。２６日付の北海道新聞の地方

版において掲載されたので、委員各位もご覧になったのかなと思っております。交付税につき

ましては、２６億３千４３６万６千円であります。当初予算の対比で４億１千４３６万６千円

の増となっております。また、２４年度の交付税との比較でありますが、２千９６万１千円の

増となっております。交付額算定の内訳でありますが、基準財政需要額における主な増減につ

きましては、地域振興費における人件費などの歳出削減の努力と言いますか、評価補正係数の

割増し、それから、保健衛生費における医療費等の増加による単位費用の増ということで、５

千６万５千円の増となっております。地域の元気づくり推進費につきましては、地域の活性化

対策として費目の新設が行われたところであります。これまでの職員数、給与の削減努力が反

映されているというようなところであります。前年度からの減少分につきましては、ご案内の

とおり、国家公務員の給与削減に対応した地方公務員の給与削減分及び過疎債償還額の減によ

るものであります。合わせて６千３９万８千円の減となります。基準財政収入額における前年

対比３千７２万８千円の減は、町民税所得割において、農業者個別所得補償制度の導入によっ

て平成２３年度分農家所得の減収分が平成２４年度に支払われたことによりまして、平成２３

年度、２４年度の課税基準額の低下が、平成２５年度の交付税算定に用いられたということが

主な理由となっております。これらの増減要因を反映した結果、交付税額が決定いたしました

ので、ご報告申し上げるということであります。以上で終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、２５年度の普通交付税算定結果の説明がございました。これに関して何かございま

すか。 

 

○村尾議長 

 当初予算で２２億２千万円。当初計画の中で各課から上がってきた予算の中で、これに合わ

せて事業を縮小させたとか、いろんな問題があるかと思うんですが、今回、大幅に４億１千４

００万円増えたということで、９月以降に補正を組んでいくのか。そういう補正があるのかな

いのか。でなければ、この４億１千４００万円は不用額でまた積んでいくのか。その辺の見通

しはどうなんですか。 

 

○総務課長 

 昨年度も大体、同程度の予算組みを行ってきたと考えております。また、今年は固く予算を

組んだということも聞いております。今、議長がおっしゃっているように、例年基金に積んで、

起債を償還をしていく形をとっておりますが、何がしかの経済対策なりを打っていかなければ
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ならないと考えておりますので、全額繰越して、全額基金に積み上げるというような考え方は、

原課ではもっておりません。何がしかの対策を打って、町民還元をしていこうというような考

えでおりますので、ご理解願いたいと思っております。 

 

○村尾議長 

 当初予算で各課から上がった予算の中で、今年度は予算が厳しいので減らしたというものが

あるのかないのか。それで、景気対策でなく、当初予算の中で減額をしたような予算の中で使

えるようなものはあるのかないのか。 

 

○総務課長 

 今、当初の予算要求の中で保留させているものは、今のところ大きくはございません。この

再生可能エネルギーの部分を大きく保留しているということがありますが、他の部分での保留

は、今のところ残っておりませんので、そんな状況であります。 

 

○前中委員 

 今の質問と関連するかもしれないんですけども、４億円近く交付額が増えているんですけど

も、そういう状況にないという説明が課長からあったんですけども、ちょっと考えた中で、道

路維持管理の部分で、今後冬に向けて、当町において指定管理という手法で河川・道路の維持

管理を行っているんですけども、昨年も１２月の大量の降雪の中で、除雪体制でちょっと不備

があったという話。それはビートの搬送だとかで、かなり具体的な案件なんですけども、堆積

している場に行けない。でも、そういう中でも稼働しなければならない。そういう部分も現実

にあったんですけども、その辺も今後、検討の中で維持管理費の本当に突発的な案件に対して

の財政出動、これについてはやぶさかではないんじゃないのかなと。そういうこともやはり対

応の中の一つに考えていただきたいというのが、まず１点。そしてもう１点、基準財政需要額

の中で、前年度から減少した金額があります。６千万何がしですけども。その中で給与削減分

の対比費用減、そして、公債費も過疎債の償還額の減とあるんですけども、この内訳はどのよ

うな金額の配分になっているのか、ちょっとお聞かせ願いたいのですが。 

 

○総務課長 

 ご案内のとおり、国家公務員の給与削減に対応した地方公務員の給与削減というようなこと

で、それに対応して減額した町も、しない町も、一括して交付税については削減されて交付さ

れております。その分の影響額というのは、単純な計算ではなかなかいかないようであります

が、大体、給与削減分で３千万円程度と聞き受けております。これがすべてはないのですが、

公債費の償還額が減になっておりますので、その辺の部分の算定というようなことで、約６千

万円の減少になったというようなところであります。ざっくりで申し訳ないのですが。 

 

○前中委員 

 すごくざっくりですが、公債費もやはり、大体３千万円なんですか。 
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○総務課長 

 ご案内のとおり、過疎債の償還額はいわゆる７０％と言われておりますので、その辺の部分

でありますので、その辺の地方債の償還額が減れば、交付税も減ってくるというようなことで、

ご理解願いたいと思っております。 

 

○加藤委員 

 先ほど議長が質問された、各課からの予算要求の積み上げで、当初予算の中で保留されたも

ので大きなものはないと。大きなものはないですが、私の耳に入ってくる中では、非常に小さ

な話がいろいろとあって、各課でこれはだめって言われたのがあると。でも、それは私が考え

るに、基本的にはすべき内容だよなということもあったので、ぜひ、先ほど議長が言われた部

分の中で、もう一度各課について、消耗品の部分であったり、あるいは微細の部分であったり、

事業としてはないかもしれませんが、そういう関係の部分の洗い出しっていうのは必要ではな

いかなと。特に教育関係、あるいは給食関係、現場の関係からのお話もいろいろと聞いたこと

がありますので、各課全般にわたっての内容を詰めていくということ。大きな事業展開は、私

はある意味では再生エネルギーって話がありましたけれども、これも実際には具体的にはどう

していくか、いろんな問題がありますけども、やっぱり日常の単年度の部分を、ぜひ、補正の

中で余ったからするとかしないとかという話ではなくて、やっぱりもう一度、事業の中での年

度の途中での計画というものをされたらいいのではないかと、このように思います。 

 

○総務課長 

 その辺、再度洗い直しをやっていきたいと思っておりますので、その中で新たに必要なもの

については予算配置していくという形をとっていきたいと思いますので、ご理解願いたいと思

います。 

 

○畠山委員長 

 他によろしいでしょうか。なければ、交付税の算定結果について終わらせていただきます。

③についてお願いします。 

 

○総務課長 

 口頭でお話を申し上げたいと思います。清里町レストハウスについてということであります。

８月２日に開催されました臨時会におきまして、維持管理に関わる補正の議決をいただいたと

ころであります。管理の受託業者につきましては、株式会社クリーンサービスと６日に業務委

託契約を行ったところであります。今日までワックス塗布、ロビー等の整理の準備期間をとり

まして、１３日、明日よりオープンの運びとなります。また、新たな運営事業者の公募につき

ましては、１日付の広報折込み、ホームページで登載しまして、１５日から９月末までの期間

としております。現在、具体的な問い合わせ等についてはございません。清里焼酎の対応であ

りますが、税務署に対しまして臨時酒類販売免許申請をして、今日付けで許可が下りるという

ところであります。当分の間、職員の配置につきましては、需要を見ながらと考えております。

後で、現地を確認していただきたいと思いますが、焼酎の方は陳列棚に並べております。これ

につきましては、いらして必要なお客様につきましては、焼酎工場までというようなところで、
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ご案内を申し上げると思っております。これが頻繁にあるようでありましたら、町の方で臨時

職員を雇って、現金取扱人の辞令を交付して、配置してまいりたいと思っております。現状の

ところ、館内での直接販売は行いませんが、将来的には行っていきたいと考えております。ま

た、自動販売機につきましても、受託業者の配慮によりまして設置したところでございます。

また、館内におきまして、観光協会等が持っているパンフレット、あるいは町内で販売してい

るお土産等、受託業者の配慮で、あそこに陳列したいというようなお話もありましたので、そ

れにつきましても、今後陳列するということで対応してまいりたいと思っております。以上で

ございます。また、委員会が終わりましたら、レストハウスの方に来ていただきまして、中を

見学し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。 

 

○畠山委員長 

 レストハウスについて、口頭でありますけどもお話をいただきました。何かございませんで

しょうか。これから見に行くということでありますので、そこでわからない点がありましたら、

また質問していただきたいと思います。総務課総体で何かございませんでしょうか。なければ、

総務課終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは２番、次回の委員会の開催についてということで、事務局。 

 

○議会事務局長 

 次回の委員会につきましては、９月９日月曜日を予定してございます。 

 

○畠山委員長 

 次回の委員会は９月９日ということで、また近くなったら案内がいくと思いますけど、よろ

しくお願いしたいと思います。３番、その他。議員の方で何かございませんか。なければ、事

務局からお願いします。 

 

○議会事務局長 

 ９月定例会の予定なんですが、今のところ９月１８、１９、２０日ということで予定をして

ございます。それに合わせまして、一般質問の締切ですが、９月１１日までを予定しておりま

す。間に連休等をはさみますが、よろしくお願いしたいと思います。それと、この後のレスト

ハウスの関係なんですが、大変申し訳ありませんが、各自でレストハウスに行って、その場で

解散ということでお願いしたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 それでは、以上をもちまして、第８回総務文教委員会を終らさせていただきます。どうもご

苦労様でした。 
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  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第８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 ４時２４分） 

 


