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第９回総務文教常任委員会会議録 

平成２５年９月９日（月） 

    開 会   午前 ９時０３分 

    閉 会   午前１１時０１分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①平成２４年度健全化判断比率及び資金不足比率について 

  ②清里町レストハウス設置条例の一部改正について 

  ③平成２５年度一般会計補正予算（第５号）の概要について 

  ④平成２５年度一般会計補正予算（総務課所管分）について 

  ⑤清里町再生可能エネルギー導入計画について 

 ●生涯教育課 

  ①平成２５年度一般会計補正予算（生涯教育課所管分）について 

  ②第３６回斜里岳ロードレース大会について 

  ③町民プールの整備について 

  ④平成２５年度学力学習状況調査結果速報について 

２．意見書の検討について 

  ①道州制導入に断固反対する意見書（案） 

  【提出依頼者】北海道町村議会議長会 会長 萬和男 

３．道内所管事務調査報告書について 

４．次回委員会の開催について 

５．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 
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 ■企画財政Ｇ主任    井田 淳平 

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

 ■学校教育Ｇ総括主査  清水 俊行    ■学校教育Ｇ主査    新輪 誠一 

■社会教育Ｇ主査    小林 正明 

 ■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 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○畠山委員長 

 第９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 

 町からの協議報告事項ということで、総務課より５点ございます。１点ずつ説明願います。 

 

○総務課長 

 それでは私から、１点目の平成２４年度の健全化判断比率及び資金不足比率について、資料

１ページで説明させていただきます。平成２４年度の健全化判断比率及び資金不足比率につい

ては、実質赤字比率、連結実質赤字比率について、収支黒字であり、早期健全化基準財政基準

の範囲内となっております。実質公債比率につきましては、平成２１年度をピークに地方債償

還額が減少を続けているという状況にあります。地方債につきましては、前年対比２億８００

万円程度の減少でありまして、平成２４年度末残高は７９億８千３５４万２千円となっており

ます。将来負担比率につきましては、例年、早期健全化基準を大きく下回っている状況にあり

まして、平成２４年度についても同様に減少を見ております。将来負担充当可能財源である基

金につきましては、備考資金を除きまして、前年度対比３億３千４６６万６千円の増となって

おります。年度末残高は４１億３千５７２万１千円となっております。以上で説明を終わりま

す。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、①の２４年度健全化比率、資金不足比率についてということで説明ございました。

何かございませんか。なければ、次に移させていただきます。２番、よろしくお願いします。

清里町レストハウス設置条例の一部を改正する条例について、説明申し上げます。 

 

○総務課長 

１ページをお開きください。レストハウスにつきましては、６月末の閉館によりまして、議

会との協議も踏まえまして、ロビー、トイレを一般開放ということで、町民、観光客の利便に
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供するということで、１２月までの管理委託に関わる補正を行ったところであります。８月１

３日の利用開始から８月末までの利用数につきましては、４３０人ほどの利用があったという

報告を受けております。１日平均２５名程度の利用となります。この間、観光バスにつきまし

ては６台の利用、その他は個人利用ということでございます。また、８月１５日から９月３０

日までの期間において公募を行っているところでありますが、町外２社からの問合せがありま

したが、現在のところ応募には至っていないという状況にあります。本日は７月開催の本委員

会で説明申し上げました、レストハウスの賃貸料について、条例の改正を行いたいということ

で、説明を申し上げたいと思います。説明につきましては、担当総括より説明を申し上げます。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは、清里町レストハウス設置条例の一部を改正する条例につきまして、ご説明します。

２ページの新旧対照表をご覧いただきたいと思います。この度の新しい施設事業者を募集する

に当たりまして、建物の築年数を考慮し、貸付料を見直すものでありまして、築２５年を経過

し、想定耐用年数５０年の約半分が過ぎたことを考慮し、貸付料を約２分の１程度とするもの

でございます。改正箇所につきましては、第４条第２項中、貸付料の年額を「２３０万４千円」

から「１２０万円」に改めるものでございます。附則につきましては、施行期日を定めるもの

でございます。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ２番のレストハウス設置条例の一部改正ということであります。委員の方、何かございませ

んか。 

 

○畠山委員長 

 なければ次に③についてお願いします。 

 

○総務課長 

 平成２５年度一般会計補正予算概要について、説明させていただきます。補正予算（第５号）

につきましては、歳入歳出それぞれ６千３６万円を追加し、予算の総額を４４億７千６５１万

２千円とするものであります。 

歳出の概要についてご説明申し上げます。総務費につきましては、１千１５２万円の補正で

ありまして、街灯のＬＥＤ化、緊急情報システム、いわゆる防災メール、太陽光発電システム

の実施設計委託料が主なものであります。民生費につきましては１千２８５万円であり、施設

措置費の過年度返納金が中心であります。衛生費につきましては１千５１８万８千円の補正で

ありまして、国保会計拠出金、歯科訪問診療ユニット購入の備品購入が主な内容であります。

農林水産業費につきましては２千１２万５千円の補正でありまして、道営事業の総体事業費の

増によりまして、負担金が増額したということでの理由であります。土木費につきましては７

１８万２千円の補正でありまして、羽衣地区の中央通りの道路排水整備事業であります。教育

費につきましては５０６万円の補正でありまして、学習指導要領に対応した学習教材の購入、

学校施設等の改修が主な内容であります。 

歳入につきましては、地方交付税４千８３１万４千円。道費・国費合わせて５４４万４千円。
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諸収入が１５５万２千円。寄附金が３５万円となっております。それぞれ補正内容の詳細につ

きましては、所管の課より説明を申し上げます。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ２５年度の補正予算の内容でありますけれども、何かございませんか。 

 

○畠山委員長 

 なければ、その課、その課で質問をお願い申し上げます。次、④についてお願いいたします。 

 

○総務課長 

 補正予算の総務課所管分の説明であります。２点ございます。緊急情報配信システム整備事

業委託、いわゆる防災メール、それから太陽光発電の導入に関わる実施設計委託料の２点でご

ざいます。それぞれ担当より説明申し上げますので、よろしくお願いします。 

 

○企画財政Ｇ主任 

 私の方から、緊急情報配信システム整備事業業務委託について、説明をさせていただきます。

こちらについては、事前に登録されたメールアドレスに、町から防災情報等を迅速に提供する

システムを構築していく委託料として、４２０万円を計上しております。 

次に、導入を予定している配信システムの機能ですが、７ページをご覧ください。メールの

一斉送信については、作成したメールについては地図や画像の情報を添付することが可能とな

っております。また、簡易なアンケート機能を付けて、メール受信者等から回答集計を行うこ

とも可能となっております。それ以外にも、配信されたメールについては、自動的にホームペ

ージに表示される機能、また、国で運用しておりますＪアラート、北海道で運用しております

北海道防災情報システムの情報をそのまま転送することも可能となっております。 

また、配信機能につきましては、大きく２種類ございます。１つは全体配信の機能となって

おりまして、登録されているアドレスすべてに送るものです。こちらは気象情報や地震の情報

など災害に関する情報、また、将来的にはイベントや会議、健診等の日程のお知らせ、また防

犯情報など、災害以外の部分でも町からのお知らせとして使用していきたいと考えております。

もう１つは、登録しているアドレスの中から事前にグループ分けをした特定の対象者のみにメ

ールを配信する機能となっております。こちらは非常時の職員招集ですとか、消防団員の招集、

また、将来的には学校から保護者への連絡等で使用していければと考えております。また、メ

ールの登録方法につきましては、一般的な指定されたアドレスにメールを送信する方法、また、

QR コードを使った登録と考えております。 

最後に、システムの運用開始については、一応１２月１日を目標とし、今年の冬からの防災

に活用していきたいと考えております。また、緊急情報配信システムについては、先ほど説明

したとおり、緊急情報以外にも町からのお知らせを素早く伝える手段として利用できますので、

使用していく中でさまざまな活用方法を検討していきたいと考えおります。以上です。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは続きまして、公共施設太陽光発電導入設計業務委託料でございます。町内公共施設
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で太陽光発電を導入するために必要な設計書作成に係る業務委託料として、現在、町内１４施

設への設置を予定してございます。導入予定施設の現況を踏まえ、設計条件を検討整理し、工

事発注に必要な発注仕様書等を作成するものでございます。 

業務内容の詳細としましては、各メーカーの太陽光発電設備の機能について調査整理を行い、

施設の図面、現地調査を基に、設置場所や導入規模の設計条件を整理します。次に、事業予算

を算出整理するための見積設計図書を作成し、施工業者等から見積りを調査し、概算事業費を

算出していきます。そして、それを整理し、性能発注方式によります事業としての発注仕様書

を取りまとめるものでございます。予定している１４施設については、別紙再生可能エネルギ

ー導入計画書の１０ページ～１２ページにかけて、短期５カ年で導入目標としている１４施設

でございますこれらの施設を５カ年に分け、今後導入を目指すものでございます。今回、導入

目標とする施設を一括した設計書作成によりまして、経費の削減及び今後の導入順番などを柔

軟に対応できるようまとめて行うものでございます。以上で説明を終わります。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、２５年度総務課の部分でありますけれども、とりあえず再生エネルギーの関係につ

いては、５番目でまた説明があると理解するところであります。この関係については、今でな

くて後からということで。その他の案件について、何かございませんか。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。それでは、次をお願いいたします。 

 

○総務課長 

 では、私どもの所管の最後の協議報告事項となります、再生可能エネルギー導入計画につい

て、ご説明申し上げたいと思います。資料は別冊の計画書であります。本件につきましては、

前回開催されました当常任委員会で詳細を説明申し上げ、各委員からのご意見をいただいて、

それによって若干の修正等を加えた形で今回、正案として説明申し上げるところでございます。

今回の説明につきましては、前回の委員のご意見を入れた形での修正点のみを説明申し上げま

すので、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、別冊の導入計画書によりましてご説明します。今、課長よりありましたとおり、

前回の常任委員会より変更なった点を中心にご説明したいと思います。また、前回の常任委員

会及び８月２３日に開催しました町の企画委員会等の議論を踏まえ、修正を行っているところ

でございます。まず、１章の１ページ～４ページにかけては変更ございませんので、割愛させ

ていただきます。続きまして、２章の５ページ～７ページにつきましても変更がございません

ので、割愛させていただきたいと思います。 

続きまして、８ページ～９ページにかけてでございます。こちらにつきましては、各文面の

括弧書きの部分でございます。それぞれ各個別の再生可能エネルギーに対する、町民に対する

直接的、間接的な支援の方策について検討を行う事項を追加させていただいているところでご

ざいます。また、１０ページ～１２ページにかけましては、今回、優先的に行う太陽光発電シ
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ステム導入目標施設を再調整して、掲載をしているところでございます。地中熱利用につきま

しては、中期的利用を見据えた検討を行うこととし、現時点では具体的な数字提示は除いてい

るところでございます。前回もご説明したとおり、導入規模事業費については、今後精査によ

り変動するものでございます。また、表の一番下でございますが、新たに整備する公共施設等

については、今後も順次導入可能な再生可能エネルギーにつきまして、検討するものとしてい

るところでございます。３章におきます１３ページ～１５ページにかけましては大きな変更は

なく、若干語句等の修正をしているところでございます。以上で、再生可能エネルギー導入計

画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の計画ということで説明ございましたけれども、何かございません

か。 

 

○加藤委員 

 前回の委員会の中で、再生導入計画の案ということで説明されていまして、前回の資料の１

０ページ、１１ページにその施設内容があるわけですが今回、この導入計画については、１２

ページの施設が追加になっている。これらについて説明なしに、今回の補正予算の中に含めた

中での予算提案をされていることに、非常に疑問を持つので、この辺についてはどうなんです

か。 

 

○総務課長 

 個別の配置箇所等については、改築箇所については、役場内的な議論の中で、必要箇所等を

踏まえた中で計画に表現したということでありますので、いわゆる前回の再生可能エネルギー

導入計画案の中で常任委員会、あるいは企画委員会という役場の中の委員会で議論した形で成

案になってきた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、この計

画についても、これから実施していく中で落ちていくもの、あるいは計画年度以降にずれ込む

ものということもあると思いますので、その辺はご理解願いたいなと思っております。 

 

○加藤委員 

 課長の説明はわかったんですが、基本的に計画案でこうしていきますよという導入計画の案

をまずは示してから、予算を算定していかないとならないと思うんです。今の課長の説明でい

きますと、前回の委員会の中で説明をし、役場の庁舎内の検討委員会の中で成案を得たという

表現をしていたんですよ。今回提出されている１２ページについて、委員会に提案なしで成案

になったというのは、どういうことなんですか。 

 

○総務課長 

 ご理解願いたいのは、具体的な事業の手法については、その時代の流れや条件設定や何かで

変わる可能性はあるということを、ご理解願いたいと思います。しかしながら、委員会との協

議は、その前段の施策、あるいは政策に関して、施策、政策のあり方は協議するのですが、具

体的な事業の段階で若干の事業の変更なりがあるということは、ご理解願いたいと思っており
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ます。 

○加藤委員 

 私は細々したことを言っているんじゃないんですよ。私が言いたいのは、今回、課長が説明

されたこの１２ページ、太陽光を清里町で導入するということが、皆さんの理解の中で賛同が

得られたので、その内容については細々としたものが町の中で実行段階で決定していきますと、

こういう表現なんです。でも、ここには大きな問題点があるということなんですよ。それは、

清里町に導入することはいいですが、私は、清里町に導入する総体のエネルギー量、太陽光で

発電する量については、私はこれでいいと思うんです。ところが、各施設に全部太陽光をして

いくと。でもそれは、太陽光は太陽が出てないとだめなんですよ。そうすると、この計画の当

初にあります、自然エネルギーの関係、そしてこの災害や避難所的なことをしていくという、

将来に向けて蓄電池ということもあるわけです。でも、これを設置したからには、必ず維持管

理していかないとならないんです。コストを無視してはいけないんです。ですから、私は将来

に向かって清里町の太陽光を維持管理し、プラスの方向にしていくためには、トータル的太陽

光はいいですけども、施設に導入する太陽光の量を多くし、将来的にその設備には全部蓄電池

が置いていけるような、そういう環境方法が必要でないかということなんです。そういう環境

でいく時に、この１２ページに提案されている所全部の施設に、蓄電池は将来的にしていくん

ですかってことなんですよ。そういう大きな問題の協議というものを無視してもいいって言う

表現ですよ。 

 

○総務課長 

 決して、そういう委員会、委員の意見を無視するというような気持ちで、私は発言したわけ

ではございませんので、それはご理解願いたいと思います。従いまして、前回、前々回で委員

会各位からご意見がありました、防災拠点としての太陽光の導入のあり方についても、前回、

蓄電池あるいは発電機、この両方を持って対応していくことも考えられるというお答えをした

と思います。蓄電池についてはまだ発展途上の物でありますので、これらの機能を見極めた中

で、蓄電池あるいは発電機といった物で対応してまいりたいと考えておりますので、よろしく

ご理解願いたいなと思っております。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。他にございませんか。 

 

○池下委員 

 今回、委託料に５５６万５千円かかっているんですよね。去年の８月に補正を組んだ太陽光

の調査に関して、あの時は５９８万５千円かかっているんですよ。これを両方合わせると１千

１００万円程度かかっている中で、前回の提示された１０カ所の施設から今回増えているわけ

です。本当にこんなにかけて調査してどうなのかなと、私は思うんですけども、結局、前のお

よそ６００万円の調査料が全く不必要だと捉えているのですが、課長はその辺、どのように思

いますか。 

 

○総務課長 
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 私の思いを述べるというよりも、ご案内のとおり、再生可能エネルギーの導入に向けた再生

可能エネルギーの賦存量調査、可能性調査につきましては、既に委員会でも報告のとおり、あ

の調査が出てきたわけで、その調査を基にした形で今回の導入計画なり、わが町の再生可能エ

ネルギーの導入の可能性を表現したわけでございます。従いまして、その調査に基づいた形で

この計画もできておりますし、今回の太陽光発電の導入も、あの調査を基に提案・提示させて

いただいておりますので、調査が全く意味のないものだったというような理解はしておりませ

んので、よろしくご理解願いたいと思います。 

 

○池下委員 

 私的にもちょっと納得できない部分もあるので、この問題に関しては１８日からの定例議会

の一般質問の中でやらせていただきたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 他に。 

 

○前中委員 

 前回の再生エネルギーの公共施設の活用ということで、加藤委員からも指摘されたように、

かなり防災拠点に対する部分の対応ということで、追加提案というような形で私は認識してお

ります。具体的な形でざっと計算すると、この太陽光導入における発電量３７５キロワットか

なと。その中で前回からの変更点は、ヒートポンプの活用は検討せず、すべて場所によっては

蓄電池を取り入れるということで、当初の目的である防災・減災の意味からの太陽光あるいは

再生エネルギーの活用ということで提案があったのかなというふうに理解しています。一つお

聞きしたいのは、すべて売電でなくて、これはあくまでも連系の中で各施設の電気は利用しな

がら、余剰電力をある程度売電するという、そういう連系かなとは思うんですけども、全施設

に対するランニングコスト的な電気代のトータルは現状でどのくらいの金額なのか。もしわか

れば提案していただきたいのと、その過程の中でどれだけの電気コストのコストカットができ

るのかというのがもしわかれば、併せて説明願いたいと思うんですけども。 

 

○総務課長 

 この計画に表現されているものすべてとは言えませんので、清楽園とか、そういったものは

入っておりませんが、例えば庁舎、農集排の上斜里・札弦、保健福祉総合センター、パパスラ

ンド、町民活動施設、オートキャンプ場、緑清荘、清掃センター、生涯学習センター、トレー

ニングセンター、緑スキー場、中学校、清小・光岳小学校という、主だった施設の現状の料金

でいきますと５千６４０万円程度。北電からの情報で、後で皆さんに資料としてお渡ししても

よろしいのですが、５千６００万円程度。これは値上げ後の料金となりますと６千１９０万円

程度。この額が再生可能エネルギーを導入した段階で、どこまで削減できるのかというような

ところは、金額的にはまだ出ていないのが現状でありますので、よろしくご理解願いたいと思

います。 

 

○前中委員 
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 それがやっぱり、同じように聞かなきゃならない部分かなと思うんですけども、その中で蓄

電池機能ということでバックアップ電源で、やはり町民生活の中で、災害時における機能的な

分野で清掃センターが今回入っただとか、温泉給湯施設も今回取り入れているんですけども、

すべてがすべて賄えなくても、ある程度の対応が今後できるのかなという部分は私も理解しま

すけども、やっぱり全体的な投資効果の中で、かなりの金額になると思うので、ある程度具体

的な数字もできれば早急に出していただきたいと思うので、そこら辺の確認だけしておきます。 

 

○総務課長 

 委員ご指摘の部分については、非常に重要な部分でございますので、早急に細かいところま

で行き着くかどうかは別にして、概略的な部分での効果について検証してまいりたいと思いま

すので、ご理解願いたいと思っております。 

 

○前中委員 

 もう１点、大枠の部分で、再生エネルギーの中で公共施設等は今質問しましたけれども、民

間施設における太陽光発電導入、あるいは熱利用も同じように今後支援検討すると謳っており

ますけれども、これらは検討段階なのか。どのような形で考えておられるか。まだ本当に検討

であれば、その旨を説明願えればと思うんですけども。 

 

○総務課長 

 事業所用の再生可能エネルギー導入に関わる町の支援の方法については、なかなか難しいと

ころがあるのかなと思うのですが、しかしながら、町全体として再生可能エネルギー導入を謳

うというようなことがありますので、事業所に対しても何らかの形で支援ができる方法はない

のかということで、具体的には言えないのですが、これも委員会、議会等との協議の中で、何

らかの形でやっていきたいというのが今の状況です。 

 

○前中委員 

 わかりました。 

 

○加藤委員 

 私はすることには賛成しているわけです。問題はランニングコストを長期的な展望に立って、

その効果とメンテナンス、いろんなことを考えて、そして、公共施設については夜間の方が多

いような施設もあるんです。そうすると、効率的にもいろんな問題点があるんですよ。ですか

ら、先ほども言いましたけども、清里町に導入する太陽光発電のキロ数はいいですから、それ

らを少し集中的にしていく。そして、その施設には将来、蓄電池を付けて、効率的、経済的に

図っていけるような方策をぜひ考えてほしい。そして、もう実施設計すると言いながら、短期

・長期という分け方しかしていないんですよ。少なくても１０年計画であるとすれば、３年間

ずつ、まずはどこの施設に重点を置いていくのか。どういうふうにしていくのか。予算を立て

て事業展開をしていくという段階に入っているわけですから、もう少し丁寧な資料作りを。基

本的な考え方がこれでいくと思いつきになっていかないですか。今、前中委員が質問した内容

なんていうのは基本的な話ですよ。そこの説明の中に、緑スキー場だとか、オートキャンプ場
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だとか、施設の導入を図っていないような所の電気代を言っても意味のないことですよ。 

○総務課長 

 ですから、先ほど申し上げたとおり、この資料についてはこの１４カ所全体を網羅している

ものではなくて、ある意味、全体的な形の中での試算の提示だということをご理解ください。

従いまして、これにつきましては、公文書としての扱いではなくて、ある意味、私のメモとし

て皆さんにお配りしましたので、よろしくお願いしたいと思っております。今ほどの加藤委員

のもっと緻密で詳細な計画作りをする必要があるというご指摘は、その意を組んで、今後実施

にあたりましては、そういった形で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

たいと思っております。 

 

○加藤委員 

 予算付けをした時点で、そのことが提示されていないとだめなんですよ。後々になるという

のはないんですよ。ましてや、予算説明から入るって、そんなばかなことはないんですよ。 

それともう１つは、私も前回の委員会でも言いましたけども、清里町での災害で何が大きい

かって言ったら、私はやっぱり地震と停電だろうと思うんですよ。そして、地震も大変ですけ

ど、私は身近に起きる可能性の大きい長期停電に備えることがやっぱり大切だなと。そのこと

を踏まえた時に、将来にもわたってどの施設にどれだけの環境でやっぱりしていくのか。当然

のように、蓄電池もしていかないとならない。そうなった時に、蓄電池は付けましたが１時間

しか持ちませんと。こんな話にならないような、やっぱりそういう形の中では、ある程度この

蓄電というものを、清里・札弦・緑の中にやっぱり集中した施設としてやっていくこと。それ

が、施設導入後に効果的な方法じゃないかなと。そのことも十分踏まえて実施するように、こ

の導入する各施設の太陽光の発電量等についても再度検討を重ねて、予算化しているんですか

ら、実施設計すると時に検討してきましたと出しちゃったら、全部の施設の内容が出てきちゃ

うんですよ。その予算で実施設計書を送る前に、もう一度内部協議をするなり、あるいは委員

会にこういう形で進めますという報告があってもよろしいんでもないかなと、私はそのように

思います。 

 

○総務課長 

 加藤委員のご心配はよく理解するところであります。蓄電池の機能については、まだ発展途

上で、施設をすべて網羅するだけの蓄電が今できるのかどうかという部分は、おっしゃるとお

り、ないというのが現実でございます。従いまして、以前の委員会でもお話申し上げたとおり、

しからば、その機能の代替として発電機を設置して、一時的な給電を行うといった形も考えら

れますので、その辺、両にらみで整備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。 

 

○畠山委員長 

 他に。最終的に委員会としてまとめなければならないという部分がありますので、反対意見

ばかり出ていますが、賛成意見があったらお願いします。 

 

○前中委員 



 

- 11 - 

 賛成意見と言うより、今回、総務課の中で実施設計という形で、多分詳細な部分で、太陽光

の連系の中で仮に２０年のシミュレーションの体系、あるいは各施設における発電量だとかは

同じように実施設計の中で出てくるのかなと思います。その中で、やはりここになぜっていう

部分は見えてくるのかなというのも、私自身は思っているので。やみくもな議論で、数字とい

うのも確かに必要ですけども、やはりある程度の発電と各施設の昼間、夜間の利用実態の詳細

な形は調べなければならないんじゃないのかなと。その中で、２０年の連系の中で、どれだけ

のコストカットが見えるのかというのは、大枠は説明がなかったんですけども、その部分につ

いてはやはり出していただかないと、だめなのかなと思うので。そこら辺が間違いなく出てく

るということを期待している者として、それについて課長も説明があれば説明して、足りない

ところは説明していただかないと困るんですけども。 

 

○総務課長 

 前中委員のおっしゃる波及効果なり、経済効果なりを明確に出していく必要があるというお

話でございますので、それについては当然、出さなければならないものだと理解しております

ので、どこかの時点で明確に出してまいりたいと考えておりますので、よろしくご理解願いた

いと思います。 

 

○前中委員 

 そこら辺を本当に詰めてもらわないと、ソーラーの施設自体は設置しましたけども、北電と

の連系で、例えば細かい話ですけども、トランスの容量が足りないとかなると、それは事業者

負担、行政負担というのは目に見えているので、そういうこともやっぱり明細なディティール

が出てきた中でわかってくるのかなと思うので、そこら辺も同じように熟知しながら進めてい

かなきゃならないと思うので、その辺はよろしくお願いしたいと思います。 

 

○勝又副委員長 

 今、前中委員からも話も出ましたけど、この案が正式にこういう形で導入計画をしていくと

いうことで、当然、町民にも周知されることになると思うんですよね。それで、今回予算を計

上しています。そこら辺を含めて考えていく時に、どれだけ費用対効果があるのかというのは、

僕は基本的なことだと思うんだよね。そのこともなしに勝手に導入計画を作ってやりましたと。

それらは後々そういう形でという、そんなことではないと思うんですよ。まず、そこが示され

ないことには、町民に説明がつきませんよ。そのことをきちっと早急に出してもらって、どう

いう形でどれだけのコストカットが図れるとか、施設費だとかそういうものをかけて、そうい

うものがペイするんだということが示されないと、僕ははっきり言って、そういう部分では議

会で何を決めているんだという形になっていくんじゃないかなと思いますので、そのことだけ

は早急にお願いしたいなと思います。 

 

○総務課長 

 この導入に関わるコストカットの部分の数字につきましては、内部資料としては公表できな

い部分がありますので、これにつきましては早急にしかるべき機関と協議しながら、出してい

きたいと考えております。よろしくご理解願いたいと思っております。 
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○加藤委員 

 私は採算ベースばかりではないと思うんです。今回の太陽光は。非常時・災害時のために、

やっぱりその設備をきちっとしていく最低限のものだと。こういうことも同時に提案していく

ためには、災害時における体制も、明確に効果のあるような形で設備をしましたと言えるよう

な設備投資をしてくださいということなんです。それぞれの施設の導入キロワット数が本当に

良いのか。あるいはいろんなことをトータル的に。経済だけではありませんと。やっぱりそう

いう時における必要性をきちっと訴えられるような、自信を持って言えるような事業計画を実

施してください。 

 

○総務課長 

 そういったことも、ある施設に対しての町の考え方が本当に適正なのかどうなのかというこ

とも含めて、実施計画の中で協議してまいって、コストカットの部分、費用対効果の部分につ

いては、早急に計算しながら、概数しか出ないと思いますが、提示してまいりたいと思ってお

ります。そうした中で、町民提示してまいりたいと思いますので、ご理解願いたいと思ってお

ります。 

 

○村尾議長 

 ちょっと確認をしておきたいのですが、１０ページ～１２ページに記載されておりますが、

概算事業費が出ておりまして、今、計算しますと短期から５年間の総事業費が約２億円かかる

かなと思うのですが、これに伴う予算設計かと思うのですが、役場から始まりまして、この短

期から５年間で清楽園までやりますよということなんですが、トレーニングセンターが太陽光

と蓄電池をやると。これが短期５年間でやりますよということで、導入目標の期間が記載され

ておりまして、あとの蓄電池は長期から１０年になっているんですね。それでいきますと、先

ほど各委員からお話がありますように、防災拠点としての位置付けの中で、蓄電池の関係でト

レーニングセンターが優先されるわけでございますが、防災拠点としてここの蓄電池が優先す

べきなのかどうなのか。その辺、確認だけしておきたいなと思います。 

 

○総務課長 

 トレーニングセンターにつきましては、国の補助を考えております。この国の補助につきま

しては、蓄電池が必須条件だというようなこともありますので、それを想定して蓄電池という

表現をしておりますが、この補助に該当しないということであれば、ここは後年度に回ってい

くと考えておりますので、その辺の若干の動きはあるということをご理解願いたいと思ってお

ります。 

 

○村尾議長 

 今、補助事業があるってことなんですが、この１４施設で補助事業に該当する施設は他にも

あるんでしょうか。 

 

○総務課長 
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 この再生可能エネルギーの関係につきましては、補助なり何なりが揺れ動いている状況があ

りますので、具体的にどの施設にどの補助が該当するのかという部分も、今、協議中でござい

ますので、ここで詳細なことを述べることができないということを、ご理解願いたいと思って

おります。 

 

○畠山委員長 

 他にございませんか。課長にお聞きしたいのですが、今、委員から出された詳細について、

これは当然、定例議会前にという理解をしてよろしいのでしょうか。 

 

○総務課長 

 これは、今皆さんからお伺いした疑問点については、実施設計で回答ができる部分もありま

すし、ある意味、関係機関との相談ということもありますので、その辺の時期については、こ

こで明確にお答えできないことをご理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 他にないですか。良いですか。 

 

○勝又副委員長 

 出るものと出ないものがあるという認識でいいのかな。 

 

○畠山委員長 

 後は、本会議で個人個人が決定するというふうに理解しなかったら、詳細出てくるのか出て

こないのかということも、保証もないですし。 

 

○勝又副委員長 

 議会前に必要とされるような部分で出てきたものは、当然出してもらえるんでしょ。 

 

○総務課長 

 そうですね。 

 

○畠山委員長 

 よろしいでしょうか。 

 

○加藤委員 

 １４施設に関わるすべての詳細内容が出てくるということですか。 

 

○総務課長 

 詳細内容というのはどういう意味なのでしょうか。例えば、私が今想定しているのは、この

導入による効果についての数字的なもの、概数なるのですが、そういったものは提示したいと

思っております。それと、実施計画の中で、この施設については町が想定する設備ができない
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よということであれば、縮小するなり、もっと容量を出せるよというのであれば、アップでき

たりというようなことは、その時点で判断してまいるのですが、先ほど申しました想定する１

４施設における経済的効果については、概数で提示できるのかなと考えております。 

 

○加藤委員 

 導入時期についてくらいはきちっと、やっぱり５年、１０年、予算化するわけですから、あ

る程度の年度計画の提示もやっぱりされるべきだと思うので。 

 

○総務課長 

 年度別の計画については、ここの計画では短期・中期・長期と表現しておりますが、内部資

料の中では年度プロットを想定しておりますので、経済効果の概数と年度プロットについて、

資料提示したいと思っておりますので、ご理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 良いですか。良ければ、これで終わらせていただきたいと思いますけれども。 

 

○田中委員 

 この再生可能エネルギーの公共施設の利用については、私も良いと思いますが、先ほど皆さ

んが言われているように、その施設にそれが本当に必要なのかどうなのか、やっぱりそういっ

た理由付けが必要かなと思います。それと、この機会に聞いておきたいんですけども、蓄電池

ってどれくらい持つ物なのか。パネルぐらいは寿命が持つのか、途中でまた交換しなければな

らないのか、そこら辺がわかれば。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 現在、蓄電池にはいろんな規模があります。その規模によって、やっぱり持つ時間が変わっ

てくると思いますので、その辺については今後性能を見極めながら、必要な時間がどれだけあ

れば、どれだけの規模を用意しなきゃならないのかというところは詰めていかなければならな

い部分だと思っております。現時点で想定している部分については、まだ事務機器を１日持た

せる程度の蓄電池の規模の想定でしかないという形になっておりますので、今後、その機能が

上がって、大きな蓄電池を準備できるような形になれば、その規模に合わせながら調整してい

きたいと思っております。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。なければ、終わらせていただきたいわけでありますけども、大変申し訳な

いんですが、こういう提案の出し方は予算が絡んでいる部分で、これが認められなかったら総

体の予算が認められないということで、緊急な日にちの中で提案されるという部分について、

もうちょっと早い時期で事前にお話をしていただければ、もっと協議できるのかなと思ってご

ざいますので、今後は早めに進めていただければと思います。 

 

○総務課長 



 

- 15 - 

 手続きの部分でご迷惑をおかけしたということでありますので、今後は十分留意して、事に

あたってまいり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 

 総務課全体で何かございませんか。 

 

○前中委員 

 聞き忘れたことがありまして、防災メールの関係ですけども、防災メールの必要性について

は僕もかなり指摘したんですけども、もう一つ、セキュリティに対する説明も一緒に周知して

いただかないと、町民にもやはり疑心暗鬼な部分もありまして、その辺はどのように考えてお

られるのか、ちょっと確認したいんですけど。 

 

○総務課長 

 我々もメールアドレスとか個人情報を預かるという立場になるということございますので、

町の個人情報保護条例なりの規定に基づいた中で、取り扱っていくことになろうかと思ってお

ります。ご案内のとおり、この防災メールにつきましては、全道各自治体でさまざまなところ

で取り組んでいるということで、ソフトウエアの会社につきましても、そういった部分につい

ては最大限の配慮をした形でのパッケージだと思っておりますので、前中委員の指摘を踏まえ

た中で、慎重に取り扱っていき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。 

 

○前中委員 

 わかりました。その部分、本当に必要性があるので。あと、説明の中で、学校に対するメー

ル配信ですが、現実には学校ではもう生徒に対するメール配信は実施している段階なんですね。

それに併せて行政も一緒になってリークしながら配信すると、本当に良い方向に進むのかなと

思いますので、良い方向で進めていただければと思います。 

 

○畠山委員長 

 他にございませんか。なければ、以上で終らさせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

○畠山委員長 

 それでは、生涯教育課から４点、説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

○生涯教育課長 

 それではまず１点目の、平成２５年度一般会計補正予算につきまして、説明させていただき

ます。今回の教育委員会からの補正内容につきましては、学校施設等の施設修繕、当初予算で

見込めなかった部分の修繕と、国の交付金の動向に伴います教材の整備ということで措置をさ

せていただきたいと思います。中身につきましては、それぞれ担当よりご説明させていただき

ます。 

 

○学校教育Ｇ総括主査 
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 ９款・１項・２目・教職員住宅通路修繕事業になります。補正額につきましては４０万２千

円になります。内容につきましては、清里小学校・清里中学校教職員住宅通路の不陸を修繕す

るための砂利の投入でございます。２項・１目・小学校修繕事業ですが、各小学校施設等の破

損箇所を今回修繕するために計上させていただくものでございます。金額につきましては１３

１万５千円。内容につきましては、緑町小学校体育館の煙突及び屋根の修繕、緑町小学校校舎

軒天の修繕、清里小学校コンピューター室の天井の修繕、緑町小学校グランド用散水栓の取替

となっております。以上でございます。 

 

○学校教育Ｇ主査 

 それでは続きまして、２項・２目教育振興費の小学校理科教育設備整備事業につきましてご

説明いたします。小学校の理科教育につきましては、新学習指導要領におきまして、より観察

と実験を充実した教育となるよう改定されております。このため、国の補助事業を活用しまし

て、顕微鏡、電子てんびん等教材機器を整備するものです。総体事業費としまして清里小学校

分で７７万４千９００円、光岳小学校分で６９万７千６２０円、緑町小学校分で３８万７千３

４５円、合計で補正額１８６万円を計上しております。財源内訳でありますが、補助対象経費

の２分の１につきまして、国の補助金を活用します。９２万５千円を見込んでおります。残り

９３万５千円を町の負担額としております。 

続きまして、３項・２目・中学校理科教育設備整備事業でございます。こちらも、小学校理

科教育設備整備事業と同様に、新学習指導要領の改定内容に合わせた教材整備を行うものです。

総体事業費といたしましては７８万８千円を計上しております。国の補助金を２８万９千円見

込んでおりまして、町の負担額４９万９千円を財源内訳としております。以上です。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 続きまして、５項・４目・緑スキー場圧雪車修繕事業についてご説明いたします。こちらに

つきましては、圧雪車の履帯ベルト、いわゆるキャタピラの部分の劣化による断裂の恐れがあ

るため、それらの補修を行うものでございます。補正額につきましては６９万５千円を計上さ

せていただきたいと思います。内容につきましては補修ベルト２９万５千円、それらの製作、

分解、組立工賃といたしまして３６万６千円、消費税３万３千５０円といたしまして、合計６

９万５千円となっております。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 平成２５年度の一般会計補正予算、生涯教育課分の説明がございました。何かございません

か。 

 

○前中委員 

 顕微鏡の整備の補助率が小学校と中学校が違うんですけども、これはどうしてこういう形な

んですか。 

 

○社会教育Ｇ主査 

 補助対象経費の２分の１ということで、中学校につきましては補助対象外の町単費で整備す
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る部分も含めての額となっております。そのため、２分の１の率からは若干ずれているという

ような形になっております。 

 

○澤田委員 

 顕微鏡はいくらするんですか。 

 

○学校教育Ｇ主査 

 小学校で使います生物顕微鏡につきましては、１台当たりの単価４万５千円になります。中

学校の顕微鏡につきましては、デジタル生物顕微鏡ということで、１台当たりの単価１１万円

の物を１台導入する予定です。 

 

○澤田委員 

 計算すると何台になるんですか。 

 

○学校教育Ｇ主査 

 中学校につきましてはデジタル顕微鏡は１台になります。その他、顕微鏡で言いますと、清

里小学校で生物顕微鏡が８台、光岳小学校につきましては１台、緑町小学校につきましても１

台というような形になっております。 

 

○畠山委員長 

 他に。なければ、②番に移らせていただきます。 

 

○社会教育Ｇ主幹 

 それでは、第３６回斜里岳ロードレース大会につきましてご説明をさせていただきます。議

案の１０ページ～１３ページまでになります。まず、申込状況でありますが、１１ページをお

開きください。申込状況がそれぞれ載っております。ハーフマラソンが２４２名、５キロが１

４４名、３キロ１２７名、２キロ７４名、親子の部は４７組と捉えていただいて、参加者数に

ついては９４名となりまして、合計６９８名が参加者数ということになります。下の方に町内

・管内・道内・道外のそれぞれの人数も記載してございます。また、括弧内ですが、ランにつ

いてはインターネット申込みと捉えてください。郵便について郵便振込ということで捉えてく

ださい。町内についてはすべて窓口の方で受付ております。 

続きまして、役員・役員補助の関係ですが、各関係団体、または一般の方々含めて１６０名

ですが、この議案を作った後も何名かの方の申込みをいただきまして、１６０名を超える役員

の数となっております。また、同日開催で食の祭典ローカルフードフェスティバルも行います

が、それらの関係者の方々を含めますと２００名以上の関係者の方々のご協力いただきながら

開催できる運びとなりました。続きまして、コース図・会場図について簡単にご説明させてい

ただきたいと思います。１２ページ、１３ページをお開きください。コースにつきましては、

一度ご説明をさせていただいたと思いますが、学習センター発着としまして、１５号の方に進

みまして美里の方向に進み、江南を下りてきまして、２２線２３号を南に向かい距離調整をさ

せてもらいまして、学習センターに戻ってくるという形の中で、１キロ、２キロ、３キロ、５
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キロ、ハーフマラソンというコース設定をさせていただいております。また、１３ページの下

に会場図ということで載せております。学習センターを中心に、学習センターの前の道路がス

タート・ゴール地点になります。スタート地点がちょうど学習センターに入る取付道路付近、

ゴール地点が保健センターの前にバス停がありますが、バス停付近と捉えてください。また、

図書館の駐車場がありますが、そこを本部だとか完走証の発行だとか、そういうブースにさせ

ていただきたいと思っておりますし、先ほどお話しましたローカルフードフェスティバルにつ

きましては、東南側にモニュメントがありますが、その周辺でフードフェスティバルをやる予

定でございます。１１ページに戻っていただきまして、４のローカルフードフェスティバルに

ついては、約１４団体が今のところ参加予定でありまして、清里の地産地消を活かした食の祭

典を同時開催して、選手の方にも喜んでいただくとともに、町民の方々にも大勢来場を呼びか

けるところでございます。 

さらに、焼酎の記念ボトルをつくりまして販売をする予定でもございます。続きまして、当

日のスケジュールについてでございますが、スタートは１０時ということで、ローカルフード

フェスティバルについては１０時半から午後２時３０分までで、４時３０分頃には片付けも含

めてすべてのスケジュールが終わると予定をしております。また、記念Ｔシャツを販売する予

定でございます。価格につきましては１千８００円程度ということで、２００枚程度販売をす

る予定でございます。今後のスケジュールでありますが、既に陸上競技協会の役員会を終了し

ております。先ほど申し上げました１６０名を超える役員の皆さんの全体の打合せ、全体の調

整を９月１８日に行い、スムーズな運営を行うための準備を進めるところでございます。以上

です。 

 

○畠山委員長 

 斜里岳ロードレースの大会についての内容について、よろしいでしょうか。なければ、次に

③についてお願いいたします。 

 

○生涯教育課長 

 それでは、３点目の町民プールの整備について、私の方から説明をさせていただきます。資

料の１４ページからになります。この関係につきましては、本年５月、この常任委員会におき

ましても協議をさせていただいた案件でございまして、プールの整備を大規模改修で進めるか、

建替えを行うかというこの方針を、今年度中には決めさせていただくということでございまし

て、その後の検討状況を踏まえ、町としての考え方をお示しし、再度協議をしていただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。１４ページの１点目の、整備の目的でございま

す。現在の町民プールにつきましては、昭和６２年に建設され２６年が経過しております。建

物の内外装とも老朽化が進みまして、年々修繕費用も増加しております。本年３月にも内部の

錆の補修をさせていただいたところでございます。また、プールの機能の面からも、近年は中

高年齢層を中心としました健康増進、あるいは体力向上の意識の高まりによりまして、単に泳

ぐだけではなく、小児から高齢者あるいは障害を持つ方々までの多様なニーズに対応できる機

能の整備、充実が求められているところでございます。このため、現在の老朽化している施設

の大規模改修または建替えにより、住民のニーズに対応した施設整備を行う必要がございます。 

２点目の整備方法の検討ですが、前回もお示しいたしましたが、１５ページに比較検討資料
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をお付けしてございます。大規模改修または建替えの２つの整備方法について検討を行ってお

りますが、概算工事費につきまして、後ほどまたご説明いたしますが、５月に提示した段階か

らいろいろな条件が変わってきているということで、数字の置換え、増額を行っているところ

でございます。まず、（１）の大規模改修についてでございますが、今後３０年は使用するこ

とを見込んだ改修ということで、現在の建物の基礎部分及び１階の外壁を残し、ほぼ全体的に

改修を行うというものでありまして、段差の解消、更衣室・採暖室の間仕切りの変更、プール

水槽の交換、健康増進のための歩行用レーンの確保、機械設備の更新等、大幅に変更すること

を予定しております。このため、平成２６年度以降にこの事業を実施する場合、概算工事費と

して現時点で３億４千５１４万円ということで見込んでおります。次の建替えについてでござ

います。新たに建設する場合におきましては、競泳用プールの他、先ほど申し上げました高齢

者、障害を持つ方々にも健康増進、体力向上のため利用しやすいようにということで、歩行用

の専用プールの設置など多様なニーズに対応する施設として整備をすることとし、国の木造公

共建築物の整備に係る交付金を活用し、平成２６年度以降に木造建築により実施することを想

定し、この場合の概算事業費を現時点におきまして６億２千１２０万円と見込んでおります。 

この両整備方法の概算工事につきましてですが、３番目に記載のとおり、いずれの方法にお

きましても工事費は現段階の概算でありますが、前回お示しした金額につきましては大規模改

修が平成２４年度の単価によります。建替えにつきましても平成２２年度の鉄骨鉄筋コンクリ

ート造による単価で積算したものであります。ここにきまして、東日本大震災の復興工事、さ

らにはアベノミクス効果などの影響によりまして、最近の資材不足あるいは人手不足によりま

す工事費の高騰が予想されるところでございます。既に今年度の工事単価につきましては、昨

年比１０％ほどをアップしている状況にございまして、北海道で実施しております建築工事に

おきましても、金額ですとか工事の関係から参加業者が不足し、入札が執行できないという状

況も生じてきているところであります。このような状況はさらに今後も進むことが予想される

ことから、今年度当初に見込んでおりました金額よりも２０％程度、さらに来年４月から消費

税が８％に改正される可能性があります。また、建替えを行う場合につきましては、後ほどご

説明いたしますけれども、木造建築にすることにより多少単価の増高が見込まれること、さら

に具体的な事業を進めるに当たりまして、今回の概算の積算に当たりましては現在の建物の解

体費ですとか、施工管理料、地耐力調査等の部分を加え、先ほど申し上げましたそれぞれの工

事費を見込んでいるところでございます。いずれの金額におきましても現在見込める金額の上

限ということで、ご理解いただきたいと存じます。 

４点目の町としての考え方でございます。町民プールの整備につきましてはいずれにしても

必要不可欠であるいうことから、できるだけ財政負担の少ない方向で事業実施するため、国及

び道の補助金・交付金について検討してきております。その結果、１５ページの資料をご覧い

ただきたいと思いますが、財源見込みに記載しておりますとおり、大規模改修につきましては

有利な財源がほとんどなく、可能性があるとすれば北海道地域づくり交付金がありますけれど

も、既存施設の改修に対しては少額しか見込めないという状況にあり、ほぼ全額が一般財源の

可能性が高くなると思われます。これに対しまして、建替えの場合については文部科学省の補

助金や交付金、また、パパスランドの整備でも活用いたしました農林水産省の農山漁村活性化

プロジェクトなどについて、国の担当者とも協議を行ってまいりましたが、この事業につきま

してはいずれも該当する事業がなかったということでございまして、他の補助金・交付金を探
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していたところでございます。そこで６月下旬になりまして本町に来町されました建築家の隈

研吾氏との情報交換の中におきまして、実は木造によるプール建築という話がありまして、そ

の事例について調査をしたところであります。その結果、後の資料にもございますが、道南の

厚沢部町におきまして木造プールの建築の事例があるということで資料を取り寄せるととも

に、８月に私と建築担当主査とで現地に赴き、情報収集し、勉強をしてきたところでございま

す。その中で１６ページの資料をご覧いただきたいと思いますが、地域の木材を活用すること

で林野庁の所管の森林・林業再生基盤づくり交付金というものを活用することが可能というこ

とで、これを基に今回の建替えの財源を積算しております。この交付金につきましては、１６

ページの上段の対策のポイントにも記載のとおり、森林の整備、保全の推進、林業・木材産業

の健全な発展と木材利用の促進を図るため、高性能林業機械や木造公共建築物の整備等につい

て支援するものであり、民間団体に対しましても間接補助の形で対象とされているところであ

りまして、本町におきましては、平成２４年度に札弦林材の機械整備に活用された事例がござ

います。さらに１７ページをご覧いただきたいのですが、１７ページの事業のポイントに記載

のとおり、地域材を利用する木材公共建築物の整備への支援を行うとなっておりまして、この

ページの下の方に記載のとおり、建物本体工事部分のみの対象となりますが、交付率が定額の

２分の１、地方公共団体や民間事業団体が行う事業が対象ということで、平成２５年度～２９

年度までの事業期間となっております。１８ページにはこの交付金を活用した事業の例を図で

示しておりまして、木造公共建築物の整備についてというところに載っております。１９ペー

ジなんですが、先ほど申し上げました厚沢部町の施設でありまして、平成２２年度にこの交付

金を活用いたしまして建設されております。外壁には道南杉、左下の写真のとおり、柱と天井

部分の梁などにはカラマツの集成材、右下の写真の内装材には杉が使われておりまして、木造

平屋建てで延べ面積９１８平米、建築費につきましては平成２２年度当時で約３億円というこ

とでございます。資料１５ページの方にまた戻っていただきまして、建替えの場合の財源見込

みについてでありますが、上の方で記載しました概算の工事費のうち、交付金対象が建物本体

工事ということになりますので、概算で４億というふうに見込みまして、これの２分の１の２

億円が交付金、さらに交付金の対象となることから過疎債の充当ができますので、この交付金

対象事業費から過疎債を引いた分、２分の１ですが、これが２億円、残りが一般財源というこ

とで、外構工事等を含めて２億２千１２０万円となっております。なお、右の備考欄にも記載

しておりますが、ご承知のとおり、過疎債につきましては後年度の起債の償還が必要ですが、

７割分の１億４千万円が交付税算入され、償還時には戻ってくる計算となりますことから、実

質的な返済額が３割分の６千万円ということで、先ほど申し上げた建設時の一般財源２億２千

１２０万円と合わせまして、実質的な一般財源の後年度までみた負担が２億８千１２０万円と

いうことで計算をしております。なお、実際の過疎債の充当につきましては、上の概算工事費

に起債の電気、機械設備、外構工事も交付金の対象外ではありますが、過疎債の方につきまし

ては対象となる可能性が高いということで、さらに充当額については上がると思われます。そ

うなりますと、一般財源の負担額はさらに下がっていくのではないかということで試算してお

りますが、ここでは概算の費用ということで、交付金、過疎債については低めな試算をしてい

るところでございます。このように、実質的な一般財源の持ち出しが大規模改修に比べまして

低くなるということが見込まれますので、財政的な負担軽減と、改修ではどうしても限界があ

る住民の多様なニーズに対応した機能の充実のため、さらには町有林の有効活用ということか
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らも木造による建築を行ってまいりたいと考えております。なお、建替えとなりますと、建設

場所につきまして内部で検討しておりますが、敷地の確保の問題、あるいは将来的な維持管理

経費を節減するため、現在も使っております温泉熱等の利用が不可欠となってまいりますので、

現在地での建替えが望ましいと考えているところでございます。 

５点目の、今後の進め方についてですが、建替えの場合につきましては、国の交付金の活用

が前提となってくることから、早ければ平成２６年度の事業実施に向けまして、また、国の補

正予算の動向、場合によって補正予算で出る場合もございますので、これらをにらみながら今

年度中に実施設計を行いたいと考えております。できましたら１２月定例議会で補正予算措置

をさせていただきまして、今後の国の交付金事業の動向に応じて、事業実施をしていきたいと

いうことで、遅くともこの交付金事業の平成２９年度までには交付金の採択を前提とし、事業

を実施終了していきたいと考えているところでございます。 

以上、現段階におけます町の考え方ということでご説明いたしましたので、協議をよろしく

お願いいたします。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今、町民プールの整備ということで説明がございました。この関係について何かござい

ませんか。いいですか。なければ④について説明をお願いします。 

 

○生涯教育課長 

 平成２５年度の学力学習状況調査結果の速報についてということで、ご報告させていただき

ます。 

この関係につきましては、既に新聞等で報道をされておりますので、ご承知の方もいらっし

ゃると思いますが、今年度の学力学習状況調査の全体的な結果が既に出ております。全国並び

に全道の平均、そして清里町の状況ということで、現段階におきましてそれぞれの教科の点数

の集計が終了しております。ただ、これからオホーツク管内の状況ですとか、学習状況、家庭

生活の状況、朝御飯を食べていますかとか、何時間家で勉強していますかとか、そういった状

況調査の集計が今後されてまいりますので、それができ次第、改めて資料を基に報告をさせて

いただきたいと思います。なお、その点数の結果でございますが、北海道の平均におきまして

は依然として全国平均を下回っていると。また、教科によっては最下位というような状況もあ

るところでございますが、幸いにして清里町内の状況におきましては、小学校３校の合計で科

目が国語Ａ・Ｂ、算数Ａ・Ｂとございます。Ａが基礎問題、Ｂが活用問題になりまして、合計

でそれぞれ４つの科目になりますが、小学校につきましては算数Ａの１科目だけが全国・全道

よりわずかに下回ったのですが、他の３教科につきましてはいずれも全国平均を上回っている

状況にございます。昨年は２教科がちょっと下回ったのですが、今年は１教科だけが下回った

ということで、残りの３教科は全国平均を上回っております。また、中学校におきましては昨

年同様に全国平均をすべて上回ったという状況にございます。 

今後、詳しい内容分析あるいは管内状況等を分析いたしまして、改めて資料提供させていた

だき、ご報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上でござ

います。 
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○畠山委員長 

 ただ今、２５年度学習状況調査結果の速報ということで説明がございました。何か委員の方

ございましたら。なければ、生涯教育課全般で。 

 

○前中委員 

 プールの件でちょっと聞き忘れたんですけども、林野庁の交付金を活用するということで、

町民プールの建設にあたっては、やはり早急に整備していただきたいというのがありますので、

大変に良いことだと思いますけども、林野庁のこの交付金の中で、これは地場産の木材の活用

をするという前提があるのかどうか。そして、仮にあったとするならば、町有林の伐期計画の

中にも今回はトドマツですが伐採しているんですけども、カラマツの製材として集成材を提供

するということで内部検討しているのか。まだまだ先とはいえども、やはり押さえなければな

らない点なので、その辺について確認したいと思います。 

 

○生涯教育課長 

 この交付金の活用の条件といたしましては、前中議員がおっしゃったとおり、地場産の材を

活用するということが条件となっておりまして、ただ、それは必ずしもすべて清里産ではなく

ても、道内産を活用することによってこの交付金、木造の活用促進、ＰＲというところが目的

となりますので、そういったことが可能ということであります。清里町有林に関係につきまし

ても、既に総合振興局の林野担当部門とこの交付金の事前調整をさせていただいておりまして、

実際に町有林が活用できるんですかというご質問もいただいておりますが、産業課担当職員と

一緒に出向きまして、今年度の伐採予定のものはすぐには活用が難しいですが、来年度以降の

分につきまして、これに必要な材を確保できるということで準備を進めて、実際、事前の準備

を進めていっているところでございます。ということで、交付金の該当というのがやはり大前

提となってまいりますので、その辺の事前の調整もしながら、交付金の採択できる年度でもっ

て即、事業実施していきたいということで準備を進めていきたいと思っておりますので、ご理

解をいただきたいと思います。 

 

○前中委員 

 本当に早急に物事を進めていただければと思います。やはり地財地消、地元の木材の利用と

いう部分で、たまたまタイムリーに森林計画も出まして、今回はトドマツ、次年度以降はおそ

らくカラマツの６０年以上の大径木の伐採計画になっているかなと思いますので、その辺連携

をとりながら、密に進めていただきたいなと思います。 

 

○池下委員 

 先ほど口頭説明で学力の状況調査ということで、この間テレビで大々的に報道があったんで

すけども、北海道は全国で最下位のポイントだったと。逆にテレビを見ている時間とかゲーム

をやっている時間が本州から見ると数ポイントも多いと。北海道の場合、土日は今は休みで、

土曜日に自由研究というふうになっているのですが、強制的なものではないと聞いているので、

そこら辺のことは微妙に違うのかなと思うんですけども、清里高校なんかは学校が終わってか

ら１０分間勉強ですか、そういうのをやっているんですけども、清里の小・中学校に関しては
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今後、全国レベルまでいかないにしても、そういう努力をするようなことで進めていくという

考えはあるのかどうなのか。その辺ちょっとお聞きしたいのですが。 

 

○生涯教育課長 

 池下委員ご指摘のとおり、既に昨年、以前から、テレビゲームですとかテレビを見る時間な

どが多く、家庭学習の時間が少ないというところは全道並びに本町の傾向としてございまして、

そういった部分で家庭学習の手引などを発行・配布し、保護者の方のご協力もいただきながら、

そういった取り組みを進めてきているところでございます。また、長期休業中、夏休み・冬休

みの間に現在、教育委員会が主体となりまして、学習サポート教室も３日間、小中高と実施し

ております他、独自でその３日間以外に小学校で先生方のご協力の下、補習的な学習を行って

おり、また中学校も実施をしております。さらに、朝の読書の時間ですとか、中学校などはテ

スト前に放課後の時間を設定いたしまして、自由にわからないところを聞いてきたりとか、そ

ういった学習対応を設定するなどして、学力向上に取り組んでいるところでございます。現在、

土曜日、日曜日ということで、週休の２日でございますが、それぞれ子供たちのスケジュール

といたしましては、いろんな社会教育の事業ですとか、部活動等で逆に大人より忙しいのでは

ないかというような状況もあるほど、いろんな行事があるところでございます。そういった中

で、できるだけ平日あるいは長期の休業中を活用し、各学校におきまして工夫をして学力向上

に努めているところでございますので、今後におきましても平均を下回っている部分も去るこ

とながら、全体の学力向上に教育委員会と学校と協力をし、また地域・家庭とも協力をしなが

ら取り組みを進めてまいりたいと考えております。 

 

○池下委員 

 確か、北海道教育委員会の方で今現在、北海道の学力のレベルの低下ということで、土曜日

を１時間でも２時間でもということで進んでいると思うのですが、そっちの方でそういうふう

に決まった場合、本町もそれにやっぱり右ならえしてやるような考えでいるのかどうか。その

辺いかがですか。 

 

○生涯教育課長 

 この関係につきましては、非常に今難しい問題がたくさんあると思いますけれども、北海道

教育委員会、全国的にも既に先進的に月２回とか土曜日授業を実施していたりする所もありま

すし、道教委の方でもそういった話題として話が出ていることは事実でございます。各教育委

員さんの研修とか、そういった場におきましても、この問題についての意見を問うような研修

会もございまして、ただ、単に土曜日をまた復活するということになりましても、先ほど申し

上げた既に子供たちがいろんな活動をされているということもございますし、一番問題となる

のは教える側の教員の問題。現状では人員的に不足する部分等ございますので、そういった問

題をクリアした中、進めていかなければならないということで、北海道全体におきましてもな

かなかすぐにはそういった結論的なものは出てこないのかなと思っております。本町におきま

しても、そういった状況を踏まえながら、そういった意見交換などは進めていく必要があると

認識しておりますので、そういった国・道の動向を慎重に捉えながら検討してまいりたいと考

えております。いいですか。他に。 
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○前中委員 

 道教委の方で平成２６年度までに全国平均まで学力向上を持っていくというプログラムの中

で今、池下委員が言われたようなそういう話も取り組むカリキュラムとして出たのかなと思い

ますけども、当町の場合、説明があったように、全道平均よりも上位にランクされているとい

う部分で、学校等々ではかなり小・中・高の３校の連携だとか、やり直し授業も結構精力的に

やっているということも、僕も承知しているところです。 

そんな中で今の課長の答弁の中で、土曜日の学習云々と。やはりそこも子供たちが忙しいと

いう実態があります。それともう１つ、論点からちょっとずれるかもしれないですけども、今

問題になっているのは、特に小学校・中学校なんですけども、学習した以外の放課後の活用の

仕方、部活動あるいは小学校であれば学童保育など、そういう時間の活用の仕方が当町でもい

ろんな問題がありまして、例えば、中学校の部活であれば人員の確保が難しくて、今事案であ

るのは２町の中学校で体育会系の部活ですけども合同でという問題が出てきていまして、この

間もちょっと聞いたところ、その中での中体連競技の連携で、バスとかの活用方法が、まだル

ールとかそういう決めもない中でどうなんだという意見があったので、この委員会の場でちょ

っと提示していただきたいのと、もう１つ、子供たちの少年団活動の実態ですが、かれこれ２

０年、その中の変遷の中でいろんな少年団活動はあったんですけど、やはり少子化の中で衰退

していった、あるいはなくなったという部活動もあるんですけども、もう一度その辺もいろん

な部分で前向きに検討する。そういうアプローチづけもやはりどこかで検討してほしいなとい

うのがあります。そしてその中で、学力向上対策じゃないですけども、文武両道の中で一緒に

なって考える下地を作っていただきたいと思いますので、ちょっと長くなりましたけれどもそ

の２点。早く検討する部分と、長期的な視野に立った部分で、検討のほどよろしくお願いした

いと思いますけども。 

 

○生涯教育課長 

 まず１点目の部活動の関係の２町合同での大会出場についての交通手段の関係になると思い

ますが、現在の中学校の部活動につきましては、中体連等の公式大会の出場はすべてバスの活

用をしております他、それぞれの部活動におきまして、学校の方に距離数の割当て等をさせて

いただく中、有効に活用していただいているところでございます。そういった中で今後、合同

での大会出場というようなケースがあるということでございますので、そういった部分につき

ましては、当然相手側の町との協議もございますので、生徒たちが一生懸命練習、活躍してい

るところでございますので、できるだけ支援をしていくという中で今後協議させていただきた

いと考えております。また、少年団の活動ということで、ご指摘のとおり現在、町内の少年団

活動ということで、全体の協議会に所属している団体は８団体ということで減少しているとこ

ろでございますが、幸いにして人数的な部分につきましては、いずれかの活動に、あるいは一

部複数の活動にということで子供たちが参加する中、児童数は減ってきているのですが少年団

活動については、人数は減ってはいないという状況にございまして、今後、多種多様な競技種

目というのを子供たちの機会として与えていくということは当然必要なことでございますの

で、そういった部分で、どうしても指導者が大切になってきますので、そういうものはボラン

ティアになりますから、そういった指導者の養成等につきましてもできるだけ現在ある団体の

後継者、あるいは新たな協議についての指導者の発掘ということで、教育委員会の方でも検討
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してまいりたいと考えているところでございます。以上でございます。 

 

○前中委員 

 丁寧な説明ありがとうございます。その中でやはり少年団活動もやはり子育て支援というこ

とで、それなりの予算の中で拡充の対応を望むところなので、その辺も熟慮しながら進めてい

ただきたいと思います。答弁はいりません。 

 

○池下委員 

 ここの項目にないことなんですが、今、町内の小・中・高のいじめの問題ってどういうふう

になっているのか。学校側と何か問題が起こった時にどういうふうな連携とか、指導とか、ど

ういう状況になっているのか、ちょっとお聞きしたいなと思いまして。 

 

○生涯教育課長 

 いじめの問題につきましては、全国的にも社会的な問題ということで近年取り上げられてい

るところでございまして、文科省並びに道教委の方からもいじめに対する対策について、きち

っとやるようにということの文書も頻繁に流れてきている状況にございます。このいじめにつ

きましては、基本的には各学校で十分、日頃から注意をしていただいて配慮をしていただいて

いるということございますが、年に２回必ず、これは全国的な調査でありまして、いじめの実

態調査がされることとなっております。そんな中で本町におきましても、何件かいじめ、また

はいじめが疑われるような案件ということでの事例も調査報告で挙がってきているところでご

ざいますが、いずれのケースにつきましても、いじめは発生したけれども、現場ですぐ先生の

対応によって児童・生徒の指導をし、解決をしているということで教育委員会の方には報告を

されているところでございまして、大きな問題に発展する事前の段階で解決を図っているとい

うことでございます。案件によりましては、重大案件におきましては、常に学校からも教育委

員会の方にすぐに報告をするようにという指示を出しておりますので、軽微なものを除きまし

ては教育委員会の方にも報告が来ますので、相談をしながら対応をしているという状況にござ

います。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。それではよろしいでしょうか。それでは生涯教育課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、加藤議員、勝又議員が所用で抜けてございますが、続行させていただきます。

それでは、２番の意見書検討についてことで事務局。 

 

○議会事務局主査 

 それでは意見書の検討について、１件ご説明をいたします。資料は２０ページから資料を付

けておりますので、ご覧ください。道州制導入に断固反対する意見書案でございます。提出依

頼者は北海道町村議会議長会会長名で提出がされているものでございます。意見書の内容につ
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きましては２３ページでご説明をしたいと思いますのでご覧ください。 

主な内容といたしまして、全国の町村議会議長会において、住民自治の推進に逆行する道州

制は行わないこととする要請を国に対して行ってきたところでありますが、与党もしくは野党

の一部において、道州制導入を目指し国会への法案提出の動きが依然として見られる状況であ

ります。このまま導入ありきの内容で道州制が進むと、住民自治が衰退してしまう状況が明ら

かでありますし、国においては多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めること

が国力の増強につながるので、道州制の導入に反対するという内容の意見書となっております。

この意見書の内容のご協議と、委員長名での本会議への提出について委員会でご協議をいただ

きたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○畠山委員長 

 ただ今の、道州制導入に断固反対する意見書についてということで、意見書が出てございま

す。この案件ついて、本委員会で取り扱うということでよろしいでしょうか。はい。 

 

○畠山委員長 

 続いて３番の道内所管事務調査報告書ということで、事務局の方で作っていただきました資

料がございます。平成２５年清里町議会道内合同所管事務調査報告書。実施時期は平成２５年

６月２６日、２８日。視察先は新篠津村、美唄市ということでございます。今日ここで発表さ

せていただいて、皆さんからも気付いたところがあれば付け加えて提出をしたいと思いますの

で、今日の帰りまでに見ていただいて、出していただければと思ってございます。道内所管事

務調査の関係についてはよろしいでしょうか。はい。 

 

○畠山委員長 

 ４番、次回の委員会の開催ということで、事務局。 

 

○議会事務局長 

 次回の開催につきましては、１０月２８日月曜日を予定しております。 

 

○畠山委員長 

 その他、議員の方ございませんか。 

はい。その他、ございませんか。事務局ございませんか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第９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１１時１分） 

 


