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第２回総務文教常任委員会会議録 

平成２６年２月１３日（木） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前１０時２０分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●総務課 

  ①再生可能エネルギー導入促進事業について 

 ●生涯教育課 

  ①町民プール整備事業について 

  ②平成２６年度公立高等学校入学者選抜出願状況について 

 ●消防清里分署 

  ①消防救急デジタル無線整備について 

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    ■総務Ｇ主幹      熊谷 雄二 

 ■企画財政Ｇ総括主査  三浦  厚    ■企画財政Ｇ主査    宮津 貴司 

 ■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 

 ■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２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 

 最初に１番、町から協議報告事項ということで総務課１点ございます。よろしくお願いしま

す。 

 

○総務課長 

 それでは、総務課からの協議・報告事項の１点目でございます。再生可能エネルギー導入促

進事業について、説明申し上げたいと思います。 

太陽光発電を中心とする本町における再生可能エネルギー導入に関する検討協議について

は、平成２４年６月から議会との協議も踏まえ、清里町再生可能エネルギー可能性調査の実施

がスタートでありました。検討協議の根底には化石燃料による二酸化炭素問題や、大量消費に

よる枯渇への対応、東日本大震災による東電原子力発電所事故等々が、再生可能エネルギー導

入に一層の拍車をかけたというところであります。国も固定買取制度による支援策をとってお

りまして、エネルギー基本計画案では、今後３年程度再生可能エネルギー導入を最大限加速と

しております。北海道においても中長期目標案では、再生可能エネルギー発電量を２．４倍に

設定するという計画でございます。 

清里町は「自然と共生する安心安全な環境のまち」という第５次総合計画の主要施策・政策

に基づきまして、住宅用太陽光発電事業補助、庁舎ＬＥＤ化、あるいは防犯灯ＬＥＤ化等々の

取り組みに加え、今回、再生可能エネルギー導入促進事業、太陽光発電導入を行っていくとい

うことにしております。再生可能エネルギー導入促進事業を町の政策として確立するために、

既存の施策事業も含め、有機的に連携しながら進めてまいりたいと考えております。今回、町

が再生可能エネルギー、省エネルギー対策を率先して取り組むということが、自然エネルギー、

省エネルギーへの取り組みを行うという啓蒙的な意味合い、行政がリーダーシップをとった啓

蒙的な意味合いを持つという意義、意味、事業効果、また、直接公共施設等々の周りでエネル

ギー創出を行うといった活動を行うという教育的な意味合い、行政がエネルギー創出を行うと

いう対外的な意味合い、いわゆる委員各位も視察されました梼原、下川、鹿追等々の行政がリ

ーダーシップをとってエネルギー創出を行うというような意味合い、また、エネルギー創出で

得たものを施設の管理経費等々に活用するといった経済的な意味合い等々の意味合いから、今

回導入を進めてまいるという考えでございます。 

発電事業者としての行政、これは得た収入の活用によって次世代への負担軽減にもつなげて

いきたいというような考えでもございます。今後も太陽光を中心とした省エネルギー発電等々

の可能性も含めた形で検討、研究してまいりたいと考えてございます。 

今回は平成２６年度に予算化する事務事業の内容を説明申し上げたいと思いますので、よろ

しくお願い申し上げたいと思います。詳細につきましては、担当の総括主査より説明申し上げ
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ます。 

 

○企画財政Ｇ総括主査 

 それでは、今回の太陽光発電システムの導入内容についてのご説明をしたいと思います。１

ページをご覧いただきたいと思います。今回の計画概要でございますが、今、課長が申し上げ

たとおり、現在の国の電力不足問題を端に再生可能エネルギーの活用が全国的に求められてい

る状況になっている中、本町の第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

づけてございまして、エネルギー自給可能な地域づくりを目指しているところでございます。

また、防災機能の充実の１つとしても、公共施設における再生可能エネルギーの導入の一部導

入を図るものでございます。 

設置場所につきまして、平成２６年度につきましては総合庁舎、保健福祉総合センター、緑

支所をそれぞれ予定してございます。まず３ページの方をお開きいただきたいと思います。こ

ちらにつきましては、総合庁舎の予定場所になってございますが、庁舎西側の消防庁舎の前の

現在の空き地の駐輪場を含む空き地の状況でございますが、そちらの方へ設置可能範囲という

形での内容をお示しさせていただいてございます。それらに伴うモニターにつきましても、庁

舎内部に設置をし、発電状況をお知らせするような形の内容となってございます。４ページを

お開きください。保健福祉総合センターの部分でございます。こちらについては、それぞれ南

側、北側の空き地の部分に設置可能範囲という形での設定をさせていただいております。今後

のさらなる詳細の図面になりまして、現在、二手に分かれておりますが、状況によっては１つ

に集約できるという形での設計仕様の提案があろうかなと思ってございます。続きまして、５

ページをお開きください。緑支所の部分でございますが、緑支所南側の体育館の裏側になりま

すが、南側の土地をパネルの設置予定箇所という形で範囲を指定しているところでございます。 

１ページにお戻りください。発電の容量の仕様でございますが、最低の発電容量という形で

総合庁舎については１５キロ以上、保健福祉総合センターについては４５キロ以上、緑支所に

ついては１０キロ以上で敷地の範囲内という形での区分を予定しているところでございます。

システムの概要につきましては、それぞれの施設に設置する太陽光発電設備は、再生可能エネ

ルギーの全量買取制度を活用し、発電電力を北海道電力に売電することとする内容となってご

ざいます。但し、災害発生時等については、太陽光発電設備の自立運転に切り替え、パワーコ

ンディショナーの付属コンセントから電力を供給するようにするものでございます。システム

運転管理については原則自動化を検討しているところでございます。システムの構成でござい

ますが、太陽光モジュールですが、これら日射によります直流電流を発生するもの、また太陽

光モジュールを設置する架台、またモジュールの系統を連結するものとして接続箱を設置する

ものでございます。またパワーコンディショナーは、モジュールで発生しました直流電流を交

流電力へ変換するものとして設置するものでございます。また系統連携保護装置ということで、

地絡事故・過電圧状況を検知し、太陽光発電システムの系統を切り離すものということで、安

全設備を設置するものでございます。また計測監視装置ということで、発電電力等のデータを

蓄積する装置を設置し、記録メディア等によりまして、既存ＰＣでの閲覧可能、またモニター

の設置等により発電状況を確認するものでございます。それらにつきましてもバックアップの

電源を付けるという形での内容となってございます。 
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２ページをお開きください。導入仕様書の上段から５行目までにつきましては今の説明内容

を表記しているところでございます。現在予定しています最低の発電量に対しまして、現在見

積仕様等によりまして、現在積算している提案をいただいている発電量につきましては、本庁

舎１９、保健福祉総合センター４９、緑支所１２を想定した場合のそれぞれの一覧をお示しさ

せていただいてございます。今回の事業費につきましては、太陽光発電分として本庁舎１千４

２０万、データ取得分１１３万、合計１千５３３万３千円を想定してございます。保健福祉総

合センターにつきましても、太陽光発電分が３千１０３万５千円、データ取得分１４１万５千

円、合計３千２４５万。緑支所につきましては、発電分が９７２万、データ取得分１１５万、

合計１千８７万という形の想定を現在しているところでございます。こちらにつきまして提案

のあった発電量を割り返したキロワットの工事単価でございますが、本庁舎が約７５万程度、

保健福祉総合センターについては約６３万程度、緑支所につきましては８１万の単価となって

ございます。これらに伴う年間の予想発電量でございますが、現在町内におきます住宅用太陽

光発電の平均的な発電の数値でございます年間１千１００ｋｗｈ、こちらに基づき計算します

と、本庁舎については２万９００キロワット、保健福祉総合センターについては５万３千９０

０キロワット、緑支所については１万３千２００キロワットということでありまして、こちら

につきまして、現在の売電単価の３７．８円で計算をしますと、売電金額年間につきましては

本庁舎では７９万ほど、保健福祉総合センターでは２０３万７千円ほど、緑支所につきまして

は４９万８千円ほどとなっております。こちらを売電固定価格買取制度２０年間という形で設

定をいたしますと、それぞれの金額の試算という形になりまして、売電の太陽光発電システム

の金額の償還に換算しますと、それぞれ本庁舎１８年、保健福祉総合センター１６年、緑支所

２０年という形での計算となってございまして、最終的な太陽光発電分の工事費から差し引い

た試算のプラスの金額につきましては、一番下の欄の金額という形での現在資産の状況となっ

ております。 

以上でありますが、今回の工事につきましては、これらの部分を５月～１２月ぐらいの目途

という工期で現在検討してございまして、来年度年明けには試運転を含め発電の状況を創り出

していきたいという予定となってございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 総務課から再生可能エネルギー導入支援事業についてということで、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。 

 

○加藤委員 

 確認なんですが、１ページの４番目のシステム概要の部分で、発電電力の全量を北電に売電

するということですが、この契約と言いますか、この内容については確認が取れていると。今

後、清里で予定されている施設の部分がありますよね。これらについて全てを付けても大丈夫

という取れているのかどうか、そこだけ確認をしておきたいと思います。 

 

○総務課長 

 今回の３件につきましては、コンサルの方で北電側と協議を終えていると聞いております。

将来的なものについては今後の話ということでございますので、委員ご指摘の今後の施設につ
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いて確認が取れているのかという部分でいけば、まだ未確認ということで、ご理解願いたいと

思います。 

 

○加藤委員 

 事業設計がされていないものについては確認の取りようがないということになるかと思うの

ですが、ただ、予想として今後もこういう経過があるのですが、これらについては可能なのか

どうなのかという感触、そういうものも得ていないということですか。 

 

○総務課長 

 コンサルの説明によりますと、北電側との協議の中で５０キロ未満の施設については、申請

・認可が非常にメガソーラーと違って可能性は高いということでありますので、今回の３施設

と同様の形で今考えております。将来的にも施設については５０キロ未満で考えておりますの

で、今回の３施設と同様の形で考えているということであります。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。 

 

○前中委員 

 確認なんですけども、１キロワット当たりの工事単価、３カ所あるんですが、このばらつき

の要因は何が考えられるのですか。 

 

○総務課長 

 発電キロワット数が少ないというところに単価がアップしていると。施設の規模によって、

小さい規模については単価５０キロ近くになると単価低くなるというような形と考えておりま

す。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。 

 

○池下委員 

 これは一応２０年計算でそれぞれプラスというふうになっているんですけども、例えばでき

た後の保証期間というのはどのくらいなんですか。 

 

○総務課長 

 １０年と聞いております。 

 

○池下委員 

 １０年ということは、結局は１０年過ぎるとある程度のメンテが必要になってくるというこ

とだと思われるんですが、この試算の中にそういう部分は全て含まれているのか。２０年で例

えば本庁舎の場合、１６０万プラスと出ているんですけども、１０年間の保証ということは、



 

- 6 - 

大体の物は１０年過ぎるとある程度メンテが必要になって、これが２０年だと２回くらいのメ

ンテが必要になってくるのかなというふうに、単純に考えるとそう思うんですけども、そこら

辺、どのぐらい予算がかかってというのは見えてこないと思うんですよ。まだ。数字上ではプ

ラスになっているんですけども、最終的にプラスマイナスというよりも。 

 

○総務課長 

 委員長。 

 

○畠山委員長 

 総務課長。 

 

○総務課長 

先ほど保証は１０年と申し上げましたが、保証は２年でございます。設計の瑕疵担保が１０

年となってございます。委員ご指摘のメンテの関係でございますが、これは私どもが考える部

分でいけば、あくまでも機械でございますので、１年目で壊れる場合もあるし、２０年もつ場

合もあるということで、今のところそれをメンテの部分の費用を想定するというのはなかなか

厳しい部分もございますので、その分は含んでいないというところをご理解願いたいと考えて

おります。 

 

○田中委員 

 今、保証２年と言われたんですけども、そしたら、これを２０年継続するということならば、

自主的にこの保険というのは町側がどこかの保険会社と契約して入らなきゃならないというこ

とになるんだよね。そのまま放っておいて災害だとか、ここら辺は風の強い地域なので風で飛

んだとか、それらの対応はどう考えているのか。 

 

○総務課長 

 委員ご指摘の災害等に関わる部分の施設の崩壊なり何なりに対する保険の必要性のご指摘か

と思いますので、この部分については、今後どういった保険があるのかという部分も含めて、

研究・検討してまいりたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 田中委員の追加と言いますか、今、メンテナンスという部分で、課長の中では設備の部分で

しか予算が非常に難しいと言われましたが、２０年間で計算している以上、２０年間の間に換

えなければならない部品等はわかっていると思うんです。しかも当然のように今指摘されまし

た保険に関しても、これは家庭用ではありませんから、一般売電用の保険ということできちっ

と１キロ当たり何ぼという保険がいろんなところでありますけれども、そういうものも当然の

ように勘案されてこなければならないと思うわけです。そういうものをきちっと出してこられ

た方が私は良いと思うんですが。 

それとこれはちょっとこの議題から外れるかもしれませんが、こういうような提案の時に、

一度ここで提案されると、それがあたかも終わったような形でいってしまっているということ
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があると思うんです。できればいろんな委員会でも指摘をしていきたいと言うか、要望してい

きたいと思うんですが、こういう新しいものの予算関係や事業の形が出た時には、１回目は説

明ですよと。そしていろんな意見などを聞いて、もう一度同じような提案で、議会側あるいは

町民の皆さんの意見を聞きますよというような気持ちでの委員会のスタンスを当然しているん

だと思いますが、もう少し丁寧な進め方が問われていくのかなと思っているんですよ。 

話は戻りますが、このシステムの中で、当初の設備の部分の単価だけの設定ではどうしても

うまくない。基本的には災害のため、そしてこの自然エネルギーの問題といえどもあまりにも

大きな負担であってはならないと思いますので、その辺については今の現段階で考える維持費

等を十分に含んだ中でしていただきたいと思います。それともう１点は、本庁舎がなくなるこ

とはないだろうと思います。とりあえず耐震性の問題で改築したわけですし、２０年間くらい

は何があってもこのまま使っていかないとならないと思いますし、保健福祉センターについて

も同じようなことかなと思うわけです。ただ、緑支所については耐震性や環境の中から位置の

変更あるいは建替等将来にわたって２０年間の間にはどうも予想されるのではないかなという

意味では、施設がなくなるということじゃなくて、建替があったり、他の施設と組合わせたり

だとか、いろんなことが想定できないのか。間違いなくあの場所でああいう形での管理が本当

にできるのか。そういうことを踏まえた中で、この導入にあたっての検討というものも私はし

ていくべきではないかなと思うわけですよ。その辺のことも踏まえて、再度丁寧な、あるいは

細部にわたった計画書を提出していただきたいなと思うのですが。 

 

○総務課長 

 今日、委員各位からご指摘ございましたメンテナンスの部分での経費の必要性、また、施設

に係る保険、保証といったものの必要性についてご指摘がございまして、我々も初めての事業

でございますので、行き渡らない部分もあろうかと思いますが、加藤委員がおっしゃったよう

に、今回提案した予算なりが全てコンプリートというようなこともございませんし、次回の２

月２５日の常任委員会もございます。この中で基本は変わりませんが、いわゆる保険料なり、

あるいは修繕料なりの経費を付加した形での提案ができればなと考えております。また、緑セ

ンターの関係でございますが、当面緑センターにつきましては、短期間の間に施設の機能が変

わったり、移転したりということは考えておりませんので、この３施設については施設を設置

していくという考えでおりますので、ご理解願いたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 数年の間に変わるなんて表現はしていませんよ。ただ、この施設を付けて２０年間そのまま

という環境で本当にいけるのかどうなのか。そう考えた時にもう一歩、これは公共施設に建て

る初年度のスタートですよ。初年度に本当にここの部分でスタートをすべき施設なのかどうな

のかということですよ。これらの施設についてこういうふうにしていきたいという要望だけで、

原案なわけでしょ。これが確定だなんて言ったら、また変な話になっちゃうわけですから。 

 

○総務課長 

 基本的には緑センターに設置するという考えは、加藤委員がおっしゃるような形での２０年

間の間に、緑センターの機能が変わったり移転したりという考えではおりませんので、緑セン
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ターに設置する考えでございますので、よろしくご理解願いたいと考えております。 

 

○加藤委員 

 もう一度お尋ねします。これは決定じゃないですよね。町執行者としてこういうふうにやり

たいということですよね。 

 

○総務課長 

 平成２６年度の予算執行に関わる中身でございますので、行政内部ではある程度の方向性を

持った形で提案させていただいているということでございます。ただ、先ほど申したように、

中身の詳細についての変更につきましては、委員各位のご意見を聞きながら進めてまいりたい

ということで、基本線は変わらないということでご理解願いたいと思います。 

 

○畠山委員長 

 よろしいですか。何もなければ、これで終わるのですが、今、課長が言ったように、次の委

員会、定例会に向けての今月末が最終で、それで終わりだというような捉え方をして良いのか

どうかという部分。そこら辺、新しい事業はよく相談するよと言いながら、結局はもう１回と

いう言い方をされた。これは決定でなくてまだまだいろんな意味での意見を聞いたり調整をし

たりということではないというように捉えて良いのか。どういうふうに捉えて良いのか。私の

立場として皆さんの意見を聞いた時に、良くしようとして努力しようとしたことが、今聞いた

ら今月末の１回で３月の定例議会に向けて進めていきたいよという結論で終わっているように

聞こえるのですが。 

 

○総務課長 

 今回は、今日委員各位からのご意見等がございました分について、予算の措置の関係で若干

の変更があるという部分で、次回変更の部分を含めた形でのご提案という形になろうかと思っ

ております。 

 

○畠山委員長 

 それで皆さん、よろしければこの会議閉じさせていただきたいと思いますが。良いですか。

（「はい」との声あり） 

 

○田中委員 

 私も１０キロを付けているわけですが、私個人の場合は、１５年間の保証と言うか、電圧の

保証ではなくて、その施設自体が風害、地震など全部入ってのそういう契約内容になっている

んですけども、そこら辺も施工業者とも十分に、施工業者もきっと何らかの保険に設置する場

合には入っていると思うので、２年間ぐらいの保証では、これは話にも何にもならないので、

そこら辺は十分に今後検討していったら良いと思うのですが。 

 

○総務課長 

 保証期間の関係につきましては、再度コンサルとも協議しながら、どういった形があるのか
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研究していきたいと考えております。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。なければ、これで終らさせていただきますけども。よろしいでしょうか。（「は

い」との声あり）以上で終わらせていただきます。ご苦労様でした。 

生涯教育課からの協議報告事項と言う事で生涯教育課２点ございます。1 点ずつひとつ説明を

お願いいたします。はい課長 

 

○生涯教育課長 

 まず１点目の町民プール整備事業についてでございます。６ページからになります。 

この関係につきましては昨年より、その整備方法につきまして協議をさせていただいており

まして有利な財源を活用しできるだけ早い時期に新たな施設を建替えるということでの準備を

進めるため昨年１２月の議会におきまして建物本体及び現施設の取り壊しにかかる実施設計費

の予算を補正させていただいているところでございます。今般、その有利な財源といたしまし

て林野庁所管の木造公共施設整備に係る交付金及びその裏財源として有利な地方債である過疎

債の活用による事業実施の目途が立ってまいりましたので、今後の事業スケジュール及び財源

の内容現在作業中でございますけども、設計内容につきましてもお示しし協議をさせていただ

きたいというふうに存じます。 

まず６ページ事業スケジュールであります。昨年から国の交付金及び地方債の等の裏財源に

つきまして国、道に積極的に要望し同時に事業内容の精査を行ってきたところでございます。

その結果今月成立いたしました２５年度の国の補正予算によります農林水産省林野庁の強い林

業対策におきまして北海道が国から交付金を受け、それを財源として基金を積み立てまして、

その道の基金から市町村へ交付をするという事業といたしまして、この表の右上の欄に記載し

ております平成２６年度森林整備加速化林業再生事業による事業実施がほぼ可能となった状況

でございます。また交付金の裏財源といたしまして、過疎債の充当を活用することで後年度の

負担軽減されますけれども、交付金の要請と同時に過疎枠につきましても要請をしてきたとこ

ろでございます。２５年度補正事業仮に２５年度の補正事業での実施となりました場合、今か

らではその過疎債の枠がないということで事業の実施が難しい状況でありましたけれども、先

ほど申し上げました北海道が国の補正予算をうけて２６年度の予算で事業執行するということ

になりまして町におきましても同じく２６年度事業ということで過疎債の要望につきましても

２６年度分としてこれから４月以降に取りまとめとなるところでございます。したがいまして、

その枠は確保しやすくなったというところでございます。このため２６年度において事業を進

めるべくこのスケジュールを組んでいるところでございます。先ほど申し上げましたとおり現

在実施設計の作業中でありまして、建物の内容及び事業費の概算がまとまる時期につきまして

は３月ということになりますので２６年度の当初予算への計上は不可能でございます。そこで

補正予算ということになるわけでございますけれども、通常であれば大型の事業につきまして

は６月の定例議会での提案ということになりますけれども、今回の国の補正予算につきまして

は４月からの消費税率の改定に伴う経済対策ということがございまして、早期事業実施が条件

となっておりまして６月中には事業を着手し、来年３月まで２６年度中の完了が必要となって

まいります。このことから記載のとおり既存建物の解体及び本体工事備品購入費までにつきま
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して２６年度中に事業実施する必要がありますので、予算につきましては５月の臨時議会にて

補正をさせていただきたいというふうに考えております。その後、現施設の解体工事を行い、

６月定例議会におきまして本体工事の入札後契約議決をいただき２７年度に予定しております

解体工事これにかかる実施設計を、６月定例会において補正をさせていただきたい。外構工事

につきましてはプールの建てかえの建物の外構とあわせまして、トレーニングセンター等の周

辺のための駐車場整備ということでの予定をしているところでおります。この設計について、

６月の段階で補正させていただきたいということでございます。その後今年度８月から３月ま

での間で本体工事を行い、来年２７年５月に施設のオープンを目指していきたいというスケジ

ュールの内容でございます。 

続いて、次の７ページでございます。７ページにつきましては概算の事業費ということでご

ざいます。上の２５年度事業につきましては建物の実施設計と地耐力調査ということでありま

して既に事業費確定し、現在作業を進めております２６年度及び２７年度の数値につきまして

は概算の数値でありまして、建物本体工事から機械設備、電気設備、付帯工事、施工管理、現

施設解体費及び１つとびまして外構の実施設計費までの金額これにつきましては、既にこれま

での中でお示しした金額と同じ金額であります。これに備品整備費を加えました２６年度の合

計が５億７千８６０万円となっておりまして概算経費ということで見込んでおります。２７年

度の外構工事費につきましては先ほど申し上げました。駐車場等ということで２千４０万円を

見込んでいるところでございます。この事業費の財源内訳ですけれども２６年度につきまして

は先ほど申し上げました道からの森林整備加速化交付金が本体工事費の２分の１が対象となり

ますので、それと裏財源として過疎債の充当を同額見込んでいるところでございます。次の機

械設備から現施設の解体までにつきましては過疎債と過疎債の対象ということで要望してまい

りますけれども、どの程度の対象なのかという部分また本町へのその年度によっての過疎債の

枠配分の額の関係から現時点では見えない部分がありますので、この部分を最低のゼロから最

高で１億６千３１０万円までの幅で見込んでいるところでございます。それに連動いたしまし

て、当該年度の一般財源が逆に１億６千３１０万円からゼロということで増減している。数字

でございます。そのほか備品整備と外構の実施設計につきましては一般財源を見込んでおりま

す。そして２７年度の外構工事につきましては北海道の地域づくり総合交付金の充当を２分の

１ということで見込んでおります。以上３年間全体で合計が現時点におきまして６億２千１１

５万５千円となりまして、その財源内訳としまして森林整備の加速化交付金が２億５００万円、

過疎債が２億５００万円から最高の３億６千８１０万円の間、その他につきましては３千２０

万円、そして当該年度の一般財源が１億８千とび９５万５千円から１千７８５万５千円までの

間ということで見込んでおります。なお過疎債につきましては全体の合計借入額３０％分につ

いて後年度の償還負担額ということになりますので、当該年度における一般財源の額と合わせ

ました金額を備考欄に記載し、後年度記載の償還額など含めた実質の町の負担額これが２億４

千２４５万５千円から１億２千８２８万５千円の間ということで見込んでおります。この数字

につきましては昨年改修があるいは建て替えたということでの比較した時点における数字であ

りました上限の２億８千万よりは下回っている状況にございます。 

次の８ページにつきましては、現在実施設計作業中のでありますけども、平面図案でござい

ます。昨年１０月に計画案としてお示ししたものから若干変更がございます。役場内部、保健

福祉課サイドですとかあるいは利用団体であります水泳協会などからの意見聴取を取り入れま
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して検討を加えた結果、変更した部分がありますので、簡単にご説明をさせていただきます。

主な変更点といたしましては１点目として以前の図面にはありました歩行専用のプールをなく

しております。一般のプール内に歩行コース２コース分を設置しております。できるだけ施設

全体過大な施設とならないよう全体的な面積を押さえております。中途半端な大きさの水槽歩

行用のプールを設置しても利用方法が限られてくるということから、いろいろと意見聴取し、

一般用のプール内に深さを調整する台を設置しまして、歩行に適した深さとして活用するとと

もに学校授業などの場合には低学年のコースとしても利用可能ということからの変更でござい

ます。なお大会等の実施の場合につきましてはこの台を取り外して全体の５コース一体的に使

用することが可能となってまいります。２点目につきましては休憩のため設置を考えておりま

した更衣室横の採暖室があったんですけども、これをやめましてジャグジーを設置しておりま

す。これもいろんな意見の中で、高齢者等健康づくり等の活用の中で採暖室よりはより体を温

める効果があるまた疲労回復効果も高いということでの設置を予定しているところでございま

す。３点目としましては全体面積の縮小であります。先ほど申し上げた歩行専用プールの取り

やめによります減と今回木造建築に伴う建物の建築ということで防火区画対応が必要となって

まいりまして全体の面積を１，０００平米未満に抑えることで建築費の抑制を図ってまいりた

いと考えております。変更前の図面では総体で１，１１０平米ほどありましたけれども、１，

０００平米を超える場合、防火区画を設定する必要がありましてこれに伴う事業費がさらに３

割程度のアップが見込まれるということでしたのでそれを押さえたものでございます。なお、

面積の減によりまして事業費が減るのではないかということで想定できるところでありますけ

れども今般、震災復興事業の影響等によりまして既に昨年に比べ資材単価労務単価が急激に上

昇している状況にあります。各地で公共事業の入札の不調が相次いでいるという状況から事業

費につきましては現段階ではの概算ではありますけれども先ほど申し上げました内容で進めさ

せていただきたいというふうに考えております。いずれにいたしましても現在実施設計の作業

中でございますのでこの内容まとまり次第、再度提示をさせていただき進めてまいりたいと考

えておりますので御理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 ただ今町民プール整備事業についてということで説明をいただきました。この関係について

何かございませんでしょうか。池下委員 

 

○池下委員 

 １点だけ聞きたいんですけども１２月の定例議会で実施設計予算が組まれて当初予算の中で

この予算を最初に入れるっていう説明があったと思うんですけどこれ国の補正予算が結局でな

くなって道の２６年度予算でということなんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい課長 

 

○生涯教育課長 

 まず１２月の実施設計を組んだ段階では国とか道のその有利な財源が出る段階で、早目に事
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業着手をしたいので、準備として実施設計を先にさせていただきたいということで、お話して

いるだと思いますので、当初予算で必ずできるということは、その時点ではわからないもので

すからそういうお話ではなかったと思うんですけども、今回の補正予算につきましては国は２

５年度の補正ということで２月の頭に成立した補正予算でございます。それを道が交付金とし

て受けましてそれを財源として道が基金で積立てます。その基金を活用して道が２６年度の事

業として実施をする、市町村に交付するという流れでの事業実施にしたがいまして、町も２６

年度の事業で行いたいということであります。 

 

○畠山委員長 

 池下委員。 

 

○池下委員 

 ということは道の方は国から２月に組んだ補正予算をすぐ使わないっていうこと、早い話が

一旦基金として置いといて、２６年度の当初予算で出していくっていうふうにということです

か。 

 

○生涯教育課長 

 その通りでございまして、ただ条件として先ほど申し上げた経済対策、消費税絡みというこ

とで、２６年度の６月までの事業着手と来年３月までの完了というのが条件ということで示さ

れてございます。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。 

 

○池下委員 

 いいです。 

 

○畠山委員長 

 はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 このスケジュールでいくと２６年度中に解体本体の着工、完成まで大方できるのかなと思っ

てはいるんですけども、スピーディーな中で実施計画等々進んで、大変スムーズだなと僕は感

心してる一人なんですけども、ただ過疎債の関係の交付額の決定額っていうのが、まだ未定な

部分があるんですけど、このへんのあたり感触としてもし解るんであればどうなのか。そこら

辺まだ確定ではないんで、使うような話できないかもしれませんけど。どの辺のあたりでおさ

えておられるのか。 

 

○畠山委員長 

 はい課長 
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○生涯教育課長 

過疎債の関係につきましては今朝の新聞報道でも過疎自治体が増えてきてというそれに伴い

まして全体の配分額も広がっているということでございます。通常その自治体によっての規模

に応じた目安の枠っていうのがあるようでございますが、またその年に同じ市町村で他の大型

の事業があったりすると枠が足りなくいうことも可能性としてはあると思いますけども。ただ

１つ２６年度のこれからの新規の要望になるということで、こちらの財源内訳に記載しており

ます最高３億６千８００万というところで当然要望してまいりますし、管内の他町村の状況等

事業費あるいは全道までは波及したいと思う管内の他町村の他の事業などの状況にもよります

が２億半分ぐらいは堅いだろうということで、数字をあげさせていただいておりますので、は

っきりと申し上げれないんですけども、２億からうまくいけば３億６千８００いただけるだろ

うということで、既に町長含めまして積極的に行っておりますけども今後もこの枠獲得に向け

て要請をしていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。 

 

○前中委員 

 精力的に予算をとってきてください。 

 

○畠山委員長 

 他いいですか。２７年度にやる外構工事なんだけど、この中に駐車場の整備っていうのがあ

るんですけど、現段階で保育所側の駐車場っていうのは狭隘な状態だと思うんですけど、新た

な整備地の部分でどこら辺の場所にっていうこと考えて、もし現段階で予定しているような部

分があるんであればお示ししてください。 

 

○生涯教育課長 

 今回のあの施設につきましては、現在の施設のほぼ同じ位置に建替えを考えますので、トレ

センとの間の南側の芝生になっている部分をトレーニングセンターですとか保育所あるいは緑

清荘もちろんプールも一体的な活用が出来るように南側を駐車場として整備をしていきたいと

いうことで考えております。 

 

○畠山委員長 

 良いですか。なければ続いて２番目説明お願いします。はい課長。 

 

○生涯教育課長 

 続いて、平成２６年度の公立高等学校の入学者選抜出願状況について９ページでご説明をい

たします。この一覧表につきましてはオホーツク管内の公立高等学校の入学出願状況１月２８

日時点の一次集約の数字でございます。最終変更後の決定につきましては、本日までの期間と

なっておりますので、その後確定するということになってまいりますけども、今朝の段階で高

校の方に照会をいたしましたところ本町につきまして異動はないということでございまして太

線で囲っております清里高校につきましては２４名の出願状況ということになっております。

内訳につきましては清里中学校から１９名の生徒残り５名が斜里町からという内容となってい
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るところでございます。清里中学校の今年度の卒業生につきましては全体で３５名となってお

りますけどもそのうち１９名が清里高校ということで率にして５４．３％ということで２分の

１は上回っている状況でございます。残りが網走南ヶ丘に１０名。斜里高校に３名。その他３

名という状況となってございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 平成２６年度の清里高校出願者状況ということで説明いただきました。何かありますか。な

ければ全体を通してもよろしいですけどもはい池下委員。 

 

○池下委員 

 この表を見ると清里が２４名、小清水が１８名というふうになっているんですけども、小清

水高校も、もういく年もしないで閉校になるんですけども、以前も委員会で話しましたけども

清里の教育委員会として小清水の学生について、今後どういうふうにしていくのか。そのへん、

最近はどうなんでしょう。動きとしてはあるんでしょうか。 

 

○生涯教育課長 

 小清水高校も１８名ということで比較的、２０名に近い数字を集めたということで小清水町

についても募集停止が決まっているとはいえども、やはり地元への進学ということで努力をさ

れたのかなというふうに考えているところでございまして、そういった中で今までの中では直

接的に小清水町側に積極的な清里高校への勧誘というところがなかなか行きづらいという部分

もございますけれども、町からということではなくしまして清里高校自体からまた中学校から

そういった小清水町中学校等に出向きまして、積極的な生徒募集活動を行っていただいている

ところでございます。あと２８年で募集停止となりますので今後につきましてはさらに、教育

委員会といたしましても小清水町側とも水面下で協議をしながらできる限り小清水、斜里含め

た中での話し合いをしながら生徒の確保に努めてまいりたいというふうに考えています。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい、前中委員。 

 

○前中委員 

 今回２４名。５４％ですか。清里高校に進学したわけなんですけど、水面下の中で、今課長

おっしゃったように中高の連携、以前に増してかなり緊密な動きがあるんですね。今後に向け

ては同じように継続する形でサポートなり、行政の方からも後押ししていただける部分が正直

以前は少し希薄っていうかな、そういう部分が無かったんですけど、今公開授業なり、あるい

は中学校に出向いての出前授業だとか、やられている部分もあるので、今まで通りあるいはも

う少し今までよりもっと効果のある、何か同じようにできればいいのかなと思うんで、行政サ

イドとしてもその辺サポートできる体制を今後とも努力していただきたい。要望なんですけど。 

 

○畠山委員長 

 はい課長。 
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○生涯教育課長 

 前中委員おっしゃるとおりです。その点が今後も重要になってくるというふうに意識してお

りますので、まずは地元の中学からの進学率をこれまでどおり、またそれ以上に高めていく必

要がありますので、現在の高校と中学校の連携、校長先生初め教職員の先生方がいろんな勉強

あるいは部活動の分につきましても連携をとりながら、いろんな取り組みもしていただいてお

ります。今後もこの継続がさらに発展していくように町からの高校に対する支援も強化をして

まいりますし、もちろん中学校の方にもそういった連携事業について取り組みをするよう指導

をしてまいりたいというふうに考えるところでございます。以上でございます。 

 

○畠山委員長 

 それじゃこれで良いですか。終らさせていただきます。どうもご苦労さまでした。 

それでは、続いて清里分署の関係について１点でありますけど、説明をお願いしたいと思い

ます。はい分署長。 

 

○消防分署長 

 それでは消防救急デジタル無線整備についてということで１０ページ、１１ページで説明さ

せていただきます。まず１０ページをお開き願いたいと思います。 

本年２５年度デジタル無線整備の実施設計を現在行っているところでございますが、最終的

には２月の末で設計完了という形になりますが、今回２５年度の国の補正予算が出た関係で３

分署、清里、小清水、ウトロ分署のデジタル無線整備についてです。国庫補償の補正予算を活

用して事業実施したいということで国の方に補正要望を挙げておりました。で先日補正要望の

内示ということでいただきましたので事業実施に向けて整備を計画ということで、今回、報告

をさせていただきたいというふうに思います。清里の整備分ということで表の上にございます

が整備年度、デジタル無線の整備につきましては、平成２５年度の国の補正事業ですが、繰り

越しということになりますので実質整備年度は平成２６年ということでデジタル整備工事を行

っていきたいと。総事業費につきましては１億５千７４５万３千円、これが総事業費というこ

とでそのうち国庫補助金分が４千６５６万７千円で現在、地方債に一応予定している額としま

しては１億１千６０万円を地方債予定額と一般財源を２８万６千円という形で計上してござい

ます。 

指令卓につきましては平成２７年度に整備を進めたいということで、２年度事業で整備を進

めていきたいというふうに考えております。総事業費といたしましては１億９千１７３万７千

円の事業費という形になります。指令卓につきましては、交付上等の部分についてはございま

せんので記載のみの手当という形になりまして、現在のところ予定額として３千２００万を起

債予定で一般財源を２２２万４千円ということで考えております。平成２５年度の補正事業と

いたしましてデジタル無線の整備部分でございますが、これにつきましては国庫補助金につき

ましては斜里地区消防組合で一括で補助金申請をするということで、これにつきましては、斜

里消防本部の歳入計上という形をとるということで、本部費負担金としてその差額分１億１千

８８万６千円を本部負担金ということで各町うちにつきましては、１億１千８８万６千円とい

う形で負担をするという形で、今回２５年度の補正計上を現在のところ予定をしております。   
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ちなみに３町の表の一番下ですが、参考として３署の合計の全体の事業費といたしましては

３億３千８７６万２千円。これが全体の総事業費という形になっております。それに係ります

国庫補助金内示額として９千８２２万１千円、これが国庫補助金の額という形になっておりま

す。 

次１１ページは 図ということで記載をしておりますが、表もなかなか見づらいんですが、

基地局上の中央あたりに基地局設備として清里分署とその下に基地局整備として緑地区という

ことで無線基地局を役場庁舎のところに１局と緑地区がデジタルでいきますと電波が通りにく

いという部分がございますので、中継基地を置く形で、緑に簡易基地局を設置するというアン

テナの設置を考えております。大きな部分についてはその設置アンテナ２カ所を設置。あと札

弦についてはそのまま無線を通じるということなんで特に設置はございません。このような形

でサイレン吹鳴につきましても現在羽衣と札弦、緑それぞれサイレン吹鳴、こちらからできる

ような形をとっておりますので、これもその都度同じようにできるような形で整備を進めてい

きたいというふうに考えております。簡単ですが以上で説明を終わらせていただきます。 

 

○畠山委員長 

 ただいま消防救急デジタル無線整備計画でありますけども、これについて何かございません

か。はい加藤委員 

 

○加藤委員 

 設備をするっていうことで司令塔がないということになってくれば、使用開始は２７年度以

降っていうことっていうことなんですか。 

 

○畠山委員長 

 はい分署長 

 

○消防分署長 

 １１９番の指令卓については１１９番の受付けというのが本来で、それに合わせまして無線

の整備をそこに一括してやるということで指令卓整備と考えているんですけども、無線だけで

も整備工事が終われば、無線の方は使う気になれば使えるんですけども、ただデジタルが斜里

署がまだできないもんですから、３地区うちと小清水とウトロ。これに関してはデジタル斜里

署本体がまだデジタル工事しませんので、その辺でやりとりができないという部分ございます

ので設置については町内では使いますけども、３町で全体では使うっていうことはちょっと。 

 

○畠山委員長 

 いいですか。はい議長。 

 

○村尾議長 

 確認したいんですが、指令卓設置の問題で今の消防分署の建物について大幅な改善が必要な

のか改築は要らないのかどうなんですか。 
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○畠山委員長 

 はい分署長。 

 

○消防分署長 

 今設計をしていただいている段階ですが機器関係部分、デジタルの部分に関しての機器関係

の部分につきましては、現在３階のサーバー室の方に置かせていただこうかなというふうに考

えております。あと指令卓の関係につきましても、現在の指令卓置いてある部分あのスペース

で何とか入りそうな設計になってきております。当面どうしても２台運用しなきゃならないと

いう部分が、アナログとデジタルを２台運用しなきゃならんという部分あるもんですから、当

面仮設で現在のアナログ部分をどこか別のところに一時うつして、新しいやつを今の仮眠室の

ところに入れるという形で検討を行っています。 

 

○畠山委員長 

 はいそれではこれで終らさせていただきます。どうも御苦労さまです。 

それでは２、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 

 ２月の２５日です。 

 

○畠山委員長 

 ３、その他議員の方で何かございませんでしょうか。事務局何かございませんか。何もない

ですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○畠山委員長 

 それでは、第２回総務文教常任委員会を終わります。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前１０時２０分） 

 


