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報告第１号 

 

所管事務調査報告について 

 

１．調査場所及び項目  

①雨竜町    サクラを通じて小学生に緑化普及活動について 

②鹿追町    鹿追町小中高一貫教育について 

③新ひだか町  観光・防災Ｗｉ-Ｆｉステーション整備について 

 

２．調査年月日   

平成２９年１０月２４日（火）～１０月２６日（木） 

 

３．参加委員 

     委 員 長 遠 藤  功    副委員長 佐々木 裕 之 

委  員 後 藤  忍    委 員 渡 辺 修 勝 

 

４．調査の結果 

今回の所管事務調査は、今後の議会審議の参考に資するため、所管に係

る事項について視察を実施したものであり、その内容については次のとお

りである。 
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所所所所    管管管管    事事事事    務務務務    調調調調    査査査査    報報報報    告告告告    

 

①日 時  平成２９年１０月２４日（火）１３:００～１４:３０ 

場 所  雨竜町内、雨竜土地改良区 

 

＜調査の目的＞ 

・サクラを通じて小学生に緑化普及活動について 

子供たちに木々の成長を身近に感じてもらいながら、緑や自然の大切さを学

んでもらうため、エゾヤマザクラの種を採取し、桜の苗木を植樹する取り組み

について、現状・現況を調査する。 

 

＜取組内容＞ 

 平成21年度より緑化思想普及啓発事業と国営造成施設管理体制整備促進事業

のコラボレーションで、植樹は雨竜小学校６年生を対象として行っている。 

 雨竜土地改良区で国営造成施設の敷地を利用した景観整備の一環として、ダ

ムなどの農業施設用地にエゾヤマザクラを植樹しており、今年で９年目を迎え

ている。 

 樹種を「エゾヤマザクラ」としたのは、日本の代表的な樹木は「サクラ」で

あることから、選定したものである。 

 取組として、小学校３年生を対象とした出前学習で、学校の桜から種を取り、

その後、校庭で１年間、指導林家において苗を移植し２年間育て、３年目で種

を植えた小学３年生が小学校６年生となった年に卒業記念植樹として、エゾヤ

マザクラの苗木（３本）を雨竜幹線用水路景観整備区間で植樹を行っている。 

 エゾヤマザクラの種については、１ポットに２粒植え、翌年には芽が出てく

る。３年後には、約１ｍ育ち、苗木は添え木を打ち付けた後、雑草の抑制や水

分を調整する木質チップを土の上に敷き詰め、将来的には、開拓の歴史を刻む

町史跡公園に隣接する親水水路沿いにアーチ状の桜並木の遊歩道を作る計画で

ある。 

 

＜調査のまとめ＞ 

 天塩町の町木も「エゾヤマザクラ」であり、天塩町開基１００年（昭和 55 年）

に制定されたものである。同時に、町花は「はまなす」、町鳥は「コガラ」が制

定されている。 

 エゾヤマザクラは、寒さに強くソメイヨシノよりも寿命が長いことで知られ

る桜の木であり、花は濃い紅色である。 

 本町においても、「民安ダム」周辺に、毎年、民間団体により桜の植樹が行

われている。雨竜町の取組は、その町の桜の種から地元環境で育った苗木であ

り、手入れは必要だが、非常に生育が良いとのことである。 
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 また、子供たちが緑や自然の大切さを学習する教育の一環でもあり、植樹先

が、町の中心部に位置し、毎年、木々の成長を見守っている。町内の俳句の会

とも連携し、桜並木沿いに俳句を刻んだ石碑があり、その裏には、植樹した小

学生の名前も刻まれている。進学や就職により地元から離れ、帰省した時など

は、自分の植えた桜の成長を見に来る者も多い。 

 このような取組においては、町の外観や環境整備、木々の大切さを学習する

教育の一環、地元故郷への愛着度が素晴らしいものとなっている。 

 本町においても、町木である「エゾヤマザクラ」の活用を、今一度考える必

要があり、下水道マンホールに描かれているが、視察先のような、町民と一体

となった取組や、幼いころからの教育が必要とされる。 
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所所所所    管管管管    事事事事    務務務務    調調調調    査査査査    報報報報    告告告告    

 

②日 時  平成２９年１０月２５日（水）１０:００～１１:３０ 

場 所  鹿追町民ホール 

 

＜調査の目的＞ 

・鹿追町小中高一貫教育について 

コミュニケーション重視の英語教育を１３年間にわたる、カナダ姉妹都市へ

の短期留学の取り組みについて。 

５歳児を含む１３年間の学びに系統性を持たせた教育課程の取り組みにつ

いて。（現状の学年の区切りに１-４-４-４の区切りを導入した交流学習） 

 

＜取組内容＞ 

・鹿追町の概要 

  人口―5,509 人、面積―404.69ｋｍ²、産業―酪農・畜産・畑作、農業生産

額約 210 億円、自然―然別湖（大雪山国立公園唯一の自然湖、天然記念物オ

ショロコマ）、観光―神田日勝記念美術館、福原記念美術館、ライディングパ

ーク、その他―自衛隊駐屯地がある。 

 

・鹿追町の学校 

  認定こども園―１園、へき地保育所―４ヶ所、小学校―５校（複式校４校）、 

 中学校―２校、高等学校―１校（道立）が文部科学省研究開発学校の指定を

受け、幼小中高一貫教育推進会議を中心に取組を推進。 

 

・鹿追町の教育的背景 

 （１）姉妹都市交流 カナダ・アルバータ州ストニィ・プレイン町 

    平成９年１月から鹿追高等学校派遣事業で１年生全員がカナダへ短期

留学している。（1人につき、自己負担２万円、残りの経費 30 万は町で負

担しており、全体で２千万円を町が負担している。） 

 （２）鹿追町ジオパーク構想 

    町内の然別湖を中心とする地域をジオパーク（大地の公園）とし、教

育、観光、地域振興を目指した取組により、地域の活性化を図る構想。（新

地球学の研究） 

 

 

 （３）学びの連続性 

    幼稚園（保育所）→ 小学校  → 中学校  → 高等学校 

        小１プロブレム  中１ギャップ  高１クライシス 
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    ①円滑な接続、移行→学校への適応 

    ②長期児童生徒理解・見守り・交流→社会性の醸成 

 

・一貫教育を促した背景 

  鹿追町・・地域の活性化、人口減少の緩和、町の存在感低下の懸念、鹿追

高等学校の存続、姉妹都市との有機的なつながり。 

  学校・・・学びの連続性、小１プロブレム・中１ギャップ・高１クライシ

スの対応、キャリア教育、人権教育等の今日的教育課題への対

応、活動の場の減少。 

 

・文部科学省研究開発指定の経過 

  平成１４年度「連携型中・高一貫教育校」の指定から、３年ごとに第Ⅰ期、

第Ⅱ期～第Ⅴ期（平成２７年度～平成２９年度）と指定される。（研究開発学

校制度） 

 

・研究開発事業の指定を受けることにより 

  ①教育課程の特例→新設教科を設定（町が子供に身に付けさせたい力を教

科として指導できる。） 

  ②研究費補助→年間約 100 万円（教科書作成、研究会、報告書作成等） 

  ③教員の加配→現在１校に１人加配、町内として小中高８校あるので、８

名多い教員数（子供の力を、より複数の眼で見ることができる。） 

 

・鹿追町の新設教科として 

  ①地球コミュニケーション（国際理解教育） 

   ・外国語を学んでいこうとする子供。 

   ・コミュニケーション力のある子供。 

   ・異なる文化と自分の文化を比較したり、関わりを考えたりする子供。 

  ②新地球学（環境教育） 

   ・郷土を愛し、大切にしようとする子供。 

   ・環境問題の解決を図ろうとする子供。 

   ・危険を予測し回避できる子供。 

   ・安全な社会づくりに主体的に行動する子供。 

 

・取組の成果として 

  ①１３年間にわたる系統的な指導によるグローバル社会に対応した投資・

能力の育成ができたこと。 

  ②英語に対する興味関心、英語の知識・技能、コミュニケーション能力、

国際理解教育ができたこと。 
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  ③持続可能な社会づくりのための資質・能力の育成（環境教育、ふるさと

教育、系統性ある探究的な学び）ができたこと。 

  ④幼小中高が一体となった教育の実現（一貫教育の推進による活気ある町

づくり、鹿追高校存続）ができたこと。 

 

＜調査のまとめ＞ 

 鹿追町教育委員会においては、小中高一貫教育に伴い、教育委員会に指導主

事１名（前職教頭）を採用し、この取組を行っている。 

 全道的に見て指導主事を単独でおいている町村は少ない。これも町の教育方

針の一環であり、人材の配置に力を入れている。 

 また、前段でも述べたが、小中高一貫教育の文部科学省による研究開発学校

指定を受けていることによって、各学校において教師も１名ずつ増員となって

おり、独自の新設教科が加えることができる。 

 通常ならば、小学生６年間、中学生３年間、高校生３年間の区切りの中での

学習の取組だが、鹿追町は、この区切りを変則化し、幼児５歳児１年、小学１

年生から小学４年生の４年間、小学５年生から中学２年生の４年間、中学３年

生から高校３年生の４年間の１―４―４―４として、カリキュラムを定め、地

球コミュニケーションとしての英語力、新地球学としての環境教育力を身に付

けている。 

ＡＬＴ（外国語指導助手）も２名配置しており、保育園から高校生までの授

業に取り組んでいる。 

 道立鹿追高校においては、２間口 60 名～70 名となっているが、現在、町とし

て看護科の誘致を行い、生徒の確保対策を行っている。また、進学において、

一貫教育、特に英語能力の向上によって、毎年、国公立大学に６～７名程進学

しており、他と比べ高い進学率となっている。 

このことにおいては、必然的に保護者や町民も、小中高一貫教育にかかる各

種活動や行事が浸透し、この町の学生は高校入学の受験が無く、進路が一貫し

ているので、鹿追高等学校の存続の点でも大きな意味である。 

保護者においても、中学校のＰＴＡが高校のＰＴＡを視察するなど、熱意も

あり、深い取組を行っている。 

 本町においても、地方創生事業各種により、英語力の向上に取り組んでいる

が、指導者や保護者などの理解力や町の環境も整えていく必要がある。 

新たな視点により、学習指導要領や現在の取組の強化など、生徒を育てる工

夫が非常に必要と思われる。 
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所所所所    管管管管    事事事事    務務務務    調調調調    査査査査    報報報報    告告告告 

 

③日 時  平成２９年１０月２６日（木）１０:００～１１:３０ 

場 所  新ひだか町役場 

 

＜調査の目的＞ 

・観光・防災Ｗｉ－Ｆｉステーション整備事業 

  災害時には、地域住民の避難行動、避難所での情報支援を行うための通信

手段として、町内の避難所、観光案内所等 14 箇所に観光・防災Ｗｉ－Ｆｉス

テーション 14 台の設置状況や整備事業費用について。 

   

＜取組内容＞ 

・災害対策について 

  ①土砂崩れ、洪水、津波対策 

  ②指定避難所等における避難住民の把握 

  ③援助物資の運搬と運搬経路 

  ④住民基本台帳システムや各種業務システムにおける重要データーの保護

と管理 

  ⑤各種業務システムの業務継続計画 

 

・目的について 

  Ｗｉ－Ｆｉステーションは、官公庁、観光案内所、小中学校、指定避難所

に設置しており、観光客をはじめ地域住民に対して、情報収集手段の確保を

目的としている。 

 

・Ｗｉ－Ｆｉステーション設置箇所 

  ①新ひだか町静内庁舎、②観光情報センター、③競走馬ふるさと日高案内

所、④静内保健福祉センター、⑤高静小学校、⑥山手公園（静内博物館、図

書館）、⑦清水丘生活センター、⑧柏台会館、⑨静内第３中学校、⑩東静内小

学校、⑪新ひだか町三石庁舎、⑫三石中学校、⑬港町生活改善センター、⑭

道の駅みついしの 14 箇所に無線ＬＡＮアクセスポイントを設置。 

  官公署、観光案内所、広域避難場所（７箇所）には、（想定最大避難人数 2000

人）大画面デジタルネイサージ機器（電子看板）を設置し、観光や行政情報、

防災情報を発信。 

  官公庁、観光案内所、指定避難場所には、無停電電源装置（ＵＰＳ）12 拠

点、固定設置型発動発電機は 11 拠点に設置し、商用電源喪失時でも約 24 時

間Ｗｉ－Ｆｉ通信が可能。 

  観光案内所（２箇所）には、遠隔操作可能な屋外型Ｗｅｂカメラを設置し、



 - 8 - 

発災時に現地の状況などをモニタリング。 

  整備費用は、Ｈ26 年度事業で、１億 7,604 万円。補助金においては、２分

の１、8,800 万円となっている。 

残り 8,800 万円は補正予算債での借り入れである。（交付税算入率７割程度） 

 

・特徴として 

  総務省が普及を進めている、災害情報共有システム（Ｌアラート）から気

象情報や災害情報を自動的に取得して、ポータルサイト（ウェブサイト）や

デジタルサイネージ（電子看板）に表示することで、防災情報の伝達に役立

てている。 

 

・今後の課題として 

  ①Ｗｉ－Ｆｉステーションの利用範囲が市街地のみ。 

  ②通信基盤整備（ブロードバンド網）が必要。 

  ③Ｗｉ－Ｆｉステーションの維持経費（保守）が増大。 

   （昨年は１千万円の維持経費となっている。また、一部機器の耐用年数

が５年であり（蓄電池等）、５年ごとに更新経費が発生する。） 

  ④Ｗｉ－Ｆｉステーションの業務活用の拡大。 

   （庁舎内ではＷｉ－Ｆｉネット環境が構築されておらず、直接職員が発

信することに至ってなく、今後、改修を必要とし、活用の拡大を図りた

い。） 

 

＜調査のまとめ＞ 

新ひだか町においては、平成１８年３月３１日に「静内町」と「三石町」が

合併した町で、峰々が連なる日高山脈を背に雄大な太平洋を望む温暖で緑あふ

れる自然に恵まれたまちで、日高地方の商業中心地である。 

農業は、軽種馬の飼養が圧倒的で主要農産物販売全体の４割を超えている。 

指定文化財及び埋蔵文化財包蔵地も、シベチャリ川流域チャシ跡群など、国

指定３カ所、道指定２カ所、町指定５カ所がある。 

この町での無料講習無線ＬＡＮサービスは、駅周辺、自然公園、都市公園、

博物館、国指定文化財、避難所を中心として整備したもので、町内の４エリア

（市街地）を対象とした整備である。 

アクセス回線は町外（札幌）のデータセンターに委託し、災害時には、災害

対策本部となる役場庁を舎中心とした情報発信により、二次避難所、観光地に

広域無線として発信を行う。また、Ｌアラートの連携により、自動的に災害情

報が瞬時に発信されるシステムとしている。 

今後の運用拡大として、町内には２カ所の町立病院があり、住民の健康管理

データーの双方活用を検討している。しかし、この点においては、Ｗｉ－Ｆｉ
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の電波ということで、セキュリティの問題など、非常に注意しなければならず、

慎重に行う必要がある。 

課題としては、先に述べた、維持経費が増大となり、データセンターの保守

代、電子掲示板の管理、蓄電池の更新が毎年多額な負担となる。また、農村部

においても希望が多く、検討していきたいが、費用対効果の面でも、即、エリ

アを拡大していけない。 

この基盤整備には膨大な費用がかかり、光ケーブルを利用しながら拡大した

いが、整備に１キロ 400 万の経費が発生し、財政的に非常に難しい。 

電波を飛ばしながら繋いでいく方法もあるが、現在、研究段階であり、これ

もまた、相当な費用が発生する。 

今後の国の戦略としては、２０２０年東京オリンピック・パラリンピックに

向け、世界に先駆け５Ｇ（第５世代移動通信システム）の実現により、移動ネ

ットワークの高速化・大容量化の進展に向け、開発が進められ、現在は東京の

一部で開始され、順次エリアが広がっている。 

天塩町においても、無線ＬＡＮ等情報伝達基盤整備事業が進められているが、

災害時には、同じ時間に、全町民に知らせることが必要であり、また、災害時

以外においても有効な活用方法が出来るよう、住民の意見を幅広く取り入れ、

効率的に進めていく必要がある。 

また、先に述べた５Ｇの時代が来ることから、民間による電波を利用してコ

ストを抑えた計画も考えられ、慎重に進めるべきである。 

 

  

 

 


