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        ◎開会の宣告 

○委員長（玉井昭一君） 皆さんご苦労様です。ただ今から産業建設常任委員会を開催いたし

ます。 

                                                          （開会   午前１０時４８分） 

 

○委員長（玉井昭一君） 本委員会について傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（玉井昭一君） 異議なしと認めます。よって委員会条例第１６条の規定により委員

長において傍聴を許可いたします。次に本日の委員会の日程について事務局から説明いたします。 

○事務局主幹（中村英二君） おはようございます。本日の委員会につきましては、陳情審査

といたしまして、陳情第２号石山１区内の町道舗装整備に関する陳情書についてを審議いたしま

す。本件については関係課より説明を受けたのちに、現地へ出向いての現状確認、そののちに本

会議を再開いたしまして、審議、採決に入る予定となっております。以上、事務局からの説明を

終わります。 

○委員長（玉井昭一君） これより陳情第２号を審査いたします。本件について、宗像委員は

委員会条例第１５条の規定に基づき除斥の対象となりますので審議終了まで退場を求めます。ま

ず、陳情書の朗読を事務局からさせます。 

○事務局主幹（中村英二君） 陳情第２号。石山１区内の町道（工業団地～菊池宅）舗装整備

に関する陳情書。理由、当該地区に住まいする方は現在７世帯、１７人です。一番古い方は昭和

の初期に入植したと言いますから、７０数年前からの白老村民・白老町民として苦労を重ね、開

拓に汗を流し、町の発展に活躍されてきた方々ばかりです。電気・水道等の設備は町内で一番遅

くに設置され、ようやく文化的な生活が出来たその時の喜びはとても大きかったと聞き及んでい

ます。しかしながら、残念なのは道路（町道）の未整備です。乾ききった道路を走る『車』の後

に舞い上がる『ホコリ』のすさまじさ。更に砂利道のでこぼこ道を走る車の乗り心地の悪さは言

うまでもありません。１日の通過車両数は測ってはいませんが、地元の方以外に農畜産関係車・

花き園芸車等相当数になっております。過去に何度も町当局に要請して参りましたがなかなか実

現しませんので、今回『石山地区連合町内会の拡大役員会』を開催し、是非実現すべく『陳情書』

の提出をと決しました。１日も早く舗装道路の完成をとお願い致します。別紙図面の通りですが、

全長約２３００メートルでございます。以上のとおり陳情いたします。平成１５年５月２０日。

陳情者、石山地区連合町内会会長、宗像脩。石山青葉町内会会長、宗像脩。石山１区町内会会長、

前田茂男。石山２区町内会会長、阿部正幸。白老町議会、議長、堀部登志雄様。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 続いて、土木課の説明をお願いいたします。はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） それでは、私の方から現状につきましてですね、ご説明をさせて

いただきたいと思います。題名は石山１区内町道舗装整備についてでございまして、１ページ目

でございますが、赤で塗りつぶした所が要望路線でございます。整備要望路線となっております。
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丁度、石山工業団地の終点から菊池宅前の風雨別四号橋ですか、その手前までということになっ

ております。菊池宅の下が高速道路が通っております。 

  それで次、２ページ目が町道の認定路線網図ということでございます。赤で点線になっている

所が整備要望区間でございます。町道認定されているのがＣ－１・Ｃ－５・Ｃ－７ということで、

石山１番線、それと石山５番線、それと石山７番線という町道名でございます。次、３ページ目

を見ていただきたいと思います。一番目の町道名については今、ご説明したとおりでございます。

石山１・５・７の３路線でございまして、町道認定につきましては、おのおの記載のとおりでご

ざいます。３番目の現況道路幅員等でございますが、石山１番線につきましては延長２，２００

ｍ、２．２キロございます。この現況幅員が４ｍ～５．５ｍとなっております。石山５番線つき

ましては延長が２５０ｍ。で、幅員が４．６ｍとなっております。石山７番線につきましては延

長が１５０ｍ．幅員が４ｍとなっております。 

  現在の整備状況でございますが、何れも未改良路線でございます。その中でですね、石山１番

線につきましては、過年度、平成１３年でございますが、村井さん宅から北海園芸店までの区間

約７８０ｍでございますが、現況幅員でございますが再生合材、アスファルトのクラッシ 

ャーした再生合材によって簡易舗装工事を再生してます。この実施につきましては、平成１０年

度、同団地からですね、出前トークがございまして、そのような中で私も出席させていただいて

おりますが、その中では非常に舗装はこの区間は無理だ、だけど防塵対策については努力したい

ということでアスファルトの再生合材を敷いたところでございます。そして、その他２路線の道

路につきましてはですね、これは砂利道でございまして、町所有のグレーダーにて定期的に不陸

整正等を実施して路面状況を保持しているというような状況でございます。 

  ５番目の道路整備計画についてということで、どういうふうな整備手法があるかということで、

私がたがちょっと内部で検討させていただきました。その中でですね、全部で①、②、③、③′、

③″ということで５手法がございます。①につきましてはですね、過年度で整備した手法。再生

合材による防塵対策ということが考えられます。これが全部で３路線、１，８２０ｍ、幅員４ｍ

ぐらいでそういう方法がございますようなことが一つでございます。２番目が簡易舗装。これは

単独事業になりますが、舗装３ｃｍの簡易舗装でやる手法でございます。これはまるっきりの１

番と同じ町単独事業ということになります。３番目が道路構造令に基づいて行う整備でございま

す。これは補助事業ですね。一般に言われる補助事業ということで、総延長２，６００ｍ、これ

はきちんとした舗装でございます。①、②の整備手法については埃止めということで用地処理・

排水処理の対応は考えてないということでございます。③の整備手法、これは補助事業による整

備でございますが、現況道路が一部民有地を使用しているものの用地処理は勿論の事、排水処理

も実施し道路構造令に基づいた整備方法でございますよということでございます。 

  これは次のですね、４ページの土工定規図を見ていただきたいと思います。断面的にはこのよ

うな整備をしたいということで、一番上が要するに再生合材による、再生骨材を１５ｃｍ敷く手

法でございます。で、２番目が本アスファルトによる、厚さ３ｃｍによる簡易舗装の断面図でご

ざいます。次、一番下が３種５級という補助対象となりうる断面の構造でございます。これは本
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舗装と同じで路盤からすべてやっていかないとなりません。排水だとかですね。そういったアス

ファルトについても上層が３ｃｍ、下層が４ｃｍというような形の構造となります。 

それで計画事業費はいかほどかということなんですが、また３ページに戻っていただきたいん

ですが、６番目でございます。この一番上の①というのが先ほど言いました再生合材による事業

費なんですが、大体８５０万見込まれるだろうということでございます。これについては、すべ

て町単独事業という負担になります。 

  ②番目につきましてはですね、これも臨時地方道整備事業債。起債を使用してやった場合です

ね。起債が９５％対象となりますよ。これは先ほど断面図で見た３ｃｍ簡易舗装を施した場合の、

こういうふうな財源内訳、起債が対象になるだろうということでございます。事業費は全部で１，

８５０万で、起債が１，７５０万、そして一般財源が１００万ということで、町負担がこれで１，

８５０万という持ち出しになります。 

  ③番目、これは先ほど言いました補助事業でやった場合ですね。これは地方特定道路整備事業

という市町村道事業でやった場合でございます。この場合になりますと、先ほど言いました用地、

排水、そして路盤構造から全て変わってくるものですから、構造令に基づいた形になるというこ

とになりますと、事業費は２億７，５７０万ということになります。そして、起債が２億４，８

１０万円。一般財源として２，７６０万。実質、町の持ち出しが２億１２７万円ということにな

ります。ただ、これにつきましては下の内訳で書いてありますようにですね、起債分について約

３０％の交付税措置が見込まれております。 

  それと③′となっておりますが、これは今、防衛庁から交付金いただいておりますが、その特

定防衛施設周辺整備事業という交付金を充当してですね、整備をした場合のことを参考に載せて

おります。これでいきますと、同じ事業費２億７，５７０万なんですが、国費が２億６，２９１

万５千円ですね、これが国費対象となりまして、一般財源が１，３７８万５千円ということにな

ります。ただ、一般財源が５％、一番有利な方法なんですが、ただ、特定防衛施設周辺整備交付

金というのは役場の中でもいろんなものに使われております。今、ＩＴの関係だとか、消防の関

係だとか、そういうものに使われて、道路で利用したというのは通称中野団地ですか、北吉原の

裏ですね。１区の大昭和前のＪＲと国道との間の。あれも５カ年ぐらいで進めたんですが。ただ、

これが２，５００万なんですよね、交付金が。年間、約。ですから、これをもし、仮に充当して

やるとしたら１１年の事業年月がかかりますよということになります。  で、もう一つ、一番下

の③″ということになりますが、これはですね、飛生で行われていたような農免農道の整備事業

でございます。道営の農道整備事業ということで、これも産業経済課の方でうちの方でちょっと

確認させてもらったんですが、やれないことはないだろうということでございます。事業実施は

あくまでも北海道胆振支庁になりますけど、受益面積だとかいろんなものをクリア出来そうなん

で、やれる可能性はあるだろうということでございます。ただ、条件として今、町道となってお

りますが、これを農道として所管替えをしないとならんという条件が付けられます。飛生につい

てはですね、今まで緩やかで町道のまま、そのまま整備出来たんですが、これからは要するに農

道は農道という形の中で所管替えをきちんとしてもらうということで、財務局の方からの指摘事
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項ということで言われております。もし、やるんであればそういうふうな所管替えが大前提にな

ってきますよということでございます。事業費につきましてはですね、２億７，５７０万という

ことで、これは先ほど言いました国が５０、道が２５、町の負担金が２５％ということになって

おります。ですから、１億３，７８５万というのは国費、国庫補助金になります。そして、次に

道費２５％、その残りの２５％が道と町となりますので６，８９２万５千円というのが道と町の

負担ということになります。以上、雑ぱくですがそういうふうな説明を終わらせていただきます。 

○委員長（玉井昭一君） ありがとうございました。質疑をお受けいたします、委員の方。は

い、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の″というのかな、そこの農免農道の場合は起債が６，８９２万５

千円になっているんだけど、これは町費負担の実質額の部分は全部起債で見てもらえるという意

味ですか。 

○土木課長（山本憲次君） すみません。この表の作り方がですね、ちょっと付け加えていた

だきたいんですが、上の内訳とちょっと変わってくるんですよ。国費、起債の下が道費ですね、

この農免農道の場合。起債というのが道費に変わってきます。一般というのが町費負担と。  

○委員（大渕紀夫君） ということは、町費負担実額が６，８９２万５千円だから、この６，

８９２万５千円は町費とだぶっているから、町の分の持ち分は２５％でそのままで起債では見て

もらえないということですね。 

○土木課長（山本憲次君） そうですね。 

○委員（大渕紀夫君） はい、わかりました。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤悦夫君） この③′で、これは年次計画なのか、単年度実施なのか。 

○土木課長（山本憲次君） 事業費ですか。事業費の合計は単年度というよりも全体、これだ

け整備するのに、この区間整備するのにこれだけかかりますよという事業費です。 

○委員（佐藤悦夫君） じゃあ、年次計画と考えていいの？ 

○委員長（玉井昭一君） はい、金子主幹。 

○土木課主幹（金子篤君） 今、佐藤委員の方からの③′のことの質問ですけども、例えばこ

れに事業を着手するとすれば年次計画で１１年間事業をやるという形になると思います。以上で

す。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。他に。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ②番目の簡易舗装の場合は、これは全く４ｍの幅でやると、やった場

合の試算。１，８５０万というのは４ｍの幅でやった試算ということでいいですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） そのように理解してよろしいです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ①番と②番ね、これはどれぐらいの差がありますか。例えば、駄目に

なるのが早いとか、それから簡易舗装よりも埃が出るとか、その違い。①番目の再生アスファル
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トを使った場合と、それから簡易舗装の場合の違いはどの程度ございますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） 再生路盤やりますとですね、完全な防塵対策にはなりません。こ

れは軽減出来るということでアスファルトのクラッシャーしたものを敷くものですから、軽減は

出来ますけど煙はある程度やっぱり出るという状況ですね。ただ、砂利道よりは全く軽減される

という。半分以下になるんでないかというふうに見ております。ただ、あと、耐久力なんですが、

これについてはですね、どっちがどっちとも言えないんじゃないかなという。３ｃｍただ今の路

盤に乗せていってですね、３ｃｍの舗装しても同じような、ああいうふうな大型車が走るようで

あれば、本当に普通の生活道の厚さですから、ああいうふうな幹線道路になってくると３年もし

ないうちにクラック入ってくるのかなという。ただ、今言ったように亀の子状になってきて、補

修方法についてはですね、今、再生アスファルト敷いたのも、簡易舗装も同じような、穴開いた

ら要するにアスファルトでかけていくというような状況を今とっております。 

○委員（大渕紀夫君） 北吉原の大昭和の裏の道路の一部、今、舗装になっている部分ありま

すよね、北吉原側の。あの舗装になる前に敷いてたのが再生アスファルトですかな。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） いや、あれについてはですね、街路構造になって、３層構造にな

っております。舗装の前ですよね。それが要するに埃止めで、一番最初に敷く安定処理という舗

装工法があるわけなんですよ。要するにアスファルトの荒いものを敷いて、順次、目の細かいも

の、３層構造になっております。あの部分については一番、要するに埃止めとして手戻りのない

ように、一番荒い、お金のかからないものをとりあえず敷かせてもらったという。安定処理材を

敷いたというあれです。で、再生処理材というのは、あくまでもそういうものを集めてですね、

クラッシャーかけて、要するに細かくしたものという、リサイクルのアスファルト材ということ

を考えていただければいいかなと。 

○委員長（玉井昭一君） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤悦夫君） ３点ほど。まず、今、大渕委員がお尋ねした耐久力ね。耐久力につい

ては簡易舗装と防塵とはあまり変わりはないと、こういうお話。この場合、簡易舗装の場合も路

盤改良が必要なんでしょ。あるいは排水対策、側溝の整備だとか、そういうものが必要でないの

か。なくても路盤改良なしでこのまま出来るのかが第１点と。 

  それから③′の今、農免道路ではない一般道路だから、農免道路に変えないと国費、道費の負

担が出来ませんよというようなことなんですけれども、現在の普通町道を農免道路に変えるとい

うような手続き等についてはかなりの年数がかかるのかどうか。それが２点目です。 

  そして、３点目ね、やっぱり何と言っても、僕はああいう所は歩いてみても、やはり路盤改良

をしないというと耐久力が簡易舗装と一番上の道路舗装があまり変わらないということにすれ

ば、やっぱり排水対策も考えた路盤改良が必要なんじゃないかなという感じがします、素人目で。

だから、専門的にはその辺はどのようにお考えになってますか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本土木課長。 
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○土木課長（山本憲次君） 耐久力については先ほど申しましたように、簡易舗装については

路盤も側溝も必要じゃないかというご指摘でございますが、あくまでも簡易舗装でございまして、

本舗装の一歩手前ですね、要するに本当に防塵を、生活道路の防塵を前提とした工法でございま

す。ですから、必要に応じては要するに排水溝も設置したりはしなければならんという箇所も出

てきますが、ただ、そうなりますと大きな事業費がかかるということで、こういう工法を一応と

っているという状況でございます。 

  あと、町道から農道の変更については議会の議決というような手続きが出てきておりまして、

さほど難しいものではないのかなということです。 

  あと、路盤改良。やっぱり恒久的な対策と言うか整備をやった方がいいんでないかということ

なんですが、先ほど言いましたように、この事業費を見ていただいても莫大な事業費がかかりま

す。ただ、やっぱり財政的な、そういういろんなものがクリアされた中では、我々も望むところ

は、要するにこういうふうな恒久、後々の管理を考えますとですね、こういう道路を作りたいと

いうのが本音ございます。以上です。 

○委員長（玉井昭一君） 他、ありませんか。山本委員。 

○委員（山本浩平君） 土木課の説明を聞いてですね、１点だけ質問させていただきたいと思

います。③ ′の場合は防衛施設の整備関係の交付金ということで、年数が１１年間もかかるとい

う、こういった問題があるというご指摘でした。１１年というと非常に長い年月になると思いま

すので、周辺の地域の方々は随分長くかかるなという認識を持つというふうに認識します。そし

て、この農道の話も今の説明でよくわかりました。原案、こういうふうに３点ほど出たんですけ

ども、現状の中でいろいろな予算だとかそういった関係も加味した場合、土木課としての考えと

言うか、総合的に見てどのように判断されるのか。もし、考えがあればお聞かせ願いたいんです

けれども。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） 本当に先ほど言いましたように財源が伴うんであればですね、私

どもとしては難しいんだよな。地方特定道路、今、市町村道で、私ども土木課の対応とすれば、

地方特定道路がベターなのかな。ただ、そうなると町費負担が２億１００万程度かかるという状

況なものですから。やっぱり私どもとしては、③か③″、農免農道でやっていくのが一番ベター

なのかなと。そういうふうな産業道路という形もございますのでね、やはりそういうふうな恒久

的な道路の設置がいいんじゃないかと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、他に。はい、小西委員。 

○委員（小西秀延君） ③″と言うんですか、これの農道となった場合にですね、管轄がどう

なって、メリットとかデメリットとかが生じてくるものなんでしょうか。その辺をちょっとお聞

きしたいんですが。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） 先ほど申しましたように、これは農道ということになりますと北

海道が整備いたします。事業主体が要するに北海道ということになります。そのあと、出来上が
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ったあとについてはですね、町に移管されまして、維持管理については全て町が行うような形に

なります。 

○委員長（玉井昭一君） いいですか。他、ありませんか。私から。陳情書には距離が２，３

００ｍとなっておりますが、今、これを全部足すと町の説明では２，６００ｍですね。ここは２，

６００ｍということで確認していいですね。はい、山本土木課長 

○土木課長（山本憲次君） 当然、うちの方はきちんとした図面で拾っておりますのでですね、

図面と現地で確認しての延長でございます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、わかりました。そうしたら、これ２，６００ｍに直した方が

いいですね、陳情書を。陳情書だから簡単に直すということにいかないのかな。虚偽のことだか

ら。陳情した人に確認します、のちほど。委員長の方からちょっと一言。今、小西委員からも土

木課の意向として財政的にも聞かれましたが、この辺が一番ネックになると思うんですね。私自

身が思うには①、②についてはですね、金額は少ないにしても一時的なしのぎでお金を無駄に使

っちゃうのかなという気がします。で、今、山本課長から説明のあったように③ないしは③″が

方向づけとしてはいいのかなというふうに私も思うんですが。出来うる限り無駄にお金を使わな

いようにするには、これにしかないのかなと私も思いますが、難しいところでしょうけどね。こ

の６，８９２万５千円自体も財政困難なもので、この辺が難しいということなんでしょうけども。

こうであれば２年ぐらいで解決出来るかなということですね。もし、③′で進めると期間的には、

お金さえあれば。はい、山本土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） これはあくまでも道に採択していただかないとならん話なもので

すから。この辺がですね、今、これも産業経済課の方で当たってもらっている回答の中では、非

常にやっぱり要望が多いということでございますね。白老町においても飛生だとか石山がやっと

完成するというような状況の中で、いろんな地区が抱えているよという現状でございます。そう

いうふうな中で、あくまでもここではこういうふうな手法があるというだけで捉えていただきた

いと思います。また、あと、地方特定道路についても、国の要望になりますからあくまでも。普

通の補助事業と同じような要望手続きになってきます。 

○委員長（玉井昭一君） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤悦夫君） そうすると採択をされるまでかなり時間がかかるということですね。

この③″というのを採用するとすれば。当町でもいろんな道路整備に使っているわけでしょ、現

在。それらは、完成したらそれはいいんでしょうけれども、国や道の承認も得なきゃ駄目だろう

し、ということになるとかなり時間がかかりますということは否めないんだね。まず、この③″

はね。 

○土木課長（山本憲次君） そうですね。 

○委員（佐藤悦夫君） そうすると単純に考えると③′の方が１，３７８万５千円で出来ると

いうこと、町の負担がそれだけで出来るということなんだけども、これらの採用についてはどう

なんですか。 

○委員長（玉井昭一君） だから、１１年かかるっていうんだよ。 
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○土木課長（山本憲次君） ③′ですね。ですから、特定防衛施設周辺整備事業という、ご承

知のとおり・・・。 

○委員（佐藤悦夫君） これしか利用出来ないの。 

○土木課長（山本憲次君） いいえ、そういうことはないです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 先ほども説明したようにですね、この特定防衛施設交付金という

のは迷惑料ですね。それが今、年間２，５００万程度町にいただいております。このメニューと

いうのは道路だけでなくいろいろなものに使われるわけなんです。そういうふうな貴重な白老町

の今の財源の中で、今、企画課が全部配布と言うか使用を全部決めた中で今、進んでおります。

で、道路にも使ったり、消防にも使ったりですね、それからあと、今、ＩＴだとか、そういうも

のにも使ったりして、年次計画立てて使っているような状況ということですね。ですから、すぐ

これに充当出来るのかということは、今、私どもでは答えられないというような状況です。 

○委員長（玉井昭一君） 要するに③′の場合は２，５００万は補助受けてるけども、これに

全額充当出来るかどうかもわからないし、他の方に使うことも出てくれば、例えば５００万しか

余裕が出てこないかも知れないよという意味なんでしょ。そういう意味なんですね。はい、土木

課長。 

○土木課長（山本憲次君） そういうこともあり得ますし、全くゼロという場合もあり得ると。 

○委員長（玉井昭一君） もう一つ。③″の場合ですね。今、佐藤委員からも言われたけども、

町道を農道に切り替えるのはそんなにはかからないよと。で、あくまでもこの予算は胆振支庁が

いいと言わなければ、許可がないと出来ないよと。胆振支庁、北海道に申請したとしてですね、

仮に。どれぐらいの年数かかるのか。この申請の返事が来るのがね。例えばですね。もちろん、

これは予算に関わることだから一遍にぱっとなんか来ないだろうし。おおよそですね、今までや

ってきた、土木課でいろんなことをやってきてると思う、これに似たようなことも。その経緯の

中でどれぐらいかかるのかなと、年間的に。はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） これはですね、ちょっと農道については先ほど言ったように窓口

は全部産業経済課っていうことであって、農畜産係の方でやっているんですが、土木の方として

は全く、何年かかるのかなというのは予想もつかないというのが現実ですね。これはこの間和野

参事の方で当たってもらった結果、そういうふうないろんなたくさんの要望がありますよという

状況の中で、あとは急ぐんであれば政治的な解決だとかいろんな方法あるのかなというのもあり

ますけど。ただ、白老の場合はものすごく恵まれているというのが、今、本当に飛生も終わった

ばかり、石山もあれだけの立派な道路になったという、担当者が言っているような状況です。 

○委員長（玉井昭一君）  はい、小西委員。 

○委員（小西秀延君） おおよそで構わないんですけど、①、②のような工法というのは町道、

農道クラスで大体パーセンテージにすると、どれぐらいの比率になっているんですか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 大体、これは主に生活道路、団地だとかですね、そういう家の張
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り付いた所に主に使っておりますけど、簡易舗装を含んで確か７４％ぐらいだったと思います。

そして、本舗装が約６０％近いのかなと。大体２０％ぐらいになろうかと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤悦夫君） 不良環境整備事業債は使われませんか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、土木課長。 

○土木課長（山本憲次君）  地域からいったら、まず、非常に難しいです。非常にと言うか、

全く該当にならんと思います。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 土木課に聞くんじゃなくて、どこか違うところに聞かなきゃ駄目かも

知れないんだけど。ここはトラックとかね、そういうものは通るのかどうか。本当の生活道路、

何て言うのかな、奥に牧場がありますよね、だから、それを使うのと北海園芸さんの関係、砂利

だとか火山灰だとかを取るというトラックが通らなければ、純然たる生活道路だけであればです

ね、また考え方が変わってくるのかなというふうに思うんだけど、それはわかります？ 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） 今現在ですね、工業団地から約５、６００ｍ中に入った所から佐

藤産業の方で土砂を運んでおります。これも一時的なものだと思うんですが、それが終ればほと

んど農家の方だけになってくるのかなという状況ですね。それも工業団地から奥６００ｍぐらい

が影響しているというような状況です。それにつきましても、いろいろ春先相当な土砂運んでお

りますので、雪解け時は相当ぬかるみだとか何とかいろいろ出来ましてですね、それも佐藤産業

の方と協議した中で、タイアップした中で砂利を埋めたり何だりメンテはしているような状況で

す。 

○委員長（玉井昭一君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） ということはね、本当にそこの道路が生活道路だという認識で考えた

時に言えば、確かに土木課さんが言うこと、それから地域住民の方々にしてみればね、正式な道

路が出来るというのは、我々もそれが一番いいと思うんだけれども、しかし、それに時間があま

りかかるんであれば、生活道路と言うことであれば、ある意味で言えば防塵をきちんとするとい

うことが優先されるのかなというふうにも思えるんですよ。だから、それはやっぱり道路を壊す

ような大型トラックがたくさん通るということが無ければ、その方が地域住民の方にとってはい

いのかなという気がするんだけど。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） 確かに大型車輌の予想されるのが、ある程度園芸屋さんだとか多

くの牛飼っている方でないかなと思うんですが、ただ、構造上ですね、あくまでも路盤を置き換

えませんから、その上にただ乗せるだけですから凍上という問題が出るんです、ここの場合ね。

それが要するに恐ろしく作用されまして全部クラックになっていくというのもありますので、た

だ、２千何百ｍ本当に簡易舗装だけでやるということになると、一遍に５年先になるのか３年先

になるのかわかりませんけど、凍上作用だとかいろんなそういう作用で維持管理が一遍にかかっ
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てくるような状況です。それが実に懸念されるんでないかなということですね。 

○委員長（玉井昭一君） これね、今、大渕さんもちょっと言ってたけど、例えば、簡易舗装

を考えるよと。それから、③′、③″も並行して考えるというふうなことは出来るんですか。は

い、山本土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） ですから、もし、あるとなればこの中からの選択ということにな

りますので、並行も何も、財源的なことやいろんな面で条件が整えばですね、これは②でも③で

もやれるよということですね。一番大きな条件というのは財源的な問題でないかなと、今、私は

そう思ってますけども。 

○委員長（玉井昭一君） 両方やることは出来るけども、どれかに決めないと無駄だよという

意味ですね。はい、わかりました。暫時、休憩します。 

                        休憩             午前    １１時３２分 

 

                        再開             午前    １１時３４分 

○委員長（玉井昭一君） 時間もつまっておりますので、現地に向かいたいと思います。 

                        休憩             午前    １１時３４分 

 

                        再開             午後      １時００分 

○委員長（玉井昭一君） それでは、午前中に引き続き陳情審査を続けたいと思います。現地

を見てですね、なおかつ質問がございましたら委員の方どうぞ。ありませんか。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 先ほど、現地調査の中でね、途中、火山灰取ってる所の向こうの橋の

所までは舗装の道路を使って、そのあと菊池さんの所までというようなルート、このルートとは

違うルートでお話がありましたけれども。例えば、この陳情書はこうなっているけどもね、そう

いった形で地元の方が要望しているということであれば、当然、この間だけ短くなりますから、

費用も少なくなるということになりますよね。あの中身で言えば、当面そんなことでも早くやっ

てほしいというような願意というふうに受けとめたんですけど、それは町の方で考慮？してやる

ということは十分出来ますね。 

○委員長（玉井昭一君） 山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 実施の段階では当然可能だと思います。 

○委員長（玉井昭一君） 他、ありませんか。今、大渕委員からも出ましたように、現地調査

に行った結果ですね、地元の方々はお金をかけないで出来るだけ早い期間に実施していただきた

いと、こんな要望でしたけれども。この辺をある程度考えれば、先ほど言っていた③ないし③′

という、午前中に話してた要望じゃなく①、②の方向に変わっていくかなと。こんなふうに私は

思ったんですが、この辺については管理者側としてはどうですか。はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） あくまでも選択方法でございますので、やはり財源だとかいろん

なそういうふうな状況を加味した中ではですね、①、②もやむを得ないのかなと、出来るのかな

というふうに思ってます。 
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○委員長（玉井昭一君） はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤悦夫君） 一つだけ。何か現地に言ったら福祉バスの話が出たんだけども、今の

状況の幅員では入れないような道路法上問題があるのかなという印象を受けたんだけど、待避所

なんかを作るということは可能ですか。民有地だろうけども、当然寄付や何かでしてもらってい

た待避所作るのか、そうすると福祉バスも容易に入れるのかなと思ったんですけど、その辺はど

うでしょうか。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） これのですね、今、うちの方も福祉バスの関係で確認させてもら

ったんですが、当然道路管理者の方との協議がありまして、ここの場合につきましては、やはり

幅員が第一問題だということですね。大型バスが入っていくのには要するに幅員が足りなさすぎ

るよということでございます。それから考えますと、先ほど言った４ｍで、今の現道のままやっ

ていっても、埃止めをやっていっても福祉バスは非常に難しいのかなということです。ただ、待

避所だとか何とかいろんな諸々の条件をクリアすれば、その辺は何とかなるのかなということで

す。 

○委員（佐藤悦夫君） 是非そういう方向でね、その手法をとるとすればやっていただければ、

大変便利なんでないかな、と思います。 

○委員長（玉井昭一君） 今の話だけど可能性としてね、もし、福祉バスが必要だと、必要だ

とはっきり言っているんだけど、幅員を広くすることも可能なのかどうかと。それから、待避所、

これは何ｍおきに作らなければならないものなのか、おおよそですね。この２点。はい、山本土

木課長。 

○土木課長（山本憲次君） 幅員を広げるというのはですね、やはり路盤をある程度の伐開し

た中で砂利を敷いたり何だりしていかないとならんという問題も出ますし、用地の問題がやっぱ

り一番問題じゃないのかなという感じですよね。待避所につきましては、確か構造令で大体５０

０ｍおきぐらいに待避所があれば、何とか交差出来るのかなという。 

○委員長（玉井昭一君） あくまでもね、待避所だけあればいいのか。それから用地が４ｍじ

ゃ駄目、どうしても５ｍいるんだとかね、最低。普通町道は６ｍですけど。５ｍあれば福祉バス

は通れるよとかね、そういうのは聞かなかったですか、福祉課には。聞かなきゃわからないでし

ょ、これ。それからもう一つね。仮に５ｍにすると、今、４ｍなんだから、そうしたら個人の寄

付を受けなきゃならないよね、道路として。６ｍにするにしてもそうなんだけど。その可能性は

どうなのかなと。この辺。はい、土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） 幅員はいかほど必要かというのは、ちょっと今、確認してきます

ね。それと寄付云々という話はですね、これもやっぱり現地測量してみないと用地がどれだけあ

るのか、道路用地自体がどのぐらいあるのかちょっとわかりませんし、寄付でなくても買収とい

う方法もありますし、どうしてもやるとなればですね。ただ、政策的な道路、現道からはみ出し

た部分については今までは買収ということでやっております。現道部分は寄付だよ、外れる部分

は買いますよということで進んでおりますので。 



１３ 

○委員長（玉井昭一君） それは寄付とかという、例えばだよ、あの辺、道路を良くするんだ

から寄付するよというような意見は出てない、まだ。はい、土木課長。 

○土木課長（山本憲次君） それは全く出ておりません。私も１２年の時ですね、出前トーク

に行って、やっぱりそこの３点か、４点ぐらいいろいろ総務課、企画課で出前トーク行った中で、

うちの方はあくまでもここは舗装してほしいということで出された中の回答でですね、土木課に

ついては排水問題が一つありまして、石山大通りから青葉に入るオーバーライン２カ年でやって

おりますけど、その部分と要するに防塵対策、それも舗装は出来ませんってその時はっきり断っ

ているんですよ。その代わり防塵の立たない方法を考えて何とか努力したいということで、その

回答の中で翌年、あそこにやっぱりあれだけの距離ですから４００万ぐらいかかっているという

ような状況なんですよね。 

○委員長（玉井昭一君） もう一つ確認なんだけど、その時には福祉バスの件は一切出てない

んですね。はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） はい。一切出てないです。 

○委員長（玉井昭一君） はい、わかりました。そしたら、一応、今、聞いてもらっているよ

うだから、暫時休憩します。 

                        休憩             午後      １時１０分 

 

                        再開             午後      １時１７分 

○委員長（玉井昭一君） 会議を再開いたします。はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） 参考までにお聞きしたいんですけれども、いろいろな道路関係の陳情

があると思うんですよ。ここの場合は１７名の方のためにと言ったらちょっとあれかもしれませ

んが、こういう陳情だと思うんですけども。懸案になっているような所もあると思うんですけど

も、どのぐらいあるのか簡単に、少し何件ぐらいあってまだ実現されてない所あるのかというこ

とを、ちょっと教えていただきたいなと。わかる範囲で結構です。あくまでも参考までにですけ

ど。 

○土木課主幹（金子篤君） 路線でいいですか。それともエリア的に、例えば白老でいくとあ

そこら辺ですよとか。 

○委員（山本浩平君） 出来れば・・・。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 社台地区からいきますとですね、社台二俣線。これは高速道路か

ら要するにインクラ滝に向かってですね。その道路だとか、社台東裏通りという駅裏になるんで

すが、要するに苫小牧に向かっていく道路、福祉園から。その道路だとか、あと、もう１路線が

荒沢民芸ですか、ああいうところの道路が社台、上がってきてます。あと、ヨコスト、種鶏農場

だとか一画ですね、あそこの。川上さんの一画の道路。あれも８ｍで寄付いただいたり、要する

に去年一部蛯名さんですか、１００万寄付いただいて何とか広げてくれないかという、自分で自

費で寄付をしているんですよ。そんな形で今回１００万に見合うだけの工事はしましょうという
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ことで約束はしてるんですが、そういう路線もございますよということです。あと白老は緑ヶ丘

の運動公園の一画、戸田団地。これは私が住んでる所なんですけど。あそこの私が居るばっかり

に何年も出来ません。あれも寄付、ずっといただいてるんですが、もう突き上げくらってるんで

すけど。毎回、町政懇談会に出すんですけど、やっぱり私が居る関係上やっぱりやるわけに行か

ないですから。あとはですね、残っている緑泉郷だとか石山団地がほとんどまだ残ってますよね。

途中までやってきて、それも全部要望書上がってきた中で年次的にやっているというような状況

です。あと竹浦については、今、丁度、神尾団地、それも今、継続的に進んでいるというような

ところで。それと大きな所が孵化場線というのが残ってます。これも用地処理だとか補償関係は

全部終わってるんですが、補助の道がないということで止まっているような状態です。これも何

十年来という、浅利さん時代からの要するに約束事項ということで、訴訟まで何かいろいろやっ

た、処理だけは進めたというような状況です。あとは虎杖浜、クッタリウス関係についてはです

ね、９件ぐらいありまして、大きく残っているのはちょうど紺野さんの団地ですね。それと、そ

の裏にあります柏団地が全部手付かずで残っている状況です。あと虎杖浜につきましては、ポン

アヨロに下りていく道路だとか、あと中学校から桔梗原さんの間、あの辺も家の建っている所だ

けは舗装させたんですが、建っていない所は抜いているというような状況です。そういうふうな

いろいろたくさんある中で、ただ、市街地が多かったです、要望が。郊外地というのは本当にこ

ういうところに上がってくることが珍しいのかなということですね。ただ、孵化場線の経緯につ

きましては、昔、観光道路ですか、抜ける道路ということで何かいろいろと話し合ったり、協力

させられたりして、用地の経過というのが聞かされた中でいろいろあった所です。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本委員。 

○委員（山本浩平君） これだけ、１０件以上あると思うんですけども、もっともっとありま

すよね。虎杖浜の９件入れたら本当２０件とかすごい数になると思いますけども。そうなればま

だ手付かずの所がたくさんあるということで、優先順位的なものというのかな、そういったもの

も多分出てくると思うので、今回の現地の方もですね、一日も早くやってもらいたいという要望

ではありましたけれども、例えば議会で可決になってもすぐ出来るかどうかというのはまた別問

題だということですよね。 

○委員長（玉井昭一君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 当然、採択されてもですね、やっぱり財源が伴なければ出来ない

という状況もございますので、そのようになろうかと思いますし、まだ私がた抱えている歩道整

備や何かの採択されているまだ未着手の部分もございますし、そういうふうな状況になろうかと

思います。 

○委員長（玉井昭一君） そしたら、岩崎係長が聞いていただいたかと思いますので、福祉バ

スの件、ちょっと参考までに聞かせてください。どうぞ、岩崎係長。 

○事業係長（岩崎勉君） 道南バスとの一応協議でですね、福祉バスの運行関係、土木の方で

ちょっと交換条件としてあったんですけども、今のところは想定幅員として５．５ｍ以上という

形で許可は出していると。それは一応、少し前までは役場の方で福祉バスとして運行している時
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はですね、そういう協議はなかったんですけども、道南バスとして委託、委託と言うかですね、

循環バスにした段階でこういう陸運局との協議が必要になるという形になります。それで、今回

は町として５．５ｍ以上。要は大型車輌が交互してすれ違えるような幅員で許可を出していると

いう形になっております。 

○委員長（玉井昭一君） はい、わかりました。ありがとうございます。あと質問はありませ

んか。 

                               ［「なし」呼ぶ者あり］ 

○委員長（玉井昭一君） なければ、これで一応陳情に関する管理職の方の説明あるいは質問

を終えたいと思います。どうも３人の方ご苦労様でした。これで一応ですね、採決ということに

なるんですが、どのようにしたらいいと思いますか。はい、佐藤委員。 

○委員（佐藤悦夫君） 採決をするか、しないかでしょ。採択してください。 

○委員長（玉井昭一君） 内容が、項目こういうふうにあるけどもね、金額一応出してもら 

ってるから、①案、②案、③案、③′、③′とこういうふうに出しておりますが、この何番につ

ういての採択ということになると思うんですが、そういうことで採択してよろしいですか。はい、

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 先ほど、ちょっと休憩時間にお話しましたけど、願意は一日も早く舗

装道路の完成を、こういう願意だと思いますので、今、佐藤委員が言われましたように、これを

ちょっと不採択というわけには、ちょっといかないと思うんですよね。議会として不採択という

場合はよほど理不尽な要求というか、そういう場合以外はですね、やっぱりこれは見て最もだと

私も思いました。ただ、内容につきましてはね、細かく触れるのはいかがなものかというふうに

思うんですよ。それは、山本委員が先ほどご質問されましたようにね、優先順位はちょっと我々

で決めるというわけには、いかん中身かなというふうに思うんです。そうすれば、細部にあまり

触れないで、また中で違うルートがありましたよね、あれでもいいんだよと向こうは言っている

わけですよ。あれの方がよっぽど距離短いから僕はあっちで出した方が良かったんじゃないのか

なって。もし、本来そうだったら金額少なくなるんですよ。そうしたら通りやすいよね。そうい

う方がいいかなということもありますので、そこら辺は触れないで採択するというふうにしたら

いかがなもんでしょうかね。 

                              ［「賛成」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（玉井昭一君） 今、大渕委員が言われたとおりですが、皆さんどうですか。異議あ

りません。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（玉井昭一君） それでは、今、大渕委員が言われたように、この件については細部

に触れないで、採択するということでよろしいですね。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（玉井昭一君） はい、わかりました。ありがとうございました。それでは、採択す

るということにしまして、以上で陳情についての委員会は終了したいと思います。以上で陳情第
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２号の審査は終了いたしました。なお、委員会報告の作成については、委員長にご一任願いたい

と思いますがよろしいでしょうか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（玉井昭一君） それでは委員長にお任せいただきたいと思います。ありがとうござ

いす。 

○委員長（玉井昭一君） １時半ですので漁組の方がいらした時点で再開したいと思います。 

 

                                                            （閉会   午後１時３０分） 

 


