
１ 

平成１６年白老町産業建設常任委員会会議録 

 

平成１６年７月２２日（木曜日） 

開  会    午後 ３時０２分 

閉  会    午後 ４時１９分 

                                          

○議事日程  

第１ 請願審査 

   請願第１号  町道竹浦・虎杖浜線未歩道部分の歩道設置に関する請願書 

                                          

○会議に付した事件 

 請願審査 

 請願第１号 町道竹浦・虎杖浜未歩道部分の歩道設置に関する請願書 

                                           

○出席委員（６名） 

委 員 長   加 藤 正 恭 君      副委員長   山 本 浩 平 君 

委  員   小 西 秀 延 君             宗 像  脩  君 

大 渕 紀 夫 君             中 出  正  君 

                                          

○欠席委員（０名） 

                                          

○ 説明のため出席した者の職氏名 

 土 木 課 長         山 本 憲 次 君 

 土 木 課 主 幹         岩 崎  勉  君 

 事 業 係 長         小 川 宏 栄 君 

 紹 介 議 員         吉 田 正 利 君 

 虎杖小ＰТＡ会長         本 間  智  君 

 虎 杖 小 学 校 長         柚 田 恭 幸 君 

 連 合 町 内 会 長         藤 原 善 治 君 

                                         

○職務のため出席した者の職氏名 

  事 務 局 主 幹         中 村 英 二 君 

  書 記         浦 木  学  君 

  

 



２ 

 

○委員長（加藤正恭君）  皆さん、こんにちは。産業建設常任委員会の委員長を仰せつかってお

ります加藤でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。ただ今、議会事務局の中村主幹か

らいろいろとお話がございました。私ども議会もいろいろ改革をしようじゃないかというようなこ

とで、皆様ご存知のようにナイター議会などをやっております。出来るだけ議会を理解してもらう

ということで、日中ですとお勤め等がございますので夜ということでそういう改革を努めておりま

す。また、今日のように常任委員会というものが役場の中で今までは開いておりましたけれども、

地方に出て、そして皆様方の傍聴をいただきながら常任委員会を開設すると、こういうような運び

で移動常任委員会というものもやっております。その他いろいろありますけれども関係するものと

しては、今はそのようなことくらいでございます。特にテーマがですね、傍聴に来ていただきたい

と申し上げてもですね、やはり各地域のことがテーマになれば、このように虎杖浜にお邪魔しても

虎杖浜の方々が傍聴に来られるということになると思いますが、社台のことをテーマにしたやつを

虎杖浜でやる、虎杖浜のことをテーマにしたやつを社台でやるということになっても、それは移動

常任委員会として無意味になるものですから、そのテーマに基づいて常任委員会を例えば萩野だと

か竹浦にすると。テーマに基づいてそういうふうなことで出来るだけ傍聴をしていただいて、議会

活動、常任委員会活動に対する造詣を深めていただきたい、こういうような主旨で行っておるわけ

でございます。今日はたまたま虎杖浜地区から町道竹浦虎杖浜通りのことについての、後ほど審議

させていただきますが、請願書が吉田正利議員さんの紹介議員ということで提出されておりました。

６月の議会に提出されました。その審査方を私ども産業建設常任委員会に付託されたというような

ことで、今回、今、審査をするわけですが。虎杖浜地区にお邪魔してやろうじゃないかということ

になったわけでございます。後ほどまたいろいろとご意見等も賜りたいと思いますが、産業建設常

任委員会というのはどういうことをやっているのかというようなこともいろいろと傍聴をしながら

今後の議会活動の参考になっていただければありがたいと、このように思っております。今日は２

時半、３時ですか、大変貴重な時間においでいただきましたことを心から厚くお礼を申し上げまし

た。委員長としての一言、ご挨拶に代えさせていただきます。今日はどうもありがとうございまし

た。よろしくお願いをいたします。 

○事務局主幹（中村英二君）  皆様、お配りの産業建設常任委員会という紙の裏面に本日出席の

皆様のお名前を書いてありますので。続きまして副委員長の山本副委員長です。 

○副委員長（山本浩平君）  産業建設常任委員会の副委員長の山本でございます。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○委員（小西秀延君）  委員の小西と申します。今日はよろしくお願いいたします。 

○委員（宗像脩君）  宗像と言います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員（中出正君）  中出でございます。 

○委員（大渕紀夫君）  どうもご苦労様でございます。大渕でございます。よろしくお願いしま

す。 
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○事務局主幹（中村英二君）  それとですね、今、開いていただいておりますページの参考人の

お名前に一部誤りがありました。２段目の中学校のＰＴＡ会長さん、岸洋文さん、文じゃなくて歴

史の史ということでありますので訂正させていだたきます。岸さんは欠席なんですが、出席の参考

人の方、順不同になろうかと思いますが校長先生の方から自己紹介お願いします。 

○虎杖小学校長（柚田恭幸君）  虎杖小学校校長の柚田と申します。今年の４月から本校の方に 

赴任してまいりました。よろしくお願いいたします。 

○虎杖小ＰТＡ会長（本間智君）  こんにちは。虎杖小学校父母と先生の会の代表会長をやらせ

てもらっている本間と言います。今年、２年目になります。よろしくお願いします。 

○連合町内会長（藤原善治君）  虎杖浜連合町内会の会長をしております藤原でございます。よ

ろしくお願いします。 

○紹介議員（吉田正利君）  紹介議員の吉田でございます。 

○事務局主幹（中村英二君）  今、ご紹介しましたとおり中学校のＰＴＡ会長さんが帰られたこ

とと、それから中学校の校長先生は後ほど来られるんでしょうか。じゃあ、こういう形で進めて行

きます。 

本日はですね、役場の町長部局の方から担当課の課長他、関係職員が出席しておりますので、後ほ

ど資料に基づいて説明させていきますので。土木課山本課長の方から自己紹介お願いします。 

○土木課長（山本憲次君）  土木課長の山本です。よろしくお願いします。 

○土木課主幹（岩崎勉君）  岩崎です。今日はよろしくお願いします。 

○事業係長（小川宏栄君）  小川です。よろしくお願いします。 

                                         

    ○開会の宣告 

○委員長（加藤正恭君）  それでは、ただ今から産業建設常任委員会を開催いたします。 

                                         

○委員長（加藤正恭君）  普通はこういう格好でやるんじゃないんですが。テーブルを囲んでや

るんですが。今日はちょっとこういう対面式な形で開催させていただきたいと思いますが。本委員

会については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（加藤正恭君）  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。本日の委員会は移動常任委員会として町立虎杖小学校内音楽室に

おいて開催をいたします。次に本日の日程について事務局の方から説明をいたします。お願いいた

します。 

○事務局主幹（中村英二君）  本日の委員会は請願審査といたしまして、請願第１号町道竹浦虎

杖浜線未歩道部分の歩道設置に関する請願書についてを予定しております。以上であります。 

○委員長（加藤正恭君）  それでは座って失礼させていただきます。これから請願第１号、お手

元に配布されておりますが、審査いたしたいと思います。まず、請願書の願意について事務局長の
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方から朗読をお願いいたしたいと思います。中村主幹お願いします。 

○事務局主幹（中村英二君）  それではお手元の資料につきまして。請願第１号、町道竹浦・虎

杖浜未歩道部分の歩道設置に関する請願書。 

紹介議員、白老町議会議員吉田正利。 

件名につきましては、今、申しましたとおり同件でございますので省略をさせていただきます。 

要旨、日頃より、虎杖小中学校並びに虎杖浜地区地域教育振興に対し、町理事者並びに議会、町

教育委員会の皆様には、特段のご配慮をいただき深甚より感謝申し上げます。さて、近年虎杖浜地

区でも、線北地区に住宅が新築され、虎杖小・中学校への登校児童も増えてきております。ところ

が、現在通学路として認めているところは、虎杖浜駅の跨線橋を通って駅通りに出る道なのですが、

虎杖浜駅は無人駅となり、原則としてＪＲでは通行を認めていない状況です。通学路として認定で

きる通路は、大きく迂回しなければならない土屋ガーデン横から踏切を渡り、国道へ出る道しかあ

りません。竹浦・虎杖浜線は、駅裏より歩道が切れており、通行には、大きな危険が伴います。子

どもたちの安全な通学を考える時、現在の竹浦・虎杖浜線の歩道を虎杖浜踏切まで延長設置して頂

くことが、最良の方法と考えます。つきましては、竹浦・虎杖浜線の未歩道区間の歩道設置を強く

お願いいたします。 

理由（１）虎杖浜地区、線北地区より登校している児童の進学路が大きく迂回しなければならず、

安全な通学路を早急に確保する必要があります。（２）竹浦・虎杖浜線の交通量も年々増加しており、

線北地区の児童・生徒の通学だけでなく、地域住民の通行に関しても早急に安全を確保する必要が

あります。以上でありますが、これらの実情を勘案・ご賢察の上、竹浦・虎杖浜線の未歩道区間の

歩道設置をしていただきたく、地方自治法第１２４条の規定により、上記の通り、虎杖浜連合町内

会・虎杖小学校父母と先生の会・虎杖中学校先生と父母の会・虎杖小学校校長・虎杖中学校校長の

連名で上記のとおり請願書を提出します。平成１６年６月３日。代表者本間智様以下４名というこ

とで、白老町議会議長堀部登志雄様で提出されております。以上であります。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、どうもありがとうございました。次にですね、請願第１号につ

いて、関係者の皆様を参考人としてご出席願っております。今請願の紹介議員であられる吉田正利

議員さんから請願書の主旨等についてありましたらご説明方お願いをいたします。どうぞ。 

○紹介議員（吉田正利君）  今請願につきまして、先般、議会で要旨を申し上げましたけれども、 

虎杖浜関連の町内会並びに小中学校父母の会等におきまして、線北地区の住宅の増加に伴いまして、

元来あの地区からは小中学校の生徒の通学というのは以前はあまり無かったんでございますが、現

在は小学校１年生が１人、２年生が１人、３年生が１人、６年生が１人。中学校は３名自転車通学

をしている状況でございます。ご存知のようにＪＲ関係の駅の無人化に伴いまして非常に各駅の管

理状態につきましては広範な守備範囲で現在虎杖浜の駅は登別駅長が直接管理に入っておりますけ

れども、いろいろと再三にわたり、管理上、保安上、生徒がホーム並びに跨線橋、駅を通過して通

学することについては安全の保証は出来ないということで、いろいろと話が出てきておりましたと

ころ、ともかく児童・生徒の安全を確保するためにやはり踏切から先ほどの起点までの９百数十ｍ
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にわたる区間を何とか生徒が安全に通学出来るひとつの歩道を設置していただけないかということ

が再三にわたり課題になっていたようでございます。先般、いろいろと事情を私自身もお聞きいた

しまして、現地にも入りましてともかく早期に手をつけなきゃいけない状態だということを判断い

たしました。よって、いろいろと現状の中で町の財政困難な状況も十分承知しておりますけれども、 

児童・生徒の安全を第一に考えた時に早期にこの問題は解消しなきゃならない課題だということを

判断いたしました。よって先般、議会にも紹介させていただきまして、今日に至ったわけでござい

ます。大変、貴重な時間を申し訳ないと存じますけれども、ぜひよろしくご審議お願いしたいと考

えます。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君）  どうもありがとうございました。それでは、次に、先ほど２時半から

現地に集まりましてある程度の説明を役場の担当課から受けておりますが、請願審査に対する資料

も提出されておりますので、この点について課長の方から説明をお願いいたしたいと思います。ど

うぞ。 

○土木課長（山本憲次君）  それでは私の方から資料に基づきましてご説明を申し上げたいと思

います。案件が先ほどから申しましておりますように、竹浦虎杖浜通り未歩道部分の歩道設置につ

いてでございます。 

一番目の町道名でございますが、現在、竹浦虎杖浜通りとなっております。これは昭和５７年に

路線名が変更されまして、旧路線名が幌内４条通線という名称でなっておりました。昭和５７年に

路線名の変更をいたしております。 

また、ここの路線につきましては町道認定されている年月というのは昭和２７年２月に町道認定

を行っております。そういうことでそういう古い道路かなと思っています。 

 ３番目の現況道路幅員等でございますが、全体延長が５，６８２．５ｍでございます。幅員とい

たしまして車道が５．２ｍから６ｍ。歩道幅員が１．５ｍから２．５ｍという構成になっておりま

す。この路線で歩道の設置がされていない区間が３箇所ございます。また、この道路につきまして

は起点が竹浦の学校前をずっと下がって行きまして、メップ川沿いに下って行きまして国道３６号

線とぶつかった所、そこが起点となっております。それから終点が、今、踏切渡ってきた所の虎杖

浜登別線の交点までということで、全長は５，６８２．５ｍでございます。歩道が設置されていな

い区間が３箇所ございますが、まず１つ目が起点側のメップ川横国道交点～竹浦小学校前の踏切の

間、１７３．７ｍ未整備でございます。この区間につきましては、今年度一部旧国道、竹浦１号通

りですか、それから踏切までの間なんですがその区間については整備する予定となっております。

２箇所目が竹浦温泉通り交点～竹浦１５２－１６地先となっておりますが。これは竹浦温泉通りの

交点というのは合田踏切真っ直ぐ下がって行った所が交点でございます。それから虎杖浜登別側に

２３０ｍ先が未整備ということになってます。これは用地が処理不能地という区間になっておりま

す。そういうふうな中でですね、ここは全く未改良区間、テンプラ舗装をかけているだけというこ

とでございます。そういうふうな中で未整備というふうになってます。で、３つ目なんですが、虎

杖浜４２０－４３地先～虎杖浜登別線交点で、今、請願に出された区間でございます。この延長が
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９６０ｍございます。この３箇所が竹浦・虎杖浜通りの中で整備されていない区間でございます。 

 道路の整備状況といたしましてはですね、竹浦小学校前から虎杖浜登別線交点の延長５，４５１

ｍを昭和５０年度から平成１１年度の２５年間をかけて改良舗装事業を実施しております。この中

には先ほど言いましたように用地の処理不能地区間がございまして、未整備区間も一部含まれてお

りますが約２５年間かけて完了したという状況でございます。当初の改良舗装の認可区間の終点は

ですね、先ほど説明申しましたように舗装の切れている所が当初終点でございました。その後です

ね、地域の強い要望がございまして、４２０－４３番地、その９６０ｍ区間につきましては地元か

らの強い要請、車道だけでもいいから整備してほしいという地元からの要請がございまして、認可

区間は虎杖浜登別交点まで計画変更しまして延長いたしまして整備を実施したという経緯でござい

ます。 

 ５番目の歩道整備手法はどのようなものがあるかということでございますが、２通りの案が考え

られております。整備延長が９６０ｍでございますが、①の歩道幅員が２．５ｍにて整備する方法

と、②の歩道幅員が１．５ｍで整備する方法。①につきましては補助事業等で行う場合、これは法

律に基づきまして、道路構造令に基づいた幅員という形になりますので、最低２ｍ５０今現在必要

でございます。そういうふうな中で２ｍ５０の整備が必要ですよということが①でございます。②

の１．５ｍにつきましてはですね、補助に頼らないで単独事業で整備する場合、最低１．５ｍの歩

道が出来ますよということでございます。そういうふうな中でですね、補助事業ということになり

ますと、歩道整備ということになると交通安全施設整備事業ということでございまして、その事業

の中でしなければならないということでございまして。また、単独事業ということになりますと起

債事業ですね。一般に言われる町の借金をして起債事業でやらなければならないという方法でござ

います。 

それで①、②で整備するとすれば計画事業費がどのぐらいかかるかということでございますが。 

①の２．５ｍ、補助事業でやるということになれば事業費が６，５００万かかります。その中で交

通安全施設整備事業、これは今、国土交通省の補助事業で採択してやるということになれば、補助

が２分の１でございます。起債が８０％ということになりまして、記載されているように国費が３，

２５０万、起債が２，６００万、一般財源の持ち出しが６５０万という形になります。なので、町

負担実額というのが起債と一般が町で持たなければならないということで３，２５０万の町の持ち

出しという形になります。で、①´となっておりますが、これにつきましては、これも補助なんで

すが防衛庁の交付金を今、白老町で弾薬所の絡みで年間約２，５００万ほどいただいております。

もし、その交付金でやるとなればですね、特殊な交付金が全部で９５％の充当がなるものですから、

それと高率補助でございます。そういうふうな中で国費が６，１７５万、あと一般財源、町の持ち

出しが３２５万ということでこれが一番町の持ち出しが低いわけでございますが、そういうふうな

２通りの補助の方法がございます。で、②なんですが、これは単独事業ということで歩道を１．５

で考えております。最低限の歩道ということで考えておりまして、これを積算しますと事業費が５，

３００万になります。これは起債が５，０３０万。起債の充当率が９５％ということになっており
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まして５，０３０万。で、町の一般財源の持ち出しというのが２７０万でございます。これはまる

っきり町負担実額というのが事業費イコール持ち出し分ということで５，３００万という金額にな

ります。 

 それとあと、後ろの方に図面が添付されておりますが、まず、位置図がございますが、先ほど現

地見ましたように９６０ｍというふうになっています。それと定規図が付いておりますが、一番上

が現況道路幅員。現況の道路幅員という形になっております。６メートルの車道幅員となっており

ます。それに両サイドに側溝が付いた形でございます。次が②なんですが２．５メートルで整備し

た場合なんですが、赤く塗りつぶした所が新しく歩道が造成される部分でございます。この中に縁

石も含まれます。車道と歩道との境界石ですね。これが要するに設置されて、それを含めまして２．

５メートルの歩道が設置。そして、さらに５０ｃｍですか、路肩取りまして側溝整備というふうに

なります。２・５ｍで整備した場合にですね、用地の処理も伴ってきます。用地の必要幅が２ｍか

ら４ｍ新たに必要になってくるでしょうということでございます。これは法面の長さによって用地

の幅が変わってくるものですから、そういうふうな想定をしています。次に３番目でございますが、

これは歩道１．５ｍの場合でございます。これも同じく縁石を含んだ形の中で１．５ｍでございま

す。それから、路肩５０ｃｍ取って路面排水用のＵ字トラフと言うんですか、側溝の設置という形

になってきまして、これも用地がこの場合７０ｃｍから２ｍ５０ｃｍの用地の手当が必要となって

きます。そういうふうな中でどちらにしても用地処理は最低でも７０から４ｍ、用地処理が伴って

きますよということで理解いただきたいと思います。 

 あとですね、現況写真を添付しておりますが、それは見ていただければわかると思います。現況

で１．５ｍと、要するに２．５ｍの歩道がこういうふうにございますよということで写真を添付し

ています。以上、雑駁でございますが説明を終わらせていただきます。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、どうもありがとう。今、担当課長の方からるる説明がありまし

た。これについて各委員さんの質疑を許したいと思います。質疑のある方はどうぞ。はい、宗像委

員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）  今の課長の説明で大方わかったんですが。用地を購入しなければなりませ

んね。とすれば、その用地購入費はこの計画事業費の中には含まれているんですか。 

○土木課長（山本憲次君）  含まれております。平均で取って。 

○委員長（加藤正恭君）  いいですか。 

○委員（宗像脩君）  もう一つなんですけども、①にしても①‘、②すべてそうですけど、備考

の欄の２分の１とか９５％こうあるわけですけども、これらの見通しと言うかな、可能性と言うか

な、どの辺りは大丈夫なんでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君）  ①のですね、交通安全施設整備事業でやるとなればですね、採択要

件というのが非常に厳しいわけなんです。そういうふうな中でですね、歩道の設置に絡んでの採択

要件となりますと、設置する区間の、当該区間の１２時間自動車交通量が１，０００台以上。また、
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通学路にあっては５００台以上あることという要件がまず１点あります。それともう一つなんです

よ、一日の歩行者交通量が１００人以上、通学路にあっては学童園児が４０人以上無ければ駄目だ

よという採択要件がございます。 

 で、あと①´なんですが、これは２，５００万というか、特防の交付金が毎年来ております。こ

れにつきましても、本当に重宝な交付金でございましていろいろなものに使えるわけなんですね。

ですから、今、白老町では学校関係のＩТの整備に充てていると思うんですが。そういうふうな中

で、これを歩道整備に持ってこれるかということになると、私どもと今としてはですね、すぐとい

う話にはならないでないのかなという。最低でも３年ぐらいはかかる。もし、これでやるとなれば

ですね。その事業が終わるのが３年後ぐらいだと思いますが。それ以降になるのも・・・。 

○委員長（加藤正恭君）  何が３年後。 

○土木課長（山本憲次君）  今、交付金が使われているIТの事業が終わるというのが。 

○委員長（加藤正恭君）  いいですか、宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  はい。 

○委員長（加藤正恭君）  他の委員さんでどなたかありましたらどうぞ。そうしたらね、課長ね。

今の宗像委員の①の問題であれば、今の虎杖浜の現状を見た場合、条件としてはまるっきり対象外

だというふうな判断になりますね。現在の状態では。 

○土木課長（山本憲次君）  現状から行きますと非常に厳しいとこかなという。 

○委員長（加藤正恭君）  いや、厳しいと言うよりも、まるっきり全然対象外でしょ。 

○土木課長（山本憲次君）  対象外と言っても、そこはやはりテクニックの問題で。 

○委員長（加藤正恭君）  テクニックと言ってもね。 

○土木課長（山本憲次君）  それはやっぱり、あまりにも少なすぎるからね。 

○委員長（加藤正恭君）  少なすぎるからね。通学生が６人しかいないでしょ。それから一般の

人は何名って言ったっけ。もう一度ちょっと。 

○土木課長（山本憲次君）  車が１２時間の自動車交通量が１，０００台、通学路にあっては５

００台以上。 

○委員長（加藤正恭君）  これも１２時間ですか、５００台というのは。 

○土木課長（山本憲次君）  そうです。歩行者交通量、これは一日２４時間なんですが１００人

以上ですね。通学路にあっては学童園児が４０人以上。 

○委員長（加藤正恭君）  ４０人以上。ということは①の場合は全然考えられないんだな。相当

な数をでっち上げでもしない限りはね。①の場合はね。問題は①´だな。これは３年間我慢すれば、

可能性としてはどうですか。 

○土木課長（山本憲次君）  私の方からは。全く見通しは・・・。 

○委員長（加藤正恭君）  やってみなければわからない。 

○土木課長（山本憲次君）  いろいろたくさん事業控えておりますので。今の段階では企画にも

言えないのかなと。 
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○委員長（加藤正恭君）   はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  一つはね、登別まで抜く時に街路の計画はここまではなってなかったん

ですか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君）  街路はですね、北吉原までですね。今、鉄北幹線ずっとぐるっと回

って大昭和の横から国道にタッチするという。それが、こちら側の最終の部分になっていますね。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  要するに鉄北一本抜くということになれば、最終的には道道ということ

になりますよね、当然ね。そういう要求もしていると思うんだけれども。街路というか、そういう

要件であれば用地処理がされているのかなと思ってたんだけど。これは今の歩道ある所からこっち

側は全く用地処理は、現況道路の部分、車道の部分だけの用地処理しかされていないということで

すか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君）   当然、補助事業でやられていますので必要幅しか用地処理しかさ

れていないです。ですから、車道に必要な形の中の幅員しか用地処理されていないと。歩道付いて

いる方もそうです。 

○委員（大渕紀夫君）  もう一つ。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  例えば道道に昇格になる場合ですけれども、今は道も金がないから、な

かなかこっちがきちんと作ってあげないと受けないというのもあるんでしょうけれども。必要で言

えば、苫小牧に抜けるのと登別とどっち先になりそうですか。道道の関係で言えば。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君）  状況から行ったら、やはり苫小牧側の方が先になるんじゃないかな

と。 

○委員（大渕紀夫君）  ということは外からは全く、今の状況では外からも無理だと。外からと

いうことは、町外のところに頼るのはほとんど無理というふうに言わざるを得ないと。 

○委員長（加藤正恭君）  課長ね、僕からも最後の方の点なんだけど。これは将来的には登別・

苫小牧間の道路になるわけですよね。町で整備するんだけど、将来的には道道で整備してもらうと。

で、２年か３年前にもわかさいもの所を見たことをあるんだけれども、登別さんと白老町とでは話

が一応ついていると。問題は白老から苫小牧に抜ける、樽前の方へですね、駒沢の中通りですか、

あそこへ抜けるのか山側へ抜けるのかが決まらないからはっきりしないんだというような説明があ

ったんだよね、過去においてね。だけど、一つのこういう①、①´、②の考え方も一つの方法とし

てあるとして、もう一つは道道としての昇格ね。登別・苫小牧道路の一部であるのは間違いないわ

けだから。だから、それらも含めた検討というのは、こちらより遅くなるものかな。どんなものだ

ろう。 



１０ 

○土木課長（山本憲次君）  時期から行ったら、やはり相当、道道昇格の方がまだ見通し全く立

たない。厳しいのかなと思いますし。仮に道道昇格されたにしてもですね、やはり北海道としては

まず整備するのは狭隘の道路だとか、要するに直角に曲がっているクランク道路だとか、やはり先

に手をつけていくんでないかなと思うんですよ。ですから、歩道ということになりますと、やっぱ

り相当またその先という。 

○委員長（加藤正恭君）  じゃあ、もう道道の問題は考えられないという、まずね、今の当座急

ぐ問題とすれば考えられないというふうに理解していいわけだな。わかりました。他に、委員さん。

はい、どうぞ、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  すみません、大体で結構ですから、正確じゃなくて結構ですから、用地

処理を抜いた分の事業費というのはどんなものですか。逆に言えば用地処理がどれぐらいの、何％

ぐらいですか、この金額の内の。そんなに正確じゃなくていいですよ。大体４０とかさ。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、どうぞ。 

○土木課主幹（岩崎勉君）  ２ｍ５０の歩道を作るので大体５千万かかる予定になっております。 

○委員（大渕紀夫君）  用地費が。 

○土木課主幹（岩崎勉君）  いや、工事費が。それから引くとですね、一応、大体１，５００万

くらい用地費がかかるんじゃないかなと。 

○委員長（加藤正恭君）  用地費が１，５００万。それと今の大渕さんの話に関連してね。用地

は、所有者はもう調べてありますか。台帳上は。ほとんど地元ですか。竹浦・虎杖浜通りは随分名

古屋だとか向こうの方も結構居たんだけど。虎杖浜の場合はどうですか。ほとんど地元の方ですか。 

○土木課主幹（岩崎勉君）  ３分の２ほどは地元なんですよ。 

○委員長（加藤正恭君）  じゃあ、３分の１は。 

○土木課主幹（岩崎勉君）  地元外です。 

○委員長（加藤正恭君）  今度、用地買収にまた手間かかるな。そういうことも考えられるでし

ょ。はい、他に委員さん。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  わかるかどうかわからないけど、②でやった場合、臨時地方道路整備事

業債でやった場合、これは交付税措置ありますか。 

○土木課長（山本憲次君）  ございます。 

○委員（大渕紀夫君）  何％ぐらいですか。３０ぐらい。 

○委員長（加藤正恭君）  大渕さん。 

○委員（大渕紀夫君）  いや、いいです。わかりました。 

○委員長（加藤正恭君）  他にどなたか。何かお聞きしたいことがあれば。 

○委員（大渕紀夫君）  一つ、無かったらいいですか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  参考人さんに聞いても構いませんか。 

○委員長（加藤正恭君）  ちょっと待って。参考人に聞くのはまた後で聞きます。他に、役場の
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担当課にお聞きしたいことないですか。課長ね、さっき歩道の設置されていない区間というのは３

箇所あると、竹浦虎杖浜通りの中にね。その内の今回出た陳情書の所が一つだと。その他に竹浦の

方でまた２箇所ぐらいあるんだよね。向こうの方はまるっきりそういう計画はないんですか。どん

なものだろう。結構、通学路として利用されてはいるんですよ。ただ、地元竹浦の方からは陳情と

か何とかというような話はないからあれなんだけれども、その点はどんなように考えているかな。

はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君）  １箇所目のですね、小学校前踏切と国道との間ですね。先ほど言い

ましたように、今年、一条通り、中通りから、旧国道から踏切までは整備いたします。あと残るの

が要するに国道と旧国道の間なんですが、それは全く家もございませんし。 

○委員長（加藤正恭君）  あまり人も通ってないから。 

○土木課長（山本憲次君）  通るというような状況でないですから、それは考えておりません。

もう一箇所につきましては、さっき言いましたように合田踏切から真っ直ぐ下がった交点から山海

荘側に向かって２３６ｍですか、その区間なんですがこれについては処理不能地ということで、面

積が特定出来ないという状況なんですが、あの区間が。それで用地買収も出来ないような状況で、

あそこは改良も何もしていないような状況です。現道に要するにテンプラ、３ｃｍをかけて通行し

ているというような状況なものですから。残っているのはそこの区間ですね。それと今の請願出て

いる３箇所ということです。 

○委員長（加藤正恭君）  具体的に処理不能地というのは、名前とか何とかは別にしてね、実際

はどういう意味なんですか。岩崎主幹どうぞ。 

○土木課主幹（岩崎勉君）  処理不能地というのは、広い土地がありましてその中に土地が１０

箇所とか２０箇所あるんですけども、その部分がですね、その分筆されたところが確定されないと

いう形。要は広い土地に分筆した土地があるんだけども、その土地がどこにあるかは確定されてい

ない形になります。 

○委員長（加藤正恭君）  それは測量上の問題なんですか。 

○土木課主幹（岩崎勉君）  そうなります。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、どうぞ、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君）  登記上では面積は全部登記されておりますよね。ところが実際、現

地と登記上とは不符合だという状況の中で境界が確定できない状況の土地を処理不能地というか。

これは白老にそこだけでなくあるような状況なんです。 

○委員長（加藤正恭君）  あちこちにあるんだ。そうしたら地主はどういうふうになるの、それ

は。地主と言うか、広い土地の地主というのはいるわけでしょ。例えば、３００坪の地主があって、

その中に・・・。 

○土木課長（山本憲次君）  広い土地というのは、一つの一画の中に１０画だとか２０画だとか

分かれてますよと、これを広い土地と表現したんです。 

○委員長（加藤正恭君）   あ、そういう意味なの。なるほど。そうしたら、地主がわからない
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とか行方不明だとか、相続でどうしてもそういうふうにならないとかって、そういう意味じゃない

んだな。測量上で処理出来ない。 

○土木課長（山本憲次君）  用地が確定出来ないということになります。 

○委員長（加藤正恭君）  そういうのがあるんだ。永久に不処理になるわけですか。はい、山本

課長。 

○土木課長（山本憲次君）  永久と言うかですね、大きな面積の何十ヶ所もある、当然その先は

もう確定されておりますが、その中を全体を測量してその面積が当てはまるかどうかやってみて、

そして減るところだとか、当然増えるところもあるかもしれませんけど、そういうふうな了解を得

た中で図化していかないとならないんですよ。それが、要するに個人では無理だから町でやるんだ

ったら何とかやれるんでしょうけど、ただ、それも要するに町費をかけてですね、実際減ったとこ

ろのはんこをいただけるかどうかという問題もございますし。 

○委員長（加藤正恭君）  無駄なことはしないということですか。 

○土木課長（山本憲次君）  そうなんですよ。それでその区間だけ簡易舗装で、現道なりに簡易

舗装かけるのは法律上問題無いものですから。そういうふうな処理をしているということです。 

○委員長（加藤正恭君）  どうですか、各委員さん、他にありませんか。無ければですね、また

何かあったらあれですけども、先ほど大渕委員から参考人さんにお聞きしたいと、こういうような

提案があったんですが。じゃあ、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  簡単なことなんです。一つ、どなたでも結構なんですけど。さっき、ち

ょっと聞いた時に駅を渡っても、現道は歩道がないんですけどもね、今の道路をそのまま行っても

小学校に通う距離はそんなに変わらないのではないかというようなお話をちょっと聞いたような記

憶なんですけど。それはそうなんでしょうかということが一つです。 

 それと、もし同じだとしたらなぜ駅を通るのか。危険度が駅の方が無いために駅を通るという方

が望ましいということなのかどうか。ちょっとそこら辺が理解出来ないものですから。それはなぜ

そういうことを聞くかと言うと、何も変なことを聞いているんじゃなくて請願の願意がどこにあっ

て、どういうことが一番我々正確に理解して議会の中でお話をして、ここで話したものが本会議で

かかりますので、その時に我々が責任を持って答えなくちゃいけない部分、もちろん委員長ですけ

どもありますので、そこら辺なぜそうなるのかというところが、もし、ありましたらもうちょっと

聞かせていただきたいなということなんです。単純にそのことですから、何も難しいことじゃない

です。 

○紹介議員（吉田正利君）  私でいいでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君）  吉田さん、どうぞ。 

○紹介議員（吉田正利君）  私が今までの事情を調べた経緯から判断させて回答させてもらいま

す。もし、補足がありましたら。一つはですね、ＪＲ側がもし、事故があった時に一切私どもに起

因する要因をかかってこないという保障をあなた方が出せるかどうかという問題。ＪＲの立場から

です。で、「わかりました。子供さんが怪我しても何してもおたくには一切迷惑かけません。」とい
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うことになったら、また話が違うかもしれない。非常にこれは問題あると思うんでございます。こ

れははっきり言っているわけじゃないんですけれども、暗に管理責任ということを主張された時に

我々の管理責任が、もし、事故あった時に、あなた方が通った時にというような、そのような受身

で非常にＪＲも役所的な感覚が強いところもあると思うんです。一つ、そういうようなこと。これ

は私が今、経過を聞いた判断で。たぶん、ＪＲは要求しているだろうと。それでいいと言うなら、

例えば通っていいかと言うかわかりませんけれども、今までの話しぶりからするとそういうふうな

ことが非常に暗に話しているんじゃないのかなということがあります。これは私、ＪＲ登別と苫小

牧と札幌にお邪魔した時に「あ、意外と役所だな」って感覚で捉えたんですけども。植木をあそこ

まで伐採させるのに１年かかったんですけども、その時も「あなた方刈るんだったら好き勝手にや

ってもいい」とは言わないんだけれども、「木をどうするんだ」というようなことを言ってきました。

その時にいろいろと話している経過をすると、「勝手に取って、勝手に怪我したら、俺らに責任取ら

せないだろう」という言い方をぱっとしたものですから。まず、そういうふうなことがあります。 

 それからもう一つは安全上の問題で父兄が同伴しないであそこを渡っていく時に、本当に真実事

故があったらどうなのかなということがやっぱり通学上の安全、児童の安全確保という、そういう

ふうな観点から見て、非常に重要な要因でないのかなということを私自身は今までの経過捕らえて

おりました。その意見でございます。何か他にあれば。 

○委員長（加藤正恭君）  どうぞ。 

○虎杖小ＰТＡ会長（本間智君）  今、大渕委員さんですか、大体のことを聞いて質問に答える

部分でわかっている範囲内で答えたいと思うんですけども。まず、ずっと延びているあそこから未

歩道区間の終点までなんですが、そこが舗装になったのは一番最後なんですね。それから、今、見

てもらってきたとおり人家というのは全くないのですよ。ですから、鉄橋を渡ってという格好にな

ったわけなんです。で、それと距離的なもので言うと、こっちからの距離というのはちょっと遠回

りにはなりますけど、ほとんど変わらないというのはそのとおりなんですが。その頃は駅を使う人

たち、一般客もすごく多く、段々今は乗客の数というのはすごい減っていると思うんですけども、

ＪＲではそれを監視する人もいないし、もちろん無人化になってからは駅員さんもいないと。その

中で通学路として残っていると。ただ、現在についてこっちに通したいんだけど歩道がないと認め

られないということで、利便性、安全性を考えてあっちから回った方がいいんじゃないかというの

で。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  それでね、なぜこういうことを聞くかというとね。私が単純に思うのは

今のＪＲの駅を渡るよりも歩道がなくても距離が同じであれば、子供たちにかかる負担が同じであ

れば、危険度がどちらがあるのかということを考えたら駅でなくて道路が危険度が少ないのかどう

かということは私はわかりませんが、だけど私は駅というのはかなり危険なような気がちょっと今

したんですよ。それで、出来ればきちんとした通学路を通るという指導をされて、そしてここを通

っているんだから歩道を付けなさいっていうことの方が理屈としては通ると私は思うんです。これ
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は個人的なものです。だから、今の状況だとね、ＪＲ渡るのは危険だからこっちに歩道を作れと。

こっち通りたいんだけど、歩道がないから通らないんだよという理論ですよね。皆さん方の今の理

論はそういう理論だと思うんです。だけど、私はやっぱりね、今、距離が同じであって抵抗がない

んであれば、今の道路を、今、通学路と学校が決めている所を歩道がなくても通られて、危険度が

どちらがあるか私はわかりませんけど、そちらを通られてね、そして、ここはこうやって通ってい

るんだと。ＪＲ駄目だと言うし、危険だからこっちは通らないと。だけど、こちらの道路通ってい

るんだけどここは歩道がない、これは通学路としておかしいんじゃないかという論法の方が何か非

常に通りやすいのがあるような気が私自身はするんです。これは僕だけかもしれません。他の方は

わかりません。町にやっぱり、ものをきちんと申すときに、あそこに今通ってないんだよと。だけ

ど、ＪＲ駄目だと言うんだけど通っているんだよと。だから、それ危険だからこっち歩道付けてく

れたら、こっち通るよというのはちょっと何かどうしてそうなっちゃったのかなという気がちょっ

としてるんですけども。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、藤原会長さん。 

○連合町内会長（藤原善治君）  この件はですね、前々からＪＲの作業道路ありますね。あそこ

を利用して通っていた生徒が随分いたんですよ。あそこが結構冬場になると通っているもので街灯

をつけてほしいという要望もあったんだけども、ＪＲ用地内にはそれは駄目だということですね。

それから、今はっきりしていることはＪＲの今の跨線橋も、それからＪＲのホームも、あそこを通

ることも基本的に駄目なんですよね。駄目ということははっきりしているんですよ。ですから、こ

れは学校指導の方からもお願いして、あそこを通ったら駄目だよとはっきり言ってしまえば、あそ

こを通らないことにして。そうしますと自動的に歩道はどうしても必要になってくるんですよね。

ですから、そのことについてはきちんとした、曖昧な形でなくＪＲは一切使っちゃ駄目だというこ

とにしてしなきゃ駄目なんですよね。ＪＲ認めないから。そうしますとね、どうしても歩道は作ら

なきゃいけないということになってしまいますね。先ほど、吉田議員さんからも言われましたよう

に、ＪＲでは事故があった時に保障をどうするかと言ったって恐らく保障はしないでしょう。駄目

な所を通っているから事故になったってね、と思うんですよね。ですから、私は基本的に歩道は必

要であろうと。歩道をずっと通って学校へ行くとお互いに安心ですね。我々、地域の人方も歩道を

通って学校へ通っているのであればという安心感もあるわけですね。だから、ＪＲを通っちゃ駄目

だということをはっきりした方が私はいいと思います。そういう意見です。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  ちょっと誤解されたら困るんだけど。地域の方々がＪＲの方がいいと思

っていて通っていらっしゃるときっと思うんですよ。だから、そのことが私は駄目だと言うんでは

ないですよ。そうじゃなくて、理論としてはその方が通るんじゃないですかということを言ってい

るわけですから。何か、私はどうしてもＪＲが駄目だと言うんじゃなくて、そっちの方が安全だと

思われている方がいらっしゃるかもしれないし、私にはわからないことです。私が言っているのは

そうなんだけれども、私はもうＪＲを通るなとか、こっちにすれとかというじゃなくて、そういう
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ことがあるんだけれども今、連合町内会長さんが言われたように、私は形としてはやっぱり町道、

通学路を通っているんだけれども歩道がないから付けてほしいんだよという方が非常にいいのでは

ないのかなと思うけどいかがかなものですかということですから、ちょっと誤解しないでください。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、吉田議員。 

○紹介議員（吉田正利君）  現在、中学生がこの町道を通っているんですよね。１００％駅のホ

ームを渡っているわけではない。小学生だけがこちらを渡っているの。３名は自転車通学なんです。

現在、小学生が１名の方が６年生でございます。来年になりますと中学生が４名になります。です

から、駅よりも向こうの方が多くなるという話です。そういうふうな現状を考えるとぱらなんです

よね。両方とも使っているということになるわけです。しかも１年後にはまた学生さんが向こうを

通っちゃうと。自転車通学でございますので。そのような感覚でご了解いただきたいと思いますが。

現状をですね。 

○委員（大渕紀夫君）  わかりました。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、山本委員どうぞ。 

○委員（山本浩平君）  単純な質問なんですけども、学年構成を、現在のですね。それをちょっ

と参考までに教えていただきたいなと。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、吉田さんどうぞ。 

○紹介議員（吉田正利君）  先ほどお話しました。小学生は１年生が１人、２年生が１人、３年

生が１人、６年生が１人でございます。中学校は現在、私は学年は確認しておりませんが３名が現

在自転車通学中でございます。学校側の方でございます。 

○委員長（加藤正恭君）  今ので行くと４名しかいない。先ほど６名って言ってたけど。小学校

６名って言ってたね。 

○副委員長（山本浩平君）  現地でお聞きした時は６名というお話を聞いたけど。 

○委員長（加藤正恭君）  実際に通学している数字は４名なんですか。 

○紹介議員（吉田正利君）  ４名です。私のは４名です。１年、２年、３年、６年で。 

○委員長（加藤正恭君）  在籍２人というのは何なの。現実には６名なんですか、４名なんです

か。 

○虎杖小ＰТＡ会長（本間智君）  現実にはと言うか、通る時があるというので・・・。だけど、

実際の話は通っていると言うか、家があるのは４名だと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  ４名。ただ、籍がそこの家にあるようだけど、実際は別な所から通っ

ているんですよと。 

○虎杖小ＰТＡ会長（本間智君）  通うと言うか、泊まった時に通るとか。 

○委員長（加藤正恭君）  泊まった時ぐらいとかね。毎日じゃないということですね。ただ、先

ほどいろいろ現地に行ってお聞きしていると、現実にあの線路を渡っている子供さんがいるって言

うんですね。小学生か中学生か、恐らく大人の方もそういう方がおられるんだろうと思うんだけど。

果たしてこっち側の方に歩道が出来たから、これは指導の問題になるんですが通らなくなりますか
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ね。こちらに歩道が出来て、こっち渡って学校に行ってくださいよと言ってもですね、やっぱり線

路を渡る子供さんがいるんじゃないかという。勘ぐればですよ。全部がせっかく作ったんだからこ

っちを通るんですよという指導が徹底するんなら生きるんですが。４人いる、５人いると言うけれ

ども、２人や３人はこっちで通っても、面倒くさいからと言って線路を渡る子供さんが数の中には

父兄を含めておられるんじゃないのかなと思うんですけども。 

○連合町内会長（藤原善治君）  大人も子供も同じですね。渡りますね。 

○委員長（加藤正恭君）  やっぱりそうなんでしょ。現実としてはね。 

○連合町内会長（藤原善治君）  今、駅の向こうの方にも渡る人がいるんですよ。公民館の裏辺

りの所を、あそこの辺を大人の人が渡る人が多いものでね。 

○委員長（加藤正恭君）  踏切じゃなくて。 

○連合町内会長（藤原善治君）  洋ランやってますね。あそこの所に出る人が結構あるのでＪＲ

で柵を囲ったんですよね。柵をしたんだけれども、さらに柵の切れた所からまた渡っている人がい

るというようなことを聞きましたんですがね。だから、ずっと柵してしまわないとどこからでも出

て行くような。それは大人ですね、渡るのは。 

○委員長（加藤正恭君）  事故がないからいいようなものの・・・。 

○連合町内会長（藤原善治君）  そうそう。公民館に行くにしても近くて。例えばね、カラオケ

なんかをやる場合、人が公民館行くのにあそこを通って行く人がいるんですよ、近いからね。車な

い人は。車ある人はずっと行くんだけど、車ない人は柵したけれども柵の外れた所からまた出て行

くというようなことを聞いてますね。だから、なかなかね。もし、絶対だと言ったら、ずっと柵を

してもらわないと。 

○委員長（加藤正恭君）  柵したってペンチ持って行って切る人もいるからね、また。はい、小

西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君）  歩道をつけるという形で今回が請願上がってきているんですけど。町内

会や学校の方で跨線橋をつけて歩く人も自転車の方も通れるというような検討をされたことはない

んですか。地図を見ると鉄北の方も結構、今、おばあさんがちょっと通っているのを見たんですけ

ど。生活道路としてあった方が子供たちだけを考えるより、そういう方が利便上使われるんじゃな

いかという気がちょっとしたのと、また金銭的な問題でもそういう方がコストも安いし請願が通り

やすいのかなという気もしたんですけど。個人的な意見も交えてですけども。中学生になると自転

車通学されますよね。自転車通学だと歩道つけてって言えないですよね。道交法上、歩道を通っち

ゃいけないんですよね。 

○連合町内会長（藤原善治君）  基本的にね。道路法では駄目なんですよね、自転車は。 

○委員（小西秀延君）  そうなんですよね。 

○委員長（加藤正恭君）  課長、参考のために。あそこに枝葉つけるとしたら莫大な金かかるで

しょ。歩道橋。はい、山本課長どうぞ。 

○土木課長（山本憲次君）  歩道橋は枝をつけるだけでは構造上もたないんでないかなと思うん
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ですね。やはり、架け替えて今度フードいろいろなものが伴ってきますのでね。今度、構造上は全

部架け替えないと恐らくもたないんじゃないかなと思うんですね。 

○委員長（加藤正恭君）  そうしたら全部を新しくしなきゃならない。ＪＲではやらないな、そ

ういうことは。まるっきりしないね。 

○委員（大渕紀夫君）  それと取り付け道路いるでしょ。正式には取り付け道路いるでしょ。民

地だから取り付け道路なかったら駄目だもん。町が正式にやるとしたら。 

○委員（小西秀延君）  場所を変えて跨線橋にして新しいのをつけるのと、歩道をつけていくと

いうのとどっちがコスト的に、大雑把でいいから。 

○委員長（加藤正恭君）  ＪＲの部分はＪＲがやるんだわ。ＪＲではやらないでしょ、おそらく

そんなものは。 

○委員（小西秀延君）  いや、ＪＲの所じゃないところさ。 

○虎杖小ＰТＡ会長（本間智君）  まず、声が上がったというのは子どもたちの声なんですよ。

で、駅を通るのがとにかく怖いと言うんです、あそこが。うっそうとしていて、それで言ってほし

いと言って。通学路としてあっち通れない、認められてないていうのを聞いて、それでいろいろ話

しをしたのが最初です。で、今、後ろの方は歩く人ですから割とウォーキングですとか健康を考え

てそういう人も多いので、その分とにかくかえって安全なのにということでね。今みたく割ときれ

いになっているといいんですけど、街灯もないし、中学生は列車に乗って白老までスイミングスク

ールに行っているんですけど、それも怖いと言うんですけど。誰かと友達と帰ってきて降りても、

迎えに来てもらうまでの間１人でいるのいやだから２人で待っているんですね。で、２台来てやっ

と帰っていくような状態で。やっぱり不審者が出る、そういうような状態があるというのが請願の

一番の元になっているだろうと思います。そういうところからスタートしたことです。 

○委員長（加藤正恭君）  せっかくですから参考人に何かお聞きしたいこと、どうぞ。宗像委員

どうぞ。 

○委員（宗像脩君）  校長先生が今年来られたばかりだということで大変な問題に出くわしてい

るなと思うんですけども。私たち委員会はこの陳情が採択か不採択かのどっちかしかなくて、今日

でなくて後日決めるわけですけども。もし、採択になったからと言ったって２年や３年でこれ出来

るものではなくて、まだまだ何年もかかるわけですけども。そうすると、私が考えるのは一番先に

解決しなきゃならないのはやっぱりＪＲの問題なんですよね。これをどうしても通させないと言い

ますか、子供の安全ということを考えて。で、今はまだ歩道は出来ていない。そうすると子供の安

全指導をどうするかというと、やっぱり教育現場の方に責任と言いますか、それがかなり関わって

くると思うんですけども、その辺り校長先生はどういうお考えになっていらっしゃるかなと。 

○委員長（加藤正恭君）  柚田校長先生どうぞ。 

○虎杖小学校長（柚田恭幸）  一番気になるのは逆に空白の期間が一番心配ですね。現状で今、

駅の所から通学路として、それを動かせない状況にありますよね。というのはそこの所をカットし

てしまうと次の通学路を設定しなければいけませんで。ところが今、子供たちの通学路として考え
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ているのは、これは教育委員会との関わりあるわけですけれども、より安全な所はどこなんだろう

って考えていくと、やはり歩道がまず一つ考えられることです。そうすると歩道が設置されている

のは反対方向に行っちゃうわけですけれども、土屋ガーデンの方を回していくしかないわけですよ

ね。じゃあ、こちらの方はどうですかと言ったら、距離的に変わらないからどうですかと言われて

も今の時期は確かに明るくていいのかもしれないです。ただ、この後凍結路になったらどうなるの

かなというのがあるわけです。たかが何ｃｍかの段差かもしれないですけども、滑ってくる子供に

対して無防備な状態かどうかと言ったときに、やはり歩道があるとその分というのはある程度のよ

り安全性が確保されるんじゃないかなということがあるのと。それから、今、交通事故だけじゃな

くて不審者の問題を考えていくとある程度の広がりというのが必要じゃないかなという、その辺り

から歩道ということも一つお願いをしていたんですけども。じゃあ、実際にそれが出来るまでどう

するかと言うと、実際問題として現実もそうなんですが親に頼っているのが事実です。ですから、

今どうしているんですかと、実際にはＪＲ通れませんのでじゃあ子供をどうやって歩かせているん

だというと歩かせようが正直言ってありません。ですから、親の責任ということで親の送迎に頼っ

ているというのが事実です。ただ、これがいつまで続くかと言うと、やはり親の方では自分の安全、

子供の安全性ということを考えていくと出来るまでそうしてくれるのかなと。甘いかも知れません

けども学校としては事実です。指定をもしもするとして土屋ガーデンの方を通しますと、向こうで

も踏切が狭いということもありますし。また渡ってから３６号線に出て行くことについては、いず

れも直線で明るいです。逆に山側の方になるとＳ字の方で子供の歩いている姿というのは見えない

ですよね、実際問題。そうすると不審者のことを考えると、あそこに指定を出来るかと言うと正直

言って二の足を踏んでいるのは事実です。ですから、今のところ歩かせるのも非常に不安を感じる。

ですから、動かしたくても現実として動かせない状況です。ですから、親に頼っているというのは

事実です。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、どうぞ、宗像委員。 

○委員（宗像脩君）  もう１点皆さん方にもお伺いしたいんですが。その道路の整備状況はかつ

て車道だけでも整備してほしいと言ったと言うんですけど、確かに整備してない時には歩道なんて

いいから車道だけでもというふうに。それよくわかるんだよ。ということは今、何もないところに

歩道をつけようということで、今これに１．５ｍと２．５ｍのが出てるわけですけれども、経費の

ことを考えればやっぱり若干１．５ｍでもいいからしてほしいと思うんだろうけれども、先々のこ

とを考えて、１０年、２０年後のことを考えた場合に私は地元でないですけど、やっぱり２ｍ５０

ぐらいは必要だなと私は思っているんですけど、地元の方はどうでしょう。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、藤原さん。 

○連合町内会長（藤原善治君）  やっぱり今おっしゃったように先々のことを考えると２．５ｍ

が好ましいと思います。私はそう思っております。 

○委員長（加藤正恭君）  それから今、希望しておられる所の歩道の部分の街路灯はどういう状

況ですか。例えば、夜あそこを歩くとしたらどんな状態ですか、街路灯は。はい、藤原さん。 
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○連合町内会長（藤原善治君）  これはですね、今、電柱１本おきに点いているんですよ。 

○委員長（加藤正恭君）  ５０ｍ間隔だろうか。吉田さんどうぞ。 

○紹介議員（吉田正利君）  電力会社の基準で行きますと電柱というのは特殊な場合でない限り

５０ｍが基準です。ですから２スパンなら１００ｍになると思います。 

○委員長（加藤正恭君）  じゃあ、１本おきということは１００ｍ間隔で街灯が点いているとい

う状態ですな。はい、どうぞ、藤原さん。 

○連合町内会長（藤原善治君）  踏切まではそうなんですね。踏切越えて学校へ行くと・・・。 

○委員長（加藤正恭君）  学校って中学校の方ですか。 

○連合町内会長（藤原善治君）  ええ。後で陳情しましてね、全部点いておるようですね。今、

踏切までは１本おきです。 

○委員長（加藤正恭君）  そうしたら今の希望している所は夜道歩くということはちょっと危険

ですね。現状ではね。 

○紹介議員（吉田正利君）  現状では。１本おきというのはほとんど無いのと同じですよ。 

○委員長（加藤正恭君）  １００ｍに１つだからね。車では問題無いですけどね。他に何か参考

人さんにお聞きしたい、また課長に聞き漏らしている点があれば担当課にどうぞ。ないですか。大

体わかりましたね。それでは、一応ここで結論はもちろん出せませんので、改めて常任委員会を開

いて、そこで忌憚の無い意見をまた委員同士で、課長なんかもお願いしてですね、それで結論を出

したいというふうに考えております。本会議には委員長報告でその結果を出しますし、陳情者の皆

さんには文章で追ってこういうふうになりましたという返答は後日行くと思いますが。そのような

形で今後進めていきたいと思います。ここでは結論を今は出さないということで。 

                                          

      ○閉会の宣告 

一応、今日のところ、審査の方の委員会は閉じたいと思います。どうもご協力ありがとうござい

ました。 

 

（閉会 午後４時１９分） 

 


