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     ○開会の宣告 

○委員長（加藤正恭君） ただ今から産業建設常任委員会を開催いたしたいと思います。 

                                          

○委員長（加藤正恭君） 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。 

［「意義なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（加藤正恭君） ご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をいたします。

中村主幹お願いします。 

○事務局主幹（中村英二君） それでは本日の予定につきまして土木行政の現状と課題についての

所管事務調査等を行います。去る７月１３日の委員会で下水道整備に関する事項が追加提案されて

おりますので下水道課の吉田主幹に出席を依頼しまして本件についての説明を求めております。休

憩を挟みまして昨日の請願第１号の審査を行います。終わった後、再度、土木行政の現状と課題に

ついての所管事務調査を行い、土木課に５点ほど質問等のお願いをいたしておりますので、この説

明を求める予定となっております。また、関係事項といたしまして、休憩もしくは委員会終了後と

なりますが町側から都市計画街路石山大通整備事業経過についての報告をしたいということの申し

出がありましたので、この説明を受けることとしたいと思います。以上であります。 

○委員長（加藤正恭君） それでは早速土木行政の現状と課題についての所管事務調査を行いたい

と思います。今、中村主幹からお話がございましたが下水道整備に関しての事項。これは午後から

ちょっと何か別なプロジェクトが入るために下水道課だけ先にやらせていただきたいという申し入

れがございました。それで、午前中から下水道課の担当をおいでいただいて審議すると、こういう

運びにしたいと思います。それから時間があれば請願書の検討と。それからまた午後からは所管事

務調査。また先ほど言われた助役の方から出ております石山大通の件を経過を報告したいというよ

うな申し入れがありますので、中に挟んでそういうふうにして進めて行きたいと思います。それで

は、早速吉田主幹がお見えになっておりますので下水道課としての現状をですね、ご説明を願いた

いと思います。何も資料がないようですけれどもよろしくお願いいたしたいと思います。はい、吉

田主幹どうぞ。 

○下水道課主幹（吉田清一君） では、ご説明いたしたいと思います。まず、当委員会から出てお

ります下水道面整備における優先順位についての資料を求めたいということでありますが、これに

ついては資料等というものはうちの方では用意しておりません。優先順位についての考え方なんで

すけども、まず下水道整備にあたりましては技術的な問題が１点あります。それと財政的な問題が

１点あると。まず、１点目の技術的な問題と言いますのは、下水道は自然エネルギーを利用して処

理を行うと。下水の排除及び処理を行うという一つの基本原則がございますので、まず下水終末処

理場を起点として下流側から下水道管の整備を行っていくというのが現状でございます。現状とい

うことは実態でございます。それと地区内の整備、または終末処理場から延ばしていく管ですね、

管についてはこれは財政上の問題、補助対象路線、主要な幹線と我々言っておりますけども、補助
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路線を下流側から上流まで先行して整備をしていくと。主要幹線が終わった場合ですね、町負担の

我々単独路線と言っておりますけども、枝整備でございますが、その枝整備を進めていくと。その

枝整備にあたりましては基本的にその地域の家屋の集積度、基本的には下流側から。そして、家屋

の集積度を現地等、または図面等で調査しまして進めていくと。そして、１路線を完結して地域の

完成をみると。終了させるということを踏まえて整備をしているということでございます。それに

関して住民の同意数とかトラブルという事例はないということで理解しておりますけども。まず、

住民の同意等につきましては基本的に事業を始める前に地域の方に下水道の事業概要、または工事

の実施方法をご説明します。その時に同じようなご説明をしますが、やはりその地域の方によって

は早くいただきたいという意見もございますが、そのような今、前段でご説明したとおり、そのよ

うなご説明をしましてご理解をいただいているということでございます。また、それに関してトラ

ブルがあるかないかということだと思いますけども、一応、今のところ、そういう説明等を開いた

結果、そういうような申し入れは今のところ、それに関する申し入れというのは私の記憶ではござ

いません。また、これは別なんですけども、まず、トラブルというようなことは事業の実施におい

て出てくるというのが実態でございます。振動と交通障害ですかね、そういうものがあると。それ

は現場サイドで各地域の住民の方とお話をしまして解決していっているというような状況でござい

ます。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君） それから２番目の財政的な問題は。 

○下水道課主幹（吉田清一君） これはですね、補助裏というのは全部起債、町の一般財源という

ことになっております。過去に与える影響ですね、これを考えると起債の償還額をいかに小さくし

ていくかというようなことでですね、基本的に国もそうなんですけども、補助路線と単独路線、町

負担路線ですね、大体７割弱の割合が補助路線と。その年または全体の地区の割合がそうですよと

いうような指導をされております。そういう形で大体６割弱、７割程度だと思うんですけども、７：

３の割合ぐらいで主要幹線と単独の路線の面整備を行っているというのが実態でございます。 

○委員長（加藤正恭君） それでいいですか。はい。今、吉田主幹の方から下水道の面整備等につ

いて説明がありました。各委員さんから何かお聞きしたいことがあれば質問を受けたいと思います

が、どうぞ。はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君） 町民の反応と言いますか、例えば何々団地の中であっても家は早く付けてほ

しいよという人と、全く逆に家はいらないよという人がいる、そういう声も聞こえてくるものです

から。その辺りの実情と言いますか、それはどうなっていますか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、吉田主幹。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 今の現状を申しますと、整備が市街地から離れて行っております。

今、宗像委員さんの方から言われたとおり、各団地ですね、この団地の特徴と言いますか、高齢化

が進んでいるというような実態になっております。それで、今、委員さんから言われたような、相

反する声が実際あります。特に管を布設しますと受益者負担を求めますので不在地主の方が逆にそ

ういう声は強いというふうに受け止めております。ただ、住んでいる人は高齢の方でも大多数の人

は早く下水道を整備してほしいというような状況になっております。ただ、今、こういう状況なも
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のですから普及と言いますか、面整備の方は控えていると言いますか、テンポを遅らせているとい

うような状況でございます。 

○委員長（加藤正恭君） よろしいですか。はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君） うちはもう高齢者だし跡継ぎもいないしいらないよと言った場合には、そこ

の家のいわゆる枝線と言いますか、それは引かないと思いますけども。ただ、団地を例にとった場

合に奥の方もあるので、いわゆる本管と言いますか、それはずっと通さなきゃならないという。そ

ういった場合、本管を通すだけでも家はいらないよと言った人のやっぱり負担金あるんですよね。 

○委員長（加藤正恭君） 吉田主幹どうぞ。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 管を通して下水道の使用が可能になれば負担金の徴収はあります。

賦課はあります。 

○委員長（加藤正恭君） はい、宗像委員。 

○委員（宗像脩君） そこでですよ。そこで家は要らないんだよと。私の家には引っ張らなくても

いい。だけど、そこを通るために負担金はかかると。その辺でのトラブルというのはどうですか。

払う、払わないということに関するトラブルはどうですか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、吉田主幹。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 今、現状では無いというふうに理解しています。 

○委員長（加藤正恭君） はい、宗像委員。 

○委員（宗像脩君） ということはちゃんと払っているということですね。 

○委員長（加藤正恭君） はい、吉田主幹。 

○下水道課主幹（吉田清一君） その事情は別ですけども、一応、理解をされてお支払いいただい

ています。ただ、生活困窮者ですかね、また不在地主の方の納入と言いますかね、そういうものに

ついてはいろいろ遅れたり、何て言いますか、未徴収と言いますかね、そういう形になって一応表

れております。 

○委員長（加藤正恭君） 他にどなたか。はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 財政問題なんだけどね、今まではルール分以上に随分一般会計から出した

という状況ありましたよね。で、今、何年か前からですか、２、３年くらい前からルール分しか出

さないというふうになりましたよね。基本的な考え方なんだろうけど。当然、そうなれば繰り上げ

充用でどんどん、要するに赤字になっちゃうという状況になりますよね、これは明らかに。それで

ね、そこら辺が一つは一覧表で分かるような仕組み。今の下水道の財政状況。特別会計とは言って

も公営企業会計じゃございませんのでね。最終的には一般会計から見るということに、きっとなる

んだろうけども。ただ、今の下水の状況というのは国の施策によって前倒し、前倒しでどんどん、

景気いい時にやったと。そのつけが後で来ているというのはもう明らかなんですよ。ですから、今

まで白老の場合はやっちゃったから一定限度はいいんだけれども、これからやる所はもっと大変な

んだろうけどね。それにしても白老だって下水道の負担が町財政に与える影響というのは、後年度、

もうちょっと経ったらもっともっと大変になるんじゃないかと思うんだけど。そういうことが一目

瞭然でわかるものと、その問題点がどこにあるのかというところをね。で、将来どういうふう解決
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していこうとするのか。そこら辺を一つ、資料的なもので出してもらって。これは白老の町全体の

財政問題から行くと、かなり大きな一つの柱になる部分。当然、そこから出てくるのが遠隔地につ

いて言えば合併浄化槽、それをやらなければ、もう管でひっぱってやるというのはもうほとんど無

理ですよということでそういう方針が出ているわけですよね。ですから、下水道をやるということ

は非常に近代的な生活を送るんだけれども、町民全体に与える影響というのは極めて大きいと。今、

宗像さんから出たようなね、例えば私は受益者負担は払うけども下水そのものは引っ張らないよと

いう人が出てきているんですよね、結構。私の周りにもいるんですよ。ボットンでいいわと。だけ

ど、仕方ない受益者負担だけ払えというから払うかと。ということはその人たちは税金は払うけど

も文化的な生活じゃない、恩恵は受けないということになるんだよ、逆に言うと。だから、そこら

辺がやっぱり社会が発展していく中での大きな矛盾に僕はなってきているんじゃないかと思うので、

財政的な部分と将来方向と、それから現状がよく分かる状況。よく分かると言うのは、以前、町か

ら補助がいくらのやつで、今は出ないのがどういう状況かということを含めてね。そういう一覧が

やっぱり議会として僕は必要だというふうに強く思っているんですけどもどんなものでしょう。も

し、コメントあったらしてもらって資料要求していただきたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君） 吉田主幹どうですか。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 大渕委員の言われるとおりですね。今、平成１７年が起債償還の

ピークであろうということで、実は３年ほど前から将来の起債の償還の負担を少なくしようという

ことで、我々自身健全財政を進めなきゃならないということで起債の借入額を抑えております。こ

の方法をしていきますと１８年から起債の償還が減ってくる。しかしながら、過去に借入れた起債

の償還はずっと続きますので何らかの対応はしなきゃならないだろうということで、今、その対策

を練っているところでございます。課として練っているところでございます。一つには、今言われ

ましたとおり費用対効果の問題、これに関して今、合併浄化槽。これまた大変難しい問題。地域を

どこで切るかというものすごい難しい、町民の方に負担と言いますかね、ご迷惑をかけるというよ

うなことになりますので難しい問題があるだろうと。それと、この解消をするためにはやはりなん

らかの使用者の負担が発生するであろうと。それがどの位置がいいのかということを今ちょっと検

討しておりますので、ちょっと時間をいただきたいなというふうに思っております。ただ、５０年、

７０年という長期の先行投資でございますので、ある程度ご理解をいただきたいなというふうに思

います。それとまた、町民の方はやはり普及、整備が終わったら１００人全員が使わなければ下水

道の効果がないということを、これもご理解をいただきたいなというふうに思います。以上でござ

います。 

○委員長（加藤正恭君） はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 今、主幹が言われたことよく僕は分かるんですよ。全くそのとおりだと思

うんだ。ただ、現実問題としては合併浄化槽をやるというふうな方向になれば、どこかで必ず切ら

なくちゃいけない。で、切ったら、合併浄化槽を作る人は３０％なら３０％例えば町が補助したと

しても７０％は払わなくちゃいけないと、ずっと払わなくちゃいけないということになりますよね。

工事費も同じですわな。で、運営するためには何年かに１回は汲んだり、いろいろなことしなくち



 ６ 

ゃいけない。それは全部その人が負うということになるわけだよね。もちろん、我々も下水道費は

払っているんだけどさ。今、引いているものはすごく恩恵を受ける格好と言ったらおかしいけど、

なりますよね。そこの矛盾をどこで埋めるかということだと思うんです、きっと。だから、ある意

味で言えばやっぱり合併浄化槽をうんと推進するということはプラス面とマイナス面があるんだよ

ね。だから、今、悩んでいらっしゃると思うんだけど。私はやっぱりそういうことを、財政的なこ

とを含めて町民が分かるような仕組みが必要じゃないのかなと。近代的な社会と言うか、環境的に

非常にいい社会というのは必ず下水なかったらそうならないことはみんな知っていることなんです

よ。ただ、今の財政状況というのが一番問題だと思うんです、僕は。だから、そこがよく分かって、

それが町民の皆さんもよく分かるような仕組みを作るべきではないかというふうに思っているんで

すよ。ですから、今、議論されているところはここまでだということを含めた資料を出していただ

きたいということと、今、最後に言ったとおり町民に対する理解度をどういうふうに増やそうとし

ているのかね。引いてください、使ってくださいということはよく言ってキャンペーン張られてい

ることは知っていますけども、やっぱり全体使ってもらえるのが一番、費用対効果で言えばいいわ

けですから。そこら辺はどんなものでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、吉田主幹。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 大きな問題でございますので、実は上下水道審議委員会という町

の委員会ございますので、そちらの方でご提案申し上げてご相談するというふうな一応考え方で今

おります。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君） 中出委員どうぞ。 

○委員（中出正君） 社台地区なんだけど、今、話題になった本管を引く、引かない。それを利用

する人方が拒否反応を示して、ただ１軒がほしいと言ったんだけど、それを実現することはなかっ

たわけですよ。それで、ほしいと言った人のために他人の土地を貫通して本管に繋ぐ作業の中で下

水道利用に相成ったわけさ。そこまでは当時は吉田課長に話をしてやってもらったんだけどね、負

担の問題は個人的に負担があるからどうだということは、俺が金を出すのであればそこら辺まで聞

いたんだけどね。全く地主の面には管が行ってないわけだ。ところが他人の土地を渡って行って利

用しているものだから、そういう時の負担が料金だけで納まっているものが、そういうことがあっ

て住んでいる家屋の土地に面積に対して負担をしているものか、そこら辺ははっきり本人でないか

らわからないけどね。そういう場合どうなのかな。 

○委員長（加藤正恭君） はい、吉田主幹。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 実態はちょっと私も分からないんですけども。基本的に先ほど申

しましたとおり、負担金についてはですね、管が敷設されて使用出来る状態になれば負担金はもう

かかりますと。あとは基本的に公道の設置であれば問題ないんですけども、私道に設置すると、土

地を借りて管の敷設をするという場合については、その借りた分の面積は免除しているというよう

な方法を取っております。 

○委員（中出正君） ところがすでに借りようとしたところが下水道の管が通っているわけだから、

当然負担はしていると思うんですよ。第三者がね。ほしいと言った人がその人の土地を求めるわけ
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だから。それから使っている部分、今、お話した内容を俺なりに解釈すると、使っている部分の面

積に対しては当然の理由でもらいますよと言ったら二重取りになるんじゃないかなと思うんですよ。 

○委員長（加藤正恭君） はい、吉田主幹。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 私有地であってですね、私有地を借りて下水管を敷設した場合に

は借りた分の面積については負担金をかけないということなんです。一応、我々は中ではですね、

法的な道路ではないんですけども所有地を借りるということになると制約しますので、管理等の問

題でその私有地を制約しますので負担金については付加しないというような方法を取っております。 

○委員長（加藤正恭君） 主幹ね、僕からも何点か聞きたいんだけど。この下水道事業というのは

ね、都市計画法で市街化区域と市街化調整区域、都市計画法を採用したというのはね、これは下水

道整備は市街化区域じゃなきゃ整備しませんよと。そのために都市計画法に基づいてやるんですよ

というのが当初の出発だったんですよね。そうですよね。ところが途中でですね、いろいろ法律も

変わったり都市計画法も変わったんでしょう。市街化調整区域にも出来る方法が出来てわけですよ。

それが特環法というね、特に社台地区などはそういう方法で今現在走っているわけだよね。したが

って市街化区域の中での下水道整備という線はね、一応崩れているんだろうと思うんだけども白老

の場合はまだ市街化区域の中で、その行政区域の中で下水道整備をしていると。ところが例えば現

在のクラウンなんかはね、竹浦のクラウン町内会、あそこなんかは調整区域ですからね。ただ都市

計画法でああいう整備をしたから人家もあるものだから、ああいうふうな面整備をしておりますけ

れどもね。そういうことから行けばね、やはり市街化区域という部分で切らなきゃね、いつまで経

っても延びていくような気がしてならないんですよ。例えば社台地区、今は終わりつつあるんだろ

うけど、特環法なんていうことで進んで行けばね。だから、下水道がどんどん借金が膨らんで行く

ということで、ある程度のとこで線を切って合併浄化槽に切り替えるというのが今、悩んでいるん

だろうと思うんだけれどもね。長々と言ったけれども、私の聞きたいのはいつの時点で市街化調整

区域の中での下水道事業を切るか。切るかと言ったらおかしいけれども終わるかと。その目処とい

うのはいつ頃立てているんですか。はい、吉田主幹。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 今、その作業を進めている段階でございます。我々、事務方の方

では担当課としてある程度の線は、考え方は道と調整しながら今、進めております。あとは、これ

から町の施策としてどう判断するかというふうな時期になっているというような状況でございます。

近々、お示し出来るのかなと。ただ、今ですね、下水道は今、いろんな事業を進めなければなりま

せん。一つは今、お話していたとおり普及の問題ですね。一つは施設の老朽化。これは皆さんにご

承認いただいて処理場を更新しておりますけども、これが一つ。それと実は平成１５年、１６年の

今年、法律が改正されまして白老町当初合流式下水道を進めまして、その区域が２５０ｈａほどあ

ります。この改善を１０ヵ年程度でしなきゃならないという問題がございます。それと今後発生す

るし尿処理場の老朽化に対する対応ですね。こういう問題がございます。それで今、このものが法

律的に全部一緒に解決しなければならないという状況になっておりますので、今、それと併せて皆

さんにお示ししたいなと思っております。ただ、今ものすごく山積しておりますので。いろんな問

題が法律にみんな絡んできますので。合併浄化槽をするとなると下水道を変更しなきゃならないん
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で、変更すればその後の施設の問題とかも出てきますのでね。そういう整理を全部今、道と進めて

おりますので大変な状況になって・・・。 

○委員長（加藤正恭君） そうしたらね、主幹ね、質問の角度を変えようと思うんだけど。そうし

たら今の下水道は認可を受けているのは何年度までにやるという認可を受けてやっているんですか。

現在の工事はですね。はい、どうぞ。 

○下水道課主幹（吉田清一君） １９年度までです。 

○委員長（加藤正恭君） 認可の期限としては１９年度で終わることにはなっているんですか。は

い、どうぞ。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 計画はそうでございますけれども財政的に着いて行けませんので、

またローリングされるだろうと思います。だから、そのいい時期が１９年度の認可の変更じゃない

かなと。その前にうまく出来ればいいのかなと思っておりますね。 

○委員長（加藤正恭君） 延びるって、どのぐらい延びそうですか。ローリングだなんて言うけれ

ども。はい、吉田主幹どうぞ。 

○下水道課主幹（吉田清一君） これは今、申し上げましたとおり下水道の変更によります。合併

浄化槽との絡みによります。ただ、下水道事業というのは事業の規模が小さくなりましても延々と

続くものだと思います。 

○委員（大渕紀夫君） １９年まで認可区域ありますよね。その認可区域は１９年までは終わらな

いと。だから延ばすという意味ですか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、吉田主幹。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 今の投資を考えれば、今の認可区域の完成はちょっと遅れるとい

う形です。 

○委員長（加藤正恭君） 財政的な問題もあるだろうしね。 

○下水道課主幹（吉田清一君） はい、そういうことですね。 

○委員長（加藤正恭君） それから、もう一つね、こういうお話を聞くんですよ。下水道業者、工

事をやっている業者ね。今、面整備ですからね、地元の業者が入っている、非常にいいことだと思

うんだけれどもね。業者によって非常に態度のね・・・。町民と接触するんですよ、一番、現在ね。

そういう場所なものですからね。非常に態度のいい業者と、それから、そうでない業者とが非常に

多い・・・多いのか少ないのかは別にしているっていうんですよ。こっちの方からこう言ったり、

ああしたりして、どうしたらいいですか、こうしたらいいですかというような、家のそばまでマン

ホールなんかをするものだから住民とのやっぱりトラブルがちょっとあるんですね。ところが業者

によっては住民の意見をよく聞きながらやる人と、つっけんどんな人もいるっていうんですが、そ

の辺りの指導はどの程度やってますかね。その辺りどうですか。はい、吉田主幹。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 新しいようで古い課題なものですから常にそういう指導はしてお

ります。やはり業者によっては差がございます、はっきり言いまして。基本的に工事を進めていく

場合ですね、必ず汚水升の設置許可というものを取らせております。というのは最終的に公共汚水

升を設置します。管を設置しますと汚水升を設置します。その設置位置を町側が決めない、住民側
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が当事者が決めると。一番いい所に設置してほしいということでやっています。その中でですね、

いろいろコミュニケーションをとっておりますので、あまりそういうような大きな問題というふう

には私どもの耳には聞こえてこないんですね。その中でコミュニケーションをうまくやられている

のかなと。 

○委員長（加藤正恭君） 役場の方へは来てないのかもしれないけど我々の方に来るわけですよ。

そういう問題はね。ですから、そういうことのないようにね。常時、指導はしていると思うんだけ

れども、より指導するように。一番、町民と接触するところなものだからね、ちょっとした言葉遣

いとか何とかが上げ足取ったり、取られたりというようなものもあるのかもしれないけれども。中

身までは深く知りません。ですけど、そういう指導で出来るだけしてもらうようにしておいてもら

いたいと思います。はい、吉田主幹。 

○下水道課主幹（吉田清一君） これからも努力したいと思いますのでご理解お願いします。 

○委員長（加藤正恭君） 他にどうですか。まだお聞きになることありますか。はい、宗像さん。 

○委員（宗像脩君） 今、白老で使っている下水道は、民間であれ、官公庁であれ、どんな施設で

も上水道をそれに繋いでいるんでないかと思うんですけども。こないだ、たまたまテレビで、都会

の話しなんですけども。その大きい施設については雨水を取っておいて、それを下水道に使うとい

う。なるほど、これだったらかなりいいなと。白老の上水道も今のところは間に合っているようで

すけども、各家庭全部なんてことは出来ませんけども、そういったような方向性というのも考えた

らいいんでないかなというふうに思ったんですけどもどうですか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、吉田主幹。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 省エネルギーの方向から行きますとそうであろうと思います。た

だ、費用的にですね、投資する費用から考えるとやっぱり上水道使うのが一番安いだろうと思いま

す。ただ、将来的に長い年月を使うとなると償却しますので、その時点から有利になるのかなと思

いますけども。ちょっと今の私の知識がこれ以上答えることは出来ません。 

○委員長（加藤正恭君） いいですか。大渕さん、先ほども財政的な問題の何か、まだ今、検討中

だと言うんだけど、資料的なものはお願いするかい。どんなものですか。はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 僕は政策的にこれからやられること、目指すことはそれはそれで今、議論

されているわけですから結構です。ただ、財政的な分析をきちんと今、議会としても私はするべき

だと思っているんですよ。これは非常に大きなウエイトを占めます、今後。間違いなくこれは財政

の問題ではかなり大きな２つの重さぐらいのものがあると僕は見ているんですよ。ですから、そこ

は細かなものでなくても結構ですけどね。要するに財政的に全体が見えるもの。そして、事実町が

応援していた時と応援しなくなった状況。それから、今後それを解消するためにどう考えるのかと

いうようなところは是非いただきのと、改めて所管事務調査をやった方がいいということであれば、

それはそのように要求しますけれども。主幹いらっしゃるけどね、僕は一番大切なのは確かに上下

水道審議会で議論されるのは結構です。それは町側がやるわけですから。ただね、そういう方向を

政策的に出す時に議会がきちんと議論をしておくと。町民が先にやって、その方向を町が出てから

こっちがやるんだっていう、もうね、そういう議会活動は僕はもう駄目だと思っているんですよ。
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白老の下水道行政をどうするのかというような議論を、この産業建設常任委員会でやってね。やっ

ぱり議会としては将来、下水道はこういうふうにやるべきだというぐらいの方向性を出せるような

政策提起が出来なきゃさ。それはもう上下水道審議会の皆さん方というのは町民の方々で意識的に

は我々とは違うわけですよね。ですから、私はやっぱりそういうような議論がここでして、やっぱ

り町に提起をしてそれも含めて政策的な方向を出してもらえるような形を取らないと駄目だと。そ

のためにはまず財政分析と将来的な方向含めて、言って駄目なことは言わなくて結構ですからね。

来て、どんどん、どんどんそういう提起もしてもらってね、方向出る時に一緒に我々と考えるとい

うような行政にしないと。行政が固まってから議会に相談しますよというんじゃなくてさ。私はそ

うあるべきだというような考え、一貫に思っている。 

○委員長（加藤正恭君） 私もその考え方を持っていますね。ですから審議会にかかるというのは

下水道料金を上げるとか下げる、下げることはないにしても、そういう場合に町民の意見を聞くと

か何かということで、上下水道全体の大きな問題ということになるとやっぱり議会としても考えな

きゃならない問題だろうと思うんですけども。そのために、今、大渕委員からも言われたように提

出出来ないような資料を出せという意味じゃなくてね。出発してからずっと今までの経過、それか

ら財政的な負担、そういうものの一覧表みたいのね。将来これからもクエスチョンマークのところ

ももちろんあるでしょうけれども、それはそれとして大雑把なものでもいいから資料を提出しても

らえるかな。どうだろう、その辺り。吉田主幹どうぞ。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 現状の情報については問題ないのかなと。ただ、将来的な問題に

ついてはちょっと、今、私の判断ではお答えすることは出来ない。 

○委員長（加藤正恭君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そうであれば例えばね、今、下水道課として大きな事業があると。例えば

字白老の合流式を分流式にしなくちゃいけない。大体それをやればどれぐらいの金額がかかるのか。

大まかでいいですよ、何億と。それは変わるかもしれないから、それはいいんです。下水道で考え

ているビッグな事業というのは、例えば合併浄化槽については残っている個数がこれぐらいあって

こうだとか。そういうものは出てこないと議論しようがないわけよ。だから、そういう経過と同時

にそういうものが分かれば我々は白老の町の将来８年後じゃなくて、１２年後、２０年後を見通し

てここで議論が出来るわけですよ。そういう議論を私は議会でしたいと。だから、それに値するよ

うな資料がね、これから例えば今、老朽になった処理施設を更新するためには大体１００億かかる

とかね。これは何年ぐらいの計画でやらなくちゃいけない。最低でもここからはかからなきゃ駄目

だとかってあるはずですよね。ですから、そういうことで、これは出せると思うんだけどさ。そう

いうものを出してもらってね、それで、ここで議論をするというような形にしていただければと思

います。 

○委員長（加藤正恭君） 結構だと思います。課長、その辺りぐらいのは出るでしょう。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 現状のものについては、また大きなものについては、今、検討し

ているものについては出せると思います。ただ・・・。 

○委員長（加藤正恭君） 今後のことはね。 
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○下水道課主幹（吉田清一君） また、それをどうするかという問題についてはちょっと。 

○委員（大渕紀夫君） それはこっちはこっちでやるから。 

○委員長（加藤正恭君） それは分かる。 

○下水道課主幹（吉田清一君） 現状のものについては出すことは出来ますので。 

○委員長（加藤正恭君） はい。現状を認識するという意味での資料を提出してください。 

○下水道課主幹（吉田清一君） はい、分かりました。 

○委員長（加藤正恭君） それに基づいてまた産建としてはどういう姿勢をするか、今後検討した

いと思いますのでよろしくお願いします。無ければ、この辺は下水道課は閉じたいと思いますがい

がかでしょう。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（加藤正恭君） いいですか。じゃあ、そういうことで吉田さんありがとうございました。

５０分まで休憩します。 

休 憩    午前 １０時４２分 

                                        

再 開    午前 １０時５１分 

○委員長（加藤正恭君） 休憩を閉じて、産業建設常任委員会を再開いたします。これより昨日の

移動常任委員会に続きまして請願第１号の審査をいたしたいと思います。昨日と同様、土木課長を

始め、関係職員さん、おいでいただいてありがとうございました。それでは早速、昨日の審査に基

づいて各委員さんから昨日まだ聞き足らない、ちょっと疑問であるという部分がありましたら担当

課長、職員に聞いていただきたいと。それに基づいて後で課長連中に退席願ってからどうするかと、

扱い方ですね、これを進めて行きたいと思いますので。何か昨日の現場検証を踏まえてお聞きした

いことがあれば各委員さんから聞いていただきたいと思います。どうぞ。はい、山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君） 昨日の場所以外に歩道を設置してほしいというような他の依頼みたい

なのっていうのは出てますでしょうか。これとは全然関係ない所で。例えばそういう要望があって、

まだ、予算の関係もあったりして検討しているような場所というのがあるのかないのか、その辺を

聞きたいんですが。 

○委員長（加藤正恭君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 総合計画の中で記載されている中では要望箇所を記載しているという

ことなんですが。私が来てから特に要望があったというのは竹浦地区だけでございまして。いや、

萩野と竹浦地区ですね。それについては終わっております。それと今年やるという所が１箇所でご

ざいます。それで総合計画の中で、昔、要望あったりですね、うちの方で必要だろうと思っている

箇所が全部で１３路線拾ってですね、総合計画の中で立案しているというか、計画している状況で

す。 

○委員長（加藤正恭君） 要望１３箇所あるというふうに理解していいですか。 

○土木課長（山本憲次君） いえ。その中ではほとんどが自分たちが担当課として必要だという所

も全部上げているということです。要望があったのはその内２路線ということで川沿と若草という
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ことでございます。若草末広通り、それと川沿５番通りですね。これは通学路の関係ということで。 

○委員長（加藤正恭君） ２つあるんだ。 

○土木課長（山本憲次君） そうですね。その他は全部担当課の方で必要だろうと思っている路線

を要するに総合計画の中で拾って上げてますよということですね。 

○委員長（加藤正恭君） はい、山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君） そうなれば当然、費用対効果等も考えて、１箇所他に通学路もあると

いうお話ですよね。昨日のところも含めて優先順位というか、そういう話にやっぱりなってくるこ

とですよね。確認なんですけど、そういうことで考えてよろしいですね。 

○委員長（加藤正恭君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 優先順位ということでございますが、当然やはり通学路だとかそうい

うものが優先されてきますし、やはり交通量というか、要するにそういうふうな利用頻度ですね、

人数だとかそういうふうなものが加味されていくのではないかなと思います。やはり優先されるの

が通学路だとかそういうものが優先されていくと思います。 

○委員長（加藤正恭君） 他に、町道竹浦・虎杖浜の問題について何かここで聞いておきたいとい

うようなことがありましたら。はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君） 土木課と教育委員会とどんな関係になっているのかなということでお聞きし

たいんですけども。今、話に出ました通学路なんですけども、必ず学校ではどこどこの学校の通学

路はこうですよということを学校、教育委員会との話し合いで、学校と教育委員会はやっているん

ですよね。ですから、多少遠回りになっても子供たちは指定された通学路を通らなきゃならないと。

あるいは冬期間、雪がたくさん降った場合にはやっぱり通学路優先と言いますか、そこの所の除雪

もやっぱりやらなきゃならないと。そういう実態があるというふうには分かっているんですけども。

昨日たまたま虎杖浜のあそこを見まして、その辺のあれがどういうふうになっているのか。跨線橋

で行くなんていう話なんかも暗黙の了解をしていたのか、教育委員会では。いや、だけどあれは絶

対駄目だと。あれはもう歩道を早く作ってやらなきゃ駄目だという教育委員会から町の方へ、土木

の方へ話がかつてあったのか、無かったのか。その辺の関係についてちょっと伺いたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 通学路の設定につきましてはですね、宗像委員言われたとおりですね、

教育委員会と学校だけで取り決めをしているような状況でございます。土木課には一切そのような

相談もございませんし、その中に入って今後の歩道計画だとかそういうものも協議したことはござ

いません。 

○委員長（加藤正恭君） はい、宗像委員。 

○委員（宗像脩君） そうすると何も去年、今年、虎杖小学校にしても、あるいは虎杖中学校もそ

うですけども、まさか通学路としてあの線路の上を行くというのは当然出してないと思いますから。

だけど、現実にはどれだけの、生徒数もわずかですけども実際にあれを利用しているということは

あったと思うんです。その辺がどういうふうに・・・。ここは土木ですけども、学校と父兄と教育

委員会と、その辺がどうも府に落ちないんです。というのは今年の４月からこういう状態ですよと
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いうんだったら分かるけども、過去何年もの間それを黙認、黙認ではないんだね、全然見て見ない

ふりしていたのか、その辺がちょっと行政として怠慢でないのかなというふうにも思ったりもする

んですけども。これは土木に聞いても・・・。ちょっと言うところが違うかもしれませんけど。そ

の辺りについて私はそう思うんですけども、土木としてはどうでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 私どもの施設であれば当然、私方が管理、その辺も把握しなくてはな

らないという責任もございますけど、跨線橋はＪＲということで、その行く途中も民有地という道

路法上の道路じゃないということもございましてですね、私どもとしては全く関知してなかったと

いうのが事実でございます。 

○委員長（加藤正恭君） いいですか。他にどなたか。そういうことから言ったら、無人化した時

点からそういう問題が逆上るんでないの。無人化されたのはいつ頃ですか、竹浦、虎杖浜。だいぶ

前だね。相当前だよね。 

○委員（大渕紀夫君） もう相当前ですよ。ストーブ付けれって言ったのだって１０年ぐらい前だ

から。 

○委員長（加藤正恭君） １０年じゃきかないな。あの虎杖浜の歩道はいつ頃出来たんですかね。

ＪＲでやったことだから。国鉄時代ですか。ＪＲになってからじゃないでしょ。国鉄時代だね。何

とも言えないか。分からないもんな。はい、大渕さん。 

○委員（大渕紀夫君） あそこは民地通っているって言うでしょ。あそこは例えば雪降ったら除雪

なんか町ではやってないんでしょ。 

○委員長（加藤正恭君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 全く見たとおりの私道と言うか、そういうふうな突っ込み道路みたい

なあれですから全くうちの方はやっていません。 

○委員長（加藤正恭君） でも、道路だよな、あれ。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そうであれば昨日言っていることだっておかしいんだよ。距離はほとんど

変わらないけれども山側の歩道のない、今、歩道を付けてくださいと言うところを通ると雪が降っ

たら滑るとか滑ったとかって言っていましたよね。校長先生が言ったんだから。じゃあ、雪降った

時にね、小学生の１年生の子供を歩かせるのかということだよ。だから、私が昨日言ったのは、そ

れだったら原則論をやっぱり山側を通して、実際歩いているけど歩道がないんだから付けろという

理論だったら分かるって言うのさ、僕は。それを今、あそこ通していて危ないから山側に歩道付け

れって言うのは理論的におかしいんでないかということを僕は言っているわけよ。そうしたら、滑

るとか何だとか、歩道を付けたからって襲う人が出てくるとか、そんなことでは。同じですよね、

今の道路だって。今の道路で著しく危険だと言うんだったらさ。トラックたくさん通ってね。そう

言うなら話わかるんだけど、どうも話がよく見えないなと昨日思って聞いてたんだ。だって、今、

聞いたらまたそうでしょ。で、あそこは通学路じゃないのかい、そうしたら。 

○委員長（加藤正恭君） 通学路じゃないよ。 

○委員（大渕紀夫君） じゃあ、通学路はないのか。 
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○委員長（加藤正恭君） いや、通学路は決めているのさ。虎杖小学校では決めているんだよ、通

学路というのはね。 

○委員（大渕紀夫君） どこに決めているの。 

○委員長（加藤正恭君） 土屋ガーデンの所から、今野踏切を通って国道３６号線に抜ける道路が

通学路にしているんだよ。そうだったでしょ。はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 今、この件で教育委員会に確認したらＪＲの所が通学路になっている

っていう。 

○委員（大渕紀夫君） そうでしょ。昨日の話ではそうだなと。 

○副委員長（山本浩平君） そうだ、そうだ。昨日、書いていますよ。現在、通学路として認めて

いる所は虎杖浜駅の跨線橋を通って駅通りに出る道なのですと。それが通学路になっているんです。 

○委員長（加藤正恭君） そうか。それはいつそういうふうにして。今までずっとしていたのか。 

○委員（小西秀延君） 昔は容認されていたからそのままになっているんじゃないですかね。 

○委員長（加藤正恭君） そうしたって無人化になってからだいぶ経つでしょう。ちょっと休憩し

ます。 

休 憩   午前 １１時０４分 

                                            

再 開   午前 １１時０８分 

○委員長（加藤正恭君） 山本課長どうぞ。 

○土木課長（山本憲次君） 先ほどの除雪の件なんですが、一応、今、確認させていただきました

ら通学路に指定されているということと、やはり鉄北地区の利便性を考えて除雪は一応計画の中に

入れてうちの方でやっているということでございます。それは除雪については私どもすべてやって

おりますから。 

○委員長（加藤正恭君） わかった、そうかい。他に何か聞きたいことありますかな。これ、どう

だい。教育委員会もちょっと呼ぶかい。その経過について。所管事務調査じゃないんだけど関係し

て来るんだもんな。 

○委員（大渕紀夫君） これは請願審査だから呼んだって構わない。 

○委員長（加藤正恭君） 構わないよな。はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） その結果じゃなくてね、事実関係だけはちょっと曖昧にしないで正確に知

っておく必要はあると思うんですよ。そうでないと請願者に答える場合もやっぱりきちんとした答

えにならないでしょ。ただ、それが駄目だから我々が通っちゃ駄目とかね、いいとか、こっちにす

れとかってことは、それは言っちゃいけないことだと思うんですけども。事実関係だけはやっぱり

きちんとしておいた方が議会の立場としてはいいんじゃないでしょうかね。 

○委員長（加藤正恭君） 通学路として認定していたと、虎杖小学校としては。ただ、教育委員会

としてはそれを知っていたかどうか。そういう問題もあるわな。知っているはずだよね。報告は行

っているはずだよね。それをただ教育委員会はよく分からないけれども、ただ認めていたと。道路

でない所を道路にして通学路として認定しているという、そういう問題もある。確認するという意
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味でどうですか、時間をちょっといただいて。あれは教育委員会の学校教育課かい。そうしたら後

でちょっと呼んで聞きましょう。土木課の問題については他に何かお聞きになりたいことあります

か。大体分かったね、中身は。それで昨日①、②、③の、例えば具体的にやるとしたら①、②、③

の案があるんだけども、実際問題として可能性はどうですか、これ。担当課長としてはいいとか悪

いとかは言われないのかもしれないんだけども。はい、課長、今の段階ではどうですか。 

○土木課長（山本憲次君） 費用対効果だとか、そういう今、基準が非常に厳しく取られている中

でですね、６，５００万・・・。５人ということになると一人当たり１千数百万の費用になります

よね。それを考えると非常に難しいのかなというような、私自身はそういうふうに思っております。 

○委員長（加藤正恭君） それと、僕も昨日ちょっと言ったんだけど、例えば６，５００万がどの

ような形にしろあそこに歩道が出来たと。９６０ｍ出来たとしても果たして５人なり６人のお子さ

んはそこを通るだろうかと。まるっきり通らないということになったら。将来的にはね、あの道路

は登別・苫小牧という重要な道路であるという認識からすれば、早晩しなきゃならないんですよ、

歩道はね。そうでしょ。だけど、今、急いでこの財政難の中で整備しなければならない問題かどう

かと、こういう問題だろうと思うんですけどね。他の委員さん。はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 一番は条件ありますよね。その条件を現段階としてはクリアするのは甚だ

難しいと。４０人が５人ですから。ごまかせる範囲なのかどうか僕分かりませんけども。これはか

なり難しいですよね。で、２番目はさ、これはちょっと。これでやれれば一番いいんだけど。これ

が総枠どんどん、どんどん増えていくっていうならいいんだけど、ちょっとそうでないと他の使い

みちの方がきっとあるでしょう。そうなると現実問題としてやる時には②しかないんだよね、当て

はまるものがさ。当てはまるものがないと。そうなると、これでやったとしても、交付税で３０％

処置されても、今、起債で５千万抱えるのが果たして白老町の財政からいったらどうかというよう

な、そういう議論になると思うんだけど、土木も大体そういう同じような見解ですか。 

○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、ただ今言われたように整備の可能性が大きいと言えば②という

ことになるんですが。臨時地方道整備事業債という起債事業でやるのが最も今の段階では適してい

ると言うか、そういうような形なのかなと思いますけども。本当に起債が５，０３０万ですか、そ

ういうふうな中で今、この時代にまた公債費を減らそうという取り組みをやっている中で、これだ

けの公債費をまた新たに増やせるのかということになると担当課としても非常に難しいのかなとい

う状況でございます。 

○委員長（加藤正恭君） はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 採択基準は全くこれは無いんですか。こないだのように何人通るとか、そ

ういう起債の基準はないの。 

○委員長（加藤正恭君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） これについてはあくまでも単独事業という起債事業なものですから、

そういう採択要件は必要ないという。町が要するに借金を負うというだけのあれで。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。 
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○委員長（加藤正恭君） 他に。我々は町民から選挙で選ばれている人たちばかりなものですから

ね。なかなか立場上、不採択ということには・・・。それはこれからの問題だけどもね。下駄を町

に預けるか。あと、やるかやらないかはそっちでどうぞと。無ければ、この辺で担当課にはお帰り

願いたいと思いますがいかがでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（加藤正恭君） よろしいですか。それではどうもお忙しいところすみません。ありがと

うございました。休憩をします。 

休 憩    午前 １１時１６分 

                                        

再 開    午前 １１時５１分 

○委員長（加藤正恭君） 再開いたします。今、休憩中にいろいろ話がありました。また目時学校

教育課長もおいでいただいて認識を新たにしたわけですが。午前中の時間もあと１０分くらいしか

ないんですが、どのようにこの請願書を扱うか、皆さんのご意見をお聞きしたいと思いますがいか

がでしょうか。大体、中身は掴めたと思うので議論も出尽くしたと思うんですが。まずいところも

いろいろ出てきたようですが。どのような方向に持っていったらいいか。いろいろ不備な問題もあ

るけど。 

○委員（大渕紀夫君） まさか、だけど不採択というわけには行かないでしょう。ざっくばらんに

言えば。それはやっぱり、これは願意としては正当な願意ですよ。作れるかどうかは別にして。私

は願意は正当だと、正当と言うか正しいと思いますし。 

○委員長（加藤正恭君） 認めてあげるべきだというね。 

○委員（大渕紀夫君） そうです。私はそう思います。 

○委員長（加藤正恭君） おそらく議員さんとすれば、これを不採択というわけには行かないこと

はもうよく分かっているんですが。果たして後は下駄を、先ほどもちらっと言ったんだけど、役場

の理事者に下駄を預けるかというのが一番いい方法しかない。ただ、文章としてどのように書くか

というようなことが後として残ると思うんだけどもね。それは、委員長、副委員長でということに

なるんでしょうけれども。そんなような運びでいいですか。ご異議ありませんか。別に採決しませ

ん。採決はしませんけれども、採択ということで後の文章については委員長、副委員長にお任せ願

うとこういうことで、この請願書の審査を終えたいと思いますがよろしゅうございますか。じゃ、

そういうことにして午前中の産建の委員会を終わりたいと思います。では、昼食の休憩に入ります。 

休 憩    午前 １１時５４分 

                                        

再 開    午後  １時４５分 

○委員長（加藤正恭君） ただ今から休憩を閉じて産業建設常任委員会を再開いたします。これか

らは土木行政の現状と課題についてということで所管事務調査を行いたいと思います。前もって資

料が提出されております。実は我々も今朝、今朝と言うか今日見せてもらったものだから一通り目

は通してないんだけれども。とりあえず課長の方からご説明をお願いいたしたいと思います。よろ
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しくどうぞ。はい、山本課長どうぞ。 

○土木課長（山本憲次君） それでは、まず資料の提出につきまして遅れたことをお詫びしたいと

思います。昨日、夜いっぱいまでかかりまして作成したものですからぎりぎりになりまして申し訳

ございませんでした。 

土木行政の現状と課題ということで資料に基づきましてご説明をさせていただきたいと思います。

先に事業実施に伴う優先順位のマニュアル化についてということでございますが、先般の協議の中

で道路の簡易舗装及び舗装補修工事、さらには排水路の整備ということまで協議したわけでござい

ましたが、私の間違いで排水路についてはマニュアル化はしていないということでご理解をいただ

きたいと思います。 

それではマニュアル化の道路の簡易舗装と舗装補修工事についてご説明を申し上げます。多種多

様の住民要望ということでですね、砂利道で日常生活に支障をきたしている、また舗装の凹凸によ

り振動、騒音で日常生活に支障をきたしているものに対応するためにですね、仮称でございますが

選定マニュアルを作成し評価ランク、優先順位を付けて原課としては事業実施を行っているという

状況でございます。その評価方法等の詳細につきましては別途添付書類ということで後ほどご説明

をさせていただきます。参考でございますが第４次総合計画、平成１６年から２３年までの簡易舗

装事業につきましては一応１０８路線で、延長は２６，７３０ｍを計画しております。その事業費

をいたしまして約４億円が必要となっております。また、舗装補修事業についても４６路線で延長

３３，３７０ｍを計画して、総合計画に計上させていただいております。その事業費は簡易舗装と

同様に約４億円程度必要となって計上しております。 

それでは資料の１を見ていただきたいと思います。仮称「町道簡易舗装箇所選定マニュアル」と

いうことで、この様式に沿って一応うちの方で点数化をしながら優先順位を決めていっているとい

うような状況でございます。上の方の地域情報として点数を６０点持っております。そして、右の

方で道路情報ということで４０点の点数を持って、総数１００点ということの点数となるようにな

っております。それで、その地域情報の６０点の方なんですが、項目といたしまして要望の要請が

あったかということで、これに１０点を配分しております。それで、次に住居の密集度はいかがか

ということで、これに２０点配分しております。次に、沿道の舗装状況としてはどうなのかという

ことで、これは１０点を配分しております。あとは下水道整備がされているかどうかということで

１０点。その他計画ということで１０点でございます。そして、道路情報につきましては４０点と

いう点数になっておりますがこの配分といたしましては、道路区分として生活道として最も主とし

ているか、それとも主としているかというですね。あとその副だとか、副の枝線だとか、生活道と

してはずっと枝のランクは下の方だよということで５段階に分けて、これも１０点の配分をしてお

ります。次に路盤厚５点でございますが、これにつきましてはもうすでに路盤構成がきちんと成り

立っているのかということで６０ｃｍ以上の砂利が入っているのか、それ以下なのか、または４０

ｃｍ以下なのか、２０ｃｍ以下なのかということで区分いたしまして、これを５点配分いたしてお

ります。あと交通量でございますが、これに１５点ということで配分しております。次に排水施設

ですね。Ｕ字トラフだとか素掘り側溝だとか排水機能がきちんと整備されているかどうかというこ
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とで、それに１０点という形でやっております。 

この例といたしましてですね、評価を１から５までのランクで一応作っております。この中で要

望要請が５年以上続いていたよということになれば評価が１になって１０点の点数がつくような形

になります。もし、これが２年以下ということになればですね、評価が３になって０．４ですから

４点という点数になります。そういうふうな点数の評価をしていっております。次、住居密集とい

うことでございますが、これも密集度が８０％以上だとか以下だとか、５０％以下だとか３０％以

下だとかということで区分したことでそれぞれ点数を配分いたしましてですね、その評価ごとに点

数をひろっていくというような形になりまして。地域情報の小計と道路情報の小計をプラスして評

価点の合計がいくらかということで点数化いたしまして、次に評価ランク表とございますが、ＡＢ

ＣＤＥと５段階に分かれておりまして、評価点数が８１点～１００点の間であればＡランクですよ

という。５６点～８０点であればＢランクですよと。３６点～５５点がＣランクですよ。１２点～

３５点がＤランク、０～１１点がＥランクという形の中で表示しているような状況でございます。

そういうような点数方式をとっております。 

次にずっと捲っていただいて資料１－２というのがございますが、これは町道舗装補修箇所の選

定マニュアルでございまして、これにつきましても評価方法は同じでございます。ただ、配分につ

きましては地域情報として総合４０点でございまして、それには要望要請があったか、そして住居

密集度、その他の整備事業計画ということでそれぞれ１０点、２０点、１０点ということで４０点

配分しております。次に右の方の道路情報として、これは６０点持っておりますが道路区分として

はどのような区分かということですね。地域間の主幹道路であるかということだとか、地域内の幹

線道路というような区分の中で５段階に分けております。それと交通量２０点、わだち状況はどう

かということで１０点配分しております。で、その他クラック状況はどうかということで、それも

評価の対象にしております。あと、パッチング状況ですね、補修状況等についてはどうかというこ

とで見ております。この中で要望要請だとか住居密集、その他整備事業については先ほどと同じで

ございますが、道路情報の方といたしましては簡易舗装と違うのは道路情報の方でございまして、

先ほど言いました道路区分、これは幹線か生活道かという、その幹線でも地域間か地域内か、副の

方の幹線なのかということで、二級幹線ですか、そういうふうな形の中で区分拾うような形になっ

ております。あと交通量は多い、普通、少ない、非常に少ないということで見ております。それと

あと、わだち、クラック、パッチングにつきましては破損状況ですね。現況の破損状況を一応全部

点数化いたしまして、わだちにつきましては深さが８ｃｍ以上あるのか８ｃｍ以下なのかというこ

とで状況を見た中で点数配分をするという、評価するという形でございます。またクラック状況に

ついては、その路面の状況はクラックが８０％入っているのか以下なのか、これは目視になります

がそういうふうな中で評価するというような形になっております。またパッチングにしても同じで

ございます。その路線が要するに８０％パッチングして、パッチワーク状になっているのかどうか

というふうなあれですね。その状況が８０％以上か、８０％以下ということでクラックと同じよう

な形の中で評価するような形になっております。これも地域情報４０点、道路情報６０点というこ

とで評価点数が合計１００点ということで先ほどと同じように評価ランク、その点数にごとによっ
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てＡＢＣＤＥということで評価ランクを付けるような仕組みになっております。先ほどのマニュア

ル化については以上の説明なんですが、引き続きずっと５番までやっていってよろしいでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、お願いします。 

○土木課長（山本憲次君） 次、町道認定基準についてということでございます。町道の路線認定

基準は昭和５８年２月１日、訓令第２号により町道の路線日程基準に関する規程によって行ってお

りますが、私有道路を町道にする場合の認定要件、申請の手続き等に関する、フロー図は別紙資料

２で用意しております。その他、私道から寄付などでいただく場合においては町道の認定要件のチ

ェックリストも一応作って取り扱いを行っております。その資料も添付しておりますので資料２の

方を見ていただきたいと思います。よろしいですか。 

 町道の認定までの流れということでフロー図が出ております。申請者土地所有者、それと白老町

土木課、それと白老町議会ということで３つに分かれておりますが、最初に申請者と白老町との取

り扱いなんですが、①といたしましてですね、まず、申請者から町道の認定の申し込みがございま

す。それに伴って②なんですが、その認定の申し出によりまして認定要件を満たしているかどうか、

これは規定の第５条に基づきまして検討します。その検討した結果を③で申請者の方に通知いたし

まして、条件が満たした中で申請書の提出という形になっております。正式な申請書の提出でござ

います。そして、５番目といたしまして、町の方で申請書の審査。これは規定第６条に基づきまし

て審査を行います。その審査結果を通知いたしまして、書類等が全て整っていますよということで

通知いたしました中でですね、あと⑦番目になりますが所有権移転登記に必要な関係書類を提出し

ていただくような形でございます。あと８番目にその書類に基づきまして所有権の移転登記を町で

法務局に行うということになっております。登記された中でですね、今度は正式に白老町で受けた

ということで、それから議会の方に報告という形になります。９番目の要するに産業建設常任委員

会の委員会協議会において事前報告を行っております。これは大体１月に行われている委員会にお

いて報告をさせていただいているというような状況でございます。それであと町道認定の議案提出

ということで第１回定例議会ですか、３月の定例議会の方で議決を得て、その後１１番でございま

すが町道認定等の告示を行って完了という形になります。 

 それで次、裏なんですが。裏面にチェックリストがございます。私道道路敷地寄付申出に伴う町

道認定要件チェックリストということでございまして、当然、寄付申出地番だとか申出者だとか、

そういうものが諸々記載されまして。次に私有道路を町道にする場合の認定要件。これは町道の路

線認定基準に関する規定第５条に基づきましてチェックいたします。こういうものが満たされてい

るかどうかということでチェックいたしまして、最後に認定要件の判定を行うことになっておりま

す。次に、今度は第６条に基づきまして私有道路の寄付申出及び町道認定申請に必要な図書という

ことで、これもチェックするような形になっております。この中には道路用地の寄付申込書だとか、

道路位置図。用地実測図、これは分筆図になりますが用地の実測図でございます。あと、土地の登

記簿謄本。あとは利害関係人の承諾書及びその対策の概要書ということでございます。６番目にそ

の他参考になるべき事項を記載した図書ということで、こういうものが全部添付されているかどう

かチェックして、満たされた段階で移転登記、うちの方で寄付を受けて移転登記という手続きにな
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っております。 

 次に参考といたしまして町道の認定基準に関する規程というものを添付させていただいておりま

す。その中で先ほどの第５条というのは次のページの第５条に私有道路を町道にする場合の認定要

件というのが記載されております。第５条第１項の１から１１まで記載されております。全て重要

なことなんですが、その中で特に重要視されるのが１号、２号、４号、５号、６号ですか。それを

重点的に見ております。この中では１号としては道路用地は自発的に寄附されるものであることと

いうことが大きな要件になっております。あと２号が道路用地と民地の境界は明確であること。こ

れは分筆登記だとかきちんとされた中で用地確定がされているかどうかということでございます。

次に３号が道路用地は極端に屈曲していないこというのも１項目入っております。で、４号が道路

の交差箇所又は曲り角に幅員に応じた隅切が必要でございますよということでございます。５号が

建築物及びそれに類する支障物件がないこと。次に６号が道路用地の幅員。これが一番重要視する

ようなところでございまして、道路用地の幅員は原則として６．５ｍ以上ですよということでござ

います。この中には最低６ｍの幅員ですか、その５０ｃｍの中には縁石だとか側溝だとかが入る計

画の中で６．５ｍということで謳っております。それが原則となっておりますが、これは既在道路

って既存道路でないかと思うんですが、６．５ｍ未満であっても他に変わる路線がない場合、また

は既成市街地内の道路で道路沿いに家屋が建てこみ、専ら当該地区の重要な道路として既に造成利

用され、拡幅が困難と判断され、やむを得ない場合は３．６ｍ以上の幅員とすることが出来るとい

うことになっております。あと７号が縦断勾配でございます。縦断勾配は５％以下ですよというこ

とで地形の状況によってやむを得ない場合は１２％以下でよろしいですよということだとか。８号

の路面の状態は通行に支障のない程度であること。それと９号が路面排水施設を備えているか、又

は路面排水及び流末排水が出来るような形状にあることということでございます。そして１０号が

既成市街地にある行止り道路で家屋が建てこみ、地域の住民の生活道路として利用されている道路

は延長５０ｍ以上あり、かつ、自動車がその先端で回転できる形状である場合に限るとなっており

ます。これは行止り道路の場合でございます。クルドサックが設けてあるかどうかということです

ね。１１号の方で本条の要件を満たすために必要な費用は、申請者が負担するものとするというこ

とで寄付申し出者が全て測量費用だとかそういうものを一切持つんですよということでここで謳っ

ております。 

 次に申請の手続きなんですが、第６条でございます。私有道路を町道に認定しようする者は、申

請書に次に掲げる図書を添えて町長に提出しなければならないということで、まず一つ目が道路用

地の寄付申込書。２つ目が道路の位置図。３つ目が道路の実測図、これは道路の分筆図ということ

になります、４つ目が土地登記簿謄本でございます。５つ目が利害関係人の承諾書及びその対策の

概要書。６つ目がその他参考となるべき事項を記載した図書ということになっています。で、６条

の２項につきましては、町長は申請書の提出があった場合は、申請書類に基づき必要に応じ現地調

査を行い、申請書に必要な事項を内定通知するものとし、通知を受けたものは、直ちに次の各号に

掲げる書類を町長に提出するものとするということで、１つ目が登記承諾書。２つ目が印鑑証明書。

そして３つ目が住民票抄本ということでなっております。それが整った時点で町が登記いたします
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よということでございます。登記手続きに入るという状況でございます。以上、町道の認定につい

ての説明を終わらせていただきます。 

 次、３番目の土木費の過去１０年間の推移ということについてでございますが、平成６年度から

平成１５年度の過去１０年間の土木費の当初予算と決算額を明示いたします参考資料、資料３で提

出させていただいております。それで８款の土木費でございます。それともう一つが土木費と１１

款の災害復旧費の合計を一応明示させていただいております。一応、内容につきましては款・項・

目ということで目まで明示しております。その中でですね、土木費でいきますと一番多かった年と

一番最低の年ですね。それを見てみますとですね、決算額で見ていただきたいと思いますが。１０

年前でございますが平成６年度には１，８６０，８２９，４８１円の決算額でございましたが、一

番小さい年度といたしますと平成１４年度４３０，６０６，２７１円という金額になっております。

これは差し引きいたしますと６年度と１４年度の差というのが１，４３０，２２３，２１０円とい

う形の中で７６・８％の減、平成６年度と照らし合わせてですね。そういうふうな減となっており

ます。下の合計につきましては災害復旧費を含んだ金額となっております。その災害復旧費を含ん

でみましても一番多かったのが平成６年で、一番少なかったのが平成１４年度という状況になって

おります。 

 次にグラフとなっておりますが、これは災害復旧費を除きました土木費だけの過去１０年間の経

緯をグラフで表したものでございます。一番最初の土木費総額で見ますと、このグラフの薄い方が

当初予算でございまして、濃くなっている部分が決算額という形になっております。それで、この

グラフを見ましても先ほどご説明いたしましたように平成６年が１８億６，１００万で、１４年度

が一番少なくて４億３，１００万という状況でございます。これを見ていただきますと過去１０年

間の土木費の推移が分かっていただけるものと思います。このグラフには次には土木管理費だとか、

道路橋梁費、河川費、都市計画費、そして災害復旧費と。そして道路維持費、道路新設改良費、交

通安全費、河川改良費、それと排水対策費、都市計画街路費、それと公園費ということで資料を出

させていただいております。それを参考にしていただきたいと思います。 

 そのグラフの後でございますが、工種別請負費の推移ということで見ていただきたいと思います。

これは、こないだの協議の中で出ていた内容でございまして、舗装工事、それと簡易舗装工事、歩

道整備工事、それと舗装補修改修工事ですか。それを要するに過去１０年間のを拾い上げたもので

ございます。当然、全体の流れから行きますと、舗装工事、これは当たり前の舗装工事でございま

して政策等に伴って整備する舗装工事でございます。あと簡易舗装は先ほどご説明したような形の

中で主に生活道の３ｃｍの舗装のみでございます。あと歩道の整備工事。あと舗装補修につきまし

ては、オーバーレイ等が主な工事となっております。 

 次にそれをグラフ化したものでございます。やはりこの１０年間を見ますと簡易舗装だとか、舗

装補修、それと歩道工事等については極端に減ってきているというのが一目瞭然で分かるかと思い

ます。 

 次に４番目の舗装率と改良率ということでございます。現在、町で管理している路線数につきま

しては８２２路線で、実延長は４４５．５ｋｍございます。平成１６年４月１日現在での道路改良
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率については５７％で、道路の舗装率につきましては４８．５％となっております。この整備率に

つきましてはですね、町の市街、団地、山地、歩行者専用道路等を含んだ率でございます。その中

で山地を除く改良率は８４．１％、舗装率で７２．１％となっております。また、市街での改良率

は７８．２％、舗装率については６９．８％。で、団地につきましては改良率は９２％、舗装率は

７５．１％となっております。これにさらに防塵舗装という簡易舗装を加えますと８３．８％の整

備率となっております。市街地では８１．３％、団地では８７％という舗装の整備率となっており

ます。 

 で、次に資料４を見ていただきたいと思います。これで町道の改良舗装率を出しておりまして、

道内人口類似町村との比較の資料を提出させていただいております。この中で白老町、静内町、幕

別町、釧路町、中標津町ということで５町を参考例として上げておりますが、この中で白老につき

ましては先ほど言いましたように舗装率だけを見ますと平成１５年度末、一番新しい方を見ていた

だきたいんですが、舗装率で４８・５％。山地を除いた舗装率ということになりますと７２．１％

という率になっております。同じぐらいの人口ということで静内町を見ていただきますと、舗装率

が７３・９％という高い整備率になっております。ただ、これをですね、ちょっと見ていただきん

ですが道路の実延長が全く違います。白老町の場合４４５．８ｋｍございますが、静内の場合は２

７４．４ｋｍという約白老の半分の町道延長という形になっております。そういうふうな中で舗装

率もぐっと高いのではないのかなという。要するに市街地がまとまっているというような状況でご

ざいます。 

 次の下の表につきましてはですね、これは改良率だとか舗装率だけをピックアップして出したも

のでございます。市街地のみの数値ということで表示したものでございます。ですから、この平均

で行きますと、舗装率ですか、１４年度末のを見ていただければ類似市町村の平均としては５４．

８％ですよということです。それに対して白老町は４８．５％なんですが、市街地だけを見ますと

７２．１％という整備率になっております。 

 次の資料なんですが、これが道路の延長調書となっておりまして、これが各地区ごとの整備率が

出されております。社台、白老、石山、萩野、北吉原、竹浦、虎杖浜、森野ということで区分して

おります。それをさらに社台だとか白老、その地区ごとの市街地、団地、山地という、あと歩行者

専用ですか、そういうふうな区分をして整備率を表しております。一枚目の表の方が全部の、要す

るに山も山地も全部含めた形の表でございまして、次の裏が市街地のみということで表示させてい

ただいております。で、次の２枚目なんですが、これは要するに防塵舗装も含むということで、そ

ういうふうな簡易舗装ですか、防塵舗装も含んだ形の中での表となっております。それで見ますと

ですね、防塵舗装を含む表を見ていただければ分かるように一番下の合計なんですが、この中で舗

装率につきましては市街では８１．２９％で、団地で８７％、山地で２７．８４％、歩行者専用道

につきましては１００％という形の中で平均５５．３５％という数値になっております。その裏が

市街地のみの防塵舗装を含んだ数値でございます。それでいきますと山地を除きますと平均も、要

するに市街、団地、歩行者専用道の平均でいきますと舗装率が８３．７９％という数値になってお

ります。 



 ２３ 

 次に５番目の河川の整備状況についてのご説明に入りたいと思います。白老町内には７４の河川

がございますが、町で管理している河川につきましては普通河川が５３河川と準用河川が１３河川

ございます。その流路延長は普通河川で焼く２５９ｋｍ、準用河川で約３５ｋｍの２９４ｋｍござ

います。その整備状況につきましては町では現在、札幌防衛施設局の補助を受けまして準用河川バ

ンノ沢川の整備を進めております。完成につきましては平成２０年度ごろ完成するのではないのか

なという今の予想でございます。整備済み河川についてはまた別資料でご説明をさせていただきま

す。その他ですね、北海道で管理している河川が８河川ございます。２級河川でございますが延長

が９４ｋｍございまして、３河川について今現在、事業展開、整備を進めている状況でございます。

その河川といたしましては萩野緑泉郷地区の豪雨対策のフシコベツ川、それと石山のブウベツ川と

白老川ということで３河川が今、事業展開を道の方で図っていただいております。 

次に資料の５を見ていただきたいと思います。これが河川の一覧表になっております。白老町に

存在する河川でございます。その中で一番目からですね、社台の別々川、社台の方から順次虎杖浜

に向かって行っておりますが、全部で５７の河川がございます。これにつきましては普通、準用、

２級の３種類の川となっております。それで２枚目の計を見ていただきたいんですが、先ほどご説

明申し上げましたように流路延長につきましては２級河川では、これは道の管理河川でございます

が８河川で９４ｋｍ。で、準用河川、これは町の管理河川でございまして１３河川の３４．７８ｋ

ｍ。で、これも町の管理河川で普通河川でございますが、これは５３河川ございまして流路延長が

２５８．８０ｋｍとなっております。それで合計といたしまして５７河川の３８７．５８ｋｍとな

っております。全体の流域面積といたしましては８５３．７ｋ㎡という状況でございます。 

 次に準用河川の整備区間の一覧表ということでございますが、町で管理している準用河川の整備

状況でございます。この中で整備している河川でございますが、全部で１０河川の内９河川を一応

部分的にも整備を進めております。それは４番目のウトカンベツ川。それとバンノサワと西バンノ

サワ、これは防衛庁で今現在整備を進めている川でございます。それと８番目のメップ川でござい

ます。次が９番目の幌内川、１０番目のクッタリウス川と１１番目の伏古別川ですね。で、１２番

目のアヨロ川、１３番目のオモンベツ川という９河川について部分的でございますが危険な箇所だ

とかそういう所については整備が終わっているという状況でございます。 

 最後でございますが、最後にですね、河川の位置図を添付させていただいております。河川の先

ほどの一覧表の番号とこれが一致するようになっておりますので照合して見ていただきたいなと思

います。ただ、この上の方にはまだ山の奥にもずっと普通河川がいくつもございます。これは今回、

時間の関係もございまして下の部分だけ一応、市街地に近い部分の河川だけ一応図面化させていた

だきましたのでご了解いただきたいと思います。以上、雑駁でございますがご説明を終わらせてい

ただきます。 

○委員長（加藤正恭君） はい。どうもありがとうございました。非常に短期間にこれだけの資料

を作っていただいて大変だったろうと思います。心から敬意を表したいと思います。これはいつも

作ってあるんですか、こういうふうに。今回作ったの。それにしても大変な資料を作っていただい

てありがとうございました。今、課長からいろいろと説明があったんですが、これについて各委員
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さんから質疑を受けたいと思います。質疑のある方どうぞ。小西委員どうぞ。 

○委員（小西秀延君） 町道の何かマニュアルってあるんですけど、こちらの方は他町村も同じよ

うな形式で行っているのかどうか、ちょっとお伺いしたいんですけども。 

○委員長（加藤正恭君） 山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 他町村の方はちょっと分からないんですが、これは私方が独自で作っ

たものでございます。予算要求だとか、特にやっぱり住民にこれから説明が必要だということでで

すね。住民と言うか、要望者ですね。そういう場合になぜ出来ないのか、出来るのかという説明が

求められるということで独自で作った資料でございます。 

○委員長（加藤正恭君） 小西さん、いいですか。はい。宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君） 例えば資料１－１で評価が１とか２とかというのを付けるわけですけども。

その評価をするのはもちろん複数でやるだろうと。職員の一人でなくて何人かでやるんだろうと思

うんですけども。例えば、地域情報、要望要請が何年以上とか、あるいは住居の密集だとかという

のはちゃんと数字がばっと出てくると思うんです。ところが右の方の道路情報で交通量、非常に多

いとか多い、普通、少ないという、その辺の基準になってくるとやっぱりその人その人によって違

うんでないかなと思うんですけども。何かこういったものにも客観的な、非常に多いというのはど

のぐらいをもって非常に多いのか。少ないというのはどのくらいでもって少ないのか。その辺は何

か別にあるんですか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） その辺は交通量調査をして決めるわけじゃないですから、あくまでも

目視の中で状況を非常に多いとか少ないとか、本当に常時見てればどのぐらいの交通量かというの

は大体分かりますのでね。その中で取り決めをしているというような状況ですね。正式に交通量を

きちんと何台あるとか、時間当たり何台とか何とかということはやっておりません。 

○委員長（加藤正恭君） はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君） 昨日も虎杖浜での中でこの財源使う場合には１２時間で車は何台ですよとか、

子供たちが何人通らなきゃ駄目だという基準があるのではっきりしていると思います。それから、

何年か前に石山大通りに歩道をと言った時にも、あそこでもちゃんと数える人がいて１時間にどの

くらい車が通っている、人が何人くらい通っているという、そういうのはもう大体数えていますか

ら、それは誰が見ても非常に多い、多い、少ないというのは分かると思うんですね。説明する時も

資料がちゃんと出ているわけですけども。だから例えば、先ほど言いましたようにはっきり数字で

出てこないような時にはやっぱり、Ａ君は非常に多いと言って、Ｂ君はいや、ただの多いって言う

んでないかなという違いが出てくるんでないかと思うんです。そういう時にはどういうふうに判断

するかな。 

○委員長（加藤正恭君） 山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 交通量調査するというのはですね、大きな事業で街路事業だとか補助

事業を採択していただく段階において私どもはお金をかけて交通量調査した中でデータを収集しま

すけど。これはあくまでも生活道なものですから。ましてや簡易舗装という形の中でそこまでやっ
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てないというのが現状でございまして。あくまでも担当した者と言うかな、作る者の現場へ行って

見た中での判断の中で多いとか少ないとか、そういうふうな判断の中でやらせていただいていると

いうのが現状でございます。 

○委員長（加藤正恭君） 他にどなたか。全般にどこでもいいですから全般でやってください。は

い、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君） 私、今日初めて恥ずかしいんですけど分かりました。例えば、川一つとって

もここは１級河川、２級河川とありますよね。本当の上から下までが２級なら２級河川だという、

私はそういう判断していたんです、今までは。今日の説明を受けて、そうでなくて同じ一本の川で

もここからここまで、ここからここまでというのがあるということが今分かったんですけども。こ

れは川を見た時に、その境目と言いますか、見たことないんですけどもそういうのはされてあるん

ですか。 

○委員長（加藤正恭君） 課長。 

○土木課長（山本憲次君） それはございません。現地にはございません。ここから２級ですよ、

準用ですよ、普通河川ですよという表示は全くないです。あくまでも河川の管理台帳ですか、その

中で判断していくというような状況でございます。 

○委員長（加藤正恭君） はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君） そうしますと工事に関わって、これは２級河川だから、２級は道ですよね、

道でやるとか。それから、そうでない準用河川とかいろいろ、こっちは町ですよとかという、そう

いう区別があるだろうと思うんですけども。別に工事には支障はないんですか、そういう時には。 

○委員長（加藤正恭君） 山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 今現在の中ではですね、一部敷生川でちょっとあったことはあるんで

す。要するに普通河川の中を道がちょっと越境してしまったという状況もございますけど。ほとん

ど、大体台帳の中で河川の状況を見ると、要するに沢水が普通河川が入ってきている合流点を２級

だとか、そこから２級だとか準用だとかって区分しているものですから。その現地の中で大体判断

ついているというような状況ですね。細かに、要するに敷生川については測量した結果、普通河川

に越境していたということが事実ございますけど。ほとんど、そういうふうなトラブルというのは、

今だかつて大きなトラブルはございません。 

○委員長（加藤正恭君） 宗像委員。   

○委員（宗像脩君） もう一つなんですけども。もう何年も前に逆のぼるんですけども、よく白老

は雨が多くて氾濫すると。何年かに一遍氾濫するという話やら。５０分の１ですよと。５０分の１

って何ですかと言ったら、５０年に大体１回くらいの確立でという、こんな話を聞いたことがある

んですけども。それからだいぶ年数経ってきて、ブウベツもそうですけどもあちこち改修していま

すけども、今現在大体５０分の１よりももっと良くなったのか。それとも今もって５０分の１なの

か。たまたま今回、福井だとか新潟だとかという向こうの方でも大きな水害があったものですから、

一応関心事の一つとして思っているものですから。大体、今現在、白老の河川ではどういうくらい

の状況にあるんですか。 
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○委員長（加藤正恭君） 佐藤係長。 

○管理維持係長（佐藤克悦君） ５０年確立とか３０年確立というのは降雨強度いわゆる５０年に

一度発生すると思われる大きな雨ということの考え方の５０年。それを５０分の１と言ったり、５

０年確立、３０年確立、１０年確立と言うんですね。ですから、既存の川が整備したから５０年確

立になったとかそういうことではないんですよ。５０年確立の雨が降るに耐えうるだけの河川整備

はしましょうということなんで、河川整備が終わった河川については当然その時の設計の考え方、

いわゆる３０年で計算したんであれば３０年に一度に耐えうるだけの川の断面を保ったということ

になるんですね。ですから未整備については当然まだ何年確立にも値しないということになります

ね。そういうことなんです。その確立と言っているのがそういうことなんですね。 

○委員長（加藤正恭君） 他にどなたか。はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 町道のマニュアルというのは、僕はこういうものがきちんとあるというこ

とは一つは非常に評価出来る部分だなというふうに思っているんですよ。で、一つはね、もちろん

町民に誰にでも見せるということじゃなくて、問題はいろいろ出るでしょうけれども町民に公表出

来るようにしていく考え方、将来的に。それは何故かと言うとね。例えば、順番が狂うとかいろい

ろなことが出てくると思うんだけれども、家の前の舗装してほしいよと、例えばね。そうしたら、

今ちょっと財政厳しいから３年待ってよと。そうか、そうしたら３年待ったらここは舗装になるん

だというふうに思うのと。マニュアルは作っているけれどもいつ出来るか分からないよというのと

では町民の受ける印象が全然違うのね。だから、せっかくここまで、もちろん新しいことものも出

てくるし、いろいろなことが出ると思うんだけれども、そういうことが本来からいったら町民が分

かるというふうになる、これは今のところは中での作業のものだと思うんですけれども。町民が誰

が見ても分かるよと。で、そうなればやっぱり何らかの形でこういうところに町民も平均的な見方

で関与するなんてことも出てくるだろうし、面倒なこといろいろあると思うんだけれども。私はた

ぶん将来的にはそうなっていくのでないのかなというふうに思うんですよ。全然、記憶違うかもし

れないけど、例えばニセコ町なんかはそれに似たようなことをやっているやにちょっと聞いたこと

があるんだけど。違っているかもしれないけど。そういうことというのは考えられないものかどう

かということが一つ。 

 それともう一つはね、こういうものを他のものに広げていく。さっき言った排水だとか。僕の記

憶ではね、排水の要望、陳情、かなりあったような記憶しているんだよね。前に産建やった時もそ

れで随分、萩野の団地の中で本当はこういうふうになっていたけどレベル違ってこんなふうになっ

ちゃったとかさ。そんなのを随分いろいろ受けたような気がするんですよね。ですから、そういう

ものにもこういうものが、あらゆるいろいろな部分で応用、対町民との接点との関係で言えば応用

が出来ないものなのかどうかね。で、そういうものが、これをするのが全部いいとは思わないけれ

ども町民が理解出来るような形に将来的にはなっていかないものなのかなという。そこら辺はどん

なものですかね。 

○委員長（加藤正恭君） 山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） まず、町民に公表する考え方ということなんですが、当然要望だとか
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来られた方についてはこういうふうな形になっていますよということをお見せしながら説明してる

ような現状なんですよ。ただ、これを広く広報だとか町民に知らしめるというは非常に危険だなと

いうことなわけです。それは要するにこないだから申し上げておりますようにですね、途中でいろ

いろ町政懇談会だとか、いろいろな要望、緊急的な要望が出てきます。その中で順位もどんどん、

どんどん変わるような要素が非常に大きいものですから、それを広く公表するのは非常に難しいの

かなということでございます。ただ、先ほど言いましたように要望されてきた方についてはですね、

この路線についてはこういうふうな形になっていますよ、私方もこういうふうな考え方で整備、補

修だとかそういう整備を行っていますよという説明はこの資料を見せながらやっているというよう

なのが現状でございます。 

 それと他の方にマニュアル化を広げる考え方はないかということなんですが、当然、非常にいい

方法だと私方使っている方もそう思っていますのでね、広げられるものについてはこういうふうな

形の中で広げて行きたいなという考えは持っております。とりあえず、今、舗装だけに絞っている

と言うか、なっておりますけど、先ほど言いましたが排水路だとかいろんな維持補修だとか、住民

の説明の求められるようなものについては作って行くように検討していきたいということでご理解

いただきたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 公園の例えば維持補修、それから都市整備課の例えば、土木関係ないかも

しれないけど公営住宅の維持補修、公民館の維持補修だとか、広げていけばかなり活用出来る中身

だというふうに思うんですよね、こういうものは。それは町民の納得度が、今、課長言われたよう

に見てもらうということだけだって来た人だけでも納得度は高まると思うんですよね。納得の仕方

が違うっていうね。ちゃんと文書にあるんだということになりますからね。こういういい仕組みと

いうのは町の中全体に波及できるものであればね、やっぱり都市整備課、僕は下水道なんかでもち

ょっとあるんじゃないのかなという気がするんだけど。そういうところにずっと波及していくとい

うのはいい方法じゃないかなと思うんだよね。町民に納得してもらうということで言えば。そうい

うことは是非やられたらいかがでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、山本課長。 

○土木課長（山本憲次君） 大変いいことだと私方も思っていますのでね、他の課とも協議させて

いただきたいなとそう思っています。 

○委員（大渕紀夫君） うちの常任委員会でいいことはいいと書けばいいんだよ。何でもかんでも

指摘ばかりしないで、いい時はいいってどんと書いた方がいいんだわ。と僕は思うんだけどさ。そ

こら辺で聞くところがあったらいいと。 

○委員長（加藤正恭君） 書いた後、またご批判を受けますから、その時に言ってください。いい

ですか、大渕委員。他にどなたか。３時まで１０分間休憩をします。 

休 憩    午後 ２時５０分 

                                           

再 開    午後 ３時００分 
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○委員長（加藤正恭君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。所管事務調査ですが、その後何

か各委員さんでお聞きになりたいことありましたらどうぞ。はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） さっきもちょっと話出ていましたけど、土木費の総額が６年の１８億から

１４年の４億ということは４分の１ですか。それぐらい圧縮されているという状況なんだけども、

土木に聞くのはおかしいんだけども、もちろん町民との関わり合いで言えば大変なことになってい

るんですけれども。ただ、業者さんとの関わり合いと言うかね、業者さんの方もこれは大変な状況

じゃないのかなというふうに思うんですけど。単純に建設協会なんて行って聞きますとね、大変な

んだって言われるんだけど、どれぐらい大変かということよくわからないんだよね。だけど、これ

を見るとさ、平成６年から平成１４年までで４分の１強にまで下がるというのはやっぱり、ちょっ

と異常だよね、ある意味で言えば。ですから、政策的にやっぱり考えなくてはいけないのかなと。

もちろん課長の立場でどこまで言えるか、主幹や係長さんの立場でどこまで言えるかわからないけ

ども、そういうことはこれを見て僕は感じるんだけど、どんなふうに思うかと言ったらおかしいけ

どさ。これは業者は大変だよね。そういうことはやっぱり言ってくるでしょ。 

○委員長（加藤正恭君） 山本課長どうぞ。 

○土木課長（山本憲次君） 本当に数字に表れているとおりですね、業者さんは直接は言ってきま

せんけど、やっぱり私方が見てても大変な状況でないのかなとは思っております。そういうふうな

中で現在も白老町の少ない分を日高の災害の方でカバーしているとか、そういうふうな話も聞いて

おりますけど。本当に人を減らすわけにもいかないというような状況の中でですね、やっぱり大変

じゃないのかな、苦労しているんでないのかなということは痛切に今、感じております。 

○委員（大渕紀夫君） それでも１６年はちょっと増えたのか。１５年が６億で、１６年が当初予

算で９億だから。グラフを見ているの。当初予算で９億ぐらいになっているよね。だから、ちょっ

とはいいのかなとは思うんだけどもね。しかし、これはやっぱりちょっと異常だね、見れば。都市

計画費でかばっと落ちているな。交通安全はひどいなこれは。河川も落ちている。 

○土木課長（山本憲次君） この交通安全施設なんですが、平成６年に突出しているのは萩野の跨

線橋をやっておりますのでその分がずっと突出しているような状況です。６年、７年と。そのよう

な状況です。 

○委員長（加藤正恭君） 大渕さん、いいかな。 

○委員（大渕紀夫君） はい。 

○委員長（加藤正恭君） それから僕から一つ聞いておきたいのは、私有地をね、私道と言うか、

現在ある私道を町道にしてもらいたいという場合に原則としてその土地は寄付していただきますよ

というのが一応建前にはなっているわね。そうではなくて町がどうしても欲しいという場合も、今

のところあるのかないのか知らないけれども、そういう場合は逆に町が買ってまで町道にしたいと

いう場合もあり得ると思うんだけど。町民から要望なくてもね、逆な場合。そういう基準と言うの

かな。その辺りはどういうふうになるものなのか、その線は。はい、課長どうぞ。 

○土木課長（山本憲次君） 政策的な道路の整備につきましてはですね、今までうちの方としては

用地の所有者にご理解いただいた中で現道分については寄付ですよ、拡幅する分については買わせ
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ていただきますということで今まで進めてきております。それは今まで全てそのような形の中で、

まだ崩れていないと思います。ただ、それはあくまでも押し付ける何ものもございませんけど、相

手がどうしてもそれは寄付出来ないということになれば、うちの方も政策的にそこを飛ばしてしま

うかですね、あとは要するに２分の１でお願いするとか、５分の１だとか、そういうふうな交渉も

あり得るのかなという、今後ですね。そう感じております。 

○委員長（加藤正恭君） 政策的にこっちから道路が来たと、どうしてもそこのところは道路とし

て必要であると。ところが地主が例えば私は売りませんよと、寄付しませんよというようなことだ

ってあり得るわけでしょ。国道なんかやる場合、よく強制的にこう、収用法を適用してまでやる場

合もあるわけだよね。町の場合はそういうことは普段はしないわね。そういう場合なんかはどうな

んだろう。はい、課長どうぞ。 

○土木課長（山本憲次君） 収用法を適用するということになりますとですね、これは都市計画道

路が対象となってきまして町でやる道路ということになると、収用法ということは極めて難しいの

かなという状況ですね。 

○委員長（加藤正恭君） だから、さっき課長から言ったようにね、拡幅する部分は例えば政策的

にここにどうしても道路が町としては必要だと。だけど私有地であると。だけど、現在道路は私道

みたくなっているんだと。拡幅する部分は買うけど、あとは寄付してくれというのもそれは地主さ

んに対してそういう方法でずっと来ているんですか、今までも。はい、課長どうぞ。 

○土木課長（山本憲次君） 今までですね、そういう現道というのはほとんど町道として認定され

た道路が主になっておりますのでね、当然、税金もずっと免除されてきていますし、そういうふう

な中で今、要するに現道で砂利道であるよりは整備された方がずっと良くなりますのでね。そうい

うふうな中で協力を求めてきているというのが現状ですね。今まで、それはまだ崩してはおりませ

ん。 

○委員長（加藤正恭君） ああそう。そうしたらほとんど町が買ってまでやるということは今まで

は例がないということですね。町民の必ず協力を得てお互いに話し合って、譲るところは譲ったり

なんかしてやってきていると。そして、寄付されることが原則にしてもらってお願いしていると、

そういうことで進んでいくし、今後もそういう方法に変わりはないということなんだな。 

○土木課長（山本憲次君） そうですね。 

○委員長（加藤正恭君） わかりました。他にどなたか。無ければこの辺で閉じたいと思いますが

いかがでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（加藤正恭君） それでは一応、担当課の皆さんにはこれでお引取り願いたいと思います。

長い間ありがとうございました。５分間休憩します。 

休 憩    午後 ３時１０分 

                                          

再 開    午後 ３時１７分 

○委員長（加藤正恭君） 会議を再開して、今回、所管事務調査、土木行政の現状と課題について
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ということで終わらせていただいたわけですが、これを一応まとめて９月の定例会に委員会報告と

してするわけですが、どのような方法でしたらいいか。報告書は原案は委員長、副委員長が作って、

例年のとおり皆さんのご批判を仰ぎ、添削してもらって出すとこういうような形でよろしゅうござ

いますか。 

○委員（大渕紀夫君） ちょっと一つだけいいですか。 

○委員長（加藤正恭君） はい、どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君） 僕はそれで構わないと思うんですけどね。出来ればね、例えば４日の予備

日で下水道の資料がありますよね。もし、そういうことでやるんであればね、本当はここだけ載せ

て欲しいというね、これに入っていないものでも、それをやっぱり持ち寄るというのは僕は原則の

ような気がするんですよ。そして、それを聞いた上で正副委員長さんにまとめていただくというの

が。僕は今までとおりでも構わないとは思うんだけど、ただルールとしてはやっぱりそのようにや

っていった方が全体の意見が反映されるということになるんでね。 

○委員長（加藤正恭君） それは私も考えておったんですけどね。今、終わって、下水道の話がた

またま財政の問題で出たけども、全部そうしたらいちいちチェックするかなと思ったのさ。だけど、

相当皆さん疲れているしね。俺もだいぶ疲れているからね。だから書いて、後からこれが足らない、

あれ足らないという批判を受けた方がかえっていいのかなと思ったりしたものだから。 

○委員（大渕紀夫君） ただ、４日の日にやらないなら別だけどやるのであればね、出来れば、案

は作っておいても構わないから、例えば我々なら我々、例えば評価の問題でもね、こういうふうに

評価すべきだというようなものを箇条書きでもいいからあるとないでは違うし。僕はやっぱり原則

論としてはそうやって・・・。 

○委員長（加藤正恭君） いや、本当はそうしてもらうと私も方も楽なんですよ。書く方も楽なん

だけど。それを今、ここでやるか・・・。 

○委員（大渕紀夫君） いや、ここでやらないのさ。 

○委員長（加藤正恭君） いや、例えばね。４日の日でもいいんだけども、やるとするか。下水道

の方の財政の方の資料もあるの。 

○委員（大渕紀夫君） たまたまちょっとあるからね。だから、そういうふうにした方が。 

○委員長（加藤正恭君） それも４日まで出るのかどうかな。それはまだ言ってないものな。４日

まで出してもらえるかどうか。 

○委員（大渕紀夫君） だから、午前中なら午前中、１時間でもいいから集まってやった方がね。

僕はやっぱりそういうルールをずっと作っていった方がいいような気がしているんだよな。 

○委員長（加藤正恭君） そうしたら、ちょっと休憩します。 

休 憩    午後 ３時２０分 

                                          

再 開    午後 ３時２２分 

○委員長（加藤正恭君） 休憩を閉じて委員会を再開します。今、私の方から委員長、副委員長に

お任せくださいと、こういうふうに申し上げましたが、予備日を８月４日一応１０時からというふ
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うに取ってあります。それでですね、今日は皆さんにお聞きしませんが、今日の所管事務調査の内

容についてはこういう点は是非強調し書いて報告してもらいたいというような項目がありましたら

４日の日までお持ちよりいただきたいと思いますし、私の方に提出していただきたいと思います。

それに基づいて私どもは原稿を書いていこうというふうに思います。それと午前中に審議しました

下水道の問題ですが、下水道のところで資料を、実は財政的な今までのことで、今後のことは、こ

れから将来のことはちょっと困難だとしても、今までの下水道に投じた金または借金、諸々の問題

が現在まであると思いますが、それらを一覧表にしたようなものを提出するというふうに吉田主幹

は帰ったわけですから、それを４日の日までに提出してもらって、それをまたちょっと委員会をし

て検討して、１時間か１時間半で終わりたいと思いますが８月４日にもう一度委員会を召集いたし

ますので、そういうふうな要領でやりたいと思いますので各委員さんは心して何か問題を提起して

もらうようにご協力方お願いいたしたいと思いますがいかがでございますか。じゃ、そのようにお

願いします。それで８月４日１０時にもう一度産業建設常任委員会を招集いたしますので。案内は

してありますものね。それで案内はいたしませんので、是非間違いのないように８月４日１０時に

お集まりいただきたいと思います。それまでに先ほど私がお願いしたようなことを是非、提出され

るようにお願いいたしたいと思います。はい、宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君） 今年の秋には視察研修が入りますね。今、先ほど話がありました９月の定例

会が９月の中旬以降だと。そうするとその時点で協議するんではちょっと時間が切迫しすぎている

かと。であれば、せっかく８月４日に集まるわけですから、その時にこれを話題にしてはどうかな

と、今そう思ったんですけども。 

○委員長（加藤正恭君） はい。今、宗像委員から研修視察の問題が提起されております。９月の

定例会でそのことが決まるわけですが、各委員さん８月４日に集まるんですが、視察の目標・目的、

それによって視察の場所等も選定に入らなければならないと。切羽詰ってからでしたら、おそらく

１０月、１１月。１０月はちょっと行けるのかどうか。町制５０周年の行事がいっぱいありますの

で１１月に入るんじゃないのかなと思うんですが、それまでに。急ぐわけじゃないんでしょうが、

視察の目的事項を各委員さん考えて来ていただきたいなという提案でございますので、それも合わ

せてお願いをいたしたいと思います。それでよろしゅうございますか。 

                                          

     ○閉会の宣告 

○委員長（加藤正恭君） じゃ、そういうことで今日の委員会を閉じたいと思います。ありがとう

ございました。 

 

（閉会 午後３時２７分）   

 

 


