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○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会いたします。 

                                           

○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。 

［「異議なし」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。本日の委員会は移動常任委員会として北吉原ふれあいプラザに

おいて開催いたします。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。事務局お

願いします。 

○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 2 号「町道柏洋

団地東通り」道路拡幅に関する請願書についてを予定しております。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）  はい。これより請願第 2 号を審査いたしたいと思います。まず、請願

書の朗読を事務局がいたします。よろしくお願いします。 

○事務局主幹（中村英二君）  請願第 2 号「町道柏洋団地東通り」道路拡幅に関する請願書。理

由、この町道（全長140ｍ）は道幅3.6ｍと狭く簡易舗装である。石山大通りの舗装が終了したこと

から、石山大通りから柏洋団地東通りを通って団地内へ通行する車両が福祉関係バスなどを含めて

非常に多くなっております。現在、片方の車が停止・待機しないと通行できない現状にありますの

で緊急時には非常に危険な状況にあります。過去にも町当局に要請した経緯がありますが実現しま

せんでしたので、各町内会会長を中心に再三協議いたしました結果、当該道路の道幅を 6.0ｍ拡幅

していただきたく請願書を提出することになりましたので別紙、図面を添付して提出いたします。

以上、ここに請願いたします。平成16 年 11 月 20 日、請願者北吉原七区町内会会長他 2 名、紹介議

員谷内勉議員。白老町議会議長堀部登志雄様。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）  次に請願書の第 2 号について、紹介議員さんの方から説明をお願いい

たしたいと思います。谷内議員よろしくお願いいたします。 

○紹介議員（谷内勉君）  それでは、この理由主旨につきましては、今の朗読と全くこのとおり

でございます。ただ、付け加えておきたいということは、私、冬道になりますと非常に交差する時、

今 3.6ｍしかございません、それで冬道になると非常に交差がむずかしくなると。それで待避所も

ありません。そういうようなことで夏よりもっともっと厳しい状況にあるということでございます。

それで、先ほどの請願書に書いてありますけども、今言った福祉バス関係、そういうバスがかなり

の量で通るということが確認されております。それで、救急車も利用しているということで、これ

はやはり、この道路じゃ駄目だなと。だから、そこでやはり、道路を広げてもらおうということが

強い願いでしたので、私としてはこれはいいことだということで請願者の意を受けまして、そして

今日、請願する、紹介することになったわけでございます。この 1 点だけを付け加えておきたいと

思います。以上でございます。 

○委員長（加藤正恭君）  ありがとうございました。次に本日の参考人としてですね、請願者の
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皆様をお招きしております。請願者の趣意等についてご説明を求めたいと思います。北吉原第一町

内会長南原さん。お願いいたしたいと思います。どうぞ。 

○柏洋団地町内会長（南原国好君）  議員の皆さんご苦労様でございました。ただ今、谷内議員

から申し上げましたとおりでございますので、何も申し上げることはないわけです。よろしくご審

議賜りますことをお願い申し上げて、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  それから会員である船木さんもみえておりますが何か述べるようなこ

とがあればどうぞ。発言してください。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  谷内議員さんの方からありましたので私も十分だと思

いますのでよろしいと思います。 

○委員長（加藤正恭君）  紹介議員、また参考人からいろいろお話を伺いました。次に担当課の

方からの請願書の道路拡幅に関することについてですね、執行部としてお話しすることがあれば説

明方お願いいたしたいと思います。よろしくお願いします。土木課長。 

○土木課長（山本憲次君）  それでは私の方で資料を作っております。渡してあると思いますの

で、その資料に基づきまして簡単にご説明を申し上げたいなと思います。 

 この町道名でございますが、柏洋団地東通りという町道名でございます。 

この町道の認定年月でございますが、昭和57 年 2 月に町道認定を行なっております。 

 で、現況道路幅員等でございますが、この柏洋団地東通りの総延長でございますが 660.9ｍござ

います。車道幅員につきましては6ｍ～3.2ｍという幅員になっております。歩道の幅員でございま

すが、団地の造成されているところで 2.5ｍの両側の歩道の設置となっております。歩道なしとい

うところが請願を受けている区間でございます。今回、請願されている区間でございます。拡幅の

区間でございますが、その延長が 188.6ｍ。車道幅員が 3.2ｍ～3.5ｍという舗装の幅員になってい

ます。当然、歩道はないということでございます。 

で、４の道路の整備状況でございますが、この町道につきましては宅地造成時に整備されており

まして、その後町に移管された道路の一路線でございます。今回の請願区間につきましてはですね、

宅造区域外ということで接続した既存差し込み道路という部分でございます。これは宅地造成で接

続されたというふうな状況でございます。で、昭和 57 年に町道に認定されまして、平成 10 年前後

になると思いますが町内会の要望によりまして簡易舗装を行なっております。 

それと 5 番目の現道交通量となっております。これは私ども、このあいだ 1 月 17 日月曜日でござ

いますが、午前 7 時～午後 7 時までの 12 時間の交通量調査を実施しております。その結果でござい

ますが、一応柏洋団地から北吉原西通りに抜ける方向で62 台。内、大型が2 台。で、歩行者 3 名と

なっております。それから、北吉原西通りから柏洋団地側につきましては43 台。内、大型3 台。歩

行者 3 名となっています。合計 105 台の交通量がございまして、一応大型が 5 台、歩行者 6 名とい

う数字、結果となっております。大体、1 時間あたり10 台ぐらいかな、そのぐらいの台数になろう

かと思います。 

また、次の道路拡幅の手法ということでございますが、今回の請願の内容、または交通量等を考

慮いたしますとですね、補助事業での対応は非常に難しいだろうと考えられます。で、単独事業に
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よる道路拡幅事業で考えられるわけでございますが。今、現道幅員が3.2ｍ～3.5ｍ、平均3.35ｍご

ざいます。それを拡幅後幅員 6ｍといたしますと、平均拡幅巾は2.65ｍ必要となっています。また、

それに伴いましてですね、今現在の道路敷地巾が3.5ｍ～4ｍぐらいでございまして、その拡幅分の

用地処理が伴うということでございます。 

それで推定事業費を見ますとですね、拡幅に伴う用地費が約 500 ㎡必要でございまして、用地費

用といたしまして 150 万。１平米あたり 3 千円の単価で見ております。工事費といたしましては延

長が 188.6ｍ、平均拡幅巾が 2.65ｍといたしまして、約 280 万かかるだろうという想定でございま

す。合計 430 万の事業費が見込まれます。その財源内訳といたしましてはですね、一応起債事業で

うちの方も見ております。その臨時地方道整備事業債という95％の起債がみられるわけでございま

すが、それを適用いたしまして 430 万の事業費の内、起債が 400 万、一般財源といたしまして 30

万という財源内訳の中で推定事業費を見積もっております。 

次、4 ページになるのですが定規図となっております。この黄色の部分が一応現道巾、現道でご

ざいまして、赤の部分の2.65ｍが拡幅部分と考えております。 

それと 6、7 ページに現況写真を付けておりますが、だいたい道路の中間で3.5ｍで舗装の幅員と

いう形になっております。それで一番最小部分が 3.2ｍとなっておりますが、それは柏洋団地から

上って行った坂のつけ根が実は現況で測りましたら 3.2ｍということでございますので、一応幅員

といたしましては3.2～3.5ｍということになりますのでご理解をいただきたいなと思います。以上

です。 

○委員長（加藤正恭君）  担当土木課長から資料に基づいて、この請願されておる道路の問題に

ついての説明がありました。次に各委員からですね、これについて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）  資料の 1 ページの 1 月 17 日に調査したという、いわゆる交通量が出ていま

すけれども、たまたま大型が朝の 7 時から午後 7 時までの12 時間の間に 5 台通ったということなの

ですけれども。実際に道路のすぐ傍にいらっしゃる方にお伺いしたいのですけれども、この調査の

時は 5 台ですけれども、普段何台って数えてはいないと思いますけども、今、車がどんどん大型化

していますし、たまたま福祉バスもあそこを通るはずですしね。普段、大体で結構なんですけども、

どのぐらい大型が通っているというふうにお考えですか。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、船木さんどうぞ。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  水道工事もしくは道路工事をやる場合、あと 5 台ぐら

いは通るのではないかなと。天気が悪い日でしたので交通量は少ないかなと思いますけども。団地

の上、見晴ヶ丘で工事、住宅とか水道とかの工事をやっている場合はもっと多い。そういうような

ことはあります。一応、交通量としてはそのようなところです。 

○委員（宗像脩君）  もう一点ですけども。普通車でもピンからキリまでありましてね。本当の

小型と言うのかな、中型と言いますか、大体私もあそこの一番巾の狭いところを見てみましたら普

通車でも交差するというのはちょっと大変だなと。やっぱり片側が止まっていなければ通れないよ

うな状況になるなと。私は今日も見てきたんですけども。そのあたりはどういうふうにお考えにな
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っていますか。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  どっちかと言うと、今、仮舗装されている部分が竹浦

に向かって左側、左側に出ています。現在、使っている道路はあそこに立っていました電信柱があ

りまして、あの辺りのもうちょっと来るところですけども。そういうことで交差というのは正規に

左側の地主が何かをするにしたら塀を建てるなりということになると。やっぱり、あくまでも 3.6

ｍということにちょっと乗用車が交差するのはきついと言うか、そのぐらいだと思います。 

○委員（宗像脩君）  もう一点。実際に今、3ｍ20 あるというこの計測は、これはたぶん雪のな

い時で本当の道路巾だと思うのですけども、今年は雪が多いものですから除雪していますね。そう

すると当然、その分狭くなると思うのですよね。ですから雪のある時の状態と、雪のない時の通り

は変わってくると思うのですよね。だから、そういった点、私もこう見ていて、もっとこれは広げ

ないと危ないなという風に見たのですけども、大体そういうふうにお考えですか。 

○委員長（加藤正恭君）  船木参考人どうぞ。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  事実そうなのです。今、雪ある、ないにしてもですね、

夏でも左側、さっきもお話したように向こうから向かって団地に向かう左側の面だけしか車が避け

られないという所ですから。で、左側に寄せると、あと藪になっています。冬場は下が固いからい

いけども。だから、途中に家が 1 件ありますけども、そこのところで待って交差をする。あるいは

向こう端に待っていて交差する。あるいはもう一つ、先ほど言った私のところで交差すると。そう

いうことです。 

○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）  何点か、私、お尋ねしたいのですけど。請願者の方々は町内会としては

道路の位置を考えていらっしゃったのかどうかね。例えば、山側に拡幅するのか、海側に拡幅する

のか。そういうことを全く関係なく考えていらっしゃったのか。なぜ、そういうことを聞くかと言

うと、あの道路のなりで行った方が安全だというふうに私は思うのだけれどもね、そこら辺はそん

な話は出ていますか。 

○委員長（加藤正恭君）  参考人どうぞ。            

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  当初はですね、古い話、昔はいろいろな問題があって

仮舗装してもらう前にですね、向こうの地主とも話しはしたようなんです、成り行きとしては。と

ころが、向こうの地主はちょっとその時に自分の住宅を建てるのに、ちょうど町がお願いしたので

は自分の玄関前を通るような格好になって、それではとても相談に乗れないということで道路の拡

幅は残念ながらできないだろうと。それでも、私たちとしては非常に道路が砂利道だったので大変

ので、じゃあ、このままでということで今までに来てしまったという。ですから、左側であれば地

主は・・・。 

○委員長（加藤正恭君）  左側というのはどっちですか。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  竹浦に向かって左です。 

○委員長（加藤正恭君）  浜側なの。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  すみません、海側です。そちらの方であれば何軒かで
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も協力してもらえればという。私も協力はしますし、という考えでお願いはしたんですよね。町内

会長さんにもその旨、あるいは谷内さんにもその旨、少しお話しはお願いしております。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、大渕委員どうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  願意としてはよくわかります。本当にその通りだと、今、同僚議員が申

しましたように全くその通りだと思うのですよね、今の状況で言えば。一番最初にありましたよう

に待避所を作るのかね。180ｍのところに待避所がいるかどうかという議論にもなりますから。です

から、幅を広げるということはよくわかるのだけれども、問題は地元の方々それに対して協力をし

たり対応することができるのかなというふうにちょっと思ったんです。細かなことはいいです。そ

れからプライバシーのこともございますから個人のことは結構でございます。町内会としてそうい

うことに対する協力含めて、どういう状況になっているのかなということを議論されて、そして、

先ほど若干の協力者はいらっしゃるようなお話しもございましたけれどもね。そこら辺がもうちょ

っとつめた話にはなっていませんか。船木さん個人のお話はわかりましたけど、それ以外の方いら

っしゃいますね。一人じゃないと思うのです、海側のね。そこら辺はどうでしょうかね。 

○委員長（加藤正恭君）  はい、船木参考人。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  私の家と、それから隣の地主さんが居ますけれども、

今日の会議があるという話は先だって私から隣の地主さんに話しまして。それから先のことは私と

しても言いかねますので。だから、現状のままではということは隣の地主さんもわかってくれてい

ると思います。あとは何人か、左側の地主は私の知り合いでもあるし、ある程度の付近の地主はみ

んな、苫小牧の人、あとは遠い人は愛知の人、あとは隣の地主さんが居て、もう一人の方は隣の地

主さんから向こうの大きな道路までは萩野の会社が持っていらっしゃるんですよね。そういうのに

どうかなっていう、私の考えなんですけども。 

○委員（大渕紀夫君）  すみません。じゃあ、もう一点だけね。ここに過去に町に要請した経緯

があるということが請願書に書かれているのですけども、その時の状況をもし知っている人がいた

らですね、過去に町に要請した経緯、状況はどんな状況だったのかね。それと、もう一つは先ほど

お話しされたのは、山側の話はそれぐらいの時のお話しなのかね。つい最近の話なのか。状況はき

っと変わることもありますよね。ついでに昔の話もう一つなんだけど、団地ができた時にちょっと

調べてみましたら、こちらの道路はその時にはもう、町道ではなかったけど現況道路があったのだ

そうでございます。古く住んでいたらわかると思う。その時、宅造業者さんがそれを例えば、こち

らから入る方が楽だという人たくさんいますよね。あそこの道路を付けてくれるなんてことは宅造

業者は全く考えていなかったのではないか。そこら辺ちょっと、もしわかっている人がいらっしゃ

ったら。いなかったらいいです。 

○委員長（加藤正恭君）  船木さんはご存知。どうぞ。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  私があそこに住んだのはですね、見晴も柏洋団地も造

成する前なんです。その時には私があそこの土地を買ってもう既に住んでいました。で、道路も自

分なりに少し景気も良かったせいか、原石屋さんから石を買って、非常に独特な道路でしてね。入

るのが大変。今はそこは下にたくさんの原石が入っていますから。そこに道路をつけて住んでいた
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ら、ここへ実は宅地造成したいのだということが。その時は上から工事が始まって、初めてあそこ

に道路が来るということしか私たちは知らなかったのです。何かとここを利用させてもらって物を

運びたいと。トラックも頻繁に通ると思うけどよろしくということだけは聞いていたんです。です

から、その開発始まった時点ではああいうふうな格好に道路が付くということは分からなくな     

って。で、工事がどんどん、どんどん進んでいろいろなことが出てきたらああいうふうな・・・。

当事のこととしてはそれぐらいです。一番先のスタートは。ですから、一番先はあの道路から海側

に間数で言えば３０間ですか。1 反あたりの道路がずっと私の方から出口まで分けてあって、そし

て、買って住んだという。ですから、そこの道路も作ったのは、私が作って、売ってくれた土地の

地主はやらなかったのですけど私が作った。その頃、上水道も無かったから、上水道も引っ張って。      

そういうような、もちろん電気も。そういうような経緯であそこに・・・。 

○委員長（加藤正恭君）  他に委員さん、どうぞ。無ければね、私ちょっと聞きたい。課長ね、

この 4 ページのこれは西通りの方から見た場合の図面ですか、これは。 

○土木課長（山本憲次君）  そうです。 

○委員長（加藤正恭君）  ということは、山側の方に拡幅したいと、こういうことですね。とい

うことは、山側の地主さんの土地に 2.65 ぐらい、3ｍ弱入りたいということなのですね。で、この

請願書には別に山とか、浜側ということは記述していない。とにかく 6ｍにしてもらいたいという

希望なのですけれども。この請願者の皆さんはそのあたりの地ならしという言葉は変ですが、山側

の地主さんか、こちら側の買う、買わないは別にしても了解を得ているのか。それとも、寄付をす

るという考え方が無かったのかどうか。その辺りについてはお話し合いをしておったのかどうか。

その辺り、どなたでもいいですから伺いたいのですが。はい、谷内議員。 

○紹介議員（谷内勉君）  今の話なのですが、今言った山側の地主さん、この人と私はちょっと

接してみました。そうしたら、その時点の話では要するに無料で提供しますよという、そういう話

は全くありませんでした。寄付ですね、そういう話は無かったです。ただ、その辺のところちょっ

と私自身があやふやで終わってしまったのですが。あの家建てたのはいつ頃なのだろう。結構新し

いよね。それで一応はね、自分で家を建て替えたらしんですよ。その時点でもって、なんて言うか

道路を拡幅するというような話しがちらっと。それは全く非公式でそういう話があったらしいです。

ですけど、そういう具体的が動きが全く無いもので、要するにそっちの方に家を建てましたという、

そういう話を私は聞いたのです。ですから、これは北側の方と言うか、山側の方の道路なんですけ

ども、これについてはやはり今言ったように途中半端で終わっているとそういうことです。そして、

今言った南側の方なんですが、今言った土地の所有者がそこに何軒にも股がっているということだ

ったので、私自身はこちらの人にはまだあたってはいなかったです。 

○委員長（加藤正恭君）  何人くらいいるんですか、地主は。 

○紹介議員（谷内勉君）  ５軒です。 

○委員長（加藤正恭君）  皆さん白老町の方ですか。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  白老町は私入れて３人です。そして、苫小牧市の方が

一人。確か愛知か名古屋か、内地の方が一人です。しっかりした住所はちょっと。 
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○委員長（加藤正恭君）  地主さん５人ですか。こっちの浜側と言うか・・・。それから、課長

にね。この 1 平米を町が買収するとすると、1 平米 3 千円という単価が出ているけれど、これは路

線価から取ってきた値段なのですか。これは鑑定の価格なのか、どっちなのですか。はい、山本課

長。 

○土木課長（山本憲次君）  これは路線価価格を参考にしています。鑑定は当然まだしておりま

せん。 

○委員長（加藤正恭君）  そうですか、はい。それから、もう一つ聞きたいのはね、先ほど大渕

委員が言ったように柏洋団地の方からあの坂をずっと下りていくと、そのままで行けば拡幅すると

しても山側の方に行くのが自然なんですよね。あれを例えば、今、5 軒を持っている方の方に、現

地を先ほど見たら急に曲がると。非常に交通安全上も坂道であり、急に曲がる。それで山側の方に

行くのであれば比較的緩やかに曲がっていけるということが考えられるというね。で、山側の方が

駄目だとして船木さん側の方に行くとしたら、あそこに障害物と言ったら失礼ですが、お宅の建物

があり、もう 1 軒向こうの方に何とおっしゃるのかわからないけれども車庫か物置かありますね。

ああいう問題もある。だから、交通安全から行くとやはり山側に行くのがいいという判断で役場の

方では図面上はですよ、拡幅するとしたら山側の方にしたいと。ところが地主さんからは果たして

そういうＯＫ、寄付か買収は別にしてですね、そういう同意は得られるのですか。その辺りはどん

なものでしょう。はい、谷内議員どうぞ。 

○紹介議員（谷内勉君）  途中半端と言うか、で終わっていますので、その辺の確証はちょっと

ここでできません。いいですか、わかりますか。 

○委員長（加藤正恭君）  わかるんだけどね。結局ね、僕の言わんとするのは請願書を出す時点

である程度そういうことは町内会長さんと町会議員さんとで進めているわけですから、その点は地

主さんの方で例えば寄付をするとか、それから買収に応ずるとか、そういうＯＫと言うか、内諾を

得て請願書を出しているものだと我々は思うですよ。それがまだ中途半端。売りもしない、寄付も

しないよということになるとね、結局、請願の意味というのがどこにあるのかなというような感じ

もするのですけれども、その辺りはどのようなものですか。忌憚の無いご意見を伺いたいと思いま

す。船木さんどうですか。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  向かいの地主の方とも何回も接触しているのですけど、

今の段階ではおそらく、直接町と交渉してもらったかということはまだわかりませんけども、今ま

での私の経験から、流れからしたらちょっと無理だと思います。それで、谷内議員にも相談した時

には私としても、あそこにああいう建物を建てて、当時は良かったのですが今はこういうような状

態だというのは、多少あの建物をずらしても、今回お願いした理由は谷内議員にもお話しはしたの

です。私の建物をずらしてもいいのであれば、多少土地のトラブルもありますから向こうへずらし

ても構いませんよという話は、私としてはそのぐらい考えはしています。それは議員にも。 

○委員長（加藤正恭君）  じゃあ、交通安全上はちょっと、舟木さん側の方に来るとするとちょ

っと交通安全上は問題があるかもしれないけれども、浜側の方に拡幅するとすれば同意は得られる

のですか。例えば、買収とか寄付とかという問題についてはどうなのですか。 
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○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  私自身の土地は寄付します。 

○委員長（加藤正恭君）  ええ、船木さんは当然、ご本人ですから。他の方々はお話をしてある

のですか。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  いや、そこまではしていないです。 

○委員長（加藤正恭君）  そうするとまた、山側の地主さんのような方が出てくるかも知れませ

んね。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  それは私としてはできませんでしたので。同意をもら

うとか、そういうことは。道路を拡幅することについて、隣の何軒かの地主、それまでは私として

はすることができませんでした。 

○委員長（加藤正恭君）  向かい側の山側の方と、こっち側の方とでこちらの方の同意が得られ

るのかどうか。それらをでき得れば陳情書を出す前に、ある程度を固めてと言うか、可能性を求め

て請願なり、陳情なりをされるのであればね、我々も非常に進みやすいのだけれども。進みやすい

と言ったらちょっと語弊がありますが、審議しやすいのだけども。やってみてはいいけど、あれも

駄目だ、これも駄目だったということになるとですね、議会側が結論を出してもなかなか進まなく

なっちゃうのが障害としてあるような気がしてならないのだけれども。今後、進めて行く上でそう

いうことの同意は得られるようになりますか。どんなものでしょう、見通しとして。 

○委員（大渕紀夫君）  それはやっぱり、答える方もなかなか大変だと思いますのでね。 

○委員長（加藤正恭君）  いや、そんなことはわかるんだけど、我々とすればね。 

○委員（大渕紀夫君）  いや、それでさ。それで、僕は願意はよく理解できます。ただやっぱり、

地元としてやれることを少しでもご協力願えないものかどうかと。今、委員長の言ったことと、や

や同じことなのだけれども。あとは全部お任せよ、町でやってくださいというのじゃなくて、地元

の町内会長さんやご利用される方々が、例えば白老に住んでいる人たちを含めてお話しをしたり、

今、こう議会に出したのだけど我々は広げてほしいのだと、わかってもらえないかというようなお

話かけを、やっぱり地元でされると、これはやっぱりまた違うのですね。地元の方がお話しされる

のと、町だとか我々が話しするのは違いますからね。そういう努力と言いましょうか、そういうこ

とが 2 つの町内や紹介議員さん含めてできないものなのかなという気がちょっとしたものですから。

たぶん委員長の言っていることはね、やれと言うのではなくて、そういう意味のことを僕は言って

いらっしゃったのではないかなと思ったものですから、ちょっと今。 

○委員長（加藤正恭君）  そういうことなのですよ。そういう協力体制というものがある程度で

きなければ買収から何から役場に任せるというわけには、ちょっとなかなか行かないと思うもので

すから。その辺りの見通しと言うかな、何か明るい見通しでもあるのかなと思うのですけど、その

辺りはどうでございましょうね。はい、船木さんどうぞ。 

○北吉原七区町内会員（船木嘉知美君）  その辺については幸い、あの周辺の土地は西通りまで、

私のところからあっちの大きな道路まで地主は、ほとんど私が紹介して。ですから、さっき言った

すぐ隣が苫小牧の方で、その次が内地の方でという。その人方については少なくとも・・・。半分

以上の方はですね、もし、今まだ交渉はしていませんけれども私がお願いをすれば何とかなると私
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は思います。その上でも、この会議があるということをあともう 1 軒住んでいる方、家があります

ね、その方にも少しは話はしてあります。今、言えるのはそのぐらいです。 

○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）  仮に海側の方に道路を拡幅するというようなことになった場合、技

術的に問題無いのかどうなのかということが一点と。まだ試算していないでしょうけれども、建物

がかかったり何かすれば、おそらくこの用地費も買収ということもまたかかってくると思うんです

よ。その辺の、予想になるかもしれませんけども見解としてはいかがでしょうか。 

○委員長（加藤正恭君）  山本課長どうぞ。 

○土木課長（山本憲次君）  私どもの見た範囲ではですね、図面に示したとおり山側が一番ベタ

ーな、構造上一番いいことで。それが仮に海側になりますとですね、やはり問題はこの団地の部分

の接続部について、ちょっと接続部分がずれていて非常に構造上厳しいのかなという状況なのです

よ。それでその他、それをずらすということになると今言ったように支障物件がありますよという

ことでございますと事業費も上がってきますし。そういうふうな問題。経済の問題だとか、要する

に構造上の問題が非常に伴ってくるのかなというふうに思いますね。 

○委員長（加藤正恭君）  他の委員さんどうぞ。 

○委員（大渕紀夫君）  大体わかりました。 

○委員長（加藤正恭君）  終わってしまってからあれだけど、宅地造成やっている業者についで

にあそこの道路もね。昔の話をしたって仕方ないのだけど、本当はその時にすっと条件を付ければ

良かったと思うのだよね。ちょうど、おられたのでしょうから、その時に一緒にやれと。道路付け

てくれって。上から来る人、下から来る人、道路幅が広くなるとスピードも比較的に出しますから

ね。今は、交差できないから、のろのろ、のろのろと来ているかもしれないけど、あれが 6ｍにな

ってザーッと来てね、上から来た場合に急に曲がるということは交通安全上も非常におっかないと

思うので。こういうふうに山側の方に行くのなら、こういうふうな形に。物理的にならざるを得な

いとすれば非常に危ないなという感じがするんですけどね。他の委員さん何か無いですか。どうぞ、

あったら。大体、聞くところは聞きましたか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（加藤正恭君）  他に委員さんでご意見なければ、この辺で審議を終わりたいと思うの

だけれども、よろしゅうございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（加藤正恭君）  はい。じゃあ、そういうことで他に質疑が無ければ本日の審議はこれ

で終わりたいと思います。じゃあ、どうもありがとうございました。 

暫時、休憩します。 

休  憩      午後 ３時５４分 

                                          

再  開      午後 ４時１１分 

○委員長（加藤正恭君）  委員会を再開して今日の請願書の結論を出してみたいと思うのですが。
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大体、中身については今日の役場でのちょっとした議論、それから今日の移動常任委員会でわかっ

たと思うので、結論的に採択か不採択かしかないのですが、どうしたらいいか各委員さんのご意見

を賜りたいと思います。ご意見ある方はどうぞ。はい、山本委員どうぞ。 

○副委員長（山本浩平君）  今日の話を伺っていると海側も山側も地主さんとは土地の話は整理

されていないというのが判明いたしましたので、非常に難しいのですけれども仮に採択か不採択か

どちらかじゃなくて継続審査というようなことでできるのであれば、そのような形を取ればいいと

思うのですけども。今の状況の中で採択としてしまったら非常に難しいものがあるのではないかな

というふうに思ったのですけれども。これはちょっと私の経験不足から質問なのですが。 

○委員長（加藤正恭君）  今、継続したらどうかと、こういうようなお話でございますが。継続

して、この次に例えば３ヵ月後、４ヵ月後、３月の議会には報告できなくても６月にはできるかと

いう見通しの問題もありますから。その辺りはどうですか。他にご意見あれば。 

○委員（大渕紀夫君）  請願審査の場合はやっぱり願意が正当かどうかというふうにしか僕は、

特に住民から出た場合はならないのではないかと。いろいろな外側の条件というのが、今おっしゃ

られたようにあるのですよね。ただ、願意はこの場合は道路を広くしてほしいという願意なのです

よ。周りのことは関係なく、要するに今、道路狭いから広くしてほしいということに対して、その

ことで見れば、やっぱりあれは広くしなければ駄目ではないかという結論にはなるのですよ、どう

してもね。先ほど僕、ここに来る前にはちょっときつく言いましたけど。もちろん、言われたとお

りなのだけど、ただ願意として見た時に道路を広くしてほしいというのは、広くしちゃ駄目よとい

うふうにはならないでしょう、我々の結論としては。そこはやっぱり、それ以上にはならないのか

なという気がちょっと僕はしているのですけどね。よほどの理由があれば別ですよ。まったくでき

ないとかさ。膨大にお金がかかるとかさ。白老町にとってはできないとかさ。町のものでないとか

というなら別だけれども。それぐらいの判断にしかならないのかなというふうに思っております。 

○委員長（加藤正恭君）  はい。宗像委員どうぞ。 

○委員（宗像脩君）  私は柏洋団地に住んでいるわけではないですけども、柏洋団地のいわゆる

日本製紙の裏手に近い人の、いわゆる交通網と、それから今日見てきたこっちの方に近い人と言う

のですかね、見晴ヶ丘と言うのですか、やっぱりあそこにある、ないではかなりの交通量が、この

石山大通りが開通してからというものは変わったのではないかなというふうに思うのですね。です

から、今日、傍聴にそういう関係の人がいるかいないかわかりませんけども、あれが広くなったか

ら柏洋団地の人がみんな来るとはもちろん考えていません。やはり、あの道路に近い人達はやっぱ

り通るだろうと。ということは交通量も増えてくるなということ。それから、だんだん、だんだん

高齢化になってきますと救急車が走る、あるいは消防車が走るのも増えてくる。そのためにもやっ

ぱり安全で安心して通れる道路というものは用意しておかなければならない。そんなことから私は

採択でいいのではないのかなと。そして、請願の場合は採択と不採択しかありませんから、あと条

件付けるというわけには行かないのだけれども、問題は土地なのですね。山側の地主さんがやはり

「俺、寄付するよ」とそういうものがもしあれば、二重丸つけて採択というふうになるなと。とこ

ろがそれじゃ駄目だと。売りもしないし、やりもしないと言ったら、もうこの話はうまく行かない
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なというふうに思うのですけれども。ですから、その辺りをこれからどういうふうになるのか。委

員会としての結論は採択なのだけども、その中身については私はそういうふうに思っていますけど

ね。以上です。 

○委員長（加藤正恭君）  暫時、休憩します。 

休   憩      午後 ４時１６分 

                                         

再   開      午後 ４時１６分 

○委員長（加藤正恭君）  それでは休憩を閉じます。中出委員どうですか。 

○委員（中出正君）  道路の拡張ということは当然やれたらいいのかなと。これは誰しもが思う

ものだと。それで、土地の取得とか、それからその他のことで予算の問題もあるだろうし、そうい

うようなことで考えますと、工事現場に行って誰しもが経験している信号でもって通行整理してい

るわな、だから、時間差でもってこっちを赤にしたら、そっちを青にするとかということで対応す

るならば・・・。救急車とか消防ということまで言われるとね、なかなか問題もありますけどね。

現状の打開策として、一時の打開策としては信号で整理できるものだったらどうかなという考えも

持っております。 

○委員長（加藤正恭君）  今の現状の、今回の請願書については。今、それができるまでの間、

信号云々の話があったけど、今の時点では採択した方がいいか、不採択にするか、その辺りはどう

考える。 

○委員（中出正君）  本当に、山本委員ではないけど簡単ではない難しさがあるのだよな。どの

程度やってやったら、あの道路を利用している地域住民が満足するものがということになると、本

当に安心安全なものにしてあげると、それは満足だと思うの。だから、そういうようなことが財政

上、当面できないとすれば、やっぱりできるものから、やってやれるものからやるべきことでない

かなという感じもするのですよね。あなた方やれという話にも、場合によってはできないのかなと。 

○委員長（加藤正恭君）  やる、やらないという問題じゃなくてね、この請願に対してうちの委

員会としては採択してあげるべきか、不採択すべきかということしかないのですよ。だから、請願

に対してなかなか不採択とは、なかなか難しいのではないかという気はするのだけどね。その辺り

はどうですか。 

○委員（中出正君）  そうなるとね、本当に厳しい判断を迫られるわけだよな。 

○委員長（加藤正恭君）  土地の云々は別にしてもさ。拡幅してくださいと。土地の問題はまだ

解決できないけどもしてくださいという。 

○委員（中出正君）  だから、現状の交通量は必ずしも多くないんだよね。通常こっちの方に来

る人でも国道使って来るのが通常のケースでないかなと。したがって、交通量が少ない中で安全・

安心ということまで求められるとなかなか難しいと思うのだけどね。 

○委員（小西秀延君）  どう判断していいか、ちょっと迷っているのですけど。願意は本当に皆

さんが言うとおり理解できます。ただですね、紹介議員まで付けて出てきて、生活に困っている者

が出てきているから、大抵は願意は皆さんほとんどわかるものだと思うのですね。それをいいもの
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とするか、駄目なものにするかと言ったらおかしいのですけど、判断するという基準がどこにある

のかというのが僕の経験上、ちょっと今どういうふうにどこに置いたらいいのかなというのが見え

なくてですね。今、現在で言われたとこで意見が近いのは僕は山本副委員長の意見に近いですね。

もうちょっと周囲の皆さんで生活というものを考えて、こうなっていますということが上がってき

てもいいのではないかなという気がしております。 

○委員長（加藤正恭君）  ということは継続審査ということでしょう。継続審査と言ってもね、

これは 1 年かけても、出るのならいいけどね。 

○委員（小西秀延君）  その期限もまたありますけどね。 

○委員長（加藤正恭君）  そうでしょう。我々がどうのこうのじゃなくてね、請願者の人達が活

発に地主さんの方にいろいろやってくれるならいいけどね。その辺りがまた改めて・・・。 

○委員（小西秀延君）  またそこで駄目だったら、じゃあ採択しないのかと言われると、僕もそ

れでいいのかというのはちょっと自信持って言えないのですけど。 

○副委員長（山本浩平君）  私が継続審査と言った意味合いの半分はもっと真剣になって口説き

にかかるのではないのかなという意味合いも。 

○委員長（加藤正恭君）  町内会がかい。 

○副委員長（山本浩平君）  そういうことです。最後の方の、委員会が終わった後に質問された

方の話を聞いていても、何か自分らのところでの交渉をうまく行かない部分を町だとか議会の方に

追っ付けてというような感じに取れない部分でもないものですから。仕組みがわかっていないから

かもしれませんけれども。その部分やはり、もう少しこちらも方も町内会で煮詰めていただいて、

上げてきていただきたいなというふうに感じるのですけどもね。 

○委員長（加藤正恭君）  ちょっと休憩します。 

休   憩      午後 ４時２４分 

                                         

再   開      午後 ４時３４分 

○委員長（加藤正恭君）  それじゃあ休憩を閉じて、委員会を再開します。それでは、いろいろ

と休憩中に皆さん方のご意見を承りました。で、採択か不採択か、それしかありませんが、採択に

賛成の方。全員かと思うのですが、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）  ありませんか。それでは、そういうことで採択ということにいたしま

す。そして、意見として採択するのだけれども、こういう意見がありますということを委員長・副

委員長で書きます。それで、本会議前に皆様方に提示して、いろいろとそれに対しての添削をお願

いしたいということでご理解をいただきたいと思いますがいかがでございますか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（加藤正恭君）  よろしいですか。 

                                         

     ○閉会の宣告 
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○委員長（加藤正恭君）じゃあ、そういうことで今日の産業建設常任委員会を閉じたいと思います。

どうもありがとうございました。 

 

（閉会 午後４時３５分） 

 

 

 


