
                                         

          ◇ 土 屋 かづよ 君 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員、登壇願います。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、日本共産党、土屋かづよでございます。11月に北海道広域連

合において後期高齢者の保険料が決まりました。この制度の実態が知られるにつれ、危惧と批

判の声も広がっています。さきの定例会でも２度ほど質問させていただきましたが、理解でき

ない部分が多々あり、町長に質問いたします。今回２項目５点にわたり、質問させていただき

ます。 

１項目め、後期高齢者医療制度について。１点目、厚労省は保険料の一部凍結を打ち出した

が、勤労者の扶養家族として健保に加入している人だけとの理由を伺います。 

 ２点目、後期高齢者の診療報酬体系の骨子案、これもう案でなくて、10月10日に決まってお

ります。１つ、複数医療機関での受診の是正、検査、投薬の制限、在宅みとりなどを推進する

としているが、具体的にはどのようなことか。 

３点目、長期療養者が入院する療養病床の大幅削減について、国の地域ケア構想とはいかが

なものか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 後期高齢者医療制度にかかわるご質問ですが、まず１点目の厚労省は

保険料の一部凍結を打ち出したが、勤労者の扶養家族として健保に加入している人だけとの理

由はとのご質問でございます。後期高齢者医療制度の当初案では、被用者保険の被扶養者につ

いては新たに保険料の負担が発生することから、制度加入時から２年間について均等割額の２

分の１の額の軽減を講ずることとされておりました。今回国が高齢者の医療費等の一部凍結を

打ち出した内容は、20年４月から９月までの間は保険料を全額凍結し、10月から21年３月まで

の６カ月間は９割を軽減するというものであります。したがいまして、軽減該当対象者のうち

被用者保険の被扶養者のみを９月までの間保険料を全額凍結したものと考えられます。 

 次に、２点目の後期高齢者の診療報酬体系の骨子について、複数医療機関での受診の是正、

投薬の制限、在宅みとりなどを推進するとしているが、具体的にはどういうことかとのご質問

ですが、この骨子では高齢者の心身の特性に合った医療の提供、高齢者の生活を重視した医療

の提供、後期高齢者の尊厳に配慮した医療の提供、後期高齢者及びその家族が安心、納得でき

る医療の提供が必要であるとされており、これらの基本的な事項を考慮して次期診療報酬改定

に反映されることとなっております。 

 ３点目の療養病床の大幅削減について国の地域ケア構想とはとのご質問ですが、この構想は

高齢化の進展に伴い、高齢者の心身の状態に即した適切なサービスを効率的に提供する体制が

求められていることから、療養病床の再編を行い、医療の必要性の高い方に医療サービスを重

点化し、医療の必要性の低い方に対して適切な介護サービス等が提供できるようにするもので



あります。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。結果的には、激変緩和措置がとられたとのことで

しょうが、この凍結問題で、制度が十分周知されていない中で、国保に加入していながらで、

自分の保険料も凍結されると思っている人がたくさんいらっしゃいます。町では至急住民説明

会を１月に開催するとされていますけれども、この１回だけの説明会で４月から実施するとい

うことで理解は得られるのかどうか、混乱を招くことはないのかどうか、そのことを伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） まず、先般の全員協議会の中で１月の後半に開きます内容、町民

説明会の日程等についてはお示しのとおりであります。きめ細かく、まず各地区を回って、基

本的に説明をしていきたいと。それと、全員協議会の中でも意見出されておりましたが、やは

り対象となる方がなかなかこの制度を理解できないだろうということですので、あるいはその

説明の仕方についても十分工夫をしながらやっていきたいと考えております。それと、国及び

道の広域連合のほうでも広報計画をつくりまして、これから年末から来年の４月までコマーシ

ャルあるいはテレビスポット等、あわせまして既にもう新聞等にも案内が出ているかと思いま

す、広告が出ているかと思いますが、そういう形の中で徐々にその制度を浸透させていきたい

と、こういうふうに考えています。私どももこの広域連合もしくは国の考え方に従って、でき

るだけ細やかに説明をしていきたいと、こういうふうに考えてございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君） 11番、土屋です。この新制度では、後期高齢者が支払う保険料が10％、

それから医療保険から40％、国が50％の財源割合で実施しますとなっておりますけれども、高

齢人口が増加することで、今後保険料も自動的に引き上げになると言われています。この見直

しは何年ごとで、またどの程度の引き上げになるのか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） まず、保険料の見直しでございますが、２年置きというふうにな

ってございます。では、２年後の保険料がどうなっていくのかということですが、これは今後

期高齢者の分もひっくるめまして、医療関係の診療報酬改定等もこれから行われますので、そ

の辺の改定の推移、あるいは高齢がどれくらい進展していくのか、あるいは後期高齢者の医療

そのものでどれだけの負担が発生していくのか、こういったものを勘案しながらということに

なると思いますので、次期改定の数値については現在予測がつかないと、こんな事情になって

ございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 



〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。先日全員協議会で配付された町の後期高齢者医療

制度説明資料ですが、この４ページの保険料の軽減割合についてちょっとお聞きします。この

４ページの下からの世帯主の方が後期高齢者医療制度の被保険者でない場合でも、その方の所

得は軽減判定の際の対象となりますとなっておりますけれども、ちょっとすごく理解するのに

苦労したのですけれども、例えば世帯主が75歳に満たない息子さんなり、娘さんなりであって、

そして後期高齢者制度の被保険者の方でない場合でも、要するにその方の所得が軽減判定の対

象になるということなのでしょうか、ちょっとその辺わからなかったのですけれども。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 基本的には、ご質問のとおりでございます。世帯全体の中で、世

帯主さんがさまざまケースがあるかと思っています。息子さんである場合もありましょうし、

あるいは75歳以下の例えばご夫婦であっても、だんな様のほうが若いという、こういうケース

もいろいろさまざまあるかと思いますが、少なくともこの趣旨というのは世帯主がどなたであ

るか、その方が後期高齢者の被保険者でなくても、世帯としての収入がどうなって、所得がど

うなっているとか、そういう形で判定をされていくと、こういうふうになってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  もしこれに書かれていることが判定の対象になるのであれば、相当

多くの人が対象外となるのではないでしょうか。そして、保険料は個々人であって、軽減は家

族単位であるというところに何か矛盾というものを生じませんでしょうか。私これすごく悩ん

で読んでいたのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） ご承知のとおり介護保険と同様に、後期高齢者の医療保険も個人

ごとの一人一人の保険になります。ですから、一人一人の保険料を決めていく際には、まず本

人の家族は当然ご存じになります。ただ、次はその軽減をかけていくときに、その人がお暮ら

しになっている世帯の状況についてもこれ十分勘案させていただきますよと、こういうことな

のです。ですから、いろんなケースが想定されるかと思いますが、基本的にはその一家、その

世帯に所得があるかないか、発生しているかどうか、その辺の判定になっております。ちなみ

に、軽減の内訳がたまたま後期高齢者の広域連合のほうから来ておりますので、もしよろしけ

ればその数字等を報告させていただきたいと思います。よろしいですか。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇町民課長（丸山伸也君） 今12月９日現在で後期高齢者のほうの医療広域連合のほうから白

老町内で該当になっている方の人数が実は来てございます。被保険者は現時点では、この決算

書をつくった時点では3,086人が後期高齢者の被保険者の人数になるだろうと。そのうち

1,764名が何らかの軽減を受けるであろうなと。ちなみに、７割軽減に当たる方が1,453名、７

割軽減が1,453名、５割軽減が104名、２割軽減が207人というふうな状況になってございます。

1,764名が軽減の対象になるというふうな数字が報告されてございます。 



 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。なぞが解けました、この意味が。 

 では、２点目に入ります。後期高齢者医療の診療報酬体系の骨子について10月10日に決まっ

たわけですが、制度が始まると後期高齢者と前期高齢者の介護報酬が別立てになるわけですが、

さかのぼって５月15日の経済財政諮問会議で経団連の御手洗会長から診療報酬の包括払い化を

提案された当時の柳沢厚労大臣がその方向でやりたいと答えていましたけれども、その包括払

いとは大体のことはわかるのですけれども、どのようなものなのか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 今ご質問が介護のということだった。医療のほうでよろしゅうご

ざいますね。 

          〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

〇町民課長（丸山伸也君） 包括払い、いわゆるＤＰＣと言われているものでございまして、

一定の疾病につきまして医療の療養計画をつくりまして、その中で医療診療報酬をどれぐらい

限定をして枠をはめていただくかと。要するに今現在診療報酬というのは、極端なことを言い

ますと青天井といいまして、出来高払いの制度になっていますが、一定の病名、そして一定の

期間にこれだけ、この病名でこうすると、この金額ですというのを考えてございます。ただ、

５月の段階で、当時の厚労大臣がこのことについても考慮をしたいというふうな話があったよ

うですが、基本的には現在厚労省の諮問会議の中で社会保障審議会、ここで後期高齢者も含め

て医療の診療報酬はどうするのかと、20年度の改定をどうするのかと、こういうような議論が

進めて詰められております。この中で後期高齢者の部分に関しては、後期高齢者医療の在り方

に関する特別部会というのがつくられまして、この中で基本的にこういう先ほど町長が答弁し

た４点の内容で診療報酬は考えてくださいと、こういう形で話が出てきております。それに沿

って、今現在この社会保障審議会の中で検討がされてまいります。２月に大体案が出てきまし

て、その後関係各団体とも調整をして、法案化されて、４月１日から新しい診療報酬になると、

こんなスケジュールになろうかと考えてございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。今お話を聞いたら、一定の枠の中だけの保健、医

療が行われるということなのですけれども、そうなると高度の技術をこれから受けるとか、そ

れから高い薬も使えなくなる、また治療を必要としない長期療養の高齢者に対しては早期退院

も促すというようなことも起こり得るのではないでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） まず、基本的にＤＰＣをやられる、後期高齢者医療の中でＤＰＣ



が入ってくるかどうか、それは各医療機関の判断にもよると思います。医療機関の内容、機関

の施設基準等によってこのＤＰＣを行う場合もありましょうし、例えばうちの町立病院ですと、

一般的な診療と、こういうふうになります。それと、このＤＰＣが行われたからといって、医

療の質が下がるということには、これつながらないと考えてございます。なぜならば、今回後

期高齢者医療の在り方特別部会の中で要するに高齢者に合った医療をどうやって提供していく

のか、そこをきちんとやらないと、今のようなご本人様あるいは家族の方からやっぱり本当に

大丈夫なのだろうかと、こういう質問は出てくるわけですから、その点は社会保険医療協議会

の中できちんともんでいかれるというふうに思っています。ただ、内容について、診療報酬の

内容によっては、例えば初診料を幾らに設定するとか、再診料を幾らに設定するとか、この施

術は何点にしようかとか、こういうことを具体的な形で今協議されているというふうに聞いて

ございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。わかりました。 

 では、次に入ります。在宅みとりについてちょっとお聞きします。厚労省は、終末期患者に

は高額な医療費がかかること、そして現在自宅での在宅死が高齢者全体の２割でしかないと、

この在宅死を４割にすることで約5,000億円の財源を削減をすることができるとしていますけ

れども、そういう試算をしているのですけれども、白老町としては在宅死の現状はどうでしょ

うか。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） 在宅死の現状について、私どものほうも町立病院を含めて３連携

担当しているセクションの中ではちょっと押さえてございません。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。だれもが自宅で最期を迎えたいと願っていますけ

れども、今の社会状況からすると、条件の整った家庭がどのくらいあるのかと。そして、在宅

療養や介護体制は、非常にやっぱり貧しいものがあるように考えております。こういう家族の

犠牲のもとでの悲しい事件も発生しています。在宅みとりを推進する上で、白老町はどのよう

な支援を考えておられるか伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  山口健康福祉課長。 

〇健康福祉課長（山口和雄君）  ３連携の関係から私のほうからお答えいたしますが、まず終

末期のみとりに関しましては、基本的には介護保険の中の介護の問題と、それからあわせまし

て医療の問題と、こういう２通りの問題があるというふうに思っております。一般的には、最

終的に例えば医療の分野でありますと訪問看護婦さん、いわゆる訪問看護、これが病院の指定

を受けまして看護婦さんが常時入る形、終末の場合頻繁に入る、こういう形、これは医療の分

野で対応する形になろうかと思います。ただ、典型的なものにつきましては、そこまで終末期



まで至っていないよという場合については、これは介護の部分で訪問看護婦さんが入っていく

と、こういう医療と、それから在宅の訪問看護あるいは常時介護が必要な人については介護で

みとっていくと、こういう形になっていこうというふうに思ってございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  わかりました。 

では、３点目の質問に入ります。長期療養者が入院する療養病床の大幅削減について、国の

地域ケア構想についてお尋ねします。国は、昨年の診療報酬改定で入院患者の医療の必要性を

区分して、軽症患者への診療報酬を引き下げました。結果的には、多くの高齢者を抱える病院

では大幅な減収になったと聞いております。そうした中で病院は、自発的に病床削減を促され

ていると。厚労省は2008年、医療、介護療養病床を35万床削減する計画を持っています。そし

て、2012年には介護療養病床を全廃するとなっていますけれども、計画では。白老町の場合で

はどうなるのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） お答えいたします。 

 地域ケア体制整備につきましては介護保険とかかわる部分が大きいことから、私からご答弁

させていただきます。今議員がおっしゃいました三十何万床というのは、療養病床には医療病

床と介護保険適用の療養病床が実はございます。その数字ちょっと違うと思いますが、押さえ

方がちょっと違うのでないかと思いますが、全国で13万床ある介護保険適用の介護療養病床は

平成23年度までに廃止と。いいですね。これが１つです。それと、もう一つ、全国で25万床あ

る医療保険適用でございます。その医療病床を10万床削減しますよということですから、13万

床と10万ですから、23万床削減しますよということだと思います。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  昨年の医療改定で70歳以上の入院患者に対して療養病床の食費や居

住費の負担が上がりまして、そして全国的に負担が払えないといって自主退院する方が結構出

てきているという話を聞きました。白老町では、そういう自主退院する患者さんが発生してい

るのか、また発生した場合の支援策あるのかどうか、それを伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） お答えします。 

私ども町立病院には16床の療養病棟ございまして、私着任してからそのような実態は一件も

ございません。その他入院料の支払いの分割というのは、一般的にはこれございますけれども、

そういうものは随時対応していますが、療養病床の方は当然長期入院されていまして、毎月毎

月ご家族の方から料金、入院料、それはきちっと納めていただいていまして、そのようなこと

は今起こっていないのが状況でございます。その他制度的なもの等は、今現状のところではご



ざいません。 

 以上です。 

          〔「発生した場合の支援策のこと」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  安達病院事務長。 

〇病院事務長（安達義孝君） 発生した場合はどうするかという現状ではご家族と分割、一括

払いではなくて、今も当然一般病棟の入院の方、高額医療費は廃止されましたけれども、一部

負担の部分でもお支払い困難な方はいらっしゃいますので、それは分割で何回かに分けて納め

ていただくということをいただいていますので、制度的な補助というのはございませんから、

そういう中で対応しています。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  ちょっと深く聞きますけれども、今現在障がい者、被爆者とか、高

齢者の方には資格証明書というものが発行されていませんでした。今回後期高齢者医療制度が

導入されることによって資格証明書を発行するということがこの新制度でうたわれていますけ

れども、滞納者には保険証を渡さず、全額自己負担となる資格証明書を発行するとなっていま

すけれども、先日全員協議会で担当課から町村、自治体の裁量で何とかなると聞いたのですけ

れども、果たして本当にそれが広域連合に対してそういう報告をしないで、資格証明書を発行

しなくて済むことができるのかどうか、それちょっと伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） まず、原則としましては、これは定められた手順にのっとってや

るというのが原則になると思います。ただ、そういった後期高齢者の保険証以外のやっぱり重

心なり原爆症等の助成制度の証明書というか、資格証を持っておられる方というのは当然医療

の必要度が高いということになります。こういう医療の高い人をはっきり言って保険料未納で

あるから受けさせないと、これにはならないというふうに考えてございます。それも保険料の

一部負担あるいは診療費の一部負担の減免等、これからまた制度等が後期高齢の広域連合の中

でも話されてくると思っていますので、それも推移を見ながら町としての対応は具体的に決め

たいと思っていますが、そういった冷たいやり方というのは、これは極力避けていきたいとい

うのが担当課長としての考え方でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。来年４月から65歳から74歳の障がい者や寝たきり

の人も後期高齢者医療制度の対象者になり、自動的に入れられるということですが、これを辞

退した場合、現在都道府県で行われている独自の医療助成制度があります。この後期高齢者医

療制度に入った場合には自治体から助成を受けられるけれども、辞退した場合には受けられな

いというような声も出ているのですけれども、白老町としてはどのように考えておられるのか。

また、元厚労省の局長がこの医療制度をうば捨て山という発言をしたのです。福田首相は高齢



者の生活に配慮すると言われましたけれども、この制度、本当に高齢者にとってよい制度なの

かどうか。地方自治体は、保険料を徴収して、ただ納付するだけの仕事で、何の権限もないと。

国の押しつけで高齢者が路頭に迷わないことを願って、町長の立場もおありでしょうけれども、

町長の答えを聞いて、第１項目めの質問を終えます。 

〇議長（堀部登志雄君）  丸山町民課長。 

〇町民課長（丸山伸也君） まず、65歳から74歳までの障がいをお持ちの方の対応でございま

す。これにつきましては、あくまでも本人の選択になります。どちらを選ぶか、自分が必要と

する医療を受ける際にどちらが例えば一部負担金の面で有利になるのか、これは保険料もひっ

くるめて検討して、自分で選択をすると、こういうことになろうかと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 後期高齢者の医療制度でございますが、国の医療費の増大に伴って、

さまざまな国の施策が出てきているわけでございますが、これも今担当課長のほうからも答弁

していますが、課のほうに今回覧で後期高齢者の医療制度について回しているわけでございま

すけれども、これはあらゆる課が、多分高齢者の方がいろんなことを聞くと思うので、そうい

う配慮もあって今やっていると思うのですが、正直に言って厳しいかなというとらえ方をして

おります。年々先ほども議員も質問しておりましたが、療養型の病床についても病院の関係で

申し上げましたが、少なくとも難民、もう病院出されてどこに行ったらいいかわからないよう

な人が出ないようにあらゆる面から配慮しなければならないわけですが、正直に言ってこれを

すぐ町民の75歳以上の方ですか、理解する、家族の方がすぐ理解するとはなかなか難しいので

はないかなと思っています。それで、担当課のほうも１月に地域をくまなく回って、そういう

説明をしたいということでございます。それでもなかなか理解得られないと思うので、例えば

出前講座、出前トーク制度もありますので、そういうことも発信しながら、なるべくわかりや

すく説明していきたいという考え方です。これが我々の力によって、うちができませんという

わけにいきませんので、まずはまちの人にも賢くなってもらうと、理解してもらうということ

がまず最初の作業かなと思っています。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。次の質問に入らせていただきます。２項目め、石

山地区、岩倉団地方面です。あそこの萩の里沿いについている道路の整備について。ライラッ

ク団地までの冬期間の路面凍結対策について１点お伺いします。 

 ２点目、団地内に入る地点に横断歩道、または信号機の設置の予定はおありになるのか伺い

ます。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 



〇町長（飴谷長藏君） 石山地区、岩倉団地方面の道路整備についてのご質問にお答えいたし

ます。 

１点目の石山大通からライラック団地までの冬期路面凍結対策についてであります。冬期間

の凍結路面については、わだち、吹きだまりなどの危険な状況は日常の巡回パトロールにおい

て確認し、融雪剤や砂の散布だけでなく、グレーダー等の重機による路面の安全確保を行って

おり、今後とも重点的な監視により対応を行ってまいります。 

次に、２点目の団地内に入る地点に信号機の設置の予定はについてであります。交通信号機

等の設置要望につきましては、白老交番、交通安全協会、交通安全指導員会、町内会連合会の

代表者にお集まりいただき、毎年度検討会議を開催し、苫小牧警察署長に対し、要望書を提出

しております。当該箇所につきましては、萩野小中学校の通学路でもあり、萩野、石山鉄北地

区住民の生活道路として自転車利用、歩行者の安全確保の観点から昨年度より横断歩道の設置

を要望いたしております。信号機の設置等につきましては、警察の予算の問題や苫小牧警察署

管内における緊急度、優先度の高い順に北海道警察、公安委員会の総合的な判断のもとで設置

されることになります。今後とも当該箇所の交通量や利用する住民の状況を調査検討を重ねな

がら、継続的に要望していきたいと考えております。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。白老は雪が少なくて、非常に冬は過ごしやすいと

言われていますけれども、そのかわりブラックアイスバーンで悩まされるという現状がありま

す。特に石山のライラック団地まで行く本当に短い距離なのですけれども、私は白老町の中を

相当くまなく車で歩いていますけれども、今までに一番危険を感じた道路があそこの道路です。

特に冬場朝日が差すとさっと解けて、10時、11時になると完全に凍結している状態です。その

中で私の知人もそうなのですけれども、結構車側の状況が悪くて、事故が起きています。何人

かの方も、軽傷ですけれども、そういうけがをされている方もいらっしゃいます。それと、横

断歩道と車道と大した段差がないために、歩行者が横断歩道歩いていると、すごく危険を感じ

るという話も聞いています。そういうところをやっぱり本来ならば別な場所に道路を１本抜い

てほしいのですけれども、地質状態が悪いということで、非常にそれも不可能だということは

伺っていました。それで、やっぱり６カ月間あそこは凍結があるわけですが、今までの除雪の

体制だけでは非常に不備があるのではないかなと思うのですけれども、そのことについて伺い

たいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） お答えします。 

 ただいま議員おっしゃられましたようにあの団地方面に行くには、専らあの道路を利用する

ことが利便性がいいということであの道路を使われることが多いのですが、おっしゃられたと

おり私どもも１年に２度、３度苦情はいただいております。また、一方ではご指摘のとおり他



の路線と環境が違うということがございますので、一昨年から融雪剤あるいは砂の散布などは

できるだけ小まめに、表面解けましたら町長の答弁にございましたようにグレーダーでさらに

削っていくという、そういうふうなこともやったものですから、町内会の方々は、苦情の一方

では、最近よくなったというふうなことも聞いてございます。昨夜からけさにかけても予報で

は大雪になる予報だったので、ちょっと心配したところですが、幸い雨になりました。この雨

が雪に変わった場合は、恐らく15センチを超えていたのではないかなというふうに思われます。

それで、歩行者の方もそうですが、繰り返しになりますけれども、一昨年からやってきたのと

同様に、さらにまたできるだけ細かく路面状況を見まして、安全を図るという観点からすれば、

他の路線との環境が著しく違うということがございますので、他の路線と同様のやり方では片

づかないものだと考えております。その部分については十分認識しておりますので、従来にも

増してより一層対応をしていきたいなと、こういうふうに思います。 

 それから、新しい道路のお話でございますが、確かに新しい道路につきまして以前にも議会

の中で答弁させていただいたことがございますけれども、地盤が悪いということがございます

し、それから新設道路ということもございます。したがいまして、全地、民有地の用地買収の

関係がございます。それらを考えますと、非常に事業費が膨大になると。それから、現下の財

政状況から見ますと、直ちに着手できると、こういうふうな状況にはございませんので、先ほ

ど言いましたような現在の萩野石山線の路面を十分安全を図りながらと、こういうふうな維持

管理をしていきたいなというふうに思っております。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  11番、土屋です。ちょっと確認だけとらせてください。あそこの団

地へこれからどんどん、どんどん人が流入してくるという保証はないのですけれども、中長期

的な展望として将来的に道路をつける、新設するような計画などはおありですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  後藤建設課長。 

〇建設課長（後藤光雄君） これも、ただいまの質問も、昨年同様の趣旨の質問もございまし

て、お答えしたところですけれども、ただいま現在の私どもの手元では、道路整備計画は実は

持ってございません。といいますのは、先ほど言いましたが、財政問題もありますが、そのほ

かにいろんな道路を抱えているものですから、そちらのほうに今全力を投入してやっておりま

す。全く検討していないのかということは、そういうことではございませんので、先ほど来出

ていました地盤が悪いであるとか、今の道路についてはほぼ一日じゅう日陰になると、夏場は

いいでしょうけれども、冬場についてはおっしゃられた、ご指摘のとおりのような状況があり

ますので、十分何らかの形で現道を改良するか、あるいはもう一本つけるか、そういったこと

での選択肢は迫られますが、そういったことにつきましては内部では検討してございます。た

だ、計画にまだのってございません。中長期的なというふうなお話ですが、現在は持っていま

せんが、先ほど申し上げましたいろんな状況を見ながら考えていきたいなと。現在の総合計画

の中にはのってございませんので、現在の中ではないと、そういうことでございます。 



〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  はっきり言っていただいて、わかりました。なるべくならば、本当

に新設道路をつくっていただきたいというのがそこに住んでおられる方の多くの希望だと思い

ます。明るい将来を展望、見出していくように期待しております。 

 最後の質問に入ります。その団地の入り口のところに、今ちょうど十字路になっていますけ

れども、非常に団地から出てくるときの右の車線の見通しが悪いよと。白老側はいいのですけ

れども、萩野方向から来ると、非常に見通し悪いと。そういうことと、私道もあるのです。ち

ょうど十字路になっています。 

          〔何事か呼ぶ者あり〕 

〇11番（土屋かづよ君）  ええ、私道も入っていました。済みません。 

それで、あそこの奥には小学生の子供さん方も何人かまだおられるのです。私もたまたま時々

石山に配達があったり、商売しているものですから、行くことがあったりして、それから登校

時はめったに会わないですが、下校時に帰ってくるときにちょうど車の交通量が多い時間帯に

ぶつかることが多いのです。その子供さん方が道路を渡れないで困っているのです。あそこに

は、児童横断という看板は出ているのですけれども、ほとんどのドライバーさん無視して走っ

ています。このごろはスピードもすごく速くて、大体80平均であそこを走っているのです、皆

さん。たまたま高齢者の方もあそこを今散歩に歩いているのですけれども、渡れなくて本当に

困っているのです。これは横断歩道でもいいです、本当に。だけれども、事故が起きてからで

は遅いということで、私はあえて信号機の設置の予定はないかということを聞いたのですけれ

ども、警察のほうでは優先度の高い順にどうのこうのと言いますけれども、今までの私のずう

っと経験から言いますと、事故が起きてから必ず信号つくのです。それはどういうことなのか

なと思って、そうでなければお金のかからない横断歩道を設置するというような方向に持って

いったらどうなのかということも含めて伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  松井総務課参事。 

〇総務課交通防災担当参事（松井俊明君） 今のご質問ですけれども、基本的には先ほど町長

の答弁したとおりでございます。苫小牧警察署のほうにお聞きしますと、やはり土屋議員がお

っしゃったとおり事故の多発しているところは優先だと、それから道路改良、交差点改良をし

て、どうしても信号機が必要なところを優先していくので、なかなか要望にはこたえられない

のだということでございます。それで、横断歩道だけと今おっしゃられたのですけれども、昔

は横断歩道のラインだけなのですが、今はラインだけでは危険なので、必ず横断歩道の信号機

とセットになってつけることになります。それでちなみに、平成19年度の交通安全計画により

ますと、信号機の設置は全道で、新設なのですけれども、26基、それから横断歩道の新設が全

道で120カ所しかないので、やはりなかなか要望してもつきづらいという状況になっておりま

す。ですけれども、ここ小中学校の通学路ですので、今後交通量だとか、それからほかの小中

学生の横断者の人数だとか、そういうのを具体的に拾いまして、再度警察署のほうとも継続的



に要請していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  11番、土屋かづよ議員。 

          〔11番 土屋かづよ君登壇〕 

〇11番（土屋かづよ君）  何か非常に悲惨な結果というか、お答えいただきまして、やっぱり

事故が起きないとつかないという日本の交通の政治の貧しさというものにすごく不安を感じま

すけれども、何とかいい方向に向けていただけるようによろしくお願いいたします。 

 終わります。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で11番、土屋かづよ議員の一般質問を終わります。 

 


