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平成２４年白老町議会建設厚生常任委員会会議録 

 

平成２４年 ５月１５日（火曜日） 

開  会  午前１０時００分 

閉  会  午後 ２時３４分 

                                         

○会議に付した事件 

 所管事務調査 

１．町道の現状と今後の整備について 

                                         

○出席委員（７名） 

委 員 長 西 田  子 君      副委員長 広 地 紀 彰 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 大 渕 紀 夫 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 吉 谷 一 孝 君 

委  員 及 川   保 君      議  長 山 本 浩 平 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     都 市 整 備 部 長    高 畠   章 君 

     建 設 課 長    岩 崎   勉 君 

     建 設 課 主 幹    片 山 弘 文 君 

     建 設 課 主 査    濱 口 澄 男 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    岡 村 幸 男 君  

     参 事    熊 倉 博 幸 君 

     書 記    小山内   恵 君 
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◎開会の宣告 

○委員長（ 君） ただいまより建設厚生常任委員会を開会いたします。  

（午前１０時００分）  

                                         

○委員長（ 君） 本日は、町道の現状についてということで虎杖浜から北吉原にかけ

て現地調査を行い、その後担当課よりご説明いただきます。 

 それでは、休憩いたします。  

休憩 午前１０時０１分  

                                         

再開 午後 １時１７分  

○委員長（ 君） 休憩を閉じて再開いたします。  

町道の現状についてということで現地調査を午前中にさせていただきました。午後からはそ

の現状と、それから、担当の都市整備部建設課のほうから参考資料をいただいておりますので、

まず参考資料のほうを担当課長からご説明していただきたいと思います。その後、議員の皆さ

んから質問をいただきたいと思います。 

それでは、岩崎建設課長お願いします。 

○建設課長（岩崎 勉君） それでは、簡単に今回提出した資料についてご説明いたします。

まず、１ページ目なのですけれども、町道の現状ということで、これが建設課で今管理してい

る町道の延長となっております。平成 16 年から 23 年度までの延長という形で、変わってきて

いる推移をここであらわしております。それでいけば、平成 23 年度の路線数は 831 路線という

形になっております。総延長としては 44 万 6,717.8 メートルという形になっております。舗装

の延長が 22 万 1,884.8 メートルで、舗装率としては 49.68％という形でございます。 

２ページ目になりますが、２ページ目につきましては、うちの町と大体人口が同じくらいの

町の道路延長と舗装率を書いてみました。言ってしまえばいろいろあるという形でございます。

芽室町は、１万 9,376人の人口で道路延長としては 922.6キロ、92万 2,600メートルはあると。

大体うちとしては標準くらいなのかというふうに考えております。舗装率は 49.7％とちょっと

低いのですけれども、これは山地とかも含めて 49.7 なので、市街地になれば若干また変わって

くるのではないかというふうに考えております。その下が近隣、胆振管内ではこんなふうな道

路延長になっているということでございます。その下が、今の白老町の町道の管理体制という

形でございます。今、私から主幹とグループ員がこれだけの人数の中で対応をしているという

ことでございます。ただ、これは道路だけではなくて、河川、公園も一緒に管理しているよう

な状況、この人数で大体そういう土木施設の管理をしているというような形でございます。そ

の下に道路の維持管理という形の中で、①、道路パトロールをやっています。町内を４ブロッ

クに分けて、本当は週１回ずつパトロールしたいというふうなことで考えていたのですけれど

も、実際に今の状況、この人数では大体４ブロック月１でパトロールしているような形でござ
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います。その後、町民の方から情報があればすぐ確認をしているということで、体制があると

いう形です。そのパトロールした後は、委託業者がありますので、そこの穴が開いているとか

そういう補修は、随時早急に補修してもらうという形をとっております。緊急の場合は、この

人数の中で現場に行って穴埋めとかをしているという状況でございます。 

３ページ目です。この道路延長で各地区の舗装率とか改良率とか、そういうことを表示して

おります。社台から森野地区までの地区をそれぞれ分けて書いているという形でございます。 

その次の４ページ目ですけれども、これがそれぞれの、山を抜かした市街地の舗装とか改良

率とかをあらわしております。５ページ目がそれの図を表示しているという形でございます。

これでいけば、大体市街地部分は 73.6％くらいの舗装率になっているという形でございます。 

次の６ページ目でございます。これは、舗装を軽舗装、５センチ以下てんぷら舗装を入れた

場合の状況をあらわしております。舗装の改良とか歩道の延長は変わらないのですけれども、

舗装済の延長の部分がこの場合少し多くなってきているという形でございます。次のページの

市街地であれば大体 84.79％くらいまで舗装されているという形でございます。８ページはそ

の図面をあらわしている状況でございます。 

９ページ目からは、現在国の補助をもらって整備しているものについて、資料として提出し

ております。まず第１が竹浦２番通りでございます。これにつきましては、事業着手が平成 17

年度からになっております。今の認可区間が竹浦飛生線の交差点から敷生橋までが認可区域に

なっております。これにつきましては、平成 17 年度から大体平成 26 年度までの事業認可をい

ただいて整備している形でございます。先ほど現地で説明をしたのですけれども、26 年度であ

る程度この区間が終了すれば、竹浦小学校から飛生の交差点までの事業認可をもらうような形

でやっていきたいというふうには考えております。10 ページは、その概要の説明でございます。 

次に、12 ページでございます。これは、白老滑空場線でございます。これにつきましては、

平成 19 年度、これは２次区間です。１次区間が萩野 12 間から橋のところまで整備が終わりま

して、それから奥に入ってきたのが平成 19 年からになります。これについては、平成 24 年度

で整備が終了するという形でございます。平成 24 年度は橋の上部工をかけるという形で今申請

しております。大体その橋の上部工に 6,400 万円くらいかかるのではないかというふうに考え

ております。これが 24 年度で終了するのですけれども、終了して普通でいけばまた新路線、１

路線要望をあげるのですけれども、今の状況では、これを橋梁の長寿命化のほうにシフト変え

をしていきたいというふうに考えております。13 ページ、15 ページまではそれの概要について

説明をしております。 

17 ページであります。これは、ポロト社台線でございます。これにつきましては、着手が 17

年度になっております。完成が 29 年度、これは大体今の橋の部分から社台神社通りまでの予定

として、今のところ事業認可を受けております。ただ、これにつきましては、道道昇格を目指

しているところでございまして、余りお金をかけない中で町としてここは必要だという姿勢を

示すくらいの整備をやっていきたいというふうに考えております。これにつきましては、今年

度は 900 万円、ちょっと要望よりも落とされたのですけれども、900 万円で現道と橋をすりつ
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ける区間を整備していきたいというふうに考えております。18 ページ、19 ページはその概要で

ございます。 

次に、20 ページと 21 ページです。これは、Ａ３サイズでございます。これが、町が管理し

ている橋の全容でございます。全部で 126 の橋がございます。これは、山から海の間全部町道

にかかっている橋でございます。これでいけば、今長寿命化という中で考えれば、振興局名、

市町村名、番号とあるのですけれども、その番号の 54 番目の白老橋があります。これが築 58

年たっております。それと 74 番の飛生橋、これが 49 年たっております。こういうふうに大体

40 年くらいを超えている橋については要注意橋梁という形で、これについて少し、もうちょっ

と精密に調査をしていきたいというふうに考えております。今現状で建設課として考えている

のが、この 74 番の飛生橋、これにつきましてちょっと心配なところがあるものですから、これ

について長寿命化の中で第１として手をつけたいというふうに今のところは考えております。

これが１番ちょっと建設課としては気になっているところでございます。ただ、これについて

は、長寿命化の計画が今年度で学識経験者の認定をもらった中で決定しなければならないとい

う形になっておりますから、それを今年度の中で順番とかそういうのを決めていきたいという

ふうに考えております。 

最後に 22 ページです。これが町道補修路線年次計画という形になっております。数でいけば

31 案ですけれども、今これは平成 21 年度ぐらいに建設課で現地調査をして、ちょっと舗装が

ひどくなっているところを上げて現地計画を立てております。ただこれにつきましては、行幸

啓とかの関係で若干狂っております。それと、最後の合計のところの 2,300 万円とか 2,500 万

円とか各年度になっているのですけれども、ちょっと財政状況が苦しいものですから、そこま

での予算はつけてもらえない状況でございます。大体 1,500 万円くらいの予算規模でこのごろ

はやらせていただいているという中で、ですのでこれはちょっともう１回見直しをかけないと

ならないかというふうに考えております。 

以上、簡単ですが説明を終了いたします。 

○委員長（ 君） 岩崎建設課長ありがとうございました。 

それでは、委員の皆様方、今までのところで何かご質問とかありませんでしょうか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 松田です。この橋梁補修路線の９番目、北吉原西通り線がありますね。

日本製紙の裏通りの踏み切り、あれでぶつかったところに十字路なのだけど、おかしな十字路

なのだけど、柏洋団地のあの道路も竹浦２番通りというのですか。 

○委員長（ 君） 岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） あそこの交差点までが、橋からずっと竹浦２番通りになっていま

す。それで、あそこまで竹浦２番として事業区間を申請できるのですけれども、あそこの部分

については街路計画とかで交差点の形が、今竹浦２番と接続するような形で計画決定されてい

ないものですから、もし竹浦２番をあそこまで持ってくるのであれば、都市計画の見直しをか

けなければならないと。それについて近々都市計画の見直しをかける予定なものですから、そ
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こを見直してから、あそこの橋ですとか交差点の改良を事業認可にもっていきたいというふう

に考えております。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） あの西通りのぶつかった地点、あそこに信号が必要なのです。おかし

な十字路なのだけど、柏洋団地の方々も老齢化してあそこに信号がなければ困ると随分言って

いるのだけど。言うなれば、竹浦２番通りであれば、橋の大きな問題がありますね。橋をつく

らなければこちらに来ないのかどうか。いずれにしても、あそこの十字路に信号が必要なので

す。みんな要望しているのです。頭に入れておいてください。 

○委員長（ 君） 岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） あそこは変則で、見通しも悪いところだということは理解してお

ります。それにつきましては、交通防災のほうにもそういう要望があるという話はしていきた

いと思っております。 

○委員長（ 君） ほかございませんか。 

私のほうから一つ。萩野になるのですか、あそこのガソリンスタンドのところがありますね。

ガソリンスタンドの横の、36 号線から線路を渡って石山大通にぶつかる、あそこの道路は今の

ところちょっと道幅も狭いし、かなり悪くなっていますけれども、あちらのほうの大きな橋が

でき上がった時点で、あそこの道路はどういう扱いになるのか。その辺ちょっと教えていただ

ければありがたいと思います。今までと同じような形ではなくなるのかどうか。 

岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） あそこは、今北海道で跨線橋を消防のところにつくっていますけ

れども、それらが開通しても今のところはあそこの踏み切りはそのまま残しておくという形で

す。ただ、そこに町のほうで手を加えるということは今考えておりません。 

○委員長（ ） ほかに委員さんでございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ ） なければ、きょう通りましたところで委員さんのほうからご意見、

また次回の視察先の話もしたいと思いますけれども、きょう視察しましたところで何か委員さ

んのほうからご意見がありましたら。一応、現地ではいろいろ言っていると思うのですけれど

も改めて。担当課長、担当部長のほうにきちんとお伝えしなくても大丈夫でしょうか。 

吉谷委員。 

○委員（吉谷一孝君） 吉谷です。現地でもお話しさせていただいたのですが、財政状況等々

も踏まえてなかなか難しいというのもわかるのですが、オーバーレイだとかパッチングだとか

の補修では根本的な解決にはならないという現状があるのも踏まえて、やはり道路を管理して

いる以上は、今後事故等が起きる可能性がある、竹浦駅の裏通りですね。あの２番通りもやは

り冬場はかなり危険な状況だというふうに判断しますので、早めに計画等々を、根本的な解決

をするように道路改良からの改修等を考えていただいて、早めの計画予定を入れていただけれ

ばというふうに思います。 
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○委員長（ ） 岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） あそこは冬になると本当に走行に支障を来すようなところなもの

ですから、早急に手はつけなければならないということは理解しております。ただ、前段で説

明したとおり、竹浦２番通りでの本当の国の補助がいただける路線として認定しているもので

すから、ちょっとそれまでは維持管理の中でなるべく走行に支障のないような形は考えていき

たいと思います。あとは、平成 26 年度で今の認可区間が終了するので、それから事業というふ

うに準要望というふうに説明したのですけれども、これからは、今事業認可期間の中でもそち

らの小学校のほうを基点に延伸できないかとか、その辺は相談していきたいというふうには考

えております。 

○委員長（ ） ほかの委員さんございませんか。 

広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。きょう現地調査に同行していただいて感謝しているの

ですけど、今回補修で済む部分と、あと舗装で済む部分と、さらには用地買収までいって必要

になる部分もあったと思うのです。その場でいろいろと現地を見ながら議論を交わしていて、

ではここは緊急でやろうかとかいろいろあったと思うのです。今回視察の場であったような話

に対しての対応というのは、何か今後具体的に出すお考えというのはあるのでしょうか。 

○委員長（ ） 岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） 虎杖浜地区、最初の虎杖浜西４号通りのところについては、でき

ればもうちょっと住民の理解が得られれば、うちとしても要望等を上げていきたいと。あそこ

を舗装とかするのであれば、やはり補助事業でないとほとんど中途半端になって、舗装だけか

けたら１年か２年したらもうぼこぼこになるとかそういうふうになりますので、それからいけ

ば、本当に改修をかけるような、住民とか地権者の方の承諾が得られるようなところまで持っ

ていった段階で整備をしていきたいというふうに考えております。ただ、そこで、言ってしま

えば総論ではいつでも賛成していただけるのです。ただ、測量が終わって各論に入っていくと、

そこで地権者に了承をしていただけなくて頓挫するというのがありますので、その辺をこれか

らどういうふうな形で話をしていかなければならないのかというふうに思っています。 

あと、ほかの所での舗装につきましては、舗装だけすると先ほども言ったとおりすぐに傷ん

でしまうのです。ですから、まずは水処理を確保しないとせっかく舗装をしてもすぐに壊れる

し、ただ、今現状で舗装をかけてしまっても冬になるとまたがたがたになるとか、そういうと

ころがあるので、それなりにお金を投資しなければならないものですから、その辺は財政サイ

ドと調整をしながら計画を立てていくしかないのかというふうに思っています。ただ、うちと

してはやらなければならないというふうには思っておりますので、皆さんの力をお借りして、

これからも財政サイドとかに要求は上げていきたいというふうには考えております。 

○委員長（ ） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 私のほうから補足で説明させていただきますけれども、まず

ことし滑空場線６千数百万円のお金、この部分が完了してしまうと。ということは、来年黙っ
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ているとすぽっとその分だけ公共事業が減ってしまうということになります。先ほどうちの岩

崎建設課長のほうからの説明では、それは橋梁のほうの長寿命化のほうに向けたいと言っても、

橋梁の補修というのはそんなにお金がかかりませんから、極端に６千数百万円も埋めるような

予算はつくことはまずないと思います。そういった中で、新たに利用する場所をやはり建設課

としてもしっかりと求めて事業を進めていかないとだめなのかと。建設業の方も、これは多く

の町民を雇用していますから、やはりしっかりと建設課のほうもそういった実態を踏まえると。

きょうの現地調査を踏まえた中での所管事務調査の報告書がこれから上がると思います。それ

を追い風にさせていただいて、財政のほうには要望していきたいと考えております。 

それともう一つは、そういっておきながらも平成 24年の予算編成、これの事業費約１億 2,000

万円の一般財源が、ご存知のとおり貯金、財政調整基金を取り崩した、そういった中での予算

編成であったという事実、これも重たいのです。ですから、そこのところを踏まえて、できる

限りしっかりと補助事業としてできるという、事業として採択してもらうように努力すると、

そこはしっかりやらないと財政がもたないのかと思います。ですから、簡単に補助事業で取る

ということは結構時間がかかるのです。ですから、そういう意味では、皆さん方の調査結果を

受けた中で地元のコンセンサスを得るといったことを踏まえて、道や何かとの協議にはすぐ今

年度中に入りたいと。私としてはこういう気持ちでいるところでございます。 

以上です。 

○委員長（ ） 広地副委員長。 

○副委員長（広地紀彰君） 広地です。わかりました。当然、今回話したことをすぐにでは補

修をしますというようなスピード感ではないというのは十分認識していますし、当然財政サイ

ドの裏づけがあってこその事業かという話にはなると思います。 

一応確認なのですけれども、まず今回まとめという形の、所管事務調査の報告書がきちんと

あがったあたりも参考にしながら、今後財政サイドとも話をしていったり、補助事業の補助の

獲得のほうを目指していったりというような、そういったような見通しということで、そうい

う認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（ ） 岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） そういう形で動いていきたいというふうに考えております。 

○委員長（ ） 及川委員。 

○委員（及川 保君） きょうの視察では、虎杖浜から北吉原までの箇所を見たのですけれど

も、やはりこの 10 年くらいですか、非常に財政の厳しい中でのこの道路整備なのですけれども、

今高畠都市整備部長がおっしゃっていたような状況にあるというのは十分理解するのです。た

だ、やはりある一方では、悪いところはきちんと直して、例えば大町の１番メインの所だとか。

例えば非常にありがたいと思ったのは、岩倉団地の途中までのずっと中までの、非常によくな

ったというのは感じるわけです。この部分で非常にありがたいと思うのですけれども、一方で

は、やはりどうしても投げられている、ずっと長年にわたって投げられている部分があるわけ

です。そこなんかはやはり年次で、年次でも確かにお金のないのは十分理解しているし、やは
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り財政の管理もきちんとしなければならないというのも、議会も常々町側に言っているわけで

すから、当然その部分はわかるのです。わかるのだけれども、やはり税金を払ってそこに張り

ついている人達がたくさんおるわけです。そういったところはやはり計画的にぜひやってほし

い、進めてほしいと。投げておくのではなくて、やりたいのはやまやまだけれども、金がない

からできない、このことは十分理解するわけです。だけど、長年にわたって我慢しているとい

うか、金がないのを十分わかっているものだから町民もなかなか声として今出てこないのです。

ただ、議員もこうやって結構歩くわけですから、その中でいろいろ出ているわけです。ただ、

それぞれの議員も、とは言ってもというような思いでなかなか今の道路整備の中では声を出し

づらい状況があるものだから、そういう意味においては、きょうこれからまだ西田委員長にも

確認をしていないのですけれども、この社台までの状況もこれから多分計画するはずなのです。

きょうだけのことではないはずなのです。ですから、できれば、一つはその考え方。今後どう

いう、私はやはり計画的に、ある一定の計画を持つべきだと。全くめどが立たないような状況

にしておかないで、５年、10 年でもいいですからきちんとそういう状況をつくっていくという

ことがまず一つお聞きしたいのと、今後やるであろう、やると思っているのだけれども、その

きょういろいろ見て歩いたところの状況を、ぜひ報告という形でまちの考え方をぜひ出してほ

しいのです。きょう視察した、これからするところも含めて、どういう考え方でいるか。やは

りまとまったものがぜひほしいと。ここはなかなか難しいとか、地権者の部分もあるだろうし

難しいというのは十分きょう見てわかったので、そういったものがあれば非常にありがたいの

だけれども、そういうのは出せないのですか。こちらの考え方としては多分、常任委員会です

から、多分まちのほうには議会の考え方としては出すと思うのですけれども、それが出ない中

で見て歩いたというのはちょっとまずいと私は思うのだけれども、ちょっとこの２点だけ考え

方を聞かせてもらいたいのです。 

○委員長（ ） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 １時４９分 

                                         

再開 午後 １時５１分 

○委員長（ ） 休憩を閉じて会議を再開いたします。 

岩崎建設課長。 

○建設課長（岩崎 勉君） 計画につきましては、先ほどの舗装部分での計画しかないもので

すから、あと改良舗装とか、そういうものについても現地を調べて今後つくっていきたいとい

うふうには考えております。 

あと、先ほど言った現地調査の結果というのは、現課の気持ちはやりたいとしか答えられな

いのではないかと。あとは、予算要求しますとか、そういう回答であればうちとしても出せる

かというふうには思うのですけれども、そこまででよろしいでしょうか。 

○委員長（ ） 松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 結局、この資料を見ても白老の舗装率が１番悪いのです。同じような
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まちを見ても。これはなぜかというと、結局は港にばかり目が行っていたから、こういうイン

フラ整備、例えば今まで下水道もやった、道路も、これは生活インフラ整備だと。例えば水道

も下水道も５年のビジョンをつくったりしてやってきた、住宅もマスタープランをつくったり

した。道路はほとんどそういうプランというのがなく、大きなところだけやってきているから。

ただ、住民は誰でも 100％家の前を舗装してほしいのです。町道であれば。だけれども、今ま

で言いっ放し聞きっ放しで終わってきているのです。だけれども、きょうも見てみると虎杖浜

西４号通りにしても、カネシメの裏通りにしても、それから竹浦の道路にしても、もう 20 年も

25 年も前の話なのです。ただ、言いっ放し、やりっ放しできているのです。だから、これから

は、高齢化になってきた。それから、もう間もなく２人に１人は 65 歳です。今みんな手押し車

で歩く時代になってきているのです。こんな石にもつまずく時代になってきているのです。で

すから、今までの道路の考え方など、もう一歩進めなければならないのです。高齢者対策のた

めにも。だから、もう少しこの道路というものを真剣にものを考えなければだめなのです。金

がないからしないのではなく、金がなくてもどこかをやめればいいのです。優先は何かという

こともある。今私は、高齢者の方々からすると本当に道路を優先しなければだめだと思ってい

るぐらいです。とにかく、みんな 80 歳ぐらいになったら手押し車なのです。がたがたで歩けな

いのです。だから、そこでつまずいて転ぶ。だから、ことしも私の家の周りで４人、まだ１人

入院しています。道路でつまずいて転んだ人です。そういう状況が、今の高齢化の中の時代な

のです。だから、橋の長寿命化もいいけど、やはり道路をきちんと整備することにもう少し光

を当てないとだめです。もうこれは本当に強く要望しておきます。 

それから、例えば虎杖浜西４号通りの道路なんて住民とぶつかるからできない、住民を説得

するのが行政のやる仕事なのです。住民がどうのこうの言うからできないのではなくて、それ

を乗り越えるのが行政ではないですか。そうでなかったら進まないでしょう。もう一歩考え方

を進めなければだめです。今度は部長が代わったからいくと思いますけれども。 

○委員長（ ） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 舗装率の件も最初におっしゃったとおり、そこの部分につい

ては白老町道路台帳をつくったときに、もう本当に台帳上だけで認定されていて、多くの山奥

の道路があったという事実があります。ただ、それを廃止しようとしたのですが、結局は交付

税に響くということで廃止に至らないということで、結構そういう道路が残ってしまったこと

で舗装率が落ちているというのもあります。ただ、松田委員がおっしゃるとおり、かつては５

カ年計画、７カ年計画ということで道路行政はどんどんやってきた経過があります。でも、や

はり行政の力が及ばず住民の間でちゃんとコーディネートできなかった、そういう難しい道路

だけが実は残ってしまったのです。だから、今これから求められているのは、やはりそういう

住民の間に入ってコーディネートして、本当にやらなくてはいけない道路をやるという、ここ

がやはり行政の本当の力だと思います。それにこたえられるかどうかというのは本当に厳しい

ところがあるかもしれませんけれども、それはおっしゃられたとおりだと思います。ですから、

そこの部分は議員さんの力もお借りした中で、本当にこれから高齢化社会を迎えたときに歩道
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の幅やなんかの問題もあるのです。だからやはり高齢者の人を考えると車道ではなくて歩道を

つけるというのがやはり基本なのです。そういった意味では、白老町の道路というのは、当時

は車道ばかり中心にやってきたものですから歩道のない道路が非常に多いのです。ですから、

そういった部分も重点的に視点を当てて道路の改良舗装、そういうふうに取り組んでいきたい

と思っております。 

以上です。 

○委員長（ ） ありがとうございます。 

ほかの委員さんはありませんか。 

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 松田委員だとか、私も含めてちょっと古いのはどういうふうに考える

かというと、もちろんお金の使い方の問題を今指摘したとおりだと思うのだけども、もう一つ

は、一時開発がどんどんされて、そして白老町は非常に大きな団地がたくさんできたのです。

その当時の言っていることが正確かどうかはわからないけれども、市街化調整区域外の当時の

外の団地に住める人だけでも 10 万人だと言われた時期があったのです。現実的には。そこに家

が建たないと、現実的には建たないからてんぷら舗装でかけて、側溝なんかはわけのわからな

い側溝で、レベルも何もとっていない側溝なものだから落ちるところより手前のほうが低いと

か、そんな団地が山ほどあると。道路も始めはてんぷらがかかっていたのだけれども、舗装み

たく見えたけれども、５年もたったらみんな普通の道路になってしまったというのが実際に各

地の団地であるのです。それは社台から全部そうでしょう。ちょっときちんと残っているのは、

竹浦のクラウン団地はそれでもいいほうかと思うぐらいの中身です。家もちょっと張りついた

からなおかもしれませんけど。やはりそういう場所がどれぐらいあって、そういうことが非常

に隘路になっていると。特に排水なんかを見たら、大体今要望がきているのはほとんど団地の

排水です。あれなら壊れて当たり前です。金をかけるためにやっていると。水道もそうでしょ

う。温泉パイプと抱き合わせて団地の中に入れるものだから、全部だめになってしまうという

状況なのです。だからやはりそういうこともこういう中でよく検証したり議論したりして、議

論したことで解決はしないのだけれども、やはりちゃんと住民の人達に説明できるような、そ

ういう道路行政をきちんとやると。全部町が悪いわけではないのだから。開発業者も悪いわけ

ではないのだから。だから、現状がどういうふうになっているかというところをやはり正確に

押さえているのかもしれないけれども、もうちょっとそこら辺を押さえて。そういう中で人口

が減っていくものだから間に合わなくなるのが何か当たり前のような気がするのです。だから、

解決方法は難しいけれども、やはりそういうことも含めてちょっと議論できるような議会と町

の関係にしていかないと、いつまでたってもただ議論しているだけにしかならなくなるのでは

ないかという気がしているのです。 

○委員長（ ） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 松田委員がおっしゃった舗装率の件も、そういう実は市街化

調整区域の中で、本当に当時のてんぷら、そういったところの道路も相当な延長になるのです。
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そういったことで舗装率も落ちているというのがございます。特に 12 間なんていうのは、あれ

は工事の造成をした時点で 12 間の道路と、それから両側の分譲地、実は高さはほとんど差がな

くて、敷地自体が 12 間のほうに向かって２％ぐらいの勾配しかないのです。そんな中で無理や

りつくった団地ですから、だからトラフが不当沈下をちょっと起こしてしまうとすぐトラフの

中に水が溜まってしまうと、大変な状況のところなのです。ですから、そこは毎年数百万円う

ちのほうで予算をとらせていただいて淡々と直していますけれども、数百万円の予算ではもう

何十年かかるかわからないような惨たんたる状況なのです。当時は当時でそれなりの技術基準

を持って検査をして、町道として受け取ったという経緯はあるかと思うのですが、ただやはり

当時５万、10 万という人口になるということを期待して、余り町のほうの技術水準を上げてし

まうと分譲価格に跳ね上がって売れなかったら困るだとか、そういった懸念も当時はあったか

と思います。そのようなことも今張りついている町民の方にも理解していただいた中で、やは

り町のこの道路行政の軸足をどこに置いていくかということを、やらないのではなくて待って

くださいという、そういうことを理解していただくようなことは住民としっかり話し合う必要

があろうかと思います。そのためには、今大渕委員が言ったようなところの調査を踏まえての

住民との会話がこれからの道路行政には必要ではないかと思います。それには本当に議会の皆

様方の力もいただきたいと思います。 

以上です。 

○委員長（ ） ほかにございませんか。 

松田委員。 

○委員（松田謙吾君） 道路の問題はたくさんあるのだけれども、例えば浜の国道のバイパス

線ありますね。国道から日の出の町営住宅がありますね。浜から中に行く。あの道路、高畠都

市整備部長は通ったことないですか。あんな道路は何年ああやっておくのですか。苫小牧のほ

うから白老のまちへ入ってくる道路です。あんな道路は白老のまちの道路と言えますか。だか

ら、結果的には、言わなければ気がつかないのではなく、やはり道路行政というものの考え方

をきちんと持っていないから、言われたらやるかもしれないけれども、言われなかったらその

ままでしょう。だからもう少し、まちの基本は道路です。道路をきちんとしなかったら住まな

くなる。いいまちだというのはやはり道路なのです。我々も高齢者の岩倉団地、柏洋団地の緑

泉郷の高齢者と話をするときに、こんな道路の悪いまちはないと言っています。パッチ道路だ

らけで。みんな言っています。だからやはり誇りを持って住めないのです。誇りは誇りでも砂

利のほこりです。こんなことでは住まなくなります。だからもう少しきちんとしたパトロール、

４班に分かれてやるとか、２班に分かれてやるとか、分かれて歩いたらあんなのはわからない

のですか。我々は本当に情けなくなります。もう少し、道路が何のためにあるのかということ

が、原点すら私はいっていないような気がします。町立病院だってそうでしょう。もう少し道

路にお金をかけてください。金をかけなかったらまちはだめになってしまいます。本当に白老

ほど悪い道路がない、もちろんニセコとか喜茂別とか、あの辺から来る人たくさんいるのだけ

ども。それから、この間言った人は北広島に家があって白老でお店を持っているのですが、週
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末に帰ってくるときにずっと道路の縁石に草が育っていないのだけど、社台のあそこから白老

に来る間に縁石にずっと草が育ってくるのだと。白老の道路は何なのだと私は去年言われまし

た。どこの道路もそんな道路はないです。だからもう少し、高畠都市整備部長、本気を出して

やってください。あと何年役場でいるのですか。 

○委員長（ ） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 私も通勤のときに歩いて通っているのです。歩いて家に帰る

までのコースを毎日変えるのです。本当に松田委員のおっしゃるとおり、まちの豊かさという

のですか、住みたいというものはやはり街角の、今言った縁石のところにペンペン草が生えて

いるか生えていないかで全然景観が違うのです。だから、そういった部分で、要するに下水道

でも水道でもない、やはり地上に出ているのは道路なのです。だから、そこの道路の状況がや

はりそのまちの状況だというふうにイメージするのです。外の人はみんな、町民もそうですけ

ど。そういった面では、表面に出る部分をいかにきちんと手入れをするかということがやはり

そのまちづくりの姿勢として見られるという、これは現実的に私もそう思うのです。ですから、

そこのところはやはり少し維持管理費にお金をかけた形で、できるだけ白老町のまちがほかの

まちと比較して遜色のないようなまちづくりにしなくてはいけないと思っていますので、そこ

は本当に議会の皆様方の後ろ盾も必要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それと、日の出の道路なのですけど、あそこは実は都市計画道路なのです。都市計画道路で

東通りという都市計画が決定されていまして、行政としても実はやりたいところなのです。ず

っとそう思っているのですけれども、なかなか予算も、あの道路は大きな予算が必要なのです。

実はポロト社台線にぶつかって、鉄道を越えてぶつかるという壮大な道路なのです。一部下水

道も実は入っています。そういった道路なものですから、なかなか重たくて手がつけられない

状態なのです。ただ、今象徴空間が動き出しますから、そうなるとそのアクセスの道路として

脚光を浴びてくるのです。ですから、その辺そろそろうちのほうも事業の認可に向けた諸手続

きに入らないといけない時期にきているかと思っていますので、そこもなるべく早い時期にき

ちんとした道路にということで整備をしたいと、このように思っております。 

○委員長（ ） 及川委員。 

○委員（及川 保君） ちょっと繰り返すのですが、今回視察をしていろいろ見て歩いた中の

考え方をきちんと出してもらえるのかどうか。どういうふうにこれから進めていくのかという

こと。さっき高畠都市整備部長の話を聞くと、やはり財政は厳しい状況だという中で、住んで

いる方々に今は我慢をしてもらうということも非常に大事なことなのだということも話として

出ていたのだけど、それはわかるのです。言っていることは十分わかっているのだけれども、

何とかその状況を見た中で、これから視察をするのだけど、やはり議会としてはそれなりの状

況は全く永久にできないということでは、岩崎建設課長の話でもそういうことではないのです。

やりたいのはやまやまだということは十分わかるのです。そういう範疇でもいいから、そうい

った考え方をぜひ示してもらいたいということなのです。 

それともう一つは、今松田委員からも話があったのだけど、沿道の草です。私は、実は毎年
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竹浦温泉通りの、このバイパスの丁字路の、あそこの交差点の草刈りをずっとやっているので

す。あのあたりの人達の話を聞いたら、やはり見通しが、直線道路でどうしても飛ばしてくる

ところなので、やはり非常に危険だということで、まち側にも言ってはいるのだけれども、交

差点の一方の角の草刈りは、実は私がやっているのです。あと、お寺の通りの、こちらから行

ったら左側の部分もずっと草刈り、お寺から角までの十字路までの草刈りも実は自分がやって

いるのです。そういうことからすると、何も付近の住民も我々も手をこまねて見ているわけで

はなくて、町だけにやってもらうという考え方ではないわけです。そういうことも、そうやっ

ているものだからまち側もそういったことを十分考慮して、今までもそうやってきたかもしれ

ないけれども、ぜひこれからも高齢者の見通しが悪いとか、そういったことで大きな事故があ

ったら困るという部分があるものだから、そういうことも含めてぜひ前向きにこれからもやっ

ていただきたいものだと、そういうふうに思います。その考え方、お願いします。 

○委員長（ ） 高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 今回の所管事務調査を踏まえての、道路の整備に関する計画、

これについてはやはり基本的に町としては、建設課としてはきちんとした計画を立てて、そし

てそれに基づいた取り組みを行っていくという、それは基本的に先ほどの視察の中でも車中で

も一応建設課の職員と話をして、金がないからできないのではなくて、ただ順番がどうなるか

というだけの話で、だから別にどんなにお金がないときでも我々は町民の要望をきちんととら

えて、そしてその順番づけ、金はないならないなりにその順番づけをきちんとして整備すべき

だから、計画というのは金のないときでもきちんと持たないとだめだというような話の中でき

ておりますので、ですからそこは、考え方としては、今はきちんと住民の意見、議会の意見を

踏まえた考え方で計画の策定をしていきたいというふうに思っています。 

○委員長（ ） あとよろしいでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ ） 今回は、虎杖浜から北吉原までということで視察させていただきま

したけれども、これからまた日程を組ませていただきまして、後半もさせていただきますけれ

ども、今議員のほうから１番多く出た声というのが、やはりきちんと行政側で計画を立てて、

もっと道路行政に力を入れてほしいというのが今回の委員会の、今回視察の大きな目的だった

のではないかと思います。その辺を踏まえまして、ぜひ担当課としましても部長会議なり、そ

ういうところでぜひ、議員の要望というのをまとめますので、ぜひお願いしたいと思います。 

それともう一つ、先ほどからも出ていますけれども、町としても、申しわけないのですけれ

ども、やはり５年計画、10 年計画ですね。やはり白老のまちの道路、それとか橋とか、そうい

う問題をどうするかというような、そういう計画も立てていただきたいと。やはりそういうも

のがないと、予算がないからと削られていってしまうというのですか、それでは私は違うので

はないかと思うのです。やはりまちの、先ほど松田委員からも意見がありましたけれども、こ

れから高齢化をしていくまちの中で、白老のまちにとってどこの道路が非常に重要なのだと。

ここの道路だけはきちんと整備をしていかなければいけない。ここの環境だけはきちんとして
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いかないといけないという、そういう計画もぜひつくっていかなければいけないのではないか

と思うのですけれども、その辺のお考えはいかがでしょうか。 

高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） きょうの視察を踏まえて、やはり町道として認定をされてい

る。あるいは、もう認定できるような場所、そういった場所は、道路の改良舗装をするという、

そういう場所。それから、やはり既存道路として舗装もされているのだけれども、これは抜本

的に直さなくてはいけないという場所が二つ目。それと維持管理です。本当にこんな見苦しい

形でいいのかと。あるいは、このまま放置したら危険ではないかというような場所、こういう

維持管理。やはりこの３点に分けた形で計画を立てて実行しないといけないのかと思っており

ますので、それは今西田委員長がおっしゃったような考え方に沿って町のほうは計画を立てて

いきたいと思います。きょうも一部既に提示しましたけれども、橋梁についても長寿命化計画

はご予算いただいて策定中、それから通常のオーバーレイ程度の維持管理の部分、それについ

ては先ほどご提示した資料の中に一部入っています。残りは、やはり抜本的に解決しなくては

いけない道路と、あるいはきちんとした、いまだに未舗装で改良舗装されていない場所をどう

するのだと、この２点について新たに策定して、ご提示したいという考えです。 

○委員長（ ） 最後になりますけれども、先ほど虎杖浜の虎杖浜西４号通りの道路

とか、あの辺も何か地権者との話し合いがどうのこうのという話もありましたけれども、議会

としましても、もし必要であれば移動委員会をつくるなり、また行政側もそういうような住民

説明会を開くとか、やはりそういうような積極的なことももし必要であればさせていただきた

いと思いますし、また行政側もやはり一度はそういうような働きかけをしてみるということも

必要なのではないかと思うのです。地権者の方がオーケーしてくれるまで移動常任委員会、い

つ行って開いてもいいかと。長期計画でやはりまちづくりというものは議会側もかかわってい

きたいと思いますので、その辺のお考え方はいかがでしょうか。 

高畠都市整備部長。 

○都市整備部長（高畠 章君） 先ほどの虎杖浜西４号通りの例を出していただければ、あそ

こは私がかつて昭和 54 年に１回トライをして断念をして、ここにいる岩崎建設課長が平成元年

にトライして１回断念していると、そういった経過もございますので、当時の状況を十分把握

しているスタッフが今揃っていますので、その辺町のほうでできる限り財政のゴーサインが出

れば動き出すというような形で考えておりますので、そういった中で住民のコンセンサスを得

るように最大限努力させていただきます。ここに関係する地区の議員さん１人いらっしゃいま

すし、もう１人いらっしゃいますから、そういった議員さん方の協力と考え方を踏まえた中で、

最終的に西田委員長がおっしゃったようなこともご厚意に甘えるといったら変ですけれども、

そういった場面ももしあるのでしたらご協力いただいた中で進めていきたいと思っております。 

○委員長（ ） ほかに意見ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（ ） なければ次回の日程調整をしていきたいと思います。 
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暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ２時１８分 

                                         

再開 午後 ２時３３分 

○委員長（ ） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。 

次回の視察先につきましては、現課のほうにまとめていただきまして、議会のほうで同行さ

せていただきますので、よろしくお願いいたします。 

日程につきましては、６月１日午後１時より行いますので、よろしくお願いいたします。 

ほかに委員さんのほうでご意見ございませんか。  

〔「なし」と呼ぶ者あり〕  

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（ 君） なければ、本日の建設厚生常任委員会を閉会いたします。  

（午後 ２時３４分）  


