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          ◇ 及 川   保 君 

〇議長（山本浩平君） 14番、及川保議員、登壇願います。 

          〔14番 及川保君登壇〕 

〇14番（及川 保君） 14番、会派きぼうの及川でございます。今回の私の質問でございます

けれども、ただいま氏家議員のほうから同趣旨の質問が出されております。そのやりとりをお

聞きいたしまして十分理解されたところもございますので、できる限り重複しないような形で

町の考え方をお聞きしてまいりたいなというふうに考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 この数年、議会の中においても除雪の時期になりますと必ずと言っていいほど除雪の悪さ、

それからつるつる路面というのですか、こういったことがたびたび指摘されてまいりました。

町もその都度塩カリを準備するとか、さまざまな対策を講じて対応はしてきておると思うので

すけれども、なかなか改善が見られないというか、そういう状況がございます。それから、こ

れから本格的な冬を迎える前にこういったことの何とか改善できないものかということと、も

う一つには今回、先ほどの氏家議員もお聞きしていたのですけれども、非常に長引く経済、町

内の経済状況が非常に低迷している状況であります。こういった中で、それぞれの企業の皆さ

んも体力が非常に落ちて廃業していくとか、それから持っている重機の老朽化に伴った中での

買いかえを行わないと、こういった非常に厳しい状況があるのではないかと。私は、そういう

思いでそういった危機感を今から持って町もさまざまな除雪対策の手を打つと、打っていくと、

将来に向けた高齢化社会に向けて対応をするべき時期であるなという思いから今回の質問に至

ったわけであります。それで、町長の基本的な考え方をお聞きしてまいりたいと思います。 

 まず、除雪体制の大きく再構築について、この１点でございます。１つ目に、近年の除雪状

況と課題、さらに過去５年間の除雪にかかった費用について伺います。 

 ２つ目、過去20年間５年ごとの町道の除雪にかかわった事業者数、それから車両数、また事

業者が抱えるオペレーターの状況など町の除雪体制の推移を伺いたいと思います。 

 ３つ目、事業者の減少、さらに重機の維持管理やオペレーターの減少が非常に憂慮される事

態と考えておりますけれども、町としての対策の有無を伺います。 

 ４点目、増加する高齢者社会に向けて除雪問題は喫緊の課題と捉えますが、町として重機に

対する補助制度やオペレーター育成等の考え方がないのかどうかお聞きしたいと思います。 

 それから、ことし得た情報によりますと町は１台リースを、重機のリース化ですね。リース

しているというふうにお聞きしておりますけれども、その課題等について伺いたいと思います。 

 ６点目、国や北海道に対して除雪に関する課題への支援策の働きかけについて伺いたいと思

います。 

 以上でございます。 

〇議長（山本浩平君） 戸田町長。 

          〔町長 戸田安彦君登壇〕 
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〇町長（戸田安彦君） 除雪体制の再構築についてのご質問にお答えいたします。 

 １点目の近年の除雪状況と課題についてであります。平成23年度の除雪状況は、町道実延長

446キロメートル、歩道延べ延長123キロメートルに対し、除雪延長は車道290キロメートル、歩

道57キロメートルとなっており、その他に公共施設及び跨線橋等の除雪を行っております。課

題についてでありますが、近年は公共工事等が減り、自社で土木機械を保有する会社が少なく

なってきているため除雪機械の確保に苦慮しております。過去５年間の除雪にかかった費用で

ありますが、平成19年度1,973万6,000円、20年度3,348万2,000円、21年度4,361万8,000円、22年

度1,713万4,000円、23年度は5,759万円となっております。 

 ２点目の過去20年間５年ごとの事業者数と車両数についてであります。資料としてあります

のが平成８年度からですので、過去15年間の資料について説明させていただきます。平成８年

度は事業者数22社、車両台数36台、13年度22社、36台、18年度20社、39台、23年度22社、37台

となっております。事業者が抱えるオペレーターの状況等については、冬期間公共工事がなく

なることから最少人数のオペレーターで対応している現状であります。町内の除雪体制の推移

につきましては、過去15年間の事業者数と車両台数に大きな変化はありませんが、近年は大型

重機の借り上げ台数が減ってきておりますので、除雪作業効率が低下している状況は否めませ

ん。 

 ３点目の事業者の減少と重機の維持管理、オペレーターの減少に対する対策についてであり

ます。事業者の確保については、近年重機の老朽化や職員の減少により協力を得ることが困難

になりつつありますが、必要な重機台数の確保については新たな業者の協力により所要台数を

確保しております。重機の維持管理でありますが、土木工事等の公共工事の減少に伴い建設業

者の保有する重機の台数が年々減少傾向にあり、他業種の参入割合が増加しています。このよ

うなことから、業者の確保に向けて努力を重ねなければならないと考えています。 

 ４点目の町として重機に対する補助制度やオペレーターの育成についてであります。さきに

述べましたように、近年除雪体制の充実には大変苦慮している状況にあり、今後も厳しさを増

すと予想されることから、町内業者の保有する重機を定着させるためには新たな制度の導入も

必要と考えており、今後は他市町村の状況を調査し、最低保証制度等の導入について検討して

まいりたいと考えております。また、オペレーターの育成についてでありますが、年に数回し

か除雪作業がないためにオペレーターの育成については難しい問題であります。町としてでき

る方法としては、１つの事業者が除雪業務を受託している間は極力区域の変更をしないように

配慮し、その区域の道路状況を熟知していただくこともオペレーターの育成の一つだと考えて

おります。 

 ５点目の重機のリース化と課題についてであります。雪の少ない当町にとっては過大な経費

の負担となり、現実的な選択肢とは考えておりません。しかし、総合的な除雪体制を維持する

上での補完的なものとして有効な手段の一つと考えております。 

 ６点目の除雪に関する課題への支援策についてであります。原則除雪費に係る市町村道への

補助制度はなく、普通交付税や特別交付税により措置されておりますが、昨年度は例年に比べ
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雪が多かったため、予算補助であります臨時市町村道除雪事業費補助金をいただいております。

また、白老町は雪寒法の豪雪地帯の指定を受けており、雪寒道路の指定をしているため除雪機

械の購入費に係る補助を受けることができます。今後他の市町村と連携しながら、新たな支援

制度の構築に向け、関係機関へ要望してまいりたいと考えております。 

〇議長（山本浩平君） 14番、及川保議員。 

          〔14番 及川保君登壇〕 

〇14番（及川 保君） おおよそ状況がわかりました。先週ですか。実は私、ある新潟県出身

の最近来られた方なのですけれども、お話しする機会がございました。そのとき彼がおっしゃ

ったのは、新潟にいてこの北海道をイメージするときに、やっぱり同じような豪雪地帯のイメ

ージなのです。札幌市、それから旭川、岩見沢とかと言っていました。テレビ等の報道で多分

そういったイメージを持たれていたのだろうと思いますけれども、そういうイメージをしてい

るのだと。実際に冬場来てみて、白老に来てみて驚いたのは、そのときはなかったのですけれ

ども、全く雪がないではないかと、全然イメージが違うのだねと。向こう、新潟では主要の道

路の中央線に配管を埋設して水が常に出ているのだそうです。私は見たことないのですけれど

も、それが冬期間道路の雪を解かしていると。それができないのかと言うのだけれども、実は

凍結してしまうのだよと、北海道の場合は。向こうの話を聞くと、真冬でも気温が氷点下に下

がるというのは余りないのだそうです。何となく状況が全く違うなと、同じ豪雪地域と北海道

の違い、そういったそれぞれの悩みがあるのだなというふうにそのときつくづく感じました。 

 そんな中で、この１点目についてでありますけれども、今町長の答弁がありましたように私

はこの除雪の状況と課題という部分では先ほど申し上げたような部分で常に問題化されて、な

かなか解決しないというのが非常に困った状況だなと、何とかしなければいけないなという思

いで今回質問するわけですけれども、今回先ほどもありました突然降って湧いたような暴風雪、

それから暴風による災害、私はこれ大きな災害だと思っているのですけれども、この対応は非

常に町側の対応として私は評価していいのではないかなというふうに思っております。 

 そして、またさらに数日前に新たにまた雪が降りました。このとき実は、えらい早い対応だ

ったなと。ある方からは、このぐらいの雪で除雪するの、もったいないのではないかいという

話も実はあったのです。ただしかし、これどうですか。この対応、私は積雪の対応というのは、

ずっとこれからまた何時間も降る、同じような降る状況を想定するのか、ここでもうやむのか、

この見きわめといいますか、非常に難しい状況なのかなと思うのだけれども、このあたりの部

分をまず１点お聞きしておきたいなと思います。 

〇議長（山本浩平君） 高畠都市整備部長。 

〇都市整備部長（高畠 章君） 本当に今回の除雪、出るタイミング、出す出さない、非常に

悩ましい程度の降雪でした。ただ、昨年とこれ同じなのです。昨年は出ませんでした。その結

果、やはり暖気が訪れても路面を覆う雪が解けなくて、結局は厚い氷の層で残ってしまった。

それでもいろんな方々から、つるつる路面で大変だという非常に厳しい批判が多方面からあり

ました。ですから、ことしはそういった反省を踏まえまして、ひとつこの最初の雪、10センチ
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以上降っていますから基準以上なのです。まずこれを排雪して、そして天気が続けば路面がも

う今ほとんど出てきていますから、ですからそういった形でお正月を迎えたほうがいいのでは

ないかというふうに思いまして、なおかつおととしであれば除雪の出た回数というのは、全域

に出たのは２回ぐらいなのです。おととしは1,700万円ぐらいで済んだわけです。ですから、う

まくいけばおととしみたいなケースでいくと本当に路面が出た状態で冬を越せる可能性も出て

きます。ですから、そういったことを考えまして今回は、そういう及川議員がおっしゃったよ

うなご指摘、私にも聞こえてきています。そういう部分はあります。でも、昨年の反省を踏ま

えてやらせていただいたということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 14番、及川保議員。 

          〔14番 及川保君登壇〕 

〇14番（及川 保君） 14番です。今の部長の答弁でありますけれども、私はこれ非常に評価

したいなと思います。やっぱり初動態勢なのです。１度やらなかったがためにそのまま踏み固

めて、ずっと一冬それが残るわけですよね、解けないで。やっぱり確かに先ほど申し上げたよ

うに難しいのですよね、この見きわめというのは。これからさらに降り積もっていくのか、途

中でやってしまうとまたやらなければならないということもありますから、お金のかかること

なわけですから大変難しい判断を迫られるのだろうなと。私は、今回の部分についてはやって

まずよかったなと、評価したいなというふうに思います。 

 それで、先ほどの実は氏家議員のやりとりの中でも出ていたのですけれども、この白老町は

社台から虎杖浜まで二十七、八キロあるわけです。まちがずっとあるのならいいのですけれど

も、点在しているわけです。点在している中で、この約30キロ近い距離の中で社台は降ってい

ませんよと、虎杖浜は非常に多いよとか、虎杖浜が降っていないで社台のほうが……社台とい

うのは大雪になるのは余り経験がないのですけれども、そういった状況の中で重機のやりくり、

やりくりと言ったら変だな。どう言ったらいいのでしょうかね。そういう状況の中での町の除

雪体制というのは、どういうふうなやり方をしていますか。 

〇議長（山本浩平君） 岩崎建設課長。 

〇建設課長（岩崎 勉君） 雪が降った場合の町の体制ですけれども、まず大体８センチくら

いになりそうな雰囲気であれば、まずは３班体制でパトロールに出ます。その中で一応各地区

の降雪量を確認しまして、10センチ超えた段階で除雪に入っていくという形でございます。そ

の後、除雪の重機が入ってその状況を確認、その３班から４班で除雪の状況を確認しながら、

ここが遅いとか、ここが進捗がちょっと遅いのではないかとか、そういうことが連絡来れば除

雪が終了したところの重機をそっちのほうに回していって、なるべく早急に除雪が完了するよ

うな体制にしております。 

〇議長（山本浩平君） 高畠都市整備部長。 

〇都市整備部長（高畠 章君） 今及川議員の除雪の各地域ごとの配置台数等の部分ではない

かなと思うのですが、これは過去を見ますと除雪台数というのは合計で大体最低の年で35台、

一番多いときで41台ということで、これは借り上げの台数だけです。ことしは37台ということ
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で、昨年と全く同じ台数なのです。これらは、やはりずっと長年町がやってきている除雪体制、

社台は雪が少ない。やはり白老は西のほうが雪が多いのです。ですから、やっぱり町道の密度

が高いところ、雪が多いところ、そういった場所には多くの車両を配置して、そしてまた社台

みたいなああいう雪が少なくて、そして道路の密度が低いところ、ここは台数を減らしてとい

うことで、ここはそういう形で配置して毎年それなりの所要の台数を配置しているところです。

そして、ことしについてはなおかつやっぱり昨年かなり雪降りましたので、その反省を踏まえ

て町の重機が今２台ありますから、それを足すと39台、それともう一台、やはりちょっと手薄

な地区あります。ここから末広だとか緑丘、ここはもう道路がすごくあるのです。そういった

ところをやっぱりちょっと強化しなくてはいけないという反省を踏まえ、ことし１台リースし

まして40台体制で強化したと。そのような万全の体制でことしは臨んでいるところです。 

〇議長（山本浩平君） 14番、及川保議員。 

          〔14番 及川保君登壇〕 

〇14番（及川 保君） 14番です。そういう努力はわかるのです。確かにその台数、今ほぼ変

わっていないのですね、昔から。そこなのですけれども、先ほどちらっと答弁の中でもあった

のだけれども、やりくりの中では台数は減っていないのです。問題なのは、私が問題として捉

えるのは、自分の周りの状況を見ていてもわかるのですけれども、小さな重機で、重機は確保

するのですよ、台数は。ところが、今大きな重機というのはだんだん減ってきているという状

況にありませんか。小さな重機だと何回も実は前を通るのです。通って、私はそれが踏み固め

てしまう一つの要因にもつながっているのではないかなというふうには思うのです。その今の

状況はどうですか。そのやりくりも……もう一つは各地域にきちんと一つの除雪の重機がある

のか、確保されているのかどうか。社台なら社台できちんと社台の地域を賄える、それから字

白老の部分であれば賄える、それから虎杖浜、竹浦、北吉原とかあるのだけれども、その部分

の中できちんと賄えるような状況になっているのか、２点について伺います。 

〇議長（山本浩平君） 高畠都市整備部長。 

〇都市整備部長（高畠 章君） やはり今議員ご指摘のとおり、重機がやっぱり小型化してい

るのです。以前は、やっぱり土木業者が夏場の公共事業で重機を抱えていたと。その夏場の公

共事業で得た収益の中で重機を維持、保存していたという現実があります。でも、今そこでは

もう賄い切れなくなりましてやはり重機の更新時期、古くなってから新しいものに買いかえよ

うという時期にもう持たないという業者が年々ふえてきております。そのかわり、やはり台数

を確保しなくてはいけないということで違う業種の方にもお願いして重機を確保している。そ

の結果、やはり小型の重機がふえつつあるというのが最近の傾向なのです。ですから、ことし

もそういう意味で除雪体制を強化するという意味で１台リースを導入したというのもそういう

やっぱり体制を整えたいと、小型化した重機が多くなっている状況を強化するために１台借り

たという現状がございます。そういったことを踏まえまして、今議員がご不安の部分、各地区

に必要な体制になっているか、配置になっているかという部分では、これはもう従前どおり万

全な体制をとるべく配車しているということでご承知いただきたいと思います。 
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〇議長（山本浩平君） 14番、及川保議員。 

          〔14番 及川保君登壇〕 

〇14番（及川 保君） 14番です。わかりました。いずれにしても、町民が安心してやっぱり

安全に暮らせる、昨年もいろいろと本会議の中でも議論されました。やっぱりこれだけの高齢

者社会になると、生活する基盤なのですよね、道路というのは。それが半年とは言わないので

すけれども、間違いなく３カ月、４カ月の間は雪で非常に皆さん苦労して生活をするわけです

けれども、せめて生活の基盤となる道路、町道についてはやっぱり幾らお金がかかるというこ

とはあっても、豪雪地帯とはまた全然違う意味合いの苦労もわかるのですけれども、わかるの

だけれども、やっぱり安心して生活できるような基盤をつくってあげるというのがまちの最低

限の使命ですよね。業者が今少なくなって重機が少なくなって小型化する問題もあるのだけれ

ども、やっぱりまちが重機を全て抱えて、人を抱えて、オペレーターを抱えてやるなんていう

のはまず絶対あり得ませんよね。あり得ないわけですから、その部分をやっぱり今確かにその

状況を見ると大きくは変わっておりません。だけれども、企業によってはやめましたと、除雪

はもうやめましたというところはあるのではないですか。このあたりはどうですか。 

〇議長（山本浩平君） 高畠都市整備部長。 

〇都市整備部長（高畠 章君） やはりこれから公共事業はますます減っていく傾向、ここを

やっぱり想定しなくてはいけないということ、そうするとやはりそういう除雪で重機を維持す

る、除雪の経費だけで維持するということは、これは非常に厳しい状況になっているのです。

今までは、先ほど申しましたように公共事業や何かでもうけていただいたそのお金で重機を保

持してもらって、そしてそのサービスの対価といいますか、そのサービスとして除雪というこ

とに参入してもらったと、そういう構図です。でも、これからはそれは余り期待できないと。

ですから、雪が降らなくても除雪費は払わなくてはいけないと、そういう現状もこれからある

と思います。それはなぜかと。それは最低保証制度です。これがそうなのです。雪がなくても

お金を一定払わなくてはいけないと。簡単に言えば除雪しなくてもお金を払うということです。

ですから、そういうような負担もこれから出てくるかなと思います。除雪に関しては議員ご指

摘のとおり、これは本当に町民の安全を守るものなのです。ですから、ここは本当に歳入に合

わせた歳出ということはいろいろ出ていますけれども、歳入に合わせて除雪したら安全を守れ

ません。ですから、そういった部分も踏まえた中で、これは多くの町民の合意を得た中で、こ

れからの除雪の体制を強化していくというようなことで、町民のサービスをいかに維持してい

くためにはどれだけの費用がかかるかということも踏まえて、情報をちゃんと出した中で今後

の除雪体制を維持していかなければいけないなと、このように思っているところでございます。 

〇議長（山本浩平君） 14番、及川保議員。 

          〔14番 及川保君登壇〕 

〇14番（及川 保君） 先ほどの答弁でもあったようなこれからの除雪体制をしっかり維持し

ていくためには最低保証制度、この部分をぜひ我がまちの除雪体制をこれから何とか維持して

いく、さらにまた高齢化していくわけですから、そういった状況は間違いなく厳しいまちの財



        － 155 － 

政の中ではありますけれども、早目早目にこの部分についてはしっかりと検討して維持管理に

向けて頑張ってぜひ取り組んでいっていただきたいなというふうに思います。この件について

は余り長々とお話しするつもりはありません。今最低保証制度についても検討していくという

ことでありますので、その部分をお願いしておきたいなというふうに思います。 

 それで、最後に町長に、町長も就任されて１年余り過ぎました。笑顔の見えるまちづくり、

これは非常に厳しい財政状況の中では大変だと思うのです。町長ご自身も大変だと思うのです

けれども、ぜひ町民に向けてはやはり笑顔で語り合えるようなまちづくりにしていっていただ

きたい、そういう思いでおります。 

 それで、今回の除雪のお話でありますけれども、私も町民の皆さんから冬になるたびに相反

する実は話も聞くのです。もったいないねという話も聞きますし、どうしてくれるのよと、ど

うなっているのよと。説明するときには、まちの財政の部分もお話はするのですけれども、そ

ういう極端に相反する意見がどうしても出てしまうわけですけれども、しかし皆さんそれぞれ

の思いでのお考えですからわかるのですけれども、しかしながらこれはやっぱり安心につなが

っていくまちづくりだと思うのです。たかが雪、されどやっぱり雪なのです。凍結してしまう

ともうどうにもそれ以降は手がつけられないわけですよね。その部分についてもぜひおろそか

にしないで、しっかりと町民の安全を守っていっていただきたいなというふうに思います。ま

た、この厳しい経済状況でもあります。その経済状況を何とかよくする努力もぜひしていただ

いて、この除雪体制にもそれがまたつながっていくわけですから、そのこともぜひ考えていた

だきたいなと。 

 それと、もう一つ、ちょっとこれは余談なのですけれども、やっぱり昔であれば雪が降った

ら長靴を履くのだよというこの部分が今はなくなってきているのです。そういう意味では、町

民にもある意味でのそういう周知、周知というか、町民の資質というか、そういうものもぜひ

浸透していけるような、雪が降れば長靴を履いて歩くような、そんなことが浸透していってい

ただければありがたいなというふうな思いは私はあるのですけれども、ぜひ町長のお考えをお

聞きしてこの質問を終わりたいと思います。 

〇議長（山本浩平君） 戸田町長。 

〇町長（戸田安彦君） 今除雪についての質問でありますので、除雪と高齢者にもかかわるの

で、その部分でお話をさせていただきたいというふうに思います。 

 まず、氏家議員とちょっと重複するところもあるかと思うのですが、この最低保証制度、ま

ず業者さんにとってはやはり年々公共事業、公共工事が減ってきて本当に会社を運営するのが

大変なときであります。また、先行きも見えない中ではなかなか雇用も確保ができない、重機

も確保ができないと。本当に大変な問題であると認識をしております。その中で、最低保証制

度の確立に向けて今検討中でございますが、だんだん、だんだん話が総論から各論にいくとや

っぱり財政の話にぶつかっていきます。この財政を確保するために、やっぱり選択と集中の中

で高齢者や町民の冬の道路の足……除雪をしないで足元が不安になるような体制では安心して

暮らすことができないということでありますから、この除雪問題も真剣に取り組んでいきます
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が、財政の最低保証制度がどこで業者さんと折り合うかについてはまだちょっと先の話ではご

ざいますが、協議を進めた中でお互い納得できるような制度を構築したいと考えております。 

 いつも最後には財政の問題になりまして暗い話になるのですが、やっぱり自分たちのまちは

自分たちでつくるという思いで、先ほど長靴のお話も出てきたように行政は何でもしてくれる

ところではないので、その辺は町民の方々の協力、先ほどのお話のとおりやっぱり冬は冬対策

の啓蒙活動も必要だと思いますので、こちらからいろんな情報を発信しながら、お互いこの冬

を乗り切っていくという、そういうようなまちづくりを考えておりますので、これは私一人で

もできませんし、行政だけでもできません。議員さんの皆さんの知恵も拝借しながら、町民の

方の知恵も拝借しながら進めていきたいと考えておりますので、大枠にはそういうのを乗り切

ってみんなで一緒にまちをつくっていくということが笑顔につながっていくと考えております

ので、これからもよろしくお願いいたします。 

〇議長（山本浩平君） 以上をもちまして14番、及川保議員の一般質問を終了いたします。 


