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開議 午後 ２時００分 

      ◎令和３年度町道等の除雪体制 

 

○澤口委員長 皆さん、こんにちは。今月に入りましてから朝夕の寒さが大変身にしみる

ところでありますが、日中は大変温度が上がって過ごしやすくなっております。取りあえ

ず心配なのは、農作業の方も最後の追い込みという、こういう時期になり、一番懸念され

ているビートの糖分がどのぐらいまでいっているのかというところが大変気になるところ

でもあります。それから、今現在まだ完全に終息はされていないコロナ禍の終息の兆しが

まだ見えていないような、また見えてきたのかというところでまだまだ予断を許さない状

況ではないのかなというところであります。また、今年に入りまして漁業におきまして太

平洋の赤潮の発生により漁師の方が大変被害を被っているという状況の中で、浦幌町とい

たしまして早急に町民の対応をやっていただいたということに私のほうからも行政に対し

まして心から感謝を申し上げたいなというふうに思っております。このような不安の中で、

また冬に向けての積雪の量がどのような状態でくるのかなという大変不安なところであり

ますが、今日は町道の除雪の体制ということで所管調査をやることにいたして皆さんにお

集まりいただきましたことに対しまして心からまず感謝を申し上げ、お礼の言葉に代えさ

せていただきたいなと思っております。 

 ただいまの出席委員は５名です。定足数に達しておりますので、ただいまより産業建設

常任委員会を開催をいたします。 

 なお、本日は議長、副議長にもご出席をいただきまして、大変ありがとうございます。 

 それでは、始まる前に町長のほうからご挨拶をいただきたいなと思います。よろしくお

願いいたします。 

〇水澤町長 改めて、皆さん、こんにちは。今日の産業建設常任委員会所管事務調査、３

年度の町道等の除雪体制についての所管事務調査をしていただくということであります。

後ほど担当のほうから説明をさせていただきたいなと思います。 

 先日豪雨がありまして、どうなるかなと思いましたけれども、浦幌町にも後で警報が出

るというような事態になりました。広尾町では 150 ミリの雨ということでありましたけれ

ども、浦幌町も一時浦幌十勝川で避難警戒水位を超えるというような状況になりまして、

町内で北栄の一部で冠水する道路もあったということでありましたけれども、大きな被害

がなく、おかげさまで過ごすことができました。昨日も夜中４時頃ですか、物すごい大雨、

豪雨でありましたけれども、先日ほどではないのかなと、川の増水もそれほどなかったと

いうことで少し安心をしているところであります。特にこれから冬に向かっての雨という

ことになると、上に水が走るということで大変危険な状況も生まれかねないということで

気象状況については大変心配をしながら過ごしているところであります。 

 今日の町道の整備については、皆さんのほうからご意見を賜りながら、浦幌町としても

町道整備については万全を期していきたいというふうに思っておりますので、どうぞよろ
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しくお願い申し上げまして、開会に当たっての挨拶とさせていただきます。 

○澤口委員長 ありがとうございます。 

 それでは、座ったままで審議をさせていただきたいと思います。 

 それでは、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の会議は、所管事務調査として行います。会議次第は、お手元に配付のとおりでご

ざいます。 

 初めに、早瀬施設課長から職員のご紹介をお願いいたしたいと思います。 

〇早瀬施設課長 施設課長の早瀬です。よろしくお願いします。 

 隣が施設課長補佐の小笠原です。 

〇小笠原施設課長補佐 小笠原です。よろしくお願いします。 

〇澤口委員長 どうぞよろしくお願いします。 

 それでは、提出された資料につきましてご説明をお願いをいたします。 

 施設課長。 

〇早瀬施設課長 本日は、所管事務調査ということで令和３年度町道等の除雪体制につい

てご説明の機会をいただきまして、ありがとうございます。これから冬本番ということで、

現場サイドでは協力業者とも準備を進めているところでございます。 

 それでは、町道等の除雪作業に関わる除雪延長及び公共施設駐車場一覧並びに除雪作業

出動基準や除排雪実績、地区別除雪体制についてご説明をいたします。内容については、

課長補佐の小笠原より資料に沿い説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 それでは、資料のほうの説明に入らせていただきます。 

 まず、ページをめくっていただきます。令和３年度町道等の除雪体制についてご説明い

たします。まず、１番、町道実延長についてです。路線数 258、実延長 298.1 キロメート

ルとなっております。内訳は、１級町道が 21.6 キロ、２級町道が 51.8、その他の町道が

224.7 キロとなっております。また、１級などの適用については資料にお示ししておりま

すので、後ほど御覧いただきたいと思います。なお、市街地の町道につきましては、おお

むねその他の町道の適用となっております。 

 次に、２、町道除雪延長についてです。17 台の車両により、約 265 キロの除雪を実施し

ておりまして、内訳については２区分に分け、記載をしております。まず、直営車両と借

り上げ車両の 12 台の車両により市街地、下浦幌、厚内、十勝太地区、約 190 キロを実施し

ております。また、借り上げ車両の５台の車両により上浦幌地区、約 74 キロを実施してお

ります。 

 次に、３、歩道除雪延長についてです。主に市街地区の歩道となりますが、約 33 キロ、

その他地区で約４キロを、すみません、ここで資料の訂正をお願いしたいのですが、資料

中、車両台数が 13 台と記載のあるところを、すみません、12 台に訂正していただきたい
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と思います。この歩道を 12 台の車両により実施しております。歩道除雪につきましては、

基本両歩道の除雪を実施しておりますが、建物の張りつきなどによりまして落雪等のおそ

れがあり、歩行者の危険が想定される路線については片側の歩道のみの除雪の路線として

おります。 

 続きまして、４番、公共施設駐車場の除雪についてです。市街地区の学校はじめ、病院

等を７台の車両により実施しております。また、その他の地区につきましては、地区ごと

に張りつけております町道除雪車両により実施をしております。なお、市街地区に係る公

共施設の詳細につきましては、次の２ページの記載がございます。 

 ２ページの５、市街地区公共施設駐車場の一覧でございます。表にありますように、36

施設の対象施設としております。６事業者６台、あと直営車両１台の計７台の車両により

実施をしております。浦幌町立診療所、保健福祉センター、老人ホームや学校施設につい

ては、早朝に除雪を行いまして利用者に支障がないように実施しております。また、先ほ

どもお話ししましたが、市街地区の公共施設につきましては地区ごとに張りつけている町

道の除雪車両により実施をしております。 

 ３ページを御覧ください。続きまして、６番、除雪作業出動基準についてご説明いたし

ます。まず、１）の新雪除雪作業についてですが、降雪量がおおむね 10 センチに達すると

見込まれる場合に幹線道路、スクールバス路線等を優先した中で実施しております。なお、

作業開始時点では５センチ程度の降雪であっても、その後も降雪が続き、10 センチを超え

る積雪が予想される場合は実施をしております。また、３月になりますと降雪後の昼間の

気温がプラスになるなど融雪が見込まれる場合は実施しない等もありまして、気象情報、

路面状況を総合的に判断し、実施しております。出動開始時間につきましては、早朝４時

を基本としておりますが、大雪が見込まれ、朝の通勤、通学に支障を来すおそれがあると

想定される場合については深夜より実施し、交通網を確保しております。 

 次に、２）の歩道除雪作業についてです。主に市街地区となりますが、幅員が２メータ

ー以上の歩道を対象としております。出動基準につきましては、町道出動基準と基本的に

変わりはありませんが、対象が歩行者ということですので、気象状況により安全な通行に

支障を来すおそれがある場合は５センチであっても除雪作業を実施しております。なお、

通学路、診療所等の歩道を優先し、通学路に関しましては通学開始時間までには作業完了

をめどとしております。 

 次の３）路面整正作業から４）、５）、７）その他の除雪につきましては新雪除雪作業後、

６）の薬剤、防滑材散布作業につきましては冬場の降雨後の気温低下だとかの状況により

まして作業しておる状況です。出動基準につきましては、記載のとおりでございますが、

わだちや堆積した雪により道路交通に支障を来すなど、適宜路面状況を確認した中で実施

しております。 

 ４ページを御覧ください。続きまして、７番、除雪、排雪実績についてです。表にあり

ますように、平成 30 年度から令和２年度の３か年の実績を記載しております。各年度とも
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８回から９回の出動実績ではありますが、平成 30 年、令和元年度とも除雪費で約 2,000

万円となっております。令和２年度につきましては、９回の除雪作業、１回の排雪作業で、

延べ排雪作業は 10 日間作業を実施しておりまして、除雪費で約 3,300 万円となっておりま

す。令和２年度につきましては、過年度と同様の出動回数ではありますが、除雪費で約

1,200 万円の増額となりましたのは１回の降雪量や気候等の違いによる作業時間の増加が

主な要因かと考えているところでございます。なお、除雪費につきましては、機械借り上

げ料、委託料、燃料費、修繕料、消耗品の合計額としております。また、昨年度の実績の

新雪除雪、これは修繕料、消耗品等を除いた額ですが、１回の費用で約 200 万円から 300

万円の費用となっております。 

 続きまして、８番の地区別除雪体制についてです。表にありますように、車道、公共施

設、歩道と３つの区分で記載しております。車道につきましては、上浦幌地区で借り上げ

車両５台、中浦幌地区は１台を配置しておりまして、市街地につきましては直営車両３台、

借り上げ車両２台を配置しておりまして、車道全体では 17 台の体制となっております。ま

た、借り上げ台数の右側の数値につきましては、協力いただいております業者数となって

おり、またさらに右側の直営車両人員内訳とありますのは直営車両に係る人員配置の内訳

となっておりまして、市街地直営車両でいいますと直営車両３台の内訳としては職員２名、

委託１名の人員配置となっております。公共施設駐車場でありますが、全体で８台となっ

ており、大半を委託により対応しており、表下段にあります歩道につきましては 12 台の車

両により対応しております。 

 ５ページを御覧ください。９番、令和３年度除雪体制、機械配置計画を御覧願います。

先ほどご説明させていただきました８の地区別除雪体制の除雪機械の内訳となっておりま

す。今年度といたしましては、計 37 台の車両を配置しておりまして、直営車両９台、委託

車両 28 台、協力業者につきましては機械借り上げで 15 社、人員委託で４社による除雪体

制を整えております。配置計画の内訳についてですが、表の上段、①、直営車であります

が、主に町道の除雪を担当しております。表右側の車両ごとの主な担当地区を記載してお

ります。中段の②、借り上げ車両、市街地、中浦幌、下浦幌とありますのは、車道、歩道

除雪及び公共施設の配置計画であり、全車両を各業者によりご協力いただいている車両で

ございます。計 23 台のうち、町道が４台、19 台が歩道、公共施設の除雪を実施する計画

でございます。下段、③番の借り上げ車（上浦幌地区）でありますが、５台の借り上げ車

両により上浦幌全域の除雪作業を委託しております。上浦幌地区に関しましては、市街地

区と気象状況が異なることから、出動の判断も含めまして委託をしておりますが、出動基

準等については市街地と同様の基準により対応しているところでございます。 

 続きまして、別途お配りした除雪計画路線図についてご説明いたします。１枚目になり

ますのが町全体の町道除雪配置でありまして、図面右下の凡例にありますように市街地及

び下浦幌地区につきましては図面緑色に町道を配色しておりまして、直営車両により実施

いたします。ほか、協力業者ごとに配色を変えて表示しております。 
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 ２枚目を御覧ください。市街地におきます歩道除雪区域図であります。協力業者ごとに

色分けをしておりまして、今年度につきましては４業者の協力の下、実施いたします。先

ほどもご説明いたしましたが、除雪歩道につきましては基本両歩道の除雪を実施しており

ますが、落雪等により歩行に危険が及ぶ場合は片側のみということでございます。図面表

記におきましても両歩道除雪を二重線、片側除雪の場合は一直線で分けて表現しておりま

す。 

 ３枚目の図面を御覧ください。先ほどご説明させていただきました市街地公共施設駐車

場についての位置図となります。こちらの図面についても協力業者ごとに色分けをしてお

りまして、協力業者については６事業者６台、直営車両１台の計７台の車両により実施し

ております。施設数としては、繰り返しになりますが、町立診療所、保健福祉センター等

で 36 施設となっております。出動基準につきましては、町道や歩道の出動基準と基本同様

になりますが、一般の方が大勢利用する駐車場でもありますので、町立診療所や老人ホー

ム、学校等の施設につきましては基準の 10 センチに満たない場合であっても除雪作業を行

っております。作業に当たりましては、降雪時に当該施設の担当課などと翌日の利用状況

等を確認しまして除雪作業の有無を確認し、実施している状況です。 

 以上、ご説明させていただきましたとおり、除雪作業につきましては出動基準を設けて

いる中で適宜気象状況を判断しながら除雪作業に当たっているところでございます。今年

度においてもこれまでと同様、冬期間の道路交通網の確保、持続的な除雪体制の確立を図

ってまいりたいと考えております。 

 以上で、令和３年度町道等の除雪体制の説明を終わらせていただきます。よろしくお願

いします。 

○澤口委員長 説明ありがとうございます。 

 それでは、説明が終わりましたので、質疑を許します。発言は、挙手の上お願いをいた

します。 

 阿部委員。 

〇阿部委員 除雪に入る前に例えば業者の方と一応若干の打合せはすると私は思うのです

けれども、その際に今年度の除雪の形はどうなのだ、去年はこうだったからこういうふう

に少し何とかならないかということというのはないのか、それとやり方に若干のマニュア

ル的なものがあったらどうなのかなと私は思うのですが、いかがでしょうか。 

○澤口委員長 答弁願います。 

 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 ただいまのご質問にお答えします。 

 まず、今年度の春先ぐらいから各業者さんと除雪体制のヒアリングを行っております。

その際に今お話しした全体の会議というのは設けてはいないのですが、各業者ごとに聞き

取りをしまして、これまでの作業内容、あと要望、今年度の機械の体制がどうかとか、そ

の辺の確認をし、除雪体制の配置を年度ごとに確立はさせております。 
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 あと、マニュアル等に関しましては、各業者さんそれぞれ持ち場がほとんど変わってい

ないということもございまして、委託先の作業マニュアルというのは、路線の確認はいた

しますが、細かいところのマニュアル作成には至っていないところです。あと、市街地区

におきましては、直営車両が主な配置なのですが、直営車両を乗っていただいて人を委託

をしているということもございまして、除雪前に路線の確認をうちの担当と回ってこうい

うところ気をつけたほうがいいとか、ここの路線は先に東側からやらないときれいに除雪

できないとか、その辺の細かい対応はしてございますが、そこに関しましてもマニュアル

等の対応には至っていないというような状況でございます。 

 以上です。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 今のマニュアルというか、各業者さんで町の中の歩道のつながりがあります

よね。そのときによく町の方から歩道のつながりが悪いとあったのですけれども、車道へ

出るときとか、そのときに危ないようだったらそこを除雪しますよというのですけれども、

歩道に関してやっぱり山を残していく、子供たちや例えば大人でも年寄りだとか、まず歩

道が空いた場合、それでないとどうしても車道をみんな歩きたがる状況になるので、その

辺も確認しながら除雪も先にやった業者勝ちというのでなくて、お互いに自分が後だなと

思ったら、そこをちょっとうまいことやっていただくという形のものがあったほうがいい

かなと考えているのですけれども。 

○澤口委員長 ちょっと休憩をいただきたいのです。マイクちょっと調子悪いものですか

ら、暫時休憩いたします。 

 

午後 ２時２４分 休憩 

午後 ２時２６分 再開 

 

○澤口委員長 休憩を解き会議を続けます。 

 阿部委員、再度お願いします。 

〇阿部委員 車道の除雪はもちろんなのですけれども、各歩道や何かについての割当てが、

お互い業者間の割当てがあると思うのですが、車道についても同じなのですけれども、や

った者勝ちというか、先に行った者勝ちというのでなくて、若干遅れてその部分に到達し

た除雪の場合、特に歩道なのですけれども、そのつながりの部分に山ができる部分がある

のです。その部分を後から大変だというのでなくて、やっぱりそれを解消していただく努

力もしてほしいなと私は感じるのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 交差点付近の歩道の山、降雪時除雪作業の際にパトロールした中

で対応できる範囲で実施はしておりますが、なかなかパトロール後に山になっていたり、

その辺もございますので、もう少し長期的な形でパトロールしながら対応に努めたいなと
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思っております。各業者間のつながりに関しましては、再度交差点付近、歩道がぶつかる

交差点、そこに関しましては除雪を残さないような対応に注意していただくような格好で

今後打合せをしたいなと考えております。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 それから、道道、国道に出る部分の交差点付近なのですけれども、車が、Ｒ

Ｖ車だと結構高い位置から見えるのですが、乗用とか軽車両の本当に小さい車ですと、先

ほど説明にもあったのですけれども、それを速やかに実施しておいていただけると、何十

メーターも取れというのでないです。３メーカーか４メーター、５メーターぐらいの差の

部分なのですけれども、取っておいていただけるといいなという声が除雪のときに聞こえ

ているので、今年の春先というか、冬、聞こえたので、その辺についても、こういうチャ

ンスがあると思わなかったものですから、改めてお願いではなくて、その点についてもや

はり中でお話をしていただいて、どういう体制にするか分からないのですけれども、その

辺もよろしくお願いしたいなと思いますが、どうでしょうか。 

○澤口委員長 施設課長。 

〇早瀬施設課長 今の委員の話なのですけれども、先ほど小笠原補佐のほうでも話したよ

うに歩道の各業者間の連携のほか、車道のほうについても併せて打合せをさせていただい

た中でパトロールもしつつ、時間的なスピード感はちょっと別として、その部分について

はなるべく早く対応はするようには心がけようと思いますので、よろしくお願いします。 

○澤口委員長 栗山委員。 

〇栗山委員 ちょっと戻ってしまうのですけれども、先ほど阿部委員が言っていたマニュ

アルについてだったのですけれども、たしか昨年だったと思うのですが、厚内の旧小学校

辺りの道が除雪されていなくて残っているということで言われて、そのときにたしか作業

員がちょっと不慣れなものでというような話を伺ったような気がしたのですが、そういっ

たことって多分今後もあり得ると思うのです。オペレーターさんの関係で。そういうマニ

ュアルがあれば、多分そういうことも減らせるでしょうし、ある程度の流れが分かってい

れば町民も今あそこやっているから、そろそろこっちに来るなという心持ちができると思

うので、あってもいいと思うのですが、今後どうでしょうか。 

○澤口委員長 答弁願います。 

 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 昨年の厚内の旧小学校の前の町道、実際除雪はしてあったのです

が、若干厚く残ってしまったということが原因で連絡いただいたような状況です。直接電

話いただいた方には、今お話あったように初めて担当したものが厚内地区だったものです

から、若干そのお話をさせていただいた中で、その後その日のうちに別な車両と２台で早

急な対応を図ったわけですが、路線図のマニュアル的ものというか、図面の位置図はある

のですが、機械も当然そこそこ替わりますし、なかなか何センチまでとかという作業的な

マニュアルも難しいということもございまして、マニュアルがあればというのもあるので
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すけれども、マニュアルを見ながら作業するというのがなかなか現実厳しいということも

ございまして、注意するべきポイントですか、そういうところに関しましては除雪前の 10

月、11 月、12 月もそうですが、その際に数人で回ってここの去年の改善点だとか、そうい

う協議はしておりますが、あくまでも現場で対応しているような状況でございまして、マ

ニュアル化はちょっと難しいかなというような形では考えております。 

○澤口委員長 栗山委員。 

〇栗山委員 おっしゃっていることは分かります。注意しながらやってもらうしかないの

かなと思いますけれども、続きましてちょっと初歩的な質問になって申し訳ないのですが、

早朝４時から基本として始めるということで、例えばしんしんと降り積もる中ずっとやる

日もあると思うのですが、終了を決めるのはどういった規定があるのかというのと、あと

例えば先ほど阿部委員も言っていた歩道や道路の路面が積もっていてもう一回やらなけれ

ばいけないであったり、吹きだまって通りづらいだとか、そういうところをもう一回やら

なければいけないなという判断はパトロールで決めるものなのでしょうか。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 今お話ありましたように、パトロール等をまず行いまして決める

という判断もございますが、例えば早朝４時ということで基本ではありますが、降雪の見

込みが通常より多いという場合は２時間、３時間早めまして深夜より実施いたします。作

業時間にオペレーターが１人で作業しておるものですから、20 時間もかけて除雪をさせる

のかということもございまして、安全上午後に終わるような体制がどの時間帯であれば取

れるかというものをまず念頭に考えます。当然幹線道路、スクールバス等に関しましては

早朝終わらせないといけませんので、まずそこが基準、あとの路線につきまして深夜まで

残ってしまわないような時間の設定をいたします。あと、吹雪、吹きだまり等がある場合

に関しましては、風雪の場合、当然１回やっても２回目、３回目という吹雪があるだろう

ということもございますので、各自持ち場の車両が２回目、３回目という形で回って夕方

までやるような形でございます。それプラスパトロール車両を設けまして、手分けしてそ

ういうおそれがある場所を主に確認をし、作業をしております。その一周した中で作業終

了と、さっきお話しした若干雪が残るだとか、そういうことも当然ございますので、翌日

に二次除雪というのですか、そういう作業を行いまして実際その路面がある程度通れるか

どうか、歩道の確保されているだろうか、車両の交差点などの視界が確保されているかな

どを対応するような状況でございます。 

 以上です。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 昨年の、一昨年かな、上浦幌の議会報告会のときに、多分上浦幌は委託され

ているのだと思うのですが、オペレーターの方が替わればやっぱり歩道の空け方も支所側

を空けたり、あそこのへき地保育所のほうを空けたり、何か空いていない場合もあるみた

いなのです。その辺やはりオペレーターが替わるのであれば、業者に言って、やるところ
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はどこと、多分上浦幌の場合地区も狭いから、ある程度は決まっていると思うのですが、

それがされていないということで住民の方からいろいろ言われたのです。それとあと、駐

車場の関係、あそこの支所の、それもどのようにやられているのかというのがちょっと定

かではないのです。ただ、地区の人がショベル持ってきて早く空けたりなんだりとしてく

れているのも聞くのですが、ただやはり公共施設なので、幾ら農協のほうの敷地というの

か、団地センターだから、農協側といったら、それも一緒に多分空けるのだろうと思うの

ですが、その辺も含めてやはり業者にある程度除雪前に話して、去年と同じオペレーター

でやるというのであればちゃんとそれを指導してもらうように話していただければと思う

のですが、どうでしょうか。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 昨年の上浦幌支所、保育園の北側の町道の歩道に関しましては、

除雪がされていないというお話をいただきまして、現地と、あとオペレーターと確認をさ

せていただきました。昨年度は、１月の降雪があまりにも多いということもございまして、

場所的に押す場所がなかったということもございまして、数回やれていないのですという

お話を確認させていたところでございます。オペレーターに関しましては、替わっていな

いという状況は確認できたので、事情がそうだったということもございましたが、再度確

認をさせてもらって、それでも何とか歩道を確保していただければということでお願いし

て、雪の押す場所の確認、そこをここまで押していただきたいとか、その辺の確認をさせ

てもらいました。 

 あと、支所の駐車場の山の雪なのですが、どうしても排雪するという置場がないという

こともございまして、大雪の年によっては若干しようがないところはあるのかなというこ

ともちょっと考えにございます。あまりにも多くて大半の駐車場が埋まるような話であれ

ば、またその辺は対応しなければいけないのかなと思ってございますが、排雪する場所が

なかなか見当たらないというのも現実でございます。 

 あと、上浦幌地区は、浦幌トラックさん５台の車両で委託はさせてもらっておりますが、

まず学校、スクールバスというのがございまして、やっぱり市街地とは違いまして吹きだ

まるような路線が結構多いということもございまして、まず学校周り、あと路線、今スク

ール路線を重点的にやるということもございまして、今お話ありましたように地域の方が

やっていただいているというのも現実あるのかなというところはございますが、その辺も

再度確認しまして対応していきたいなと考えております。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 上浦幌の支所にも町の職員いることだから、その辺支所長なり係の人とも連

絡取り合って、どうなっているとこっちからわざわざ行かなくても済むのでないかなと思

うのです。だから、その辺もある程度協議しながらやっていただければと思います。 

 それと、もう一つ、去年はどうなのか分かりませんが、以前厚内の公民館の除雪につい

ても議会報告会のときに除雪されていないとかということがあったのです。その辺もある
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程度ショベル今行っているのだろうと思うのだけれども、上浦幌の公民館についても町の

職員というか、委託の職員いるのですから、やはりその辺もある程度連絡取ってもらえれ

ば、何かアクシデントあって行けなかったのだったら行けないようにちゃんと連絡しても

らえればいいのかなと思うのです。道路については、ちゃんと空いているようなことは聞

くのだけれども、あと栗山委員も、多分言いづらいのだと思うのだけれども、漁組のほう

の周り、あの辺はどういうふうになっているのですか。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 漁組の除雪に関しましても直営車両が厚内地区担当ですので、全

てやるような形です。基本は、通路を確保するという中の除雪範囲でございます。昨年除

雪１度回ってまず１車線空けるという基本がありますので、１度ぐるっと回って違うとこ

ろを回った後にもう一周回ってくるというような形でやっているものですから、地先の方

にすると１回回って違うところ行ったので、空いていないとかというお電話いただくので

すけれども、２周、３周回るような格好でやっているような形でございます。漁組さんの

結構奥までのところをやっているような形ですので、大半は除雪、町のほうでやっている

ような状況です。細かいところは、漁組さんのほうで建物周り、そういう格好かなとは思

いますけれども。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 それと、町の中の歩道の関係、両側除雪ということで先ほど言われていたけ

れども、幅員が狭くてできないところって結構あると思うのです。実際私の家の前もそう

なのですが、だから両側除雪ということでなくて広いほうを、１車線でも広いほうの除雪

をしますよということで進めてもらえば業者の方もある程度除雪しやすいのかなと。１メ

ーターぐらいしかないところを本当にロータリーや何かでやっても、結局は車道の除雪し

たらみんな歩道に入ってしまう。広いところはそれなりに残っているのですが、やっぱり

狭いところは除雪し切れないのでないかなと思うのです。そして、そのうち今度車道の雪

が歩道に載っかり出したら、私らも今度車道の雪いっぱい来るから歩道にも上げるし、自

分の敷地にも上げるけれども、そんなことで本当は歩道を確保しておけばいいのですが、

確保できない状態なのです。だから、幅員の広い歩道を空けるのだということをまず業者

の方にある程度伝えてやっていただければいいのかなと思うのです。 

 それとあと、通学通り、北栄から中学校まで通学通りあるのですが、あれも今資料を見

たら業者がそれぞれになっているので、その辺の先ほど阿部委員も言っていたけれども、

つながり、先に通学通り空けるのだというのであれば本当に朝、歩道というのは４時から

空けるのだろうと思うのですが、意外と遅いのですよね、歩道を空ける方。だから、その

辺はある程度徹底して、通学通りはある程度生徒が７時半ぐらいから通るので、１車線で

もずっと通るような格好というか、そういう対応をしないと子供らどうしても車道歩いて

しまうと思うので、そこのスーパー中山の東店のところなのですが、あの辺の歩道という

のが全然いつも歩道の除雪されていないです。それとあと、道道との交差点というか、道
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道の雪が横断歩道はないのですが、そうやっていっぱいになってしまって結局は車道に出

なかったら横断できないような状態になっているのです。そして、商店ですから、やっぱ

り前側きれいに除雪もするし、そうすると子供らがどうしても車道歩く格好になるという

ことで、その辺業者を分けてやっているので、一方の業者はちゃんとやっていても、一方

の業者はちゃんとやっていないということにもなってくるのでないかなと思うのです。だ

から、その辺は役場から近いから見れば分かるのだろうと思うけれども、そういうのが結

構目につくので、ある程度解消していってほしいなとは思うのです。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 今お話ありましたように、歩道は広い場所というのが基本なので

すが、その中でも基本は両方空けたいということもございまして、基本両歩道という形に

はありますが、２メーター以下の場合は線的なつながりを見まして片側もしくは両方とい

うような対応をさせていただいております。あと、図面にもありますが、歩道の除雪をさ

れていない路線とかも当然ございまして、幅が狭いことであったり、これは地先の方が通

常前面を除雪していただいているということもございまして、その協力の下、町のほうは

配置をさせていただいているような格好でございますが、今言ったパトロール等強化して

通行を確保するというような考えで改めて対応したいなと考えております。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 それともう一つ、寿町の川原家具店の通り、隣たばこ屋さん、池戸さんとの

間、あそこは幅員が狭いので、結局１車線ぐらいしか確保されないのです。そして、実際

川原さん側のほうも雪多少出すから、ああいう場合はそこもそうだし、スーパー中山の本

店と北村商店さんのスタンドとの間も幅員が狭いので、ああいうところは多少たまってき

たら排雪というか、車道だけの排雪になるのだけれども、そのぐらいしないとやっぱり将

来的には事故でもあるのでないかなとは思うのです。その辺雪が多かったときに見ていた

だいて判断してもらうような格好というのは取れるのかどうか。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 対応としましては、確認した中で実施可能かなとは考えるところ

ではございます。あと、排雪も適宜やれるかといった中で当然いろんな作業もございまし

て、なかなか要望される町民のニーズに合った日程で動けるかなというのはちょっとござ

いますが、今言った幅員を確保するという観点で改めて確認をし、作業はしたいなと考え

ております。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 ３ページの除雪作業出動基準の中の６）番、薬剤、防滑材散布作業について、

昨年あまりアイスバーンになったりというのは少なかったのかなとは思うのですが、やは

り交差点、浦幌の場合止まれが多いので、市街地、どうしてもアイスバーンになったとき

は 30 メーターぐらいでも、全線やらなくてもいいから、交差点の止まれのところだけでも

散布してもらえばいいのかなと思うのです。薬剤がもったいないのであれば、グレーダー
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で 30 メーターぐらいのところを削るとか、そういう方法もあるので、今年はどのぐらいの

寒さになるか分からないけれども、あと幹線や何かはある程度みんなグレーダーかけたり

しているので、いいのかなと思うのですが、町なかの場合その辺を見てお願いしたいなと

思います。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 塩カル、薬剤の散布でございますが、凍結を要因とした事故、そ

れを誘発しないような形で散布している状況でございますが、昨年度につきましては実施

がありませんでした。去年は、雨が 12 月降らなかったのかなということと気温がそこまで

低下しなかったということもございまして、散布する場合は明け方４時ぐらいからパトロ

ールがてら散布するというような状況でございます。市街地がそんなに散布するようなと

ころがなくて、大体郊外にはなるのですが、今言った交差点の事故、その辺も実際除雪す

る担当のオペレーターと確認し、あと散布の時間帯もなかなかちょっと難しいところもご

ざいまして、前の日にしてしまうと朝凍ったり、そういう原因も考えられるので、なかな

か作業的に対応できるかどうかということもございますので、その辺は総合的に判断した

いなと考えています。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 排雪のときの場所というのは、また今年も昨年と同じような場所になるのだ

ろうか。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 排雪作業に伴います排雪用地といたしましては、浦幌川の河川敷

を町で占用いたしまして、主にそこを使用してございます。あと、市街地の中にも何か所

かございまして、町道の排雪作業の際に使用しているというような状況でございます。 

 以上です。 

〇阿部委員 旧保育園のグラウンドあたりなんかどうなのだろうと、町民の方の小さい排

雪場所にどうなのだろうという意見も出ていたのですが、どうなのでしょう。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 排雪場所としましては、あくまでも町道の排雪ということを目的

に排雪用地を設けてございますので、一般の方の排雪用地として場所を設定しているもの

はございません。といいますのは、排雪の安全を確保するというのがなかなか難しいとい

うこともございまして、例えば山になった状態を気温が高くなった際に雪が崩れ落ちる、

子供が入ってそこでけがをするということも想定できますので、基本管理ができない中で

は一般向けな排雪用地としてはなかなか難しいかなというところでございますので、あく

までも町が行います町道の排雪用地として場所を確保しているというような中です。 

〇澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 今の件なのですが、町民の方でもやっぱりある程度になったら排雪をしたい

という方がいるのですけれども、改めてそういう場所というのは設けていないということ
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なのですね。 

〇澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 はい、そのような状況です。 

〇澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 浦幌川の河川敷を町が借りて、あそこにはみんな投げに行っているので、町

民が、だから町なかの空き地は町が町道をやるときに使うのだよと、あそこだけはいいの

ですよね。 

〇澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 すみません、説明がしづらいのかもしれませんが、なかなか知ら

しめているような排雪用地というところではなくて、現実には捨てられている状態でござ

います、浦幌川の河川敷に関しましては今お話あったとおり。対応としましては、主に町

が行う排雪用地として北海道に占用を取っているということですので、あくまでも目的は

公共的な排雪用地として申請をしている中身なので、一般町民向けにというのはなかなか

表立って知らしめていないというような状況なのですけれども。 

○澤口委員長 副町長、どうぞ。 

〇山本副町長 休憩取らせてもらってもいいですか。 

○澤口委員長 それでは、答弁調整のため暫時休憩ということで、休憩をいたしたいと思

います。 

 

午後 ２時５７分 休憩 

午後 ３時０１分 再開 

 

○澤口委員長 休憩を解いて会議を再開したいと思います。 

 ただいまの質問に対して答弁いただければなと思いますけれども。 

 副町長。 

〇山本副町長 先ほどのご質問のあった雪捨場の関係なのですけれども、事前にもちょっ

と確認はしたのですが、今占用を取っている実態としてはあくまでも町道とか町が除雪を

行ったものという整理で占用を取らせていただいています。先ほど補佐が説明したのです

けれども、管理上のこともあったものですから、一般の町民の方々の対象ということには

させてもらっていません。ですけれども、これまでの経過等がありますので、ちょっとこ

の中では今こうですよというお答えは申し上げれないのですけれども、改めて事情等も私

どものほうから原課のほう確認させていただいて整理をさせていただきたいと思いますの

で、ご理解いただきたいというふうに思います。 

○澤口委員長 どうですか、町長。 

〇水澤町長 今までの経緯について今答弁させてもらっているのですけれども、町の指定、

町民が投げる指定的なものについては決まっていないということです、要するに。ただ、
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町が町道や何かの除雪した雪捨場というのは、道の河川のところにきちんと町も許可もら

ってそこに捨てていると。何か歯切れの非常に悪い話なのですけれども、今実態としては

そうなっているということで、それ以上言えないのです。 

〇澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 それは分かりました。今まで認定保育園の裏、今の、あそこ投げていたのだ

けれども、今後はどうするのか、あそこ。投げる予定あるのか。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 排雪位置として予定はしております。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 子供たちが行って遊んだり、雪に埋もれたりなんだりしないようにだけしな

いと、やはり雪がいっぱいたまってくると子供一生懸命山登りしたくなるので、その辺も

含めてやっぱり考えていかなければならないのでないかなとは思うのです。それは、町な

かどこの広場に投げているところも同じだけれども、それだけです。 

○澤口委員長 副町長。 

〇山本副町長 今の安藤委員からおっしゃられた点については、どうしても場所としては

そこを確保したいものですから、ただこども園ができたということでいろんな危険が伴う

ことあると思いますので、こども園の施設、それから保護者の方にもきちんとそういった

ことも踏まえながらご協力お願いしたいと思っています。 

○澤口委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 広場に行ったら、結局駐車場足りなくて車止めているのだと思うのだけれど

も…… 

（何事か声あり） 

〇安藤委員 いやいや、10 台以上止まっているのだ、あの広場に。だから、あれも今後冬

になっても止めさせるのか、そういうのを考えていかないと…… 

（何事か声あり） 

〇安藤委員 はい。 

〇澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 今夏場ということもございまして、北側に数台止めております。

先日担当課と除雪の範囲について協議いたしまして、そこの空き地に関しましては除雪は

行わないと、通常の駐車場、建物の北側の舗装されている部分、そことさらに東側にあり

ます砂利……国道側の地続きになっている場所まで少し広めに空けまして車両の駐車スペ

ースを確保するということで協議は終わらせておりますので、今言った今止まっている 10

台ほどですか、そこの部分は空けないということで今確認をしております。 

○澤口委員長 暫時休憩させてもらいます。 

 

午後 ３時０７分 休憩 
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午後 ３時０８分 再開 

 

○澤口委員長 休憩を解いて会議を再開をさせていただきます。 

 ほかにご意見ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○澤口委員長 ないようですので、議長、副議長のほうから何かございましたらお願いを

いたしたいと思います。 

 副議長。 

〇森副議長 先ほど上浦幌地区の通学路の歩道ということでお話が出ていたのですけれど

も、道道の歩道というのは全部土現のほうでやられているのか、町は全然タッチはしてい

ないものなのか、その辺お聞きしたいのですけれども。 

○澤口委員長 説明お願いします。 

 補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 あくまでも私ども行いますのは、町道のみの除雪作業になります

ので、道道となりますと管轄は土現さんということになるかと思いますので、除雪はどう

いうふうな形でやられているのかというのはございますけれども、そういうような区分で

あります。 

○澤口委員長 副議長。 

〇森副議長 道道のほうについての歩道については、朝早くから常時見てやられているよ

うなのですけれども、二、三年前歩道に雪がたまって事故もあった経緯もあるのです。で

すから、そういうことも踏まえてやはり行政のほうからも歩道に関する除雪というのはお

話しされてもいいのかなと思うのですけれども。 

○澤口委員長 副町長。 

〇山本副町長 確認なのですけれども、今の部分は道道の歩道は空いているのですけれど

も、どこかたまったもので何か事故があったということなのでしょうか。 

○澤口委員長 阿部委員。 

〇阿部委員 ちょうどふぶいて時間帯が悪くて歩道入ったのだけれども、結局ふぶいてま

た入って除雪していなかったというところで、そこ歩く人が車道側を歩いていたと、そこ

へ運悪く後ろから車が行ったという事故だったのです。だから、上浦幌、結構そういうと

ころあるのです。土現さん頑張って歩道も車道も除雪してくれるのですけれども、ただ住

宅近辺というのはやっぱり間から風が来て吹きだまるというところがあったりなんかして

すごく危険なのです。だから、今恐らく森議員の言ったのは、その部分をもうちょっと小

まめに除雪してほしいということだと私思うのです。それをこっちが依頼して、町で勝手

にやるわけにいかないだろうから、それは改めてもう一回強く要望してほしいということ

を言われているのだと私は思いますけれども。 

○澤口委員長 副議長。 
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〇森副議長 それと、もう一点なのですけれども、除雪費、これが令和２年度は 3,200 万

円、その前は 2,000 万円ということで、委託業者借り上げ料なのですけれども、たまたま

雪がないときだとか、またロータリーだとか専門に持っている業者の方もいます。そうい

う面では、機械の維持費だとか管理費というのは最低負担というのは今どのようになって

いるのかお聞きしたいのですけれども、ショベルだとか、そういうのはお持ちになってい

る人は夏場もいろいろ使ったりするのですけれども、専門的に除雪だけに使う機械だとか、

その辺の維持管理も考えていくべきだと思うのですけれども、この辺についてはどのよう

になっているのか。 

○澤口委員長 施設課長補佐。 

〇小笠原施設課長補佐 ただいまのご質問ですが、まず除雪体制を確保するためにという

考えの下、最低保障というのを設けております。最低保障の中身としましては、除雪機械

の維持費、あと保険代だとか、あとそれに係る人件費の一部を負担ではないですが、ある

程度費用を負担しようということで最低保障額を設けております。これに関しましては、

今お話ししました大型の除雪専門であろう大きな機械ということで金額を設定をさせてい

ただきまして、あと小型のショベル等、これは主に駐車場、歩道等でございますが、これ

に関しましても若干ではありますが、除雪準備費という形で設定を設けております。最低

保障に関しましては、実績の除雪費と重複する形になりますので、一定の額までいかない

場合は最低保障額を１台当たり幾らということでお支払いするような形でございます。 

○澤口委員長 副議長。 

〇森副議長 除雪作業は、吹雪の日もあって非常に視界が悪いということもありますので、

無事故で１年迎えていただきたいなと、作業に当たっていただきたいなと思います。 

 以上です。 

○澤口委員長 議長のほうからございませんか。よろしいですか。 

〇田村議長 ありません。 

○澤口委員長 では、これ以上質疑はないようでありますので、以上で説明と質疑を終了

させていただいてよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○澤口委員長 それでは、執行機関の皆さん、大変ありがとうございました。 

 ここで暫時休憩をいたしたいと思います。 

 

午後 ３時１５分 休憩 

午後 ３時２０分 再開 

 

○澤口委員長 それでは、会議を再開します。 

 本日の執行機関の資料説明及び質疑の説明の内容について各委員のご意見をいただきた

いと思いますが、ご意見ございますでしょうか。 
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（「休憩」の声あり） 

○澤口委員長 暫時休憩します。 

 

午後 ３時２１分 休憩 

午後 ３時２５分 再開 

 

○澤口委員長 休憩を解いて会議を再開します。 

 安藤委員。 

〇安藤委員 だから、町道の排雪場所については、雪を盛り上げないである程度危険にな

らないような高さで…… 

（何事か声あり） 

〇安藤委員 安全対策をしながら十分に気をつけてほしいということで…… 

○澤口委員長 今の安藤委員のお話のとおりでよろしいと思いますけれども、いかがです

か、皆さん。ほかの委員の方。 

〇安藤委員 浦幌乳業の事務所のところと認可保育園の裏と、あとうちの斜め向かいの宮

本の土地があるので、ああいうところなんか投げている、あまり高くすると子供が遊ぶか

ら…… 

○澤口委員長 それでは、今回の所見のほうに入れていったほうがよろしいですか。除雪

体制について所見の中で…… 

〇安藤委員 町では、だから民間にはどこの場所も雪捨てを認めていないというのだから。 

○澤口委員長 どうやってまとめたらいい、所見の中に入れていく方法で考えますか。 

（何事か声あり） 

○澤口委員長 今の安藤委員の話のほかに違う意見ございますか。 

 阿部委員。 

〇阿部委員 先ほどもあったのですけれども、僕ら意見として出したのですが、やっぱり

作業始まる前に完全なる打合せをしていただいて、各業者間の打合せもして早い者勝ちと

いうことがないような形で車道、歩道についてはやっていただきたいと。それで、新人の

方もいらっしゃるので、新しく携わる方もいらっしゃるので、先輩からの指導もあると思

うけれども、やっぱり若干のマニュアル程度のようなものをつくっておいていただいたほ

うがいいのではないのかなと私考えたのですけれども。 

○澤口委員長 今阿部委員からそういう話出ていますけれども、ほかの意見ございません

か。よろしいですか。 

 阿部委員。 

〇阿部委員 もう一点、公道だろうと私道だろうと何でもいいから、交差点の部分につい

ては手間暇惜しまないで除排雪というか、していただきたいと、通行者に危険及ばないよ

うに形にしておいていただきたいと特に思います。 
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○澤口委員長 交差点の排雪についてなるべく早くやっていただきたいというご意見であ

りますが、ほかにございませんか。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

○澤口委員長 意見がないようですので、それでは次に本日以降の審議日程等の整理と委

員会報告書の取りまとめについてご意見を伺います。まとめにつきましては、まず初めに

報告書の作成方法、内容の方向性についてご意見をいただきたいと思いますが、報告書に

つきましてはただいま各委員からのいただいた意見を踏まえ、委員長、副委員長で報告書

の案をまとめたいと思っております。それを基に協議して報告書をまとめるということと

したいと思いますが、それでよろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

○澤口委員長 それでは次に、次回委員会の開催及び議会報告時期ですが、まず本調査の

議会報告は 12 月開催の第４回浦幌町議会定例会において報告をいたします。次回の委員会

の開催時期ですが、日程調整の上、改めて通知をさせていただきます。それでよろしいで

すか。 

（「異議なし」の声あり） 

○澤口委員長 それでは、これで本日の産業建設常任委員会の審議を終了させていただき

ます。 

 これにて本日の所管事務調査に関わる産業建設常任委員会を終了いたします。 

 会議を閉じます。 

 大変ご苦労さまでございました。 

閉議 午後 ３時３３分 


