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開議 午前 ８時５９分 
      ◎平成２６年度町道等の除雪体制 
 
○森委員長 改めましておはようございます。 
 11 月に入りまして、めっきり朝夕冷え込みが厳しくなった日もございます。今日は、雨

が降って非常にいつもから見ましたら、温かい日でございます。 
 農家の方もビートの収穫、最後の追い込みでございまして、一日、二日で大体終了する

だろうというふうにも思ってございます。今年から糖分が引き下がったということでです

ね、非常に農家の方も張り合いを持っているのかなというふうにも思っております。 
 二、三日前の浦幌町の糖分の糖度なのですけれども、累計で 16.8 というふうにも聞いて

ございます。これは今まで数年糖分が低下したということでございまして、今年は少し期

待ができるのかなというふうにも思っております。また収量の方もですね、９月に所管事

務調査をやらせていただきまして、ビートの方も根周が非常に例年になくいいということ

で輸送関係では、町平均６トン百を見ておりまして、そのまま今輸送にまわっているとい

うことでもございます。 
 また海の方、漁の方でございますけれども、秋サケの定期網も終了いたしまして、収量

的にはそこそこだというふうにも聞いてございます。また、今度ししゃも漁ということで

ですね、ししゃも漁の方も出足は好調というふうにも聞いてございます。 
 浦幌町の一次産業それぞれですね、豊漁、また豊作ということでいつも願っているとこ

ろでもございます。 
 本日は、26 年度の町道等の除雪体制ということでですね、町長はじめ施設課の皆様方に

は、大変早朝よりご出席をいただきましたことを心からお礼を申し上げたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
 関井議員につきましては、欠席の旨の連絡がございました。 
 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いたします。 
 今回の所管事務調査の議題につきましては、平成 26 年度町道等の除雪体制ということ

でですね、既に資料がお手元の方にきていると思います。初めに町長からごあいさつをい

ただきまして、後に資料の説明をいただきたいなというふうに思っております。よろしく

お願いいたします。 
 町長。 
○水澤町長 それでは、改めておはようございます。 
 今日は、久しぶりに昨日からの雨ということで、今委員長の方から言われましたように、

農作業もいよいよ最終段階に入るということで、澱原バレイショの方も、この間組合長に

聞いたら、工場が十四、五日ぐらいまでの予定ということで、ただそれまで原料があるか

どうかちょっとはっきりしないけどという話をしていました。 
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 ビートの収穫が終われば大体この秋の収穫作業が終わるのかなというふうに、私も思っ

ております。秋サケの方も今日解散をします。番屋が閉じるということで、いよいよ終わ

りになりました。 
 当初２％ぐらいの増という予想だったのですけれども、最終的には 17％増ということで、

もともと底値が、元になる数字があまり高くないので、それでも去年から今年にかけて回

復基調に完全にあるなということで、来年も少し期待ができるというような状況で終わっ

たという状況です。 
 そういう面では農業、漁業の大体今年の収穫については、漁業はこれからししゃもが最

盛期ですけれども、大体それで終わるのかなという感じであります。あとは畜産関係が今

年どういうふうになるのかなというところも全体の量で心配しているところでありますけ

れども、今日未明に停電がちょっとありまして、今最終的に復旧したということでありま

すけれども、原因がちょっとわからない、ほくでんの方から原因不明だという報告をいま

受けているところであります。 
 本当にちょっと最近、停電が多すぎるのかなという感じをしまして、ほくでんにもその

辺は申し入れているところでありますけれども、特に搾乳関係で電力がとまるということ

になると大変なことでありますから、これからも厳しく申し入れをしていきたいなという

ふうに思っているところであります。 
 そういうことで今、雪の初冠雪ということが聞かれるような季節になってまいりました。

そういう面では除雪体制について、今日所管事務をしていただくということでありますの

で、議員の皆さんにもそれぞれ理解をしていただきながら、万全の除雪体制を構築してま

いりたいと思っていますので、どうぞよろしくお願いしたいと思います。説明については、

係の方からさせますのでよろしくお願いいたします。 
○森委員長 ありがとうございました。説明の方よろしいでしょうか。 
 施設課長。 
○新川施設課長 まず初めに私の方から簡単にご説明させていただきたいと思います。今

回の所管事務調査につきましては、町道等の除雪体制ということで、ご説明の機会をいた

だきましてありがとうございます。 
 ９月の町議会定例会に除雪についてのご質問もございましたが、いよいよこれから冬本

番ということでございます。現場サイドのですね、今それに向けて準備をしているところ

でございます。本日はですね、町道等の除雪作業に対する出動基準、それと作業要件、除

雪機械の配置、そして地区別の除雪体制につきましても資料に沿ってですね、詳細な説明

をこの後、施設課課長補佐の小川の方からご説明させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 
○森委員長 課長補佐。 
○小川施設課長補佐 課長補佐の小川でございます。それでは、資料に沿って説明をさせ

ていただきたいと思います。まずお手元の資料の表紙の次に、２枚目をごらんいただきた
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いと思います。 
 最初に、町道の実態といたしまして、町道実延長でございますけれども、１級町道 21.6
キロ、２級町道 51.8 キロメートル、その他町道が 224.0 キロメートル、すべて合わせまし

て町道実延長といたしましては、297.4 キロメートルございます。 
 なお、１級町道、２級町道、その他町道については、下の方に適用的にこういったもの

が各種町道となるということをお示ししておりますので、ごらんいただきたいと思います。 
 次に、町道の実際の除雪延長についてでございますけれども、２区分に分けて記載して

ございます。直営及び借り上げ路線といたしましては、市街区域、中浦幌、南浦幌、厚内

地域、こちら合わせまして除雪延長といたしましては、189.6 キロメートルございます。 
 委託路線といたしましては、上浦幌地区、こちらにつきましては、地域柄ということも

ありますが、管理状況も含めた委託をさせていただいておりまして、その部分につきまし

ては 74.4 キロメートル、合計 264.0 キロメートル、こちらの除雪を行っているところでご

ざいます。 
 ３番目に歩道の延長でございますけれども、主に市街地区に歩道があるわけですけれど

も、市街地区におきましては 32.0キロメートル、その他の地域において 3.7キロメートル、

合計 35.7 キロメートルの歩道の除雪を行っております。 
 ４番目の項目、除雪の出動基準についてご説明をさせていただきます。（１）新雪除雪の

作業でございますけれども、こちらにつきましては概ね 10 センチに達する降雪が想定さ

れる場合に実施をしているものでございます。この場合ですね、10 センチに達しなくても

ですね、その状況に応じ総合的に判断しながら作業の判断をさせていただいております。 
 また出動の時間でありますけれども、基本的に安全を考慮いたしまして、本町といたし

ましては、原則夜間の除雪は行っておりません。しかしながら、早朝４時にはですね、出

動できるという体制をとっておりまして、日常の生活には影響のないようにということで

行っております。 
 また、この作業にあたりましては、スクールバスですとか、患者輸送バス等々のバス路

線、通学路、幹線道路等を優先するような配慮をもって作業にあたるように行っていると

ころであります。 
 ２番目、路面整正作業、こちらにつきましては、新雪除雪後にですね、路面の残雪によ

るわだちや圧雪によりまして、交通安全上支障を来す恐れのある場合にグレーダー装置を

使いまして、路面を切削する作業になります。 
 次に３番目でございます。拡幅除雪作業でございます。こちらにつきましては、新雪除

雪、路面整正等により路肩の方に堆積してしまった雪、それがですね、堆積をすることに

よって車両のすれ違いが困難というような状況にある場合、次回の新雪除雪に影響が与え

るような場合には、幅員を広げるような形として拡幅除雪という作業を行っております。 
 次に４番目でございます。運搬排雪作業、こちらにつきましては、先ほどの拡幅除雪等

を行ってもですね、それらの堆積した雪が排除しきれずに新たな通行の支障に来す恐れの
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ある場合にですね、ロータリー装置を使いまして運搬、排雪を行う作業となっております。 
 次に５番目でございます。薬剤・防滑材散布作業、こちらにつきましては、路面の凍結

が発生しやすい時期、また安全な通行に与える影響が大きい区間を対象といたしまして、

さまざまな気象条件の中を総合的に判断いたしまして、路面凍結が予想される場合に適時

実施しております。 
 次、６番目でございます。歩道除雪作業でございます。こちらにつきましては、主に市

街地区になりますけれども、幅員２メートル以上の歩道を対象といたしまして、歩行者の

安全な通行に支障を来す恐れがある場合、これもですね、おおむね 10 センチという基準

に変わりはないわけでございますけれども、歩道の除雪作業を行っております。 
 次、その他除雪でございます。こちらにつきましては、各種除雪作業に行いまして、交

差点部等にですね、雪が山積みにされるような状況が見受けられることがあるわけですけ

れども、そのような場合には交通安全上危険であるという状況が発見された場合には、そ

の都度ですね、速やかに実施しているところであります。 
 町道実延長及び出動管理基準につきましては、以上のとおりでございます。 
 次、３枚目を見ていただきたいと思います。こちらにつきましては、現在の除雪機械の

配置計画を記してございます。大きく３つに分けてございます。①直営車、こちらにつき

ましては、浦幌町、本町が保有している車両の一覧でございます。１番から 12 番まで、

全部で 12 台、町が直営で所有する機械として配置をしております。各機種については、

それぞれ車種ですとか、担当地区、あと除雪装置等々ございますので、一つ一つ申し上げ

ることは控えさせていただきたいと思います。 
 次２番目、借上車、こちらにつきましては、各業者様方から協力をいただいておりまし

て、そちらから除雪作業にあたり協力をいただいている車両でございます。車道の除雪に

おきましては、除雪トラック、ショベルローダー等々で５台ございます。それ以外の 10
台につきまして、小型ショベルですとか、小型ロータリー、こういった事柄の車種につき

ましては、主に市街地の歩道を担っていただいている車両になります。 
 次に③番目、委託車でございますけれども、５台ございまして、こちらにつきましては

上浦幌地域、こちらについては、市街地区とも気象条件が先ほども話しましたけれども、

気象状況も違うことから、その都度の判断も含めた中で、委託をさせていただいておりま

す。そちらについては、トラック系の車両２台及びショベル系の車両３台、合わせて５台

ということで、作業を行っていただいております。 
 浦幌町全体といたしましては、合計ですね直営車 12 台、借上車 15 台、委託車５台、合

計 32 台をもって 26 年度の除雪の機械配置を考えているところであります。 
 次に、４枚目をごらんいただきたいと思います。こちらの地域別の除雪体制になります。

この表と合わせて除雪計画路線図というものもついてございますけれども、あわせてごら

んいただきたいと思います。まず全町除雪の方ですね。 
 １番目、地区番号、上浦幌地区、こちらにつきましては、先ほどもお話させていただい
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たように、委託区域としております。こちらの図面のですね、上の方に赤で大きくくくっ

ている場所、ごらんいただけるかと思うのですけれども、栄穂方面から瀬多来、日立建機

さんを越えた瀬多来、道道で言いますと東台留真線という道道があるわけですけれども、

そちらに達するところまで、そこまでの区域を上浦幌区域の委託区域として実施をしてい

ただいているところであります。 
 次に２番目ですけれども、中浦幌地域、次にその下の青いくくりになっているところな

のですけれども、こちらにつきましては、留真温泉からですね、幾栄、稲穂、幾千世、帯

富の一部、円山、常室も含めますけれども、そちらの区域につきましては、表の中の配置

車両というところ、直営車は配置してございませんけれども、借上車として３台配置をし

てございます。こちらにつきましては、トラック系が１台、ショベル系２台、３台という

内訳になっております。 
 次３項目め、南浦幌地域、こちらにつきましては、図面の下の方ですね、また色を変え

て赤く区域を区切っているエリアになります。こちらにつきましては、平和、吉野市街を

含めまして、養老、朝日、豊北、十勝太市街も含めた区域となっております。こちらにつ

きましては、直営車３台、借上車１台、車両としては４台配置をしておりまして、それの

オペレーターにつきましては、すべて業者様から出していただいたオペレーターにより除

雪作業を行っているところであります。 
 この区域、車両の内訳としましては、トラック系の足の速い作業機械が２台、ショベル

系の市街地等を行うのに適した車両として２台配置しております。 
 次に４番目、厚内地区でありますけれども、こちらについては、国道 38 号から厚内市

街に向かう幹線道路も含め、あと直別方面、こちらの区域になっております。こちらは、

直営車、車両としては、直営の車を２台、オペレーターといたしましては、職員が一人、

あと業者さんから出していただいたオペレーター一人、２名、車の系統といたしましては、

トラック系の車両が１台、ショベル系の車両が１台、２台で作業を行っております。 
 次に５番目であります。もう１枚の市街図の方の図面、こちらをごらんいただきたいと

思います。 
 市街地におきましては、車道部におきましては、直営車３台、借上車１台の４台、歩道

部におきましては、先ほどの小型ショベル、ロータリ車合わせて 10 台、合計 14 台で市街

地域の除雪を行っております。配置人数でありますけれども、直営車３台はすべて職員の

オペレーターを配置いたしまして、借上車は、会社、業者の方から借り上げた車両ですの

で、業者の方がオペレーターとなっております。 
 あと歩道の借上車 10 台の機械に対して 13 名の作業人員がかかっておりますけれども、

こちらにつきましては、小型ショベルの場合はオペレーター一人なのですけれども、手押

しロータリ等の作業を行う場合には、どうしても補助員という形で１台のロータリに対し

て２名という体制の場合も中にはございます。そういったものも含めた人員の配置となっ

ております。 
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 主な作業区域といたしましては、図面の方をごらんいただきたいと思います。まず大き

くですね、道道本別浦幌線を挟みまして、東側と南側という大きなエリア、そちらに区域

１、区域２という表示をしてございますけれども、そのエリアに１台ずつ配車しておりま

して、あと北栄方面、こちらに区域３として３台目の車両を配置しております。 
 あともう１台車両を配置しておりますけれども、そちらにつきましては、公共施設の駐

車場、役場ですとか、町立病院さんですとか、そういった車道だから優先しているわけで

はございませんで、そういった公共施設の駐車場の除雪用として１台配置してございます。 
 また歩道の除雪区域ですけれども、それぞれ区域１の方につきましては、オレンジの町

道にラインが引いてあると思うのですけれども、そちらの歩道につきましては、Ａ社とい

う会社が担っております。 
 そしてその下、東側ですけれども、青い区域につきましては、Ｂ社という業者さんに担

っていただいているところです。黄色いラインの入っている所、こちらにつきましては、

Ｃ社という会社の方が歩道の除雪を担っているところであります。 
 なお、この歩道の除雪にあたりましては、区域内にある各種公営住宅の駐車場ですとか、

そういったものも歩道に付随した部分もございますので、そのエリアにある駐車場につき

ましては、それぞれの業者の方にお願いをしているところであります。 
 次６番目、こちらですね、町内一円としまして、新雪除雪の場面ではございませんけれ

ども、先ほどの路面整正ですとか、薬剤散布、その他除雪ということで交差点の除雪等々

が新雪除雪ののちに発生いたします。 
 その場合に対応する車両としては、直営車４台、グレーダー、小型除雪ロータリ、小型

ショベル、薬剤散布機搭載するトラックということで、直営車を保有してございます。 
 合わせまして、合計としまして、直営車は 12 台、借上車 10 台、歩道借上車 10 台、合

計 32 台の車両に対しまして、職員４名、業者から出していただいたオペレーターの方 14
名、あと歩道除雪に対しての作業人員といたしまして 13 名、合計 31 名の体制をもって

26 年度の除雪を考えております。 
 あと次にですね、排雪作業をどのようにやっているかということを若干つけ加えてご説

明をさせていただきたいと思います。排雪作業につきましては、その時の気象状況ですと

か、路面状況によって行うということは先ほどお話させていただきました。こちらにつき

ましては、基本的には直営の職員をもって、直営車をもって作業をしているところであり

ますけれども、まず作業機械といたしましては、主な機械となるロータリ除雪車、これは

大きな雪を積み込む機械になりますけれども、これが１台、あと 13 トン級のショベルド

ーザ、これによりロータリ除雪車の周りに車両に広がっている雪をかき集める一つの筋に

して雪を積みやすくする、作業に使うわけですけれども、それが２台、あと雪を運び出す

トラックといたしまして、直営のダンプトラックが２台ございますので、その２台を配置

しております。 
 また歩道の雪をかき出すという作業のために、小型ショベル、こちらも排雪作業の班編
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成の一つとして１台、合計６台をもって１班体制で作業を担っているところであります。 
 配置人数といたしましては、職員、今４名在籍しておりますので、４名とあと２名の方

の業者のオペレーターの方のお手伝いをいただいて作業を行っております。区域別の除雪

体制と人員等の体制につきましては、以上のとおりであります。 
 次に、過去３カ年の除排雪の実績を説明させていただきます。平成 23 年度、こちらに

おきましては、新雪除雪の回数が８回、排雪除雪の回数が１回、除雪費総額といたしまし

ては 1,729 万円となっております。この年における年間の降雪量、これにつきましては 377
センチとなってございます。 
 次に 24 年度、新雪除雪の回数が 14 回、排雪回数が２回、除雪費といたしましては、1,978
万 3,000 円でございます。この年の年間降雪量は 365 センチとなっております。 
 あと昨年度、平成 25 年度におきましては、新雪除雪が５回、排雪回数が１回、除雪費

といたしましては 1,005 万 4,000 円、年間の降雪量が 147 センチと、皆さんも記憶にある

とおり、昨年は少し雪の少ない年だったかと思います。 
 参考までに、ここに示させていただきました除雪費につきましては、機械の借上料、オ

ペレーター等の賃金、燃料費、これらの合計額とさせていただいております。 
 また参考までにですね、新雪除雪及び排雪作業、こちらにですね、おおまかに一度の作

業でどれぐらいかかるかというところなのですけれども、当然、降雪の１回の雪の降り方

にもよって、ばらつきはあるんですけれども、おおむねですね、新雪除雪の場合には、180
万円、排雪作業につきましては、先ほどの一般体制で作業を行った場合、大体７日間程度

要しているのが平均的な所なのですけれども、それを想定した場合にも同額となってしま

いましたけれども、おおむね 180 万円が見込まれているところでございます。 
 また新雪除雪に限らずですね、いろいろなさまざまな気象状況の中では、強風が吹いた

後の吹きだまりですとか、そういった時にはですね、適時その状況を判断しながら直営作

業を主としてはございますけれども、その状況を見ながら作業を行っているところでござ

います。以上で説明を終わらせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 
○森委員長 ありがとうございました。 
 ただいま除雪に対します町道の延長距離、また除雪作業出動基準、そして除雪機械の配

置計画、こちらの方は借上車、また委託車の説明、そして地域別の除雪体制ということで、

それぞれ説明がございました。 
 委員の方からそれぞれ質疑を受けたいと思います。 
 杉江委員。 
○杉江委員 ３点ほどお伺いしたいのですが、まず１点目ですね、今いろいろな災害に対

しての避難路対応も浦幌町もしております。その辺で避難路対応の出動基準については、

何も触れていませんけれども、どういう順序で今度新しい浜厚内からの避難路もできる、

それから従来のところを使う避難路の指定をしてきているわけですから、その辺の対応に
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ついてどのようなことになって内部で確認されているのか。 
○森委員長 課長。 
○新川施設課長 杉江委員のご質問にお答えさせていただきます。 
 最初のですね、避難路についての対応の出動基準ということでございますが、避難路に

ついての特別なそういう出動基準というものはございません。基本的にですね、おおむね

10 センチ以上ということで出動はするようになっています。 
 時間もですね、夜中ということではなくて、雪の状況にもよりますけれども、基本的に

同じようなことで考えています。ただ、気象状況によってですね、これは対応はそれぞれ

やっていかなければなりませんが、主要道路、緊急路線、あと緊急の公共施設関係ですね、

それとともにですね、重要度が優先して考えてございますので、優先的に早々にと言った

らいいのですかね、やってございます。 
 厚内の今度できた避難路ですね、浜厚内なのですが、それにつきましても、総務課と打

ち合わせしてございまして、これについても雪比較的少ない場所ではございますが、舗装

にしてもございますけれども、車以外で当然徒歩で行かれる方もございますので、その辺

支障のないようにですね、除雪体制をするような形で、その分についての除雪の体制もそ

れも整えてございます。以上です。 
○森委員長 杉江委員。 
○杉江委員 ２点目ですけれども、吹雪対応ですね。これも去年、非常に雪少なかったの

ですが、ひどい吹雪も何度かありました。住民からの通報などでね、小まめに出ていただ

けるという情報聞いておりますが、この情報源、びっちり職員が走って歩いているわけで

もないと思うのですが、どんなふうに対応しているのでしょう。情報源。 
○森委員長 課長補佐。 
○小川施設課長補佐 吹雪の対応につきましては、気象情報、ニュース等々、そういった

ものも当然ございますけれども、あと基本的にはパトロールです。直営によるパトロール

ですね。大体地域的に吹きだまる場所というのがおおよそ把握はしているつもりでござい

ます。 
 あと連携をとるという上では、昨年であればスクールバスの運転手さんが走行した場合

における状況の連絡報告がありましたり、他機関の方からもそういった情報は日頃からい

ただいているところでございます。以上です。 
○森委員長 よろしいでしょうか。 
 杉江委員。 
○杉江委員 非常に昨年というか、今期ですね、雪少なかったのですが、町としては除雪

費膨らまないで助かるのですけれども、委託業者さんはね、ある程度車両の維持費とか、

そういうことを配慮すると、ある程度排雪作業やらを実施しないと非常に可哀そうじゃな

いかと思うのですよ。常に思っています。 
 経費削減のためには、出動ない方がいいのですが、その辺の例えば雪は少ないけれども、
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排雪作業を非常に今回、今年度出動少なかったので、排雪作業でもしてやろうかなという

こともあると思うのです。今までもそういう配慮もたぶんあったんだろうと。その辺の判

断基準ですね。委託業者に１シーズンこれだけでどのぐらいなのかということをちょっと

知りたいのと、あとはその判断、非常に出動少ないので、排雪作業等の予算を出そうかと

いう、その辺の判断はどんなことでやっていますか。 
○森委員長 施設課長。 
○新川施設課長 今のご質問ですが、ちょっと機械の契約の中身で機械によっての契約単

価というのがございますので、それちょっとうちの方であとで説明させていただきますが、

先にですね、業者に借り上げと委託を行っていただいているということで、町で全部でき

る分でしたらいいのですけれども、元々業者さんにその体制をとっていただきます。当然、

人件費やら機械持っていただいていることについてもですね、その経費についてはご負担

をしていただいています。 
 そういったものに対してですね、基本的に本当に除雪、雪が少なくて、機械が維持費も

出ないという場合に備えてはですね、基本的に１年１回あたり 30 万円という、もし 10 万

円に達していなくても、30 万円という保証料というものをお支払しています。 
 それでは当然ですね、機械の維持的には大変だというのは承知しております。除雪がそ

れなりに今、杉江委員言われたように、たくさんあればですね、会社の方もやりくりでき

るわけですが、なんでもかんでも出ていただくということではなくて、町として必要最小

限の経費ということで考えてございますが、ただそこに伴う労働者の方もいらっしゃいま

すので、そういったことを考えた場合ですね、総体的なことも考えながら、やはりある程

度のものは皆さんにお支払しながら、あとあとですね、継続できるような形を考えていか

なければならないと思っています。 
 排雪作業、特にそういうものをですね、建設業界さんの方で毎年２月の末か３月初めに

ボランティアでやっていただいています。そういったこともございますが、なるべくです

ね、今後ともずっと継続していかなければならない除雪体制ですので、その辺も念頭にで

すね入れながら、経費については、考えさせていただきたいと思いますので、安ければい

いと、町の経費が少なければいいということではなくてですね、それも配慮しながらやっ

ていますが、今後ともですね、その辺は気をつけながらやっていきたいと、考慮しながら

やっていきたいと思っています。 
 単価の方についてはですね、どの程度になっているかというのを小川の方から説明させ

ます。 
○森委員長 課長補佐。 
○小川施設課長補佐 それでは、私の方から各種作業車における単価について、説明させ

ていただきます。 
 昨年度と今年と比較したような形でちょっとお知らせしたいと思います。まず除雪ドー

ザ、ショベル系の大きな、大型のショベルドーザでございます。こちらにつきましては、
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昨年度は１時間当たり１万 6,000 円でございました。本年につきましては、１万 7,300 円

を予定しておりまして、1,300 円の増額としております。 
 次に、除雪トラック７トントラックのベースでございますけれども、昨年度１万 2,500
円のところ、平成 26 年度１万 3,500 円ということで 1,000 円増額としております。 
 次に、10 トンベースの除雪トラックですけれども、昨年度１万 3,400 円のところを１万

4,500 円、こちらも 1,100 円増額としております。 
 次に、小型ショベルと小型歩道ロータリにつきましては、昨年度 6,800 円のところを

7,400 円、今年度 600 円増額としております。こちらにつきましては、これらの車両系機

械につきましては、増額になった上げ幅というものは、北海道さんが昨年度、25 年度に示

された単価、それと 26 年度に示していただいた単価、それのアップ率と同等のアップ率

を採用いたしまして、今年度の単価を決定させていただきました。 
 次に、運転作業賃金として車両の運転士さんの賃金でございます。昨年度１時間当たり

大きなダンプトラック、ショベルトラックに乗るオペレーターでございますけれども、こ

ちらの単価につきましては、昨年度１時間当たり 2,700 円のところ、本年度 2,900 円、200
円増額としております。 
 あと歩道の作業に従事していただく方の作業員、こちらにつきましては、昨年度 1,800
円のところ、本年度 1,900 円ということで 100 円増額としております。こちらの単価につ

きましては、北海道が示しております公共事業の単価、これを基本といたしまして、早朝

除雪等もございますことから、深夜割増等々含めて定めているものでございます。 
 あと最低保証額につきましては、昨年度 30 万円のところ、今年度最低額につきまして

は、32 万 5,000 円ということで、大型の車両機械、除雪トラック、除雪ダンプ、そういっ

た機械に対して、契約時にですね、そういった事柄を明示して契約をさせていただいてお

ります。これ１台当たり 32 万 5,000 円ということですから、例えば５台契約させていた

だいているところであれば、150 万強という形になります。 
 これまでの実績といたしまして、雪の多い時、少ない時もございますけれども、この最

低保証額をですね、適用してお支払いをしたという過去の経過は今のところはございませ

ん。また、たまたまですね、排雪そういったものにおきましても、先ほど杉江委員がおっ

しゃったそういった最低保証額に届くか届かないか、そういった所も懸念されるわけです

けれども、実質的にはそれに伴う特別な作業というものまで考慮することはですね、これ

までなかったと、私の中では記憶しております。以上です。 
○森委員長 杉江委員。 
○杉江委員 細かなことまでよくわかりました。先ほど申し上げましたけれども、除雪出

動が少なくてね、業者さんに負担かかるようだと車両の更新もできないからもう辞めさせ

てくれというようなことになれば、何も人口減っていっても道路の距離は減らないと思う

ので、何とか維持しなければという観点ではその辺の配慮もね、ある程度していくべきだ

と思いますし、いろいろな単価も、道の基準等に合わせてですね、上げているようですか
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ら、それらの配慮もあると思います。その辺のこと今後もね、配慮しながらやってほしい

なというふうに思います。 
○森委員長 ほかにございませんか。 
 髙橋委員。 
○髙橋委員 ９月の定例会でですね、一般質問をさせていただきました。そして、あえて

ですね、施設課の方に振りましてですね、どんな状況かということの答弁をいただいたと

いう今記憶にございます。 
 そんな中でですね、今、お話をいただいた中でですね、うちの直営の職員、非常に４人

ともいい腕を持っております。それはうちの町民の方からもそういう声出ています。業者

の方もですね、限られた時間で限られたスペースの中で対応しなければならないという中

でですね、非常に雑とは言いませんけれども、前回私、塊ができるという中にね、これは

職員よりやはり業者の方に依頼する中で、そういうおきる可能性が非常に大きいというよ

うな話もさせてもらったわけでございますけれども、そういう中でですね、まずおそらく

業者の方でもですね、オペレーターの方はそれぞれ変わる要素があると思うのですよね。 
 そういう中で、うちの職員の本当のプロ的な除雪に関してですね、そういう４人の人た

ちと合わせて、この業者のオペレーターの方との１回除雪体制に入る前に、そういうカリ

キュラムをつくってですね、ぜひこういう時にはこういうふうにした方がいいという、ア

ドバイザーとして対応するのも、また浦幌町の除雪に対する大きな一つの縮図になるので

はないかなと思いますので、ぜひそういうこともですね、うちの職員プラス業者のオペレ

ーターとの皆さんとのいい人的交流と言うのですかね、そこを対応するような状況をつく

っていただけたらなと思いますけれども、いかがでしょうか。 
○森委員長 課長。 
○新川施設課長 今のご質問ですが、９月の議会でもですね、幹線等に伴って、市街地の

ことだと思うのですけれども、雪の塊があったということで、あの時もいろいろご説明さ

せていただきましたが、体制につきましては、ここで今日説明させていただいたように、

本道を挟んで東側、西側、そしてあとは北栄の地区、そういったことで一応基本的には職

員がやってはございます。ただ、歩道も含めてですね、そういうのは業者さんにですね、

お願いしてやっていただいているところもあります。 
 また道道がですね、本数走ってございますので、それによって例えば交差点に雪が山に

なって見にくいだとか、結局町道との早い、遅いの関係で段差ができるとかということも

ですね、実際ありますので、道道等含めまして、そちらの方ではですね、浦幌、豊頃、池

田、４町とですね、あと警察も含めまして、その辺の関係の調整はですね、することにな

ってございます。 
 民間の方とですね、業者さんとの打ち合わせもですね、事前にはさせていただいてはい

ますが、やはり街中で言えば、その塊の関係もございますので、全体集めてということに

はならないかもしれませんが、契約時にですね、個々にですね、その辺はより一層町との
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開きがないような形で、そういう苦情がなるべくないような形で進めれるようにですね、

きめ細かな除雪体制ということで、その辺については打ち合わせしながらやっていきたい

と思います。 
○森委員長 髙橋委員。 
○髙橋委員 今ですね、課長のお話の中で、それと合わせてですね、私の９月の一般質問

の中でですね、雪の塊等々の関係について、ダイレクトに役場の施設課の方に電話が入る

といったこともございますということで、これは前回はお話はしませんでしたけれども、

そういう中でですね、やはり施設課については、きめ細かい神経を使ってですね、そうい

う状況の中には、即にそういう小型ショベル等向けてですね、対応してくれているという

ことも聞きました。 
 そういう中でですね、極力高齢者の関係についての自宅を持っている人たちの中ではで

すね、本当に自分の家から外の町道に出るまでの間を目いっぱい労力を使って、そして本

当に寒い中でも汗を流しながら除雪をしたと、そういう矢先にですね、目の前にまた除雪

した後に雪の塊があったという中でですね、非常に二重、三重の心労に苦を与えるような

状況の時にですね、本当に役場にこういう塊があるんですよといった時に、即に対応して

くれたという、そういう思い入れの気持ち、これをかかさずにやってくれたということに

ついての非常に私も町民からまた伺った中でもありました。 
 そういう中でですね、そういう時にはですね、改まってみんなそうなったら困りますか

ら、そういう状況に家庭の中においての老人家庭と言いますか、あるいは子どもとの母子

家庭等も含めてですね、そういう状況の中には、その状況把握をしながら即に対応してい

ただけるような、これからの除雪体制の中でそういうこともわきまえながら対応していた

だけることを切にお願いをしたいと思います。 
 これが全くやっていないというわけではなく、そういう話を施設課としては非常に対応

しているという話も伺っています。これは水面下の話ではございますけれども、あまり口

外できませんけれども、そういう中でそういう気持ちを持ちながらですね、ぜひお願いを

したいと思います。そういうことでお願いをしたいと思いますが、いかがでしょうか。 
○森委員長 課長。 
○新川施設課長 ここに確かに町の方に私たち管理していますが、電話きています。どう

しても段差ができてですね、塊、そこに置いていくわけではないのですけれども、特に３

月の重い雪だと押してずっといくのですが、どこかで転がるということは浦幌に限らずど

こでもたぶんそうだと思います。 
 押すの確かに大変です。重いですし、それをですね、個々にすぐに対応してくれと言っ

てもですね、全員に対しては実質無理でございます。気持ちはありますけれども、そこで

ですね、特に高齢者の方、ある程度に言えば私どもの所でも把握はしてございます。 
 今、髙橋委員言われたように、公に全部やりますよとか、そういうことは私の方でもで

きませんので言えません。ただ、そういった方とも承知はしてございますので、個々にで
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すね、それは適切な対応をですね、させていただきたいなと思っております。 
○森委員長 よろしいでしょうか。 
 ほかにありませんか。 
 二瓶委員。 
○二瓶委員 今、それぞれ質問させていただいて、きめ細かく答えていただいた中であっ

ては、先ほど、杉江委員の中にもあったように、雪が少ない時、多い時当然ある中で、少

ない時、排雪はという話もありましたけれども、それはお金が余るからやるのかというこ

とにもなるだろうし、そういった面においては、課長補佐の方からあったように、最低保

証だけのものがあると思います。 
 しかしながら、今、髙橋委員の話の中でもそれなりのという言い方もおかしいのですけ

れども、きめ細かく対応はしていただいている、これも行政だからできるという部分も正

直言ってあるのかなと、民間にちょっとした時期お願いするのはちょっと難しい部分もで

てくるのかなと、そういった点では、先ほどの髙橋委員の方からもお話あったように、職

員の中でもすばらしく技術的にも優秀な方もおられるとすれば、今後において、これまだ

まだ先のことになるのかもしれませんけれども、年々年を重ねていくと、やがては退職と

いうことになった時に、やはり行政としてそういう職員と言いますか、技術者が少なくな

るのも大変なのかな、最低何名かの方はいた方がある程度の細かいこともやっていただけ

る要素としてあるのかなと思いますけれども、これは町長サイドになるのか、そういった

考えも担当者も大変でしょうし、町長の方もそういった中でどの程度考えておられるのか、

ちょっと聞いておきたいと思います。 
○森委員長 課長。 
○新川施設課長 民間さんに限らず行政も高齢化進んでいっています。やっぱり退職とい

う年齢がありますので、人的にはですね、熟年した人がいずれかは退職していなくなると

いうような状況でございます。現況の体制についてですね、私の方からまず説明させてい

ただきますが、町の職員４人と言ってございますが、維持の直接担当は二人でございます。

あと二人は、営繕の方常日頃やっている者と車輌管理やっている者ということで４名体制

でやってございます。 
 その辺につきましては、最低限の今の町の行政としての人数、これだけは４人は最低限

必要だというふうに思ってございます。あとは、民間で町長も９月もお答えしましたが、

民でできることは民ということもございますので、私の方から今現体制ということだけご

説明させていただきます。 
○森委員長 町長。 
○水澤町長 今、課長からお答えしたとおり、本当に運転技術員の高齢化、そして退職を

迎えるという、これはどうしても定員管理の上では当然あることなので、ただそれに応じ

たやっぱり除雪体制をどうしてつくっていくかということだろうと思います。 
 当然、今除雪体制を細かく説明させていただきましたけれども、民間の皆さんに力を借
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りながら、そして町職員の力を加えて除雪体制を行っているということでありますから、

今課長が言ったように、そういう体制自体もね、大きく狂わせるようなことがないように、

今後も人員体制も含めてかけ合っていかなければならないというふうに思っていますから、

町民の皆さんに迷惑をかけることのないように、人体制をしっかりやっていきたいと思い

ます。 
○森委員長 よろしいですか。 
 安藤委員。 
○安藤委員 私もちょっと二、三点聞きたいと思いますが、歩道の除雪ですけどね、厚内

地区は業者委託ということで、あと厚内地区の業者委託も小型ショベルでやっているのか

どうかと、それと上浦幌、学校の前ですよね。あの歩道と、吉野地区の歩道、どのような

体制でやっておられるのかお聞きしたい。 
○森委員長 課長補佐。 
○小川施設課長補佐 今、ご質問のあった市街地域外ですね、郊外における歩道の除雪体

制ということでありますけれども、こちらといたしましても、本来であれば小型ショベル

における歩道の除雪というものが一番好ましいとは考えてはおるのですけれども、いかん

せんそういった配車ができない状況であります。 
 やむを得ずですね、ショベル系のショベルの排土板と言いますか、今は汎用プラウとい

うふうに羽がいろいろ動くプラウで作業を行っておりますので、何とかそのプラウを駆使

しながらですね、歩道の除雪につきましてはやっているところであります。 
 これは厚内につきましても、上浦幌の中央小学校、そちらにつきましても同様にやって

いるところであります。 
○森委員長 安藤委員。 
○安藤委員 それと今ですね、車の性能も乗用車というか、そういう関係もよくなってき

ているのですけれども、ただやっぱり大雪の時ですね、今、こう見ていると、きれいに町

道一本を拡幅しているようにやっているんですけれども、やはりどうしても軽自動車とか

そういうものはなかなか大雪の時には走れないということもあるので、一車線確保のこと

も含めて、やっぱり検討願えればと思うんですよね。 
 10 センチ前後ぐらいの時なら全然問題ないんだけれども、やっぱり二、三十センチにな

ると、子どももそうですけどね、歩けないような状態、やはり歩道除雪と言っても時間か

かるから、その登校までには歩道も開いていないと、そういうこともあるので、そういう

ことでね、検討願いたいと思います。 
○森委員長 課長補佐。 
○小川施設課長補佐 今、ご指摘のように、降雪の状況によっては、10 センチ未満であれ

ばきれいにやっていく場合であったり、大きく 20 センチ以上とか大雪になった場合には、

やはりおっしゃられるような、まず一車線でも交通を確保する、そういった判断状況もさ

まざまな状況があると思います。それらも含めまして、今後におきましてもですね、その
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辺適時内部でも協議いたしまして、交通安全に努めるような除雪の作業をこれからも考え

ていきたいと思いますので、ご理解いただきたいと思います。 
○森委員長 安藤委員。 
○安藤委員 もう一つですけれども、10 センチという基準というのはわかるんですよね。

ただ、５センチ降って３センチ降って、また５センチ降ったって、それで 10 センチいっ

てないからね、出動しませんということでなくて、やっぱり状況に応じてね、５センチで

あってもやっぱり出動できるような体制をやっぱりつくっていただきたいなと。 
 やはりどうしても、この５センチのやつをね、そのまま置いておくと、圧雪して今度ア

イスバーンになったり、それが一番の原因だと思うんですよ。アイスバーンのね。 
 ですから、その辺も５センチ降って、３センチ降ったから８センチだから、まだ 10 セ

ンチになっていないから出動しませんとか、そういうことでなくてね、やっぱりちょっと

臨機応変に考えていただきたいなと思いますけれども。 
○森委員長 課長。 
○新川施設課長 一応基準として 10 センチでございますが、気象条件にということで、

風吹いた場合に５センチでも場合によっては 20 センチになったりということもございま

すし、その辺はパトロール等を十分しながら、また気象条件に配慮しながら午前中３セン

チ、昼からも５センチ、総体を見ながらですね、その辺はやっていってはございますが、

時にはですね、遅れることもございます。その辺につきましては、十分な配慮をしていき

たいと思いますのと、また浦幌町、気象寒いですので、ほかと違ってアイスバーンが考え

られますので、それについてもですね、十分に配慮していきたいと思います。 
○森委員長 安藤委員。 
○安藤委員 先ほどの個人の運転手、借り上げの運転手ね、賃金が 2,700 円を 2,900 円に

する、普通作業員の方 1,800 円を 1,900 円に、これはあれですか。個人に支払われるのか、

会社に支払われるのか。会社に支払われるということになれば、やはり会社の経費だとか、

そういうのがやっぱり２割、３割かかってくるんですよね。そういうのまで見ているのか

どうか、この金額ね。 
 やはり見ていないのであれば、そこも含めてやっぱり考えてやらないと、会社が成り立

たないと思うんですよね。個人に直接頼む場合は、この金額で頼んで本人に支払うのなら

それでいいと思うんだけれども、その辺についてちょっと。 
○森委員長 課長補佐。 
○小川施設課長補佐 先ほどの賃金の算定内容でございますけれども、先ほどお話しまし

た北海道の公共料金単価、そちらにですね、時間外割増と諸経費若干ではございますけれ

ども、それも含めて算出をさせていただいているところでございます。ということで、一

応それぞれの、あと支払先でございますけれども、契約の内容といたしましては、施設課

の方から建設業協会さんの方にまずお手伝いいただける車両、今年度は昨年と同様の車両

がお手伝いいただけるかということと、人員としてどなたがご協力いただけるか、そうい
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ったところを会社の名前も含めて報告をいただいております。 
 その後ですね、その会社の方と浦幌町とでその単価契約的な契約書を取り交わしまして、

それによりそれぞれの会社の方にお支払いさせていただいているところです。以上です。 
○森委員長 安藤委員。 
○安藤委員 一つ、先ほど二瓶副委員長の方から話あった今後の除雪体制なのですが、隣

の豊頃町についてはね、業者に委託ということでやられていると、スクールバスについて

は運転手を借り上げしてやっていると。ここの浦幌町も今だんだんと運転手の数が少なく

なってきている、これは行財政改革の中でこういう形になってきたものと思われます。や

はりその辺ですね、隣の豊頃町とほか帯広市やなんかもそうなのですけれども、直営の運

転手がいればやはり細かい所まで除雪やっていただけるということもあるのですが、やは

り今後の人件費の関係だとか、行財政改革の中でですね、どのようにやっていくのが一番

いいのかということをもう少しですね、検討いただいて、ただその運転手いなくなったか

ら募集して入れると、そういうことこの間も募集されていましたけど、その辺がちょっと

私らにとってはわかりにくいことなんですよね。その辺についてちょっとお伺いしたいと

思います。 
○森委員長 町長。 
○水澤町長 運転オペレーターの維持というのは、先ほど二瓶委員の時にお話させていた

だきましたけれども、民間に委託するというのももちろん一つの方法ですし、大部分につ

いてはそのような方向で今やっています。 
 ただ、基本的に管理の部分とか、基本的な基本路線というのは、やっぱり職員直営で行

うことも必要な部分がやっぱりどうしても残っていくんだろうなと思っております。そう

いう面では、すべてを民間の皆さんに委託をするということではなくて、基本路線という

か、基本的な部分については職員の管理のもとでやっていきたいなというふうに思ってお

ります。 
 そういう面では、行政改革の中で前の体制からは大分減ってきてはいますけれども、今

言われているように維持で２名、管理で２名の合計４名でやっていますけれども、とりあ

えず今の状況の中では、この体制を維持していきたいというふうに思っています。 
 民間の皆さんにすべて委託できるような方法、時期がくれば、一番いいのかもしれませ

んけれども、今はまだそういう時期にはないだろうなというふうに思っていますので、こ

の体制をきっちり維持しながらできるだけ民間の皆様に、直営の路線と民間の路線の技術

の差があるのではにないかという指摘もいただいていますので、そういう運転技術の差が

ないような、そういうレベルになった時には考えていけるのかなというふうに思っていま

すけれども、今現在ではこの維持体制は守っていきたいというふうに思って、欠けた部分

については募集をしているということであります。 
○森委員長 ほかにありませんか。 
 杉江委員。 
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○杉江委員 細かなことですが、先ほど吹雪の対応についてお伺いしました。その中で、

補佐の方から説明の中で吹雪地域も特定の地域だという説明あったのですが、これに関し

てですね、特に私、南浦幌というか、下浦幌見ているのですが、吹雪状況ですね。本当に

ひどいと思うのです。上浦幌、街の中でさほど感じなくても、非常に下浦幌はひどい。 
 そういう中でね、これは防災関係の集まりの時に地域の人からあったのですが、ご承知

のように、豊北地区、元農家の方って除雪車残すんですね。トラクター残して持っていま

す。しかし、よそから移住された方は除雪車持っていないんですよ。意外と 100 メートル

だの、300 メートル、400 メートル、町道から入って住んでいる人たちがご承知だと思い

ますけど、いるんですね。町の除雪車入っている路線ももちろんあります。 
 ただ、すぐ吹きだまって私もたまたま見に行きますが、もし何かあった時、例えば火災

あった時、救急車も消防車も行けないよな、この状況はというのは見ています。 
 ですから、防災会議の時にあったように、住民が言っているように、そんな簡単に出て

いけない状況にちょこちょこなっているぞというご意見がございますので、その辺の状況

も区長さん、あるいは行政が積極的に対応して不安のないように、特に豊北地区、津波対

応大変ですから、十分その辺も配慮してあげてほしいなというふうに思います。何戸かあ

ります、そういうのね。 
○森委員長 課長。 
○新川施設課長 緊急避難路としては、いつでも移動できるという状況をつくるというの

が本来だと思います。ただ、常時回っていればいいのですが、なかなかそれはできないも

のですから、特に去年は雪が少ないと言いながら、４日連続の吹雪でスクールバスも止ま

ったりしました。それについては、市街地はなんでもないのですけれども、下浦幌地区と

いうことで、あそこだけはちょっと気象条件がちょっと別かなと、改めて認識いたしまし

た。 
 今ですね、防災体制について、路線もそうですし、橋関係も今整備しています。特に冬

場はですね、吹雪いて通れない状況、また緊急の患者さん、そういった方もですね、出ら

れないという場合、去年も一度ありまして、うちの方でもちょっと出動急遽しましたが、

ある程度場所も、さっき小川が言ったようにですね、承知してございます。 
 総体的な除雪体制もありますが、ちょっと空いた時間、一通り回ったらまた繰り返して

ですね、その辺の所は回るような状況を確認しまして、また現地ですね、再度始まる前に

把握したいと思っています。 
 あと農家さんで家まで結構宅道長いですね。そういう所についてはですね、ある程度協

力していただいています。あまり長い所については、町の方で町道に限らず人家ある所に

ついては、やらせていただいておりますが、そういう所もですね、ほかから移住されてき

たという所もございますので、ちょっとその辺もうちで把握していない所もございますの

で、ちょっとその辺把握しながらですね、人的なこと、避難路以外にもですね、緊急の場

合もございますので、調査しながらしっかり現地を把握してやっていきたいと思います。
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よろしくお願いいたします。 
○森委員長 ほかにありませんか。 
 安藤委員。 
○安藤委員 今、これ吉野地区の排雪の場所というか載っていないのですか。前はあった

んだけれども。 
○森委員長 課長補佐。 
○小川施設課長補佐 今の吉野地区、Ａさんというお宅の傍の旧浦幌川の敷地だと思うの

ですけれども、今そちらはですね、町が指定する排雪用地として使用は今はしておりませ

ん。ですから、浦幌町で今公共的な排雪用地としましては、浦幌乳業さんの奥の浦幌川の

河川敷、あと町道の排雪作業につきましては、みのり祭りでも使っておりますけれども、

健康湯さんの向かいにある大きな広場、あそこをメーンとして雪を投げる場所、あそこは

町道の排雪に限った場所として、個人の方からお借りをしている場所でありますけれども、

そちらを想定しておりますので、吉野方面の排雪場所は、今は保有しておりません。 
○森委員長 ほかにございませんか。 

〔「ありません」の声あり〕 
○森委員長 議長、副議長の方から何かございませんか。 
 副議長。 
○野村副議長 先ほど、杉江委員の言った強風における吹きだまりに重複する話だけれど、

先ほどいろいろなアイデアも出たりしますけれども、いろいろな報告によりますと、せっ

っかく除雪した後、風によってまた吹きだまりになっちゃうのは本当に大変なことだと思

うのですけれども、先ほどの指摘によると、ある程度のところは把握されているというの

であればね、その地域の近隣の住宅なり、区長さんなりに点呼状況見ればどんな状況です

かと、連絡あってからパトロールしてと言ったら、限られた人数でまた電話が殺到した時

に、本当にリアルタイムに対応途切れるのかといったら、ちょっと心配なのですよね。 
 もう一点、そういう吹きだまりになるということは、除雪しても風通しのいい場所だと

いうふうに認識するんですけれども、そうしたら地権者の了解得られれば少し機械が入っ

てくる、入ってないかって大きな問題ありますけど、少し広めに排雪というか、除雪すれ

ばね、風があった時でも道路にそんなに吹きだまりできないのかなと。 
 なぜかと言うと、たまたま私何回か昨年住民から電話をもらってよく見たらその通りな

のですよ。ただ、それが見た時に、当然行政に言わなければならないけど、たまたま私の

所の駅前、ちょうど駅の通りなもので、特に通学を迎えにきたと思うのですけれども、結

局通れなくて、相当前、例えばあそこで言えば、Ｂ商店だとか、あの辺に車を停めて歩い

て駅まで迎えに行かなければならないという、公共施設と言いながら、駅ですから非常に

難しい立場ですけれども、そういう天気状況を把握できればね、地域の人にどんな状況で

すかという、逆に行政からそういう人をお願いすることができるのかどうか別にしてね、

何か方法を考えないと、パトロールで場所がわかっているけれども、果たして先ほど言っ
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たとおり、地域によっては全然違いますのでね、それも構築した方がいいのかなという気

がいたしますけれども、参考としてよろしくお願いいたします。 
○森委員長 課長。 
○新川施設課長 昨シーズンは、強風４日間続きまして、今、野村副議長言われたように

ですね、特に吉野から裏の公住ですね、あそこの所がですね、かなり吹きだまりあって、

風の通り道と言うんですかね、毎年なるのですが、去年は特にひどかったです。 
 連絡いただきながらやったら、15 分ぐらいかな、それぐらいにまた積もってという状況

は生まれました。ずっとそこにある程度とどまっていればいいのですが、何分機械とか人

的に不足していたのも事実です。 
 ばんきりあるかと言ったら、そうではなくて風の吹いた時なのですが、今すぐその体制

をどうのというのは、ちょっとお答えできませんが、今後においてはですね、そういうも

しかすると、中には民にお願い、まったく個人の農家さんにお願いしている所もあります

ので、そういった体制もとれないかということもちょっと今後の検討課題として考えてい

かなきゃならないかなとは思っています。 
 まず今年については、やれることはまずいろいろな吹きだまりとかありますので、特に

その通学だとか、通勤、あと病院関係といった場合ですね、そういうのありますので、少

ない人数でありますが、なるべくですね、場所を把握してございますので、きめ細かな回

数を重ねながらやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○森委員長 ほかにございませんか。 
 平成 26 年度の町道等の除雪体制ということでですね、これから雪の本番を迎えるにあ

たりまして、各委員からそれぞれ貴重な意見が出されたと思います。どうかこのことにつ

きましても行政も十分考えていただいて、交通安全、本当に事故がないような除雪体制を

行っていただきたいなというふうにも思っております。 
 それでは、暫時休憩をいたします。 
 

午前１０時１３分 休憩 
午前１０時２５分 再開 

 
○森委員長 休憩を解き、会議を再開いたします。 
 平成 26 年度町道等の除雪体制ということでですね、皆さん各委員からそれぞれ貴重な

意見をいただいたわけでございます。それで報告書の関係でこれからお話を進めてまいり

たいなと思っております。 
 最初、資料に基づいて進めさせていただきたいなというふうに思っております。まず町

道の延長、歩道の除雪の延長につきまして、この辺につきまして皆さんの方から何かござ

いませんでしょうか。 
〔「よろしいです」の声あり〕 
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○森委員長 よろしいですか。 
 次に、除雪作業出動基準、これにつきまして皆さんからお聞きしたいと思います。この

基準につきましては、それぞれ皆さんの方からご意見等もいただきました。基本的には、

除雪体制につきましてはですね、気象情報、また道路状況を総合的に判断して、おおむね

10 センチ以上から作業を進めてまいるというようなことでございます。 
 また時間につきましては、夜間は除雪をせず早朝の４時から作業態勢を行うというよう

な説明もございました。 
 二瓶委員。 
○二瓶委員 今、委員長言われたように、おおむね 10 センチ以上ということだけれども、

これにとらわれることなく、危険な時にはそこまでいかなくても考慮するというようなお

答えいただいたかなと思います。 
○森委員長 このことにつきましては、先ほど、委員会の中でもですね、10 センチに満た

なくても、やはり５センチ、８センチでもですね、その道路状況において、やはり交通安

全等を考えるべきが一番モットーであろうというふうに思っておりますので、やはりこの

10 センチに限らずですね、やはり道路状況に応じた体制が必要であろうというふうにも思

っております。 
 安藤委員。 
○安藤委員 その 10 センチの関係なのだけれども、やはり歩道についてね、小さい子ど

もら歩くので、今やっぱり子どもらも長靴履いて歩く子ってそんなにいないですよね。防

寒靴でも浅いやつだとか、親がちゃんと履かせてねやればいいんだろうけれども、だから

やっぱり、それにこだわらずね、歩道だけはやはり少し回数を多くしていただければと思

いますけれども。 
 そうでないと、どうしても車道歩いちゃうんですよね。子どもね。それこそ８センチに

なったら、10 センチと変わらないからね。そうしたら、車道はみんな車が踏みつけるから、

そうしたら車道を歩くようになるんですよね。だからその辺については、歩道については、

やはりこれにとらわれない方がいいのかなと。これはあくまでも車道のことでということ

でね。 
○森委員長 歩道につきましては、特に配慮していただくということでございますね。 
 ほかにございませんか。出動基準につきまして。 
 杉江委員。 
○杉江委員 先ほど、私質疑の中でもしましたけれども、出動基準の新雪除雪という部分

で、下の方の欄ですね、バス路線をつなぐ路線、幹線道路を優先するよう配慮して作業す

るとなっておりますが、やっぱり避難路の項目もね、ぜひ今後の対応として総務課と協議

して対応していますということだけじゃなくて、やっぱりきちっと明記すべきだというな

意見として付けていただきたいなと。先ほどちょっと後で言えば良かったですね。 
○森委員長 除雪の幹線道路の優先につきましてはですね、避難路も加えるというような
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ことですね。出動基準につきましては、よろしいですか。 
〔「はい」の声あり〕 

○森委員長 次に、除雪機械配置計画につきまして、それぞれ意見をいただきたいなとい

うふうに思います。二瓶委員。 
○二瓶委員 配置等々については、我々がどうこうとしても行政は予算等もあって、新し

く機械を買うということにならない、必要最小限度はこうした準備はしていると思うので

すよね。借り上げするにしても、やはりその中の状況にあった中で、借り上げをしている

と思うので、この程度という言い方もおかしいけれども、これで間に合っているのかなと

いうふうに感じます。 
 より多く機械も人も多ければそれにこしたことはないのかもしれませんけれども、最低

限最高の作業ができればそれでいいのかなと。 
○森委員長 機械の配置計画につきましてはですね、直営車、町が保有する機械につきま

しては 12 台、そして借上車につきましては、業者が８社で 15 台、そして委託車、こちら

の方が５台ということでですね、合計 32 台で全町を除雪するというような計画になって

おります。 
 あとオペレーター関係につきましては、それぞれ皆さんの方からお話がございましたよ

うに、直営の方につきましては、ベテランの方がそれぞれですね、例年行っているという

ことでですね、非常に除雪的にも問題はないというふうなお話がございました。業者の方々

もですね、そういうことではなくて、やはりそういう指導的なことのお話も出ましたけれ

ども、これにつきまして皆さんの方から何かございましたら。 
 安藤委員。 
○安藤委員 先ほども今後の除雪体制ということで私話したのですが、実際今、ここにい

る４人のうち、もうＡさんは定年になって再雇用ということで、あとＢさんにしても来年

３月いっぱいで退職、また再雇用になると思うんだけれども、Ｃさんもその次ということ

で、みんな順番にいなくなるんですよ。 
 今、先ほども言ったけど、どういう体制でやるのと聞いたら、直営二人ぐらいという話

していましたけれども、やはりその二人を今すぐ入れたからといったって、本当に熟年し

た技術屋というか、そういうふうになるのかというのもあるので、そういうつもりでいる

んだったら、そういうふうな体制をとっていかないと、いなくなってすぐ募集しますとか、

そんなことにならないのではないかと思います。 
 ですから、これ人事異動のこともね、出てくるんだろうけど、Ｄさんにしては建築の方

で公営住宅の営繕というけれども、それもいつまでもそうやっていくのかどうかというの

もね、あると思うんだよね。だから、やっぱりちょっと町長はああいうふうに答えていた

けれども、総体的なことをもう少し検討いただきたいなと思うんですよね。他町村のこと

もあるので、別に豊頃の真似をすれと言っているわけではないけれども、ほかの所もみん

なそういうことで音更にしても、どこにしてもみんなそういう体制を整えてきている。や
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はり浦幌はそれができないということにはならないし、二人は二人でいいんですけれどね。 
○森委員長 二瓶委員。 
○二瓶委員 今、安藤委員言われたように、極端な言い方すると、全部が委託がいいのか、

直営がいいのか、まだなってくるかと思いますけれども、町長の答弁の中では、行政とし

て最低限の人を置いておきたいということになれば、今言われたように、早めという言葉

がいいのかどうかわからないのですけれども、やはりちょっと地域も把握してもらうため

にも、準備期間というのも必要なのかなという感じがします。 
 ただ、今、安藤委員が言われたように、委託となると運転手さんがころころ変わる可能

性が正直言ってあるわけですね。もちろん会社だからそれはやむを得ないのでしょうけれ

ども、ちょっとそれを行政までどこまでカバーできるかということになれば、やっぱり職

員がいた方が私はいいのかなという感じもするものですから。その辺で再度所見の中でし

っかりと明記しておいていただいた方がいいのかなというふうにも思います。 
○森委員長 杉江委員。 
○杉江委員 今の問題なのですけれども、今回の報告のまとめとしては、やはり管理面、

町長も説明あったように、管理面をどこまでどうするのか、それから運営面、道路管理、

除雪体制含めてね、この運営面としっかりとわけてどういう体制でするのか、はっきり打

ち出した方がいいというふうな意見としてね、つけた方がいいと思うんですよね。これは

考え方で４人態勢がいいのか、二人でだってできるのではないかとか、そう言いだしたら

きりがないから、行政としてはね、そこら辺の将来像をしっかりと方向性出した方がいい

という我々のね、そういうの付けた方がいいんじゃないですか。 
○森委員長 このオペレーターの関係につきましては、やはり直営のオペレーターの対応、

こういうの必要であろうということとですね、今もお話が出ましたように、今後の管理、

運営面を明確な方法もやっぱり位置づけるべきであろうというような内容でございますね。 
 あと除雪の時間なんですけど、原則としては夜はしないですよということでですね、先

ほどの会議の中でも話が出ましたように、やはり夜間ですね、吹雪いて生徒が帰れないと

か、この辺につきましては、行政側は協力体制をとっていくというか、対応をしますよと

いうようなこともお話をされていましたのですけれども、この辺も意見書として述べさせ

てもらった方がいいのかなというふうに思いますけれども。 
 安藤委員。 
○安藤委員 この夜間というのがね、いつの夜間なのか、暗くなったら夜間なのか、何時

以降はしないのか、そういうことだと思うんですよ。ここの町の中の店が閉まる時間なの

か、パチンコ屋さんが閉まる時間なのか、そういうのがある。以前はやっぱりね、パチン

コ屋さんが閉まる時に帰れないという、そういう連絡とか、そういうのもあったからね、

だからやっぱりその辺ね、何時以降はしないならしないのかさ、夜間たら暗くなったら夜

間ということではないか。 
○森委員長 せめて学校生徒が帰宅する時間ぐらいまでは、せいぜいやはり道路状況も管
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理も必要ではないだろうかなと思いますけれども。 
○杉江委員 道道に出ている人たちは、招集は朝４時から晩９時ぐらいまでしか特殊な時

以外はですね。特殊な時は、夜間 12 時までとかあります。 
○安藤委員 夜間の対応ね、やっぱり少し何か決めないと駄目なのかもしれないし。 
○森委員長 二瓶委員。 
○二瓶委員 今言われたように、早朝ということについては、時間が明記されているんで

すけれども、夜間というのはそれこそいつが夜間なのかという部分も含めれば、緊急時以

外は何時という形の方がいいのかなという部分と、もう一つ緊急までもいかないけどとい

う形の中にあっては、杉江委員からあったように、吹雪きなんかあった時には、当然、そ

れを目にする人、不便に感じる人も当然いるわけですけれども、農家の方々、それぞれト

ラクターを持っておられる、また先ほど言われたように、古い人方々は、除雪用にとって

あるのでしょうけれども、新しい人はなかなか持っていない、だとすれば、そういった近

隣の人にお願いをしていくのも一つの方法なのかな、そのお願いというのも、どこまでが

という部分もあるのでしょうけれども、それぞれに隣近所、気がついた人はやっている部

分もあるのでしょうけれども、再度その辺も確認も含めてお願いすべきことはお願いして

みるのも一つの方法なのかなと思います。 
○杉江委員 ちょっと二瓶委員に聞きたいんだけど、町道の除雪をかい、農家に委託する

ということ。 
○二瓶委員 さっき言われたのは、自分の家に入る道路まで 200 メートルかなんぼあると

言いましたよね。 
○杉江委員 そういう人が何人もいる。それは、私が言いたいのは、例えばね、福祉課で

高齢者の除雪委託をしている人もいるんですよ。わずかな燃料費だけでね。そういう人た

ちもいる。 
 それから軒先まで 800 メートルも１キロもあるけれども、町道として入っていっている

のもいる、だけども、帰ったら１時間もしたらもう歩けないとかね、そういう状況にある

ということを言っているので、常に何かあったら農家の人にそれをきちっと契約した中で

の仕事でないと、そんな簡単に電話してこんな状況だからお願いしますということには、

緊急の場合は別としてね、普通はそれはね、無理だと思うんですよね、私は。 
 できる範囲のことは、みんなしていると思うけれども、行政がお願いするとか、そうい

う体制にするとかというのは、それは無理だと思う、私は。意見だからいいんですけど。

それは、私は賛成できないな。できる範囲のことは、みんなやっているよ。ボランティア

の除雪もやっているけど。それは責任ない、ボランティアだから。 
○森委員長 先ほど、会議の中ではですね、杉江委員の方から出ましたように、移住され

た方、重機も何もないということでですね、やはり不安のないような対応をとってくださ

いというようなお話も出てきました。 
 これにつきましては、協力はさせていただくというような行政の答弁が出ておりました。
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特に高齢者の方々だとか、みずから除雪ができない方とか、例えば、僕ら地域で見ますと、

民生委員の方がですね、トラック持っていてやられている姿もやっぱり目に浮かぶんです

よね。ただ、今、髙橋委員からも出られましたように、一般質問でもありましたようにで

すね、やはりそういう方々は登録をしておいて行政が対応しているというような話も聞い

ておりますので、これにつきましては、行政も全然知らないよというような内容ではない

のかなというふうにも感じていたところでありました。 
 あと全体の中で、何か皆さんの方から意見書に関してのこと、またそのほかでもよろし

いですけど、何かございましたら。 
 杉江委員。 
○杉江委員 先ほどの質疑の中でもありましたけれども、吹雪き状態の中で近隣の人にね、

通報役というかね、行政が情報収集するためのそういう体制づくりも一つの考え方だよと

いうことでは、野村副議長も先ほども言われたように、行政がね、連絡とる体制とある程

度つくっておけば、特に吹雪なんかの状態には、そうでないとわからないんですよね。 
 パトロールも走りきれない面もあると思うし、そういう体制づくりはどうなのかという

ことで。私は、スクールバス対応でもそのことを言っているのですよ。子どもたちいる家

庭に対してね、教育委員会とそういう連絡体制とったらどうだと。 
○森委員長 吹雪いた時のですね、行政への連絡体制ということで、その辺のこともやは

り行政もある程度は把握をしていただきたいということですね。 
○杉江委員 先ほど、行政の方からも報告あったように、去年も個人からの通報で病院対

応で出動したこともあったと言っていますけど、私、そこのうちも知っていまして、孫が

たまたま遊びに来ていて、国道に出るまでに１キロぐらいあるのかな、はねて１時間ぐら

いして病院に出ていったんだけれども、終わって１時間経っていないのにもう入れなかっ

たということで、町に除雪してもらったとかね、そういうことは現実に下浦幌はばんきり

あるんですよね。特にこの冬の４日間ぐらいの吹雪の時はね、ですから、そういう通報体

制も一つ考えてみてはどうなのかなというふうに思います。 
○森委員長 特に吹雪く地域と言うんですか、そういう所につきましては、やはり道路パ

トロールの強化と言うんですかね、そういうのもやっぱり含めるべきであろうというふう

に思います。 
○杉江委員 南北線の道路が吹きだまりになりますね。 
○森委員長 大体こんなところでよろしいでしょうか。 
 議長、副議長の方から何かございませんでしょうか。 
 議長。 
○田村議長 委員長ね、皆さんのご意見、貴重な意見だと思うけれども、実際的に十勝管

内において、浦幌町は一番雪の少ない地域ですね。ごらんのとおり、そしてここ数年とい

うのは、雪がないような状況が続いているということと、それから十勝管内こうあっても、

特に帯広市内なんか歩くと除雪体制なんて、浦幌なんかそんなの手にとる、本当にかゆい
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所まで届くような状況で、僕はされていると思うので、そんなことから考えれば、南十勝

のあの豪雪地帯がどういうふうにやっているのかって言ったら、すごく疑問な点もあるん

ですけれども、そういう中では、やっぱり１項目、除雪の仕方とか管理状況については、

本当に立派にされているけれどもという１項目をつけながら、お願いを申し上げておいた

方が働く者にとっても、僕は価値観があるのかなと、理解もされやすいのかなというふう

に思いますし、そういうことをやっぱり一言述べてやるのも、これも職員等に対する行政

に対する温厚の言葉であろうというふうに考えますけど、その辺もご配慮いただきたいな

というふうに思います。以上です。 
○森委員長 髙橋委員。 
○髙橋委員 委員長ね、今、議長言われたようにですね、十勝管内１市 16 町２村という

ね、19 の市町村あるわけですけれども、本当に私も思うのですね。浦幌町は、除雪関係で

は、本当に私も思うのですね。浦幌町は、除雪関係では本当に上位を占めるというぐらい

過言でないと思いますよ。と言いますのも、ちょっと私の方で施設課の方に言った中身あ

りましたね。雪の塊等についてもですね、急遽そういう老人、65 歳以上のそういう所もき

ちっと把握しながら、あるいは母子家庭の関係についても、そういう電話対応があった場

合に即行動していると、それはですね、私自身も一般質問する際にあたってですね、誰が

どこでという中で、調べてみたんですよ。 
 そうしたら、対外的にはそういう限られた人たちの状況をちゃんと把握しながらやって

いるよという中身のことは、これは普通家庭の中ではできない中身ありますから、だから

特殊な限られたそういう除雪に対して非常に無理差ある所については、きちっと対応して

いますよという、そんな話が出たからあまり本番ではですね、一般質問の中では言わなか

ったことも事実なのですよ。 
 そんな関係でですね、今、議長言われるようにですね、浦幌の除雪体制については、非

常に十勝管内でも上位を占めている中身あるなと、そういう中身では、担当課立派にやっ

ているという評価してもいいと思います。その中におごらないでですね、これからもでき

る範囲でそういうものを非常に抜群にやっていくというですね、そういう中身を常に心の

中に持っているというですね、そういう職員の態勢であれば、非常に継続できるかなと思

います。そんなことで最終的な報告書については、対応していければいいかなと思います。 
○森委員長 それぞれ意見をいただきました。総合的にですね、まとめさせていただきた

いなと思っております。また、まとめた段階でですね、今度は協議会になろうかなという

ふうに思うのですけれども、この意見書につきましては、また再度協議会を開きましてで

すね、確認をさせていただきたいなというふうにも思っております。 
 この所管事務調査につきましては、終了させてもらってよろしいですか。 
 その他につきまして、皆さんの方から何かございませんか。事務局の方から何かありま

せんか。 
 大変、早朝からですね、皆さんからこれから向かう除雪対応につきまして、貴重な意見
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等をいただきました。本当に長時間にわたりまして審議をいただきましたことを心からお

礼と感謝を申し上げます。大変どうもありがとうございました。 
閉議 午前１０時５２分 


