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厚岸町議会 議案審査特別委員会会議録

平成22年３月９日

午前11時25分開会

●委員長（竹田委員） 議案審査査特別委員会を開会いたします。

本委員会に付託されています議案第33号 町道路線の認定についてを議題とし、審査

を進めてまいります。

本委員会に資料が出ておりますので、この資料の説明を許したいと思います。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お手元に配付しております議案第33号説明資料、厚岸町道路認

定及び廃止基準並びに私有道路の町道路線認定に関する基準でございます。

これにつきましては、新たに町道路線を認定するに当たって、公正、適切な町道路線

の整備及び運用を図るということを目的として、まず、町道路線の認定及び廃止基準を

定めているものでございます。

、 、 、それから 次のページをめくっていただきたいと思いますけれども 裏面ありまして

その右でございます。そちらのほうには、私有道路の町道路線認定に関する基準、これ

、 。もあわせてつけてございますので ご参照に供していただきたいというふうに思います

以上でございます。

●委員長（竹田委員） 質疑ございませんか。

13番。

、 、 。●室崎委員 あの 資料請求お願いしたものでございますので 質問させていただきます

本会議のときにお聞きしたときに、私有地の中にある林道を町道認定するという部分

ですね、311と303ですか。この話を聞いたときに、私の聞き間違いでなければ、用地確

定がきちんとしていないというものがあるという答弁だったんですが、今回いただいた

資料を見ますと、どうも用地確定がちゃんとしていない中でもって、できないのではな

いかと思われるような規定が見られるのですけれども、まずお聞きしたいのは、私有地

の中を通っている林道というものは、今、既にその林道部分というのは町有地だったん

でしょうか、それとも私有地なんでしょうか。まずその点からお聞きします。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 今回、林道を町道にする路線の中でございますけれども、路線

番号の311番、来別２号道路、ここにつきましては民有地となってございます。登録地は

民有地となってございます。

それから、路線番号367番、ルークシュポール道路でございますけれども、これは民有
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林のある範囲、この部分が民地となっているのでございます。303番は町有地というふう

になってございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室崎委員 そういたしますと、まず、昨日の議論の中で、境界が明確でないと、現状は

定かであるけれども、図面というような形ではできていないんだというお話があったん

ですが、それはどこですか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

図面というのができていないといいますのは、路線番号の311番、来別２号道路、ここ

につきましは、図面にしたものはございません。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室崎委員 そういたしますと、私有地というものを町道認定するとなれば、私有道路の

町道路線認定に関する基準が適用されるのではないかと思うのですが、いかがでしょう

か。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

ここのところは、もともと林道でございます。町が管理する道路でございます。した

がいまして、それは私有地のほうではなく、先のほうの厚岸町町道路線認定及び廃止基

準に基づいて考えているものでございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室崎委員 町有地でない以上、それは私有の道路ということになるんじゃないですか、

違うんですか。私有地を町が管理していると、どういう形でもいいんですけども、林道

かなにか知りませんが。そうすると、それは町有地と同じ考えでいいということになる

のもちょっとおかしいと思うのですが、いかがでしょうか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

今お手元に配付しました基準、裏面のほうに、３ページ目になりますけれども、これ

は、私有道路の町道路線認定に関する基準でございます。
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林道につきましては、もともと林道をつくる段階で町が管理している林道でございま

す。町の道路でございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室崎委員 今見ていったら３条の１号のイの後段に、土地所有者の承諾を得たものとす

るというのがあるんだけど、これに当たるということですか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 今、ご質問のあったのは、１枚目のほうですね。厚岸町道路認

定及び廃止基準の第３条の１号のイに当てはまるのではないのかということでございま

す。まさしく質問者のおっしゃっているとおりではございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室崎委員 答弁をする方が次の質問の項目を教えてくださったんですが、次のロに、道

路敷地と民地の境界は明確になっていることというのがあるのですが、この点はいかが

でしょうか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

確かにこの基準のロ、道路敷地と民地の境界は明確になっていることということに関

しましては、そこまでは至ってはいないというふうに私どもは考えております。

しかしながら、ここの311番、ここにつきましては、現地には杭が入っております。図

面にしたものはございませんし、分筆まではされてはいない。しかしながら、土地の所

有者については、ご承諾を得ているといったものでございまして、この杭に基づきまし

て、今後は、その図面つくることも容易ではございます。もともとこの林道は町がつく

り、管理しているものでございますので、この辺は、この規定の中の第３条の第１項、

ただし、町長が特に必要と認めたものについてはこの限りではない。そうしたものの考

えの中で認定をしていくというふうにしたものでございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室崎委員 何でそんなに急ぐんですかね。きちんとした手続を済ませてからやればいい

んじゃないですか。そんな杭までやってあって、図面つくるの簡単だというなら、図面

つくってからやればいいじゃないですか。何でそういうふうに手順省いて、先に町道認

。 、 、 。定をしてしまうんですか そして これから追々やりましょう そうじゃないでしょう

それは、本当に何か緊急にやらざるを得ないと。それで、図面をつくっている時間ま

でないんだ。分筆する時間がないんだ。そういう手続が後回しにしても今やらなければ
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ならないんだという例外的な場合、その緊急度合いについてきちっとご説明いただきた

い。

●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 昨日の説明で、私ちょっと舌足らずな部分があって、昨日、議

会が終わってから反省をしたところなんですが、実は、管理体制の話はさせていただき

ました。

もう１点、大事な点をお話をさせていただくのを逸しました。その１点は、道路の町

道認定をすることによって、実は、国からの交付税が入ってくるという大きな、町の財

政にとって大きなメリットがございます。

昨日も一部話をさせていただきましたけれども、林道を町道に移管するに当たって、

適化法の話をさせていただきました。８年を経過すれば、９年目には町道に移管するこ

とができるという適化法の縛りがあって、その作業が今まできちっとできていなかった

という話をさせていただきました。

そこで、議会の指摘も、きちっと管理できるところがスムーズに対応すべきでないの

かというご指摘をいただいて、その後、関係課に集まっていただいて、いろいろ協議を

したところでございます。

そういう体制をとれる、できるだけスムーズに対応ができる部署に持っていくという

のが一つ。

それからもう一つ、今お話をさせていただきました。そうすることによって、それを

きちんとすることによって、財政的なメリットも得られるという、二つ大きな要素があ

って、その作業をできるだけ早くやろう。

できるだけ早くやろうという意味は、地方交付税の算定をする時期に間に合わせるよ

うに、町議会の町道認定を得ておかなければならない、そういうタイムリミットを考え

ました。それは、３月議会を逸してしまうと、もう１年繰り延べになってしまうと。年

に１回の算定なものですから、３月31日までに町道に認定したものについて、交付税の

算定の基礎に入れられるという、そういう差し迫った事情が実はございました。

それと、今、民有地につきましては、補助金等をいただいて民有地を整備するに当た

って、本来であればきちっとした整備図面が備えつけられておって、それをもとに用地

の境界等をきちっとはかれるのではないのという話を部内の中でしました。

いやいや、杭はあるけれども、図面はないんだという話になりましたけれども、それ

は、図化する等々の作業は、この議会と同時並行的に作業ができるんじゃないかという

内部の議論がありまして、それで、そういう差し迫った理由、それからそういうメリッ

ト、それから体制の問題あわせて、４月１日に向けてそういう作業をしようということ

で、今回、数が多くなりましたけれども、認定の議案を上程させていただいたと、そう

いう背景がございます。

、 、昨日の説明 後段の財政的なメリットについて説明をしなかったという点については

お詫びを申し上げたいと存じます。
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●委員長（竹田委員） 13番。

●室崎委員 一番大事な話を落としてたんじゃないかと。金が絡んでくるんだったら話は

別だ、こういうことにもなりかねないわけですから。もしこれが委員会つくらないで、

昨日のうちに終わっていたら我々は大事な話を知らないで終わってしまったんですね。

その話は今こっちへ置きましょう。

それで、今の話を聞いていても、大変疑問なんです。それは、町道認定云々以前の問

。 、 。題です これは私有道路ではないんだと 道路としてきちっと厚岸町が管理していると

その道路、それがたまたま林道であったとしてね、現場の杭だけで済むんですか、図面

もつくらないでやってたんですか、一体今までの半年は何をやっていたんだと、こうい

う話になりますよ。これについても、やはり一言あるべきじゃないですか。

それとも、林道というのは、図面も何もつくらなくてやっていいもんで、今までもず

っとそうやってやっているんですか、それでよろしいということですか、この点につい

ては明確にしてください。一体、ずっと今までやってきた物のやり方というのは何だっ

たのか、そういうことです。

、 。 。これは 建設課所管にこれから移るんでしょう 今までは違う所管だったんですよね

どっちになるかわからんが。そこのところでは、一体どんなことを進めてきたのか。

それから、そうなると、今のほかの林道についての管理というのもどうなっているの

かというような問題が新たに浮かび上がってきます。

今、同時並行でもって図面云々、杭は打っているから、それをはかって図面をつくる

というのを大急ぎでやりますということについてはわかりました。

それで、その点について一つ。まずそれだけ一つ聞きます。

●委員長（竹田委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） それでは、私のほうからお答えさせていただきます。

この図面番号の311番につきましては、昭和45年の施工ということで、40年を経過して

おります。当時、全部民地だったものですから、そこで、公共事業、税金を投入して林

、 、 、道をつくるということで どういう方法があったかといいますと 用地につきましては

土地の無償賃貸借、土地の使用貸借契約を締結しまして、基本としては、用地を取得す

るということだったんですけども、当時は、土地の使用貸借契約を結べば工事を施工で

きるということがございましたので、その契約書に基づきまして、林道の建設を行った

ということでございます。

当時、この書類、40年を経過してございまして、私ども役場じゅうの倉庫をいろいろ

探してみたんですけれども、どうしても昭和45年施工のこの番号、311番につきましては

書類が見当たらなかったということでございます。

その他、このほかの図面番号303、367、230、231につきましては、書類等々すべて全

部そろってございました。

ただ、管理方法につきましては、ご質問者のご指摘を受けましたけれども、この書類

がないということがございまして、その点について申しわけないなということでありま
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すけども、維持管理につきましては、私ども課を挙げて誠心誠意、今までやってきたつ

もりでございますので、その点ひとつご理解いただきたいというふうに思います。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室崎委員 今回、林道が全部町道になるわけではないですよね。林道で残るものも沢山

ありますよね。林道というのは、町有林の中でも網の目のように入っていると聞いてい

ますが、それらについての管理についても、今言ったような用地確定が明確になってい

るかどうかについては、一応きちんと精査をして、うまくないものについてはきちっと

行うようにお願いいたします。

それで、もう少し聞きますが、この図面で見ていますと、311と303は行き止まり道路

なんですよね。行き止まり道路については、厚岸町道路認定及び廃止基準というものの

、 。中で 一方が公道に接続している行きどまり道路というふうに明確に記載されています

これは、２条の６号ですね。

それで、この303は、図面で見ると道道厚岸昆布森線という道道ですか、それを始点と

しているというのがわかります。それで、311、来別道路については、この始点のところ

は何という公道なんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

路線番号311番、来別２号道路の起点の部分でございますけれども、これは、林道にな

っています。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室崎委員 ここで言う公道というのは、林道を含むんですか。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午前11時50分休憩

午前11時52分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 林道は公道と言えるのかといったご質問でございます。公道と

して考えてございます。
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●委員長（竹田委員） 13番。

●室崎委員 公道として考えておりますというだけでは、私どもはなぜ考えているかわか

らないんですよ。まず、公道って何なのかという定義をきちんと言って、その次に林道

の定義を言って、ゆえに合致すると。したがって、林道は公道であると言わないと答弁

にならんでしょう。

それで、お聞きしますよ。林道というのは特別の目的のための道路ですよね。基本的

に一般大衆というか、一般公衆のために開放されている道路ではないですよね。今、あ

なたのほうは、恐らく厚岸町が管理しているんだから公道だというような言い方だと思

うんだけども、厚岸町が管理している道路にはいろいろあると思いますよ。一時期だけ

つくられる作業用の道路なんていうものだってあるでしょう。そういうところは普通の

人は通れないんですよ。そういうものも全部公道だって考えるんですか。それならば、

私有道路と公有道路と言っているのと何の違いもないですよ。ですから、公衆用道路で

あって、かつ公が有しているところというような公道の定義があるはずです。それ明確

にしてください。

その上で、今度は、林道とは何なのか、それを明確にしてください。そして、ゆえに

ということになるのかどうか、それをお聞かせいただきたい。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

このまま、昼食のため、休憩とします。

再開は13時とします。

午前11時54分休憩

午後１時00分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

13番室崎委員に対する答弁から始めます。

建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 時間をとられて申しわけございません。

林道は公道と言えるのかというご質問でございます。公道は、公共、一般に広く供さ

れている道路のことでございまして、国や地方公共団体が指定、建設、管理する道路で

ございます。林道も町が建設、管理している道路でございますけれども、林道とは、林

業経営のための交通手段としてつくられた道路ではございますけれども、この林道、林

業経営のためだけではなく、山村地域の人々の生活道や人々の森林レクリエーションを

楽しむための道として、多目的に活用されていることから、公共、一般に供されている

道路としての公道であるというふうに考えるものでございます。

一番わかりやすい例といたしましては、今回認定いたします367番ルークシュポール道

路、これも生活道路として活用されている道路でございます。それから311番の来別２号

道路の起点となります道道厚岸昆布森線から尾幌市街地へ抜ける林道、これも広く生活
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道として使われている道路でございまして、こうしたことから見ますと、公共に一般に

広く供されている道路というふうにとらえてございます。

●委員長（竹田委員） 13番。

●室崎委員 私ね、ルークシュポール道路の問題については今触れていないんです。生活

道路として使われているのはわかっていますのでね、それを町道に認定することについ

て問題があるとは言っておりません。

今聞いているのは、311番の道路ですね。それで、この図面で見ますと、来別という字

のそばに○があって、起点になっていますね、始点になっていますね。そこまでの道路

も林道であると、44号から入っていって、311番の出発点に至るところが林道であると。

結局それは今回、町道認定しないわけですよね。そうすると、町道にするためには、公

共の用に広く供されているという、公衆性があるということの前提だというふうに言っ

ていましたね。そうすると、公道からそこまでに行く道路については公衆性がなくて、

その先になると急に公衆性が出てくるというのはどういうわけなのですか。そうでしょ

う、林道の先っちょのほうだけ町道に認定するんだと。あなたの言っていることが、具

体的な図面の中で見ていくと矛盾してくるんですよね。

それから、先ほど副町長もおっしゃいました。これをなるべく早く町道に認定するこ

とで交付税の嵩上げを図りたい、その意図はよくわかりました。それで、そういう条件

、 、 、に適しているところ 適化法とかなんとか言ったな そういう法律の縛りもなくなって

、 、 、なおかつ こういう町道認定の可能なところはできるだけ早く町道に認定して そして

この大変な財政の時代ですよ、少しでも交付税の嵩上げを図りたいというのはよくわか

ります。じゃ、どうして44号から来別の起点のところまでを町道認定しないのか、これ

もまた不思議なんですよね。

それから、今あなたのおっしゃった公道とはというのを、私も昼にちょっとネットで

もっていじってみたんですがね、同じ文章がウィキペディアという中に出てきています

ね。恐らくそれのつまみ読みしたんじゃないかと思うんですけど。

そこでは、その先が書いてあるんですよ。そして、高速道路など道路法に基づく道路

はもちろん、農林水産省が指定する農道や林道、それから一般、公共の用に供している

法定外公共物、赤線と言われる、北海道ではこれないんですけどね、江戸時代からの道

でしょうね、内地というか本州のほうにはあるんですが、赤線とか赤道とかという言い

方ですね、図面に赤で書いてあるからでしょうね。あるいは道路運送法に基づく一般自

動車道も公道に準ずる存在であるというふうに書かれています。林道がすべてという書

き方は、ウィキペディアでさえしていないんですよね。

、 。 、 、それから 不動産用語辞典というのもちょっと見て見ました そうしたら ここでは

一般の林道全部という意味で使っていると思うんですが、まず最初は同じようなことが

書いてあって、代表的なものとしては、高速道路、一般国道、都道府県道、それから、

東京都23区なんかの区道、市町村道などが当たる。林道や農業用道路はこれに当たらな

いと、こういうふうにはっきり書いています。

。 、これとウィキペディアとは恐らく矛盾しないと思います ウィキペディアというのは
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例えばスーパー林道とかね、大規模林道とかという、林道の名のもとに、ここらを走っ

ている道路よりはるかに立派な道路が山の中にできていますから、そういうのについて

言っているんじゃないかというふうに考えると、これ矛盾しませんよね。

今のあなたの言い方だというと、そういうところを無視して、林道は即公道ですとい

うふうに言っているんだけど、そういうふうになりますかね。これはちょっと私引っか

かるところです。百歩譲って、レクリエーションに入ってくるのが、いわゆる広く公共

性を持っているということに当たるんだということになれば、公道から今回の311番の出

発点に至るところの林道は公共性がなくて、その先になると急に公共性が出るというの

はどういうことなんですか、そこの現地に即した説明もしていただきたいということで

す。

それでね、私の意図するところを申し上げます。誤解されると困るんで。私、非常に

気持ちが弱いもんですからね、変なふうにとられるとつらいんですよ。申し上げますが

ね、概括的にね、林道を町道認定することが悪いんだなんて言っているんじゃないんで

すよ。それから、やることの何かあら探しをしているわけでもないんですよ。これは、

やはりきちんとした手順を追っていかないと、特に、地方交付税の嵩上げなんかを図る

となりますとね、手順をきちんとしておかないと、これ後日いろんな問題出てくるおそ

れあるんですよ。だから、やはりきちっきちっと、こういうものについてはやっていく

、 。必要があると思うんで 意のあるところをどうかご理解をいただきたいわけであります

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

今、問題となっているのは、311番の来別２号道路、ここの道路の起点となる部分の林

道がございます。これは、道道厚岸昆布森線から尾幌市街地まで抜ける林道でございま

す。ここの林道は平成17年度に完成をしてございます。ここの林道も今、この辺の人た

ちからは広く使われている道路でございます。そして、これを踏まえますと、早く町道

に認定するべきというふうに考えるわけでございますが、先ほど副町長からもご説明が

あったとおり、８年間は、町道のほうに移管するよりは、補助金の返還等の問題が出て

まいります。したがいまして、８年を経過したときに町道に認定をしていきたい、この

ように考えている道路でございます。基本的には、この林道も公道として考えてきてい

るものでございます。

最初の林道の定義のお話でございます。さきにご説明申し上げた林道でございますけ

れども、まず、公道といいますのは、先ほど言ったとおり、公共、一般に供されている

道路でございます。これは、国とか地方公共団体が指定したり建設したり管理する道路

であるということでございます。それを踏まえますと、林道これ自体も町が建設、指定

をしている、それから管理している道路でございます。それを踏まえますと、この中で

も公道という考えが持てます。それから、今、質問者もおっしゃいましたけども、この

道路自体いろんな、林道というのはいろんな多目的に使っていける。森林レクリエーシ

ョンを楽しむような道路、こういったものも入ってきまして、多目的に活用されるとい

ったことを踏まえますと、これは公共一般に広く供される道路であるというふうに認識
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をしてございます。違った中での解説等があるということでございますけれども、私ど

もはそのようにとらえて、公道として考えているものでございます。

●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 後段のご心配をいただいている部分につきましては、これは後

々会計検査等が入るものでございます。交付税検査、会計検査等入ります。それには、

きちっと適切に対応できるように準備をして臨みたいと思います。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。ほかにございませんか。

10番。

●谷口委員 ルークシュポール道路、367。これについては、私以前、是非ここの一部は、

生活道路、あるいは地域の産業のためのきちんとした道路の維持管理をしていくべきだ

ということで、議会でも取り上げてきました。今回これがそういう方向に向かうのは非

常にうれしいんですけれど、先ほどから論議になっております311号、それから303号の

林道にする大きな目的は何なのか。例えば303号であれば、私が推察するには、地域の水

源涵養林だとか、そういうものの維持管理を進めるために、この道路は向かうことがで

きる道路かなというふうに思うんですよね。そういうやっぱり意義づけが必要ではない

のかなと。

それから、311号については、私のおじが当時この起点あたりに住んでいましたから、

この道路は昔からよくわかる道路なんです。来別から片無去に抜ける道路、そして一番

下のほうに下がっていくと、昔の太田の村長さんが住んでいた、そういうところに行く

んですよ。尾幌川をまたいでいく道路ですからね。そして、311号の起点には、用地がど

、 、 。うのこうのと言うけれども あそこには立派な三角点もある そういう地域なんですよ

そういうところの道路が、私は、今回311号を公道にすると、町道にして管理をしていく

ということを考えると、一般的な公道として担わせていくことができる道路なのかなと

いうふうに思うんですよね。

結果的にこれは、結構急勾配の、あるいは坂なんかもあって、普通の車が、先ほど課

長がおっしゃっているように、森林をどうの、一般の人たちが森林浴をしたり森に親し

んでいただいたり、それにふさわしい道路にするということになると、これはまた、こ

んなところをどうするのかというような道路ではないのかなと。この道路はもう40年も

たっているわけでしょう、できてから。そうすると、当時の道路の、林道の考え方から

すると、作業のために最低限必要なことをやった程度の道路ではないのかなというふう

に考えるんですよ。そうすると、急にだれかが思いついて、この道路を、今まで課長さ

ん何代もかわってきて、担当課もかわってきているんですけど、今回、何か記憶を思い

出しているように引っ張り出すというのはどうなのかなと。その地域を十分把握した上

で、町道として管理する以上は、それは町民に供してもらうという前提で町道に認定す

ることになっていくんではないのかなというふうに考えるんですけど、その辺の見解、

もう一度お聞かせをお願いいたします。
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●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

、 。 、 、今回 林道を町道に認定していくということでございます この中でも311番 303番

この林道でございますけども、303番は、今、ご質問者おっしゃられたような方法、それ

から、広く多目的に森林レクリエーション等に使っていける道路。311番も同様にした考

えではございます。しかしながら、こうしたものを維持していけるのかといったご心配

の質問でもございます。

なぜこの林道を町道にするのかということでございますけども、一つは、先ほど副町

長からもお話がありました交付税の算入ということがまず挙げられます。

それから、管理面のことでもございます。町の林道、これは町が管理している道路で

ございます。町道ももちろん町が管理している道路でございます。以前は農道もござい

ました。これをそれぞれの道路をそれぞれの課で別々に管理をしていたものでございま

す。つくられた目的等が違うわけでございますけども、道路を維持管理する業務といい

ますのは、基本的には同じでございます。これらをまた一元化していくという考えでは

ございます。

例えば今、質問者も十分知っていると思いますけども、１路線の道路、ルークシュポ

ール道路のような道路、町道と林道があったとしますと、町道部分は、道路法による管

理、それから林道の部分は、厚岸町林道維持管理規程に基づく管理というふうになりま

して、１路線に例えば２種類の管理規程があるという形になってしまいます。非常に不

合理な形となってしまう。

それから、もっと広く考えていきますと、一つの路線は町道、道路法、隣の路線は林

道、林道は、厚岸町林道維持管理規程、以前は、さらに農道がございました。農道は、

厚岸町農道維持管理規程と、こういった形態がございまして、同じ町が管理するという

ことを考えた場合には、できるだけ一本化にしたほうが管理がしやすいわけでございま

すし、利用される方もそのほうがまたわかりやすいというふうに考えるものでございま

す。

こうしたことから、農道は、以前から町道に移行してきてまいりますし、農道という

、 。 、のは 近年では町道でも整備されるようになってきてございます 林道につきましては

まだ最初からそういった形はとられてはいないわけでございまして、８年を経過するま

では規制がかかってまいります。だけども、林道の考え方も、林業経営のためだけとい

う目的を踏まえつつも、多様な利用を図るといった考えになってきてございます。道路

を管理する上で一番、確かに管理規程が、細かに管理規程が働く道路法、これに基づき

管理するのが一番安全な方法でございますし、そこで、町道としていくといったことも

二つ目の考え方でもございますので、ご理解をいただきたいと思います。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 課長、申しわけないんですけどね、やっぱり使用目的みたいのを初めにね、
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初めには、さっき言ったようなことは言ってないんですよ。私が言って、それに乗るよ

うなことというのはやっぱり変でないですか。水源涵養林をたくさん、今、取得してき

ているわけでしょう。この道路、303号はどこまで行けるのかわかりませんけれど、そこ

へ到達するのかどうかも、説明がないからわからないけれども、そういうことをきちん

、 、 。と説明されながら この道路はこういう目的があって 特に今回は私有林の中ですよね

事業は公費をもってやったかもしれないけれども、私有林の中にある道路です。そうす

れば、それを町道に認定する場合に、ただ一般的にきれい事みたいな言葉をバーッと並

べて、それで納得してくれというのであれば、私はやっぱりすぐ賛意を示せるというよ

うな問題ではないんではないのかなと。

それで、結果的には、来月から片無去のパイロットまでの間の道路、これは、平成17

年と言っていましたか、工事完了が。以前の道路は何年にできていましたか、舗装する

前の道路。

●委員長（竹田委員） 休憩します。

午後１時22分休憩

午後１時28分再開

●委員長（竹田委員） 再開します。

環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 時間をとらせて大変申しわけございません。

ご指摘の道路につきましては、昭和39年から昭和42年にわたりまして、林道事業とし

て施工された区間でありまして、メーター数が8,790メートルでございます。

以上です。

（ 目的はそれだけであったろうって聞いたんだけど、そういうこ「

とは」の声あり）

●環境政策課長（大崎課長） 失礼しました。それから、17年に完成をした道路でありま

すけども、これにつきましては、平成９年から平成17年まで、これにつきましては、改

良した後に再度舗装をしている区間、舗装したという内容であります。

先ほど申し上げました昭和39年から昭和42年までの事業につきましては、改良のみと

いうことでございます。

●委員長（竹田委員） 10番。

●谷口委員 今 説明いただいたんですけど 林道事業は 始まったのが大体40年 昭和30、 、 、 、

年代の後半あたりから林道事業って始まっているんですね。この道路のおかげですっか
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り林道をちょっと勉強させてもらったんですけど、そういう点で言えば、この道路は早

くに着手して、早くに改良がさせていた道路だということで、それが30年くらいたって

から舗装道路に切りかえてきているということかなというふうに思うんですよね。です

から、来別から片無去の道路は、路線はほとんどかわっていませんよね、ルートは。以

前の道路を大体改良したということになると思うんですよ。

そして、この道路のそもそもの起点は、昔は、こちらから行くと尾幌の手前から入っ

てくるのが本来の道路だったんですけれど、農業者の、あの辺に住んでいる人たちがい

なくなったということもあって、農家のほうの草地が道路法に係ってきてルートが変わ

ったというふうに考えるんですよね。

そういうことを考えると、この道路が39年から42年まで、この道路を町道に移管する

場合には何年が必要だったのか、当時の事業の関係でいくと、それがずっと放置されて

いて、今度は林業事業で舗装を行ったということで、今度は、結果的に、あとまた５、

６年待たないと町道に、この道路は認定することができなかったというふうになってし

まって、町道とは接しないけれども、この道路を、311号だけを抜き出して町道に認定す

ると。そうすると交付税が少しはふえるという計算が成り立つということで始まったと

思うんですけど、私はね、ただお金のことだけでいいのかと、一つは。

この311号については、やはり前にも話しましたけれど、林道の管理って大変だと思う

んですよね。言ってみれば、しょっちゅうそこに行くわけにいきませんし、それから、

火災防止のために巡視員みたいな人がいるからいいんだというふうになりますけれど、

この道路が、佐藤課長は行って調べてきたかどうかわかりませんけれど、こういう図面

をみてもわかるとおり、かなりカーブのある土地ですよね。きっと起点が一番高いとこ

ろですから、下に向かっていけば、これは当然下のほうに下がっていく道路ではないの

かなというふうに思うんですよ。

そうすると、これが開放状態になって、一般町民にも利用してほしいということを考

えると、不法投棄だとかね、そういう問題を発生させる場所になってはやっぱり困ると

。 、 、 、 、思うんですよね あるいは 不見識な者がいて 例えば山菜だとか キノコ狩りだとか

そういうものに行って、たばこのポイ捨てなんかをやって山林火災につながるというよ

うなことをやっぱり慎重に考えて管理をしていかなければならないと思うんですよね。

そういうことをどういうふうに考えているのか。

そして、やっぱり問題は、かなり一般の車が通行する道路ではないんではないのかな

と。来別・片無去道路でもかなりの急なカーブですよね。それ以上この道路はすごい道

路ではないのかなというふうに思うんですよ。ルークシュポールだとかね、303号だとか

以上に、こっちもひどいなとは思うけれど、かなりの道路ではないのかなと、そのあた

りはどういうふうに考えているんでしょうか。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） お答えいたします。

311番の来別２号道路でございますけども、林道の管理というのは、確かに大変でござ

います。通常の町の中の道路とか、そういった道路と比べますと、全然形態、それから
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改良自体もかなり大ざっぱな改良等になってきてございます。

ですから、今まで環境政策課のほうでも管理をしていたわけでございますけども、機

動力等もございませんし、技術的にも、道路を管理するといった技術も建設課にかわる

と大分違ってくると、そういった管理面を考えた中では、やはり町道として認定をし、

、 、管理もできるだけ対応できるような形をとるというのは 建設課のほうに移行しながら

町道にして管理をしていきたいと、このように考えたところでございます。

●委員長（竹田委員） 環境政策課長。

●環境政策課長（大崎課長） 私のほうからは、不法投棄の関係をご答弁させていただき

たいと思います。委員、確かにご指摘のとおり、そういった不法投棄等も心配される点

が出るのではないかなというふうに思ってございます。

ただ、管理する町有林を今まで、町有林含めて、林業業務に携わっている我々にとり

ましても、町道に移管したからといって、決してそれでいいということではなくて、や

、 、 、はり建設課含めた中で 一体となった管理面含めてパトロールとか あるいは巡視とか

そういった面についても強化できるのではないかというふうに考えておりますので、今

後も、移管したからといって、決して手を抜くわけではなく、これまでどおり管理する

面としても一層巡視、あるいはそういった形でパトロール等を強化してまいりたいとい

うふうに考えてございます。

●委員長（竹田委員） よろしいですか。

２番。

●堀委員 きのうから林道について大変議論されているわけなんですけれども、私もやは

り303号と311号なんですけれども、突っ込みの私有林しかないところの町道の認定とい

うことで。きょう新たに副町長のほうから財政的な見知としての認定というのが大きな

理由としてあったんだということで、聞いて驚いたんですけれども、ただ、昨日の議論

、 、 、 、の中で 森林の公益的機能 町民のレクリエーションなどに資するということで 今回

、 、これらの林道を認定しようとしているということで説明があったんですけれども ただ

やはり303号と311号というのは、私有林しかないわけですから、私有林地に不特定多数

の人が入るかもしれないという状況を町が推奨する、そのために町道に認定するという

のであれば、昨日の冒頭の議論の中にもありましたけども、森林所有者との承諾といっ

た中で、そこまで町のほうで説明して、私有林地に不特定多数の人が入ることもいいよ

というようなことまで、森林所有者が承諾しているとは私は当然思えないんですよね。

先ほど来、言っていましたとおり、当然、山火事や不当な伐採や、例えば廃棄物の不当

な投棄などというものも考えたときには、やはり森林所有者としてはそこまでは考えて

いなかったと思うんですよ。そこら辺についてどうなのかと思うんですよね。

私は、むしろこれら２路線については、きょう、副町長のほうから言われた財政的な

見知というものが大きかったのじゃないのかなというふうに思うんですよね。そこら辺

について、そのほうがむしろ納得できるといった点では、ある程度お金の問題といった



- 24 -

中では納得できる部分でもあるんで、むしろそのように明確にしてしまったほうがよろ

しいんじゃないのかなというふうに思うんですけども、どうでしょうか。

また、森林の公益的、町民等のレクリエーションに資するということで、林道の認定

をしていこうといったときに、例えば町内には国有林地や道有林地というものも沢山、

、 、 、沢山というか 町有林よりも多い面積あるわけですから それらの中に入っている林道

国有林道とか道有林道というものもあるわけです。そういうところも、むしろ町のほう

で町道の認定していくと、これは財政的なものも、認定道路にでもなるのかどうなのか

という話にもなるんでしょうけども、交付税に算入されるかどうかというのもわからな

いんですけど、少なくとも町民のレクリエーション、森林との触れ合いというものに資

するといった中では、町有林よりもはるかに多い国有林なりの中の道路というのも認定

すべき、していくように今後していくのかということをお聞きしたいと思います。

●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 私の答弁で、財政的なお話を昨日の段階でしなかったというこ

とについては、午前中の審議の中でご答弁を申し上げさせていただきましたけれども、

特に、ご質問者、行政経験者であります。今、聞いて驚いたという話を聞いて私も驚い

ております。

この件に関しましては、交付税の議論の中で、どういう算定基準がされているのかと

いうようなお話を何度もこの議会でされてきて、交付税というものは、学校の数であり

ますとか、道路の延長でありますとか、漁港の整備状況でありますとかということが算

定基礎になってはじき出された結果、国税５税の配分が決められて、交付税としてそれ

ぞれの地方自治体に措置されてくるものだということは、これは私の勝手な解釈かもし

れませんが、議員の皆さんは既にもう十分ご承知のことだろうというふうに考えており

まして、その辺の説明がちょっと遅れてしまったということでございます。その点につ

きましはお詫びを申し上げたいと存じますけれども、そういう認識で答弁をさせていた

だいたと。昨日の段階では、あえてその件について質問も受けなかったものですから、

そういう判断をさせていただいて、答弁をさせていただきました。

それから、道路の延長、それから面積で反映されてくるわけでありますけれども、こ

、 。 、 、れは キロメートル当たりで換算しますと100万円を超えます それを 実は残念ながら

これもまたお詫びになりますが、もっと早い段階で林道から町道に移管することによっ

て、そういう財政措置が受けられたもんだというふうに反省をしております。

このことは、先ほど10番委員からもご指摘をいただきましたけれども、それ以前の議

会、たしか12月にもありましたし、去年の議会で何度かご指摘をいただいて、その後、

各課全部集まってもらって協議、議論をした結果、やれるものは放置しておくのもおか

しいと。

それから、これは私どもの反省でありますけれども、縦割り行政でもって、これは林

道だ、あとのことは知らん、これは町道、私のテリトリーは町道だけだから、ほかのこ

とは知らんというようなこともかつてはあったように聞いております。それらのことも

反省しながら、今回、移管できるものがどれだけあるのかという整備状況もすべてチェ
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ックをさせていただいて、可能なものについては、今回このような措置をさせていただ

くことにしたということで、ご理解をいただきたいと思います。

それから、国有林、道有林につきましては、これは、国あるいは道から移管を受けな

ければなりません。そういう手続を受けて初めて町道として認定する作業にかかれると

いうふうに認識をいたしております。

●委員長（竹田委員） ２番。

●堀委員 副町長、私が驚いたというのは、昨日も、本来であれば、先ほど来、副町長が

言っていたことというのは、提案理由の説明の中で、本来であればしなければならなか

ったはず。昨日の質疑の中でも、どうして今、林道なりを認定するんだと、その理由は

、 。 、 。と聞いても その答えが一向に出てこなかったんですよ 今日 副町長が言ったとおり

だからこそ私は驚いたというふうに言っただけなんで、知らなかったというふうには私

も言いませんので、本当にあれなんですけれども。

ただ、国有林や道有林についても、やはり移管しての管理の増による費用負担という

。 、 、のも当然出てくると思うんですよね それとともに 交付税として算入される分という

、 、やはりそこら辺のものを検証をしっかりとしていってもらって やはり広い見知の中で

町の道路網としても、また、森林のレクリエーションとしても成り立っていくべきもの

として、森林の機能というものは有しているんだというふうに国のほうでも推奨してい

るわけですから、やはりそういう協議というのは積極的にしていってもらいたいなとい

うふうに思います。

それで、私は林道のほうではもういいんですけれども、628号線ですね、きのうも若干

、 、 、 、触れたんですけれども きのうの私の質疑のときには この路線の認定の範囲 これは

基準で言う２条の認定の範囲なんですけれども、認定の範囲は、２条７号の町長の特認

というか、その他特に町長の必要と認める道路ということで認定するんだということで

したけれども、あえて特認事項として省略させてもらいますけれども、町長の特認事項

というものは、町長が判を押せば何でもいいんだというようなことにはならないと思う

んですよね。そのときに町長の特認としてされる行政判断というのは、やはり過去の行

政実例を照らし合わせて、過去と照らして矛盾やそごが生じないかどうか、それがやは

り重要になってくるというふうに思うんですよね。その点についてどのように考えてい

るのかというのをまずお聞きしたいと思います。

またそして、この認定しようとする路線は、基準の３条、認定の条件というところの

３条の２号のイですね。形状なんですけれども、道路の交差部及び屈曲部に隅切りがな

されていることというようなところではないはずなんですよ。住の江町通りのほうは、

現在事業も進められておりますから、その事業の中で、交点の隅切りというものの施行

は可能でしょうけれども、昨日も私が議会の中で質問したときに、整備計画をと聞いた

ときに 課長のほうからはないというふうに言われているんですけれども 少なくても11、 、

号線のほうの隅切りというものを、やはり町道に認定する以上は、早急に条件の解消と

いうか、それを満たさなければ、逆に管理上責任を問われるようになるんじゃないのか

なと思うんですけれども、その２点についてどうなんでしょうか。
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●委員長（竹田委員） 副町長。

●副町長（大沼副町長） 済みません。前段の話について、再度私からお詫びを申し上げ

たいと思います。提案の段階で説明不足があったという点についてはお詫びを申し上げ

たいと思います。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 住の江12号線の認定の基準についてでございます。これは、昨

日の認定基準の住の江12号線に関する考え方はご説明をさせていただきましたけども、

過去に特例を使ったもので矛盾がないのかということでございます。この道路につきま

、 。 。しては やはり形態がさまざまでございます 道路自体いろんな形の道路がございます

そうした中で、町の公衆用道路として敷地があり、一般の人方が使われている、このよ

うな道路は極力町道に認定をしまして、道路法や道路交通法、これらの適用をかぶせて

いくといったことが、町民の安全を守る、安心して使う道路というふうにさせるべきと

いうふうに考えてございます。

それを踏まえた中で、今回、幅員が一部足りない部分がございます。15メーター区間

、 、 。 、ほど 終点側ですけれども 2.5メートルというふうになってございます しかしながら

それはそのまま認定をしないで用地のままにしておけばいいのかということになります

と、今の状態を見ますと、そうもなってこないだろうと。そうしたときには、何の規定

を使うかといったときには、この中では、７号のその他、特に町長が認める道路とした

中で考えたものでございます。この2.5メーター区間につきましても、15メーターほどご

ざいますけども、将来的には、スペースがあいたときには買収を図っていくということ

も考えられるわけでございますので、それらを踏まえて認定をしてきたということでご

ざいます。

住の江町通りに接続するところの隅切りでございますけども、現状でも今、認定基準

の第３条の第２号のイの、隅切りがなされていることといった規定がございます。この

規定どおりには、現状は隅切りは入っていない状態でございます。しかしながら、ここ

の道路、幅員自体は５メートルを満足しているわけでございますから、この状態を見た

中で、隅切り部分が確保されるようなものがあれば、５メーターの範囲の中で考えてい

けるのかなというふうに思いますし、総体的には、まず地域の方が道路として使われて

いると。それも、町の公衆用道路であるといったことを踏まえた中で、総体的に勘案し

て町道を認定していったものでございます。

●委員長（竹田委員） ２番。

●堀委員 前段の部分では理解をしました。

ただ、今、住の江町通り側なんですけども、11号線のほうも当然隅切りをしていかな

ければならない。これについては課長のほうから答えられなかったんですけど、もし隅
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切りがないまま町道に認定しておいて、転回や進入時に事故などがあった場合の管理の

責任というものをやはり問われるんじゃないのかなというふうに思うんですよね。です

からそれを質問したんですけれども、明確な回答がなかったんですけども、それについ

てもう一度お願いします。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 住の江町通り側の隅切りでございますけども、今、既存では５

メーターの道路敷地……。

（ 11号線側」の声あり）「

●建設課長（佐藤課長） 済みません。11号線側のほうでございますけども、そちらにお

いても隅切りはございません。事故等管理責任が問われるんでないのかといったご質問

でございます。今、使われている利用形態、車がそこをスピードを上げて走れるわけで

はございませんけども、通り抜けをしているといった実態もございます。こうした実態

を踏まえますと、今ここの道路を車が通行できないような方法もとることも可能でござ

。 、 。います その実態を見た中で それを今後どうしていくのかというのは考えていきたい

隅切り自体は今ないということでございますので、それは、今の段階では、このままの

状態の中で認定をしていくといったものでございます。

（ 事故等のときに管理者は責任はという」の声あり）「

●建設課長（佐藤課長） 事故があった場合の管理責任が問われるのではないかというご

質問でございますけども、これは、道路を利用される方の状況にもよります。隅切りが

ない道路もございます。そうしたことは、その状況状況によって変わってまいりますの

で、一概に、それがないからといって管理責任が問われるといったことはなかろうかと

いうふうに思います。

●委員長（竹田委員） ２番。

●堀委員 ですから、ない路線というのが他にもあるものですから、それで、町道に認定

したときには、もしないんであれば、ここで言う認定の基準の条件というものは速やか

に解消すべきだと。

私は、余りこれはしゃべるつもりもなかったんですけども、町道の路線認定及び廃止

基準というものの認定範囲というのが２条にあって、認定の条件というものが３条にあ

るといった中で、これらをどういうふうに理解するのかといったときには、やはり認定

の範囲というのは、町道の現にされるべきものとしての形状をある程度あらわしている

と。条件というのは、これらは認定のときには、ただし書きで、特認というものがある

んですけども、認定のときには、仮に、その条件を満たしていなくても、これらは解消
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ができるもの、これらをすべて条件としてかかれているわけですよね。２条では要件、

そして、３条では条件ということになっているので。これらの条件というものは、認定

する以上は早期に解消していくというふうにしていかなければ私はいけないと思うんで

すよ。

私がもしあそこで事故を起こしたらというのは、たらればの話ばっかりするのもおか

しいんですけれども、やはり管理者の責任というものを、隅切りがなされていない部分

といった中では、問うことにもなろうかなというふうに当然考えるところなんで、それ

について心配するところなんですよ。それはもう一度ちょっと答えをいただきたいと思

うんですけれども。

今回、この路線の、町長の特認を適用するに当たっては、道路の形態をなしていて、

利用通行されていると調べてわかった結果、わかったから町道に認定するんだというこ

となんですけれども、それは、認定の範囲の中を満たさなくても、そういう利用形態な

りがあるから町道に認定しようとするということでしたけれども。

同じように、町内に生活道路として利用されているけども、このように認定の範囲の

中に含まれない、今まで認定の範囲に入らない路線というものが多々あると私は思って

おります。そういうようなところも、今回の路線と同じように町道の認定をされていく

といったときに、今回と同じような利用形態、通行等がされているというふうになった

ときには、今後、それらの路線というものを積極的に認定していくという考え方がある

のかどうなのかということをお聞きしたいと思います。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） まず、住の江12号線のところでございますけども、隅切りがさ

れていないところは、今後は確保するのかということでございます。これらは、民地の

ところもございますので、それらは確保できるときは確保してまいりたいというふうに

考えてございます。

それから、認定に、町内の中でもこの基準に当てはまらないような道路、路線等があ

るのではないかという、積極的に認定をしていくのかというご質問でございます。私ど

も、先ほどもお話ししたとおりですけれども、まず第１に、道路というのは人々が安全

・安心に利用できるようにしていかなければならないというふうに私どもは考えてござ

います。それには、町の公衆用道路として用地がありまして、現に不特定多数の地域住

、 、 、民の交通の用に供されている道路というのは 極力町道として認定をしまして 道路法

それから道路交通法、こうした網をかぶせながら管理をしていくべきというふうに考え

てございます。

町道路線の認定基準でございますけども、これは、公正・適正な町道路線網の整備及

び運用を図る目的で定められているものでございます。しかしながら、それぞれの道路

形態に分けて適正に管理ができるようにと認定する条件と定めているわけでございます

けれども、道路の形態や、それから道路が置かれている状況というのはさまざまでござ

。 。 、います 一律的にこの基準に当てはめることも難しい場合もございます このためには

まずは認定に当たりましては、認定基準に照らし合わせながら、道路の形態や、その道



- 29 -

路が置かれている状況を総体的に勘案しまして、判断をしてまいりたいというふうに考

えてございます。

●委員長（竹田委員） ２番。

●堀委員 最後にしますけれども、今回の路線の認定というものは、その他特に町長が必

要と認める道路として、これが一つの行政実例というふうになるわけですから、今後の

道路認定の中では、やはりあのときはああだったのに今回はどうしてだめなのだと、そ

ういうようなことがないような基準の運用に当たっては留意をしていただきたいと思い

ます。

終わります。

●委員長（竹田委員） 建設課長。

●建設課長（佐藤課長） 基準の運用に当たりましては、しっかりと検討しながら現場の

状況を踏まえた中で判断をしてまいたいというふうに考えてございます。

●委員長（竹田委員） あといいですか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） ほかにございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、総体的にありますか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で質疑を終わります。

お諮りいたします。

本案は、討論を省略し、原案のとおり可決すべきものと決定するにご異議ありません

か。

（ 異議あり」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 討論ありますか。

（ はい」の声あり）「

●委員長（竹田委員） 討論があるようなので、討論を許します。
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13番。

●室崎委員 今回の道路認定に関しまして、ねらいといいますか、意図するところ、それ

から、今まで未整備であったところを、この際きちんと整備したいという意図、それも

よくわかります。それから、地方交付税の関係もあるんだという説明もありました。そ

れもよくわかります。それからまた、林道という形に置いておくよりは、路線は、町道

に認定してきちんと整備したいというその意図もよくわかります。それが全部わかった

上で申し上げます。

311号に非常に端的にあわれているんですけれども、今回の町道認定の進め方には、や

はり今までのいわば、すべきであったということ、そして、その際、町道に認定できる

ものについてはきちんと認定して、整備もきちんと行いたいし、来るべき交付税もきち

んと受け取りたいという思いが先行したのか、ちょっと強引でないかと、あるいは手続

的に問題があるのを飛び越えているんでないかというふうに、特に311号道路を見るとき

に思われるわけです。

それは、まず、厚岸町が持っている道路認定基準からいいまして、始点が公道でなけ

ればならない。その公道というのが、この場合には来別道路である林道である。林道と

いうのは、一般公衆の用に供している公道なんだという論理ですよね。これはちょっと

私には無理でないかというふうに思いました。

それから、この311号に関して言いますと、なぜこれを町道にするのかということにつ

いては、一般公衆の用に供している林道として、町道に認定しても問題ないんだという

ことなんですが、その理由が、山菜とりや、そういうレクリエーション意外には出てこ

ない。これもやはり余りにも牽強付会と言わざるを得ない。

それから、この町道認定をするに当たってのこの道路が、用地確定手続がきちんとさ

れていない。今これを提案しながら同時並行で行うんだと、こういうことは、やはり手

続としては許されないんじゃないか。

なお、先ほどの話でつけ加えると、じゃ、レクリエーションで大体何人ぐらいの人が

入ってくるんだというと、調査なんか一切していない。単に名目をつけただけじゃない

のか、こういう気がいたします。

それから、管理の問題が出ておりました。一元管理という、町道認定することで一元

管理というか、管理もしやすくなるんだ、これもよくわかります。しかし、これが、副

町長がきちんと答えてらっしゃいましたけれども、町道認定にしなければ、こういう形

で管理ができないとは言えないわけですね。内部でのいろいろなやり方で、こういうも

のはクリアすることだって可能なんです。

そういう意味で、どうもこの311号に関しては、交付税の話が余りにも強く出過ぎてし

まっているんではないか、ほかに何もないと言わざるを得ない状況というのはやはりよ

くない。そのように思います。

それで、何度も言いますけれども、交付税の関係もあるし、町道認定できるものはし

ていく、これは私も大賛成です。だけども、できないものはやっちゃいけない、こうい

うふうに思います。

、 、 、 、後日 答弁の中にも出てきたから その言葉を使わせていただきますが 会計検査は
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そういうときの問題で問題になったりしたら、これは大変なんですよ。だから、いいこ

、 。とをやるときは そういう落ち度がないように慎重にやるべきだというふうに思います

、 、 、そういう意味で この他の部分については 私は特に反対を申し上げませんけれども

311号が含まれているという意味において、これに賛成することができないというふうに

思いまして、一言申し上げておきます。真意はどうかおわかりいただきたい。

●委員長（竹田委員） 次に、原案に賛成者の発言を許します。

２番。

●堀委員 私は、議案第33号、町道路線の認定ついて、賛成の立場から意見を述べさせて

いただきます。

、 。本議案については 従前までの町道路線認定とは趣を異にするものと思っております

まず第１には、従前、林道とされていた路線の町道としての認定であります。従来、

林道とは、森林所有者の森林管理を主体として、この施業等を行うことを目的に維持管

理されてきた道路でありますが、今回の認定に当たっては、その機能に町民等の森林の

レクリエーションを付加しようとするもので、町民の健康増進等にも大きく寄与するも

のと確信しております。

加えるならば、路線網としての確立も町民の利益になるものであります。

また、住の江12号線のように狭隘な部分も含めた生活道路の認定もされるということ

は、今後も同様な利用等がされている生活道路も認定していくということにも期待がで

きるものです。それらは、今までの道路行政を一つの消極的なものと例えるならば、積

極的な道路行政への転換が図られる、そういうふうに私は評価するものであります。

さらには、これら町道の認定が、交付税においても増額に結びつくものであるという

ことは、今後の町の財政にも大きく寄与するものだと私は思っております。

よって、私は議案第33号、町道路線の認定についてを賛成するものです。皆さん方の

賢明なご判断をいただき、賛意に同意願いたくお願いするものであります。

●委員長（竹田委員） 次に、反対者の発言を許します。ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） 次に、賛成者の発言を許します。ございませんか。

（な し）

●委員長（竹田委員） なければ、以上で、討論を終わります。

これより、起立により採決を行います。

お諮りいたします。

本案に賛成の委員の起立を求めます。
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（賛成者起立）

●委員長（竹田委員） 起立多数であります。

よって、本案は可決しました。

以上で、議案審査特別委員会に付託されました議案第33号、町道路線の認定について

の審査は終了しました。

よって、議案審査特別委員会を閉会いたします。

午後２時11分閉会

以上のように会議の次第を記載し、ここに署名する。

平成２２年３月９日

議案審査特別委員会

委員長


