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第４回産業福祉常任委員会会議録 

平成３０年３月２７日（火） 

    開 会   午前 ９時００分 

    閉 会   午前 ９時４２分 

 

 

○会議に付した事件 

１．町からの協議・報告事項について 

 ●産業建設課 

  ①清里町農業振興資金要綱の改正ついて 

  ②清里町有林管理計画について 

  ③清里町橋梁長寿命化修繕計画について 

  ④清里町道路舗装修繕計画について 

 

 

２．次回委員会の開催について 

 

 

３．その他 

 

 

 

 

○出席委員（７名） 

    委員長  前 中 康 男    副委員長  池 下   昇 

     委 員  村 島 健 二    委  員  加 藤 健 次 

       委 員  河 口   高    委  員  堀 川 哲 男 

委 員  伊 藤 忠 之    ※議 長  田 中   誠 

 

 

○欠席委員   なし 

     

 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

■産業建設課長       藤代 弘輝    ■産業建設課主幹   永野  宏 

■建設Ｇ総括主査      酒井 隆広 
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○職務のため出席した者の職氏名 

    事務局長  溝 口 富 男 

    主  査  寺 岡 輝 美 

 

 

  ●開会の宣告 

 

○前中委員長 

 第４回産業福祉常任委員会を開催いたします。 

 

 

○前中委員長 

 本日は町からの協議事項ということで、産業建設課から４点ほど提案議題がございます。提案理由

説明等々課長の方からよろしくお願いいたします。はい、産業福祉課長。 

 

○産業建設課長 

 本日は産業建設課所管の案件につきましては、①につきましては、農業経営の安定化を目的として

継続しております農業振興資金実施要項の一部改訂の説明。②～④につきましては見直しや新規に策

定を行いました各種計画の説明となっておりますので、順次担当の方から説明いたします。 

 

○前中委員長 

 はい、主幹。 

 

○産業建設課主幹 

 それでは１点目の清里町農業振興資金要綱の改正でございます。議案の１ページをご覧願います。

今回の改正内容でございますけれども、当町の農業経営規模の拡大に伴いまして農業機械も大型化し

ているところでございます。購入経費も高額化している状況でありますので、償還年限を現行の７年

から１０年に変更するものでございまして毎年の償還額を軽減することにより農業経営の安定化が

図れるものでございます。 

現行の７年でございますけれども、減価償却の耐用年数表に基づきまして農業機械設備７年に準じ

て設定しているところでございますが、今回機械及び準じる器具備品も含めまして１０年以内に改正

するものでございます。 

施行期日につきましては平成３０年４月１日より適応するものございまして、２ページ・３ページ

・４ページにつきましては新旧対照表となっておりますのでご参照願います。 

以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 はい、ただ今清里町農業振興資金要綱の改正について説明がございました。各委員より質疑を賜り

たいと思います。何かございませんか。 
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それでは ②清里町有林管理計画について提案説明よろしくお願いいたします。はい、主幹。 

 

○産業建設課主幹 

 それでは別冊の清里町有林管理計画をご覧願います。本計画でありますけれども、平成３０年度か

ら平成３４年度までの５カ年を計画期間として作成しております。森林形成を行っていくために必要

となる方針ですとか施業の大まかな方法などを定めておりまして、貴重な町の財産であります、町有

林を将来に引き継ぐために適切な管理を行っていくものでございます。 

全体の方針でありますけれども、これまで小伐期施行施業ということで、大径木の生産を目指して

おりましたが製材会社の設備の関係上、中径木・小径木の需用が多いということもございまして、需

用側のニーズも考慮しまして適切な時期に施業を行うよう、事業の平準化を目指した取り組みを進め

てまいります。 

計画策定に当たりましては、他の計画との整合性を図っているところでございまして上位計画でご

ざいます、清里町森林整備計画と清里町森林経営計画につきましては、全体の森林施業のあり方を示

しておりますので両計画に沿った内容としております。 

２ページをご覧願います。こちらの表１でございますけれども、町有林の現況ということで所在面

積などを記載しております。現況における町有林の面積にあたりましては２９８．７４ｈａというこ

とになっておりまして、森林機能としてそれぞれに水源涵養林、防風林保安林といった機能を持たせ

ております。 

続きまして７ページをご覧願います。こちらの図１でございますけれども、樹種構成を円グラフに

表示しておりますけれども、カラマツが全体の６０％、トドマツが１４％となっておりまして、この

２つの樹種で７４％を占めております。また町有林の６０％を占めるカラマツでございますけれど

も、下の図の２のカラマツの齢級構成を見てみますと４０年生以上が８８％となっております。トド

マツにつきましては全部が４０年生を越えておりまして、極端に偏った齢級構成ということになって

おります。 

８ページの管理実績でございますけれども、こちらにつきましては平成２５年度から２９年度まで

の計画期間における施業種ごとの実績を記載しているところでございます。 

９ページ以降でございますけれども、こちらにつきましては今後の経営方針を各機能別樹種別に記

載しているところでございます。今後の方針でありますけれども、御説明したとおり高齢級に偏って

いるということが上げられますので、町有林の齢級構成につきまして、平準化を図っていくことが必

要となってまいります。 

平成３０年度以降の事業計画量でございますが、平成３０年度新規に予算計上をさせていただきま

した、町有林管理業務外部委託の中で現況確認を行いまして、網走地区森林組合の助言を仰ぎながら

施業の優先度が高い種類につきましては、計画変更を行い効果的な施業となるよう取り組むのでござ

います。また皆伐ですとか間伐でありますけれども、こちらにつきましては、清里町森林経営計画に

おきまして伐採量に上限下限決められておりますので、毎年の施業実績に応じて伐採量を調整してい

るということになります。 

以上簡単でございますけれども説明を終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町有林管理計画について、提案説明がございましたけれども各委員より質疑を受けた
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いと思います。何かございませんか。はい、池下委員。 

 

○池下副委員長 

 こうやって表を見ますと青葉の方のカラマツ・トドマツの６０年代以降の年数が経ったものがいっ

ぱいあるんですが、伐期過ぎているのではないかなというふうに思うんですが、その辺はどうなんで

しょう。今後早急に切るとかそういう計画はどういうふうになっているのか、ちょっと今の段階でわ

かる範囲で。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 ただ今のご質問ですが、全体的に樹齢が増しているのは現実的にあります。それで、ただ皆伐とい

う形になりますけど実際この皆伐を進めるに当たっては、もう１つ森林経営計画というものがありま

す。これは森林組合と町とで作成するので、町も森林組合の一員としてやって行くことになります。

その中で面積の制限があるんですが、その中でやっていくことになりますので一気に切るということ

にはならないということで。そんな計画の範囲内で定められた分を切って、その後また新植をしてい

くという。ちょっと年数はかかりますけど、そういう形で進めていこうと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。他に。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今の関連の中で、年数がかかるんですけども、その解消年数っていうのはほぼどのぐらいの計画の

中ではされているのか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 今申しました、森林経営計画は５年スパンで計画ですから、うちの町有林、全体を何年に完了とい

うものではございません。それで、５年の中で随時変えていけるものでもありまして正確に何年に全

ての町有林の整備が終わるというものは現在ございません。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 先ほどの説明の中で４０年以上が約８８％ありますよと、その計画に則ってやっていかないとなら

ない。十分解るわけですが、その全体環境の中で５年の間にどの程度できる計画を持たれているのか。 
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○産業建設課長 

 ５年間での整備面積は約６１ｈａになります。これは皆伐した新植含めての面積でございます。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 大体年度ごとに１０ｈａぐらいと言えば、この率で言ったら何パーセントぐらい。毎年の計画でい

くと１２ｈａぐらいずつ間伐をしていきますよというわけですけど。それでいったとして、全体のこ

の伐期を迎えている樹齢からいくと何％になってしまうのか。 

 

○前中委員長 

 はい課長。 

 

○産業建設課長 

 皆伐に関しまして申しますと、平成２９年度段階で３１ｈａで１０％となっております。 

 

○加藤委員 

 ５カ年では。 

 

○産業建設課長 

 今までの実績としては１０％が皆伐地として整備している。これから５カ年で皆伐を含めて６１ｈ

ａを整備していくというそういう事になります。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 あまりにも少ないような気がするんですけど、その辺その５年間でその伐採だけで済んでしまった

ときにその樹齢がとんでもなく経ってさらに残っていく。こういう形で現状があるがゆえに大変な問

題になっているというのは解るわけですが、そういう中でもう一度計画的な中で見直しをかけて、６

１ｈａはやっていくでしょうけども、それでもなかなか改善がされないというか次のステップに行く

には難しい問題もあると思うので、その５年の間という中で見直し計画やそういうことの中で最善の

方法が取れる方法に、町だけではない森林組合との協議が当然入ってくると思うわけですが、そうい

うものを重ねた中で少しでも改善できるようにひとつ努力をしていただきたいと。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 



 

- 6 - 

○産業建設課長 

 今おっしゃられたとおり、伐期がかなり過ぎてしまった現状もございます。ただその中で一気に皆

伐を進められない森林組合との全体の契約の中でやっていかなければならないので、面積が限られる

という現実もあります。そうなりますとかなり年数もかかるということで、先ほど最初のところで説

明しましたが、３０年度に森林組合との委託契約の中で今後どう整備していくかと、その部分の予算

いただきました。その中で今後も、うちの場合どう進めていくのが一番有効なのかというものを調査

していきたいと思います。 

 

○前中委員長 

 よろしいですか。ほかに何か関連質疑ありますか。はい、田中議長。 

 

○田中議長 

 今この表を見ると天然林針葉樹というのが結構あるわけなんですけど、これっていうのはその自然

に放っておいて生えてきた山なのか管理されているのか。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 自然の山です。 

 

○田中議長 

 ということは管理もしていないということ。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 管理というものはしていなくて、特に天然更新と言う形で管理しているという。 

 

○田中議長 

 そしたらそのままほったらかしにしてあるということ。 

 

○前中委員長 

 天然更新も認められていますよね。ほかに、はい、勝又委員。 

 

○勝又委員 

 このカラマツの高齢級の林がという部分の報告があったんですけど、実際ある程度効率の良い段階

で伐採しなきゃならないという部分はあると思うんですよね。それ以上になると芯のほうがスポンジ

状態になったり、ましてや風で倒れたりしたら、傷んでしまうみたいな部分もあるんだけど、どのぐ
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らいが伐採の樹齢というか伐期として。 

 

○前中委員長 

 課長、大丈夫ですか。 

 

○産業建設課長 

 一般的には４０年。 

 

○前中委員長 

 樹種によっても違うと思いますよ。カラマツとトドマツで。 

 

○前中委員長 

 ほかに。堀川委員さん。 

 

○堀川委員 

 ６ページなんですけれども、（２）防風林この中に森林を含む優れた農村景観は清里町のシンボル

として、今後も維持保全することが重要ですとありますけども、この町有林計画ですけども、町有林

以外の民間の防風林とかも景観に重要な役割を果たしていくんだろうなというふうに思うんですけ

ども、ある程度町が指導するようなことで守っていくような道筋をつけないと、これもうまくいかな

いんだろうなというふうに思うんですけれども。そのへんの考え方を伺いしたいんですけれども。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 今回策定しました町有林の管理計画の上位計画で森林整備計画というものがあります。これは町有

林だけでなくて民有林を含めた中の計画でありまして、これを計画の中で民有林に関しましては、先

ほどもお話しました町も計画に参加している森林経営計画。この中で森林組合の一員として、どう整

備していくかというのを森林組合との協議の中で進めていくというふうに思っております。 

 

○堀川委員 

 町の財産ではなくて民間のものということもあるので、なかなか進めていくには慎重に難しい面も

あると思いますけれども、美しい町連合に選ばれた理由の１つにも防風林を含めた農村景観というの

がありますので、その辺も含めた検討も今後よろしくお願いしたいと思います。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 森林に関しましては皆伐後の新植がなかなか進まないと言う話が、これは国全体としてあります。
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その辺の部分に関しましては町の方としても、新植の方につながるような指導というかそういうもの

には関与していきたいと考えています。 

 

○前中委員長 

 ちょっと関連して、農家の防風林。この伐採という部分で地区的に江南・美里、特に神威等々の個

人の耕地防風と言うのかな。その伐採面積が今の指摘のとおり日本で美しい村連合の査定基準にあっ

たと思うんだけれども、これがかなりもう切られているという実態も町としてはしっかりと認識し

て、面積的にはカウントされているんですかね。はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 防風林の方はカウントされていません。確かに美しい村連合の中の景観の中で防風林の保護という

話もございました。それで切った後の枝の処理等に関しては、多面事業で活用できるという部分もあ

りますが、景観上は残していただきたい。ただ実際営農される農家の方にとっては、日陰になるとい

う、そういうなかなか難しい問題もありますので、何とかその辺良い塩梅と言ったらあれですが、良

いバランスというような事も。 

 

○前中委員長 

 はい、わかりました。はい、加藤委員。 

 

○加藤委員 

 それに関連して当然のように今の課長のパターンしかないだろうという風に思うんですが、そうい

う中でも防風林を伐採して、個人で植えようとこういう場合に置ける処置、助成というものはやっぱ

りあると思うんですが、それの活用方法を緩和するなり努力というのはさらに手厚くしていただきた

いなと。その部分についてはどのように。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 その防風林に関しましては、林政という位置づけの中で計画するかどうかは不明ですが、全体的な

美しい村連合の関係となればオール清里で考えなければならないわけですので、そういう部分を考慮

して考えて行きたいと思います。ほかに田中議長。 

 

○田中議長 

 調べれば解る話なんですけど、今の木材、伐採をしてその販売と。そのためには立木調査だとか作

業代だとか、それを差っ引くと町の会計では別々で作業代で入って来るからなかなか比べるのが年数

にもよるんでしょうけど、マイナスになっているのか。ちょんちょんぐらいなのか。なんとかプラス

になっているのか。細かい数字はいいです。 
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○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 厳密な計算というのは行っていないんですが、収益としては皆伐時の売払いが収入となります。こ

の収益をもとに次にその部分を新植して下草刈、間伐、除伐となって年数が経って、また伐期のロー

テーションなんですが、最初に申し上げましたとおり、現段階では厳密な計算というのはまだ行って

おりません。 

 

○前中委員長 

 田中議長。 

 

○田中議長 

 厳密な計算でなくても、おおよそ植林まで入れると伐採後の植林まで入れるとやっぱりマイナス。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 補助金等の活用もございますので、マイナスと言う事にはなっていないというふうな認識は持って

おります。その中で町有林の管理をしていかなければならないんですが、今後新しく植えたもののま

た４０年後の売払い価格などもなかなか想定難しいところもありますので、今後その辺の採算が取れ

るかどうかという部分も含めまして、新たな計画の中で入れこんでいきたいと考えております。 

 

○前中委員長 

 ほかになければ、よろしいですか。それでは、③清里町橋梁長寿命化修繕計画について 

 提案説明よろしくお願いします。 はい、担当。 

 

○建設Ｇ総括主査 

それでは③清里町橋梁長寿命化修繕計画についてご説明します。資料の２をご覧ください。本計画

につきましては道路法及び施行規則の改正により橋梁、トンネルなど異常が生じた場合に、道路の構

造または交通に支障を及ぼすおそれのある構造物について、５年に１度、近接目視による定期点検が

義務化され、統一的な尺度での健全性の診断が必要となったことから、橋梁点検を実施いたしまして、

その点検結果をもとに平成２４年度に作成した計画の見直しを行うものでございます。 

それでは計画書案の１ページから７ページにより御説明いたします。１ページをご覧ください。本

計画の目的につきましては、前計画からの変更はございませんがグラフにありますとおり、今後２０

年で建設後５０年を経過する橋梁が全体の約半数となりまして、予防型の保全を実施しない場合、架

け替え等の大規模修繕が必要となるということを示しております。 

続きまして２ページをご覧ください。２、修繕計画の対象橋梁につきましては、全５２橋であり変

更ございません。現在道路橋として管理しているすべての橋梁を対象としてございます。 
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続きまして３、健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本方針から６の橋梁長寿命化修繕計

画による効果においても考え方に従前からの変更はなく、点検結果をもとに健全性が低く、かつ維持

管理区分の高い主要幹線道路の橋梁から優先的に修繕を行うことといたしましてトータルコストの

縮減に向け、予防保全型の転換を図ってまいります。 

３ページをご覧ください。ページの一番下の表になりますが健全性につきましては４段階で区分し

ておりまして、１番上の１が健全で数字が大きくなるほど損傷度が高くなってきます。４につきまし

ては、緊急措置段階となり交通規制等の措置が必要になります。 

１枚めくっていただきまして、４ページには診断結果の一覧がございます。今回の点検結果は、３

及び２判定となり、現時点で緊急を要する損傷は確認されておりません。 

続いて５ページをご覧ください。本計画では、今後６０年間に必要とされる維持管理コストについ

て比較しておりまして、トータルコストが最小となりました、予防保全型の修繕と大規模修繕更新型

を比較すると６０年間で約１０１億円の費用縮減額が見込まれます。 

続きまして６ページです。計画策定に当たりましては、学識経験者等の専門的な知識を有する者の

意見を聞いて定めるものとされておりまして、北見工業大学においてその妥当性について確認してお

ります。 

続きまして７ページです。橋梁修繕計画年次一覧をご覧ください。近接目視による点検結果をもと

に、先ほど御説明いたしました基本方針により補修年次を定めまして、コストの縮減、事業費の平準

化を行ってまいります。計画期間を２０１８年から２０２７年の１０年間といたしまして健全性区分

３を中心に、補修対象橋梁が１３橋。架け替え対象が２橋。計画事業費といたしましては約７億９千

万程度を見込んでおります。また５年に１度、法定点検を実施いたしますので計画の見直しも５年ご

とに実施するということになります。なお２０１８年、表の１番上になりますが向西橋の修繕及び２

０１９年からの清流橋の架け替えについては現行計画に基づきまして既に交付金等の要望行ってお

りますので、早期着手となってございます。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 ただいま清里町橋梁長寿命化修繕計画について説明がございました。各委員より何か質疑を受けた

いと思いますけれども。何かございませんか。はい、よろしいですか。 

続いて④清里町道路舗装修繕計画について、提案説明よろしくお願いいたします。 

 

○産業建設課主幹 

それでは④の清里町道路舗装修繕計画について御説明いたします。資料の３をご覧ください。本計

画につきましては平成２４年１２月の中央自動車道笹子トンネルでの天井板落下事故以降、全国的に

社会インフラの総点検を速やかに実施することが求められましたことから、当町におきましても、第

３者被害の影響が大きいと想定される主要町道を対象といたしまして、道路の潜在的な危険を把握す

るため、測定車による路面の状況調査を実施しております。今後調査結果を基に、道路の維持管理費

修繕を計画的に行うことを目的といたしまして安全で円滑な通行確保をするとともに効果的かつ効

率的な修繕を図るため、費用の平準化を踏まえた道路舗装修繕計画を作成するものでございます。 

また平成３０年度より地方財政措置の対象事業が拡充されまして、簡易舗装の修繕におきましては

交付金ではなく、地方債を活用することとなり事業の実施に当たり個別の施設計画の策定が要件化さ

れているということも本計画策定の理由の１つに挙げられます。 
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それでは計画書案の１ページから７ページより御説明申し上げます。１ページをご覧ください。管

理道路の状況といたしましては、ただ今路線数２２９路線。延長３２５キロ。内、幹線道路である１

・２級町道が全体の３分の１を占めます。舗装率につきましては全体で約７５％、幹線町道では約９

０％というふうになってございます。 

続いて２ページをご覧ください。路面の状況把握につきましては、表１に記載されている路線につ

いて行っております。計２７号線で約延長９９キロ。先ほど申し上げた主要町道として位置づけまし

た路線について実施をしております。 

続きまして３ページ。調査結果の概要を記載しておりますが、舗装の劣化についてはおおむねひび

割れを主体として進行しているという状況でございます。 

続きまして維持管理の基本的な考え方についてご説明いたします。本計画策定に当たりましては、

舗装の長寿命化や維持管理コストの縮減を目指すこととしいたしまして、計画の対象路線は、町が管

理するすべての路線といたしますが、国土交通省、舗装点検要領により主要道路とそれ以外の道路の

２グループに分類しております。路面整調調査を実施した主要道路を分類し、それ以外を分類Ｄとし

ております。主要町道の定義といたしましては分類表の対象道路にあります、１・２級町道。それと

清里町駅から各公共施設へのアクセス路線及び小学校、保育所への接続増ということにしてございま

す。また本計画には記載がないんですが、分類Ａ・Ｂにつきましては高規格道路など求められるサー

ビス水準が高い道路や国道及び主要都道府県道など大型車交通量が多く、損傷の進行が早い道路が該

当いたします。 

続きまして４ページをご覧ください。舗装の管理基準につきましてはＭＣＩという維持管理指数を

用いておりまして、こちらはひび割れ率、わだち掘れ量、平たん性。それぞれを組み合わせた評価式

による指標でございまして、代表的な評価方法ということになってございます。評価といたしまして

は修繕を行うことが望ましいとされている、指標の５以下の区間について実施するということといた

しております。 

続いて２の４、点検方法の点検頻度についてでございます。主要町道として位置づけた分類Ｃの道

路につきましては、１０年に１度目視による点検を実施することとしております。点検のスパンが１

０年と長くなるために、通常の巡回を通じた状況把握を補完的に行ってまいります。また分類Ｄの路

線につきましては、定期点検によらず道路パトロール等の巡視の機会を通じた路面損傷の把握及び措

置、記録による管理をすることができるとされておりますので、定期点検は行わないということとい

たしております。 

続いて３、計画期間につきましては事業の進捗状況、損傷の進行度合い等により、５年で見直しを

行っていくということにしてございます。 

続いて４、対策の優先順位になりますが、こちら管理基準、路線の重要性と大型車の交通量等々総

合的に判断し決定してまいります。 

続いて５、舗装の状態対策内容実施時期についてでございます。路面の点検につきましては、平成

２７・２８年度、２カ年で分類のＣの路線について実施しております。５ページ、６ページにその結

果を記載してございます。まず５ページにつきましては、路線ごとの損傷割合及び延長を表にしたも

のということになってございまして、６ページにつきましては、それぞれをグラフ化したものという

ことになっております。 

最後になります、７ページ５の２、対策の内容と実施時期についてでございますが、２１号道路の

４線から９線間の約２．３キロメートルを５カ年で実施するということとしております。本路線は計
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画策定に先立ちまして、既に着手済ということになってございますけれども、調査結果をもとに補修

期間を決定しております。また従来からの要望箇所、それと総合計画等で既に計画路線になっている

もの。また大型車の交通量等総合的判断いたしながら、要対策箇所を選定してまいりたいというふう

に考えております。以上で説明終わります。 

 

○前中委員長 

 ただ今、清里町道路舗装修繕計画について説明がございました。各委員より質疑を賜りたいと思い

ます。何かございませんか。よろしいですか。加藤委員。 

 

○加藤委員 

 今計画示されたんですけど、この５カ年、３０年から３４年の中で２１号道路と言われましたけれ

どもそれ以外の区間。あるいはそういう部分の計画というのは、ないという事なんですか。はい、課

長。 

 

○産業建設課長 

 対象路線としてはこの調査したすべての路線となるんですが、当面の間は昨年から着手しました２

１号を進めていくことになります。２１号に関しましては、かなり延長も長いものですからかなり年

数はかかりますので、２１号の後、予定ですけど４線１５号と言った、その辺の幹線の方に２１号が

完成した後には整備を進めていきたいというふうに現状では考えております。 

 

○前中委員長 

 はい、加藤委員。  

 

○加藤委員 

大規模な延長というか部分的な営繕と言いますか、そういう対策というのは随時していくんだろう

と思うんですが、計画的にこれはメーター数と言いますか。どのぐらいを基準にこういう環境にして

いるのか。これ以外に上がってきていない、災害はともかくとして要望があった場合には随時してい

くことになるのか。これ以上ありそうな感じがするんですけど、大丈夫なんですか。そのへん。 

 

○前中委員長 

 課長。 

 

○産業建設課長 

 やり方といたしましては、小規模な穴埋めなどに関しましては清建の指定管理の方でやっていくこ

ともありますし、延長の短い、単なるオーバーレーン。単なる舗装の上乗せに関しましては単費の方

でも進めてまいります。今回やっております、２１号に関しましてもオーバーレーンは部分的にはか

なりやっている部分はあったんですが、それだけではなかなか整備できないということで、１度舗装

を全部剥がしての工事になっておりますので、事業費の方も上がっております。そういう部分に関し

ましてはこの記載の３本立てでやっていきたいというふうに思っております。 
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○前中委員長 

 ほかに。はい、河口委員。 

 

○河口委員 

 今年度１５号道路の一部補修ですか、改修計画になっていたようですけども、私は歩道にもう少し

目を向けていただきたいなと思うのですが、歩道の一部分に舗装の劣化の部分に相当劣化されている

ところがありますので、将来本当にそこの歩道で車いす通れるのっていうと、通れない場所がかなり

多くありますし、道路の交差点の部分の段差部分だとか。その辺をもう一回見直していただきたいな

と思います。 

 

○前中委員長 

 はい、課長。 

 

○産業建設課長 

 今おっしゃられました１５号に関しましては、歩道整備を年次的にやっていく計画があります。そ

れ以外の部分の細かな補修に関しましては、やっぱりパトロールの中で発見して、通行に支障のない

ような形をとっていくのを指定管理の方に指導してまいりたいと思っております。 

 

○前中委員長 

 ほかに、よろしいですか。産業建設課全体を通して何かあれば受けたいと思いますけれども。それ

では産業建設課所管分全て終わります。ご苦労様でした。 

 

○前中委員長 

 それでは大きな２、次回常任委員会について事務局よろしくお願いいたします。 

 

○議会事務局長 

 すいません。次回の常任委員会でございますが、４月２０日金曜日、総務文教常任委員会終了後こ

の会場で行う予定ですので、よろしくお願いいたします。 

 

○前中委員長 

 それでは大きな３、その他。何かありましたら受けたいと思います。よろしいですか。 

 

 

  ●閉会の宣告 

 

○前中委員長 

 それでは、第４回産業福祉常任委員会を終わらせていただきます。どうもご苦労様でした。 

 

（閉会 午前 ９時４２分） 


