建設上下水道常任委員会会議録
平成２７年１０月２６日

北
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市

議

会

午後

１時２８分

〇（隅田委員長）

開

議

詳細につきましては担当課長よりご説明いたしま

ただいまから建設上下水道常任

委員会を開会いたします。

〇（水落課長）

事務局より諸般の報告をいたさせます。
〇（置田局長）

すので、よろしくお願い申し上げます。
それでは、お手元の委員会資料に

基づき上下水道局所有地の売却につきまして説明い

ご報告申し上げます。

たします。

ただいまの出席委員数は７名、全員出席でありま
す。

資料１ページをお開きください。まず、１の経過
でございますが、売却予定地は本沢浄水場の廃止に

以上であります。
〇（隅田委員長）

伴い、相内地区等へ送配水するための配水池及びポ
本日は、理事者の公務の都合に

ンプ場用地として平成３年に取得いたしましたが、

より上下水道局からの報告を先に受けてまいります

その後大正第２配水池を整備する事業計画の変更が

ので、よろしくお願いいたします。

なされましたことから遊休地となっております。本

暫時休憩いたします。
午後

１時２８分

年度市内企業より当該地の取得の申し出があり、検
休

憩

討した結果、以下の考え方により売却に向けた手続
を進めることといたしました。①、当該地は事業用

午後
〇（隅田委員長）

１時２９分

再

開

として利活用の予定がないこと。②、民間事業者に

休憩前に引き続き会議を開きま

す。

期財政計画、平成27年度から平成31年度において利

それでは、上下水道局からの報告２件を議題とい
たします。

局長）

活用が見込めない遊休資産については処分を進める
との方針が示されていること。④、売却代金は今後

理事者の説明を求めます。
〇（今

より有効活用されることが適当であること。③、中

の施設更新などの財源として活用することが可能で

お疲れさまです。それでは、報告

あること。

案件の説明に入ります前に委員長のお許しをいただ

次に、２の売却に向けた手続でございますが、売

き、台風23号による被害状況につきまして、口頭で

却額は隣接地の価格を踏まえた市場価格によること

はございますが、ご報告をさせていただきます。

を予定いたしますが、この場合売却予定額が帳簿価

上下水道局が所管いたします各施設のうち、浄水

格を下回ることとなりますことから、直近の定例会

場では原水の濁度あるいは色度の上昇による取水停

に固定資産売却損などを補正計上し、この議決後、

止のほか、広郷浄水場ではのり面の一部崩壊、吉野

公募入札の実施により売却を進めることといたしま

浄水場では取水口での土砂の堆積などがありました

す。

が、大きな被害を受けておりませんでした。

次に、３の売却予定地の概要でございますが、Ｊ

それでは、引き続きまして上下水道局所管の案件
についてでございますが、まず１点目の上下水道局

Ｒ東相内駅北側の東相内町999番５ほか２筆で、合計
の面積は2,642.71平方メートルでございます。

所有地の売却についてでは、水道事業会計が所管い

私からは以上でございます。

たします遊休地の公募入札による売却につきまし

〇（黒川課長）

私からは、水道工事施工箇所の変

て、２点目の上下水道局所管工事施工箇所の変更に

更についてご説明いたします。

ついてでは、水道事業会計及び下水道事業会計で工

委員会資料２ページをお開き願います。上段１、

事施工箇所の変更を行いたくご報告をさせていただ

水道工事の変更箇所一覧でございます。補助事業の

くものでございます。

布設がえ工事で①番、条東地区配水管布設がえ工事
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につきましては、国の交付金配分額が減額となった

と思います。そういう意味では、局で管理者要請す

ため中止するものです。また、単独工事の布設工事

るなりなんなりの形できちんと経営体制を整えてい

で四角２番、柏陽町地区配水管布設工事につきまし

ただきたいと思います。意見としてよろしくお願い

ても市道整備延長に変更が生じたため中止するもの

します。

です。

〇（隅田委員長）

これらの工事予定中止箇所につきましては、資料

ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

３ページに符号と番号で表示しております。中止箇

〇（隅田委員長）

所につきましては、次年度以降に施工予定をしてお

らの報告を了します。

ります。

暫時休憩いたします。

私からは以上でございます。
〇（田中課長）

なければ、以上で上下水道局か

午後

１時３６分

休

憩

午後

１時３７分

再

開

私から下水道施工箇所の変更につ

いて説明いたします。
委員会資料２ページをお開き願います。中段、２）、
下水道事業にかかわる変更箇所一覧です。（１）、

〇（隅田委員長）

休憩前に引き続き会議を開きま

す。

管渠にかかわる補助事業では、①番、北見中央幹線

それでは、都市建設部からの報告のうち、まず除

枝線及び②番、北幹線枝線につきましては、国から

雪計画及び台風23号等による被害状況等についての

の交付金配分額が減額となったため中止するもので

２件を議題といたします。

す。また、③番、常呂川第５幹線枝線及び④番、北

理事者の説明を求めます。

光２号幹線枝線につきましては、北海道施工の道路

〇（佐藤部長）

整備延長に変更が生じたため中止するものです。

は、説明に入ります前に私から今回提出いたしてお

次に、（２）、処理場にかかわる補助事業では、
①番、Ａ系水処理棟電気設備更新につきましては、

ります案件の概要につきましてご説明をさせていた
だきます。

国からの交付金配分額が減額となったため中止する
ものです。

お疲れさまでございます。それで

初めに、本格的な降雪期を前に各自治区で実施を
予定しております平成27年度の除雪計画のほか、

これらの工事中止箇所につきましては、資料４ペ
ージに管渠工事、資料５ページに処理場工事につい

10月１日から２日の暴風及び台風23号による被害状
況等についてご説明をさせていただきます

て符号と番号で表示しております。また、今回中止

私からは以上でございますが、詳細につきまして

することといたしました箇所につきましては、次年

はそれぞれ担当課長からご説明させていただきます

度以降施工する予定です。

ので、よろしくお願いします。

私からの報告は以上です。
〇（隅田委員長）

〇（片桐課長）

説明が了しました。

市除雪実施計画及び北見自治区除雪実施計画書につ

質疑のある方は発言願います。
〇（中崎委員）

それでは、私から平成27年度北見

きましてお手元の別冊資料に基づきご説明させてい

今上下水道局所管の工事の施工の

ただきます。

中止、延期等を報告いただいたのですが、やはり局

これまで北見市では、より安全な冬道づくりと快

として管理者がいないというのは非常に重たいと思

適な冬の暮らしを目指し、市民の皆様と力を合わせ

うのです。この工事については、市民の方々の裾野

ながら、道路除雪に取り組んでまいりました。平成

の広い事業でいろいろと期待されている部分もある

27年度におきましても同様に道路除雪に取り組んで
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まいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

策の（１）、除排雪対策概要として、全車出動回数、

申し上げます。

主な幹線道路などの運搬排雪延長及び全地域の融雪

それでは、別冊資料の北見市除雪実施計画をお開

対策など、また（２）、凍結路面対策概要ではビリ

き願います。平成27年度北見市除雪実施計画の１ペ

砂利散布箇所状況などを示しております。（３）の

ージ、Ⅰの北見市除雪概要といたしまして、１の除

市民広報活動等では、広報きたみを活用した取り組

雪計画担当課及び除雪実施方法、２の車道、歩道除

みなどを示しております。

雪計画延長は車道、歩道を合わせまして1,979.9キロ
メートルを予定しております。３、車道、歩道除雪

９ページには５の除雪連絡網を、10ページには６
の除雪指示体制図を記載しております。

車両体制は、各自治区の除雪計画に基づき直営車、

添付図面といたしまして、11ページに緊急除雪優

官貸車及び業者の車を合わせまして172台を予定し

先路線図、12ページには幹線除雪路線図、13ページ

ております。４の出動基準は、出動判断を統一し、

には市内生活道路区割り図、14、15ページには歩道

記載のとおりであります。

除雪路線図、16ページに郊外道路区割り図、17ペー

次に、平成27年度北見自治区除雪実施計画につい

ジには排雪計画路線図、18ページに雪堆積場位置図、

てご説明させていただきます。次のページの見出し、

19ページに緊急輸送路線図を添付しておりますの

北見自治区除雪実施計画書をお開き願います。１ペ

で、ごらんになっていただきたいと存じます。

ージ、１に実施計画の目的を、２に除雪路線の種類

以上で北見市除雪実施計画及び北見自治区除雪実

と除雪対応レベルごとに分類したものであります。

施計画書の説明を終わらせていただきます。

除雪路線を第１種除雪路線の幹線道路から第４種除

〇（福島課長）

雪路線の生活道路及び私道の４種類に分類したもの

治区、留辺蘂自治区の平成27年度の除雪計画につい

であります。

て説明をさせていただきます。

続きまして、端野自治区、常呂自

次に、２ページの３に除雪対応水準を、３ページ

３自治区の除雪計画の資料につきましては、北見

には４の平常時除雪から豪雪災害時除雪体制の基

自治区の次に端野、常呂、留辺蘂とそれぞれ見出し

準、降雪10センチから30センチと予想されるレベル

をつけております。平成27年度の除雪実施計画につ

Ⅰから積雪量が70センチ以上と見込まれるレベルⅣ

いては、３自治区ともに統一した実施計画としてい

までの除雪体制を示しております。

ることから、代表して端野自治区除雪実施計画書で

４ページの５に情報収集、６に除雪情報の伝達、

ご説明させていただきます。

７に除雪マニュアル、豪雪対策要綱を、５ページ、

端野自治区の除雪実施計画書の１ページをお開き

８の除雪センターには受託者が市の指示に基づき設

ください。除雪実施計画の概要でございますが、１、

置し、除雪作業に係る市との連絡調整及び市民から

目的、２、実施方法を載せてございます。実施方法

の要望など除雪に関する総括を行う目的で12月１日

につきましては、全路線の除雪を民間委託により実

から翌年３月31日まで開設することを記載しており

施し、除雪実施の全般の管理は建設課で行います。

ます。

なお、常呂自治区におきましては、直営による除雪

６ページには、平成27年度市道等除雪概要としま

と一部路線を民間委託により実施していきます。

して、１の（１）、車道除雪延長、（２）、歩道除

次に、２ページでございますが、３、平常時除雪

雪路線延長などを、７ページには２の除雪連絡体制

から豪雪災害時除雪体制の基準につきまして、各除

及び３の除雪協力機関などを記載しております。

雪レベルに応じた除雪基準、活動内容を設定してお

次に、８ページには４の除排雪対策、凍結路面対

ります。
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３ページから５ページは、市道除排雪計画の概要

なお、委員会資料２ページには被害箇所図を、10月

を記載しております。３ページ、１、除雪計画では、

１日から２日の暴風被害の倒木につきましては緑四

除雪延長及び凍結防止路線延長、除雪車両体制一覧

角、トタン剥離を緑星印にて、10月８日の台風23号

などを、４ページでは除雪出動基準及び指示体制等

被害の路面、路肩、のり面崩壊を赤丸、倒木を緑丸、

につきまして、また２として除排雪作業基準を５ペ

砂利道ガリ侵食をオレンジ丸、河川のり面崩壊を青

ージまで掲載しております。

丸、橋梁崩落を黒三角でお示ししておりますので、

６ページでは、３、除雪指示体制図を、７ページ

ごらんください。

から13ページには資料といたしまして緊急車道除雪
優先路線図を初めとする各種除雪路線図などを掲載

３ページには代表的な被害箇所状況写真を掲載し
ておりますので、ご参照いただきたく存じます。

しております。

以上で道路管理課所管の説明を終わらせていただ

以上が端野自治区分の除雪実施計画ですが、常呂

きます。

自治区、留辺蘂自治区の除雪実施計画につきまして

〇（中野課長）

もあわせてご確認をお願いします。

課が所管いたします被害状況につきまして委員会資

これで説明を了します。ご審議のほどよろしくお

料に基づきご説明させていただきます。

願いします。
〇（片桐課長）

引き続きまして、私から公園緑地

委員会資料４ページをお開き願います。まず、10月
それでは、私から10月１日から２

１日から２日の暴風による被害状況についてでござ

日の暴風及び台風23号による被害状況等について委

いますが、
公園ではかしわ公園、野付牛公園など19カ

員会資料に基づき説明させていただきます。

所の公園で52本の倒木被害が生じ、街路樹、緑地緑

委員会資料１ページをお開き願います。10月１日
から２日にかけて、観測史上１位の日最大瞬間風速

道では夕陽ケ丘通り、こいずみモールなど17路線
29カ所で32本の倒木被害がありました。

27.8メートルパーセックを記録した強風により、道

次に、10月８日の台風23号による被害状況につい

路への倒木63本、31路線34カ所でありました。また、

てでございますが、公園では常盤公園、とん田つく

大和Ｄ型倉庫のトタン２枚が剥離いたしました。こ

し公園など８カ所の公園で43本の倒木被害が生じ、

れらにつきましては、全て復旧済みであります。

街路樹、緑地緑道では双葉緑道、若葉緑地など４路

次に、１ページ中段をごらんください。10月８日

線６カ所で９本の倒木被害がありました。

の台風23号により観測史上３位の日降水量101.0ミ

なお、委員会資料５ページには10月１日から２日

リを記録した大雨により、道路の路肩、のり面崩壊

の暴風による公園の倒木被害箇所を緑色丸、街路樹、

が２路線、道路への倒木が44本、15路線16カ所、砂

緑地緑道を緑色三角で表示、10月８日の台風23号に

利道路のガリ侵食が18路線で12.9キロメートル、河

よる公園の倒木被害箇所を赤色丸、街路樹、緑地緑

川ではのり面崩壊が３河川、橋梁崩落が１橋ござい

道を赤色三角で表示しています。

ました。また、崩落した克服橋につきましては、北

また、６ページには公園及び街路樹、緑地緑道の

海道の事業でありますポンニコロ川河川改修事業に

代表的な被害箇所状況写真を掲載しておりますの

おいて克服橋のかけかえ工事が既に発注になってお

で、ご参照いただきたく存じます。

り、今年度中にかけかえが終了する予定になってお
ります。

行予算で対応させていただいておりますが、その他

なお、克服橋以外につきましては、現行の予算に
おいて復旧を行う予定になっております。

なお、緊急を要する倒木処理につきましては、現

の倒木処理につきましては既定予算を一時流用して
対応させていただき、今後補正予算の計上を進めて
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まいりたいと考えておりますので、よろしくお願い

トタウシナイ川ほか７河川において、大雨により河

いたします。

川ののり面などが崩壊する被害がありました。その

以上で公園緑地課所管の説明を終わらせていただ
きます。
〇（阿部課長）

ほかにも複数箇所で小規模の護岸崩壊、土砂堆積な
どの被害がありました。

私からは、市営住宅の被害状況に

つきましてご説明させていただきます。

委員会資料10ページには被害箇所を示しており、
10月１日から２日の暴風による倒木については緑色

委員会資料７ページから８ページでございます。

四角で、10月８日の台風23号による路面、路肩、の

10月２日の暴風の影響により、高栄団地の西陵２号

り面崩壊を赤丸で、倒木を緑丸で、砂利道のガリ侵

棟の屋根板金の一部が剥がれて巻き上がり破損した

食をオレンジ色で、河川のり面崩壊を青丸で示して

ほか、若葉団地の７―２―２及び７―２―４の２棟

おりますので、ごらんください。

で屋根軒先の一部が破損し、合計３棟の住宅が被害
を受けたものです。高栄団地の西陵２号棟につきま

委員会資料11ページには代表的な被害箇所状況の
写真を掲載しております。

しては、被害の拡大のおそれもあったことから、被
害当日直ちに屋根板金の剥がれて巻き上がった部分

なお、復旧につきましては、現行の予算内におい
て行う予定でございます。

を戻し、上部より固定し、応急措置の対応を行い、

私からは以上でございます。

現在復旧に向けた準備を進めており、また若葉団地

〇（本所課長）

の２棟につきましては既に復旧を終えております。

10月１日から２日の暴風及び台風23号による被害状

なお、これら復旧に係る経費につきましては、既定

況等について委員会資料に基づきご説明させていた

予算において対応することとしております。

だきます。

以上で説明を終わらせていただきます。よろしく

続きまして、常呂自治区における

委員会資料12ページをお開き願います。今月10月

ご審議のほどお願い申し上げます。

１日から２日にかけまして日最大瞬間風速28.3メー

〇（福島課長）

引き続きまして、端野自治区にお

トルパーセックとなった強風によりまして道路への

ける10月１日から２日の暴風の被害概要についてご

倒木15本、９路線９カ所に被害がありましたが、全

説明いたします。

て復旧済みでございます。

委員会資料９ページをお開きください。端野自治

次に、12ページ中段をごらんください。10月８日

区の被害状況ですが、気象庁観測データについては

の台風23号により観測史上１位となります日降水量

９ページ上段に記載しております。暴風の被害とい

144.5ミリメートルを記録した大雨により、道路の路

たしましては、倒木処理が端野町125号線ほか６路線

面、路肩、のり面崩壊が38路線、道路への倒木が11本、

で10本ありました。処理経費につきましては、現行

６路線６箇所、砂利道路のガリ侵食が24路線で4.2キ

の予算内において対応しております。

ロメートル、河川ではのり面崩壊が５河川でありま

また、10月８日の台風23号に伴う大雨の被害概要

した。早急に復旧しなければならない場所につきま

は中段から示しておりますが、気象データについて

しては応急対応しておりますが、現在通行どめにな

は同様に記載しております。道路においては、端野

っています６路線につきましては、いずれも迂回路

町99号線ほか３路線の道路路面、のり面等の崩壊、

がありますので、不便をおかけしてはおりますが、

その他路線においても砂利道のガリ侵食などによる

孤立している住宅はございません。この６路線を含

路面損傷等の被害がありました。河川につきまして

め全ての復旧につきましては補正予算が可決した後

は、緋牛内地区のポントペンピラウシナイ川及びキ

になると考えており、今年度末までの完成を見込ん
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でおります。また、市道常呂町参宮線ほか９カ所を

また、委員会資料18ページには代表的な被害箇所

国庫負担による公共土木施設災害復旧事業としての

状況写真を掲載しておりますので、あわせてご参照

申請へ向け事務を進めており、これらの復旧費用に

ください。

つきましては、金額が確定次第補正予算の計上に向

なお、サマッケサロマ沢川の復旧につきましては、

け事務作業を進めてまいりますので、よろしくお願

被害が大きいため国庫負担による公共土木施設災害

いいたします。

復旧事業として申請してまいりたく事務を進めてお

なお、委員会資料13ページ、14ページでは被害箇

り、復旧費用につきましても金額が確定次第補正予

所を示しており、10月１日から２日の暴風被害の倒

算の計上に向けまして事務を進めてまいりたいと考

木につきましては緑四角にて、10月８日の台風23号

えておりますので、よろしくお願いいたします。

被害の路面、路肩、のり面崩壊を赤丸、倒木を緑丸、

以上で留辺蘂自治区の補足説明を終わらせていた

砂利道のガリ侵食をオレンジ丸、河川のり面崩壊を

だきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

青丸でお示ししておりますので、ごらんください。

〇（隅田委員長）

また、15ページには代表的な被害箇所状況写真を

説明が了しました。

質疑のある方は発言願います。

掲載しておりますので、ご参照いただきたく存じま

〇（森部委員）

す。

ージ、除雪指示体制図というのがあります。そして

私からは以上でございます。
〇（菅原課長）

確認なのですけれども、まず10ペ

端野自治区の場合は端野の６ページ、常呂自治区も

それでは、引き続き留辺蘂自治区

留辺蘂自治区についてもこの除雪指示体制図という

における10月１日から２日の暴風の被害概要につい

のが添付されておりますけれども、この中の一連の

て説明いたします。

流れで一番下の事業係職員、除雪センターというと

留辺蘂自治区の被害状況ですが、委員会資料16ペ

ころのフロー図があります。そこに両方に矢印がつ

ージをお開きください。資料上段に風の状況を記載

いてパトロールとあります。わかりますか。端野自

しております。最大瞬間風速23.7メートルパーセッ

治区で見ると、パトロールとその下に除雪作業と入

クを記録しており、被害といたしまして倒木処理が

っているのです。常呂自治区も除雪作業と入ってい

温根湯林鉄線ほか３路線５本でございます。処理経

る。ただ、留辺蘂自治区はパトロールだけなのです。

費につきましては、現行の予算内において対応して

除雪作業が入っていないのです、そのフロー図を見

おります。

ると。

また、10月８日の台風23号に伴う大雨の被害概要

〔何事か呼ぶ者あり〕

ですが、委員会資料16ページ中段に記載しておりま

〇（森部委員）

す。留辺蘂地区の気象データでは、最大瞬間風速

入っている、入っていないということの意味合いを

22.0メートルパーセック、日降水量72.0ミリメート

確認させてください。

ルを記録しております。被害の状況ですが、丸山地

〇（隅田委員長）

区のサマッケサロマ沢川が大雨により河川ののり面

留辺蘂自治区と北見自治区。この

暫時休憩いたします。

午後

２時０３分

休

憩

午前

２時０４分

再

開

崩壊が３カ所ございます。
委員会資料17ページに被害箇所を表示しており、
10月１日から２日の暴風被害の倒木については緑四

〇（隅田委員長）

角で、10月８日の台風23号の河川被害を青丸で示し

す。

ております。

休憩前に引き続き会議を開きま

理事者の答弁を求めます。
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〇（福島課長）

先ほどの森部委員からの確認事項

特に公園、私どもかしわ公園が隣接にございまして、

についてですが、訂正になります。説明させていた

その隣が保育園ということで、迅速な対応をしてい

だきます。

ただいたことにまず感謝を申し上げたいと思いま

端野自治区除雪実施計画の６ページの除雪指示体

す。園庭に倒れかかるような状況だったので、大変

制図の下のほうになりますが、パトロールの下に記

心配されていましたので、ありがとうございました。

載しております除雪作業につきまして、これは誤り

これに関連して、公園の樹種というのでしょうか、

です。大変申しわけありませんが、削除をお願いし

ふさわしい樹種の選定というのはもちろんされてい

たいと思います。土木係職員と委託業者の矢印につ

ると思うのですけれども、これからの公園にはやは

きましては、パトロールのみの記載でした。大変申

り根張りのしっかりした樹種をぜひ植樹していただ

しわけございませんでした。常呂自治区につきまし

きたいという部分と、樹木が高く茂ることによって

ては、この記載のとおりでございます。こちらはパ

風を受けて、ますます揺れがひどくなって被害が発

トロールの下に除雪作業と書いてあるのは、常呂自

生するということはよくあることですので、公園内

治区におきましては直営車両がございますため除雪

における樹木の高さの制限とかといったことを今実

作業が残るということで、こちらは正しいというこ

際にされているのかどうかお尋ねいたします。

とになります。大変ご迷惑をおかけして申しわけあ

〇（片桐課長）

りませんでした。

思います。

〇（宮沢委員）

宮沢委員の質問にお答えしたいと

近年温暖化で雪の量も多くなって

近年雪が多くなってきている状況の中、宮沢委員

きていると思いますので、まちの中での排雪も含め

の言うとおり市所有の中で北見自治区ではロータリ

てやったほうがいいのではないかと思うわけなので

ー車１台を所有しております。あわせて業者持ち、

すけれども、ロータリー車が１台しかないというこ

それにつきましては現在４台保有確認されておりま

となので、そういう大型ロータリー車の増車も含め

す。通常市内の排雪作業時、当然市の所有車両だけ

て今後考えていく必要があるのではないかと思いま

では間に合いませんので業者のロータリー車も使い

す。

ながら排雪をしていっているところでございます。

それと排雪する雪捨て場の確保というか、たまっ

ただ、近年こういう大雪になりまして生活道路の排

てしまって隣近所の地域の人にも迷惑をかけたりし

雪も要望等がふえてきております。それに向けて除

て、あるいは途中で捨て場が変わったりしているわ

雪車の官貸車増車計画も含めて、車種の選定等も含

けなのですけれども、きちんとした計画みたいのを

めまして今後検討させていただきたいと思います。

つくったほうがいいと思うので、その辺についての

また、雪堆積場の計画なのですけれども、沢合委

答弁をお願いします。

員の質問とかぶってしまうのですが、現在図面には

〔「関連」と呼ぶ者あり〕
〇（沢合委員）

４カ所という形で掲載させていただいております。

資料の北見自治区の18ページ、４

現在新たな雪堆積場を模索している最中でございま

カ所の雪捨て場の絵図が示されておりますけれど

す。当然近年雪が多くなってきてございますので、

も、昨年の例であれば、初めは２カ所でそれから順

現在の箇所数では足りないということになりますの

次ふやしていったということですけれども、平成

で、現在新たな雪堆積場を模索して検討している最

27年度の場合は４カ所を同時に開設して進めていく

中でございます。

ことになっているのかお聞かせください。
〇（長南委員）

それから、沢合委員の質問なのですけれども、雪

暴風、台風の被害の関係ですが、

堆積場の開設時期なのですが、ことしも昨年と引き
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続きまして春光町と北上を最初にあけさせていただ

ということについては選定樹種としないという答弁

く計画になっております。川東と東相内につきまし

だったのかどうか、もう一回答弁をお願いします。

ては住宅地を抱えているということでございますの

〇（宮沢委員）

で、最初からそこをあけてしまいますと、近隣の住

街路樹でも物すごく大きくなっている木があって、

民の皆様に長期間のご不便をかけてしまうというこ

高さのことだけでいうとポプラの木なんかは10メー

とになりますので、やはり当初は余り支障のない春

トルも20メートルのものもあるわけです。そういう

光町と北上の箇所で始めさせていただきたいと思っ

木が倒木した場合には４車線が全部ストップになる

ております。

わけなので、無制限に伸ばすのか、ある程度高さを

以上でございます。
〇（中野課長）

街路樹の関係なのですけれども、

制限するのかも含めて今後どういう管理をしていく

ただいま長南委員から公園内の樹

のかということについて答弁をしていただきたいと

種の内容とか、高くなった樹木についての高さ制限

思います。

ということでご質問がありました。

〇（中崎委員）

公園の倒木の関係なのですが、６

今回の被害は強風による被害が結構ありまして、

ページの写真で夕陽ケ丘通り道路のニセアカシアに

樹木に関してもニセアカシアとか成長の早い木が根

ついて、これは根張りがいいとか悪いとかの問題で

づきが浅く、倒れる本数が多くありました。それと、

なく、この写真を見ると植樹ますそのものに問題が

桜についても樹木的に風に弱いものですから、倒木

あるのでないかという感じを受けてしようがないの

等が見られた状況にあります。今後については、こ

です。根が引っ張られて倒れているという絵ではな

ういう暴風も考慮しながら、植えつけるときには樹

く、完全に根がない状況で倒れております。やはり

種の選定にも気を使いながら進めてまいりたいと思

同じ樹種がずっと歩道上に展開されておりますの

っております。

で、この安全管理、植樹ますの見直しというのをき

あと、公園内の樹木の高さについてですが、樹木

ちんとかけたほうがいいのでないかと思うのです。

の高さは制限している状況にはないのですけれど

樹木の選定を行うと同時に、ここのところもきちん

も、維持管理の委託業者から毎年樹木の状況を報告

と判断されるべきだと思います。ほかのところでも

願い、枯損木というか、枯れている木などについて

根こそぎ倒れている写真が多く見受けられますの

は、それぞれ毎年少しずつながら調査いたしまして

で、本当に活着しているかどうかをきちんと検討し

処理させていただいている状況にあります。中には

てもらいたいと思います。

枝張りが広くて、住宅側にご迷惑をおかけしている

それと、留辺蘂自治区の建設課の16ページなので

場所もありますので、そういう場合には剪定などを

すが、聞き違いだったら申しわけありません。サマ

しながら、樹木の管理に努めているところでありま

ッケサロマ沢川に関して公共債を適用しながらやっ

す。

ていきたいという感じで聞こえたのですが、日雨量

以上であります。
〇（斎藤委員）

の関係でいっても80ミリ未満、１時間の最大降雨量

今公園緑地課長からご答弁があり

でも20ミリ未満と公共災害の認定基準から離れてい

ましたけれども、その中で公園に植える樹種につい

るのですが、その辺はどういう説明だったのかもう

て例えば桜はふさわしくないというニュアンスで受

一度お聞かせください。

けとめたのですけれども、私も上ところに近い地域

〇（菅原課長）

に住んでいるのですが、桜公園という市の立派な公

川の公共災害の認定基準なのですが、日雨量が80ミ

園もございます。桜は適切ではないと、今後植える

リ、それから時間雨量が20ミリ以上で公共災害の認
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中崎委員からのサマッケサロマ沢

定にはなるのですが、これはあくまでも道路の基準

響してくると思うのです。今ここで課長が答えるこ

であって、河川の場合には降水量に関係なく河岸高

との意味合いは私はわかってはいるけれども、現実

の２分の１以上の被災水位があれば公共災害として

的な答弁なのかどうかというのは疑問があるので、

申請できますので、今回はこの条項を適用して公共

そこをいま一度整理して答弁してもらいたい。

災害と考えております。

〇（隅田委員長）

以上です。
〇（中野課長）

暫時休憩いたします。

午後

２時２１分

休

憩

午後

２時２３分

再

開

斎藤委員から桜の樹種は適切でな

いという意味での答弁なのかということでありまし
たけれども、実は倒れた桜等についてはある程度枯

〇（隅田委員長）

損に近い桜が今回倒れているということで、公園や

す。

何かに植えるのに桜が適切でないという表現ではあ

休憩前に引き続き会議を開きま

理事者の答弁を求めます。

りません。公園などに多くの桜を植えていますし、

〇（佐藤部長）

森部委員の議事進行について私か

桜を植えることを否定してというか、そういう意味

らお答えさせていただきます。

合いではございません。公園には、今も植樹等で結

私どもの街路樹再整備計画、この間頭出しをさせ

構植えていますので、継続して桜については植えて

ていただきましたけれども、今言われた高さの問題

いきたいとは思っています。

とかさまざまな課題がございます。その課題につい

それと、宮沢委員から街路樹の巨木化、高く大き

ては、今後どうやって実施すべきかということは必

くなったものがたくさんあるということですが、こ

要なことと考えておりますので、その辺については

れにつきましては中崎委員からの根張りの問題、植

十分所管委員会に説明をしながら、今後どのような

樹ますの大きさの問題ともあわせて、街路樹の再整

ことで進めていけるのかどうかも含めてご説明した

備計画で高さについてもやはりある程度選定等につ

いと思っていますので、すぐそれが予算化されると

いて制限を設け、樹幹とか剪定の仕方とか高さにつ

かということでございませんので、ご理解のほどよ

いても管理基準をつくっていきたいと思っておりま

ろしくお願いいたします。

す。

〇（松本次長）

私からは、長南委員からの桜に対

あと、中崎委員からございました植樹ますが小さ

するご質問、それと斎藤委員からもご指摘がありま

くて根が張れない状況等もありますので、その辺も

した桜の公園の樹木について、ただいま担当課長か

街路樹再整備の中で一つの問題点として調査し、研

ら答弁させていただきましたけれども、混乱を招く

究してまいりたいと思っております。

というか、誤解を招くような答弁があったので訂正

以上でございます。

させていただきたいのですが、桜の木が風に対して

〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
〇（森部委員）

弱く、公園の樹木に対して不適切だということでは

今中野課長から街路樹だとか木の

なくて、課長の説明の中では一部枯損している桜の

関係の高さ制限の云々という答弁をもらったけれど

木が今回の台風によって被害があって倒れたという

も、現状として街路樹の選定基準だとか高さ制限の

ことですので、公園の樹木につきましては桜の木が

基準だとかというのはないわけです。これを今課長

不適切ということではないということを改めて答弁

がそのように答えてしまうと、来年度の予算編成に

させていただきたいと思います。よろしくお願いし

選定基準から高さ制限の基準から、枝張りだとか高

ます。

い木を切っていくだとかという予算に私は大きく影

〇（隅田委員長）
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ほかにございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
〇（隅田委員長）

します。開通日同日の午前９時10分から十勝オホー

なければ、以上で報告２件を了

します。

ツク自動車道訓子府インターチェンジをスタート、
ゴールとした本線上を会場としており、参加人数が

暫時休憩いたします。
午後

２時２６分

359人となっております。
休

憩

次に、委員会資料20ページをお開き願います。
（２）、開通区間位置図等といたしまして、北海道

午後
〇（隅田委員長）

２時２６分

再

開

の高規格幹線道路網、事業区間全体図など北海道開

休憩前に引き続き会議を開きま

す。

発局報道発表資料の抜粋した内容を掲載させていた
だいておりますので、ご参照をいただきたく存じま

それでは、引き続き十勝オホーツク自動車道につ

す。

いてを議題といたします。

以上で私からの説明を終わらせていただきます。

理事者の説明を求めます。
〇（佐藤部長）

〇（隅田委員長）

お疲れさまでございます。次に、

説明が了しました。

質疑のある方は発言願います。

十勝オホーツク自動車道について、北海道開発局よ

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

り訓子府インターチェンジから北見西インターチェ

〇（隅田委員長）

ンジ間の開通予定日時が11月８日午後３時に開通す

らの報告を了します。

るとの公表がされましたことから、詳細内容をご報

なければ、以上で都市建設部か

暫時休憩いたします。

告させていただくものでございます。

午後

２時２９分

休

憩

午後

２時３０分

再

開

詳しい内容については担当課長からご説明させて
いただきますので、よろしくお願いいたします。
〇（津嘉田課長）

それでは、私からお手元の委員

会資料に基づきご説明させていただきます。

〇（隅田委員長）

休憩前に引き続き会議を開きま

す。

委員会資料19ページをお開き願います。３、十勝
オホーツク自動車道についてでございますが、
（１）、概要といたしましては、平成27年10月16日、
国土交通省北海道開発局より、十勝オホーツク自動
車道訓子府インターチェンジから北見西インターチ
ェンジが平成27年11月８日日曜日午後３時に開通す
ることが公表され、開通に先立ち開通式が午前10時
30分から訓子府町公民館において、通り初め式が午
前11時50分から十勝オホーツク自動車道訓子府イン
ターチェンジ付近の本線上において開催されること
となりました。また、開通式及び通り初め式の式典
にあわせて訓子府町、北見市、北海道横断自動車道
北見地区早期建設促進期成会で構成する十勝オホー
ツク自動車道訓子府北見間開通記念事業実行委員会
が十勝オホーツク自動車道開通記念ウオークを開催
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以上で本日の委員会を終了いたします。
どうもご苦労さまでした。
午後

２時３０分

閉

議

