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午前９時５９分 開会 

○川上委員長 皆さんおはようございます。 

 ただいまから、地域防災・自然災害に関する

調査特別委員会の第３回目の会議を始めたいと

思います。 

 前回は、第２回目昨年の１２月１３日に行っ

ておりますけれども、コロナの関係で、長引い

たことを大変失礼をお詫び申し上げます。前回

の委員会の中では、今後の進め方といたしまし

て、砂防事業、北海道がやっている砂防事業を

中心に調査を進めていきたいというご要望ござ

いました。また、久根別川のゲリラ豪雨の対応

や久根別川の拡張への早期の要望などを道に

行っていきたいという、ご意見がございまし

て、今回は、北海道が今進めている七飯町内で

の砂防事業の状況、進捗状況、今後の予定につ

きまして、経済部長と土木課長を説明員として

出席をいただきまして、説明を受けていきたい

というふうに思っております。経済部長と土木

課長の本日のご出席誠にありがとうございま

す。よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速でございますけれども経済部

のほうから説明を受けていきたいと思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

 土木課長。 

○佐々木土木課長 では、地域防災・自然災害

に関する調査特別委員会要求資料ということで

の要求資料項目が軍川、藤城川、水無沢川、蒜

沢川、事業計画の概要、進捗状況、今後の予定

に関する資料ということでお配りしております

要求資料の一番上から４つですね。こちらが通

常砂防事業の北海道事業ということになりま

す。２点目の久根別川改修事業の今後の予定に

関する資料ということで付箋の付いています６

枚目久根別川というところの資料になります。

通常砂防事業の軍川のほうから資料に沿って御

説明いたします。この付箋が付いている軍川と

いう資料をごらんください。 

 計画概要といたしましては、軍川通常砂防事

業は、人家、災害時要援護者関連施設などを保

全対象とし、土砂災害からこれら保全対象を守

ることを目的とした砂防事業（遊砂池２基、渓

流保全工３，５００メートルの整備を行うもの

である。遊砂池Ｎ＝２基、渓流保全工Ｌ＝３，

５００メートル、測量設計一式、用地補償一

式。工事の必要性といたしましては、土砂災害

から地域住民の生命、財産、公共施設などを守

るため、砂防施設の整備を行う。Ｈ１９年７月

の豪雨により、流域内が荒廃して、次期出水に

対して下流域に土砂流失が懸念される。遊砂池

や渓流保全工の整備を行い、人家、災害時要援

護者関連施設などを土砂災害から守ることを目

的とする。保全対象といたしましては、七飯町

大沼町地区人家６９戸、災害時要援護者関連施

設1か所、道道１．７キロのうち橋梁が２基ござ

います。鉄道が０．６キロメートル。工事の進

捗状況といたしましては、平成２４年度から測

量設計と渓流保全工を行っております。令和元

年度まで工事を行っておりまして、令和２年度

が通常砂防事業といたしましては最終年となっ

ております。今年度聞いているところによりま

すと、渓流保全工や遊水地に関しましては、遊

水地の土砂溜め、コンクリートを打つのですけ

どそちらの地盤が悪くて、こちらの方にちょっ

と費用がかかるということで他の砂防授業から

お金を回さなければならない可能性が出てきま

して、もしかしたら、藤城川、蒜沢川、水無沢

川のほうの費用はちょっと軍川のほうに入れる

かもしれないということで北海道から伺ってお

ります。 

 続きまして、藤城川説明したいと思います。

計画概要といたしましては、藤城川通常通常砂

防事業は、人家、要配慮者利用施設などを保全

対象としましては、土砂災害からこれら保全対

象を守ることを目的とした砂防施設（砂防えん

堤１基、渓流保全工３，１００メートル）の整

備を行うものである。砂防えん堤Ｎ＝１基、渓

流保全工Ｌ＝３，１００メートル、補償工事一

式、測量設計費一式、用地補償費一式。工事の

必要性といたしましては、同社災害から地域住

民の生命、財産、公共施設などを守るため、砂

防設備の整備を行う。Ｈ１９年７月、Ｈ２２年

９月の豪雨により、流域内が荒廃し、次期出水

に対して、下流域に土砂流出が懸念される。砂
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防えん堤や渓流保全工の整備を行い、人家、災

害時要援護者施設などを土砂災害から守ること

を目的とする。 

 保全対象といたしましては、七飯町藤城、紙

藤城地区、人家４４戸、藤城小学校、藤城公民

館、藤城保育園、デイサービスな奈、脳幹治療

院、国道０．４キロメートル、耕地３１．１ヘ

クタール、橋梁１１基。工事の進捗状況といた

しましては、平成２４年度から測量設計が入り

まして、今年度は用地補償、主に函館新道側道

から藤城小学校の間までの用地補償を行う予定

でございます。 

 続きまして、水無沢川。こちらの計画概要と

いたしましては、水無沢川通常砂防事業は、人

家や国道などを保全対象とし、土砂災害からこ

れらの保全対象を守ることを目的とした砂防施

設（砂防えん堤工１基、床固工１基、渓流保全

工１，０１０メートル）の整備を行うものであ

る。砂防えん堤Ｎ＝１基、床固工Ｎ＝１基、渓

流保全工Ｌ＝１，０１０メートル、測量設計一

式、用地補償一式。工事の必要性といたしまし

ては、平成１９年７月、平成２２年９月の豪雨

により流域内が荒廃し、次期出水に対して下流

域に土砂流出が懸念される。 

砂防えん堤や渓流保全工の整備を行い、人家

などを土砂災害から守るため、砂防設備の整備

を行う。保全対象といたしましては、七飯町上

藤城、桜町地区人家１１０戸、事業所９か所、

国道５号１６０メートル。こちらは第１次緊急

輸送ということで指定をされております。工事

の進捗状況といたしましては、令和元年度測量

設計を行っております。こちらは平成３０年に

事業を認可いたしまして、令和元年度から事業

化された事業となります。 

 今後の予定といたしましては、書いていると

おりですね、砂防えん堤、床固工、床固工は令

和５年度以降になります。用地補償令和３年度

で、今年度は測量設計ということになってござ

います。 

 続きまして、蒜沢川側の説明になります。計

画概要といたしましては、蒜沢川通常砂防事業

は、函館市桔梗町、七飯町大川地区の人家など

を保全対象とし、土砂災害からこれら保全対象

を守ることを目的とした砂防施設（渓流保全

工、山腹工、既設えん堤改良、流木捕捉工）の

整備を行うものである。渓流保全工Ｌ＝３，９

００メートル、山腹工Ｌ＝４９０メートル、既

設えん堤改良Ｎ＝２基、流木捕捉工Ｎ＝１基、

測量設計一式、用地補償一式となっておりま

す。工事の必要性といたしましては、平成９

年、１０年、１８年、１９年に浸水、山腹崩

壊、渓岸崩壊、土砂流失・体積による被害が発

生。これまでに発生した土砂災害や今後の豪雨

による土砂災害を防止することにより、地域住

民の生命、財産、公共施設などを守るため、砂

防設備の整備を行う。保全対象といたしまして

は、函館市桔梗町、七飯町大川地区人家２２３

戸、町内会館1戸、国道５号、こちらも避難路と

なっておりまして、そちらが０．１キロメート

ル、町道が２．５キロメートル、橋梁２基（国

道１、町道１）となっております。こちらの工

事の進捗状況といたしましては、この前に別の

事業を入れているのですが、砂防事業といたし

ましては、平成２４年度から渓流保全工、測

量、用地補償を行っております。令和２年度に

関しましては、遊水池、渓流保全工の中の遊水

池ですね。それが３工区に分けて施工を行って

おりまして、今年は一応最終年になる予定と

なっております。測量設計が令和２年度、用地

補償も令和２年度ということになります。これ

が、付いている図面がですね、国道、函館新道

側道から山側になります。２年ほど前に町道認

定した橋梁のすぐ上になりますが、こちらが民

間施設のための橋梁が掛かっておりまして、そ

のすぐ脇の渓流保全工の着手となっておりま

す。 

 次がですね、久根別川広域河川改修事業のご

説明をいたします。計画概要は、久根別川は河

口から上流１５．２キロメートルの区間、支川

蒜沢川は久根別川合流点から上流３．６キロの

区間について、堤防の新設や河道の掘削によ

り、河積の拡大を行うものである。計画流量Ｑ

＝６００㎥／ｓ、支川Ｑ＝６０㎥／ｓ。計画延

長といたしましては、Ｌ＝１８．８キロメート
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ル、築堤工がＬ＝３３，１５０メートル、掘削

工がＬ＝１８，８００メートル、附帯工事とい

たしまして、道路橋、ＪＲ橋がございます。測

量設計一式と用地補償が一式となります。 

 工事の必要性は、久根別川は日本海に注ぐ２

級河川で、昭和５６年８月、昭和６１年９月、

平成３年１０月の洪水により家屋浸水など多大

な被害が発生した。 

 Ｈ４年から当該計画区間（久根別川Ｌ＝１

５．２キロメートル、支川蒜沢川Ｌ＝３．６キ

ロメートル）の河川改修事業に着手。堤防の新

設や河道の掘削による河積の拡大を行い、函館

市西桔梗地区、北斗市久根別地区、七飯町豊田

地区などの市街地及び農地の浸水被害を防止す

る。 

 被害実績といたしましては、先ほどお話しし

たとおり、昭和５６年８月浸水被害、浸水面積

４ヘクタール、家屋２０戸、昭和６１年９月の

浸水被害は浸水面積２ヘクタール、家屋３戸、

平成３年１０月は浸水面積１，２２０アールで

家屋１２６戸。工事の進捗状況といたしまして

は、平成４年から平成３１年度まで築堤工、掘

削、附帯、測量設計、用地補償となっておりま

す。令和２年度は舗装工、ちょっと図面で見づ

らいのですけれども、上の地図の中に赤字で掘

削工、舗装工と書いているところが今年度の施

工区間となります。 

説明については以上となります。本日現地調

査していただく箇所になりますが、資料といた

しましては５地区ついておりますが、本日は３

地区の現地調査をしたいと思います。軍川につ

きましては、上流部の山田地先にある橋梁。あ

と、田崎さんって、城岱道路の下の交差点部を

見ていただきます。久根別川につきましては、

峠下公民館の奥に、佐川さんという家があるの

ですが、そちらがですね用地補償等を今行って

おりまして、令和２年度１年度で終わるという

ところを見ていただきます。ラッキーピエロ地

先になりますが、こちらがですね、町道の久根

別３号橋というものを仮設されておりますけれ

どもそちらの橋梁がですね、北海道の方から補

償いただいて、受託事業ということで町が橋梁

の掛け替えを行います。そちらの補正に関しま

しては、９月議会で補正を上げたいと思ってお

りまして、３，０００万円弱程度の設計費、令

和２年度、３年度で橋梁の工場製作あと用地補

償ですね。令和４年度に下部向上架け替えを行

いたいと思っております。今はまだ設計終わっ

ていないので概算になりますが、３億円前後程

度、北海道から１００パーセント保障費をいた

だいて、町が受託事業で発注を行うということ

になっております。そちらの現場を見ていただ

きまして、そのあと、藤城川通常砂防事業、函

館新道上流側に、元役場の土場がございまし

て、そちらの方で遊水地作っておりますので

ちょっと草が生えてなかなかイメージが付かな

いかもしれないのですけどそちらを見ていただ

いて、函館市の側道から渓流保全工を見ていた

だいて役場に戻りたいと思っております。説明

については以上です。 

○川上委員長 はい、ありがとうございまし

た。 

 今、土木課長のほうから説明ありましたとお

り現場はですね、まだ今年の工事の分につきま

しては、まだ動いておりませんので、今まで完

成した工事を現地視察ということで見てまいり

たいと思います。これからの現地の視察に行き

ますけれども、視察に先立って今の時点で課長

のほうに何か聞きたいこととかございましたら

受けたいと思います。基本的には、戻ってから

ですね、皆さんのほうから質疑を受けていきた

いと思いますけれども現地調査に入ってよろし

いでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

○川上委員長 それでは、ただいまから現地の

調査のほうに移っていきたいと思います。車２

台で、エスティマとハイエースございますの

で、それぞれ２台で分乗して現地のほう行きた

いと思います。それでは軍川のほうから見てい

きたいと思いますので、資料をお持ちになっ

て、車の方にお乗りいただきたいと思います。

お願いいたします。 

 暫時休憩いたします。 

午前１０時１５分 休憩 
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────────────── 

午前１１時５６分 再開 

○川上委員長 それでは再開いたします。現地

調査のほう大変御苦労さまでございました。ま

今日は土木課のほうから砂防事業あるいは河川

改修事業についての今までの取り組み方につい

て説明を受けてきて、そのあと、現地調査をし

たわけでございますけれども、資料説明、現地

調査について何か質疑といいますか、聞きたい

こととか、皆さんのほうからございますでしょ

うか。 

 若山委員。 

○若山委員 はい、ここの５つの事業を説明い

ただきましたけれども、これ予算規模とか何と

かというのは、大体１億だとか１０億だとか、

１００億だとか、その辺の数字は分かるでしょ

うか。 

○川上委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 北海道事業になっています

ので、予算のほうがちょっと伺っておりませ

ん。 

○川上委員長 若山委員。 

○若山委員 この事業が道の事業だということ

なのですけれども、こちらのほうで何か要望し

たとか、何かそういうような働きかけをした事

業のようなものはあるのですか。何もしなくて

も道のほうで計画立ててくれたということでよ

ろしいですか。 

○川上委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 各河川ですね、やはり災害

ですとか、どこか崩れているようですとかって

いうものが起きている箇所になりますので、そ

れぞれの河川について町の方から平成４年に久

根別川溢れているとかで改修して欲しいですと

か、それぞれの河川で平成１９年に藤城川とか

水無沢川とかで災害復旧的なものがあり、町の

方でも災害をやった箇所もありますし、その下

流部について２級河川に指定していただきまし

て、河川の改修事業ですとか、その補助事業の

メニューによってですね、砂防をやりたくて砂

防を選んでいるわけではないと思います。通常

砂防事業というのが扱いやすい補助事業で、現

場にマッチした事業ということで通常砂防事業

というものを選んで、事業を行っているものと

思われます。河川改修の場合ですと、全断面２

級河川であれば北海道が２級という形で行うの

ですけども、砂防の場合ですね、普通河川の断

面が、施設がありますと。施設自体は普通河川

なのですが、その外側に砂防指定というものを

かけまして、その外で砂防事業を行っていく。 

 その中で、もしその施設自体がだめなのであ

れば、その共同的な施設兼用護岸っていうので

すけれども、北海道と七飯町で兼用で使いま

しょうと、所有権は北海道が持ちます。新規で

やる場合、その兼用護岸というもので北海道が

事業を行います。基本的には砂防ですので外側

に砂防指定をかけて砂防指定地とした上で、そ

こで堤防盛るとか、洪水対策を行うとか、そう

いう事業を入れていきます。砂防の場合、やっ

たりやらなかったり、この場所をやって、他の

場所でやらないって場所もありますので、一応

内容的には町の方、もしくは特別委員会ですと

かという要望をもとに、北海道の方で事業化し

て、事業を行っているということでございま

す。以上です。 

○川上委員長 ほかにございますか。 

 基本的にこの砂防事業については、今私たち

がいる委員会ですね、地域防災・自然災害に関

する特別委員会のほうで、通常であれば振興局

のほうと北海道庁の方の建設部の方に、毎年整

備促進という形で要望をお願いしながら、委員

会で進めているところだったのですけども。今

後の進め方といたしましては、要望の関係、そ

れをどういうふうに進めていくかっていう、コ

ロナの関係もありますしね。その進め方につい

て皆さんと協議したいと思っておりますけど

も。 

 ほかに資料要求とか、何か皆さんのほうから

ございますでしょうか。 

 中島委員。 

○中島委員 資料要求するものはないのですけ

れども、ただ今現地のほう拝見させていただき

まして、我々ちょっと一瞬見てもなかなか理解

しづらいところがあるのですけれども。令和２
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年度のこの表を見ましても、令和２年度も相当

な工事がかかることに計画されておりますけれ

ども、果たしてこのコロナ禍で北海道財政も非

常にひっ迫してきています。その中で果たして

財源がこちらに回ってくるのか回ってこないの

か、非常に心配なのです。というのは、この工

事は、砂防改良工事は全般的に遅れているので

すよ。申請からすごく時間がかかっていて、そ

して遅れている工事でもありまして。その中で

このコロナ禍が出てきて、さらに財政がひっ迫

している中で果たして例年通りこうきちんと今

年度の予算について執行されるのか、されない

のかがその辺が非常に心配なのですけれども、

その辺は行政としてどのように考えているのか

伺いたいと思いますし、今委員長からも話があ

りましたようにそれをするためにも、道のほう

にきちんとしたお願いをしに行くとか、そうい

うような形も必要になってくるのかなというよ

うな気がするのですけれども、その辺をちょっ

とお伺いしたいと思います。 

○川上委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 予算のほうについては当初

の交付申請、今年は１０億円でこれをやりた

いっていうものに対して、すべてが内示とし

て、お金が付いているわけではないので。一応

今、道路事業とか、うちも事業やっていますけ

れども、そちらで言われているのは通常でいう

補正予算案というもの、途中で９月ですとか、

国会で補正予算というものを組んで、それで足

りなかった事業にふるのですけれども、その事

業はコロナ禍の関係で、もしかしたらないかも

しれない、あったとしても少ないだろうと。一

般に言われていますのが、令和３年度につきま

して、令和２年度当初ほど予算がつかないので

はないかっていう風にも言われています。た

だ、財務省側で、どういう措置をしてくるか、

景気対策として工事関係、国土交通省関係の予

算ですとか、農水省関係の予算というものを全

くつけないというわけにも多分経済対策として

はいかないと思うのですね。どちらについても

ある程度の配分をしなければならない、でもコ

ロナ対策もしなければならないという中で今後

情報が、おそらく９月、１０月、１１月あたり

でだいたい国の方から情報もおりてくると思い

ますので、そちらのほう分かり次第、皆様のほ

うにお知らせしたいと思っております。以上で

す。 

○川上委員長 他にございますか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

○川上委員長 それでは、先ほど言いましたけ

れども、通常であれば、振興局のほうと道庁の

ほうの要望ということで。次回は、要望の関係

について皆さんと協議していきたいというふう

に思っています。 

 その時点でまた、道のほうの砂防事業の今年

の予定が分かるところがあれば、中止になるの

か、それとも予定通りいくのかというのを、あ

とで土木課長のほうから北海道のほうに聞いて

いただいて、できればその時に、次回にもう１

回資料として提出させていただきたいと思いま

す。 

それでは、次回の日程でございますけれど

も、委員長、副委員長と事務局で決定して皆さ

んにお知らせするということでよろしいでしょ

うか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

○川上委員長 では、そのとおりさせていただ

きたいと思います。それでは、本日の委員会こ

れで終了といたします。 

 どうもご苦労様でございました。 

午後０時４分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


