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地域防災・自然災害に関する調査特別委員会（第５回） 
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午前１０時００分 開会 

○川上委員長 おはようございます。 

 ただ今から地域防災・自然災害に関する調査特

別委員会の第５回目の会議を始めたいと思いま

す。 

 畑中委員より遅参する旨の届出がありました。

また、澤出委員より本日の会議を欠席する届出が

ございましたので、ご報告いたします。 

 それでは、前回に引き続きまして、今回は振興

局あるいは北海道庁へ提出する要望書の案が出来

てまいりましたので、その案について皆さんでご

協議していただきたいと思います。 

 また、本日経済部長と土木課長を説明員として

呼んでおりますけれども、後ほど出席する予定と

なっておりますので、皆様にお伝えいたします。 

 要望書の案について事務局より読み上げていた

だきたいと思います。 

○関口議会事務局長 それでは読み上げさせてい

ただきます。 

 要旨。秋涼爽快の候、貴職におかれましては、

ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 併せて、七飯町内の道道及び二級河川の維持管

理並びに事業の推進に多大なるご理解とご協力を

賜り、心より感謝申し上げます。 

 さて、七飯町は、北海道の中でも最も古い歴史

を誇る函館市のベッドタウンの町として発展し、

人口約２万８千人を数える道内で２番目の町であ

ります、 

 近年、ゲリラ豪雨と称される異常気象により、

町内を流れる河川がたびたび氾濫し、住宅の浸水

や道路・農地の冠水、交通が遮断するなど大きな

被害を受けております。 

 平成２４年７月には、大沼がラムサール条約湿

地に登録され、同年１１月には北海道縦貫自動車

道が大沼公園インターまで開通し、さらに平成２

８年３月２６日には北海道新幹線が開業し、七飯

町は大きな転換期を迎えております。 

 つきましては、七飯町の振興発展を図る上で、

別記事項に係る防災・災害対策は極めて重要な施

策と考えておりますので、特段のご配慮を賜りま

すよう要望いたします 

 令和２年何月何日、亀田郡七飯町 町長 中宮

安一、亀田郡七飯町議会 議長 木下敏、亀田郡

七飯町議会 地域防災・自然災害に関する調査特

別委員会 委員長 川上弘一。 

 次のページに入ります。 

 久根別川広域河川改修事業の整備促進につい

て。七飯町の大沼トンネルから南地区を縦断する

久根別川水系の久根別川本川は、二級河川である

蒜沢川、湯出川、鳴川、水無沢川、藤城川のほ

か、準用河川の湯出川及び普通河川の蒜沢川、大

川、水無沢川、藤城川など、町内中部及び南部の

全ての河川が流入する七飯町の重要な河川であり

ます。 

 近年では、平成１９年と平成２２年の集中豪雨

により、久根別川本川の中流部をはじめ、湯出

川、水無沢川及び藤城川などにおいて、洪水によ

る家屋の浸水、農地の冠水など多大な被害を受け

ております。 

 久根別川については、北海道のご尽力により、

平成４年度から広域河川改修事業に着手され、令

和１７年度完了を目指して堤防の新設及び河道の

掘削などが進められておりますが、前述のとお

り、町内中部及び南部全ての河川が流入する重要

な河川であることや近年被害が発生していること

から、広域河川改修事業の円滑な事業促進及び早

期完成は重要な課題であります。 

 平成１９年度に作成した久根別川ハザードマッ

プでは、現河川が大雨等により堤防が決壊し氾濫

した場合には、七飯町の豊田地区全域が浸水し、

他の地域においても久根別川の沿川を中心に浸水

するなど、住宅及び農地等に多大な被害が発生す

るものと予想されています。 

 つきましては、道の財政状況が厳しいことは承

知しておりますが、災害のない又は災害に強い、

安全で安心なまちづくりが七飯町における重要課

題であることから、久根別川広域河川改修事業の

円滑な事業促進及び早期完成のため、さらなるご

尽力を賜りますよう切に要望いたします。 

 次２本目になります。藤城川砂防事業の整備促

進について。 

 藤城川は、七飯町藤城地区の市街地を流れ、二

級河川久根別川に流入する二級河川及び普通河川

であります。 
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 近年では、平成１９年と平成２２年の集中豪雨

時に、上流からの土砂流出による反乱で家屋の浸

水、農地の冠水など多大な被害を受けておりま

す。 

 このことから、平成２２年度に北海道のご尽力

により藤城川砂防事業の認可を受け、これまでに

砂防指定地の指定や各種調査及び自然保護団体と

の協議などが行われ、今年度は用地補償や昨年度

に引き続き遊砂地の工事が進められているところ

であります。 

 藤城川は、前述のとおり、近年の集中豪雨によ

り家屋浸水等が頻発しており、地域住民の人命と

財産を土砂災害から守るため、藤城川砂防事業に

よる早急な整備が必要不可欠であります。 

 つきましては、道の財政状況が厳しいことは承

知しておりますが、災害のない又は災害に強い、

安全で安心なまちづくりが七飯町における重要課

題であることから、藤城川砂防事業の円滑な事業

促進及び早期完成のため、さらなるご尽力を賜り

ますよう切に要望いたします。 

 次３本目になります。軍川砂防事業の整備促進

について。 

 軍川は、七飯町の大沼地区を流れ、折戸川水系

大沼湖に流入する二級河川及び普通河川でありま

す。 

 近年では、平成１９年、平成２２年、平成２４

年の集中豪雨時に、上流からの土砂流出による氾

濫で農地や道道大沼公園鹿部線及び道道大沼公園

線が冠水するなど多大な被害を受けております。 

 このことから、平成２１年度に北海道のご尽力

により軍川砂防事業の認可を受け、これまで砂防

指定地の指定、用地補償及び関係機関等と協議が

行われ、平成２５年度からは１号遊砂地に着工

し、渓流保全工に引き続き今年度は２号遊砂地完

成を目指して工事が進められています。 

 日本新三景の大沼国定公園には、年間約二百万

人もの観光客が訪れるとともに、平成２４年７月

にはラムサール条約湿地に大沼が登録され、ま

た、平成２８年３月には北海道新幹線が開業する

など、今後観光客入込数の増加が期待されており

ます。 

 つきましては、道の財政状況が厳しいことは承

知しておりますが、災害のない又は災害に強い、

安全で安心なまちづくりが七飯町における重要課

題であることから、軍川砂防事業の円滑な事業促

進及び早期完成のため、さらなるご尽力を賜りま

すよう切に要望いたします。 

 次４本目になります。水無川砂防事業の整備促

進について。 

 水無沢川は、七飯町の桜町地区及び上藤城地区

の市街地を流れ、二級河川久根別川に流入する二

級河川及び普通河川であります。 

 水無沢川は土石流危険渓流に選定され、土石流

が発生した際は、道南地方の大動脈である函館新

道を直撃し、物流や観光など町内外に極めて大き

な影響を与えるものと想定されます。 

 また、近年では、平成１９年度と平成２２年の

集中豪雨時に上流からの土砂流出による氾濫で農

地の冠水など多大な被害を受けております。 

 このことから、平成３０年度に北海道のご尽力

により水無沢川砂防事業の認可を受け、現在は測

量設計業務が進められているところであります。 

 水無沢川は、前述のとおり、近年の集中豪雨に

より家屋浸水等が頻発しており、地域住民の人命

と財産を土砂災害から守るため、水無沢川砂防事

業による早急な整備が必要不可欠であります。 

 つきましては、道の財政状況が厳しいことは承

知しておりますが、災害のない又は災害に強い、

安全で安心なまちづくりが七飯町における重要課

題であることから、水無沢川砂防事業の円滑な事

業促進及び早期完成のため、さらなるご尽力を賜

りますよう切に要望いたします。 

 次５本目になります。蒜沢川砂防事業の整備促

進について。 

 蒜沢川は、七飯町と函館市の行政界を流れ、二

級河川久根別川に流入する二級河川であります。 

 近年では、平成１９年と平成２２年の集中豪雨

時に上流からの土砂流出による氾濫で農地の冠水

など多大な被害を受けております。 

 このことから、平成１１年に事業着手され、平

成１４年に建設着手されてから現在に至ります。

これまでは測量設計業務、用地補償、渓流保全工

が着手され現在は遊水地の建設に着手されており

ます。  
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 蒜沢川は、前述のとおり、近年の集中豪雨によ

り家屋浸水等が頻発しており、地域住民の人命と

財産を土砂災害から守るため、蒜沢川砂防事業に

よる早急な整備が必要不可欠であります。 

 つきましては、道の財政状況が厳しいことは承

知しておりますが、災害のない又は災害に強い、

安全で安心なまちづくりが七飯町における重要課

題であることから、蒜沢川砂防事業の円滑な事業

促進及び早期完成のため、さらなるご尽力を賜り

ますよう切に要望いたします。 

 訪問者名簿です。訪問者は記載のとおりでござ

います。 

 以上です。 

○川上委員長 ありがとうございました。 

 ただ今、経済部長と土木課長がお見えになりま

したので、よろしくお願いいたします。 

 今、事務局のほうで一通り要望書案につきまし

て読み上げましたけれど、何か気付いた点等がご

ざいましたら受けていきたいと思いますけれど

も、どなたかございませんか。 

 若山委員。 

○若山委員 こういう要望書を見るのが初めてと

いうか、実際にやるのは初めてなので確認したい

のですけれども。これ、平成２９年の要望書と内

容的に一字一句までとは言わないけども、ほぼ同

じなのですけれども、こういう要望書というのは

体系を変えずに毎年のように同じような内容で出

すことが重要だということなのでしょうか。中身

に入る前に、まず体裁について。要旨について

も、他のあれについても、水無沢川の新規着工が

整備促進になっているのと、着工している内容を

着工してほしいというのとの変更くらいで、あと

は、ほぼ同じ内容なのですけれども、作成する事

務の煩雑もあると思うのですけれども、こういう

のって形式的に同じ内容で出すというようなもの

だというふうに考えてよろしいのでしょうか。そ

の辺の捉え方をまず内容に入る前に教えてくださ

い。 

○川上委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 基本的にはあまり変えないで

同じ理念を持って強く何度も要望していくという

形を取っております。中身については、着手項目

ですとか、遊砂地がどうのこうの、渓流保全工が

どうのこうのという内容だけ今やっているもの

に、実際に即した形で要望内容を変えますけれ

ど。基本的にはあまり変えないで何度も何度も同

じ要望をして、要望の回数とかというのも大切に

なってきますので、基本的には変えないというこ

とになっております。 

 以上です。 

○川上委員長 よろしいですか。 

 若山委員。 

○若山委員 そういうことであれば同じ文言、挨

拶の文言から同じだということで、それについて

は可としますけれども。要旨のところでは、ゲリ

ラ豪雨という表現を使っているのですけれども、

整備促進事業の中身の一つ一つの川のあれについ

ては、集中豪雨というか、過去の豪雨なので、ゲ

リラ豪雨なのか、集中豪雨なのか、その言い方な

のかもしれないですけれども、ゲリラ豪雨と集中

豪雨とのあれとの使い方のちょっとした差とハ

ザードマップってこれ最新版って平成１９年度で

よろしいのですかね。久根別川のところに入って

いるやつで、１９年度のやつではこうだけども、

最新版ってもっと新しかったような感じがするの

ですけれども、そこのところですね。 

 大沼の観光客２００万人とかというのは、これ

今でもあれなのですかね。ちょっと今日資料持っ

てきていないので、大丈夫かなというあれです

ね。軍川の砂防事業のあれで書いているやつです

ね。それと、一番最後の蒜沢川のところで、真ん

中あたりのところで、現在は遊水地というふうに

書かれているのですけれども、以前貰った資料で

蒜沢のあれを見ると、Ｒ２年のところは遊砂池と

いうのですか、そういうあれになっているのです

けれど、この表現でいいのかどうかを教えてくだ

さい。 

 以上です。 

○川上委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 ハザード自体は、平成１９年

に２００年に一度の雨を想定したハザードマッ

プ、久根別川を２００年の一回の雨が降った場合

にどのような水の動きをして破堤するかと。堤防

を壊したらどうなるかという浸水想定で作ってお
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ります。そちらは、平成３０年か令和元年か

ちょっと詳細は忘れましたけれども、そちらは千

年の一度の雨ということで国のほうの河川法で変

わっておりますので、それに即した形でハザード

マップ自体は改定しております。 

 ゲリラ豪雨と集中豪雨の差ですけれども、要旨

のほうではゲリラ豪雨という形で集中豪雨をたく

さん集めたのがゲリラ豪雨という形を取って、

ちょっとリップサービス的な表現にはなるかもし

れませんけれども、ゲリラ豪雨というほうが強い

表現かなということでゲリラ豪雨という表現をし

ております。 

 大沼の２００万人に関しては、昨年の入込数を

確認して２００万人という数字を使っておりま

す。蒜沢川の遊砂地という水池ですけれど、北海

道の事業に合わせて遊水池、当時は遊砂地をやっ

ておりましたけれど、今は遊水池を施工中という

ことで、遊水池という表現に変えております。 

 以上です。 

○川上委員長 若山委員よろしいでしょうか。 

 若山委員。 

○若山委員 大体内容はわかりました。僕の知ら

ない世界のあれです。ただ、大沼の観光地からの

今後観光客入込数の増加が期待されておりますと

かというのは、こう書かざるを得ないでしょうけ

ど、なかなか厳しい表現だなというような印象が

あります。頑張って増やしていかなければいけな

いなということで、あれしたいなと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 経済部長。 

○青山経済部長 今、大沼の観光ということで、

２００万人ということで、違う案件の要望もござ

いますけれども、北海道のほうに対しましては、

大沼のほうにつきましては、現実には数字を言う

と２００万を切る形になりますけれども、表現的

に約２００万というふうな表示をさせていただ

き、要望を行っているということで、同一の要望

であります北海道に対して要望しますので、同じ

ような文言で使わせていただいているということ

でご理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかに、要望書について。 

 中島委員。 

○中島委員 要望書ということで、何回か今まで

経験ありますけれども、今若山委員のほうからも

ありましたけれども、文言的には大体いつも同じ

ということで。課長のお話では、基本的には変え

ないのだよと、いつものとおりでいきますという

ようなことですけれども。私は、やはりせっかく

の要望ですから、この問題については相当やはり

時間がかかっていますし、そういうことで具体的

な対策内容と言いますか、そういうものを記載し

てもどうなのかなと、いいのではないかなと。

もっと具体的にあげて、事業別に具体的な例をあ

げて要望するというような形にしたほうがもっと

インパクトがあるのかなと。毎年同じような文言

で、ただ流されている感じがしますので、せっか

く旅費かけて行っていくわけですから、もっと内

容の濃いインパクトのある内容にはできないもの

なのだろうかと。基本的には変えないというそう

いう体制はどうかなと私は思うのですよ。時代は

進んでいるわけですから、もっともっと近代的な

といいますか、内容の濃い積極性のあるという

か、お願いしがいのある文言に僕はもっともっと

直していく必要があるのかという気がいたしま

す。 

 それと、この文言を見ましても、全部の事業に

出てきますけれども、予算の問題。財政が非常に

厳しいからということで、その中でお願いします

ということになっておりますけれども、これも前

から私も申し上げておりますけれども、各事業が

非常に遅れている、遅くなってきている、時間が

かかっていると。そういうことで、もっとスピー

ド感をもってやっていただきたいのだというよう

なことも触れるべきではないのかなというような

気がするのですよ。いつまでたっても同じような

ことですと、なんか、ちょこちょこちょこちょこ

やるわけであって、何か次やっているうちにまた

次のやったところがおかしくなってしまうという

ような、そういうような感じも受けておりますの

で。確かに財政的には、北海道は七飯町だけでは

ないですから、全部ですから、大変厳しいという

か、順番というのもあると思いますけれども、

もっともっと地元としてはスピード感をもって
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やっていただきたいなというような感じを受ける

のですよ。その辺をもっともっとアピールできな

いのかなというような気がするのですけれども、

その辺お聞きしたいと思いますけれども。 

○川上委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 要望内容につきましては、北

海道のほうで基本設計をあげた段階で、設計から

施工、その設計内容にあったような形で七飯町の

ほうも要望書をあげていくという形になっており

ます。 

 最初の段階で、事業も同じ河川なのですけれど

も、河川法に基づいた河川系の補助を使うか、題

名にも出ていますけれども、砂防事業という形で

すね。何故砂防事業というものを入れているのか

というものに対しましては、砂防事業のほうが国

の内示率が高いと。予算も取りやすいということ

で砂防事業という形で事業のほうは進めておりま

す。 

 河川と砂防の差もありまして、中身が変わるも

のですから、要望内容も事業に合わせて要望して

いるということになっております。最初に事業化

される水無沢川は、今回事業化されておりますの

で、整備促進。着手ではなく整備促進という内容

にしていますけれども、こちらにつきましても、

道で出した基本設計から大きく外れたような内容

でいくと、また設計し直ししなければならない

と。河川を上から下までトータルでものを考え

て、北海道のほうも設計のほうをあげて、コンサ

ルのほうもそれで設計があがってきている。とい

うことを北海道のほうも了承して事業に着手して

いるということですので、あまり設計内容とかけ

離れたようなものを要望するというのもいかがな

ものかなということになります。 

 スピード感なのですけれども、こちらは、北海

道のほうは要望はしているのですけれども、なか

なか内示がされないと。うちの道路事業でも２

割、３割しか予算ついてきませんので、国のほう

は災害ですとか、地震、津波、風、台風という災

害に対して毎年金額増えていっていますので、な

かなか補助事業に対して内示が少ない、という中

で、色々頑張っていただいて、それに対して町も

要望していくという形を取っておりますので。ス

ピード感というのも入れたいところなのですけれ

ども、北海道としてはスピード感をもってやりた

いのだけれども、なかなか国の内示、お金が来な

いというのが現状でございますので、ご理解願い

たいと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 ほかに。横田委員。 

○横田委員 この久根別川のやつですけれど、前

にいただいた資料を見ると、久根別川広域河川改

修事業というやつのところを見ると、工事の必要

性、重要性というのは、昭和５６年の８月とか、

昭和６１年の９月、平成３年の１０月の洪水によ

り家屋浸水などの多大な被害が発生したと。平成

４年から当該計画に事業に着手したというふうに

なっているのだけれども、こことこの文章という

のはちょっと合わないのではないのかなと思うの

だよね。 

 ここでは、１９年とか２２年とか入っているけ

ど、前にいただいた資料にはそこのところが全然

抜けているのだけれどもこれどうなのかなという

ことを教えていただきたいということと、もう１

点は、各要望書の中に災害のない又は災害に強い

安全で安心なまちづくりが七飯町における重要課

題であるからと。災害のない又は災害に強いって

どっちなのかなというのがわからないので、そこ

の書き方というのがもっとあるのかなと思って、

そこのところをお聞きしたいと思います。 

 それから、最初の主旨ということで、最初の、

さて七飯町は北海道の中でも最も古い歴史を誇る

函館市のベッドタウンの町としてと。僕の記憶で

は函館市が最も歴史のあるというのではなく、も

ともと松前藩があって、倭人が入ってきたのが上

ノ国だとかいうのがあるので、その辺どうなのか

なと思ったので、そういう書き方が良いのかとい

うことと。やはり、七飯町は普段町長が農業と観

光のまちですよと言っているのだから、それを売

りにしていかないとまずいのではないかなと思っ

て、ここのところちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

 以上です。 

○川上委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 表現がちょっと違うという内
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容でございますけれども、こちらも最新の雨に対

してハザードマップとか設定しておりますので、

それで平成１９年というものを前面に出して、要

望書というものを作成しております。 

 要旨のほうなのですけれども、こちらも一番最

初の頃から大体そんなに変わらずこの要旨で要望

のほうをあげておりましたので、あまり大きく変

えないほうがいいのかなということで同じような

表現を使わせていただいております。 

 また、歴史が古いというのは、開港から始まっ

ているのか、その辺の表現なのか、要旨のほうも

北海道のほうと相談しながら、当初のほうも作っ

ておりましたので、この形で出来ればいきたいな

と思っております。 

 災害のないというのが理想なのですけれども、

なかなかそうもいかないというのが現状でござい

ますので、なるべく確率年、先ほど言いました２

００年に一度、千年に一度という雨に対して工事

の施工をしていく。災害に強いものを作っていた

だきたいという。ちょっと、無いと強いがどうだ

というところはあるかと思いますけれど、無いを

理想としながら強いものを作っていただきたいと

いうことで書かせていただいております。 

 以上です。 

○川上委員長 横田委員。 

○横田委員 ないものねだりみたいなことで、も

う少し工夫した言い方があるのではないかと思っ

たのですよね。それから、今の久根別川のやつで

すけれど、事業期間とか見ていると、途中で変更

が２回かかっていて、平成２３年と平成３０年に

かかっていてやっているよというのがあるのだか

ら、何でここだけ平成１９年のところでの豪雨ば

かり強く謳う必要があったのかなというのが

ちょっと。もともとの流れでこういってきて、

今、変更、変更がかかってこうなって、こういう

ふうにしてほしいというような言い方のほうがい

いのではないかなというふうに思ったので。変え

たくないというのであれば、変えなくてもいいの

かもしれないけれど。ただそれっていうのは結

局、北海道のどの町村もみんな災害に遭っている

ところばかりなのだから、七飯町だけが遭ってい

るわけではないのでね、そこのところやっぱり横

並びの中でうちだけたくさん取るというわけにい

くあれではないのでね。よそよりは少ないという

ことでは困るよねということだと思うのだよね。 

 そこのところをやっぱりきちっと出したほうが

いいのかなということと、趣旨だって今までそう

いう書き方だったと言うけれど、普段我々何か質

問すると町長は、農業と観光のまちだよと言って

いるのと、だからこそ大沼地域の軍川でも何でも

そういうものを作ってもらって、観光に影響のな

いようにしてちょうだいよと言うのであればわか

るけど、そういうところがないというのが寂しい

ような気がするのですよね。だから、変えたくな

いという気持ちはわかりますけど、変えたくな

いって、いつも同じもの出してくるのかいという

のがいいのかというのがどうなのよと。七飯町、

色々と今の時代に合って今回良くなりましたねと

いったほうがいいのではないかなと僕は思うので

すけれど、最後にそこだけお願いします。 

○川上委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 平成１９年を前に出している

というのはですね、北海道のほうが国に対して事

業認可を取るときに平成１９年の雨をもとに、一

番ひどかった、それに対して事業をやって見直し

ていきたいということで使っておりますので、平

成１９年というものを前出しにして。国のほうに

もこういう要望があがっているのでということ

で、たまに、出してくださいというときがあるの

ですよね。中身が道の要望、事業認可と町の要望

が中身違うとちょっといずいということで、ここ

は同じ数字を使わせていただいております。 

 要旨に関しましてですけれども、こちらは、さ

て、のところからは変えてもいいのかなと思いま

すので、ここちょっと変えても…。 

○川上委員長 変えるのであれば皆さんに了解を

もらって変えていきたいと思います。 

 今、暫時休憩してその時間内でできますか。 

○佐々木土木課長 はい。 

○川上委員長 では、４５分まで休憩いたしま

す。 

午前１０時３５分 休憩 

────────────── 

午前１０時４６分 再開 
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○川上委員長 休憩前に戻りまして再開いたしま

す。 

 今訂正されたところですけれども、要旨の上か

ら７行目になりますけれども、函館市のベッドタ

ウンのまちとして発展し、そのあとに、農業と観

光を基幹産業とする人口約２万８千人を数える道

内で２番目のまちであります。農業と観光を基幹

産業とするという字句をプラスいたしましたけれ

ど、この字句をプラスしてよろしいでしょうか。 

 よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

○川上委員長 農業と観光を基幹産業とするとい

う字句を増やします。 

 ほかに、要望書に対するご意見。 

 中島委員。 

○中島委員 一点だけお願いいたします。 

 最後の訪問者名簿なのですけれども、今回は、

陳情は正副委員長だけ行くと思いますけれども。

訪問者となりますと、上から町長と木下議長と川

上委員長と長谷川副委員長と４人でありますけれ

ども、我々委員の、横田委員以下ここは切り離し

て委員名簿という形にしたほうがいいのかなと思

うのですけれど。 

我々行かないわけですから、行く人の名前を書

いていただいて、あと行かない人は委員名簿とい

う形に直していただければいいのかなという気が

しますけれど。 

○川上委員長 今中島委員のほうからご発言ござ

いましたけれど、そういう取扱いでよろしいで

しょうか。前回の委員会で、道庁とかに行く場合

は、少人数で要望に行くという中身で、委員会か

らは委員長と副委員長が代表して行けばよろしい

のではないかというご意見いただいておりますの

で、ここの訪問者名簿につきましては、今中島委

員がおっしゃられましたとおり、訪問する人は段

をずらして、あとは委員会の委員の名簿という形

で直してもらいたいというご意見でしたけれど

も、皆さんそのご意見でよろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

○川上委員長 そのように訂正させていただきま

す。 

 ほかにございますか。 

 若山委員。 

○若山委員 ２点ほど。 

 今、要旨のところで直されたところで読んでい

て思ったのですけれども、観光が基幹産業かどう

かというのはちょっと疑問のところがありますけ

れども、まあ良しとして。道内で２番目のまちで

ありますというのが、何が２番目なのかがこの文

章だけではちょっとよくわからないのかなと思っ

て。人口がその前にあるので、あれなのかなと思

うのですけれど。文章ずっと続いているので、何

が２番目なのかよくわからないですけれど、

ちょっとおかしくないのかなという個人的な感想

と。それと、蒜沢川砂防の整備促進の一番最後の

ところで、集中豪雨という文言が２か所あって、

１か所目は１９年と２０年の集中豪雨なのだけれ

ども、近年の集中豪雨とかなっているのだけれど

も、表のほうでは近年ゲリラ豪雨となっていて、

この辺の整合性はさっきも聞いたのだけれども、

集中豪雨の統一でいいのですかねというところを

再度確認したいなと思います。 

 以上です。 

○川上委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 ２番目のというところは、ま

ちとしての人口ということです。北海道で人口１

位は音更町、４万５千人程度だったと思いますけ

れど。二番目は七飯町で２万８千人前後の人口と

いうことで。人口で２番目ということで、道内で

２番目のまちでありますという表現をさせていた

だいております。 

 ゲリラ豪雨と集中豪雨につきましては、エリア

的に北海道、道南圏ですとか、七飯町ですとか、

というものに対してゲリラ豪雨という要旨のほう

では表現をさせていただいて、中身につきまして

は、蒜沢川に対しての集中豪雨、地域に対して。

各路線の中身では集中豪雨という表現をさせてい

ただいております。 

 以上です。 

○川上委員長 若山委員。 

○若山委員 すいません。この文章を読むと、道

内で２番目のまちというのが人口だとみんなすぐ

わかるかなと思ってあれだったのですけれども。

大丈夫でしょうかね。前もそうなのだけれども、



－ 9 －

道内で何が２番目なのかなと思わないかなと

ちょっと思ったのがあるのですけれども。大丈夫

でしょうかね。大丈夫だと言われたら、そうかな

と思うだけですけれども。 

 以上です。 

○川上委員長 土木課長。 

○佐々木土木課長 毎回出させていただいている

ので、中身的にはわかると思いますけれども。文

章的にも、人口２万８千人を数える道内で２番目

のまちという表現をさせていただいておりますの

で、こちらで問題ないのかなと思っております。 

 以上です。 

○川上委員長 よろしいですか。ほかにございま

すか。 

（「なし」と呼ぶ声あり） 

○川上委員長 なしの声がございました。 

 次に、この要望書の提出方法につきましてでご

ざいますけれども、今要望書が固まりましたの

で、提出するということになりますと、渡島総合

振興局と北海道庁の２か所になるわけでございま

すけれども、提出方法につきましては、北海道の

ほうと、また、理事者側のほうとこの委員会のほ

うでちょっと協議させていただきたいと思いま

す。 

 それで、直接持って提出するのか、あるいは書

面を郵送して提出するのかということになります

けれど、遅くとも１１月の中頃までには、予算の

関係上、提出していかなければならない事案です

ございますので、提出方法につきましては、先ほ

ど言いましたように三者で協議させていただきま

して、事後報告になると思いますけれど、次回の

委員会のほうでどういう提出をしたのかを報告さ

せていただきたいと思いますけれども、そういう

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 ありがとうございます。 

 それでは、今日の事案につきましては全て終わ

りまして、次回の委員会の日程につきましてです

が、正副委員長と事務局で日程調整させていただ

いてよろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ声あり） 

○川上委員長 ありがとうございます。 

 それではそのようにさせていただいて、後日皆

様のほうに日程が決まり次第連絡させていただき

ます。 

 それでは本日の委員会は、これで終わらせてい

ただきます。 

 ご苦労様でした。 

午前１０時５４分 閉会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


