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○議長（山須田清一君）：次に４番、太田君。 

○議員（太田宏司君）：おはようございます。 

私の方から質問通告書に従いまして２項目、暴風

雪被害への対応と除雪について質問をいたします。 

近年、地球温暖化の影響と思われる異常気象によ

る災害が多発しています。４日の道新に世界気象機

関が今年の世界の年平均気温が観測史上最高になる

可能性が高い。地球の気候が変わり年を追うごとに

極端な気象や人間への悪影響へのおそれが増してい

るとの指摘が掲載されていました。 

また、今月に入り３日から４日にかけ発達した低

気圧の影響で日本海側を中心に暴風雪に見舞われた

り、名寄市では２４時間降雪量が７３センチメート

ルに達するなど極端な気象になっています。６日か

ら７日には日本海側から四国にかけて１２月初旬と

して珍しい大雪に見舞われ、車が立ち往生するなど

交通が乱れ、路上で凍死者が出るなどしています。

９月の定例会の一般質問で集中豪雨による災害につ

いて質問をいたしましたが、これから冬期間へ向け

て当村でも暴風雪による災害が心配されます。暴風

雪などによる災害の被害防止と高齢化社会における

除雪体制について質問をいたします。昨年は１月と

３月に宗谷管内において国道、道道が猛吹雪によっ

て通行止めになっています。また、道東では発達し

た低気圧の影響で暴風雪となり車が相次いで立ち往

生するなどして８人の方が死亡しています。これか

ら冬期間、当然猿払村においても地吹雪などで視界

がなくなり路外逸脱して身動きが取れなくなるケー

スや吹き溜まりによる交通障害が発生し道路上で動

けなくなる場合が予想されます。 

１点目の質問です。冬期間、村内における異常気

象時に地吹雪などで視界がなくなり路外逸脱して身

動きが取れなくなるケースや吹き溜まりによる交通

障害が発生し道路上で車が動けなくなる場合が予想

されますが、国道、道道、村道の通行規制はどのよ

うな判断の基なされ、どのような対応がなされるか

質問をいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の太田議員の御質問

にお答えをいたします。国道、道道の通行規制はパ

トロールなどにより現地状況の確認を行うとともに、

気象状況などを勘案し吹雪で視界が悪く除雪車の運

行もできなくなると判断した時に事故などによる放

棄車両のため除雪が困難となる時などケースはさま

ざまでございますが、除雪委託業者と道路管理者が

相談をして通行規制をかけるものとなっております。

また、村道におきましても幹線道路、いわゆる国道、

道道ですが、この幹線道路の除雪状況と通行規制の

情報を基に村道としても判断をしております。以上

です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：村道については村の管理で

すから村の方に当然情報交換はあると思うんですけ

れども、国道、道道に関しての村との情報交換。そ

の辺はどのようになっているか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口豊君）：ただ今の御質問ですけれ

ども、国道、道道につきましては、先ほど村長が答

弁したように委託業者と管理者である国、道との協

議の基、通行止めの相談がなされ、最終的に通行規

制という判断がなされた時には、猿払村の方に何時

から国道については止めます。道道につきましても

何時から止めますということで私達のところに情報

が入ってまいります。それに伴い私達の方では、Ｉ

Ｐ告知などを通じて住民の皆さまに通知をしている

ところでございます。また、国道、道道につきまし

て、そういうふうな情報が入りますと、私達の村道

につきましても、なかなか幹線を使いながら移動を

して除雪をするということもありまして、なかなか

除雪が難しくなりますので、その中で私達も村道に

つきましても、その中で判断させていただいて通行

止めの形をとらせていただいております。以上でご

ざいます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：異常気象、吹雪が予想され

る場合外出を控える。これが一番被害に遭わない方

法かと思いますが、国道あるいは道道を通過してい

る車両が猿払村で異常気象に遭う場合も予想される

わけです。通行止めや視界不良で立ち往生し車内で

待機している。昨年は湧別町で車外へ出て避難する
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途中凍死した事例。車内で一酸化炭素中毒した事例

があります。車内で吹雪が止むのを待つ場合はエン

ジンを掛けて暖をとらなければならず一酸化炭素中

毒の危険もあるわけです。 

２点目の質問になります。通行規制時、避難施設

への誘導、避難者への対応はどのようになされるの

か質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。道の駅は緊急時の

避難場所として現在位置付けをしております。当然

吹雪の時などは受け入れをしております。また、過

去には浜猿払交流センターも避難場所として開放し

ておりましたが利用しないまま道路が開通したと聞

いております。国道におきましては、通行止めにな

りますとゲートの前には除雪委託業者が張り付きま

すので、担当者の誘導指示に従い避難を現在はして

いただいている状況でございます。また、道の駅に

は数には限りがございますけれども災害用の防災グ

ッズを用意しておりますので安心して御利用してい

ただきたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：今、答弁をいただきました

道の駅を避難施設にしている。浜猿の交流センター

を避難場所にしている。昨年の湧別町なんですけど

も道路上で立ち往生という状況になりました。地吹

雪で吹き溜まりができて、そこに車が何十台も立ち

往生してしまって、そのあと避難施設に避難してい

ただくのにかなりの手間取った状況になったと聞い

ております。当村も当然、道の駅、浜猿払を交わし

た時点でそういうような状況になる可能性もあるわ

けなんですけども。そのゲートを閉める前ですね。

ゲートを閉める前に行った車両の確認とかというの

はどのようになさるのでしょう。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口豊君）：ただ今の御質問ですけど

も、ゲートを閉める前の話しと確認しています。そ

れでゲートを閉める前には、国道におきましては道

路パトロール車が全部中を見まして、中に居ります

自家用車などは一斉排除をしてゲートの外に出しま

す。その後中にいないかどうかのさらなる確認をし

てゲートを閉め道路の規制をかけているということ

で開発さんの方に確認を取っておりますので御報告

いたします。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：ゲートを閉めた後ですね。

確認するということなんですけれども。当然地吹雪、

道が塞がっています。そこに車が入っている、それ

を確認する。Ｕターンして戻ってこれればいいんで

すけでも、戻ってこれない場合もありますね。当然

車の放置とかの問題も出てくると思うんですけども。

そうすると道路が本当に止まってしまって、その後

の道路を開通されるというのは大変な作業になるん

ではないかなと思うんですけども。次の質問にも携

わってくるんですけども。そういうような状態で道

路が駄目になってしまった。猛吹雪になった時に猿

払村に住んでいて不安の一つとして病院の問題があ

ります。猿払村は一次医療圏、高度の医療、治療を

要する患者は救急車で稚内へ搬送されるわけです。

今のような例えば状況になった場合にですね。 

３点目の質問になりますが、猛吹雪等の異常気象

時の緊急車両への対応はどのようになるのか質問い

たします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。過去におきまして

も国道、道道の通行止め時に急病人が発生し本村か

ら稚内市の病院へ搬送したことが過去にはございま

す。救急要請があった場合には国道は稚内開発建設

部が。道道は稚内建設管理部と役場建設課、総務課、

消防署猿払支署が相互に連絡調整を取りまして、除

雪車先導で救急車により急患を搬送するための連絡

体制が現在は構築されております。冬期間の道路交

通状況につきましては、冬を迎える前に各関係機関

が会議を招集して各関係機関で情報を共有すること

としておりますので、緊急時の連絡体制がきちっと

対応されている状況でございます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：きちっと対応されていると

いうことなんですけども。先ほど言いました湧別町
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の事例を出しましたけれども。車が入った後に吹き

溜まりになると。それこそ除雪が大変なことになる

と思うんですよね。だから早めの情報、村道に関し

てもそうなんですけども、お互いに早めの情報を共

有しあってですね、緊急車両がいつでも通行できる

ような体制にしていただければと思います。 

次の質問に入ります。これから高齢化が進んでい

く猿払村で安心して住み続けられる町を実現するた

めには、除雪施策の充実は欠かせないと思います。

猿払村は比較的住宅密集地が少なく、雪の堆雪場所

も確保しやすく他町村に比べ恵まれた環境にあると

は思っています。しかし、冬期間の除雪は、この村

で歳を取ってから住み続けていく上で不安の一つと

思っています。高齢になるにつれ除雪の負担は重く

なっていくわけです。大雪などの時は若い方でも大

変な除雪。高齢者になればかなりの負担と思います。

隣近所の助け合いで解決できれば一番いいことと思

いますが、なかなか人の手で近所の高齢者の除雪の

お手伝いは大変と思います。近年、除雪機、ショベ

ル等、個人で所有している方が多数居られます。 

質問です。自治会等がコーディネートし、高齢で

除雪に支障をきたしている高齢世帯に、除雪範囲を

玄関から道路まで自宅の除雪にあわせて朝一回実施

するなどの方法を取れるように自治会への補助を検

討することはできないか質問いたします。あわせて

屋根の雪下しに困難をきたす世帯への補助の考えも

お尋ねいたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：議員おっしゃるとおり１２

月に入りましてから連日の降雪により、既に除雪車

も出動するなど住民の皆さま方におかれましても

日々の除雪に大変苦慮されていることとお察しいた

します。 

それでは、ただ今の御質問にお答えをさせていた

だきたいと思います。まず最初に今の現状の除雪作

業、支援体制について若干の説明をさせていただき

たいと思いますけれども。現在は高齢者福祉除雪支

援の対象は、高齢、又は身体上の理由などにより自

力で除雪することが困難な世帯で、かつ親族、又は

近傍者などからの援助を得ることができない世帯と

しております。具体的には６５歳以上の高齢夫婦世

帯。独居世帯。あるいは障害者の独居世帯などの

方々で、基本的に非課税世帯を対象とし、民生委員、

各地区消防団員など等からの意見を参考として支援

を要する世帯の選定をしております。こうした中か

ら昨年も拓心中学校と社会福祉協議会のボランティ

アによる除雪や季節労働者支援除雪、消防支署生活

安全係による定期的な巡回や除雪作業などの見守り

を実施し、鬼志別を除く各地域におきましては、地

域の方々や消防団員による支援により高齢者世帯の

冬の安全対策に取り組んでいただいております。昨

年度、同様の御質問が補正予算審議委員会でなされ

た際にも私は答弁を申し上げましたが、高齢独居で

あっても御身内が近隣にいらっしゃる方だとか、一

定の収入のある方につきましては、それぞれで御対

応いただくことを前提に今年度も消防支署生活安全

係と地域包括支援センターが連携会議を実施してお

り、各地区消防団員の見守り対象世帯、これつきま

しては約３９世帯ございますけれども、そこを選定

して各地区民生委員と協議をしながら除雪支援体制

を整えております。このほか新年度から稼動させた

いと考えております新たな有償ボランティアの試験

的運用を社会福祉協議会と連携をしながら一部今冬

の除雪支援にも活用していきたいというふうに今準

備を進めている最中でございます。 

また、御質問の高齢者世帯への補助につきまして

は、行政へのお考えを問われますと、ただ今御答弁

申し上げたとおり最低限の支援を継続してまいりま

すけれども、基本的には地域で弱者を支える構造と

いうのが今の自治体、村、地域に真に求められてい

る現状ではないかというふうに考えております。私

が村長に就任をさせていただいて１年が経過しまし

たけれども、何度も申し上げておりますとおり、私

は誰にでもやさしいまちづくりの実現に行政だけが

やさしければいいというものではないというふうに

考えております。どうか議員個人にはなりませんけ

れども、どうか議員皆さま方におかれましても、地

域住民の皆さま方におかれましても、隣近所に目を

向け協力できることはないかということを今一度見

つめ直していただくことが必要であるかと考えてお
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ります。改めて皆さま方に御協力をお願いを申し上

げたいというふうに考えております。 

また、自治会等への補助等につきましては、自治

会長会議等、まちづくり懇談会等もありますので、

その中でちょっと検討させていただきたいというふ

うに考えております。以上です。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：今村長に答弁いただきまし

た。高齢の方々、隣近所で支える。地域で支えてい

くと、私も同じような考えなんですけども。ただ、

やっぱり支えきるといってもなかなか自分の体調、

隣近所の人の年齢層の問題とかいろいろな問題があ

ると思います。先ほど村長の方から有償ボランティ

アのような考え方もあるというような答弁をいただ

きましたんで、是非ですね、何らかの補助なり与え

てですね、地域が支えやすいように、周りの人が支

えやすいようなそのような体制を作っていただけれ

ばと思います。 

夜間、早朝の除雪は通勤や通学の足を確保するた

め大変な作業だと思っています。業者の方々にとっ

ても大変な作業だろうと思っていますが、広い地域

を時間内に回らなければならない大変さも承知する

ところです。現在の除雪。かなり良く除雪されてい

るとは思っています。しかし、特に湿り雪の重い雪

の時期に除雪車のブレードで盛り上げていく雪は重

く時間を置くと硬さも増します。高齢の方々が処理

するのは大変だと思います。冬期間の引きこもりも

心配されるところですし、通所介護やショートの送

迎の車を玄関の前に着けるのも無理があり安全にも

支障をきたすのではと心配いたします。 

質問です。道路除雪に住宅前に置かれた間口除雪

の対応をどのように考えるのか質問いたします。 

○議長（山須田清一君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君）：ただ今の御質問にお答えを

させていただきたいと思います。この御質問につき

ましても先ほどの答弁と若干重複するかと思います

けれども、一応原則として国道、道道の除雪におき

ましては車道を削った雪が住宅の前に置かれること

は私も十分承知しております。現実私の前も置いて

いきます。現状としては、それぞれのお宅で除雪を

していただかなければならないという状況になって

おります。今回、まちづくり懇談会の中で、その除

雪関係のこともいろいろ意見交換をさせていただき

ましたけれども、一部の自治会では高齢者住宅の除

排雪を御近所の方々が行っているですとか、消防の

分団員がいろいろ把握をしながらやっていただいて

いるという地域もあります。議員が見られてこられ

た地域につきましても、行政が行うものばかりでは

なくて、御近所同士が助け合える地域づくりができ

ないかということだと思います。先ほどの答弁にも

なりますけども引き続きですね、行政でできること

はきちっとやっていき、援助できるところは拡大を

しながら検討していきたいというふうに思います。

この場を借りて改めてですね、村民皆さま方の、地

域住民の皆さま方にそういう支え合いの体制を取っ

ていただけるような共助の心を持っていただきたい

というふうに思います。改めて皆さま方の御協力を

お願いしたいというふうに考えております。以上で

す。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：私の前に同僚議員が質問を

していました。これからたぶんここも人口も減って

いくんでしょう。高齢化も進んでいくんだと思いま

す。その中で住み続けたい町。住みやすい町。細か

い気配りを行政、また、除雪を請け負っておられる

業者の方々にもできることならお願いしたいなと思

います。 

最後、ちょっと再質問になるかと思います。除雪

の方々、早朝あるいは夜間、異常気象時への対応は

大変だと思います。そうした中、当然除雪車両に対

し燃料を供給しなくてはならないわけですが、本村

の２軒のスタンドが閉店いたしました。２軒とも今

まで除雪車両への燃料の供給をしていたと認識して

いますが、今後の体制は大丈夫なのかどうか質問い

たします。 

○議長（山須田清一君）：山口建設課長。 

○建設課長（山口豊君）：ただ今の御質問にお答え

させていただきます。２軒のガソリンスタンドが現

在休んでいるというか営業しておりません。私の方

で冬の除雪の油については心配いたしまして、その
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２軒で入れていた除雪委託業者に対して先日聞き取

りをいたしましたところ、１社は別の村内のスタン

ドから入れさせていただく。もう１社は今のところ

稚内から運んできて対応しているということで、今

冬は何とか乗り切れるのではないかという話しを伺

っておりますので、その点は私の方も安心しており

ますので御報告させていただきます。以上でござい

ます。 

○議長（山須田清一君）：太田君。 

○議員（太田宏司君）：１社は地元業者がやる。も

う１社は稚内の方からということです。村内の除雪

です。できるだけ村内の業者を使えるような体制を

今後とっていただくようお願いいたしまして私の質

問を終わらせていただきます。 


