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平成１３年白老港整備促進特別委員会会議録平成１３年白老港整備促進特別委員会会議録平成１３年白老港整備促進特別委員会会議録平成１３年白老港整備促進特別委員会会議録 
 
 
平成１３年平成１３年平成１３年平成１３年    １月２５日（木曜日）１月２５日（木曜日）１月２５日（木曜日）１月２５日（木曜日） 

   開  会  午前 １０時０８分 
   閉  会  午前 １１時２３分 
 
○議事日程○議事日程○議事日程○議事日程 

  日程第１ 所管事務調査 
          公共中央１号上屋使用料金についての調査 
  日程第２ その他 
          地方港湾白老港の概要について 
 
○会議に付した事件○会議に付した事件○会議に付した事件○会議に付した事件 

 所管事務調査   公共中央１号上屋使用料金についての調査 
 そ   の   他  地方港湾白老港の概要について 
 
○出席委員（７名）○出席委員（７名）○出席委員（７名）○出席委員（７名） 

 委員長 清 水 孝 司 君      副委員長 加 藤 正 恭 君 
     野 村 茂 樹 君           宗 像  脩  君 
     斉 藤 征 信 君           松 田 謙 吾 君 
 議 長 高 田 寅 雄 君 
 
○欠席委員（１名）○欠席委員（１名）○欠席委員（１名）○欠席委員（１名） 

     中 出  正  君 
 
○説明のため出席した者の職氏名○説明のため出席した者の職氏名○説明のため出席した者の職氏名○説明のため出席した者の職氏名 

     港 湾 課 長   松 井 俊 明 君 
     港湾課 主 幹   後 藤 光 雄 君 
     港湾課振興係長   安 達 義 孝 君 
 
○職務のため出席した事務局職員○職務のため出席した事務局職員○職務のため出席した事務局職員○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長   山 崎 宏 一 君 
     書     記   浦 木  学  君 
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◎開会の宣告◎開会の宣告◎開会の宣告◎開会の宣告 
 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） ご承知のように港の計画案てのは順調に進みまして、本年は第２次商

港区の挙用開始が予定されております。また提案されている公共上屋のですね、開始も予定され

ております。こういった中で紙製品の需要も増加されるんでないかという期待もされている状況

であります。 
 本日は公共中央上屋１号のですね、使用料金について。ご審議賜りたいとは思います。よろし

くお願いいたします。 
 ただ今から白老港整備促進特別委員会を開会いたします。 
 本委員会につきましては傍聴許可することに、異議ありませんでしょうか。 
              ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
 御異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、委員長において傍聴を許

可いたします。 
 

◎◎◎◎所管事務調査   公共中央１号上屋使用料金についての調査公共中央１号上屋使用料金についての調査公共中央１号上屋使用料金についての調査公共中央１号上屋使用料金についての調査 
 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） それでは局長の方からこれからの流れについて、ご説明願いたいと思

います。 
○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君）○事務局長（山崎宏一君） お手元にですね、事前に港湾課のほうから資料が届けられておりま

す。今委員長のほうからごあいさつありました通り、公共中央１号上屋使用料金の関係と、その

他として港湾整備が済んでございます。それの概要についてですね、ご説明を頂くという、日程

なろうかという風に思います。以上でございます。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） そいじゃあ課長のほうから、資料に基づいての説明願います。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 今日は大変お忙しい中白老港整備促進特別委員会を開催して頂きま

して、どうもありがとうございました。今日ご説明したい内容につきましては、現在第２商港区

におきまして公共上屋を建設中でございます。後期は３月までですけれども、工事は順調に進捗

しておりまして、３月末には完成する予定になっております。公共中央上屋は４月から使用する

ためには、港湾法第４４条の規定により３０日前に使用料金等を公表しなければならないことに

なっております。それでもって今年の１月１２日に白老町地方港湾審議会を開催して頂きまして、

公共上屋の料金について答申を頂いております。 
 今日は公共上屋料金の基本的な考え方、その内容について最初にご説明をし、その後地方港湾、

白老港の概況についてご説明をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 最初に白老港整備促進特別委員会と書いてありますＡ４サイズ３枚ものの資料でご説明をし

たいと思います。最初の表紙をめくって頂きまして、次２枚目ペ－ジ３て書いてあります。すい

ません、２枚目をめくって頂きたいと思います。上屋料金原価計算の考え方ということでござい

ます。まず基本方針といたしまして、使用料金につきましては、建設費、それから用地造成費及
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び施設の耐用年数４５年でございますけれども、４５年間を運営するために係る維持管理費、光

熱費等を想定いたしまして、これらを全体経費で回収することを基本として考えております。運

営経費については、想定計算の積み上げでありますので、供用開始３年を目途に再計算をいたし

まして、使用料金の適正化に努めることといたします。また、建設の１０年経過した以降に予定

される建物の塗装工事費用についても、工事実施以降、料金に含めて徴収することを基本とする

ことといたしております。 
 運営管理方法でございますけれども、上屋の管理運営につきましては、町が直接管理を行い、

町が使用許可等行いまして、使用者に戸締まり、消灯等について使用者にして頂くということを

基本とし、維持修繕については管理者、町のほうで行うことを基本といたします。 
 公共１号上屋料金の計算基礎でございますけれども、「建設費」、上屋建設費６億６２７万円

でございます。内訳といたしましては、建築主体工事が５億６，４９０万円、電気設備が２，７

９３万円、機械設備が１，３４４万円となっております。設計委託費でございますけれども、１，

５１２万円。施行管理委託費は４８８万３，０００円で、合計６億２，６２７万３，０００円上

屋の建設にかかっております。次に用地造成費でございますけれども、上屋敷地造成分としまし

て７４８万円、１，７５０㎡でございます。これは岸壁から７０メ－タ－については国直轄で埋

め立て、ふ頭用地として埋め立てしておりますので、そこから国道側に約１８メ－タ－掛ける１

００メ－タ－部分で約１，７５０平米という数字でございます。造成費用につきましては、５，

１３１万３，０００円となっております。 
 次に建設費用にかかった起債でございますけれども、起債の借入額、港湾機能施設整備事業債。

これが先程言いましたふ頭用地で平成１１年度で借入まして、７４８万円、利率が２パ－セント、

５年据置の２０年償還と。港湾機能施設整備事業債、上屋建設分でございます。１１年度借入で

ございまして、この部分については上屋の設計委託分でございます。１，５１０万円、利率が２

パ－セント、３年据置の２０年償還となっております。次に本体の港湾機能施設整備事業債、こ

れ上屋建設分で、平成１２年度借入でございます。６億１，１１０万円、利率が２．１パ－セン

ト、３年据置の２０年償還でございます。これは政府資金でございます。それから想定しており

ます電気料金ですけれども、６１万１，０００円の４５年で２，７４９万５，０００円でござい

ます。６１万１，０００円の内訳としては、一般電気の使用料で想定してるのが２８万６，５３

１円、貯水槽、防火水槽設けておりますのでその料金として、基本料金として３２万４，３２４

円を見ておりまして、合わせまして６１万１，０００円ということに。次に維持管理費として火

災保険料ですけれども、この建物の火災保険料年間１２万６，５８９円でこれを４５年間見まし

て５６９万６，５０５円。警備業務委託料につきましてはつき１万１，３４０円でございますの

で、１２ヵ月の４５年で６１２万３，６００円となっております。次のペ－ジをめくってくださ

い。消防点検業務委託料ということでこれは消防設備の点検委託料でございます。年間２８万８，

０００円の４５年で１，２９６万円。電話使用料、これは機械警備をするための電話使用料でご

ざいます。３，４５０円掛ける１２ヵ月の４５年で１８６万３，０００円。水道料金につきまし

ては、５，６９７円の１２ヵ月の４５年で３０７万６，３８０円。下水道料金につきましては、

６，６３９円掛ける１２ヵ月掛ける４５年で３５８万５，０６０円となっております。これにつ
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きましては上屋の作業に従事する利用人員を想定いたしまして、水道料金、下水道料金を算定し、

それに基づいて水道料金を算定しております。その他分として一時借入の利子につきましては、

９３万９，００７円。これは平成１１年度と平成１２年度分でございます。建築確認申請手数料

として２９万８，０００円。これは建物本体分の建築確認申請でございます。それから起債対象

外備品ということで３０万円。これは上屋の作業に従事する作業員休憩所の椅子等でございます。

電話工事費につきましては９万７，０００円。起債対象外の工事端数部分につきましては７万３，

０００円でございます。 次に料金算定の方法でございますけれども、上屋、一般、専用と別け

て試算しております。上屋につきましては元利償還が７億９，４３９万６，０００円でございま

す。内訳としましてはふ頭用地が９４１万１，６８３円。設計委託が１，８７４万２，７９８円。

上屋工事につきましては７億６，６２３万４，３２８円でございます。維持管理費につきまして

は３，３３０万５，０００円。これは火災……先程ご説明しました火災保険料、警備委託料、消

防設備点検料の金額でございます。次、電気料金につきましては２，７４９万５，０００円。そ

の他、１７０万７，０００円。これは一時借入利子、備品、確認申請手数料等でございます。次

に面積でございますけれども、建物の面積が４０メ－タ－掛ける８０メ－タ－でございまして、

３，２００平米。休憩所は４８平米付いてますけれども、お貸しする部分は３，２００平米でご

ざいます。これ総費用は８億５，６９０万３，０００円となっております。これは料金計算する

ためにとりあえず一般部分と専用貸しの部分と１０・９０で分けて計算しております。この１

０・９０に分けた理由につきましては、上屋を計画する時点で地元企業、それから港湾荷役会社

等にアンケ－ト調査をした結果、紙については９５パ－セント、コンスターチについては４パ－

セント、金属製品については１パ－セントという希望でありましたので、その案分として一般の

部分については１０パ－セント、専用の部分については９０パ－セントということで試算してお

ります。分けますと一般部分につきましては１０パ－セントですので、３，２００平米のうちの

３２０平米と。総費用８億５，６９０万３，０００円の１０パ－セントで８，５６９万円。専用

貸しの部分につきましては、９０パ－セントですので、面積が２，８８０平米で、総費用は７億

７，１２１万３，０００円という金額となっております。 
次に一般貸付の方法の計算方法でございますけれども、下に書いてますように３２０平米掛け

る３６５日で１１万６，８００平米。これは年間使用面積となります。総費用８，５６９万円

を１１万６，８００平米で割って、それを４５年で割りますと、１日１平米当たりの単価が１

６円３０銭。16.3円という数字になります。 
 次に専用貸しでございますけれども、１ヵ月単位で貸付る方法でございまして、総費用が７億

７，１２１万３，０００円を９０パ－セントでございますので２，８８０平米で割って、それを

また４５年で割ってそれをまた月１２ヵ月で割りますと、月１平米当たり４９６円という数字に

なっております。 
 次料金でございますけれども、上屋使用料、一般使用料でございます。最初に一般使用料でご

ざいますけれども、１日から３日目まで料金につきましては、先程計算して出しました１６円３

０銭。これに消費税を掛けますと、１７円１０銭。次に４日目から１５日目につきましては、４

８円９０銭。消費税込みで５１円３０銭でございます。次に１６日から３０日目につきましては、
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９７円８０銭。消費税込みで１０２円６０銭。３１日以上につきましては、１９５円６０銭。消

費税込みで２０５円３０銭となっております。１日から３日目までは先程計算しました１６円３

０銭で出てます。４日から１５日目までにつきましては、①掛ける３倍ということで４８円９０

銭。１６日から３０日につきましては、②掛ける２倍ということで９７円８０銭。３１日以上に

つきましては、③掛ける２倍で１９５円６０銭という数字で出しております。なぜ３倍、２倍に

しておるかという理由でございますけども、上屋につきましては貨物の一時保管施設というのが

基本的な考え方でございます。長期間の使用についてはペナルティということで、割り増し料金

を頂くというのが上屋の基本的な考え方でございまして、３倍、２倍、２倍については道内の港

の状況を勘案した結果、道内のほとんどの港が日にちが伸びることにおいて３倍、２倍、２倍と

いう数字を使っておりますので、白老港としましても他の港の状況を勘案しながら３倍、２倍、

２倍という数字にしております。次専用使用料でございますけれども、先程計算した通り平米当

たり一月４９６円。消費税込みで５２０円８０銭という数字になっております。参考までに他の

上屋料金でございますけれども、室蘭港の２２１円４５銭から十勝港の３９０円が出ております。

この中で１番安いのは、室蘭港の２２１円４５銭、一番高いのが釧路港の５７０円でございます。

ちなみにとなりの苫小牧港につきましては、５２８円１５銭でございます。これにつきましては

室蘭港はなぜ安いかと言いますと、上屋については古い上屋が多く経過年数が経ってるのと、昔

建てたものですから建築費が安かったということで安い料金なっておりますし、釧路港が高いの

は、最近建てた上屋が多いため、建築費が高いためこういう５７０円という単価になっておりま

す。以上でございます。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 課長のほうから説明が終わりましたので、委員の皆さんご質疑あれば

……。 
 加藤副委員長。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） 加藤ですが、何点か個々に聞きたいと思うんですがね。 
 建設費の６億２，６２７万３，０００円に用地造成費の７４８万円というのはプラスされるわ

けですね。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） それが１つですね。それがそういう風になるわけだ。それでね、２

ペ－ジ目の元利償還額、上屋の７億９，４３９万６，０００円から今の奴を足して、建築費と造

成費を足した差額分１億６，０００万円くらいが、これは利息と考えていいですね。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） そうです。はい。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） そうするとね、ちょっと１ペ－ジに戻るんだけれども、１２年度の

借入金６億１，１１０万円。これ去年の２月の特別委員会でね、この点について私２パ－セント

が２．１パ－セントになったのはどうなんだと、こういうこと聞いたら、あのときの答弁は実は

１．９パ－セントの指導が……指導ていうかあるていうこと、議事録見ると安達係長がそういう

通知を受けたっていふうに述べてるんですよ。１．９パ－セントになるという、要するに答弁し

てるんだけど。これは１．９パ－セントで計算なぜされなかったのか。それをちょっと聞きたい

と思うんだけど。議事録にもね、１．９パ－セントて載ってます。 
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○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） その当時の金利につきましては１．９パ－セントということで想定

しておったんですけども、現状では金利が上昇しまして２．１パ－セントというような現状でご

ざいますで、２．１パ－セントで…… 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） ２．１でしょ。去年の２月のね、特別委員会では１．９パ－セント

の通知を受けたっていって答弁されてるんです。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 当時の通知では１．９ということだったんですけれども、実際問題

借りるときには２パ－セントというような状況になってまして……。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） いや２．１パ－セントになってるよ。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 平成１２年度はですね。１１年度は２パ－セント。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） １１年度の奴はいいのさ、１２年度の奴がね、１１年度と１２年度

と比較して０．１パ－セント上がってるから、なぜ２パ－セントにならないのという質問をした

ら、実際は１．９パ－セントという風になっておりますという答弁されたので、当然ここで１．

９パ－セントと私は計上されるものだと思ってたんだけども、２．１パ－セントになってるから、

なぜですかということ聞いてる。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい。今の通知では当初昨年の２月の委員会ですか、１．９パ－セ

ントという通知でございますが、今の現状では２．１パ－セントという数字でございます。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） １．９パ－セントていうのなくなったていうこと。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい、そういうことです。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） 加藤ですが、結局ね、この起債６億３，３００万円全額ね、これ地

方交付税措置されてないと。されないんだと。全額使用料で穴埋めしてかなきゃならないという

ことなんです、基本的にね。そうするとね、０．２パ－セントというとね、１年間に１２７万円

違うんですよ。０．２パ－セントだけでね、めめっちいけれども。これを２０年間償還というこ

となるとね、莫大な金額、利息だけですよ、この０．２パ－セントの問題だけでも大きな問題に

なる。それは結局は使用料に跳ね返るわけですね。０．２パ－セント下げればそれだけ使用料も

下げてもいいという理屈にもなるんだけれども、こないだの答弁では１．９パ－セントになるっ

て言うもんだからそれは良いことだなて思っていたら、今回の資料見ると２．１パ－セントにま

た戻ってるもんだからね、だからどうなったのかなあと。国の政策だから、政府資金だからそれ

を町でどうのこうのできない、これはやもおえないと思うんだけれども。分かりました。 
 それからね、使用料についてのね、３年間後にはもう一度再計算するし、１０年以降には塗装

工事諸経費がかかるからもう一度見直すと、こういうことになっているんだけれども、この上屋

っていうのは構築物ですね、そうすると減価償却という問題がですね、土地は別に減価償却しな

くてもいいんですが、上屋っていうことになると減価償却というものもね、これ考えなきゃなら

ないと思う。経費としてね。それで現在のこの港湾機能整備事業という予算はね、単式になって

るわけですね。単式なってる。それで、単式であればこの減価償却ていう項目は出てこない。複

式にしなければならないと私は思うんですよ。近い将来ね、複式にして減価償却費というものを

４５年で考えるんであればね、その４５年間で６億なんぼのあれは償却していかなければならな
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いという考え方を持つとすれば、複式簿記を採用すべきだと思うんです。例えば病院会計だとか、

水道会計のようにね。それを導入しなければならないと思うんだけれども、それはどのように現

段階では考えておられるんですか。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 加藤委員から今減価償却ていうことのお話ございましたけれども、

うちのほうでは地方財政法上ですね、現時点では減価償却のほう取れないと。それから公営企業

のほうに上屋の特別会計については公営企業法の適用外ですので今の時点では減価償却の方法

は取れないということでございます。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） 今の状態では減価償却は取れないことは分かるんだけれども、今の

建物６億なんぼのね、６億４，０００万円の建物が４５年後にも６億４，０００万円ということ

はありえないわけですよ。当然そうでしょ。そうしたらどうしても減価償却というものを経費と

して見ていかなければならない。土地とかなんかは残ってますから良いんです。ですけど建物て

いうのはそういうものなんですよね、構築物ていうのは。ですからそのためには毎年の決算の時

にはそれだけの値はなくなっていくわけですから、償却資産ですからね。償却しなければならな

いんじゃないかなと。そのためには今の会計では減価償却という項目は出てこないので、複式簿

記を採用すべきじゃないのかという考え方なんだけども。今のところ考えてないということです

か。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） そうです。加藤委員の言った通りでございます。現時点では………。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） そう。将来的には考えなければならないんじゃないのかなあと思う

んですけど、その見通しはどうですか。ひつこいようですけど。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、担当から。 
○港湾課振興係長（安達義孝君）○港湾課振興係長（安達義孝君）○港湾課振興係長（安達義孝君）○港湾課振興係長（安達義孝君） 安達ですけども、今課長答弁しましたけども先程地方財政法

上ですね、役所の一般会計とか私達の会計はこれに準じて経理をしないといけないということで、

今公営企業法の適用を受けてるのは、病院会計とか水道会計。ですから、この法律が改正されな

い限り加藤委員がおっしゃったような減価償却……一般としてはわかりますけども……取り入

れないという仕組みになっております。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、加藤委員。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） わかりました。それからですね、例えば１７円１０銭ですか、それ

から専用使用料が５２０円８０銭で決定したとしても、これ１年間のしからばですね、総収入は

いくらになるのか。収支決算見込額ていうのはここに計上されてないんだけれども、それはどう

ですか。手数料でいくとこれだけ入りますと、それから１年間の支払いはこれだけになります。

こういうあれは資料として載ってないんですけれども、それはどうなんですか。総額なんぼにな

るのか使用料は。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 内訳としましては専用部分として１，７１４万１，７６４円。専用

部分で年間１，７１４万１，７６４円。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） １，７１４万。 
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○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい。１，７１４万１，７６４円。一般部分として１９０万３，８

４０円。合計１，９９９万８，７２０円。 
○副委員長（加藤正恭○副委員長（加藤正恭○副委員長（加藤正恭○副委員長（加藤正恭君）君）君）君） はい。そして逆にこの支出のほうはどのくらいになりますか。 
 欲しいな資料。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 課長、それ出来てるんですか。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） 資料欲しいね。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 出来てない。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい、あります。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 資料出して説明してください。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい、わかりました。ちょっと時間……委員長時間頂きたいんです

けどよろしいでしょうか。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） ちょっと休憩いたします。 
              休憩 午前 １０時３６分 
 
              再開 午前 １０時４１分 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 委員会を再開いたします。先程の加藤委員の説明願います。 
 はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 説明させて頂きます。港湾整備事業収支実績及び計画表に基づいて

ご説明をいたします。縦に平成１１年から平成３９年まで計となっておりまして、まず平成１１

年につきましては起債ということで造成費６，６４０万。他会計繰入金、一般会計から３３万３，

０００円ありまして、６，６７３万３，０００円。造成費用につきましては６，６４３万４，０

００円なっております。３万３，０００円が事務運営費でございます。その他が２５万６，００

０円の６，６７３万３，０００円となっております。平成１２年度につきましての起債６億２，

９５０万円、これは建物の分でございます。他会計繰入金が２５０万７，０００円、合計６億３，

２００万７，０００円となっております。支出につきましては、建物の本体分等で６億２，９５

９万３，０００円、事務費運営費が２６万５，０００円、利子分につきましては１１０万８，０

００円、その他が１０４万１，０００円で６億３，２００万７，０００円で差し引きが平成１１

年、１２年とも差し引きゼロという数字になっております。次、平成１３年でございますけれど

も、その他４，９４２万４，０００円なっておりますけれども、これは使用料とですね、最近話

題となっております消費税ですね、白老町は課税団体ということで申請しておりますので、差引

計算したら課税団体のほうになったほうが得ということでやっておりますので、消費税の還付金

がですね、２，９１０万２，５００円戻ってきますので、その使用料。それからその他ですね、

港湾機能施設用地の土地の貸付がございますので、合わせまして４，９４２万４，０００円とな

っております。支出のほうでございますけれども、事務所運営費が１９０万１，０００円、公債

費、これまだ据置期間ですので元金が出てこないで利子だけですけれども、１，４５０万１，０

００円。計１，６４０万２，０００円で差し引き３，３０２万２，０００円のプラスということ

になっております。次、１４年につきましてはその他収入２，０３２万２，０００円。これは上
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屋の使用料のほか港湾機能施設、上屋の横ならびに港湾機能施設の用地がございますので、そこ

の貸付収入を含めまして２，０３２万２，０００円となっております。事務費運営費で２３０万

４，０００円、起債の元金出てきませんので平成１４年度も利子部分だけで１，７０６万６，０

００円。合計１，９３７万円、差し引き９５万２，０００円のプラスとなっております。次、平

成１５年度につきましては平成１４年度と同じく上屋使用料と土地の貸付代で２，０３２万２，

０００円。支出のほうでは事務所運営費で２３０万４，０００円、ここで初めて元金が出てきま

して７５万４，０００円、利子が１，７０６万２，０００円で合計支出は２，０１２万円で差し

引き２０万２，０００円の黒字ということです。 
○副委員長（加藤○副委員長（加藤○副委員長（加藤○副委員長（加藤正恭君）正恭君）正恭君）正恭君） 問題は１６年度だな。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 平成１６年度につきましては収入は１５年と変わらず２，０３２万

２，０００円。支出につきましては事務所運営費として１３５万２，０００円の元金が３，００

１万９，０００円ですか、利子分が１，６８６万５，０００円で合計が４，８２３万６，０００

円、差し引きマイナス２，７９１万４，０００円。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） 赤になるんだね。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい、なります。次、１８年ですか。１８年から他会計繰入しても

らいまして、使用料等が２，２０８万６，０００円で５，２２０万５，０００円と。支出につき

ましては、元金利息合わせまして５，２２０万５，０００円、差し引きゼロという風にずっと行

きまして、償還を終わりますと今度黒字になりますので、その黒字の部分を一般会計に返してき

まして、最終的には差し引き４５年なりますと差し引きゼロという収入と支出と同額になるとい

う計算でしております。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 加藤委員。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） 加藤ですが、１７年度にね、ここで１６年度で赤字……累積利益が

あるから赤字にはならないけれども、１７年度２，４６０万２，０００円他会計の繰入金、これ

を入れなければ完全に赤字になるわけですね。と言うことは、ここで料金の見直しをしないで一

般会計からの繰入を当てにするという考え方なんですか、これ。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） あと繰入、それから繰上充用ということで歳入の繰上充用等も考え

られますので、この状況に応じて繰上需要等も考えて最終的には４５年のほうには差し引きゼロ

と。償還期間とその対応年数とのギャップがありますので、その間の資金繰りが必要となります。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） なるほど。最終的には４億７，０００万円くらいの繰入を必要とす

るという計画表ですね、これ。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい。繰入もしくは繰上充用ですので、今現時点ではここで繰入金

なっておりますけれども、このとおり繰入するか繰上充用で運用するかはまだ決まっておりませ

ん。 
○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君）○副委員長（加藤正恭君） まだ決めてないのね。はい、わかりました。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） その他、ご質疑あれば。 
 はい、松田委員。 
○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君） 松田です。ここの雇用の場て言うかな、になれば役場で管理するんでし
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ょ。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい。 
○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君） それから、出し入れのあそこに専用に貸し付けた場合は貸し付けたほう

の人が来てやるんだね。労働者は。全体でどのくらいあそこで人が動くんですか。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） まず管理につきましては、町が直接管理をしますけれども、職員を

置かないで許可等の管理をすると。それから荷役作業については、使用される方が自分でもって

荷役をされるということになります。それから上屋の実際問題出し入れする方は、上屋の実際問

題フォ－クリフトで製品を出し入れされる方が２人程度と。あと紙を積む場合現時点では２２、

３人ぐらい白老港で作業に従事されるということは聞いております。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 良いですか。 
○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君） はい。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） その他ありませんか。斉藤委員。 
○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君） 今のちょっとわかんなかったんですけども。町が管理する。職員を置か

ないで、そしてその中で仕事をする人ってのはその使う企業や何かから来るということ、あるい

は町が委嘱してやるか、その当たりどういうやり方。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） まず上屋につきましては、それぞれ専用なり一般貸しをしまして、

実際問題出し入れにつきましては町が斡旋するとか町の人をやるとかっていうことでなく、あく

までも実際問題上屋使われる方が自分のとこで直接職員でやるかもしくはどっかの荷役会社に

委託されるかそれは上屋を使われる方が選択して行なう。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、斉藤委員。 
○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君） 素人で詳しい事はちょっとわからないんですけれども、４５年間対応で

すべて８億５，０００万円ぐらいですか、返していくということ。これを利用料で計算していき

ますと、専用も一般も満度に貸してね、この金額にちょうどなるような計算になってるんですね。

計算上すべて倉庫が満度にね、使われる、専用の部分も一般の部分も満度に使われるということ

がありうるのかどうなのか。その辺りの経緯はどうなんですか。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、課長ご説明願います。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） うちのほうといたしましても、満度に使ってもらいたいし、また会

計上も困るし、満度に使ってもらって有効に利用して、公共施設ですので有効に利用してもらい

たいということで。それでとりあえず今のところ９０パ－セント以上紙で使いたいという要望ご

ざいますし、またですね、１０パ－セントいつまでも空けておくというわけにもいきませんので、

うちのほうとしては一般貸付の部分につきましても利用者がいなければですね、紙等で条件を付

けまして、一般の方がいたときはその一般の方が使うときについては空けてくださいという条件

付きでもって、他の部分も貸すことによってほぼ１００パ－セント利用してもらえるように努力

をしていきたいというふうに考えております。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 斉藤委員。 
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○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君） 期待度が入ってね計算されてるていう、作るほうでは期待するっていう

ことはわかるんですけど、やっぱり一般の町民の目から見たときにね、また計算上契約をしてい

るといっても、その条件がいつまでも続くと、これが５年なり３年なりという短期的な契約や何

かだったら分かるけども、その４５年ていう長いスパンのね、こういう中での契約てのが、しか

もその９割がたが大昭和にすべてを依存するてなね、そういう形に対する危惧っていうのがやっ

ぱり出てくるんだろうと思うんですよね。ですから期待するのはまあ良いんだけど、さっきの休

憩時の話じゃないけどもね、本当に１社に依存してしまったときの危険性てのがね、それ何かこ

う考えておられるのかどうなのかね。もしそういう事なくて大昭和がいつまでも続くんだよと。

ただ私達の耳の中に合併だとかなんとかというね、そうするとこの会社の需要がいつまでも今の

通りにあるのかどうなのかということさえ私達わかんないわけですよね。だけどもそういう心配

も加味した上でこういう計算ていうのはされているのかどうなのかていうことをお伺いしたい。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 我々としてもまず上屋につきましても港湾に絶対に必要な施設と。

それから上屋がなければ荷役がスム－ズにいかないで上屋は絶対に必要な施設ですので、建てな

ければならないと。我々としては上屋についても全て１００パ－セント使ってもらうように努力

してもいきたいし、また大昭和にもお願いしなければならないし、また大昭和以外の方も積極的

にＰＲして、上屋を使ってもらうように努力をしていきたいと思っています。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい。その他ございませんか。 
 はい、加藤委員。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、先程ちょっと出てました管理運営の件でね、管理者は白老

町でそれが貸付業者に貸すわけですね。そして維持管理費は白老町がやりますよと、しかし人件

費、諸経費、それから電気料、水道料、その他経費は全部貸付業者が支払っていくんですよとい

う考え方に基づいてるわけですね。それでいいんですね。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） そうですか。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 課長、説明いいんですか。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい、委員長。管理につきましてはですね、ほとんど電気の消灯と

戸締まり程度しかありませんので、町の職員わざわざ置いて、嘱託置いてもやるほどでもござい

ませんし、また置くことによって人件費もかかりますので、あくまでもコスト削減のためには、

あくまでも管理委託については自治法上の公共的団体にしか管理委託できませんので、直接町が

管理をすると。それについては町のほうで許可等は全て行って、あくまでもその戸締まり消灯等

だけを使っていただく方へお願いするということで実施したいというふうに考えています。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） もう１度。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 加藤委員。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） 加藤ですけど、先程の斉藤委員の関連でいくんだけども、１００パ－セ

ントの計画を立てることは構わないんだけど、それが料金の設定もある程度幅というものかな、

余裕ていうのかな、何事も計画通り行けば何も問題ないんだけれども、今１００万円入るだろう
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と思ったんだけれども実際やってみたら９０万円しか入らないっていうことでね、計画の段階で

は９０パ－セントに見合った使用料を払っていただくと。こういう幅っていうのかな、それが１

０パ－セントか１５パ－セントかこれは考え方だけれども、１００パ－セント入るんだよと。そ

れできちっと５２０円だよと決めてしまってね、余裕がない。たまたま１００パ－セントが９０

パ－セントになったら決算では赤になると。これははっきりしてくるわけですね。ですから売上

げは９０パ－セントに見て、使用料の料金を設定と。こういう風なね、こういう風に持っていっ

たほうが決算の時にはある程度余裕も出るんじゃないのかなという気がするんだけれど、その辺

りはどうなんですか。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） えっとですね、うちのほうとしてはこれ３年後に見直しということ

になっておりますので、電気料についても下水道についても水道料金についても満度これだけ使

うかということなりますと実際問題これよりも下がるかもしれないし、上屋についても９５パ－

セントになるかもしれないし１００パ－セントになるかも知れないということで、現状ではちょ

っと不確定要素が大いもんですから、ほとんど使ってもらうようにうちは努力したいと思います

し、それによって３年後に見直ししますので、その時点で検討したいと思います。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） はい、分かりました。 
○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君） ちょっと１つだけ。松田です。今平米で貸すよな。貸すのは平米だよね。

どうやって平米で貸すのかなと思ってさっきから俺考えてるんだけど。例えば大昭和の紙ね、２

段３段に積むわな、そうやったらさ、どうやって平米で中全体やるのかな、その区切りをつける

のかなってさっきから俺不思議でいるんだけども。本当はトン数にするとね、トン数にするとは

っきり割り切れるわけだよな。だけど平米ていうのはさ、荷物少なかったらさ、１列にしたら広

がるわけだよな。いや、単純な話だよ。単純に考えると。５段にすればさ、紙を５段にすれば平

米数使わないわけだよな。そんなものの考え方、さっきから俺あれだなと思ってたんだけど、ト

ン数でやったら良いんでないかなと、はっきりするんでないかなとさっきから考えて…… 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） えっとですね、上屋の貸付については平米だとかそのトン数でやる

方法もございます。ですけれどもほとんど公共上屋の平米貸しで、平米算定どうするんだていっ

たら、例えば４０メ－タ－掛ける８０メ－タ－であれば４０メ－タ－掛ける６０メ－タ－の部分

を引きまして、こっからここまでは専用貸しですので、その部分実際問題紙一部しか入ってなく

てもその料金は全部いただきますよと。３段積みになってびっしり入ってても平米５２０円なら

５２０円もらいますということで、中については使う方が……うちのほうは使ってる面積を全部

料金いただくんで、実際問題使ってる方はたくさん入れればコスト安くなるし、ほとんど入れな

ければコストの単価高くなる。 
              ［「なるほど」と呼ぶ者あり］ 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 松田委員よろしいですか。 
○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君）○委員（松田謙吾君） いや、いい。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 宗像委員。 
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○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君） 良いですか。同じことを聞こうと思ったんですよね。上屋をこう区切りが

あってね、何平米かづつ分けて、こことここは大昭和のものですよと、ここはＡ社、ここはＢ社

とかっていうふうにしておけばこれはっきりしてるっていうふうに思うんだけども、そういう線

引きはないんですよね。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 委員長。貸した時はもし２社３社なればそういう風にライン引いて、

こっからここまでは大昭和、こっからここまでは石山工業団地の会社、こっからここまではとい

うふうに区分けしまして面積算定して紹介します。 
○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君） そうすると区分けして荷物の量は必ず一定とは限らないですよね。今日は

１００トン、明日は２００トンなるか減るか、その辺りのはどうするんですか。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 面積で貸しますので、入れる方が１段で１００トン入れば１００ト

ン入れますし、もし入らなければ２段３段でその借りた面積でもって処理をしていく。 
       ［「そういうことか」と呼ぶ者あり］ 
○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君） 確認なんだけどもね、これだけ貸しても実際に荷物入れた場合には特にび

っちり入っているとは限らないんですよね。空いてるところもあると。したけどもそれだけ貸し

たんだから何平米ていう基礎計算にはなると。もう１つなんだけど、例えばですね、今日荷物が

入ったと。５日後にそれ持ってったと、そして中１週間なり空っぽになっちゃったと。いうその

常時１ヵ月なら１ヵ月びっちり入ってれば良いけども、持ち運びしてるうちに空っぽになってる

部分はどういう計算をするんですか。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 課長、説明願います。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 空っぽになってもですね、今専用貸しですと一月も入っていようが

入っていまいが全部料金として徴収しますし、３日なら３日借りた場合に……。 
○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君）○委員（野村茂樹君） 空いてても入られてもそれは借りてるわけですから、使うほうは金払っ

て…… 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 宗像委員、よろしいでしょうか。 
○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君）○委員（宗像脩君） 分かりました。 
 はい、加藤委員。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） ということなると、加藤ですけど。上屋の分については間違いなく１０

０パ－セント入ってくるんだけど、問題なのは、上下するのは一般ですね。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） そうです。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） これは波があるわけだね。入ってきたり入ってこなかったり。入ったと

きは金もらうけども、引き上げちゃったら使用料もらえないわけだから。一般の１０パ－セント

が問題、多少違ってくるのかなあという感じするんだけども。そういう考え方でいいのかな。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君○港湾課長（松井俊明君○港湾課長（松井俊明君○港湾課長（松井俊明君）））） その通りです。それですとほとんど上屋を効率的に使うために一応

とりあえずアンケ－ト調査で９０・１０て分けてますけども、これが１０パ－セント確保しとい

てもまるっきりなければ困りますので、１０パ－セント部分についても使用者がいなければ９０
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パ－セントの方に専用貸しして、条件付けて一般貸しの方が出てきた場合は空けてもらうという

条件付けて、貸せば１００パ－セントに。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） 弾力的に運用したいと。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 運用したいということでございます。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） 分かりました。 
○委○委○委○委員長（清水孝司君）員長（清水孝司君）員長（清水孝司君）員長（清水孝司君） それでは、質疑ございませんか。 
 ないと公共中央１号上屋使用料について、これで質疑終わりたいと思います。 
 これにつきまして、提案につきまして、承認することに意義ありませんでしょうか。 
               ［「なし」と呼ぶ者あり］ 
 意義なしと認めます。 
 

◎その他◎その他◎その他◎その他        地方港湾白老港の概要について地方港湾白老港の概要について地方港湾白老港の概要について地方港湾白老港の概要について 
 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） それで次のですね、その他について、説明願いたいと思います。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） Ａ４サイズの資料ついてますので、資料でご説明したいと思います。

ペ－ジ１ペ－ジ、ペ－ジ２ペ－ジにつきましては、６月の白老港整備促進特別委員会でご説明さ

せていただいておりますので、省略させていただきまして、ペ－ジ３ペ－ジからご説明したいと

思いますので、３ペ－ジをおめくりください。 
 プレジャ－ボ－トの利用実績でございますけれども、白老港につきましてはプレジャ－の専用

施設がございませんので、白老漁業協同組合の船上げ施設をお借りしまして、平成８年度か ら

プレジャ－の方の船の上げ下げについて使っていただいております。使っているのは白老のマリ

ンクラブでございまして、会員数が３８名、所有隻数が４２隻です。これは平成１２年１１月現

在でございます。利用隻数につきましては、平成１０年、１１年比較しまして、平成１１年度は

１４９隻で３５隻の増、２２パ－セントの増となっております。利用人員につきましては平成１

１年度が４９５人で、平成１０年度と比較しまして１１６人３０．６パ－セントの増と、大幅な

伸びとなっております。ますますマリンレジャ－スポ－ツが盛んになっていっております。 
 次にイベントでございますけれども、ご承知の通りインカルミンタルの前を中心に、「元気ま

ちしらおい港まつり」を開催しておりまして、平成１２年度につきましては２７，０００人と、

平成１１年度に比較しまして３、０００人ほど増えております。これはおととし天気が悪くて人

員数が少なかった影響もあると思いますけれども、平成１２年度は人員で３，０００人、パ－セ

ントで約１６パ－セント程度も伸びております。 
 次、４ペ－ジをおめくりください。重要港湾における港湾貨物取扱の推移、下の方が地方港湾

上位１０港の取扱貨物の推移でございます。これにつきましては平成１１年度の数字で、平成１

２年度の白老港の数字につきましては、あとで御説明させていただきたいと思います。まず重要

港湾の平成１１年度の数字でございますけれども、一番多いのが苫小牧港で４，０５３万４，０

００トンと。苫小牧、室蘭、釧路ときまして稚内が、下から５番目に稚内がございまして、稚内

が１０２万４，０００トン。十勝が１００万トン、網走が８７万トン、根室が８０万６，０００
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トン、紋別が５０万８，０００トンという数字になっておりまして、白老港が平成１３年なりま

すと１００万トンを超える見込みでございますので、そうしますと重要港湾の中でも真ん中付近

ほどまで行くのかなという想定をしております。それから地方港湾上位１０港の取扱貨物の推移

でございます。平成１１年ですけれども、一番多いのが天塩港で１０１万１，０００トンで、天

塩港につきましては札幌圏の砂、天塩港も砂でございまして、石狩湾振興に札幌圏の砂を運んで

おります。天塩港につきましても札幌の景気によっては上げ下げがありまして、９０万トンぐら

いになったり１１０万トンぐらいになったりということで変動がございます。２番目につきまし

ては白老港の６６万３，０００トン、３番目が瀬棚港の５２万９，０００トンとなっております。

瀬棚につきましても砂でございます。 
 次、５ペ－ジをめくってください。平成１２年の取扱貨物量月別推移表でございます。これに

つきましては、あくまでも白老港の貨物船の利用実績でございまして、これに白老漁協の水産物

の水揚げ、それから白老沖で行ってます魚礁ブロック、それから白老……これもまた白老沖でご

ざいますけれども人工リ－フ、あと竹浦海岸の災害復旧工事のブロック等がありますので、８５

万トンを超えるのは確実で、約９０万トン近い数字になるんじゃないかなという想定をしていま

す。これがまとまるのが１月末ぐらいまでにまとまる予定になっております。貨物についてちょ

っとご説明をしたいと思います。移入につきましては計７万１，７９０トンとなっておりまして、

主な物は旭化成向けの軽石が１万２，０００トンと、それから大昭和さん向けのライムスト－ン

が２万８，９８０トン、それから石灰石２万２，７５０トン。これは町内の生コン工場向けの石

灰石で、採石変わりに使われるそうなので、これが２万２，７５０トンでございます。その他、

本州から持ってきた砂が８，０５０トンあります。 
           ［「それは持ってきたやつ」と呼ぶ者あり］ 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）    本州から砂を持ってきてます。粗めの砂を持ってって、細目の砂を

なんか本州から……８，０５０トン。移出でございますけども、これも木更津だとか横浜、川崎

に向けの砂がほとんどで７２万２，２３５トン、約89.5パ－セントで、港の取扱の９割近くが本

州向けの砂でございます。その他砕砂が９，２７０トン。これは港の港湾工事のケイソンの中に

入れる道の砕砂でございます。それから紙につきましては３，３９０トン。これは月にコンテナ

船で６個ほど東京向けコンテナ出してる他にですね、平成１２年度につきましては第２商港区共

用開始に向けて、バラ積みの試験テストを２隻ほどやりまして、各１隻１，０００トンぐらいず

つ積んでおりますので、合わせて３，３９０トンという数字になってございます。次、下のグラ

フでございますけれども、下のグラフにつきましては、月別の状況を示したもので、１０月見て

いただきたいと思います。１０月につきましては白老港開港以来最大の８万５，７７５トンを記

録しております。波がありますけれども、公共工事の発注や景気浮揚対策事業、会社の決算時期

によって増えたり減ったりしておるような状況になっております。以上でございます。 
 次のペ－ジをおめくりください。これは白老港の上空から撮った一番新しい写真でございまし

て、これは昨年の１０月１０日に飛行機から撮っております。平成１２年１０月１０日撮影でご

ざいます。これを見ますと第２商港区のところに上屋を建設している情景が分かると思います。

あと第１商港区では船が着いて砂を積み入れしている状況でございます。 
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 それから次のペ－ジをおめくりください。上屋の写真でございまして、これは昨年の１２月２

８日に海側の方から撮影したものでございます。手前が海、奥が国道ということになっておりま

して、幅が４０メ－タ－、長さが８０メ－タ－、３，２００平米。それから右側のほうに小さな

上屋にくっついて付属施設が見えますけど、これが作業員の休憩所でございまして、４８平米で

ございます。工事も順調に進捗しておりまして、外観がほとんどできております。今内部の塗装

工事をやっております。以上でございます。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）    概要について説明ありましたけど、何か。 
 はい、加藤委員。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）    加藤ですが、この統計の数字ね、これ度じゃなくて１月から１２月まで

ですか、それとも３月までなんですか、これ。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）    はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 私、度て言ったかもしれませんが、あくまでも歴年で１月から１２

月までの数字でございます。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）    ……の数字ですか。今までのあれは全部度じゃないんですね。そうする

と平成１２年のトン数がもう少ししたら出るって言うんですが、９０万トンですか、これはまだ

出てないわけです。何ペ－ジだい。あれには載ってるんだけど。５ペ－ジか。これには載ってる

んだけど、この数字じゃないんですか、８０万トン。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）    委員長。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）    はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）    これはあのですね、貨物船、第２商港区に入港した貨物船だけの数

字でございますので、これに白老漁協の水産の水揚げ等積出しの人工礁のブロックだとか災害復

旧のブロックだとかそういうものございますので、それを足しますと約９０万トン近い数字に…

… 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）    ああそうか。分かりました。 
 もう１つ。先程も説明した２ペ－ジに砂の移出が９０パ－セント、それから移出入の約７０パ

－セント強が砂って言うんだけど、この砂っていうのは白老から出てきてるんですか、白老だけ

ですか、それとも白老町以外からも運ばれてきてるんですか。その辺りどうなんですか。 
○港湾課長（○港湾課長（○港湾課長（○港湾課長（松井俊明君）松井俊明君）松井俊明君）松井俊明君）    委員長。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）    はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）    白老町でも石山で掘っておりますけど、ほとんどがですね苫小牧の

樽前地区の砂でございます。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）    樽前。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）    ええ。要は大手業者はですね、鵡川の業者とそれから紋別の富川の

業者がですね、主に苫小牧、樽前、錦岡で掘っております。あと町内業者が石山で…… 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）    パ－セントとすればどのくらいですか。ちょうど…… 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）    ほとんどが９割……９５パ－セント近くが苫小牧。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） 町外。 
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○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 町外からになります。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） はい、加藤委員。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）    いや本当に白老町のあれが減ってくような気がしてな。白老から持って

かれるとね。樽前から持ってくるんならまんだいいんだけど……白老ばかり穴掘られたんではね、

困るなて思ったもんだから。９５パ－セントは樽前から来て、５パ－セントは白老町内と、こう

いう意味だね。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）    そうですか。わかりました。 
それからね、もう１つ。先程のプレジャ－ボ－トの問題ね、プレジャ－ボ－トの利用がだんだん

だんだん増えていくのはいいんだけども、これ色々水難の問題がね、この特別委員会とは直接関

係ないけど、そういう水難事故っていうものがね、非常にこれから増えてくると思う。それで水

難救急隊ていうですね、白老とか虎杖浜漁協にありますけどもね。あの方々のなんですか、あれ

で特別委員会作って審議した経過があるんですがね、結局水難の人達身分保証されてないんです

よ。消防団とは違いましてね。もしプレジャ－ボ－トでひっくり返ったとか何とかってね、そし

てそこへ行って自分も事故に合うなんていうことになるとね、非常に難しい問題が山積してるん

だけど、プレジャ－ボ－トに対する考え方ね、それはどのように今後持っていくつもりなのかな。

直接この特別委員会には関係ないことかもしれないんだけれども。マナ－の問題もあるだろうし

ね。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） 委員長。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）    はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）    直接関係ないですけど、議長、水難救船所胆振地区の会長さんやら

れておりまして、議長十分ご承知だと思いますけども、まず救難所の身分保証につきましては、

道のほうでもってですね、鋭意努力しているとなっております。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）    鋭意努力してるだけでしょ。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）    まだ国の……海上保安庁のほうに要請したんですけれども、あくま

でも水難救助は国の仕事だということ言われまして、法的に位置付けがないもんですから、道の

ほうで町村会、市長会とも協議しまして、努力をいたしております。またプレジャ－ボ－トにつ

きましても、うちのほうとしては安全性の問題ありますので、救命胴衣は必ず着用してもらうよ

うにということで、マリンクラブ等を通じてまた要請をしておりますし、またそういうものもＰ

Ｒ活動はしていくつもりでございます。ただですね、海難事故もあるんですけど、立ち入り禁止

になんぼ立ち入り禁止にしてもですね、ご存じのように防波堤に上がって釣っている方がなんぼ

言ってもどうにもならないような現況でございまして、そういう方はあくまでも救命胴衣等着用

してもらって、自分の身は自分で守ってもらうというしかもうならないような状況でございます。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） あと……斉藤委員。 
○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君）○委員（斉藤征信君） 今のプレジャ－ボ－トの件なんですけども、こんだけ人数が増えていっ

て利用が多くなっていった場合に、この漁船との関係てのはどんな風になっていますか。邪魔に

なってないですか。 
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○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）    はい、課長。 
○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君）○港湾課長（松井俊明君） はい、委員長。漁協ともですね、調整させてもらいまして、漁協の

一部を借りて上げ下げしておりますので、漁業者からですね、釣りやった場合の定置の側で釣っ

たりですね、定置の金庫網って言うんですか、魚の入っている網の中に釣竿を入れて釣ってると

かマナ－の悪い方が非常におるんですけども、そういう部分についてもですね、そのマナ－を守

るとかなんとかそういうものについては、マリンクラブ等を通じてＰＲしていき増すし、またサ

クラマスについても今年度からライセンス制になりまして、一定の条件、一定の匹数でもって資

源を守ってもらうようにして、また協力金をいただいて、サクラマスの資源増殖のために種苗生

産等に使うようにやっております。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）    いいですか、斉藤委員。 
 その他ありませんでしょうかね。 
 議長、お願いします。 
○議長（高田寅雄君）○議長（高田寅雄君）○議長（高田寅雄君）○議長（高田寅雄君） 今ちょっと、プレジャ－ボ－トの話が出ましたのでね、全く港湾と関係

ないっていうことではなくてね、今後本当に港湾と重大な関係が出てくるんだろうとこう思って

るんですけれども、実際マナ－が良いとか悪いとか、登別漁港で実際にあった話で、私の船なん

ですけども、あそこは通路その他に繋げないことになってる、船がね。漁船等を付けた網走の船

が来て繋いで、繋ぎっぱなしで泊まりに行っちゃったんですね。それが今度離れて流れていった。

それで例えば船が出船に出ようとしたらその船がいて真っ暗だから明かりで照らして慌ててス

トップしたけどぶつかった。むこうではこれは一昨年の暮れの話なんですけど、むこうでは船登

録あるから当然所属保険等々入っているだろうということで向こうへ問い合わせたら、それは漁

船登録はついてるけどそれはとっくに抹消されて、勝手に付けてあるんで有効の登録ではない。

それは漁船ではありませんと。そして向こうは、いや私のほうは悪いんですから弁償します。必

ず弁償しますて言うもんだから、うちのほうは衝突保険入ってるんだけど、だけど衝突保険入っ

ててもうちのは１００パ－セントで向こうが悪いから向こうの奴をね、もらうことになってるも

んだから、それでどうしてももらえない場合、入ってない場合はうちで保険でできるわけですよ。

ところが向こうでいや払います、うちが悪いんだから払いますって言うもんだからね、待ってた

らとうとう未だに払わない。未だに貰えないから、うちで直した。仕方ないけど。保険は切れち

ゃったと。そういうようなことが一杯あるんですよ。だけどどうしようも…入ってくるし、繋げ

ばダメだって言われないしね、それで救助……これも実際にあった話ですが、救助したと。救助

してくれって、それから保安部から来るんですよ。水難救済会。虎杖浜の救難所で救助してくれ

って言って、救助しに行ったら、操業止めていくわけですよ。 
              ［「そうですね」と呼ぶ者あり］ 
 沖で操業してるわけですから、それを止めて行ってそれでうちの船で引っ張ってきて、置いて

返った。ありがとうて言った。そしたら今度その時、松田組合長あれなんですね、松田組合長は、

１ヵ月経っても返事がないんだからお前、ありがとうだけで済むと思ってるのかと。操業止めて

来て引っ張って置いてったんだぞと。１日にお前何本変わってあれしてるんだと思ってるんだと

いうことを僕手紙をやったらね、明くる日向こうからね、水難救済会ていうのはボランティアで
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やってるのに金を要求するとは不届き至極と言って、海上保安部に訴えた。海上保安部のほうで

あわくって来て金を要求したんですかて。要求したていうことでなくて、実際にかかったこの経

費は要求したんだよて。それはまあ何とかあれして……てことはタダでしょ。そいじゃあ向こう

の人来て、今度は来ましたって言ったけど、長万部の人で。そして１万円だけ置いてこれで勘弁

してくださいってこれで終わり。そういうような現況なんですね。だから、自分等同士で助けれ

ばいいんだけれども、なんちゅうかその……エアボ－ト同士ではあんまりかかわりたくないって

いうの、引っ張らないんだね。それで水難救済会で保安部員ではやるから、保安部は据えないっ

て言うんだよ。そして救助したって新聞出るときは、保安部で救助したってことなるんだもん、

出るんだ。ほりゃもちろん保安部の要請で出ていくんだけからね。 
○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君）○委員（加藤正恭君） お金はもらえない、身分は保証されてない。辞めたほうがいいんじゃな

いですか。 
○議長（高田寅雄君）○議長（高田寅雄君）○議長（高田寅雄君）○議長（高田寅雄君）    いや、だけどこっちで救助行ってくれって奴ね、ちょっと行かないわけ

にいかないというのが現状でね。 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君） 一応今提案されたですね、安全対策ていう。しっかりとこれからです

ね、踏まえていただきたいと思います。 
 一応これで全日程終了するわけです。あとその他ありませんでしょうか。 
               ［「はい」と呼ぶ者あり］ 
 

◎散会の宣告◎散会の宣告◎散会の宣告◎散会の宣告 
 
○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）○委員長（清水孝司君）    それじゃあこれで終わりたいと思います。ご苦労さまでした。 
                               （午前 １１時２３分） 
 


