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        ◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 本日はご苦労様でございます。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。 

 

○委員長（山本浩平君） 本委員会については傍聴を許可することをご異議ありませんか。 

                            ［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） では、ご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。それでは、これより調査を行ないます。本日は平

成１６年度事業予算の概要についてを議題といたします。ここで飴谷町長よりご挨拶がございま

す。よろしくお願いいたします。飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） おはようございます。本日はお忙しい中、白老港整備促進特別委員会を

開催いただきましてありがとうございます。本日、提案させていただきます案件は１点目は平成

１６年度の白老港事業の予算の概要についてであります。全体で２９億３千万円で、管理者負担

４億８千万円です。その内、ゼロ国事業が総事業費約６億で３月議会で債務負担行為の補正を提

案する予定でございます。 

  ２点目は白老港の貨物の取扱量の集計が出ましたのでこれについてのご報告でございます。  

もう一つは昨年９月２６日に発生しました十勝沖地震の災害復旧事業について、３月議会で繰越

事業として提案させていただきましたが、採択になりましたので、これについてご説明いたしま

す。 

  最後にマスコミ等でご承知と思いますが、町政施行５０周年記念事業に併せて、帆船日本丸が

１０月１４日から１８日まで白老港に寄港することになりましたので、これについてのご報告を

申し上げます。以上でございます。よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） どうもありがとうございました。それでは議事に入りたいと思います。

次に執行部からの説明をお願いいたします。堀江港湾課長。 

○港湾課長（堀江寛君） それではちょっと私の方から説明させていただきます。１６年度の事

業の概要につきましては、昨年の８月７日にもご説明しておりますけども、委員さんが３名新し

く変わられたということですので、改めた形になりますが説明をさせていただきます。  それで

は資料の１ページをお開き願いたいと思います。ここに要求の方針・概要が書いてあります。あ

と下の方の表の中に事業の内容が書いてあります。方針・概要は記載のとおりでございますが、

工事の内容についてご説明いたしたいと思います。この表の中の左側の方の施設名でございます。

これは建設する施設でございます。１６年度事業として防波堤（島）と書いてありますのは、島

防波堤と。これが上部工、消波工、基礎工、本体工、延長で１００ｍを予定しております。島防

波堤はここにも書いておりますけども、港内の静穏度を確保するために必要な工事ということで

１００ｍ実施いたします。次のページの２ページをちょっとご覧いただきたいと思うんですけど

も。２ページに図面が出ております。上の方、黒くちょっと塗ってる所、防波堤（島）と書いて
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いますが、この部分を施工いたします。で、全体延長、従前は１，６５０ｍですけども、議会の

中でお話していると思うんですが西外防波堤をくの字型に曲げるとによりまして島防波堤６５

０ｍほど短く施工出来ると。トータルの延長が１，０００ｍ。１５年度まで７９０ｍ出来ており

まして、１６年度に１００ｍ。残りが１７、１８、１９年度で残り１１０ｍを施工する予定でご

ざいます。 

  続きまして道路の方になりますが、これも図面で真ん中の下ほどの方に黒く塗りつぶした所が

あります。これが施工箇所になります。港湾関係者の交通量の増大に対応するため、また利便性

の確保から臨港道路２１号線を設置するものであります。工事の内容としては、路盤工、舗装、

補償、延長は先ほど言いましたが１１９ｍ、幅員が１５ｍの道路になります。 

  その他に図面では右側の方に縦ので黒くしてますけども、岸壁ですとか護岸、それから西外防

波堤、これらの測量、地質調査、それから構造設計等が実施される予定です。 

  要求事業費は先ほど町長の方からご説明ありましたように２９億３千万円、管理者負担が約４

億８千万円でございます。この内、一部分約６億ですが前倒しで実施する予定です。先ほども申

し上げましたが３月議会で提案させていただきますが。これについて担当の赤城係長の方からち

ょっと説明申し上げたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、赤城係長。 

○港湾課事業係長（赤城雅也君） １５年度ゼロ国のご説明をしたいと思います。平成１６年度

地方港湾白老港建設事業の内数として。ですから今、うちの課長から説明のあった２９億３千万

円の内、約事業費６億円、管理者負担金９，１００万円で、事業内容は防波堤（島）のケーソン

製作２函。今現在ケーソンは７９０ｍ完了しております。あと消波工ブロックの製作据付などを

予定しております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） ２点目の方の説明の説明よろしいでしょうか。その他。 

○委員長（山本浩平君） それは結構です。予算についての説明は以上でございますか。はい、

赤城係長。 

○港湾課事業係長（赤城雅也君） それと去年の地震で起きました災害のご報告をしたいと思い

ます。平成１５年度十勝沖地震における港湾災害事業についてということで３ページのお開き願

います。事業名で直轄港湾災害復旧事業（十勝沖地震災害復旧事業費）ということで、直轄事業

としての採択を受けまして、事業費が２７，８７７，０００円。その内、管理者負担金としまし

て２０％、５，５７５，４００円ということで３月補正としまして５，５７６，０００円をした

いと思います。工事名としましては白老港臨港道路２１号線外一連災害復旧工事ということで、

工期が３月から１６年９月までの予定となっております。工事概要ですが臨港道路２１号線が１

１０ｍ、中央ふ頭第４港湾施設用地、第４荷捌き地ですね、面積が６，４９４㎡です。ただ、被

災の受けた全体面積はちょっと図面で説明しますけども、この７．５ ｍ岸壁の背後地、これの全

体が約９，０００㎡あるんですけども、この９，０００㎡の内、７，７４８㎡が災害を受けまし

た。ただ港湾施設用地としては、６，４９４㎡としまして道路の歩道部分の関連ということで施
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設用地内も１，２５４㎡を道路の方で面積が計上されております。ですから、被災の受けた面積

というのは７，７４８㎡となります。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。それではですね、平成１６年度の白老港事業

予算の概要について、それと今、ご説明がございました十勝沖地震における港湾の災害復旧事業

直轄の工事についての質疑がございましたら、お願い申し上げたいと思います。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） １ページの方針と概要。これで管理者負担４億８千万。これは前にもち

ょっと聞いたことがあるんですが、交付税措置が５１、２％と記憶してますが、交付税措置が５

２％程度であるというふうに理解していいのかどうか、それが１点。それから、西防波堤ね。こ

れは今回、新規で調査設計がされたということでたいへん静穏度の面でも早く着工してもらいた

いんだけれども、この着工の見通しですね。今年度、調査設計をして来年度から着工になるのか。

来年度も継続して調査するのか。その辺りについて伺いたいと思います。それからもう一つね。

道路ですね。道路１１９ｍ、継続事業ですけれども、これは継続となってますが土地の買収は終

わっているのか。それとも、ここに障害物が無いのかどうかですね、それについて伺いたいと思

います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） では３点についてお答えの方をお願いいたします。はい、竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 交付税の関係をご説明します。この次の交付税の措置率です

けども、先ほど出ました５０％台でないかということなんでけども。まだ今のところはっきりし

ておりません。ただ、そういうふうに言われていることは確かです。ちなみに今までの累計を見

ますと７０％台になってます。 

○委員（加藤正恭君） ものによりけりでしょ。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 当然、若い年の頃と言うんですか、平成２年、３年とか、そ

ういうところは高いですけれども、それらのも段々やはり下がってきてます。それをトータルし

てですね、７５．８％という数字が出ております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。はい、赤城係長。 

○港湾課事業係長（赤城雅也君） それでは２点目の西外防の着工はいつかということにお答え

します。今の予定では１７年度も調査設計費、第３商港区すべての調査・設計が入る予定となっ

ておりまして、１８年度からケーソン製作とかの現場の着手になる予定となっております。それ

と臨港道路２１号線の買収は終わったかということは、今年予定してたんですけども、今現在、

進行中でありまして契約は来年度４月になる予定でございます。ですから、今年予定してた買収

の金額はずれ込んで来年度になるということです。あと支障の物件は皆さん、事前に説明してお

ります。ただ、契約がまだということです。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 障害物は現在あるんですか。無いんですか。 

○委員長（山本浩平君） 赤城係長。 

○港湾課事業係長（赤城雅也君）  障害物は家屋等あります。家屋２点。その家屋の方ともお

話は済んでおります。 
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○委員長（山本浩平君） 加藤委員、よろしいでしょうか。 

○委員（加藤正恭君） はい。それから３ページの方もあるんですがね。災害復旧費の５，５７

６，０００円。これは単費になるのかですね。これも交付税措置というのはあるのかどうか。そ

れが聞きたいということと。ここにクラックという横文字があるんだけど、クラックってどうい

う状況なのか。私ちょっとませてるかも知れないけど、麻薬をクラックと言うんだけどね。クラ

ック状況というのはどういう意味なのかね。陥没と言うか、クラッシャーと言うから押し潰され

るとか、そんなような意味なのかね。クラックという表現があるんだけど、これどういう状況な

のか。それちょっと聞きたいです。 

○委員長（山本浩平君） はい、赤城係長。 

○港湾課事業係長（赤城雅也君） まず、交付税なんですけども、災害ですので１００％交付税

措置になります。それとクラックの問題ですが、これは液状化現象でひび割れがして、その部分

から水と砂が出てきまして、出てきた所が広がってますよね、それをクラックと呼んでるんです

けども。ひび割れ状況と言うんですか、そういうことです。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。他にいかがでしょうか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 何点か、お聞きしたいんですが。まず、１つは１ページ目。基本的な部

分で港の今後の利用について、利用者からは大量輸送に伴う岸壁使用を求められているという記

述があるんですが、将来的に利用者から大量輸送をしたいという要望というのは具体的にどのよ

うなことを指しているのか、話が出来るところあればお聞かせください。それから、下の表の来

年度の予算の継続部分と新規の部分。２９億３千万の内の継続の部分いくらになるのか。新規、

調査設計についていくらになるのか。その辺り聞かせてください。 

○委員長（山本浩平君） はい、堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） １点目の大量輸送に伴うということで、実際そういうことが話し聞い

てるかということですけども。地元企業、特に大きな製紙工場については相当第３商港区に期待

している部分がありまして、当然建設された段階では利用するとこういう形で聞いております。

それから２点目の継続と新規のお金の割合ですが、新規につきましては約２億です。ですから、

全体２９億３千万の内２７億３千万が継続事業。そして新規が約２億という形になります。以上

です。 

○委員長（山本浩平君） 赤城係長。 

○港湾課事業係長（赤城雅也君） それと付け加えてですね、先ほどの大量輸送の話しなんです

けども。今、実際、砂の輸送が５．５ｍ岸壁から出てるんですけども、７．５ｍの岸壁から大型

船を使って東京方面の方に持っていきたいというお話は出ております。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） その利用について、今のご答弁ではこれから先々大きい金額が動くのに

やや抽象的だなと。もう少し具体的にこんなふうな予定がされているんだというふうな話を聞か

ないと。たぶん利用されるであろうと、そういう声があるんだではなかなか、そうかというふう

にはならないですけども。今、具体的には砂ということが聞かれたわけですけども、砂だけなの
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か、まだ他に具体的になっているものがあるのかないのか、その辺り。 

○委員長（山本浩平君） はい、堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 今、第３商港区建設に向けての基本構想を改定中でありまして、最終

的に来月いっぱいぐらいでそれが取りまとめられる予定になってるんですけども、具体的な数値

は今、資料持ってこないので頭に無いんですが、石炭ですとか木材、それから先ほど言いました

ような砂関係が利用されると。それに基づいて第３商港区の建設計画を持っていると、こういう

ことなんですけど。ちょっと具体的な数字はまだということで。 

○委員長（山本浩平君） 補足ですね、竹田係長お願いします。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 砂に関してですけども、今現在も５．５ｍ、先ほど使ってま

すよという説明ありましたけども、喫水調整をして５．５ｍに入ってきている船があるんですよ。

それを７．５ｍの方に移ることが出来るようになればですね、喫水調整をしないでもっとたくさ

ん物を積んでいけるという状態です。ですから、それよりももっと大きな船、今５．５ｍに入っ

ている６級船と言って２千ｔクラスで喫水調整して入ってきてますけども、それが７．５ｍに移

ることによってもっと大きな船がということになっていきますので。実際に砂の業者からはもっ

ともっと大きな船と。砂の価格も安いものですから、競争出来るような体制を取りたいというこ

とは現実言われております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） よろしいでしょうか。はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そこまでの部分についてはちょっと分かりましたけれども、別なことを

ちょっとお聞きしたいと思うんですが。第３商港区の設計調査に入ったわけなんですが、私、途

中抜けてたものですから第３商港区の全体像がちょっと見えないんですよ。前に話を聞いていた

第３商港区出来るまでの総工費は一応は聞いてたんですが、それが防波堤を曲げることによって

かなりの減額になるということなんですが、全体総工費がいくらで、これを曲げることによって、

それがどんなような減額になるのか、その辺りについて概略教えていただければと思うんですが。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 曲げる前の計画がこういう形でございまして、曲げた方が２ページの

面になっております。それで、先ほど言いましたように、曲げる前がこの島防波堤が一番長くて

１，６５０ｍあって、曲げることによってこれを短くしても静穏度が保てると。それでですね、

この変更前の事業費ですけども１６年度以降約４９０億ということで考えておりました。それが

曲げることによって約２５０億で済むと。差し引き２４０億コストの縮減が図れたということに

なります。それとあと大事なのがですね、一部供用開始がこのことによりまして、平成２８年ぐ

らいが一部供用開始を予定しておりましたけども、それが２４年と。これも整備が順調に行けば

ですね、早ければもっと３年ぐらい縮めて一部供用開始出来るんではないかと、こういうふうに

考えております。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 斎藤委員、よろしいでしょうか。他に質疑のございます方。はい、加

藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 輸送の関連でちょっとお聞きしたんだけれども。去年でしたか、一昨年
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でしたか、船舶が年々大型化しつつありますとこういうお話がありましたね。当然、船会社にし

てみれば１回の運行に対して運ぶ量がやっぱり大きい方がいいわけですから。そうなるとね、第

２商港区なんか４．５とか５．５とかっていうバースね、そういう所があるんだけれども。そう

いうことから行くと将来的にはこの５．５だなんていう所が、接岸する船が大型化していくんで

すよというような話を聞けば、段々、接岸の頻度が少なくなるんじゃないのかなという気がする

んですけれどもね。その辺りの見通しはどのように考えておられるのかね。あんまり来なくなる

とすれば、例えば漁業港としてそこを使えるのかどうか。そういう幅があるのかどうかですね。

使えるのかどうか。今、白老漁港も結構煩雑化してきているものですから。あまり５．５だと使

わないような岸壁にも漁船が停泊してもいい、そういう幅と言うのかな、使用出来るのかどうか。

将来的にはどのように考えておられるか伺いたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） ただ今のご質問ですけども、ご指摘のとおりですね。大量輸送という

時代ですので船舶の大型化にはなってきているかと思いますけども。かと言って、今、全部の船

が大型化になるわけでなくて、当然中小の船舶もたくさんございます。そして、それらはどんど

ん日本のあちこちの国内を輸送しているわけですけども、そういった船が利用は出来ると思いま

すので。あと、一部漁船にどうかということなんですけども。 

○委員長（山本浩平君） はい、竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 漁船が使えるかという件なんですけども、岸壁が少し高いん

ですよ。ですから、漁船を接岸するとですね、漁船を逆に痛める、防舷材の関係とかありまして、

そういう危険性があるので５．５ｍの所はちょっと無理かなと。もし、どうしても停めるという

ことになれば何か工夫をしなければ無理かなというふうには考えてます。 

○委員長（山本浩平君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ということは、ただ、漁船を痛めるということのクリアをすれば使うと

いうことについては構わないですか。その辺りはどういうものなんですか。漁船を痛めなければ、

そういう所へ接岸しても構わないですかね。その辺りについて。 

○委員長（山本浩平君） はい、竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 仮に、５．５ｍを実際に全然使わなくなったとすればですね、

で、漁船を使うとすれば何か工夫をすれば接岸することは可能だと思います。今、白老漁協で一

番大きいので１５ｔぐらいですか。それよりもっと大きな漁船がもし仮に出てくるとすれば、そ

ういうものを接岸するとかというふうな方法は取れるとは思います。 

○委員長（山本浩平君） 堀江港湾課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 今ですね、こういった整備計画を持って整備しているですけども。あ

と、この他に港に付く道路が石山大通りから真っ直ぐ港に向かってくる石山西通りというのが今、

計画されてますけども、それが出来れば港から高速道路のインターチェンジまで大体３分ぐらい

で行けるんでないかと。そうしたら、これだけインターチェンジに近い港というのはそうそう無

いと思います。その道路が出来ればまた、いろいろ利用の形態も変わってくるのではないかと、
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こういうふうに考えております。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。他に。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私、長く議員やってますけど、今回、港湾初めてなものですからちょっ

と違ったこと言うかもしれません。何点かお聞きしたいんですけどね。１つ、２９億の事業とい

うことになりますと、これは膨大な金額ですよね。もちろん、専門的な工事がきっとあるんでし

ょう、私たちがわからないね。そういう部分あるんだろうけれども、地元で出来る仕事というの

は割合で行くとどれぐらいあるものなんですか。まず、その点。 

○委員長（山本浩平君） その１点でとりあえずよろしいですか。 

○委員（大渕紀夫君） 聞けばね、例えば可能な金額がどれぐらいあるのかということが１つな

んですよ。それと可能という意味は努力をすれば出来ることも含めてです。例えば潜水夫さんが

いなかったら出来ない仕事を、白老の業者が新たに潜水夫雇ってやるということは、私の個人的

な言い方ですれば難しいのかなと思うんだ。そうじゃなくて、一般的な事業で土木、建築含めた

事業者が出来る仕事の量がどれぐらいあるかということ。もちろん、これは町発注業者のものじ

ゃないからね、すぐというわけには行かないだろうけれども。その点がどれぐらいあって、そこ

の仕事の中で町の業者がどれぐらい取っているのか。粗方、細かいこといいですから。どういう

状況になっているかだけ教えてください。 

○委員長（山本浩平君） はい、堀江港湾課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 技術的な面もあるんですが、例えば島防波堤ということになれば、ど

ちらかと言えば特殊な工事。それから、かなりのリスクもあるわけで。単独で全部この工事をや

るというのはなかなかちょっと難しいところがあるかなと。ですから、どこか経験のある業者と

ジョイントベンチャーを組むとかですね、そういった方法でやれば可能だと思います。あと、こ

の中で調査設計はコンサル業務でございまして、町内には測量ぐらいは若干出来るかもしれない

けど、主に地質調査だとか、それから構造設計をやるもので、これはちょっと町内業者では無理

かなと。あと、舗装もちょっと専門、そういう機械を持った専門業者になるかなと。ただ、その

下の路盤やなんかは出来るのかなとこういう感じします。金額で言えば、ちょっとなかなか難し

いんですが、技術的には難しいのは経験のある所とジョイントベンチャー組めば出来るかと思い

ますし、道路については路盤やなんかは可能かなと。それと一応過去の実績ですけども、大体過

去３年ぐらいでここの港湾工事が約７６億８千万ぐらい工事が行なわれました。３年間で。１３

年度から１５年度。その内、地元業者取ったのが約６億６，９００万ぐらい。これは大きいとこ

ろと共同企業体を組んで取ったのも含めて６億６，９ ００万ぐらい。比率で行けば１０％も満た

ない数字なんですけども。 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 細かいことはいいんです。考え方なんです、問題は。これだけのビ 

ックの事業があってね、地元で仕事が出来ないというのは、私ははっきり言えば話にならんと思

うんです。ジョイントベンチャーであろうと、何であろうとね、これだけ国費が投入されている

のに地元で仕事が出来ないと言うんじゃ、ケーソンをどこか向こうの方で作って引っ張ってくる
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ていう話し聞いたんだけどね。技術的なこと僕、分からなくて聞いているから全然違うこと言っ

ているかもしれないけど。そういうこと、例えばその砂はたぶん向こうで取っている砂でしょ、

使っている砂。ここから持っていってまさか作るわけじゃないだろうからね。そういうことをす

べて考えた時に、そういう努力がどういう形で、例えば町が発注するんじゃないにしても、どう

いう形で町は今までしてきたのかね。そして、そういうことがやられなければ、そこに本来力入

れるべきものじゃないのかと思うんですよ、僕は。そういうことがされないと港、港と言ったっ

て、貨物運ぶのを含めて地元のメリットがじゃあどこにあるのかということにならないというこ

となんですわ。そこら辺ね、たまたま今日、町長も出てるからだけれども、僕はやっぱりそうい

う努力をね、業界が一緒に行けば問題ないのかどうか僕はわからないけどさ。そういうことを業

界含めてやらないものなんですか。 

○委員長（山本浩平君） 白老町長。 

○町長（飴谷長藏君） ただ今のご質問でございますが、うちで生水の負担が年間単純に５億円

ということですね。ですから、３年間で１５億円ということになります。私もその通りだと実は

思います。港というのは経済活動のために作っている港なんです。ですから当然、建設も経済活

動でございます。ですから、出来れば技術的にも、先ほど課長言ったようにジョイントを組むこ

とによって出来ない工事は私は無いと思ってます。難しい工事でも基本的には出来るという前提

の中で、我々は港湾管理者の負担金をですね、血税を負担しているわけでございますから、今朝

ほどの新聞を見ても分かるとおりですね、みんなどこの自治体も大変なんですね。大変なんです

けど、財源生むのは経済活動によって財源を生んでるという状況の中から言うと、それがよその

町に工事が流れてる、よその町の業者が持っていくということになりますと、非常に我々も危惧

と言いますか、残念なことだなとは思っております。例えば５億の工事が動きますと地元でおり

ます。そして、パーフェクトに地元の中で動かすということになりますと、３倍からですね、そ

のぐらいの経済効果というのはあるわけですね。当然、雇用も生まれてきますので。今、町内で

はこの港湾事業が一番大きい公共事業でございますので、出来ましたら我々としては町が負担し

ている５億分、その分だけでもと。それとて１割です。５０億の分の１割ですから、実態見ます

と８．７でございます。我々の血税を使っているという面から言うと、ぜひこの部分だけでも地

元とという考え方に。ただ、入札制度ありますので、そういう考え方を地元の自治体としてはぜ

ひ持ちたいという考え方です。結局、工事やってよその町に金が落ちるんじゃ血税の意味がない

んですね。その辺の事情も出来れば国の方に、開発局の方に訴えていきたいなと思ってます。以

上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私が言っているのは、やっぱり自立する町ということを町長が標ぼうし

ているわけですから、当然、そういうことをあらゆる部分でやっていかなければ、私 は自立とい

うことは有り得ないと思ってますから。今の答弁で結構ですけれども、それはきちんとやってい

ただきたいというふうに強く、一つ思います。それともう１、２点。資料含めてちょっとお願い

したいんですけれども。前に私がいただいた資料を見ますと、加藤委員が質問された全体事業費
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に対する起債の割合と交付税の割合等々出てるんです。今、１５年度の予定では起債の償還で港

の分だけで２億１千万ぐらい払っているというふうな資料をいただいているんですけれども。こ

こら辺、詳しくもうちょっと分析をされて、今後どういうふうになっていくのか。第３商港区の

整備スケジュールも出てましたけれども、そういうもの含めて管理者負担金と起債の将来方向、

これを一つね、資料としてちょっとシミュレーションして出していただいて、整合性がこういう

ふうな形で取れるんだよと。たぶん私がいただいた資料は４８０億の方だと思うんです。２５０

億じゃなくて。それで、それを１つ資料としてお願いしたいと。  

それともう一つ、やっぱり将来の荷動きの問題。これをどう見るかというところが鍵ですよね。

ここはね、よほど、やっぱりシビアにやっていただきたいと僕は思ってます。先ほど、斎藤委員

からも質問ありましたけれども、そこら辺どういう将来展望持っていらっしゃるのか。私は例え

ば、今、加藤委員さん言われた質問の中もそうなんだけれども、大きな船ばかりになったら地元

の中小の、例えばうちの工業団地に入ってる人たちがそんな大きな船使えるのかどうかね。そう

なりますよね。だから、僕はそういうことを含めて物事を考えないと、大きくなるだけがいいの

かというふうに思うんですよ。砂だって無くなるかもしれないんだから、埋蔵量どれぐらいある

かどうかだって調査しないと駄目だろうしね。そういうものがきちんと裏づけてあってさ、そし

て例えば石炭ボイラーになっていくという可能性はありますよね、これからね。石炭なんかはも

う大量に使う所は絶対大型船じゃなかったら駄目です、チップ含めて。ただ、それがどうなるの

かということをやっぱり押さえて行かなかったら、相手が言うとか言わないとかって問題じゃな

いんですよ。町がどう考えるかということは、そこのところの分析がどうされてるかという問題

ですからね。そこは相手があってやることじゃないんですよ。自治体の仕事というのは私そこが

一番大きいと思ってますから、そういう見通しをどういうふうに持つかということでね、そこの

将来展望をきちんと、経済効果を含めて資料を作るということが私は必要だと思っております。

ですから、そういう点で言えば、きちんとした形でもそういう資料を作ってうちの特別委員会に

きちんと示してもらって、起債なら起債の状況が出来たら、そこの部分ならそこの部分だけでき

ちんと議論して議会が理解出来るような形に私はとっていただきたいし、後ほどこの港湾の中で

そういう資料がいいのかどうかということを含めて議論していただきたいというふうに思って

ます。たまたま私１回目なものですから、そういうところからきちんと分析すると。例えば静穏

度の問題でもね、じゃあ西防波堤が出来たら今の静穏度がどれぐらい良くなるのかというのがち

ゃんと出てるんだと思うんですよ。我々は分からないんだわ。今の静穏度が危険だと、荷も積む

時に荒れてたら積めないという話は聞きました。だから、それはどれぐらいの数でどうなって、

これを作ったらどこまで行くのかということがやっぱりちゃんと示されなきゃ駄目ですよ。示さ

れてたのかも知れない、ごめんなさい。示されてたのかも知れない、ごめんなさい。示されてた

のかも知れないけどさ、そういうふうにぜひ私はしていただきたいというふうに思うんです。そ

ういうものをこれからどんどん出していただいてね、そして、それが議会として理解されるかど

うかというところが今、問題なわけですから。やっぱり経済効果含めてね、そこら辺一つ作って

出してほしと思いますけどもいかがですか。 
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○委員長（山本浩平君） その点についてお願いいたします。はい、堀江港湾課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 前段の方にありました、まず、工事の関係からご説明したいと思いま

すけども。もっともな話でございます。それで、今までじゃあ努力してなかったかと言えば、室

蘭開発建設部に行った時には地元業者も、入札行為ですから取る取らないは別にしても入札にな

るべく参加させてもらいたいというようなことを言ってきてました。今度、町長がそれに非常に

熱心に今後取り組んで行きたいということなものですから。今までどっちかと言ったら課長レベ

ルでしたけども、今度、助役、町長の方も行った折には、取れる取れないは何回も言いますけど

も入札結果ですから、ただ入札に参加出来るようにということでお願いに行くというようなこと

を言ってくれてますので、どんどんそういう形で応援してもらおうと思っております。  

先ほどケーソンの話しも出ましたけども、ケーソンもそういったことで白老で作れるか作れな

いか、今ちょっと検討しております。白老で作るのにケーソンヤードを作るのにアンカを長く取

るので船舶の通行にちょっと支障があるかないか、それ辺ですね。あと底をずっと張り付いたま

まになりますので、他の船舶に影響が出るか出ないか、その辺、今、盛んに検討してますので。

うちの方で可能ということであればですね、当然、今度うちで作るわけだから、そこにも地元業

者の方が入札に参加出来るように働きかけて行きたいというふうに考えております。あと、前回

渡した資料、起債ですとか交付税の関係を表わした資料、それはやっぱり、おそらくおっしゃる

とおり４９０億の資料だと思いますので、２５０億に直したやつをまた機会を改めて作ってお渡

ししたいと思います。それから、当然最後の話に出ましたようにこれだけの膨大なお金を投資し

て作るわけだから、その根拠をもうちょっと明確にしておきなさいとこういうお話だと思うんで

すけども。先ほどちょっと言いましたように、今、基本計画の構想を策定しておりまして、その

中でいろいろ推定する貨物量の取扱量ですとか、今やっておりますので。それがたぶん３月いっ

ぱい、ぎりぎりまでかかるかと思いますので、その時に当然皆さんにお渡しして、その時にご説

明したいと思いますのでよろしくお願いしたいと思います。 

○委員（大渕紀夫君） はい、わかりました。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。他に質疑のある方。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） ５ページの貨物統計資料。 

○委員長（山本浩平君） それはその他の方でやる予定にしておりますが。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） もう一つちょっと資料でお願いしたいんだけど、概況だとかいろいろい

ただいた中で、各地方港湾の名前出ているんですけど、そこの港湾の港の規模。貨物の取扱量は

全部出てるの、毎年もらうやつ、これはもらってます。ここのその他の港の規模だとか、それか

ら財政状況、財政負担、そんな詳しくなくていいです。さっと見てわかる程度で結構ですから。

そういう他の港との状況がどれぐらい白老と違うのかということ。それから、重要港湾でも白老

ぐらいの規模のところのものは、どういう港の規模で、その市町村の財政規模がどれぐらいで、

港にかけてる金がどれぐらいかということをちょっとわかる範囲で。そんな詳しいものじゃなく

ていいですから、ちょっとそれを知りたいんですよ。なぜかと言うとね、北海道だけですよ、い

つも言うけど港、ほとんと都道府県でやってるんだよね。そういうことをきちんとやるためのこ
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とを何とか模索すべきだと僕は思っているんですよ。そのためにちょっとそういう資料をわかる

範囲で調べていただければ助かりますので、ちょっとその資料をお願いしたいというふうに思い

ます。以上。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） わかりました。次回の時までに。全部が全部調べられるかどうかわか

りませんけど、最大限努力して調べておきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 一つだけお伺いしておきたいんですが。第３商港区の変更になるのを、

先ほどの話で４９０億からその約半分ぐらいまで減らしていくという方向。かなり大きな変更に

なるかと思うんですけども。この計画について、これから出発するということで、町民はどんな

ふうになるのかという関心かなり持っているわけですよね。町民への変更の説明責任というのは

どんなふうに考えられているのか。どんなふうにされているのか。そういう本当に港が私たちの

生活に幸せをもたらしてくれるのかどうなのかという声というのはものすごくあるわけですよ

ね。そういう点からいって、町民にこういう港になるんだよという話しというものがどこで進め

られているのか、その辺り聞かせてください。 

○委員長（山本浩平君） 堀江港湾課長。 

○港湾課長（堀江寛君） お話はご指摘のとおりで非常に莫大な金額をかけて投資するわけです

から、町民の皆さんにいろんな形で知ってもらう、また活用してもらうということが大事と思い

ます。それで今、お話しているのは予算の予定と言いますか、まだこれがはっきり国の国会の予

算も通ってませんので。たぶん、こういう形で通るかと思いますけども。例えばですね、これか

ら話し申し上げようと思ってたんですけど、日本丸が幸いにも来ます。今までも港まつりの中で

も港の果たす役割ですとか、そういうパネルですとか写真とかですね、そういったことを室蘭開

発建設部と共同してやってたんですけど。今年もそういったようなことをまた実施してですね、

幸いにも日本丸来ますので少し大々的にと言いますか、場合によっては広報なんかも、ちょっと

もう今年１年の計画立てているので特集号組めるかどうかちょっと分からないんですけども、そ

ういったことも考えていてＰＲに努めていきたいと、こういうふうに思っております。 

○委員長（山本浩平君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 白老港の建設は当然漁港も含めまして、白老の町内の経済活動に対する

一定の効果と言いますか、基盤整理ということで基本的には進めております。それを前提として

今、例えば今年工事をしております、この図面を見ていただきたいんですが、今ちょっと波が高

くなりますとこっちの方に避難するような状況なんですよね。それで今、こちらの島防波堤の工

事を進めてますが、いずれにしてもご理解いただきたいのはまだ未完成の港というご理解をいた

だきたいんです。ですから、これを伸ばす、ここでちょっと折るんですが、これによって静穏度

が増すと。ですから、いずれにしてもですね、例えば今年の工事についてもここの静穏度を保つ

ためにここの島防波堤の工事を進めているということなんですよ。ですから、途中でそういう議

論も大変結構なんですが、確かに町民に対して港の担う役割だとか、港に期待するもの、これか
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らの港のあり方については町民に説明、そして周知する必要があると思いますが、今年の例えば

工事についてはそういうことですと。それを将来を想定して今日まで港の建設工事を進めている

という理解をしていただきたい。ですから我々の、町としての期待しているものもあります。そ

れと別には、実際の実績として砂も動いている、砂利も動いてる、一定の貨物も動いてると、そ

して地方港湾としては北海道での一番の貨物の取扱量というご認識を、まず町民にその辺を認識

していただいて、さらなる港の工事を建設したいと。これは建設前に１００％確約出来るものは

確かにございません。日本の公共事業で確約しながら作るものは無いと思います。これは高速道

路も同じでございますけど。ただ、そこには我々の努力と国の経済政策がマッチしたところで相

乗的な、我々の想像以上の経済効果が生まれるかもしれません。ただ、一定の想定をしながら港

湾の建設を進めているというご理解はしていただきたいと思っております。 

○委員長（山本浩平君） 斎藤委員よろしいでしょうか。他に、この予算関係についての質疑ご

ざいます方、お願いいたします。ございせんか。それでは、なければ次に移りたいと思います。

その他の事項で担当課から説明しておくことがございましたら、よろしくお願いいたしますが。

はい、竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） それでは１５年の貨物量のご説明をしたいと思います。資料

の５ページ目を見てください。その表に平成１５年１月から１２月までです、白老港の貨物の取

扱量を集計したものが載せてあります。２月１７日集計になってます。これは３月３日に北海道

の方のヒアリングを受けて確定する数字です。ですから、その前の事前数字ということをご理解

ください。 

  で、表の１番上に合計が出ております。まず、合計の上段が平成１５年の数字、下段が平成１

４年の数字になります。移入に関しましては平成１５年が１０６，１０３ｔです。１４年が下の

段の５５，６０１です。ですから、移入に関しましては５０，５０２ｔの増ということになりま

す。右側にいきまして移出です。平成１５年が６８７，６８２ｔ、平成１４年が９００，３７３

ｔです。移出の分につきましては２１２，６９１ｔの減ということになります。合計しますと、

平成１５年の取扱量が上の段の７９３，７８５ｔです。下の段の平成１４年が９５５，９７４ｔ

となりますので、差し引きしますと１６２，１８９ｔの取扱量の減という結果になりました。そ

れで、下の方に取扱品目それぞれ出ております。その中で増えた理由と減った理由を、主なもの

を上げていきたいと思います。まず、移入に関しましては上の方から砂利・砂ですね。そこのと

ころの欄に３７，７９０ｔという数字がありますけども、これにつきましては砂と鉄鋼スラグと

いう新たなものが発生しております。これは１５年からです。その分が増えている形になります。

それから、その次の主なものがですね、もう少し下の段にいきますと石灰石というものがありま

して、これも増えておりまして約５千ｔほど増えてます。これは生コンの材料となるものでして、

生コンの需要が増えたということになります。その下の非金属鉱物ですか。ここではけい石とラ

イムストーンがあるんですけど、ライムストーンに関してはさほど増減はありません。けい石が

増えてまして、これは旭化成のへーベルライトに使うんですけれども６，５００ｔほど増えてま

す。これらのものを集計しますと移入では、先ほども言いましたけども約５万ｔほどの増という
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形になります。逆に移出の方は減っておりますけれども、これの主なものとしまして砂と紙の減

があります。砂につきましては鉱産物のところの砂利・砂のところにあります。ここで約９３，

０００ｔほど砂に関しては減ってます。それから、その次、紙なんですけども、下の方にいきま

すけども、紙・パルプというところですけども、ここで約６６，０００ｔほど減ってます。それ

から、あと工事関係の割石だとかブロック、それから漁礁ブロックとかそういうものも減ってま

して、これらを合わせると２１２，０００ｔほど減っているという結果になりました。以上が取

扱貨物の説明です。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） あと２点目のですね、町制施行５０周年記念事業に伴いまして日本丸

の寄港の話を若干させていただきます。一番後ろにカラーコピーした写真が付いておりますけど

も、１０月１４日から１８日までの５日間ですね、６ページにも書いております。独立行政法人

所属の日本丸。２，５７０ｔ。全長が１１０ｍ。が寄港いたします。１４日入港いたしまして、

１５日は全休と。そして１６日がセイルドリルと言いまして、帆を下ろして見せてくれると。１

７日が一般公開の予定でございます。１８日に出航しますけど、この時にちょっと難しい字です

けど登檣礼ということで、訓練生が出発する時にマストの上に上がって手を振ってくれると、こ

れは非常に感動するらしんですけども。こういうのも天候次第ですけども見せてくれるというこ

とで聞いております。総勢１５５名程度が来航いたしまして、７．５ｍ岸壁に接岸すると。まだ

決定はしてないですけど、この時に港まつりをやるという話しもあるようです。まだ決定はして

ないということで聞いております。そして、あと同じ時期に室蘭市に海王丸、全く同じ日に来る

ということを聞きました。この下に写真ありますけども、これが海王丸ですね。うちとぶつから

ないように１６日に一般公開して、１７日にセイルドリルをするとこういうことで今、話し合い

を進めております。概ね、こういったことで出来るのではないかなというふうには考えておりま

す。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。それでは、白老港取扱貨物量と５０周年記念

事業に関わる日本丸の寄港の件につきまして、質疑を承りたいと思います。質疑のございます委

員の方。はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） これは２月１７日までの集計であるということですね。ですから、３月

３１日までの数字じゃないということはわかるんですけれども。前年対比ですね、１７％全体的

に、凸凹は多少あるけれども減ってるんですが。これはどのように分析しているのかね。減って

いるのは景気不景気だけのことなのか、たまたまこうなったということなのかね。今までは右肩

上がりでどんどん、どんどん増える一方で、おそらく１５年度には１００万ｔを超えるじゃない

かとこういう期待を持っておったんですが、逆に今回は減りそうだという状態なんですが、これ

をどのように分析しておられるのかね。それを聞きたいということが１点。それから日本丸の件

ですが、素晴らしい計画でこれは飴谷町長の一つのヒットじゃないのかなと思うんですが、港ま

つりは別にしても５日間停泊されるんですが、お金のかかることでしょうが歓迎パーティーなど

は考えておられるのかですね。それから、乗組員が１５５名と言うんですが、この方々は船中泊
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になるのかな。船の中で寝泊まりされるのか。陸に上がって白老町内のホテルにでも、ホテルと

いうホテルはないけれども、宿を取るのか、その辺りはどのように考えておられるのかね。それ

と出来るだけ町民とね、町民を含めて他の市町村からも来られるでしょうけれども、交流を深め

るという場を作るような企画を考えてはいかがかと思うんだけれども、その辺りについての考え

方をお聞きしたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 港湾課の方で回答の方をよろしくお願いいたします。はい、堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） まず、歓迎パーティー、それから船中泊のお話ですけども、訓練の一

環として来るということでですね、あまり派手な催物はちょっとしなくてもいいと言いますか、

そういうことはそんなに気を使わないでくれということは向こうから言われております。ただ、

せっかくの機会ですから何かの形で町民の人方と接することが出来ればいいかなと思っており

ます。あと、泊まるのは全員船の中で寝泊まりすると、こういうことで聞いております。  

○委員長（山本浩平君） はい、飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 実は私ども港湾の大会と言いますか、陳情のあれありまして横浜の方に

行って、実はお話聞いて来ました。その時、まず、あまり派手なことはしないでいただきたいと。

白老町さんもお金かかるでしょうというお話も言われてました。それで、外泊は自由外泊が１日

あるらしいんです。それで、その時はもし出来ましたらバスを貸していただければというような

お話でしたので、学校が休みの日がありますのでもし教育委員会のバス等があれば、それを活用

してしたいと。それと、実は私はぜひ子供に見てもらいと思っているんです。小学校、中学校、

高校生、実際ですね、見学は７千、８千人出来るみたいなんですよ、過去の実績から行くと。で

すから当然、町民も希望する方はほとんど見れるのかなと。子供たちを主体にしてそういう展開

出来たらなという考え方してます。それと一部でですね、今、課長の方からも言いましたが、お

祭りを日程をずらして何とか対応したいという、これは祭りの方の実行委員会のお話ですので、

ただ、私の方からはこのためにお祭りをずらすというのは、それは私の言える話ではないですと。

これは実行委員会ありますので、実行委員会の皆さんがお話合いをして決めていただきたいと。

祭りが無ければ、これ入れないというものでもないので、それは私の方から言わせていただきま

した。町から変えてくれというお話にはならないですと。皆さんが決めていただきたいというこ

とです。 

○委員長（山本浩平君） もう１点ですね。加藤委員からの質問の中で、貨物の減少の分析。こ

れについてお願いしたいと思います。はい、竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 貨物の減になった分析ということなんですけれども、減にな

った主な原因は砂と紙になります。砂に関しましては道内の留萌に養浜砂として出してたんです

けれども、そこの工事が終わりましてやく５万ｔほど減ってます。ですから、これも影響してま

す。これはもう工事無くなっちゃいましたので１６年でも無いということになります。それと首

都圏向けの関係なんですけれども、首都圏の方は主に木更津に出てるんですけれども、量として

はすごい落ち込みではないんですね。ですから留萌の関係とか、それから他にもたくさん出して

いるけども、そういった工事に関するものというものが影響しているというふうに考えてます。
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１６年の分につきましては、今、砂の業者さんに問い合わせをしてます。どのくらい出る予定な

のかということを、今、つかもうとしています。それから、紙の方につきましては、先日、日本

製紙の方に聞きました。それでですね、苫小牧から現実、出てます。これ以上苫小牧に行くこと

はないと。今、行っている分が最大でこれからまだ白老から出る分が苫小牧に行くことはないで

すよというふうに言われました。それで、その中の話の中で新たにでんぷんを１６年から入れた

いという話がありましたので、移入に関しては若干伸びる期待が持てるかなと。で、移出に関し

ては砂が仮に落ちないとすれば、現状維持は出来るかなというふうには今のところ考えてます。

以上です。 

○委員長（山本浩平君） 補足ございます。はい、堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 先ほど２月１７日現在で、３月いっぱいまででまた変わるというお話

でしたけど、これは暦年で１月１日から１２月３１日の集計で、１５年の白老港港湾取扱貨物。 

○委員（加藤正恭君） ここに２月１７日集計はいいけど、未確定なんていうのがあるから、３

月３１日までかなと思ったんです。１５年度じゃないんだ。１５年だ。１月から１２月までとい

う意味だね。 

○港湾課長（堀江寛君） それで３月３日にこの集計表を北海道の方に持っていってヒヤリング

を受けて、それで集計の方法に間違いとかなければ確定と、そういう形になります。あと、今、

担当係長の方からお話あったとおりなんですけども、公共事業がどんどん、どんどんこれから縮

小されてくれば、それに伴ってあるいは砂の方も減ってくるということがちょっと考えられるか

なと。ただ、先ほど言いましたように日本製紙の方で、これ以上白老で荷物は減らさないで、で

んぷんなんかも白老港から上げたいと、利用の増加の方向でいろいろ検討しているということも

言ってくれてますので、これからどんどん、どんどん右肩下がりで減っていくということはない

とは思っております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それでは一応横ばい程度くらいだなと、来年も。そのような認識をして

いるということですか。それともう一つはね、先ほどちょっとお話出た、苫小牧港へ製品を運ん

でいるという話があったんだけどなぜですか。それは運賃かけて苫小牧港へ工場から運んでいる

わけですか。それを何で白老港から出さないのか。なんかあるんですか。その辺りはどうですか。

会社の方針なのかな。 

○委員長（山本浩平君） はい、堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 今のなぜ苫小牧港からということなんですけども、それはコンテナ船

とかフェリーの輸送コストが競争の激化でかなり値下がりをしたということで聞いてます。それ

で、ここから運送費かけて向こうに持っていっても、まだ安いと。ただ、いつまでも競争が続い

て安くなるかと言ったら、これはちょっとわからないところで。当然、経済活動ですから安くな

ったり高くなったり、また向こうの方が高いということであればこちらから出すような形にもな

っていくとは思っております。あと、数値としては横ばい。大体、うちの方で今、推定している

のは１６年度も大体横ばいぐらいの数値になるんでないかなという捉え方はしています。 
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○委員長（山本浩平君） 他に。はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私も聞きたいと思いますが、砂の件についての減については分かったん

ですが、移入の方の新たな増ですね。これは先ほどの説明もあったんですが、これは一時的に運

ばれたものか、それともこれからも続くということになるのか。この砂の使い道というのは何な

のかちょっと分からないんですが、この辺りちょっと教えてください。それから、化学工業品の

減は、これは一時的な減なのか、それとも何かの理由があっての減なのか、この辺りも教えてく

ださい。それから、紙の減なんですが、やはり私たちは製紙会社から紙の増減というのが特に強

い関心を持って見るわけですけれども、本当にもう、今、日本製紙から出されている紙の量とい

うのは、これでもう精一杯なのか、これからもっと伸びるというふうに見たいんだけれども、工

場の縮小の様子を見てますとね、もう精一杯限度まできているのかどうなのかね。そんな中で、

今、苫小牧に運んでいるというようなことが起きているのかどうなのか。その辺りどんなふうに

捉えているのかね。その辺心配なんですが、その辺ちょっと教えてください。 

○委員長（山本浩平君） はい、竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） まず、砂の移入分。増えた分ですね。これからの動きはとい

うことですけれども。砂利と砂の中に砂とスラグがありますと説明しましたけども、砂に関して

は青森県から持ってきてます。ここにある砂とブレンドして木更津に出してます。ですから、木

更津の方で使う砂の種類が今までとはちょっと変わってきたんではないかなと。いろんな需要が

あるというふうに思えますので、もう少し続くのかなというふうには考えてます。それからスラ

グに関しても１６年、今は冬場なので入れてませんけども、暖かくなる５月とか６月からまた入

ってくるというふうにはなっております。それから化学工業品の関係の工事の関係ですけども、

これは漁礁だとか人工リーフだとか、それから災害という３本の工事が国から出てます。この工

事の量のボリュームですか、それによって多少動いたりなんします。今年は例えばこれだけなの

が、来年はこれだけだよというふうになれば少なくなりますし、そういった関係でこれは上下し

てます。以上です。 

○委員（斎藤征信君） 紙の方は。 

○委員長（山本浩平君） はい、堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 紙の話で大渕委員の方が詳しいかなと思うんですけども。以前に２月

４日付の北海道新聞に日本製紙の社長のインタビューとして人員削減をまた考えているという

ようなことが載ってまして、それでちょっと私の方も心配なものですから問い合わせて聞いてみ

たんですけど、それはまだ具体化した話でないし、特に今のところそんな大幅な人員削減とは考

えてないと。当然、大幅な生産変動も今のところは特にないというふうに思っているということ

で聞いております。 

○委員（斎藤征信君） 今、聞いた中で化学工業品のことについては、現在の工事で出ていって

いる製品になるわけですか。どこかの会社で使っているものではなくて。そうすると、この工事

が終われば、これは無くなるということなのかどうなのかね、その辺と。それから紙のことにつ

きまして、私が聞きたかったのは、今の動かしているこの量というのが精一杯の量なのか、あと
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はいったとしても横ばいなのかというね。今の話だと精一杯今やって、今出ている量の大体横ば

いじゃないかと。何かあったらガタンと落ちるかもしれないけどね。これから伸びていくという

性質の数字ではないと、こういうふうに捉えていいんですか。それだけ。 

○委員長（山本浩平君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長藏君） 日本製紙の分だけで。いずれにしても企業の、企業戦略の中でやってい

るお話だと思います。ですから、今後も上がることもあるし、下がることもあると思います。我々、

砂についてもそうなんですが、これは経済活動の中で需要が無くなれば下がると、需要があれば

また行くと。ただ、担当の方もかなりしつこいぐらい聞いているんですよ。話を聞くと。あまり、

しつこく聞くのもあれなんで一定の時期を置いて、これからどうですかということでは聞いてい

るみたいなんですね。ですから、今、担当が言われたのは情報の精一杯ということなんですよ。

ですから、我々はセールスしている立場なので、どんどん使っていただきたいと、お願いします

という言い方はしてるんですが。ただ、その前段に企業の経営戦略もありますし、また景気の動

向もあると思うんですよね。一方では公共事業が今、減らされてきていると、ただ、景気は良く

なったと言っても、逆にうちみたいな中央港湾ではなく地方港湾の大きいところ、移出どんどん

今、出てますので、鉄鉱もそうですけど、ですから、そういう部分ではうちの港はあまり景気が

ですね、規模が規模なだけに国際経済だとかその分野ではあまり影響ないのかなと。ただ、日本

製紙が要するに国際的な中で生き残りをかけてますので、そういう部分が影響することが今後あ

るかもしれません。これはうちの工場だけでなく、勇払も釧路も旭川もそうだと思うんです。今

のところは精一杯の情報を全部出したということなんですよ。理解してください。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。斎藤委員よろしいですか。まだありましたで

すね、すみません。竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 化学工業品の関係ですけれども、ブロック等はですね、苫小

牧治水総合事業所と、それから胆振支庁の水産課と、それから土現と、この３つのところから発

注されてます。それで、それぞれあと何年という計画がありまして、１５年の分はこれまでです

けども、また１６年に同じ工事があるというふうになりまして、あと何年かは続く。だから、毎

年こういうふうな形のは出てきます。今年で無くなっちゃうというものではありません。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １点だけ。ち ょっとどこまで言っていいのかわからないんだけど。議会

で噂の話をしちゃいけないって僕いつも言っているんですけども、町で道南海陸の話をちょっと

聞いたんですよ。港のあそこの倉庫やってますよね。それを引き揚げるとか何だとかという話を

ちょっと聞いたんです。ごめんなさい、室蘭海陸。差しさわりがあるかないか知らないけど、そ

んな話があればあった、無かったら無い、駄目なら駄目、どうでもいいですけど。それがちょっ

とね、広がっているんですよ。経済界の結構な方から聞いたものですから、本当なのかなとちょ

っと思って。差しさわりあったら答えなくていいですけど。無かったら無いで一つ。 

○委員長（山本浩平君） 今の点、ちょっと休憩の中でやりたいと思います。 

                       休  憩              午前   １１時２０分 
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                       再  開              午前   １１時２２分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を解きまして委員会の方にまた移りたいと思います。他に質問の

ある方、ございますでしょうか。はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 災害復旧の工事について、大変な状況だったんだなということはよく分

かったんですが。国から２，８００万、町の負担として５５０万かかるということなんだけども、

これは町の管理者としても不可抗力の災害ですよね。今まで工事を作ってきた、それには今後町

も一緒になって金を出して頑張ってきた。で、その途中の不可抗力の災害についてね、本当に国

が全額何で見てくれないんだっていう、率直な疑問を持つんですよ。ですからね、その災害の状

況によってはその割合、これ２０％と書いてあるけども、国がもっとたくさん見てくれたってい

いじゃないかと。こんなふうに法的にならないのかね。もう決まってるから、これはしょうがな

いんですとなっちゃうのかどうなのかね。１００％戻ってくると言うんであれば、それならそれ

でいいんですけども、その辺ちょっと知らないものですから。 

○委員長（山本浩平君） はい、赤城係長。 

○港湾課事業係長（赤城雅也君） 直轄災害という法律の中で割合負担率は決まっております。

ですから、管理者として２０％というふうになっております。災害ですので、すべて交付税です。

１００％です。 

○委員長（山本浩平君） はい、堀江港湾課長。 

○港湾課長（堀江寛君） ちょっと補足ですけども、国としては普通の道路の部分は通常一般的

に問題なく採択されるんですけども、後ろの背後地ですね、これまではなかなか本来でしたら面

倒みてくれないと。だから、今回補助採択になったことはどっちかと言えば、よくやってくれた

というふうに捉えなければならないという形になっちゃうんです。それで町長やなんかも上京し

た時にその関係の方にですね、機会あったらの話ですけどもお礼の話をしたりですね。本来、ば

つっとこう基準、決まりで行けば、ひょっとしたらこの部分は町の災害復旧事業で手当しなきゃ

ならなかったかもしれない。それが全部国の方でやってもらったと。ですから、どちらかと言え

ばありがとうございましたというような感じになるかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 他に質疑のございます方。無ければ私の方から１点だけありまして、

日本丸の件でございます。先ほど町長の方からもご説明ありまして、横浜に行かれた時にあまり

派手なことはしないでほしいというようなことを言われたという話でございましたけども、日本

丸が全国各地いろいろな所を回っていると思うんです。当然、そういった中で各経験のある市町

村では一体どういうことで歓迎と言うか、どういうことをやったのかということも町でいろいろ

そういう所と打ち合わせなどをした上で、どういったことを記念事業としてやるのが的確なのか

ということをぜひ判断していただきたいなと思います。とかく、芸能人来たり、特別なものが来

ると相手のニーズとはかけ離れた形でお金だけ使って派手にやってしまって、向こうがありがた

迷惑だっていうような、こういったケースもよくございますのでね、その辺も考慮した上でやっ

ていただきたいなと。一つ懸念しているのは、先ほど港まつりもそこでやるというようなことで
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ございます。まだ決定されていないというお話でしたけれど、港まつりの実行委員会の方でその

辺も進んで、いろんなレセプションみたいなものを考えてしまってね、来られる人が無理矢理い

ろいろなものに参加しなきゃならなかったり、いろんなことも想定出来ると思うんですよ。その

辺も考慮して商工会なり港まつりの実行委員会の方々とも綿密に打ち合わせしながら、その辺の

ところを出来れば町の５０周年記念の目玉事業でございますので、町が主体となってやっていた

だきたいなというふうな希望でございますけども、その点いかがでございましょうか。はい、堀

江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 私の方から簡単にお話して、あと町長の方で詳しいお話あるかと思い

ますけど。日本丸が来ていただくと、それで実は自力で入港出来なくて、タグボートというのを

利用するわけですけど、その費用が今、水先案内人の方に聞いたら室蘭港から持ってくるのがい

いんじゃないかということ。それでちょっとその費用が４、５００万ぐらいかかるかもしれない

です。というのは入港の時に２隻、それからセイルドリルの時にも２隻、それから帰る時にも２

隻という形になりますので。これはまだ安くなる可能性は十分あります。交渉すれば安くなると

いうことを聞いてますので、これから積極的に交渉して値段を下げてもらおうかと思っておりま

す。あと歓迎の方法ですけど、これからいろいろ町民の皆さん方と相談して考えていくんですけ

ど。ただ、他のあれ、写真なんかで見ますと歓迎の時に鼓笛隊と言うんですかね、小学生かなん

かのそういうので歓迎したり、放水して歓迎したりとか、そういうこともやっているようです。

具体的にはやはり実行委員会の人たちが主体になってこれからいろいろ考えていってくれるの

ではないかと思っています。 

○委員長（山本浩平君） 他に質疑のございます方。無ければですね、次に移りたいと思います。

次に平成１６年度事業予算の概要について、３月定例会に中間報告することの必要性についてお

諮りいたしたいと思います。どのように取り計らったらよろしいでしょうか。委員の皆様いかが

でございましょうか。３月定例会に中間報告がする必要があるかないかと。はい、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 当然、質疑したんですから中間報告はすべきだと思いますが。 

○委員長（山本浩平君） 異議ございませんでしょうか。では、そのように取り計らせていただ

きたいと思います。それでは報告する場合のことなんですけども、委員会報告書の作成について

は正副委員長にご一任願いたいと思いますがよろしいでしょうか。 

                              ［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、そのように取り計らってまいりたいと思います。 

 

○委員長（山本浩平君） それでは、本日はこれをもって委員会を閉じたいと思います。 

 

                                                          （閉会   午前１１時３０分） 


