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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。  

次に本日の委員会の日程について事務局長から説明いたします。 

○事務局長（山崎宏一君）  それでは、皆さんのお手元にレジメをお渡ししていますけ

れど、今日は大きく３点ございます。１点目は平成１６年度の白老港関係事業について、

２点目が平成１７年度の白老港関係事業要望について、その他ということでございます

が先のこの特別委員会におきまして資料要求をしてございました。その資料についての

説明が予定されております。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君）  それでは、議事に入ります前に今日は町長が見えられていま

す。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。 

○町長（飴谷長藏君）  白老港整備促進特別委員会 の開催にあたりまして、ごあいさつ

を申し上げます。  

本日は大変忙しい中、委員会を開催していただきましてありがとうございます。  

実は、５月２０日にこの港湾整備に伴う関係で、日本製紙の本社の方に出向いてまい

りました。その中で、白老町から私、白老工場長の長田工場長さん、あと室蘭開発建設

部も同行いたしまして、日本製紙本社の役員の中村専務さんでございますが、その方と

お会いしまして、今後の港湾整備に伴ってですね。まずは白老工場の今後の方向性につ

いてお伺いしました。  

その中では、白老工場の今後について、私のほうからお伺いしたのですが、現在、８

号、９号、１０号については現在のところ停機する予定はないというお考えでございま

す。  

それと、今後あったとしても省力化による人員の削減は出てくるという可能性は大き

いですということです。しかし、機械は停機する予定はないというお話しでございまし

た。  

それと、白老港の活用についても第３商港区が完成した場合の日本製紙としての今後

の活用のお考え方という話もさせていただきました。  

当然、第３商港区の完成した暁には、ぜひ日本製紙としては活用したいというお考え

でございます。私の方からは、１社のみを想定しているものではございませんが、その
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他、町内にはまだ活用する可能性の企業がございます。そういう中で公共バースとして

整備したいということで日本製紙の活用はどうでしょうかと聞いたときには、ぜひ活用

したいというお話しでございました。  

それで、そういうことになりますと、要するに地元にある企業さんとしても、第３商

港区が完成することによって色々な面でのコストの削減というのは当然でございますが、

私の想定では、行政の今までの計画段階でも１社のみではなく、数社の予定が想定され

るということから、今後においても、白老港の整備については特定の利用者のみを想定

して建設するものではなく、公共事業として多くの地元企業や新たな進出企業などの利

用目的として建設したいということの活用をお願いしたものでございます。  

今後におきましても、ご承知のとおり、三位一体の改革の中で、公共事業の確保につ

いては大変でございますが、議員各位や白老港利用の企業の方々の協力を得ながら、港

湾事業の予算獲得に向けて全力を傾注していきたいと考えております。  

また、２月に開催されました白老港整備促進特別委員会の中間報告の中であった、港

湾事業による町内企業の活性化などについては、 関係機関に積極的に働きかけていると

ころでございますのでご了承願います。  

最後に、本日は平成１６年度の事業、そして、平成１７年度事業、その他についてご

審議いただきたく考えておりますのでよろしくご審議願います。  

以上をもちまして、私からの中間報告とさせていただきます。以上です。  

○委員長（山本浩平君）  どうもありがとうございました。それでは調査事項のほうに

入りたいと思います。  

○委員（加藤正恭君）  委員長。ちょっと町長にお聞きしていいだろうか。今の話の中

で。どうですか。  

○委員長（山本浩平君）  では許可いたします。加藤委員。  

○委員（加藤正恭君）  せっかく町長お出でですから、今の話の中でですね。第３商港

区は増築するならば、日本製紙は将来的には使いますよと。日本製紙ばかりでなく数社

も含めてですね、という計画であると。ただ、前にもあったのですが、今までの３０億

円ペースで行くと、１０何年かかるだろうと、それをでき得れば７、８年ぐらいで使用

可能なふうにもっていってもらえないかというようなことが要望としてあったのですが、

今回の場合は、上京して社長とお会いして伺ったのでは、港は国の事業ですけれど、国

のペースの結構ですよと、私どもでは何年ごろまでに作ってくださいという要望は日本

製紙の方からあったのかどうか、その点について伺いたいと思うのですけれど。  

○町長（飴谷長藏君）  できる限り早くというようなやり取りはありましたけれど、こ

れは予算の関係もございます。特にこの１、２年は国の財政事業も非常に厳しいので、

このままつくりますと単純にいくような状況ではないと思います。国の財政事情からい

ってですね。ただ、そのためには、我々は努力しなければならないというのと、行政だ

けではなく、議会も含めて地元企業と連携を組みながら、国に対して要望要請して いき
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たいという考え方です。  

○委員（加藤正恭君）  特別無かったということですね。  

○町長（飴谷長藏君） いつ頃までという向こうからの要望は無かったということです。  

○委員長（山本浩平君）  あえて質問がございますかたはございますか。  

○委員（大渕紀夫君）  一つは、前回、町長最後に触れていた部分について、関係者に

地元には仕事をおとして欲しいと要望されたということなのですけれども、かなり白老

の業者さんの話を聞くと絶望的な意見が多いのですよね。とれるはずがないとかね。そ

こら辺でどんな感触を得られたかと。もちろん一回ですからそんな簡単に「はい仕事出

しますよ」となるものではないということは十分承知しておりますけれども、どういう

感触であったかということが１点。  

 もう一点は、第３商港区の関係でですね、今の説明で十分私は理解できたのですけれ

ど、ざっくばらんに言えば、要するに受益者負担については町は考えない。そういうよ

うなことなのかどうかね。今の町長の説明の中で私はそういうふうに受け止めたのです

けれど、受益者負担は町としては考えていないということなのか、それとも含みがある

のか、さしさわりがなければその点だけお願いします。  

○町長（飴谷長藏君）  先ほども申し上げましたが公共バースとして考えております。

ですから当然１社が入ったときに使うようなバースではないという考え方をしています。

ですからこれから想定される企業もおります。ですから受益者負担については考えてお

りません。  

 それと港湾事業に伴う地元企業の受注でございますが、かなり国のほうにも私のほう

から厳しく言っております。この受注に伴ってですね。苫小牧、室蘭の大きな町の業者

が取っていると、私のまちでもこの負担については大変な負担額なのですと、ですから

こういうペースで行くのであれば、私はその受注した企業がある市であれば、そこから

もらうよう要請します。私はよその町の企業育成のために港湾工事を発注しているので

はないと。少なくとも港湾工事というのは経済活動のために港湾事業をしているのであ

って、港湾できてからの経済活動ではないと港湾建設時も経済活動なのでとそれは厳し

く国の方には要請しております。  

 ただ、受注発注にあたっては一つの透明性・公平性の入札の原則がありますのでなか

なか難しい部分がございます。それと技術力の問題もありますが、なんとか、少なくと

も去年よりは今年、今年よりは来年をと増やしていくような手立てを考えていきたいと

いう考え方でございますのでご理解いただきたいと思います。  

○委員長（山本浩平君）  それでは調査事項のほうに進めていき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）  それでは関連でございますので、１番、２番、３番、今回こ

の３番はその他となっておりますけれど、前回ですね、委員から色々な資料の要求がご
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ざいました。その資料の説明を３番で行いたいと考えております。  

 それでは一括説明を受けてから、委員からの質疑を受けたいと思います。  

それでは堀江港湾課長。  

○港湾課長（堀江寛君）  本日、大変お忙しいところお集まりいただきましてお礼を申

しあげます。それでは、一括して私の方でご説明いたします。１番目ですが、平成１６

年度の事業概要 でございます。これは、４月の臨時会の行政報告で申しあげておりま

すが、要求額どおり予算は確保されました。ただ、港内静穏度向上に予算が配分された

形となっておりまして、ご承知のとおり、第３商港区の調査設計は１６年度には実施い

たしません。内容につきましては、３枚目に図面が付いてますけども、この黄色い部分

が工事の箇所となっております。島防波堤、約１００メートル。それから道路ですが、

この図面の真ん中の下程にちょっと黄色く塗った部分がございます。臨港道路２１号線。

約１１９メーター、実施の予定です。事業費につきましては。約２９億３,０００万円で、

管理者負担金につきましては、約４億８，６００万円という形で、これは基本的には変

わってはおりません。 

次のページ、２ページになりますが、１７年度の事業の要求の概要でございます。こ

れにつきましては、５月時点の要求額でして、合計で約２３億４，０００万円。管理者

負担金は３億７，５００万円となっておりますが、現時点の予定額ということで、今後

変わる要素もあるということ。室蘭開発建設部の方から言われております。確定した数

値が無くて、現在要求してるのは、こういう形で要求してるということで了解いただき

たいと思います。これにつきまして、次のページの図面の赤く塗った部分がそうでござ

います。島防波堤の工事、約８０メーター。それから、第３商港区関係の測量調査、漁

業補償がございます。これは、設計委託ということで、色は入っておりませんので、こ

の青く塗った部分。１８年度から施行箇所、予定箇所になってる部分を測量・調査、漁

業補償を行うということでございます。以上が１７年度の事業概要です。  

 続きまして、その他の資料の方に説明入っていきたいと思います。その他の資料につ

きましては、先ほどお話ありましたように、前回の委員会の中でご指摘があった部分の

資料と、港湾の施設管理条例の改正の資料付けております。あと、前回の資料指摘あっ

た部分の資料については一部ですね、まだはっきり数値が出てないのとか、作成するの

に時間が要すると、そういうものがございまして、そういうのはまた改めた形でご提示

させていただきたいと思います。  

 それでは、資料の１ですが。これは、各地方港湾と一部重要港湾の有してる、その市

町村の港の規模とそれぞれの財政状況を一覧にした資料が欲しいということで作りまし

た。地方港湾につきましては２４港。重要港湾につきましては、貨物量が白老町より少

ない所を選びまして、紋別港、網走港。もう一つ、町村で唯一重要港湾のあります広尾

町の十勝港。この３つを記載させていただきました。人口については、平成１５年３月

末の住民基本人口を元にしております。それから、港湾の規模としては、バースの数と
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延長を記載させていただきました。４．５から７．５、７．５から９メーターとか書い

てますが、これは水深を表して ますので、マイナス４．５から７，５、マイナス７．５

から９メーター、マイナス９メーター以上と。水深を現しておりますので、そういう形

でご理解いただきたいと思います。それから、財政規模、財政力指数、経常収支比率は

平成１４年度の決算の数値を用いております。概算事業費、概算負担額については、１

６年度予算要求の資料に基づいてでございます。この後、若干変更になっていれば、ち

ょっと変わっている要素があるかもしれませんけども、要求時点の概算の 金額というこ

とで了解いただきたいと思います。これは、見ていただければ一目瞭然で分かるような

形になっております。財政力指数につきましては、０．４超えてるのは白老だけ。また、

その反面、経常収支比率も９０％を超えておりまして、比較的高い位置にございます。  

続きまして資料の２に移ります。静穏度の解析結果で、これは赤城係長の方から説明

いたします。  

○港湾課事業係長（赤城雅也君） 静穏度解析について説明します。静穏度ですけども、現時点、

これは７１０メートル現在の静穏度の計算結果です。漁港区第１商港区は、９７．５％クリアして

おりますが、第２商港区で９６％前後ということで、クリアされておりません。これは、島防波堤

が１０００メーター完成した時にはクリアできる計算結果は出ております。また、将来系につきま

しては、全てクリアしております。表と次の図面現況、それと完成時、完成光景の図面を付けてお

ります。以上です。 

○港湾課長（堀江寛君） 資料の３について、武田係長の方から説明いたしましが、ちょっとその

前に私の方から付け加えてお話したいことがございまして。これについては、今後の推移というこ

とが、前回の委員会の中で言われておりました。その作業が、相当一本一本毎年の年度の起債を選

び出して、そこから振り分けていくという作業が相当時間を要するということで、今回残念ながら

１５年度だけで、１６年度以降につきましては今、作業中でありますので、それがまた出来次第お

渡ししたいと思います。係長の方から説明いたします。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） では、資料３について説明いたします。先ず、交付税の関係の

資料なんですけれども、平成１５年の数値が確定しましたので、その表に載せてあります。平成１

５年の数値につきましては、表の下の方。累計の上の方に載っております。先ず表の左側なんです

けれども、これは管理者負担金の内訳。財源の内訳等が記載されております。１５年の管理者負担

金が左の表の真ん中辺に、負担金徴収額ということで、４億７，７７２万９，０００円いうことで

出ております。それに対する財源が右側の方に出ておりまして、起債額が４億７,７７０万円で、一

般財源の持ち出しが２万９,０００円ということになっております。右側の方に交付税の算入率が出

ております。４,２１４万５,０００円ですか。この交付税ですけれども、これは外郭施設の延長に

単価を掛けた金額になっております。次に右側の方の表に移りますけれども、起債の元利償還分が

載っております。それのまた右側の方に公債費、元利償還分に対する交付税の算入率が出てきてお

ります。５億０,４８７万５,０００円でございます。また右側の表に移りますけれども、右側の表

が、先ず単年度負担合計額というのがありまして、７億０,６４８万３,０００円なんですけれども、
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表の上の方にちょっと小さいんですけども、F＋K というふうに書いております。F の財源内訳の

一般会計の持ち出し分、先ほど言いました２万９,０００円とそれから K、元利償還分です。これが

たたさったものがきております。これに対する交付税、算入額ですね。これが先ほど言いましたよ

うに I の部分。単位費用分といった外郭施設分です。それと L の部分。公債費に対する交付税算入

率分です。これがたたさったものがきております。これを対比しますと、単年度の負担額に対して

７７．４％が交付税措置がされておりますという形の表になっております。下の方に移りますけれ

ども、下の方は起債の充当率と交付税の算入率が書かれております。今まで発行された起債の種類

が一番左にありまして、その次に充当率がきております。その横に交付税の算入率が記載されてお

ります。一番右側の方には一般財源の単年度分。１年間に白老町が持ち出した負担額。これ平均し

たものなんですけども、５,０８０万６,０００円というふうになっております。資料３については

以上です。 

続きまして資料４を説明したいと思います。資料４は、起債の借り入れ。当初ありました４９０

億。第３商港区形を変えることによって２５０億に変わった時の対比表です。上の欄が４９０億の

場合の起債借入額、元金の償還額、利子の償還額が記載されております。次の２段目に２５０億。

形が変った場合ですね。その時の起債の借入額、元金、利子の償還額が書かれてます。最終的に差

し引きしたのが下の欄になってます。起債額については、借り入れ額については３４億。元金につ

いてはマイナス３４億。利子につきましては１２億。トータルしたものが、元利償還については、

約４７億円の減というふうになりますという対比表です。以上です。 

○港湾課長（堀江寛君） 続きまして資料の５ですが、これにつきましては港湾管理条例、道条例

に基づいて作っておりますので道条例の改正に伴いましての改正ですが、議会に上程させていただ

くのは、地方審議会終わった後ということ考えておりますので、９月議会にあげさせていただきま

す。ただ、今の段階で資料がまとまりましたんで、係長の方からご説明いたします。 

○委員長（山本浩平君） 竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） それでは、資料５の説明をいたします。資料５につきましては

表の表紙の次に改正の説明を載せております。表の１、表の２が新規対照表です。それから、資料

の１、２が改正部分の内容というふうに作ってあります。１枚目、改正の説明です。今回の改正は、

北海道の港湾管理条例が改正されまして、これが４月１日に改正されております。この関係があり

まして登別漁港との均衡を図るために、白老港の漁港区の部分の改正を行うというものです。それ

で、この改正につきましては、道の方の道路、河川、港湾の価格の統一を図るということが一つの

目的として改正も行われております。既に許可を与えているものに対しましては、緩和措置があり

ます。この条例に適応されるのは、新規の申請に係わるものというふうになっております。改正後

の影響なんですけれども、この改正によって平成１７年。１６年は既に許可を終わらせております

ので、１７年で影響を受ける歳入額は１１万９,０００円程というふうに見込んでおります。収入が

増になります。今後の日程は９月の議会に、先ほど課長が言いましたように、９月の議会に提案し

て、３０日以上の公示期間が必要となりますので、施行は今年の１１月１日からの予定としており

ます。その他なんですけれども、ここの改正に合わせて二つの条例。白老港の港湾区域内水域及び
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公共空地の専用料等徴収条例と海岸保全区域専用条例。これも同じ表がありますので、これも合わ

せて改正をしていきたいというふうに思っております。 

続きまして、次の表の１と２です。左側の方に改正前と右側の方に改正後を記載しております。

どこの部分が変わるかと言いますと。先ず、表１の左側の一番下の所に（２）というのがありまし

て、期間を定めないで利用する船舶等という所の金額が変わります。変わった金額は同じように右

側の方に記載しております。それから、次の表の２です。改正となる所は上の方の２の港湾施設用

地等使用料の漁港区の部分。１円という所が１円５銭というふうに改正になります。それから、そ

の下の工作物の設置にかかる専用の場合という所が変わります。建造物、電柱、管の埋設、その他

の専用の場合というのが変わります。この変わる内容が次の資料１に載せてあります。大幅に変わ

りまして、先ず右側の表の料金。これが二つに分かれます。１ヶ月以上、１ヶ月未満というふうに

分かれまして、電柱が今までは１種類だったのが、記載のとおり何種類かに分かれます。管も今ま

では１種類だったんですけれども、これも細分化されます。細分化されたのが、そこに記載されて

いるとおりです。この改正の関係の資料２の方に緩和措置が載せてあります。条例の改正では、（１）

の方になりますけれども、附則の１の方になりますけれども、１００分の６に変わるんですけれど

も、平成１７年にあっては１００分の５．５。１８年が１００分の５．７５というふうに段階的に

変っていきます。これは既に許可を出しているものに対して適応されます。新しいものに対しまし

ては、１００分の６が適応されるということになります。附則の２についても同じであります。そ

こに書かれてるのは管の部分ですね。管の部分の段階的な緩和措置でございます。以上で条例改正

の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 続きまして、資料の６。第３商港区の整備スケジュール案という形で。

これも前回の委員会の中でスケジュール的なものを示してほしいということで、室蘭開発建設部か

ら今、提示いただいてるスケジュール等になります。ただこれ、先ほどの町長の挨拶にもありまし

たように、公共事業予算がどんどん変ってきておりますので、今の時点の案ということで、このと

おり行くというふうには早まるか遅くなるかはわからないですが、予算の関係で確定したものでは

ないということを了解していただきたいと思います。あと、ここの図面でちょっと説明いたします

が、それぞれ判例で１期、２期。色の濃く付いたのが１期、薄いのが２期と。こういうような形で

進める計画でおりますが、この港の形についても水深は大まかに書いておりますが、岸壁の長さで

すね、もうちょっと検討させてほしいと。いろんな船が入る形の、対応出来るような形の岸壁にす

るために、もうちょっと検討してほしいということで、岸壁の長さ、それから後ろの背後地との面

積が若干変る要素がございます。それによって、若干ですがまた、この形も変わっていくことも考

えられるということを今の時点で含んでおいていただきたいと思います。 

続きまして、資料の７。取り扱い貨物の推移でございます。例年お渡ししている資料かと思いま

すが、２月の段階で貨物量をお知らせいたしました。今回、全道のランクが分かりましたので、お

知らせいたしたいと思います。もう一部発表されておりますのでお分かりかと思いますが、１５年

につきましては、残念ながら天塩港に抜かれて２位という形になっております。しかしながら、こ
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うして見ますと地方港湾、平成１０年度から、９年は３位ですが、１０年から１３年まで２位を保

って、１４年が１位と。今回下がったと言え、２位ですから１０年来２位以上は保ってきてるとい

うことになります。上の方の重要港湾見ていただければ分かるかと思いますが、フェリーを除く貨

物では紋別、網走、根室よりも多い取扱量となっております。全道的に見ても若干下がっておりま

すので、うちの下がりは若干それよりも多いんですが、全道的に見ても若干下がってると、こうい

う形になっております。 

資料の８でございます。これは、お送りしたやつが、数値の入ってないのをお送りしまして、今

日改めて数値が入ったやつを差し替えていただきたいと思います。これも前回指摘ありまして、い

ったい取り扱い品目というのはどういうものがあって、その量を示してほしいということで。これ

は平成２０年代前半を推定したものでございます。企業ヒアリングの結果に基づいた数値をあげて

おります。まだ今、若干いろいろ精査しておりますので、若干変るかもしれませんけれども、現在

のところ、こういう形になっております。あと、貨物の中で、特に砂について前回お話がありまし

た。それから、業者からの聞き取り調査を行いまして、企業秘密というんでしょうか、なかなか突

っ込んで調べるのは難しかったんですけども、今契約してる分は１社からですけれども、大体面積

的には１２万㎡までは契約してると。現在の取り扱い量から推定しますと、約１０年分はまだ出せ

ると。これは、あくまで需要と単価ですとか、いろんな要素が含まれますが、現在の状況でいくと、

まだ１０年以上は取れると。その後についても、具体的な交渉は行ってないけども、掘削する土地

はまだあると。あくまでも、これからの先の話ですから、確定した話じゃないですけども、需要が

どんどんあれば掘削して港から出す量としては、まだまだあるという話しでございます。以上で資

料についての説明を終了させていただきます。 

○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、質疑に入りたいと思います。

質疑のある委員の皆さんはどうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 何点かお聞きしたいんですが、１ページの１６年度の事業概要ですけれど

も、先ほどの説明で１６年度の概算要求が第３商港区の調査整備費が認められなかったと。約２億

円程度だと。しかしながら、その事業費は静穏度の方の向上のために島防波堤を１００メーターの

予算が計上されているということで、事業費的には何も変らないという説明を受けたんですが、そ

こで島防波堤の１００メーターの延長。それから１７年度に要求している８０メーターが延長。こ

れは第３商港区の将来的な静穏度の布石というか、そういうことを勿論視野に入れての形状だと思

うんだけれども、第３商港区の将来的な。勿論、第１、第２漁港区は勿論ですけれども、そういう

もの含めての延長と理解していいかどうか、その点伺いたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） ただ今の質問ですけども、計算上は今年度。来年度の島防波堤の延長で

すが、これはあくまでも第２商港区の港内の静穏度を守るためという形になります。それで、第３

商港区分という形にはなりません。あくまでも第２商港区の港内の静穏度を守るためという形にな

ります。 

○委員（加藤正恭君） 西防波堤が出来てないから、そういうことになるんだろうけれども、西防
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波堤が完成すれば当然、今の島防波堤の延長というのは第３商港区に影響があるというふうになる

と思うんだけど、技術的に。そういうふうに考えていいんでしょう。第２商港区の整備だけに延長

してるというふうに理解するのか、将来的には第３商港区も関連があっての延長だというふうに理

解していいのかどうか、それを伺いたい。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 前、お話しました港の形というのはまっすぐ伸びて、もう少し島防波堤

が伸びると。内に曲げることによって島防波堤が短くすることができるという形になりますので、

今の話からいけば、やはり島防波堤と内側に曲げたこの両方で、第３商港区の静穏度を保つことに

なると思います。将来的にはなると思います。 

○委員（加藤正恭君） 分かりました。もう一点。これから議論される問題なんでしょうけれども、

今、第４次総合計画いうものが、特別委員会で議論をされてる真っ最中なんですけれども。年間今

までのペースで行くと、約３０億円前後の規模の、これからも予算要求もしていくだろうし、そう

いうふうにことになって行くと思うんですけれども。１６年度の調査費がつかなかったということ

によって、事業費が先に策定された健全化計画。それからまた、第４次総合計画との中で、数値的

には私は計上されているもんだと思うんですよ。従って第３商港区が今後、事業として認められて

いくということになっても、私は財政的には圧迫していかないというふうに理解しているもんなん

ですけれども。そういう考え方で進めていいかどうか、そのあたりはどうですか。分かりますか、

意味。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） おそらく簡単に言ってしまえば、２億円が今年つかなかったことによっ

て、今後の港の建設費、毎年３０億という形でやっていくのに影響が出てこないかというご質問だ

と思うんですけども、全体事業費の中で遣り繰りしていきますので、全く今年２億円が減ったんで、

何年か後に２億円が増えると、そういうことはございません。 

○委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） それによって、財政健全化計画も、それにも数値的には入ってると思うん

ですよ。港湾の整備というのは。総合計画の中にも入ってるから、特別見直すとか、何かするとい

うことにはならないだろうというふうに私は理解してるんだけれども、そのつもりでいいかという

ことなんです。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） それにつきましては、町の負担が５億円以内で事業をやると、こういう

前提がございますので、負担が増えるということはございません。５億円以内で事業を実施してい

くと、こういう計画でございます。 

○委員長（山本浩平君） 他の委員の方、ございませんでしょうか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 一つ、二つ聞きたいんですが。静穏度の問題で、今９７．５％以上確保し

なければならないという中で、第２商港区はまだ９５、６％台。作業中だから、これはしょうがな

いんですけども。１００メートル伸ばして、来年８０伸ばしたら、大体この基準に達するのかどう
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なのか。その辺はどういうことになるんですか。それと、もう一つは、現在の静穏度の状況。具体

的に言うと、前にも写真。かなり船が壊れて苦情が出てるという話が出てるんですけども。９７％

になると、大体そのような破損という状況なんていうのは起きなくなるものなのかどうなのか。そ

の辺は、９７でいいのか、１００にならなきゃならないのか、そのあたりはどんなふうに押さえた

らいいんでしょうか。それから、端的に１６年度要求の中の管理者負担が４億８,０００万のうち交

付金で、町が負担しなければならない純粋な金というのはいくら位になるのか、その辺教えてくだ

さい。 

○委員長（山本浩平君） この２点についてお願いいたします。堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） 静穏度の関係でございます。毎年これ位伸びたから、これ位良くなると

いう計算は、ちょっとやっておりませんので、ただ今、７１０メーター段階。これ平成１４年度末

ですけれども、ここに網掛けした数値で。１,０００メーター完成した段階が９７．９とか９８とか、

ここに書いた数字で。これに毎年毎年、これに向かって進んで行ってるという形になります。整備

が進めば完成形の静穏度保つ数値に近づいて行ってると、いう形に。 

○委員（斎藤征信君） 完成というのは、１,０００メートルになった段階のことを言うんですか。 

○港湾課長（堀江寛君）そうです。そういうことです。 

○委員（斎藤征信君） 途中の８００じゃなくて。 

○港湾課長（堀江寛君）じゃなくて、計算上は１,０００メーターになった段階でクリア出来ると、

こういうことです。そのクリアできるという数字がこの下に書いて。例えば第２商港区で申します

と、下に完成形で書いてる数字ですけども。その現況はまだ９７．５には達してませんけども、そ

れに毎年毎年近づいていくという形になります。あと、今の状況ですけども、これはかなり改善や

はりされて来て、毎年毎年やはり整備してきておりますんで、まだ１００％というわけでははいで

すけども、かなり改善されてきて、先だっても以前にこの港に入った時から見たら、その時しけの

時入ってきたんですけども、前から見たら非常に良くなったというようなことを言っておられまし

た船長さんがいたと、こういう話を聞きました。それだけ毎年投資してるわけですから、以前から

比べたら改善されて来てると思います。この数字の９７．５というのは、年間を通して停泊ですと

か、係留の日数が、簡単に言えば１００日の内９７．５日以上はちゃんとそこで停泊したり荷揚げ

したり出来るような構造にしなさいということになっておりまして。しけが来なければ１００％そ

こで出来るわけですし、非常に想定外の大しけが来れば、そういう荷揚げや何か出来なくなる場合

もあるかと思いますけども、島防波堤が完成すれば１００日の内９７．５日は確実にそういう心配

はないという形になります。計算上の波が来た場合ということです。 

○委員長（山本浩平君） 竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 単年度の一般会計の持ち出し分ということでよろしいんでしょ

うか。 

仮に５億を負担するとした場合には９０％が起債の措置の対象になります。原則ですけども。で

すから、４億５，０００万が起債で、５，０００万が一般財源の持ち出しということになります。

ですから、先ほど４９０億と２５０億の資料４で説明したんですけれども、管理者負担金が仮に第
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３商港区完成までに５０億だとしたならば、４５億が起債で５億が一般会計の持ち出し。起債の充

当率が９０％としてということになります。 

○委員長（山本浩平君） 竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 将来の交付税。今までの交付税。 

○委員（斎藤征信君） いいえ、そうじゃなくて、１６年度要求の４億８,６００万の交付税を引い

た残り。町が負担しなきゃならない部分というのはどの位になるのか。 

○委員長（山本浩平君） 竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 今、仮に計算している金額しか、実は持ち合わせてないんです

けれども、それでいきますと、約５億１,０００万程が措置されるというふうに見てます。ただ、こ

れは実は本当に概算で申し訳ないんですけども。先ほどもう少し詳しいというか、将来を見込んだ

表を作るのにもっと時間がかかりますという説明して、時間くださいということで、実は計算して

る途中なんですよ。それを計算し終われば、交付税措置そのものが変ったりすると別ですけれども、

ある程度の見込み的な数字は出せるんですけれども。今持ち合わせてる数字は先ほど言いましたよ

うに、５億１,０００万程度。これは、交付税措置というのはあくまでも起債の元利償還にかかる分

なんですよ。ですから、単年度で起債を、例えば４億借りたとしますよね。それに対しての交付税

はいくらですよというふうに、そういうふうにならないんですよ。実際は。言われてるのは、その

起債の交付税算入率は、例えばこの起債が財対債という起債だとすれば、交付税措置率は５０％で

すよと言われてるんですよね。実際に計算していくと、５０でない部分も出てくるんです。今、言

えるのは。 

○委員長（山本浩平君） それでは、休憩でよろしいでしょうか。休憩いたします。 

休憩 １３時５６分 

  

再開 １３時５６分 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 町長いらっしゃるので、ちょっと一点。私の記憶が正しければ、来る時見

てきたんですけれども、少なくとも元町長はさっき言った受益者負担ということを考えるというこ

とをおっしゃったわけですよ。そのことが良いとか悪いとか僕は言ってんじゃないんです。要する

に町長は自分の意志で政策を変えていくという姿勢。そういうことで今回、そういう措置をとった

のかどうか。そうなれば、これは政策的に、僕はあらゆるものにそうあるべきだと思ってるんです

よ。新しい町長なんですから、もちろん前のものがあったとしても、方針は転換するのがあるはず

なんですよ。今回の場合、今確認してきたのは、元町長が最後の時に私の質問に対して、必ず受益

者負担は考えるけど、全部とは言えないかもしれないけど、受益者負担は考えると議事録でも答弁

してるんですよ。それはいいんです。そのことが町長が悪いと言ってるんじゃないんです。そうい

う政策変換、政策変更というのは元町長が出した方針であれ、いろいろなものの今までの方針があ

っても、やっぱり変えていくべきもんだろうと思うから、そういう意思で今回のこの受益者負担を

考えないという政策決定をされたのかどうか。これは、非常に重要な部分なんですよ、私に言わせ
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ると。ですから、そこの部分だけ、細かいことはいいですから、そこの部分の考え方だけ聞きたい。 

○委員長（山本浩平君） 元町長というのは、元見野町長ということでですね。 

○委員（大渕紀夫君） そうです。前町長ではなくて、元です。前の方には私は港のことは聞いて

ませんので。そういう意味です。 

○委員長（山本浩平君） 飴谷町長、お願いいたします。 

○町長（飴谷長蔵君） 先ず基本的に、今の港のバースは専用バースではなく、公共バースですと。

先ずそこから出発します。専用バースになりますと、基本的に全然変りますんで。ただ、公共バー

スで整備しておきながら、受益者負担をいただく根拠は、私は今のところないのかなと思ってます。

使う方が厚意によって、例えば町に対してご寄付するだとかということは考えられますが、それを

法的にあなたも使う人の１人なんだから、十人いたら十人の人に何億づつ応分に出してくださいと

いうような話は、そういう根拠は私は無いように聞いております。ただその中で、早く整備してい

ただきたいということから、町の応分の負担分ですね、それを私共の企業が負担しましから、１年

分でも２年一片に片付けて、５年以内に片付けてくれとか、整備していただきたいということであ

れば、またこれは違うと思いますが、現在のところは町側から負担を公共バースで整備してるわけ

ですから、求める考えはありません。 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の件なんだけれども、そこの点は分かりました。例えば、これから議論

になりますけれども、１１メートルのバースの場合は、当然公共埠頭だということになれば、他の

所が使うという理論的な根拠がきちっとないということになりますよね。もしそれが使われなかっ

たとしたら、それは当然専用埠頭ということになっちゃうわけですよ。少なくても１１メートルで

すよ。７．５メートルでも入る船を１１メートル付けたって駄目なんです、これは。７．５メート

ルに入らない船が１１メートルに入るんだから。そういうところがきちっと使えるという根拠と、

もう一つは、使わなかった時に、受益者負担はどうなるのかということが出てくるんですよ。いや

いや、使うって言ったけど使わないよと。１１メートルは一つの会社しか使わなかったというよう

になった場合、僕はそういうこと考えられると思うんです、十分。経済情勢の変化によって。その

時に、それはもう１つの会社しか使わないけど、公共埠頭だと造ったんだからしょうがないよとな

るのか、それとも応分の負担をきちっと求めるのか、僕はここら辺の考え方を今、今回とは言いま

せんけども。はっきりしないと、やっぱりいけないんじゃないかと、僕は思うんです。それできい

てるんですけど、その二つの部分、今答えられるのか、答えられえれなかったら後で聞きますけど、

そこらへんはかなりもうちょっとあるんですけど、きちんとしとかなければいけないんじゃないの

かなと思うもんですから。 

○委員長（山本浩平君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 今、お答えできる部分とできない部分があるんですが、確かに経済の変動

によって、あらかじめ使う企業は想定されるとこもあります。ただ、今後どうなるかは分からない

というのは、これは事実でございます。ただ、先般も新聞の方に出てましたが、例えば町内の企業

で、大島工業さんが日本最大級のダムの機械を造りました。場所がないんですね、うちの。港じゃ、
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今後ああいうことが多くなると思うんですが、あれはどこから出したと言ったら、白老港から出せ

ないんで、結局苫小牧から出してるということなんですね。その他、今現在で、大渕委員も製紙会

社に居たんで分かると思うんですが、ローロー船ってありますよね。要するに紙というのは、出来

る限り人の手に触るなと言われてるんですね。今、それが主流です。ですから、日本製紙も工場で

積んで、そのままユーザーの所に持って行くというのが紙ですよね。ところが、今の岸壁だとどう

しても工場で積んで、上屋の前で降ろして、保管して、船来て、また船に積むと。そしてまた船に

積んで、要するに向こうの港でまたトラックに積んでいると。６行程か７行程多くなるんですよ、

今のやり方は。結局、将来１１メーター岸壁にして、ローロー船の対応をすると、当然そういう荷

物も多くなると。ですから、それをしてないがために、室蘭、苫小牧に荷物が出て行ってるという

現実もあるわけですよ。ただ、経済というのは、どういうふうに変っていくのか分かりませんので、

そういう排他独占的にある企業が使うようなことは、私はあり得ないと思っております。今の白老

の産業の形態を見ても、大いに期待して、そういう企業にも頑張っていただいて、逆に港を整備す

ることによって、企業が経済活動なり、企業活動しやすくなるんではないかなと、私は思ってます

んで。最悪の場合も想定しなければならないのは事実でございます。ただ今のところは、そういう

最悪になるような想定は考えられないかなと思ってます。 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 決して良いとか駄目だとかというんではないですよ。例えば、今の町長の

理論でいくと、ローロー船のことはよく分かります。そういうことまで想定するんであれば、やっ

ぱり現町長には関係ないというふうにはなるのかどうか分からない。行政の継続性で言えば分かり

ませんけれど。例えば、上屋に７億かけたわけですよ。それがローロー船になったら使わなくなる

わけですよ。使わなくなるかどうかは分かりませんけども。僕が言ってるのは、そういう経済の変

動というのは、如実に何年かで現れるんですよ。ですから、受益者負担金とうのは、一社独占とい

うのは、例えばローロー船が使い、チップ船が使った場合、石炭専用船が使った場合は一社独占だ

と、僕は思うんです。会社が違っても。運搬会社が違っても。一緒のとこなんだから。だから、そ

ういうことを考えておかないと、上屋のような状況になってしまうと、それが政策変換しなくちゃ

いけないということになるということは、そういうことをどう皆さん方が見抜かれて政治をやられ

るかということが、私は極めて大切な部分だと思ってるから、あえてちょっと嫌なことにも触れる

んですけれども、そういうことをきちっと考えた政策方針を出されるということが、今必要だろう

というふうに思って質問しました。コメントがあればどうぞ。 

○委員長（山本浩平君） 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 全くそのとおりだと思います。我々行政と同じで、やはり時代を先取り。

今回ある度経済も想定して、こういう時代になるということは想定しないとならないと思います。

そういう部分ではおっしゃるとおりでございまして、これからの港湾整備にあたっても、あらゆる

部分でこれからの、要するに荷物の動きなり、ユーザーがどういうものを求めてるかというのは、

当然行政もやらなきゃならないことなんで、十分承知して進めたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 先ほどの、管理者負担金の中身について解答願います。竹田係長。 
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 その前に、いったん休憩をしたいと思います。再開を２時１５分ということで、お願いいたしま

す。 

休憩 午後２時０６分 

  

再開 午後２時１５分 

○委員長（山本浩平君） それでは、休憩を解いて、会議を再開いたします。それでは、先ほどの

管理者負担の中身について、お願いいたします。竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 私、勘違いしてまして、交付税の総額というふうに捉えてしま

いました。じゃなくて、平成１６年の管理者負担金起債の借入額に対する交付税額はいくらかとい

うことですね。それに対する交付税措置額は５０％になります。ですから、平成１６年の管理者負

担金＝起債の借入額、４億８，６００万円の５０％、２億４，３００万が交付税措置の対象です。 

○委員長（山本浩平君） 斎藤委員、よろしいでしょうか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） その点、よく分かりました。あと、事実はもう少し聞きたいんですけども、

１７年度の予算要求の中に、今の港、狭あい解消したいということが書かれてるんですよね。狭い

と。砂３３４艘、紙が１５８隻と。こんな数字が出てるんですけど、あと残りは作業船で７６０隻

ですか。これで計算してみたら、１日平均２、３艘位ですよね。ばらばらで来るわけじゃないから、

いつでも空いてるということではないんだろうと思うんですけれども。この位の数で狭いというこ

とはどういうことなのか、そのあたりを教えてください。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） 実際の岸壁の使用ですけども、具体的に言いますと、今、港作ってお

りましよね。その作業のために、簡単に言ってしまえば、一つの岸壁専用にそこを１年間借りてる

んです。その裏に資材や何かも既に置いてますんで。ですから、そこは他の船使いたくても使えな

い。当然それは使用料払っております。それから、人工リーフですとか、災害復旧。そういった工

事の作業船は、その場に船を係留させなくても、そこの岸壁はもう、とにかく工事の期間貸してく

ださいと。お金も払ってますんで。じゃ、空いてるから、そこに入れさせてやるということは、２

重にお金を取ることにもなりますし、なかなかそういう形にならないんですね。あと、砂に関して

言えば、もうちょっと大きな船で運び出したいけども、今の現状ではそういう場所が無いと、こう

いうことになってまして、そういうことをここに書いたわけです。分かりやすく言えば、そういう

形になります。 

○委員長（山本浩平君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） そうすると、今作業中であるから、岸壁を塞いでると。何れ、作業が終わ

った後、皆引き上げてしまった時に、通常に戻るわけですよね。出来るまでの間の若干の不便とい

うのは、これはしょうがないにしても、我慢が出来ないというものなのかどうなのか。そのあたり

はどうですか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） さっき言いました、そういう関係で砂の業者ですけども、他の岸壁使
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いたいけども使えないと。それで、港の工事そのものは、港が終わればもうそこは使わなくなる可

能性ありますけども、人工リーフですとか、そういった工事は相当続くというようなことで聞いて

おります。 

○委員長（山本浩平君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） それで、この資料の１の中で、地方港湾の中で、９メートル以上のバース

というのはほとんどないわけですね。地方港湾では。７メートル半というのも持ってる所というの

はほとんどないと。それでもなおかつ、ぎりぎりのところでやってるんだろうと思うんですけどね。

こういう状況の中で、この９メートル以上のものを持つという、これを維持をしていくのには凄く

心配するんですよね。地方港湾で他が持っていない。持ってないのか、持てないのか分かんないで

すけどもね。そして、その作業船が抜けていった時に、本当にそのものが維持できていくのかどう

なのかというのは、凄く心配になるんですけども。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） 先ほども、ちょっと申し上げましたけども、企業ヒアリング。この近

辺だけではなくて、登別、それから背後圏の方、企業ヒアリングやりまして、将来的な白老港が出

来た場合の活用のヒアリングですけども、利用したいといいますか、そういう統計を取って第３商

港区の大きさを決めたりしてるわけですけども。１１メーターにつきましては、うちの町内にかな

り大きな工場がありまして、工場が使う原料ですとか、燃料、そういったものをある程度想定して

計画しております。それの元になる資料あるんですけども、今日取りまとめたやつ、最終的にはこ

ういう冊子の本でまとめて１冊になってきますので、その中で改めて述べる形になると思いますけ

ども。 

○委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 資料のことでちょっとお聞きしたいんです。資料３、ちょっと見ていただ

きたいんですがね。財源内訳で、道費が導入されているのですね。累計で第８次計画まで。累計で

１億４,３５２万４,０００円、道費が入っていますね。第９次で０になっちゃってるんですが。道

費が入って、ここで打ち切られた。入っている要素と、打ち切られた原因ですね。打ち切られたと

いうのはちょっとおかしいけども、この時は道費が入っていて、平成８年からは０と。これは何故

道費がなくなったのか、このあたりもし分かればお聞きしたいということ。もう一つは、資料７。

今日配布された資料８の関係なんだけど。これは地方港湾で白老港湾第２位で７９万３,７８５トン

と。貨物扱い量ですね。ところが資料８でいくと、３７４万４,０００トンという、これは１５年度

だと思うんだけど、この金額との関連はどうなるんですか。これちょっと分からないんだけど。そ

の２点。 

○委員長（山本浩平君） 今の点ではどうでしょうか。堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） 道費につきましては、ちょっと経緯、私たち押さえてませんので、ま

たこれ調べて機会を改めて説明したいと思います。 

○委員（加藤正恭君） 導入された要素ね。何故、道費が入ったのか。そして、平成８年から打ち

切られてると。 
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○港湾課長（堀江 寛君） 多分、財政的なもんだと思うんですけども。ちょっと調べて。 

○委員長（山本浩平君） 今のは調べてまた。別の機会に報告していただきたいと思います。もう

一点の件について。 

○港湾課長（堀江 寛君） 資料７のトン数と資料８ですか。これは、資料７につきましては１５

年の実績でございまして、資料８は先ほど申し上げましたけども、企業ヒアリングに基づく推計で

すね。将来これだけの荷物が想定されるという。求められてるのが、将来の貨物予測ということで

したので、どんなものが入って、どの位の量になるんだと。それに対しての。タイトル、もうちょ

っと詳しいタイトル付ければ。２０年前半の推定値ということで。 

○委員（加藤正恭君） 今の資料の７と８との関連で。これは結局、第３商港区の関係があるので、

これ位の扱い量に将来はなりますよという予定だというふうに理解すればいいわけですか。随分、

桁が違うんで。 

○港湾課長（堀江 寛君） 将来推計ということですね。 

○委員長（山本浩平君） 他に。斎藤委員。 

○委員(斎藤征信君)  今の道費の件。これは分かったんですけど。この間、道の話しで、私も行

ってきたんですけども、やっぱり維持管理の費用というのは、維持管理は道にすべきでないかとい

う話をしたところが、維持については道は負担をしてますと。今までの分についての維持管理費用

は補助として出してるんですと。それ以上は今のところはどうしようもありませんというような言

い方を道はしたんですよ。だから、この維持管理の所の交付金の中にあるのかなと思ったらそうじ

ゃないらしいんで。じゃ、その金というのは何処に出てきてるのか。そのあたりは、どういうふう

に解釈したらいいんですか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） 我々が知る範囲では維持管理は交付税ということで聞いておりますの

で、ちょっと財政の方にその旨確認してみましけども、多分入ってないんでないかと推定はします。

これちょっと、財政の方に確認いたします。 

○委員長（山本浩平君） 今の点も合わせて調べてください。他に質問のある方。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 条例の改正に基づいて、工作物の問題が別紙資料１のとおり改正というこ

とに載ってるんですが、これによって前の方の金額、改正前は載ってますが、これによって私比較

は出来ないんですが、使用料が上がるんですか。上がるとすれば、具体的にどの位あがるのか、そ

の記載がないんだけれども、そのあたりどうですか。 

○委員長（山本浩平君） 竹田係長。 

○港湾課振興係長（竹田敏雄君） 使用料は上がります。細かな計算は。総額で１１万９,０００円

程。１７年度の調定で上がります。資料５の次のページの改正の影響という所に記載してあります。

２ページ目です。 

○委員（加藤正恭君） その前のやつと、５４円が５６円７０銭になった。２５円が２６円２５銭

と上がったというのと、一緒に合わせて１１万９,０００円上がるという意味ですか。工作物につい

ても改正のなるわけでしょ。 
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○港湾課振興係長（竹田敏雄君） はい、そうです。全部合わせてです。 

○委員（加藤正恭君） 両方合わせて１１万９,０００円と。分かりました。 

○委員長（山本浩平君） 他に、ご質問のある方いらっしゃいますか。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 資料８でお尋ねしたいんですけども。一つは基本的なことで。７.５メート

ルの深さで、一番大きい船で何トンの船が入れるんですか。そんな詳しくなくていいです。１万ト

ンとか５千トンとか。 

○港湾課長（堀江 寛君）  ５千トンです。 

○委員（大渕紀夫君） ５千トンね。そしたら、１１メートルは２万トンが入れるということです

か。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） 今、私に持ってる資料では１万２千から３万位の船だと思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 分かりました。ということは、１１メートルが１バースだということは、

最大３万トンの船が入れると、こういうことになりますね。それで、ここの中で一つは、農産品の

部分で、ちょっとすいません、後で資料見たら分かるんだろうけれども、よく聞くのは後志圏位。

後志まで行ったら小樽もあるのかな。どれ位まで想定してるのかというのが、よく町に行くと言わ

れる方がいるんですよ。何処らへんまでエリアとしてみてるのと言われるんです。これは沢山セー

ルスやった場合、これはやった方が良いんじゃないかという話があるのが一つ。もう一つ。林産品

と鉱産品と軽工業品の中で、ざっとでいいです。日本製紙が占めてるのはどれ位の量かパーセント

か、どっちか。大体でいいですよ。 

○委員長（山本浩平君） これは資料８に基づいてということでよろしいですか。 

○委員（大渕紀夫君） そうです、資料８の中身です。何故かというと、それでさっきの町長に質

問したこととの関連が出るもんですから、ちょっと分かれば。 

○委員長（山本浩平君） 特定してるエリアと紙の関係の、どの位。 

○委員（大渕紀夫君） エリアは大体で。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） 一点目のエリアについて申し上げます。登別市でございます。大滝村。

喜茂別町。留寿都村。真狩村。京極町でございます。想定はしてないんですけど、実際は砂は糸井、

樽前。ですから苫小牧も一部入っております。 

２点目の日本製紙の占める割合。大体のパーセントで申し上げると、５０％から６０％の間とい

うことでございます。 

○港湾課長（堀江 寛君） 他に質疑のある方いらっしゃいますか。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 一つだけ気になるとこ聞きたいんですけども資料１ですか、岩内港の７・

５未満が４バースと７.５以上が４バース持っている。そこの中で上げている成績が１３万トンです

か。白老からみるとまだまだ随分量は少ないわけですけども、経常経費の比率が１００を超えてる

んですね。この資料から見ると。この岩内の実績というのは相当の起債を返していく、償還するの
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に無理をしているのか。そこのところが街づくりの一番大きな引っ掛かりになっていないのかどう

なのかというのは、そんなことは調べられないですか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） そこまではちょっと確認は取れてません。ただ、経常収支１００を超

えてますんで、財政的にはかなり苦しいんじゃないかなということは想定されます。 

○委員（斎藤征信君） それが港作りに無理がかかっていなければいいんですけどね。また別な要

素があってこうなっていればいいんですけども、無理して港をやってるお陰で、こういう数字が出

て来るんだとすれば、本当に我々もこの港をやっていくのに、もっと厳しい見通しを持たないと、

同じような状況になったんでは大変だなと。増大する物流事業のためにということで、この表が出

てるわけですけどね。随分数字も違うわけですよね。今扱ってる量というのは、１５年で７９万ト

ンのやつが、この推計で２０年前半には３７０万トンなんていうこの数字というのは、余りにも違

いすぎるもんですから。これだけの需要があるとは考えていいのかどうなのか。もっと厳しく見な

きゃならないと思うんですけども、そのあたりは如何ですか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） これは先ほど申しましたように、企業ヒアリング出向いて将来の動向

を聞いて取りまとめたものでして。それを勝手に厳しいからかけるコンマ５にするとか、なかなか

そういうことは出来ないというかしないで。ただ、曖昧なものについては厳しい見方をして挙げて

おります。さっき、日本製紙の話出ましたけれども、原材料ですとか燃料なんて仮に入ってくるこ

とになれば、取扱量というのは比較的、本当に桁が違うくらい一気にという形になると思います。 

○委員長（山本浩平君） 斉藤委員、よろしいですか。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 私もさっきからこれ、３７０万トンという数字が果たして、難しいんじゃ

ないの、２０年前後と言いますけど、あと４年ですよ。４年か５年後に。２０年代に３７０という

数字の根拠がちょっと私、分からないんですが。現在に比較すると、石狩新港と同じ位の扱いにな

るわけですね。石狩新港が３３６万２千トンですから。それが２０年代に白老港が３７０。私も石

狩新港に２回ほど港湾の関係だと思うんですが、視察したんですけど大きな港です。敷地から何か

ら言っても、もの凄く大きなものです。まだ、企業が全部張り付いてなかったにしても、果たして

白老港で３７０万トンいけるだろうか。この根拠は何か。勿論、一つの資料に基づいて算出してる

んでしょうけれども、そのあたりはどうですか。我々に説明できますか。こういうふうになるとい

う。具体的な根拠みたいなもの。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） 先ず、先ほども申し上げましたように、２０年代前半ということで、

ですから前後じゃないということで。２４年５年位までは２０年代前半だと思います。それと林産

品の中に書いてますけど、原木、木材チップという、あと鉱産品ですか、石炭、砂利とかあります

けども、これらが大幅に第３商港区が出来た場合に貨物量として増えるという、企業ヒアリングの

結果に基づいての数値でございます。 

○委員長（山本浩平君） 加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） それでは、現在の扱い量が７９万３千トンですね、１５年度で。これの数

字は出ますね。扱い量でのトン数。７種類。それはどうですか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） 今のご質問。７９万３千トンの内訳だと思うんです。それは分かりま

す。２月の時の資料でファイルの中。 

○委員長（山本浩平君） 加藤委員、よろしいですか。他に質問のある方、いらっしゃいますか。

大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） さっき、構想が年末ですか、期末ですか、出るのは。構想が出るのはいつ

頃かということと、それには今、議論されたようなことが全部出ますね。その確認だけ。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） 構想につきましては、９月を目途に今、作業進めております。それと、

どういった内容かということだと思うんですね、構想の内容。それで、今お話されたことは大半載

ると思うんですけども。具体的にはそれぞれ委員の皆さんもお持ちかと思いますけど、これの改定

ですから、こういうような中身のものが出てくると思っていただければ、大体間違えないと思いま

す。 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今のことで、構想が完成するまで、全く我々に、相談して作るというもの

ではないと分かるんだけど。一定にこういうもので作りますというようなものは、事前に議会の方

にはありますか。説明というのか。完成品の前にありますか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○港湾課長（堀江 寛君） 実は次回、考えてますのは、この構想は最終的に地方港湾審議会の議

を得て成案となるものですから、そのかける前にもう一度、委員会で皆さんにご提示したいなとい

うふうに考えておりました。 

○委員長（山本浩平君） 他に質疑ございますでしょうか。ないようですので、終了したいと思い

ます。 

 本日の委員会の内容につきまして、６月の定例会に中間報告をすることについて、確認をいたし

たいと思います。いかがでしょうか。よろしいですか。では、中間報告をすることにいたしまして、

報告書の作成については、正副委員長に御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〕 

  

◎散開の宣言 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。 

長時間に渡り、ご苦労さまでございました。これをもちまして、白老港整備促進特別委員会を終

了いたします。ご苦労さまでした。 

（午後 ２時４７分）  


