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○委員長（山本浩平君）  それでは定刻となりましたので始めたいと思います。本日は大変お忙

しいところ、メンバーの皆様にお集まりいただきまして誠にありがとうございます。本日の特別委

員会のテーマでございますけども、先だって決算特別委員会の方でも質問が出ておりました港湾関

係予算のしくみ、これにつきましてより詳しく委員会の皆様にご説明したいという水産港湾課から

の趣旨でございまして本日の特別委員会の開催、また、兼ねてより委員会の皆様より定期的にやは

り港湾の委員会を開くべきじゃないかという個々のお話もございました。そういう意味合いも含め

まして今日の開催となりましたのでよろしくご審議のほどお願い申し上げたいと思います。 

                                           

      ○開会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  それでは、これより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に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）  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から説明いたします。 

○事務局長（上坊寺博之君）  おはようございます。本日の調査事項でございますが、今、委員

長が申し上げましたとおり港湾関係の予算のしくみということで担当課から説明をいただくことに

なってございます。まず、確認させていただきたいと思いますが、事前配付している資料がござい

ます。それを一応確認したいと思います。特別委員会の資料ということで数ページまとめたものと、

それから資料 1 から資料 3 までにつきましては事前配付させていただいております。本日、お手元

の方に客船の新聞報道を含めまして、今日、追加資料の提出がありますのでよろしくお願いいたし

ます。以上であります。 

○委員長（山本浩平君）  それでは早速ですけれども、水産港湾課より説明をお願いしたいので

すけれども、追加で出ております資料に関しましても一括して説明をお願いいたします。堀江水産

港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  どうもご苦労様です。それでは、早速説明に入らせていただきま

すけども、その前にちょっと一部差し替えをお願いしたいと思います。資料 1 の 2 枚目、この表な

のですけども。この表の中の数値は一切変わっていないのですけど、下の説明書きの年度が違って

いる部分がございまして、ここだけちょっと訂正させていただきました。すみません、これについ

て差し替えをお願いしたいと思います。表の数値については一切変わっておりません。いいですか。 

 それでは、早速お渡しした資料に基づいて説明していきたいと思います。資料のまず、港湾関係

予算の仕組みというタイトルをつけておりますけども。ご承知のように港湾に関しましては 3 つの

会計から成り立っておりまして、「港湾整備事業」これが一般会計、要するに建設する方ですね。こ

れについては資料 1 で説明することになっております。続きまして 2 番目が「港湾機能施設整備事

業」これは特別会計。これは簡単に言ってしまえば上屋の部分ですが、これを資料 2 で説明いたし

たいと思います。それから 3 番目が「臨海部土地造成事業」これも特別会計。これにつきましては
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資料 3 で説明いたしたいと思います。 

 次のページをちょっとめくっていただきたいと思いますが、建設事業・港湾機能・臨海部、これ

を図面で表したものでございます。白く、防波堤ですとか、泊地とか、岸壁、左側の方ですね、建

設に関わるもの、これが港湾整備事業。これは一般会計で計上されている予算になります。次が真

ん中辺り、灰色で表しております引船、荷役の機械、上屋、ふ頭用地、これらが通常港湾機能施設

整備という形で特別会計。この中で白老町は上屋とふ頭用地だけが該当いたします。それから、一

番右側の黒い部分。これが臨海部土地造成事業でございます。位置関係から見れば、こういう形で

仕分けされているということになります。 

 次のページ、これを今度、港を平面的に見た場合ですが、会計ごとに色分けしたものではないの

ですがだいたい会計ごとに分かれておりますのでこれで説明しますと、赤い部分が一般会計の部分

になります。それから黄色い部分が港湾機能会計と。それから水色の部分が臨海部土地造成事業。

ただ、この赤の部分の左側のＡ1、Ｄ1 というのがございます、これも造成した部分でございますの

で、この 2 つだけは臨海部の方に入ります。あと緑色につきましては緑地で、例えば漁組の施設な

んかがこの中に建っているのですけども、事務所については青い部分に建っております。ですから、

事務所に貸し付けている土地の収入は臨海部の収入になります。それから、同じ組合の施設で荷捌

き場がございますが、これは赤い部分に建設されております。赤い部分ですから、これに貸し付け

ている土地の使用料というのは一般会計に入ってくることになります。そして、あとは当然上屋に

ついては黄色い部分に建っておりますので港湾機能会計の方の収入に入ると。あと、港のあちこち

に消波ブロックですとか、いろいろたくさんブロックを置いているかと思いますが、置く場所によ

ってそれぞれ収入が異なってきます。赤い部分に置いているところにつきましては一般会計の収入

になりますし、黄色い部分に置いているやつは港湾機能の収入になりますし、青い部分は臨海部の

収入になるということで。決して重複して、たぶって計上はしていません。 

 次のページお開き願います。今、お話しました、それぞれ 3 つの会計の主に収入の一覧を表して

おります。一般会計、これは赤の部分でございますけども収入金額20,646,210 円と。これは係留施

設使用料。漁船ですとか商船ですとか、そういった船を着けた使用料。それから船舶給水施設使用

料。それから港湾施設用地使用料、これは赤い部分の用地の使用料で代表的なのは砂をたくさん積

んでいる部分がございますけども、あそこの使用料になります。そして、あとは建造工作物占用料

として荷捌場の上屋ですとか、活魚施設、こういうのが一般会計の使用料として収入に入ってきて

おります。この収入は一般会計の歳出の方の行政事務経費とか港湾の管理経費、それから建設の事

務経費などに回っております。それで余った分について職員給与費ということで人件費の方に回っ

ております。トータルとして20,646,000 になります。続きまして臨海部土地造成事業。これが青い

部分の収入です。土地の貸付収入として 30,967,000 円ほど。あとは漁協さんに対しての占用料で

129,000 円ぐらい。合わせて31,096,551 円の収入でございます。これにつきましては臨海部土地造

成費の事務費用として108,598 円、それから元金の償還の一部として30,987,953 円、これは全額充

当されております。最後に港湾機能施設整備事業。これが黄色い部分でございます。21,611,760 円

の収入がございます。これは上屋の 2 社分の収入と、それから黄色い部分の土地の貸付収入でござ
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います。これにつきましては上屋の経費、それから元金の償還、利息の償還に充てられまして、16

年度については若干余っておりますので次年度の繰越とこういう形で整理させてもらっております。

そして、トータルしまして、決算審査の時にもお話があったんですけど、73,354,521 円の収入がご

ざいます。借金も結構あるのですが、7 千万からの収入も 3 つの会計をトータルするとあるという

ことで、この金額には当然一般会計からの支援の金額は一切入っておりません。以上でございます。 

 続きまして資料の方の説明に入らせていただきます。資料 1 の方から。資料 1 というところにピ

ンク色のマークが付いていますが、これはさっきの図面と合うように一般会計の部分の収入という

ことで。特別会計の 2 つは決算審査の時の表としてお渡ししているのですけども、これについては

単年度で報告していますけど、こういう過去からどれだけの収入があったということを比較するた

めにちょっと作ってみたのですけども。11 年から 16 年まで一般会計の使用料については順調に伸

びてきておりまして、最近の傾向としては用地、それから作業船の係留の料金が増加しているとい

うことになります。行政視察の時にＦＤ、フローティングドックというのを見学したかと思います

けども 18 年度から本格的に白老港に設置されます。それらの使用料の収入もこの一般会計の中に見

込まれますので18 年はもっと増えるというふうに見ております。 

 続きまして次のページをめくっていただきたいと思います。これは今までも何回かお渡しはして

いるかと思いますけども、港湾の整備事業、昭和 57 年から始まって 16 年までずっと、いくら投資

して、いくら交付税が入ってきて、町の負担がいくらになっているかということを表した表でござ

います。この中で16 年度までだいたい617 億ほど投資されております。町の負担が交付税を差し引

くとだいたい12 億 8,900 万ぐらい。約 12 億 9 千万ぐらいになるのですけども。これを23 年間で割

りますと 1 年間で負担したのがだいたい 5,600 万ぐらいとこういう計算になります。ただ、この表

で一番右側の表、これは維持管理分の交付税というのが来ております。これがそれぞれ右側の表に

記載されている金額ですが。維持管理の費用はさっき説明したように一般会計の港湾の使用料で全

額賄っております。そうしますと維持管理分として入ってきている交付税も実際入ってきているわ

けですから、負担分の一般財源から引いてもいいんじゃないかとこういうふうに考えます。そうし

ますと 1,289,999,000 円から385,731,000 円を引いて、23 年間で割ると 1 年間の持ち出しが今まで

はだいたい 39,316,000 円ぐらいだったという計算になります。で、表の一番下が 17 年の現在の状

況を表しておりますが、この中で現在ですね、一般財源、17 年はどのくらい持ち出しになっている

かということで一番下の表の右から 3 つ目の 19,319,000 円、これが現在の交付税を差っ引いた持ち

出しになっております。これもさっきと同じように維持管理の分が 3,800 万、これは一番右側の金

額ですが38,204,000 円。これは実際に入ってきて、維持管理の表はさっきも言いましたように一般

会計の使用料で賄っておりますので、これも実質の一般財源から、持ち出しから差っ引いてもいい

んじゃないかと思います。あとはさっき人件費に回っているというお話もしましたが、それも仮に

持ち出し分から差っ引くとすると単年度の実質の一般財源が、17 年度だいたい1 億 4,200 万ぐらい

になるかなとこういう感じになります。そして、これは後で説明いたしますが17 年度の港の建設に

関わる投資効果がだいたい 7 億 5,480 万ほどございます。1 億 4 千万の負担に対して 7 億 5,480 万

の直接効果、これが大きいか少ないかという議論になるかと思いますけども。これは後ほどまた詳
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しく説明したいと思います。 

 続きまして資料の 2 を説明いたします。これは上の方に黄色く塗っておりますので、これはさっ

きの図面で表しております黄色い部分、上屋の公債費の償還計画でございます。償還の計画表につ

きましては決算審査で資料としてお渡ししております。その一部をグラフ化したもので。上屋につ

いてはまさに償還が始まったばかりでございますので、これからずっとこういう形で償還をしてい

くわけでございます。この起債は政府資金が充てられております。この上屋の性格につきましては

前もちょっと説明いたしましたけれども、港を利用する一つのサービスの提供としてあくまでも倉

庫と違って荷物の一時保管を目的として建設しております。ですから、上屋のない港ということに

なれば荷物を一時保管する場所も無いのかということになってなかなか使われないと。そういう意

味からもしてですね、港湾機能を充実させる意味からも上屋は当然必要ということで建設しており

ます。そして、これは利用料をもって借金を返済していく形で計画していますが、必ずしも一時保

管ですから 365 日使われることは今後無いこともあるのかなと。そうしますと長期に渡っての借金

の返済の中で苦しくなる部分も出てくるのかなという気はします。この表の次のページ。これは上

屋については政府資金が使われていると。あと特別会計で実施するものだと。それから上屋の概要。

どういうものか、その種類等を書いておりますので。これはちょっと説明は省略いたしたいと思い

ます。 

 続きまして資料の 3 になります。これは右上の方に青く塗っておりますので、さっきの図面と照

らし合わせてもらえれば分かりますが、これが臨海部の土地造成事業の起債の償還計画でございま

す。これにつきましては元利償還のピークが今年度ということで、来年度から元利償還額が減って

きます。ですから、今年度がピークで18 年度以降、元利償還額が減っていく形になります。 

 次のページをお開き願います。これも臨海部土地造成事業の概要について起債されているもので

ありまして、簡単に申しますとこの臨海部は同じ起債でも民間の資金を使うと。というのは、最終

的にこれは売却して企業や個人の土地になりますので、これは民間の資金を使って造成していると。

さっきの港湾機能施設は政府の資金ということですけど、これは民間の資金と。そういう違いがご

ざいます。あと、これについても特別会計を組んでやりなさいという指導になっております。あと、

起債対象の事業がどういう事業かということを書いていますけど、これについてもちょっと説明は

省略いたしたいと思います。以上で予算の方の説明は、ちょっと雑駁だったのですが終了させてい

ただきます。 

 続きまして本日お渡しいたしました、白老港で行われている建設工事の町内企業等に対する経済

効果（直接）ということで、これは今、白老港で行われております工事ですから、港湾工事だけで

なくて人工リーフ、それから海岸侵食対策工事、漁礁の工事、これが白老港を拠点として行われて

おります。それの町に直接落ちたお金を表してグラフ化したものと、その一覧表を添付しておりま

す。この表ですが見てお分かりのとおり、工事請負金額、これは人工リーフ、漁礁工事含めて白老

港を拠点として行われたのが2,265,965,000 円ございます。そして、その中で生コンですとか砂利、

もしくは下請工事、これ一般管理費と書いてあるのは地元業者が請け負って、おそらく利益だろう

と。これについてはですね、直接聞いてもなかなか答えてもらえませんでしたので、この一般管理
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費というのだけはちょっと推定値。積算する時の一般管理費という一定の出し方がありますので、

それに基づいて出しております。あとはそれ以外の費用については実際請け負った業者から書面で

提出していただいたものを積み上げたものでございまして、次のページにこの基に工事の一覧が出

ておりますが地元業者というのは本当にまだ少ないので大概は町外業者の受注の工事になりますが、

町外業者の方が白老に来て仕事をする場合、短期間ですけども、そこでいろいろ生活をするわけで

すから様々な形で町内のいろいろな宿泊費ですとか、飲食代、いろいろな形で経済効果として表れ

ていると。で、実際に本当に使われているお金が 754,883,870 円。そして、町内の調達率、請け負

った金額に対して33.3％ぐらいが町に直接お金が落ちているということでございます。 

 これの 3 枚目は港湾工事だけを表しております。ですから、人工リーフとかそういうのは一切抜

いております。4 枚目も港湾工事だけの内訳を書いております。 

 次のページ。これはＡ3 の大きい表にしてお渡ししているのは請負金額とか数量、それから実際

の金額はいろいろな個人情報ということもありますので記載はしておりませんが、町内のいろいろ

なお弁当屋さん、飲食店、ホームセンターですか、それもいろいろな形で町内の商店街に対してお

金が落ちているということになっております。だいたい 3 枚ぐらいに渡って業者さんに協力いただ

いて取りまとめました。それで先ほど一般会計のところのお話いたしましたけども、実質の持ち出

しが維持管理分の交付税も差し引いて、もし人件費も差し引いたとしたら 1 億 4 千万ぐらいの一般

財源の持ち出しになります。それに対して 754,883,000 円が町内で使われていると。これが直接効

果ですので、よく経済の波及効果ということが言われますが、これは直接効果の他に消費を誘発す

る雇用の促進に繋がるとかそういった形で産業連関分析という方法を用いるとですね、だいたい1．

7 倍ぐらいになるということで 7 億 5,400 万円の直接投資でしたら、町内に対しての経済波及効果

というのは12 億 8,330 万程度になるということが予想されます。雑駁ですが、これが経済効果の資

料の説明ということで。 

 あとは最後に、たまたま新聞記事だったのですが団塊世代退職ブームでこういうクルーズ船のブ

ームが将来来るだろうということで、今は無理ですが第 3 商港区ができた場合にはこういうクルー

ズ船の誘致も積極的にやっていきたいというふうに考えております。前もお話いたしましたけども

北海道クルーズ振興協議会にも今年から入っております。 

 だいたい、これで今日の説明は全てなのですが。ただ、話はちょっと横道にずれますけども 18

年度の事業については今、精査中でございます。これについてはまとまり次第また、年内は難しい

ので年明けの 3 月の議会前には一度開催して皆さんにご説明したいと思いますので、それについて

はちょっとご了解をいただきたいと思います。以上で説明を終了させていただきます。 

○委員長（山本浩平君）  水産港湾課長ありがとうございます。それでは皆様から質疑を賜りた

いと思います。質疑のあります方、どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  これの図面 1。この防波堤はどうなるのですか。赤に入るんじゃないの

ですか。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  防波堤は赤に入りますね。これはさっき言いましたように、この

図面は元々用地の、土地利用計画を表したものでだいたいこの色分けが会計の色分けと近かったも
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のですから使わせていただいたと。ご指摘のとおり、防波堤等については赤になります。 

○委員長（山本浩平君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  もう一度ね。資料2、黄色いのね。それの9 の 15 というのがありますで

しょ、次のページ。ここの下から 3 行目、「公共上屋と民間上屋とに分けることができる。いずれの

場合であっても上屋は貯蔵・保管を目的とする倉庫とは異なるものであって」という文章があるの

だけど、貯蔵と保管を目的としない倉庫なんてあるわけないと思うのだけどね、これはどういう意

味なのかね。ちょっと読んでいてみて分からなかったのだけど。 

○委員長（山本浩平君）  堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  まず根本となる法律が違いまして、倉庫については倉庫業法、そ

れから上屋については港湾法ということで。倉庫というのは長期間の保管を目的としておりまして、

ですから、何年でもそこに保管することは構わないわけでございますけども、上屋というのはあく

までも一時保管と。例えば、荷物を持って来たけども雨が降ってきて、しまう場所がないと、そう

いうときに一時的に保管しますとか、船が予定より遅れてすぐに積み出し出来ないと、そういう時

に一時保管するとかそういう目的で、あくまでも短期間使用の目的で建設するということになって

おります。その違いでございます。今の下から 2 行目ですか、ではなくて、もっと上の方の上屋の

概要が書いていますよね、ここで「上屋は船舶および陸上輸送機関との間の結束点として船舶の出

入港の前後における貨物の荷さばき・一時保管を行う建物及び船舶乗降客の利用に供する建物であ

る」と。この船舶乗降客というのはフェリーターミナルとかそういうこと。それはうちでは建設し

ておりませんけども、一応そういう仕分けとなっております。 

○委員長（山本浩平君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  ということは、倉庫というのは倉庫法に基づくもので、上屋とは違うん

だということになると使用料は取れなくなるわけでしょう。それは構わないのですか。それは取れ

るのですか。 

○委員長（山本浩平君）  堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  これは取れます。そして当然、町条例でその料金も設定して、そ

れに基づいて料金を徴収しております。これは上屋だから料金取れないということは全くございま

せん。 

○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）  いや、よく分からない。倉庫であって倉庫じゃないと言うんだから。上

屋でただ一時保管するだけだと言うけどそういうものかな。 

○委員長（山本浩平君）  堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  一般的に倉庫という呼び方をしても、一般的にですよね。倉庫み

たいなものなのですね。ただ、長期間置くか、短期間置くかと、この違いで。長期間置かれた場合

には他の貨物が入ってきた時に、使いたいという時に使えなくなるということで、それであくまで

も短期間の使用ということになるわけです。 

○委員（加藤正恭君）  長期間とか短期間とかというのは、短期とは何日まで短期と言うの。 
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○水産港湾課長（堀江寛君）  それは町条例の中でこのくらいの期間だったらこれだけの料金と

いうことで決めております。 

○委員長（山本浩平君）  他に。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  もう一度ね。単純な質問なんだけど、マイナス11 メーターバースという

のは深さのことなのだろうけど、岸壁から海底までのことを言うわけですね。この図面で行くとこ

このことを言う、ここじゃないんでしょ。岸壁のすぐ傍にちょっと凹凸がありますわね。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  これは水深の深さでここじゃない。 

○委員（加藤正恭君）  だから、岸壁から入って一番下を 11 メーター。7.5 は 7.5 と。そういう

ふうに解釈していいのですね。 

○委員長（山本浩平君）  堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  水面ですけども、それは当然潮の干満で上下して、基準面からの

マイナス11 メーターと、海底までと。 

○委員（加藤正恭君）  基準面というのは岸壁のことを言うのですか。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  岸壁の高さじゃなくて、それの下ですね。 

○委員（加藤正恭君）  どこから言うの、具体的に。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  工事基準面とかというのがあってですね、潮の満ち干きで高さが

変わりますね。 

○委員（加藤正恭君）  線引きされているの。 

○港湾振興Ｇ主査（赤城雅也君）  こういう形で決まっているんです。 

○委員（加藤正恭君）  これが岸壁ですか。 

○港湾振興Ｇ主査（赤城雅也君）  いや、これが深さを表す表示なのですけども、ここを基準面

として、これから11 メーター下がった所が。 

○委員（加藤正恭君）  基準面というのがあるんだ。そうしたら基準面というのは、その港、港

によって違うのですか。 

○港湾振興Ｇ主査（赤城雅也君）  違います。潮の満ち干きとか関係ありますから。現地を調査

して。 

○委員（加藤正恭君）  そう。そうしたら白老港の場合は基準面というのは今の岸壁の一番上の

平らなところね。あれから3.5 下がって、それから11 メーターと、こういう意味なのですね。 

○港湾振興Ｇ主査（赤城雅也君）  それは岸壁も違いますけども。7.5m 岸壁は 3m ですけども、

11 になると3.5 と変わってきます。船の大きさが違いますので。 

○委員長（山本浩平君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  もう一度。したがって、室蘭港と苫小牧港と白老とか登別、それぞれ干

潮が違うものだから、満ち潮がね。したがって、3m とか 3.5 というふうにその港によって決まって

いるわけですか。そういうふうに理解していっていいんですか。そして、それから下7.5 だとか5.5

だとかと、こういう測り方をするということなのですね。白老の場合は3m と 3.5 と 2 種類あるわけ

ですか。それだけですね。 
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○委員長（山本浩平君）  赤城主査。 

○港湾振興Ｇ主査（赤城雅也君）  苫小牧と室蘭と白老ではそうそう変わりはありません。以上

です。 

○委員長（山本浩平君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午前 10 時 40 分 

                                          

再   開      午前 10 時 41 分 

○委員長（山本浩平君）  委員会を再開いたします。他に。斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  一つ分からなかったのでちょっとお聞きしたいのですが。先ほどの話の

中で維持管理費の部分について。一般会計の部分で賄うことが出来たのでその部分でやると。それ

で、交付税についてはそっくりそのまま収入にするというようなことで処理をしているという話だ

った。人件費もまた似たような処理の仕方でやっていますよね。会計法上は構わないのですか。維

持管理部分だけ交付税が別になっていますよね。やはり、そこの部分は管理部分という形で処理を

しなければならないとなっていないのかどうなのか。そういうふうなところはどうなっているので

しょう。 

○委員長（山本浩平君）  堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  私が申し上げたのは港湾に関する管理の経費ですね。それについ

てはさっき言いましたように岸壁の使用料だとか用地を貸している使用料とか、そういった料金で

全て賄っているという。特に維持管理分としての交付税、計算上は例えば17 年度は 3,800 万という

形で来ているんですけど、基本的に交付税そのものはお金に色が付いていませんのである程度自由

に使えると言いますか、実際維持管理分として 3,800 万入ってきていますけども使用料で経費は予

算上は賄っておりますので、さっきも私の方で言ったのはこれも実質の一般財源の持ち出し分から

計算上は引いてもいいんじゃないかということなのです。ですから、会計上特に問題とかそういう

話じゃなくてですね。よくここで議論になるのは一般財源の持ち出しがかなり大きくてですね、町

全体の予算にもいろいろな影響を与えているということですけども、それで実際に港湾建設に関わ

る地方交付税を差し引くと17 年度で例えれば1 億 9千万の一般財源持ち出しという形になりますけ

ども、一番右側の維持管理分として入ってきている交付税 3,800 万これも差し引いても影響ないん

じゃないかというのは維持管理については使用料で賄っていると、こういうお話で実際に会計法上

処理したとかというお話でなくてですね、こういう考えも成り立つんじゃないかということで説明

させていただいたということなんですよね。 

○委員長（山本浩平君）  斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  詳しくよく分からないですけどもね。16 年度で言うと3,800 万来ていま

すよね。港湾施設管理経費として16 年度は 840 万使っている、充当しているということは、この差

というのが港湾の収入として入ってくるということになるのですか。そういうふうに処理されると

いうことですか。 

○委員長（山本浩平君）  堀江水産港湾課長。 
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○水産港湾課長（堀江寛君）  今言った 840 万、16 年度の管理経費。これは840 万管理費にかか

っていますと。そして、このかかっているお金はどこから出しているかと言うと、さっきも言った

ように図面で言うとピンクの部分になりますね。船を泊めたとか、用地を貸したとかそういうとこ

ろに入ってくるお金、それが全部で 2 千万ぐらいなんですよ。その内の 840 万を充てているという

ことで。地方交付税というのはまたちょっと別で、町全体で国からボンと交付税として来るんです

けど、その内訳を見ていった時に港湾の維持管理分として 3,800 万が来ているということで。だけ

ど、実際の管理経費というのは使用料で賄っていますから一般財源に与える影響から、この分も引

いてもいいんじゃないかという、そういう考えも出来るんじゃないかということでちょっと説明さ

せていただいたのですけども。 

○委員長（山本浩平君）  斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君）  わかりました。それから人件費の部分ね。これは職員等人件費 960 万と

なっているわけですけども、この職員の人数はどのくらいなのですか。 

○委員長（山本浩平君）  堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  水産港湾課の人数ということであれば 3.5 人なんですね。私は半

分水産も持っていますので一応 3.5 人ということで。ただ、これは一般会計の予算の科目の給与費

の中に入っているという。ですから、職員の数ということであれば、200 人とか 250 人とかそんな

数になってくるのかなと。 

○委員長（山本浩平君）  暫時、休憩いたします。 

休   憩      午前 10 時 48 分 

                                           

再   開      午前 10 時 55 分 

○委員長（山本浩平君）  委員会を再開いたします。他に。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  一つは港湾機能の関係でね、今、上屋があるのは第 2 商港区なのですけ

れども、ＲＯＲＯ船は第 3 商港区に入るというふうになると、今の倉庫と上屋との説明にあります

ようにね。そうなると第 2 商港区で上屋を使うと、ＲＯＲＯ船が入った場合ですよ。上屋を使うと

いうことが少なくなることが懸念されると僕は思うのですよ。で、その時にこの会計がどうなって

いくかということが将来の白老町の財政にとってはかなり重要なことになってくるのではないかと

思うのだけれども。第 3 商港区が出来て、ＲＯＲＯ船が第 3 商港区に入るということになった時に、

第 2 商港区の上屋の活用方法というのは違う形で考えられますか。 

○委員長（山本浩平君）  堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  ただ今のご質問ですけども、確かにそういった懸念が実はありま

す。それでさっきも申し上げたけども、今は 365 日使われていますけども、必ずしも上屋の性格、

目的からして 365 日は使われなくなる時が来ると。まして、今おっしゃたように、これからＲＯＲ

Ｏですとかコンテナとかということになれば、それはそのまま真っ直ぐ船に、一時保管しなくて船

に行くわけですから。ただ、今、計画しておりますのは、その他に一般雑貨も計画しておりますの

でそれなりに使われるということは想定しています。それで、今のこの償還、決算の時もお示しし
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たやつは一応そういう収入が満度にあるということで計画していますけども、実際に今おっしゃっ

たような懸念が出てくるわけで、それで担当課としては会計上いろいろなルールがあるのかもしれ

ませんけど、さっき言った人件費に回っている部分とかそういうのをこういう借金の返済に充てて

いけないかとかですね、そういうふうにはちょっと考えているのですけども。港湾そのものが苫小

牧港なんかの決算書を見てもですね、あれだけ北海道の貨物の45％が苫小牧港に集中しているんで

す。そして、使用料も確か20 億近い使用料が入っているんですけど、それでも、なおかつ市として

10 何億の持ち出しをしているんですね、毎年ね。ですから、港湾だけで全て収支が合うようにとい

うのはなかなか難しい面があると思います。というのは当然、海の工事で建設費がかかりますので。

それで、よく我々が言われるのがじゃあどこで返ってくるのかと言ったら、港湾というのはそもそ

も、だいたい経済活動を側面から支援するという意味合いがありますので町全体の経済にいい影響

を与えているはずなのですよ。じゃあ、そのいい影響を与えて、例えば企業ですとか、それから建

設業者が利益を得たと。じゃあ、その税金が港湾の収入に入ってくるかと言ったら、これは入って

こないわけなのですよね。そうしますと、やはり今言ったように港湾は海にそういう施設を作って

いくわけですから、埋め立てとか水深の深い所に防波堤を作ると。当然、建設コストがかかるけれ

ども、それを港湾の収益だけで上げるというのはやっぱりなかなか難しいと。ただ、経済活動を支

援しているという意味合いがありますのでね。さっきの上屋の話に戻りますけども、上屋だけでプ

ラマイ 0 というのはなかなか難しいのかなと。そうなれば、さっき言いましたように、その方法と

して使用料の方からこちらに回すとかということも考えていかなきゃ駄目なのかなとこういうふう

に思います。 

○委員長（山本浩平君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  そこら辺はよく分かるんですよ。ですから、この経済波及効果なんかは

積み上げ方式ですから､相当具体的になっていますからそういうことで言えばよく理解できます。た

だ、私が言っているのはポートセールスをするという意味で言えば、例えば第 3 商港区が出来るこ

とによって第 2 商港区の上屋というのがそういう状況になるということははっきりしているわけで

す、今の段階で。ですから、それをどう利用するかということを、やっぱり 60％の利用なのか、100％

の利用が無理だとしても 60％なのか、30％というのはこの会計にとっては極めて大きいんですよ。

理論的には今言われたとおりなんです。ただ、これを組み立てた時はどうしたかと言うと、作った

時には 100％入るということで理論的にこれを組み立てているからそういう問題が起こるんですよ。

それだから悪いと言うんじゃないんです、僕が言っているのは。だけど、そのことに対して第 2 商

港区をどうこれから活用するか、上屋をどう活用するかということでのポートセールス、将来方向

をきちんと見極めて、第 3 商港区オンリーでなくてそういうような港湾課の活動が必要ではないの

かということを僕は言いたいんですよ。だから、それは駄目だとか、いいとかではなくて、これ 100％

組んでいるということ自体がもう、利用出来なかったら必ず赤になるんだから、この会計自体は。

はっきりしているわけですから。100％使ってとんとんなわけですから。それも長い間ね。ですから、

そういう会計の組み方にも問題があるんだけれども、そこを最小限にするための努力がやっぱり港

湾課にきちんとないと。10％しか使わないのと、70％使うんじゃ全然違うわけですから。そういう
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方策を今からきちんと立てるべきではないのかという意味なのです。そういうことでのお考え方は

どうですか。 

○委員長（山本浩平君）  水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  おっしゃるとおりですけど、こちらの言い分も理解してもらいた

いと思います。ただ、本当に会計のシステム上、縦割りになっていてその中でやりくりしなきゃな

らないということになっていますので非常に厳しいんですけど。おっしゃるとおり、いろいろポー

トセールス等を積極的に行ってですね、こういった上屋もあるんだよと。そして、使ってください

というようなことで、当然これから積極的にやって行かなきゃならないと思います。確かにその懸

念がされるのが、おっしゃるとおりやっぱり第 3 商港区が出来るということ、使われるということ

で、4 年、5 年先になるんですけども。そういう懸念がありますので、おっしゃるとおり今からいろ

いろな形でＰＲをして、なるべく、今おっしゃるように70％、80％になるような形で努力して行か

なきゃならないというふうに考えています。 

○委員長（山本浩平君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  もう 1 点。土地造成の方なのですけれども、ちょっと僕これよく分から

ないのだけど。土地が造成されて、売る段階になりましたらね、当然、造成費をオンされて売ると

いうことになるわけですよね。その時に今、工業団地が土地の買収と造成した値段では売れないか

らということで下げる。下げたことによって赤字になって、今の価格で売った場合は間違いなく 6

億ぐらいの赤字になるということははっきりしているわけですよ。で、財政的な部分で見るとそう

いうことがいろいろな特別会計で重なってくると一般会計がもたなくなるということははっきりし

ているんですね。で、そういうことで言えば、売れる状況になって売れない時に金利もオンされて

きますよね、当然ね。そういう時に赤字になるということにはならないの、この会計は。必ず黒字

にして売るというふうになるのかどうか。要するに政策的に下げて売るとかさ。そういうふうにな

っちゃうのかどうか。そこら辺がね、工業団地と同じような仕組み、システムでやるのかどうかと

いうことだけ。 

○委員長（山本浩平君）  水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  決算の時にお示しした資料では、最終的にはとんとんになるとお

示ししています。その間はずっと土地を貸していきますよと。それで収益を上げていって、そして

最終的にとんとんという形にしているのですけども。その貸付の期間が長ければ長いだけ売る単価

を安くしていくことが出来るんですね。ですから、こちらの考えでは慌ててと言いますか、足元を

見られて極端に値段を下げて、今、売らなくても貸し付けられる間はずっと貸してですね、収益を

上げていって。それで収益が上がるわけですから、単価を今度それによって下げていくことが出来

ると思うのですよね。それがどのくらい下げるのが妥当かというのがありますけども、出来ればプ

ラマイ 0 に持っていきたいなというところありますけども。これは工業団地と同じでやはりさっき

から言うとおり、地域経済の活性化に役割を果たしているという部分からすれば。そして、その税

収がこちらの方に跳ね返って来ればいいのですけど、それは跳ね返らないよと。そうなれば、やっ

ぱりなかなかその中でプラマイ 0 にするというのは難しいところがあるのですけども。今、言いま
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したように長期間貸し付けることによってそれだけ収益が上がるので単価も下げていけるのかなと

こういうふうに考えています。 

○委員長（山本浩平君）  大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君）  当然、借りてくれる人があって、どんどんお金が入ってくればそれだけ

分、ここに書いてあるとおりになるわけだから、それはよく理解できるし、うんとたくさん貸せれ

ば貸すだけ金利分を含めて払えればそれの分上げなくても済むわけですからね。それはよく分かる

のだけど、問題は借りてくれるかどうかということが一つ。長期的にだよ、ずっと。で、量多く借

りてくれれば、もっとあるなら借りてくれた方がいいんだけれどもね。そういうことは可能性があ

るのかどうかね。それが一つ。 

 もう一つは、確かにそうなのだけれども、言われるとおり経済効果含めて税金なんかがこっちの

元利償還に入ってくればいいんだけれども、ただ、現実問題としてはそうならないという中で今や

っぱり白老の財政を見ると特別会計での負担が一般会計をかなり圧迫しているということは事実な

んだよ、これ。下水道も工業団地もはっきりしているのさ。これは数字で出ますから。そこにこの

2 つの会計がそういうふうになって行くと町の一般会計自体がもたなくなって行くと思うのです。

だから、そういうことが無いような形で運営出来るのであればいいのだけれども、今のお話で行け

ばやっぱり工業団地と同じような考え方で、赤になるか、黒になるかは別にして。工業団地だって

始めはとんとんだったわけだから。その前はこっちの余っているのを売らなくてもとんとんだった

んだけど、そっちを売ってもとんとんでなくなっちゃったわけだから、今はね。だから、そういう

ことで言えば、この会計をどうするかというのはかなり大きいと思うのだけれども。実際には今、

あそこを買いたいなんていうところがあるのですか。第2 商港区の裏とか。 

○委員長（山本浩平君）  堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  買いたいというのは、全く無いわけではないのですけども面積が

小さくてですね、細切れにして売るというのは逆にこっちの方でいかがなものかなと思いますので、

それはちょっとお断りと言いますか、しているのです。100 坪とかそんな単位で売ったってどうし

ようもない。簡単なですね、そこで釣り船をやりたいとかそういうようなあれで、土地いくらかと

かってそういう話は来ますけども。そういう細切れで売ってもどうしようもないので、そういうの

はちょっとお断りしています。今、言いましたように、今、貸している方がいいのかなという考え

を持っていますので、積極的にあちこち行って土地を買ってくださいと頭は実は下げておりません。

そして、逆に人工リーフ、開発建設部だとか土現に行ってですね、うちの港で工事をやってくださ

いと、使ってくださいということで利用の方でお願いには行っているのですけども。土地の貸付だ

けで今までもう既に1 億以上収益を上げています。ですから、造成費の10％近くまで、貸付だけで

償還している形になりますので、あとはそれがずっと続くかということで。第 3 商港区の工事が始

まれば少なくても10 年以上あるのでそっちの方ではまず間違いなく使ってもらえると。あと、さっ

きも言いましたように、白老町内の近辺で人工リーフ、漁礁ですとか、海岸の整備事業というのは

どんどんやっていただければ当然うちの港からそういうブロックですとか積んで出ることになりま

すので、そういう公共事業のひとつの積極的な誘致というのも大事かなと。そうなれば、水産港湾
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だけの話ではなくてですね、行政全般、議会の皆さんにもいろいろお力を借りて漁礁の工事ですと

かそういうのをどんどんやってもらいたいというふうに考えています。 

○委員長（山本浩平君）  ちょっと私からもですね、ちょっと関連なものですから、加藤委員よ

ろしいでしょうか。私もちょっと 1 点質問しようかなと思っていたことが上屋の問題なのですよ。

大渕委員から上屋の問題なのですけども。これは一番ですね、将来の上屋の利用方法については本

当に今からいろいろなことを模索して行かなければならないと思うのですよ。これは水産港湾課だ

けの問題じゃなくて、やはりこれは町長部局、政策推進室あたりが真剣になって取り組んでですね、

今現在の常識で言えば港湾関係に関わる荷物を置く倉庫の活用しかないかもしれませんけども、も

う常識外のことも想定しながら第 3 商港区が出来た際には何とか活用する方法を今からやはり町全

体で考えていくべき重要なことであるというふうに認識しておるのですけども、改めてその点にど

のようなことを感じているのでしょうか。港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  確かにおっしゃるとおりかと思います。今、政策推進室の話が出

ましたけど、今あそこでグリーンビジネスというのが非常に盛んに展開していろいろな模索してい

ますけども。そういった中でも、あるいは港湾と結び付いた形で何か出てくるということも考えら

れますので政策推進室の方にも話をしてですね、いろいろ利用方法等を検討していきたいと思いま

す。 

○委員長（山本浩平君）  ありがとうございます。他に。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  資料 1 の 3 ページ、4 ページ。説明がなかったんだけれども、北海道港

湾の主な特例措置としてですね。「北海道開発のためにする港湾工事に関する法律」と。こういう法

律があることを我々ちょっと知らなかったんだけども。今、北海道開発局が存在するのか、しない

のかという問題と、この法律は直接関連しないのかどうかね。開発局が縮小するとか、無くはなら

ないにしても縮小されるということであれば、法律はあるから無くなることはないんだけれども、

非常に補助率が本州方面と比べて非常にいいわけですね。ですから、もし、そういうふうになると

補助率が下がると。本州並みになってしまうのでは困るのでその辺りの見通しがあれば一つ考え方

を聞きたいということ。 

 それから、ここで表現している内地という言葉があるんだよ、これね。北海道、内地というのは

ね、公用語でしょ、これ。こういうふうに出ているからには公用語だろうと思うのだけどね。この

内地という表現はいかがなものかなと僕は思うのだけど。これは国の書類なんかにも内地、北海道

という分類しているのですか。その辺りちょっと聞きたいんだけど。 

○委員長（山本浩平君）  水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  すみません、この説明をちょっと抜かしまして。これをちょっと

説明いたします。今、委員おっしゃるとおりですね、北海道の港湾事業というのは本州、今、言い

ましたように内地の方から見てですね、非常に恵まれているということで・・・。ちょっとその説

明をしなかったのですけども。例えば、この表だけを見ますと水域・外郭施設、これは航路とか船

が回る泊地ですとか、それから防波堤、護岸というのは 10 分の 8.5。本州はこのとおり 10 分の 4

になっているんですけど、それが10 分の 8.5 で出来ると。残りが管理者負担という形になるんです
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けど。あとはこの係留施設、これは岸壁ですとか物上げ場、これが本州の方では10 分の 4 が 3 分の

2 ということで、これもかなり恵まれていると。残りが管理者負担になるわけです。こういった形

で北海道は特別扱いということになっていまして。開発局の方に聞いてもですね、そんなすぐには

無くなるということはないというふうに聞いています。ただ、こういうご時勢ですから、これが何

十年も続くかといったら、またそういった保障はちょっと考えにくいと。一般的に言われているの

が、こういう制度がある内に整備しちゃった方がいいんじゃないかという一般的な考えがあるよう

です。 

 実はこれはコピーとったので、一般に公にされているやつでなくて、ひょっとしたらこれは開発

さんの内部のやつをちょっとコピーしちゃったかもしれない。それでこういうような表現になって

いたかもしれないです。あまり我々も内地なんていう言葉は使わないですね。 

○委員（加藤正恭君）  最近ね、あまり内地なんていう言葉は使わないと思うんだけど。こうい

う公式文書に内地、北海道なんて書いてあるからさ。内地というのは本州、九州、四国を総括して

内地と言うのでしょうけれどもね。本州、四国、九州なんて、いちいち書くのが面倒だから内地と

いう表現にしているのか。開発局で使われている言葉なのでしょうか。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  いや、公にはあまり使っていないのかなと思いますけど。 

○委員（加藤正恭君）  北海道の人はよく内地、内地と言いますからね。だから、北海道開発庁

だけの言葉なのかな。そういうふうに理解していいのかな。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  分かりやすくするためにこういう表現を用いたと思います。 

○委員長（山本浩平君）  加藤委員。 

○委員（加藤正恭君）  だいたい分かりました。それで、北海道は非常に優遇されているのです

ね。それに 2 の方でもですね、それこそ本州方面では起債事業で整備しているのが北海道では国費

を投入していると、こういう表現があります。買収や造成にしてもですね。だから、その点、北海

道のためには大変いいことなので、白老が出来れば、あとは知らないで済むということじゃないに

しても、こういうものは残しておいてもらいたいなというふうに思います。返事はいりません。 

 それともう一つは、新聞記事のクルーズですね。一回の寄港で 6,400 万の経済効果があると言う

のですが。例えば白老のマイナス11 の所へ着岸したら、着岸料というのは何ぼぐらいいただけるも

のなのですか。長さにもよるんでしょうけれども。船、船によって違うんでしょ、大きさによって。

例えば、これなら何ぼぐらいいただけるのですか。 

○委員長（山本浩平君）  水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  これは11 万トン級ということで、これはちょっと大きすぎて白老

では無理かなと思いますけども。仮定で入ったとしたら、これは新聞によりますと11 万トンとなっ

ていますので11 万×9 円 45 銭で 1 日停泊してだいたい100 万。 

○委員（加藤正恭君）  大きいものだな。11 万トンで100 万くらい。5 万トンで 50 万。その他に

経済効果があると。はい、分かりました。 

○委員長（山本浩平君）  先ほどの内地の表現のところ。これは一応、町の方から出てきている

資料ですから、構わなければ道外だとかという表現に皆さん訂正いただいてもよろしいのかなと思
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うのですけども。構いませんか。これはこのまま残しておかないとまずいですか。港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  当然、直していただいて構いません。 

○委員長（山本浩平君）  そうですか。私も内地という表現ってあまり最近使われないと思いま

すので、道外ということで皆さん押さえておいていただきたいと思います。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  2 ページ目にも実は内地と入っているので、これもじゃあ道外と。 

○委員長（山本浩平君）  じゃあ、そのように皆さん押さえておいていただければと思います。

他に質問。熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君）  今日いただいた、経済効果（直接）の、この内容ですけども、よく

ここまで拾ったなと思うのですけれども。各企業体さんに水産港湾課が直接出向いて聞き取りとあ

れをしてはじいたものですか。それだけちょっと聞かせてください。 

○委員長（山本浩平君）  堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  これはですね、直接出向いたり、あとは今はパソコンで資料を送

ったりしてですね、うちの方の担当者の方で様式を作って、こういうような書き方で書いてくださ

いという記載例を入れて書いて、それをそのまま文書でもらったものと。その中では電話でのやり

とりとかいろいろありますけども。聞き取りだったら、ちょっと聞いた、聞かない、多少の数字の

違いがありますが、あくまでも文書でいただいております。 

○委員長（山本浩平君）  熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君）  それで、その内訳の中でそういうやり方をやられていたということ

ですから、町内の達成率 33.3％というふうに書いていますよね。そうすると変な質問ですけども、

残りの約66％ぐらいについてはやっぱり町外ということになりますけども、主だった調達品と言う

んですか、そのことで分かるのであればちょっと説明していただけますか。 

○委員長（山本浩平君）  水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  主なものということになりますと、例えばこの間、行政視察でフ

ローティングドックというのをご覧になったと思いますけども、あれは町外から申し込んだもので

あって、あれを港に着けた港の利用料は町に入りますけども、あと生コンも町の生コンで、あの船

自体にかかっている費用は全部町外。そういうことで大きな起重機船がたくさん来ますけども、町

内ではそういう起重機船はございませんので、そういうのはみんな町外の方になってしまうとそう

いう感じです。 

○委員長（山本浩平君）  補足ですね。赤城主査。 

○港湾振興Ｇ主査（赤城雅也君）  あとは型枠なんかありますよね。あれがなかなかお金がかか

りまして。あと働いている人の人件費もありますし、クレーンなんかもありますね。あれも外から

来ますので、あれは結構お金がかかりますね。 

○副委員長（熊谷雅史君）  分かりました。 

○委員長（山本浩平君）  関連なんですけども、すみません。元請けの関係のあれもあるんじゃ

ないでしょうか。いわゆる元請けがですね、今までいろいろな開建の決まり事や実績等でなかなか

町内業者だけでは、いわゆるＪＶを組んでては出来ないとかそういう問題もありますよね。水産港
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湾課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君）  これはあくまでも現在の中間報告ということで、見込みというこ

とで最終的には多少、また年度末になれば若干増えるかなと思います。あとですね、今回ちょっと

間に合わなかったのですけども、商船が何百回か来ますけども、今ですね、商船は人もそんなに乗

っていなくて荷物降ろしたらすぐ帰るとこういうパターンが多いのですけども、やはり中には降り

て地元で買い物をしたりとかいろいろ温泉行ったりとかそういうのもありますので、そっちの方も

ちょっとどのぐらい効果があるのか、それもちょっと長いスパン分けて調査して皆さんに報告した

いと思います。それも多少なりとの経済効果は出ていると思います。 

○委員長（山本浩平君）  よろしいですか。他にございませんでしょうか。無ければですね、せ

っかくですので、この資料以外のことでも結構です、その他として全体的に何か質問がございまし

たらどうぞ。今定例会で中間報告をする必要があるか、ないかということの確認だけさせていただ

きたいと思いますけれども、いかがでございましょうか。じゃあ、今定例会では中間報告無しとい

うことでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

                                           

      ○閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君）  それでは、これをもちまして本日の白老港整備促進特別委員会を閉会

いたします。どうもありがとうございました。 

 

（閉会 午前11 時26 分） 

 

 


