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◎開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 皆さんおはようございます。今日は３０分早い委員会でございますけれども、

お集まりいただきましてありがとうございます。 

それでは早速委員会のほうに入りたいと思います。これより白老港整備促進特別委員会を開会いたし

ます。本委員会については傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

[｢なし｣と呼ぶ者あり] 

 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をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。今日の委員会は白老港整備促進を図る為の調査と

しまして、港湾課のほうから計画構想の改訂についての資料が出ております。これを本日説明を受けて

質疑を予定してございます。以上であります。 

○委員長（山本浩平君） 本日の委員会は、白老港の整備促進を図る為の調査として、白老港の港湾計

画基本構想の改訂についての説明を予定しております。担当課の説明の前にですね、今日は町長が出席

されておりますので、一言ご挨拶を頂戴したいと思います。よろしくお願いします。 

 飴谷町長。 

○町長（飴谷長蔵君） 白老港の港湾整備促進特別委員会の開催にあたりまして、まず皆様方に対しま

して一言お礼とご挨拶を申し上げます。 

 第３商港区につきましては、ご承知のとおり地方港湾の投資の抑制など、まったく不透明な状況が続

いておりまして、委員会開催を延期してまいりましたことに対しましてまず深くお詫び申し上げます。

しかし、白老港整備促進の特別委員会の皆様方を始め多くの方々のご協力をいただきまして、平成１７

年度から２３年度までの６５億円で第３商港区の着工が認められましたことは３月の定例会でご報告申

し上げたとおりでございます。改めて協力に感謝申し上げます。今後において私としては厳しい中での

この予算の獲得でございまして、１年でも早く投資効果が現れるよう、現在平成１８年度以降の整備計

画を関係機関と協議中でございまして、計画がまとまった段階で再度ご相談申し上げたいと考えており

ますので、ご理解いただきたいと思います。昨今低迷する地域経済の中で第３商港区の着工は、港湾を

利用する地元企業を初め、多くの町内業者が経済の活性化につながると期待しているところでございま

して、白老港整備促進特別委員会の中でも地元業者の入札参加の機会の増大、拡大や、白老港でのケイ

ソン製作についてのご指摘があったところでございます。私は室蘭開発建設部などですね、その件でい

ろいろ折衝いたしまして、その港で使うケイソンはその港で作るのが原則であるということで再三にわ

たり要請いたしました結果、今までのすべてのケイソンを室蘭港で建設しておりましたが、本年度から

まず登別漁港のケイソン、そして来年度からは白老港のケイソンを白老港で製作するべく今現在検討を

していただいているところでございます。このことが実現いたしますと、生コンなどの資機材はすべて

町内からの搬入となりまして、公共事業の縮減のなか、低迷する地域経済に大きな投資効果が生まれる

ものと期待しているところでございます。また、第３商港区に将来大型客船の誘致も可能であるという
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考え方も持っておりまして、北海道クルーズ振興協議会にも入会いたしました。国内のクルーズの人口

は増加傾向でございまして、今後更なる飛躍といいますか、伸びる可能性が高い産業ともいわれており

ます。新たな観光客の誘致の面でも大いに期待しているところでございます。また新聞等でご承知と思

いますが、７月１５日に東海大学の海洋調査研修船「望星丸」が白老港に寄港することが決定いたしま

した。１日だけの寄港でございますが、一般公開も予定しておりまして、多くの町民に見学を呼びかけ、

白老港に対しての理解を深めていただきたいと思います。本日の委員会の基本構想の説明及び本年度の

事業計画、更に前回ご指摘があった課題などについてご説明を申し上げたいと考えておりますので、よ

ろしくご審議いただきますようお願い申し上げます。 

 最後にですね、先程申し上げましたが、これまで１年間議会の皆様には第３商港区の平成１６年度の

予算が見送られたことを契機といたしまして、実は開催できませんでした。このことについては、先程

申し上げましたが、国土交通省、更には財務省との予算折衝など、予算獲得のためにやむをえない事情

があったということをまずご理解していただきたいと思います。また、過去に港湾事業の凍結という、

そういう事実があったことも事実でございます。どうしてもやむをえない予算獲得のための戦術的な事

情があったということをまずご理解いただきたいと思います。 

またこの予算獲得に当たっては、地元選出の国会議員、更には元国会議員の先生、道議会議員の先生、

そして町議会の皆様の絶大な支援と理解があってはじめて成し遂げたものでございます。 

本当にありがとうございました。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） 町長ありがとうございます。町長は他の公務のために途中退席される予定で

ございます。特に今町長の説明の中でですね、今うかがっておきたいということがございましたら、委

員の皆様からの質疑を承りたいと思います。ありませんか。 

○委員（加藤正恭君） 先程の町長のご挨拶の中に大型客船の誘致という言葉が出て、国内のクルーズ

に入会されたと、こういう発言があったのですが、もう少し分かれば具体化した話をお聞きしたいとい

うふうに思います。 

○町長（飴谷長蔵君） まずそういうブームであるということと、十分施設として入港できるという事

でございます。特に大型の客船等は観光振興になりますので、可能性のあるものはどんどん進めていき

たいという考え方からでございます。 

○委員（加藤正恭君） フェリーとは違うのですね。例えば室蘭港に来るとか苫小牧港に寄るような客

船がね、たまたま白老に来るとこういうような感じで受け取っていくというような。 

○港湾課長（堀江寛君） フェリーとはですね、若干違いまして、豪華客船ということなのですよね。｣

今チラシを見ていただこうとおもいまして、ここで回覧いたしますけれども、さっき町長の話でありま

したように、クルーズ人口というのがこの余暇の増大とともに非常に伸びておりまして、北海道では函

館ですとか小樽なんか頻繁に客船として来ております。これ定期的に来るのではなくて、積極的に働き

かけて来てもらうと、こういう形になるのですけれども、先だっても苫小牧港に豪華客船｢日本丸｣とい

うのが入港いたしまして、その時の船長の談話としてリピーター客は函館だとか小樽にはもう飽きてい

ると。新しい港を探していると。必ずしも背後に立派な観光地がなくてもいいのだと。入港の時だとか

出港の時のもてなし方がお客さんに感動を与えると、そういうことでしたらうちの町もですね、得意と
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するところですから、どんどん第３商港区ができたらですね、働きかけて誘致していきたいと、こうい

うふうに考えております。 

○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。 

○委員長（山本浩平君） 他にございませんか。 

 それではないようでございますので、早速審議に入りたいと思います。事前に説明資料を配布してお

ります。これに基づきまして説明を受けるものといたします。それではこれより調査を行います。 

 まず白老港の港湾計画基本構想の改訂等について資料に基づき執行部からの説明を願います。 

堀江課長。 

○港湾課長（堀江寛君） それでは私のほうから説明いたします。まず今日は大変お忙しい中お集まり

いただきまして厚く御礼申し上げます。それでは基本構想改訂について説明いたします。 

 まずですね、改訂の趣旨でございますけれども、今の基本構想というのは平成１１年９月に町港審議

会の答申を受けて決定したものであります。そのまま取扱貨物量の増加ですとか、入港最大標準船型の

大型化に伴って岸壁水深の変更、それに伴いまして岸壁のですね、早期供用開始を早めるための施設配

置計画の変更でございます。横一線からＬ型に変更したと。後ろに図面付いていますけれども、岸壁が

横一線になったのをＬ字型に変えたと、これが主な改正と。後１つ目標年次をですね、平成２０年代前

半から平成２０年代後半のほうに変更いたしました。これが主な改正点でございます。それではですね、

この基本構想の改訂に沿ってですね、お話していきたいと思います。この赤く案と書いてあるこれのペ

－ジ数に基づいて説明していきたいと思います。 

 まず１ページ目ですけれども、港湾計画の方針。これは一般的なことを書いてあります。説明は省略

したいと思います。２ページ目に移りましてですね、２ページ目の一番上のほうに平成２０年代後半を

目標年次とし、以下のような港湾計画方針を定め、港湾計画基本構想を改訂するものであると。先程言

いましたように、前回は２０年代全般でした。２０年代後半を目標年次として基本構想を定めました。

１）から７）まで書いてありますが、これは読み上げればちょっと時間もかかりますので、この中でで

すね、７番目ですね、この港湾区域の陸域水域と分けておりますけれども、これをゾーニングしており

ます。そのゾーニング７番目に書いているのですけれども、①から⑥まで書いてます。これはですね、

もう１つ抜粋と書いてある資料ございますけれども、抜粋と書いてある資料の９ページご覧いただきた

いと思います。９ページにですね、このゾーニングの色分けをしております。７の①の第１商港区から

第３商港区にかけては物流ゾーンとすると、これが赤く囲ってるところでございます。②の第３商港区

東側小型船だまりゾーンとすると、これがグレーの色で囲っているところでございます。３番目が漁港

区東側からウヨロ川右岸にかけてのウヨロ区は、海浜等からなる浸水機能を有する海洋性レクリエーシ

ョンゾーンとすると。これが青く囲っているところでございます。４番目の漁港区から第１商港区にか

けては、水産支援ゾーンとすると。これが黄土色というか黄色で囲っているところでございます。それ

から５番目の第３商港区背後は、緑地ゾーンとすると。これは緑色で囲っている部分でございます。最

後の⑥．漁港区から第１商港区背後にかけては、ふれあい交流ゾーンとすると。これがピンク色で囲っ

ているところでございます。こういうゾーン分けをしております。 
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 ３ページ目になります。港湾の能力でございます。目標年次における取扱貨物量、入港最大標準船型、

港湾利用者数を次のように定めると。目標年次は先程から申し上げていますとおり平成２０年代後半を

想定しておりまして、取扱貨物量外貿が１６５万トン、これ前回では１０万トンでございました。それ

から内貿が１８６万トン、これ前回が２１０万トンでございました。合計いたしまして３５１万トン、

前回は２２０万トンでございました。１３０万以上の増となっていますが、この要因としてはですね、

チップの搬入を見込んでいると、それで大幅に増える形になります。これの内訳はですね、今お渡しし

ました抜粋の資料の１１ページ、１２ページに書いてございます。１１ページご覧いただければ分かる

と思いますけれども、農水産品、林産品、鉱産品、そういうことで表の一番右側ですね、右側が将来の

取扱貨物量を推定したものでございます。今資料の１２ページにはその外貿、内貿の内訳を書いており

ます。数値については記載のとおりでございます。続きまして、入港最大標準船型でございます。これ

が標準としては１万８千トンでございます。チップ専用船となりますと、５万４千トンクラスの船も入

港できると。これ前回のですね、構想では１万トンクラスでした。今回は１１メーターにすることによ

って１万８千トンまで入れると。チップ専用船ですと５万４千トン入港可能と。これはですね、資料の

１３ページにもちょっと書いておりますけれども、一般貨物船では１万８千トン、専用船では５万４千

トン。これ日本製紙のユニバーサルグリーンというチップ専用船、この船の入港も可能という岸壁にし

ております。続きまして港湾の利用者数、これは旅客施設利用者ということで、遊漁船、プレジャーボ

ート、観光船になります。これの内訳は資料の１５ページに書いております。中ほどに遊漁船、プレジ

ャーボート、観光船それぞれ１万６千人、７千人、２千人ということで書いております。実際にこれ２

万５千人。１万人単位で表していますので、２万５千人を四捨五入して３万人としていますけれども、

実数としては大体２万５千人と。前回はですね、５万人としておさえておりました。今回は四捨五入し

て３万人というふうに捉えております。 

 ４ページに移りたいと思います。案のほうの４ページですね。これは港湾施設の規模及び配置です。

１番として公共ふ頭計画、第 3 商港区です。林産品、鉱産品等の外貿貨物、化学工業品、軽工業品等の

内貿貨物を取り扱うため、公共ふ頭を次のとおり計画する。水深１１ｍ、１バース、この延長が２４０

ｍとなります。それと水深７．５ｍ、これが２バースでございます。トータルとして岸壁延長が２６０

メーターになります。これお手元の図面を見ていただければ分かるかと思いますけれども、縦に長くし

ているのが１１ｍで２４０ｍ、海と平行しているのが７．５ｍ岸壁、トータルで２６０ｍでございます。

それからふ頭用地８ｈａとなっております。これ資料の２１ページご覧いただければ分かるかと思いま

す。表のほうに７．６ｈａ、これ四捨五入して８ｈａというふうにしておりますけれども、下のですね、

斜線で塗りつぶしたところがふ頭用地ということになります。ちなみに現在の計画は水深１０ｍが１バ

ースで延長が１７０ｍでした。水深７．５ｍが２バースで、延長が２６０ｍ。これについては変わりご

ざいません。あとふ頭用地が５ｈａでした。 

 続きまして次のページ、５ページになります。水域施設計画。係留施設の計画に対応して、航路及び

泊地を次のとおり計画する。航路でございます。これは資料の２３ページちょっとご覧いただきたいと

思います。ここに航路位置図という図面が書いてございます。水深１ｍで航路幅が２１０ｍでございま

す。これは先程言いましたチップ専用船｢ユニバーサルグリーン｣が入港できる航路幅を確保しておりま



６ 

す。ちなみに前回は水深１０ｍで幅員が１５０ｍ、もっと狭い形でした。今回は大型船が入るというこ

とで２１０ｍとっております。次に泊地でございます。これは船が旋回したりする場所ですけれども、

これ資料の２４ページ、それから２５ページ、２６ページに書いております。水深１１ｍのところが１

９ｈａ、水深７．５ｍが１ｈａと。これは端数を整理しておりますので、実際は水深１１のところは１

８．７ｈａ、それから水深７．５のところは１．４ｈａになります。場所がこれが２５ページですね。

２５ページの黒くちょっと塗ったところ。これが船が旋回したりできるような場所ということで、－１

１ｍ確保して、この面積がそれぞれ１９ｈａと１ｈａということでございます。その隣の資料の２６ペ

ージに船の旋回する例を書いておりますが、こういう形で旋回するときにはこの位の泊地面積が必要だ

と、こういうことでございます。 

続きまして３の外郭施設計画、港内の静穏及び船舶航行の安全を図る為、外郭施設を次のとおり計画

するというふうになっております。これ島防波堤のことでございます。これ資料の２８ページ見ていた

だければ分かるかと思いますけども、従前１，６５０ｍあったのが今回の計画で第３商港区を西外防波

堤を内側に首を振るということで、延長が１，１５０ｍというふうに設定してございます。うち８９０

ｍまではすでに設置済みと。これ平成１６年度末で８９０ｍまで設置しております。新たに西外防波堤

として３７０ｍ設置する計画でございます。次にこの案の６ページお開きいただきたいと思うのですが。 

これ小型船だまり計画でございます。ポートサービス船、遊漁船等のための小型船だまりを次のとお

り計画するというふうになっております。これにつきましては資料のほうの３８ページにその隻数等詳

しく載せております。それぞれ遊漁船目標年次が６０隻、プレジャーボート７０隻、ポートサービス船

が２隻と、作業船８隻、官公庁船等これが２隻というふうに見ております。これらの船を停泊するとい

うことで、泊地が水深３．５ｍ、面積として２ｈａ、防波堤波除の延長が１７０ｍ、物揚場、水深３．

５ｍが延長２８０ｍ、船揚場延長３０ｍ、ふ頭用地として３ｈａ、これらを計画しております。この図

面が資料の４０ページ、小型船だまりのということで船揚場、防波堤、それから物揚場の延長を現して

おります。それとまた構想の案のほうに戻りますけれども、４の２漁港区。規定計画を削除するとなっ

ております。これはですね、今の計画の中で、３つの組合、白老、虎杖浜、登別が合併した時点でです

ね、虎杖浜の船も少しこちらのほうに入港するだろうということで、一部漁港区を計画しておりました。

今までそういう実績は１隻もございませんし、今後もそういう見通しがないということでですね、それ

でこの部分を削除いたしました。場所として波ですね、図面で・・・静穏度もですね、悪い場所なので

すね。まっすぐ入ってきますので。今言いましたように、虎杖浜の船が入ってくるという想定で設けて

まして、そういうことがちょっと今後とも考えにくいということで、今回は省きました。 

次７ページ、案のほうの７ページになり、これ臨港交通施設計画です。新しくですね、第３商港区に

伴う臨港道路の計画でございます。これは資料のほうの４４ページお開き願いたいと思います。これで

黒く塗った部分でございます。１つ目が臨港道路ふ頭連絡線。これは階段と平行になっている一番長い

部分でございます。それから臨港道路第３商港１号連絡線。これ真ん中のほうに海に向かって突き出て

いるところでございます。それから臨港道路第３商港２号連絡線。これ一番右側の道路でございます。

それから臨港道路第３商港３号連絡線。これは国道に取り付く北に向かって伸びている部分でございま

す。以上この４つの道路を計画しております。 
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 つづきまして案のほうのつぎのページ８ページに移ります。港湾環境整備施設計画です。これ緑地で

ございます。資料の４６ページ、４７ページ。それぞれ面積、それから緑地確保の考え方が４６ページ

に書いてございます。朗読は省略して場所的にはですね、資料の４７ページ、次のページに斜線で示し

ている部分、これが緑地を予定している場所でございます。漁港区のほうで１ｈａ、それから第３商港

区のほうで１ｈａと。こういう予定しております。 

 続きまして案のほうの９ページになります。土地造成及び土地の利用計画でございます。これはそれ

ぞれふ頭用地ですとか港湾関連用地、交通機能用地。交通機能は今説明しました臨港道路でございます。

それから緑地、レクリエーション用地と、こういう用地を計画しているということで、これの詳細は資

料の４８ページに記載しております。それぞれふ頭用地、港湾関連用地、緑地、それぞれ面積の考え方

も記載しております。ただこれは端数整理のため合計とちょっと合わない部分がございます。これは端

数整理によって生じた結果ということで、ご理解いただきたいと思います。 

 あと最後第３商港区の基本構想図になります。冒頭申し上げましたとおり、あそこに張ってある図面

を見ていただければ一番おわかりかと思いますけども、今回目標年次を平成２０年代前半から平成２０

年代後半に改めて西外防波堤を内側のほうに振り向けて、一番深い岸壁－１０ｍを１１ｍに変更して、

岸壁の配置もですね、横一線方からＬ字型に変えたと、これがこういう形の図面になっております。あ

と最後になりますけれども、この資料の５３ページを見ていただきたいと思います。この構想に基づい

てですね、構想に基づいて整備したとすると、これあくまでも町の試算でございます。町の試算ですが、

町の起債事業も含めまして大体２７０億円ぐらいかかると。ただこの中で２７０億円というのは島防波

堤の工事費も入っていますので、これを除くと大体２２０億円ぐらいという形になる。大雑把な積算に

なるのですけれども、町で試算したら大体これ全部整備するとしたら大体このくらいかかるだろうとい

う概算の数字でございます。以上大変雑駁であっち飛んだりこっち飛んだりして非常に申し訳なかった

のですけども、一応これで基本構想改訂の説明を終了させていただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○委員長（山本浩平君） 一括説明をお願いしたいと思いますので、２番目の整備事業予算の概要につ

いても続けてお願いいたします。 

○港湾振興Ｇ総括主査（赤城雅也君） それでは２番目の平成１７年度白老港整備促進事業予算の概要

についてを説明させていただきます。こちらの資料お願いいたします。 

 まず予算概要を説明する前に、取扱貨物の実績を報告したいと思います。平成１６年度の貨物は約７

０万トンの実績となっております。地元企業からの砂及び紙製品は関東方面に出されております。また

移入では紙製品の原料である寒水石、それから１６年度新たに生きる化工澱粉やカオリンが入ってきて

おります。また建築外壁材原料の硅石なども入ってきております。また今年は道内で消費される紙製品、

道内で作っていない紙を移入するということを聞いておりますし、また鉄鋼スラグ（路盤材）なのです

けれども、これも４万５千トンぐらい入るという話を聞いております。あとそれとトピックスなのです

けれども、白老港の貨物実績７０万トンで、地方港湾中第２位の取扱港となっています。一番後ろに資

料として付けておりますが、天塩港が１位であとはまだ暫定の数字で確定の数字ではございませんけれ

ども、白老港が２位です。重要港湾の中でも網走、紋別よりは白老港のほうが上になっております。ト
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ピックスの２番目ですけれども、帆船の｢日本丸｣が去年入りまして、６万５千人の来場者があったとい

うことです。３番目で白老港朝市、４回開催されまして、延べ２，０００人の来場者があったと聞いて

おります。また今年も４回の開催を計画しております。 

 次２ページです。港勢等としまして取扱貨物と取扱品目です。すべて内貿で、移出が約６１万５千ト

ン。前年比約７万２，５００トンの減です。主には砂、４５万８千トン、紙８万１千トン、あと割石、

固形ブロック、漁礁ブロックなどがあります。移入ですが、約８万５千トンです。これ前年比約２万１

千トンの減です。これの内容は、硅石、ライムストーン、カオリン、あと砂も入ってきておりますし、

石灰石、紙も入ってきております。トータルで７００，２８０トンが実績となっております。あと船入

港船舶と総トン数ですが、１６年は３９０隻が入りまして、９０隻の減となりました。トン数でも４万

トンの減です。ただその他の船ということで作業船も含んでいますが、これが３，３４２隻で、８隻増

えておりまして、総トン数も２万５千トン増えております。トータルで８２隻が減少しまして総トン数

も１万５千トンの前年比減となっております。 

 それでは整備概要に入ります。３ページです。重点項目としましては、商港区は現在６バースが供用

していますが、関東向けの砂等で年間２４８隻、また紙の船も８１隻が作業しておりまして、作業船も

含めて７０４隻に及んでおります。このことが利用者からは港内静穏度の向上とともに輸送の大型化へ

の対応を強く求められております。また白老港の大型岸壁の整備により、年間２１億円もの輸送コスト

削減が見込まれておりまして、その経済波及効果は絶大であると思われます。このような現状を踏まえ

まして、商港区の整備充実を図る必要が極めて高く、増大する物量需要に対応するため第３商港区の早

期整備促進のための整備をするとともに、港内静穏度向上のため以下の内容について重点を図り整備い

たします。物流ターミナル（第２商港区）防波堤（島）延長８０ｍです。物流ターミナル（第３商港区）、

測量調査費のみですが、防波堤（西外）・護岸（防波）・岸壁（－１１．０ｍ）です。それと泊地（－１

１．０ｍ）と港湾施設用地、道路の測量調査費を見込んでおります。事業費といたしましては約２３億

５，３００万円で、管理者負担金としましては、３億８，１００万円を見込んでおります。以上でござ

います。 

○委員長（山本浩平君） どうもありがとうございます。 

それではその他の事項で説明がございましたらお願いします。 

○港湾課長（堀江寛君） その他としてですね、資料３つほど検討させていただいております。１つ目

がですね、白老港臨港地区の分譲価格でございます。昨年町の財産管理委員会に諮りまして、臨海部の

売却単価を決定いたしました。ここに書いていますとおり・・・なかなかいい資料がなくてですね、こ

の決裁取ったやつをつけたのですけども、分譲価格が１２，４００円でございます。この算定単価の根

拠ですけれども、不動産鑑定士に相談いたしましたら、こういうものはですね、造成費を基にして算出

すると。どこの町もそういう形で出していますよと、そういうような指導をいただきましたので、うち

のほうで試算してですね、１２，４００円という形に設定しました。これはですね、上限というふうに

考えております。実際この財産管理委員会の中でもご説明しましたけれども、買い手がつけばですね、

まけてやることはやぶさかでないと、こういう考え方でおりますので、何が何でもびた一文まけないと

いう考え方は持ってございません。また固定資産税の評価が下がってこればですね、それに伴って下げ
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ていくということを考えております。分譲面積が９５，０００㎡ほどございます。 

 続きまして資料の２のほうでございます。２つありまして、平成８年より前回の委員会の中で道費補

助が平成８年から打ち切られていると、その経緯について調べてほしいという話がありまして、それに

ついて調べました。そうしますと昭和４７年からですね、外郭施設などの国庫負担率がですね、今まで

１００％だったのが９５％に引き下げられたと。これに伴ってですね、地元負担を軽減するために、市

町村管理港湾改修費補助というのを道で創設いたしまして、これに基づいて補助金をいただいていたと。

それは前回お渡しした資料の中にも道費補助というのが含まれておりますので、うちのほうもそれに基

づいていただいていたと。ところがですね、平成５年から直轄補助事業の採択要件に合致しない管理者

の港湾整備事業に対してふれあいマイポート事業というのが新たに創設されました。これに伴って市町

村管理港湾改修費補助というのは廃止になったわけでございます。ただですね、平成５年から７年まで

の３ヵ年は移行期間として道のほうで総額を定めてですね、市町村港湾費改修補助金と平行して補助金

を出してくれていたと、こういう経緯でございます。これが移行期間は３年間だけということで、白老

町も５年から７年まではいただいていたのですけれども、８年度以降ですね、打ち切られたのはこうい

う結果によるものでございます。今ふれあいマイポート事業もですね、平成１３年度から地域政策補助

金に統合されて現在に至っているということになっております。 

 それと維持管理に対して道からの助成があると聞いたのですけど、その辺確認してくださいというお

話がやはり前回の委員会でございました。私たちの調べた限りではですね、道からの助成はないと。た

だ港湾調査でですね、補助金みたいのは８万円ぐらい来ますけれども、それはあくまでも維持管理とは

別だと思うのですね。道からもらっているのはそれだけで、それ以外のお金は私たちの調べた限りでは

ないというふうに思っております。 

 それから資料の３つ目でございます。これも港湾建設だけじゃなくて港湾事業に伴っての投資効果が

どのぐらいかということで、これ１つの例としてですね、地元業者の受注状況というのを平成１３、１

４、１５、それから昨年１年と調べてみました。１３、１４、１５トータルで２４億７，８００万円ほ

ど地元業者の方が受注しております。ただこれですね、元請金額の中に資材金額も若干入っている可能

性があります。それで１３、１４，１５についてはですね、元請下請資財は重複している部分もありま

す。それにしてもそれぞれ契約にこぎつけたのは約２５億円近い金額を請け負っております。１６年度

ですが、これは重複はありません。元請金額の中に資財金額が入っているとかそういうことはございま

せんので、それはなまの数字になるかと思いますけれども、昨年１年間元請け２，４００万円程度です。

下請で３社で３，６００万円、資財で４億４，９００万円、合わせて５億１，０００万円ほどの受注実

績となっております。引き続きですね、今年についても今調査中でございます。雑駁ですけれども、以

上で資料の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。港湾計画基本構想、白老港整備事業予算の概

要、そしてその他についての説明がございました。これらにつきまして委員の皆様方の質疑を承りたい

と思います。質疑のございます方・・・ 

 それでは長くなりましたので、ここで１０分ほど休憩を取りまして、それからですね、質疑のほうに

入りたいと思います。それでは３０分から開始したいと思います。休憩ということでよろしくお願いい
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たします。 

休  憩   午前 １０時２１分 

                                            

再  開   午前 １０時３０分 

○委員長（山本浩平君） 休憩を閉じて委員会を再開いたします。それでは質疑のございます方。 

○委員（加藤正恭君） 何点か飛び飛びになるけど聞きたいと思うのだけども。 

 最後に説明した資料２ですね、これについてなのですけれども。現実の問題として④ふれあいマイポ

ート事業として平成１３年度から地域政策補助金に統合されていると、こういう説明なのだけれど、こ

のふれあいマイポート事業というのはこれゆとりだとか遊びの部分であってね、直接港湾の建設という

ものには関わりはない、一部であることは間違いないのだけれどもね、白老町としてのあれには重要で

ないといったら語弊があるけれども、そんなふうに考えるのだけれども。ということになると、維持費

を含めて道からは一銭もこの白老港については何もないということになるのですよね。それでね、聞き

たいのは北海道にある全部の港湾もこういう状態なのかどうか、白老だけじゃなくて。当然知事が北海

道以外のところは管理者になっているという状況から見れば、当然そういうふうに考えざるを得ないの

だけれども、北海道としてこういう北海道内の整備ということは、北海道全体の経済をね、大いに私は

関係があるし、重要視されなければならないのだけれども、地方自治体の町が管理者だから、すべて地

方自治体でやってくださいよと、こういう姿勢は私はいかがなものかと思って前に本会議で質問したよ

うな気がするのだけれども、今もってこれ北海道はそういう姿勢でせいぜいふれあいマイポート事業あ

たりに金額は補助金というけれども、地域政策補助金というけども、いくら来ているか分かりませんが、

分かったらこの金額教えてもらいたいのだけれどね。これについての考え方はどうなっているのですか

ね、道のほうの考え。あなたに聞いても仕方がないのかもしれないのだけれども。道の考え方だからね。

そのあたりどんなあれですか。感触を持っておられますか。 

○港湾課長（堀江寛君） これは相当ですね、歴史的な経緯があるようで、かなり何十年も前らしいの

ですけれども、道も管理者になるという話があったらしいのですね。そのときは港湾建設の費用がです

ね、さっきも言いましたけれども、国庫負担率が１００％なんていうときもあって、地元ではそれほど

負担ではなかったと。逆に道が入ってくることによって収益がある程度取られたりもするものですから、

道は管理者にならなくてもいいというですね、そういう断った経緯があるらしいのですね。 

○委員（加藤正恭君） どこが断った。 

○港湾課長（堀江寛君） 市町村の側で。 

○委員（加藤正恭君） はあ。 

○港湾課長（堀江寛君） そういうなんか経緯があってですね、それ以来北海道だけは市町村管理が続

いているのですけれども、その整備も北海道特例という形で若干ですね、補助率やなんか良いものです

から、当初のうちはさほどその財政的な負担にはなっていなかったと。ただだんだん補助率も下がって

きたりしてですね、市町村管理者としても非常に財政的に苦しくなってきているのですけれども、道は

はっきりは言いませんけれども、予算が苦しいからお願いしますというのはちょっと昔道のほうも管理

者として加わってもいいと言った時に、その時断ったじゃないかという、そういう話がですね、なんか
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こう出てるようにも聞いています。そういう経緯もあってですね、市町村管理というのは北海道だけの

形でずっと来ているのですけれども、将来的にはおそらく道州制の議論の中でこれは議論されてくるか

と思います。あとふれあいマイポート事業ですけれども、これもですね、確かにおっしゃるとおりで、

平成１３年から地域政策総合補助メニューということでですね、どういうのが補助対象になるかという

ことなのですけれど、１６年度の例を見てみたのですけれど、まさに加藤委員がおっしゃったとおりで

すね、このハードの部分、遊びの部分といいますね、海洋性スポーツ振興施設整備事業、港湾の中での

海洋性スポーツ振興事業、それから港湾観光支援施設整備事業ですとか、国際化推進施設へ、こういっ

たものに対して助成するということで、残念ながら今うちはこういうメニューございませんので、補助

金を受けることができない。 

○委員（加藤正恭君） そうしたらゼロなんだ。 

○港湾課長（堀江寛君） こういう状況でございます。 

○委員（加藤正恭君） 加藤ですが、今になってああだこうだ言っても仕方ないのだけれど、現実的に

は１００％から９５％に引き下げられたと。その時点で地方の自治体も管理者も少しは泡食わなければ

だめだったと思うのだけれども、今実質的には８５くらいになっているでしょ。１５％くらい負担する

ような交付税措置というのは５０％か６０％あるやには聞いているけれども、８５％に引き下げられた

時点で当時の管理者は少し道のほうのあれをもらうという姿勢をしなかったということにもなるのでし

ょう。そういう動きをしなかったということにもなると思うのだけれども、怠慢にただもらえないのだ

から管理者は地方自治体が負担するのだというような感覚でずっと来たものかどうかね、その辺りの動

きというものはなかったものなのですか。過去ですけれど、過ぎてしまったことだから仕方ないが、ど

うなのですか。 

○港湾課長（堀江寛君） 本当に昔のこと・・・たぶん声を出したのでこういう補助制度ができてきた

のじゃないかと思います。４７年から平成４年まで続いていたわけですね。詳しくはあれなのですが、

当初はですね、昭和４７年というのは管理者に対して１０％、４８年が管理者負担の２０%と、こういう

ことで補助していたのですけれども、４９年以降はですね、総枠を決めて補助してきているらしいので

すね。当時声はこういう制度ができたということ自体は声は出したとは想定しますけれども。 

○委員（加藤正恭君） 分かりました。それからね。 

○委員（加藤正恭君） もう１つはどこだったかな。取扱貨物の推移で１５万５，０００トンぐらい貨

物量が前年対比・・・そんなに減らないか、９万くらい減っているのですけれどね、この主たる原因は

紙製品の輸出が大きな原因なのか、その辺りはどうですか。そういうふうに言っていいのですか、それ

とも相対的に他のものも減ったのか、その辺りどうですか。 

○港湾課長（堀江寛君） 主な要因としましてはまさに今言われたとおり、紙製品の輸出でございます。

それはですね、鉄鋼関係が非常に景気が良くてですね、鉄鋼というのはご承知のようにかなり嵩ばるも

のですから、輸送手段が船しかないと。景気が良いものですから、分かりやすく言えば多少高くてもで

すね、船を雇うと。それで運送するわけですけども。そういう事情もあってですね、なかなか一般貨物

の船が手配付かなかったと、こういうようなことで聞いております。それでフェリーですとかそういっ

た方向にまわっていたと。それとあと１つ鉄鋼スラグなのですけれども、これが去年がおととしは４万
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トンぐらい入っているのが、それがですね、去年ゼロになってしまいまして、その２つが大きな主な貨

物量減の原因です。鉄鋼スラグについて今年ですね、さっき主査が話しましたように、また入れる予定

していると、こういう話でも聞いていますし、紙のほうもですね、船が手配つけばというような話もさ

れておりますので、鉄鋼関係が景気のいい間はですね、なかなか手配つかないのかもしれないですけれ

ども、そういうのが収まってこればまた可能性も増えるかと思っております。 

○委員（加藤正恭君） だろうと思うのです。前回もそういう話が出ていましたね。それでこれはＲＯ

ＲＯ船の問題だと思うのですよね。それで白老港にはＲＯＲＯ船の輸出の設備がないと。苫小牧とあと

釧路がそういう定期的にＲＯＲＯ船が入ると。またそういう設備があるということで、将来的にはこの

ＲＯＲＯ船を白老港に入れなければそういう輸送体制ができないし、苫小牧に持っていかれるというよ

うなことなのでしょう。それでこの第３商港区で今測量の段階だから今どうのこうの言えないにしても、

将来的にはＲＯＲＯ船が出入りできるようにするとすれば、ＲＯＲＯ船の場所はどこなのですか。この

図面で７．５ｍのところでいいのですか。 

○港湾課長（堀江寛君） 今基本的に考えていますのは１１ｍの場所ということで考えています。 

○委員（加藤正恭君） そうですか。 

 それでね、ＲＯＲＯ船というの僕ら見たわけじゃないから分からないので、いつか課長に提案してね、

苫小牧港のＲＯＲＯ船の状況を１回見学したらどうだという話をしていたことがあるのですが、このＲ

ＯＲＯ船というのはトラックのまま頭だけ取って積んでいくあれがＲＯＲＯ船に入る方法だろうと思う

のだけれども、そのためには相当のこの岸壁は余分に金かかるものですか。その辺りはどんなものなの

ですか。計画は当然入っているのでしょうけれども。どんなものなのですか。 

○港湾課長（堀江寛君） その－１１ｍ岸壁はですね、主にチップですとか石炭とかというのを想定し

て岸壁の長さ等決めております。ただそれだけの水深と岸壁の長さがあれば、ＲＯＲＯ船も入港できる

だろうということなので、特にＲＯＲＯ船のためにお金をかけているということはないです。 

○委員（加藤正恭君） そうですか。 

○港湾課長（堀江寛君） あともう１つ。以前も委員のほうからですね、そういう他の港のＲＯＲＯ船

の状況を見たらどうかという話があって、その辺についてはですね、事務局と相談して、場合によって

はそういう機会を設けてですね、苫小牧のほうに視察に・・・相手方のほうの対応もあると思うのです

けれど、事務局のほうと相談させていただきたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 他に。斎藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 基本的な部分で何点か話をお聞きしたいなと思うのですが。昨年国の政策上ス

トップした、それが動き出したということで、今回の計画につながるわけですけどね、町の考え方、計

画については大体おおよそ分かったのですけれども、国がね、国が港をＧＯサインを出したと、ここの

判定した白老港の実績、今後の見通し、財政を含めてね、何がポイントでね、そういうふうになったの

か、もうちょっと整理をしていただきたいなというふうに思うのです。やっぱり国の判断の中で白老港

が将来的に大丈夫だという判断というのがあったのだろうというふうな気がするわけですけどね、その

ポイントはいったいなんだったのか、その辺りちょっと教えてください。 

○港湾課長（堀江寛君） １つは実績がですね、先程お示ししましたように、地方港湾としてはつねに



１３ 

１位か２位か、ずっと２位の貨物の実績があると。それは道内の重要港湾よりも上回った実績があると。

全国的に見ても取扱貨物量に対しての岸壁の延長で割り返しとかそういうのがあるのですね。それは全

国の重要港湾よりもかなり上回っていると。１つはそういう使われている港というですね、そういう実

績が１つと。それから今後ですね、整備することによって確実に貨物が見こめると。それは当然地域経

済ですとか地域の雇用、地域の活性化、強いてはですね、北海道全体にもいい影響を与えるだろうと、

こういう想定で予算が確保されたものだと聞いております。雑駁なのですけれども、大体そのようなと

ころです。 

○委員（斉藤征信君） そこのところをね、聞きたいのですよ。確かにこの町の計画の中で将来的にも

需要は伸びるだろうというようなことも書いてあるのだけれども、国が判断する以上にもっとシビアだ

と思うのですよ、その辺りね。町がどういう見通しを持っていて、それでそれが確実性があってね、成

績がこういうふうに伸びていく、それがだいたい見えるからという町が出したのか開発が出したのか知

りませんけれども、その計画の中でそういう具体的なね、見込みというものがあったのだろう。ただ作

ったら見込めるだろうじゃなくて何がその積算の土台になっているのかね、具体的なものがあれば教え

てほしいのです。 

○港湾課長（堀江寛君） 先程構想の中に取扱貨物量の将来の推計でトン数等出ていて、別添の資料で

ですねその内訳が書いてあったと思うのですけど、それはだいたい企業訪問して、企業のヒヤリングか

ら出たもので、それぞれの資料をですね、すべて提示はしています。それらを見ていろいろ判断された

もので。ですから厳密には企業の秘密の条項もありますのでお見せできないのですけれども、ここに書

いてある資料よりももう少し詳しいやつをいろいろ提出したりしているということでございます。 

○委員（斉藤征信君） そのことについてはそれ以上聞きません。 

 今回６５億円で大体認可されたということですけれどね、この計画で見ると６５億円・・・最初の計

画で５００億円以上になってね、それが２５０億円になって、何かしら計画変更している間１００億円

近くなって、そして最終的に６５億円になったと。こうやって計画を見ていますとね、そうすると１１

ｍの岸壁がスポーンと出るだけかなと、こんな金じゃというふうに思ったのだけれども、この計画を見

ていると船だまりもきちんと付けて、そして７．５ｍのバースも２つ作ると。元の計画に戻っているの

ではないですか。それは最初に６５億円で１１メートルのやつを作るだけで、あとは後ほどの計画でや

るとなれば、その国の認定というのはそこまで勝ち取れるというふうな考え方でやっているのですか。

あとでまたその部分は付け足していかなければならないということになるとね、更に持ち出しが心配さ

れるわけだけど。この辺りの状況はどうなのですか。 

○港湾課長（堀江寛君） これお渡ししていると思うのです。ちょっと見ていただきたいと思うのです

けど。これはですね、現在国から示された第３商港区の予算の案でございます。これはですね、ここに

書いていますとおり、－１１ｍの物流のために整備を行うと。ですから６５億円の中には７．５ｍの整

備は入っていないのですね。あくまでも６５億円で整備するのは１１ｍ岸壁、とりあえず使えるような

形ということですね。あと町の構想自体はもっと広げた構想持っていますのでこの次の展開に移ってい

きますというか、そういう考えは持っています。ただ予算やなんかは当然ある程度使える形になったと

きにですね、実際船が何隻か入って、実際使った状況でないと、なかなか次の展開に持っていくための
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予算というのは厳しくなっていくのかなと、そういうふうには想定していますけれども、こういう形に

なればある程度船は使えるというふうに見ていますので、次の展開にも入っていけるというふうには考

えています。 

○委員（斉藤征信君） これを作って実績を見ながら次に予算獲得のために運動をしていかなければな

らないということになるということは分かりました。あと、これができると６万トンの船が入れると、

チップ船が入るだろうと、２万トンクラスのもどんどん入ってくるだろうと。５万トンの船が港に入っ

てくるというその度合いというのはね、どんなふうに抑えているのですか。月に何度か入ってくるのか、

年に何度か入ってくるのか、その辺りはどのようなふうな抑え方になっているのかということと、それ

から１１ｍの航路をずっと掘るといった場合に、これ素人わからないですけれども、海だから必ず埋ま

っていくだろうということになると、１１ｍを維持するためにこれからずっとお金がかかっていくのか

どうなのかね。１回１１ｍの航路を作ってしまえばそれですむわけじゃないだろうなというふうに思う

のですが、その辺りどうですか。 

○港湾課長（堀江寛君） まず５万トンクラスがどのくらいの頻度で入ってくるだろうか。これあくま

でも想定なのですが、想定では２ヶ月に３隻というふうに見ています。 

○委員（斉藤征信君） ２ヶ月に３隻。 

○港湾課長（堀江寛君） あと航路水深を維持するためにしょっちゅう掘らなければならないのじゃな

いかということですけれども、たまってこれば当然そういうしゅんせつは必要になるかと思いますけれ

ども、今のですね、うちのこの港を見ていますと、そんなにそんなに時々測量やっているようですけれ

ども、そんなにそんなに砂がたまってきているという状況ではないようですね。他の港ではですね、聞

くところによると、頻繁にしゅんせつなんかしているところもあるみたいですけれども、うちの港今一

番深いところ７．５ｍですか、確かまだ１回もしゅんせつはしていないはずですね。出来て１３年です

か、まだ１回もやっていない。だからこれちょっと不明な部分はありますけれども、こっち側の第２商

港区までの結果を見たらですね、そんなに頻繁に砂が入ってくるという感じの港ではないのではないか

という予想はしています。 

○港湾振興Ｇ総括主査（赤城雅也君） この部分を掘らないといけないのです。このラインが１１ｍの

深さだから。ですからこれ以上こちらのほうがもう深いですから。この部分が１１ｍ以下ですから、こ

こも１１ｍにしなければならないという、そういうことです。 

○委員（斉藤征信君） そちらは１１ｍ以上ある・・・ 

○港湾振興Ｇ総括主査（赤城雅也君） ２５ｍ位水深ありますから。 

○委員（斉藤征信君） なるほどそうですか。 

○港湾振興Ｇ総括主査（赤城雅也君） そういうことです。今現実的に使っていますけれど砂の動きが

あって埋まったとか浅くなったということは、今のところはありません。ないです。ただこれ作ってど

うなるかという・・それは作ってみないとわからないですけれども、シミュレーション上は大丈夫です。 

○委員（斉藤征信君） なるほどそうですか。 

○委員（斉藤征信君） もう１つだけ。先程港の維持管理の助成の問題ね、話が出て、前にも町が断っ

た経過があったのだというね、市町村ね。そういう話は前にも伺ったことなのですけどね。実は以前の
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ことは以前のことだと思うのだけれども、ちょっと前に道の人達に会って話した機会があったのですよ。

それで、港の管理維持というのはね、並大抵のことではないと、一自治体が持てるものではないから、

これは道へ移管して道が管理するべきではないかと、その辺りのことはどうなのだという話をしたので

すよ。そうしたらね、その時の答えがね、そのことについては町からの要請がございませんという話な

のですよ。それで町の話を聞いて、それで対応いたしましょうと、こういう話だったのですね。だから、

今までの経過はまだ途中経過なものだから多分その話が出なかったのかなと私達は解釈もしたのだけれ

ど、しかしこれ将来的なこうやって動き出してみれば、やっぱり最終維持管理をどういうふうにするの

か、将来的に財政負担を住民にかけないためにどうするのかということを考えた場合に、やっぱり維持

管理は道に移管していく方向で進めなきゃならないだろうと思うのですよね。それが町から出せない理

由があったのか、これから先も出すつもりがないのか、その辺りどう考えているのか、その辺りうかが

いたいなと思うのです。 

○港湾課長（堀江寛君） これは白老だけの問題でなくてですね、全道的な問題だと思うのですけれど

も、たぶんですね、町から来ないからお金出さないというじゃ、声を出したらお金出してくれるの・・・

それもどう考えても考えにくいと思うのですよね。今の道の財政状況等見る限りはですね。ただ、その

議論は今後道州制の中でですね、どんどんどんどん議論されていくのかなと。また機会等はですね、町

からそういう話がないということであれば、機会捉えて行って話してみることは話してみたいと思いま

すけれども。多分分かりました、すぐお金出しますということには・・・それは非常に考えにくい状況

だと思います。 

○委員長（山本浩平君） よろしいですか。 

○委員（斉藤征信君） まあいいです。後で。 

○委員長（山本浩平君） 他に質疑のございます方。 

 はい、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） 一応今回の改訂の港湾計画の基本構想しっかり読まさせていただきました

けれど、非常に良くまとめていただいているなと思うのですけれど、全体的にですね、先程から質疑の

中で１１ｍバースをね、最優先で要するに利用のほうの声も鑑みながらやられたんだとは思うのですが、

実はちょっと例の言ったこれからその１１ｍバースが出来て徐々にこういうふうに新しい計画の中でい

ろいろな船だまりだとか、いろいろなことを計画されていますけれども、費用対効果ね、ということは、

当然バースを作られると利用度が出るということは、当然係留されるわけですから、そのときの港自体

のね、費用対効果、この辺はどの程度抑えられているのか、小型船含めて。それからその小型船のとこ

ろの溜りの計画の中で、官公庁の船、これはどういうのを想定されているのか。それからプレジャーボ

ート等々は分かったのですが、例のごとくタグボートというのですか、あれは今他所からいらっしゃっ

ているみたいなのですけど、将来的にこの構想がきちっとなるという想定の中で、そういう打診等々は

しているのかどうか。これすいませんけれど、お聞かせいただきたい。 

○港湾課長（堀江寛君） まず１点目の費用対効果のお話ですけれども、これはトータルとして港湾が

整備されることによってどの程度の地域経済に影響を与えるかという、そういうことになっていくのか

なと。それですね、前の総合計画の関連の中で自立するグランドデザインですとか、そういった資料渡



１６ 

したその中でですね、港ができることによって、どのくらいの経済の波及効果があるかという,それ数値

としてですね、年間このくらいの完成後は経済波及効果があるよと。そういうのは確かその中で、ちょ

っと具体的な数値は忘れたのですけど、お示ししているはずです。それと小型船だまりの官公庁船はど

んなのが・・・ということで、それは特にですね特定したものではなくて、今も港祭なんかにも来ます

けども、北海道開発局で持っている測量船ですとか、それから結構来ているのは漁業取締り船、それか

ら海上保安部の船ですとか、海保とあと北海道でも持っている船を想定しています。 

 それとタグボートですけれども、それもですね、一応２隻程度そこに係留できるということを想定し

て小型船だまりの大きさ等決めております。 

○副委員長（熊谷雅史君） 今のタグボートの話なのですけれども、想定しているということですから、

それだけのロケーション持っていますよと、来てくださいという立場でいるというふうに捉えていてい

いのですね。今その会社とどうのこうのという交渉はしているという状態ではないのですね。 

○港湾課長（堀江寛君） まだ４年ちょっと先の話なものですから、特にその会社とですね、交渉して

いるということはありません。そういうスペースは確保するようにはしていると、こういうことでござ

います。 

○副委員長（熊谷雅史君） すいません、もう１点だけ聞かせてください。 

○委員長（山本浩平君）  はい、熊谷副委員長。 

○副委員長（熊谷雅史君） かなり将来的な話になると思うのですが、うちの港は北海道にある２６の

地方港湾のうちの１つですけれども、特定重要港湾、例えば苫小牧港みたいのですとか、コンテナ船で

ガントリークレーンを使っての寄港、それから物流というのも将来的にはやはり僕は必要になってくる

と思っているのですよね。そうするとこの１１ｍバースの今の幅員ですよね、十二分に足りてるという

のですけれども、将来的にね、これをまた新たに横へ出すのではなくて、この内湾の中でできるという

考え方は出来ます。それだけ聞かせてください。 

○港湾課長（堀江寛君） 今のこの全体の構想はですね、コンテナ船も入ってきても対応できると。た

だですね、その専用のガントリークレーン等を設けるというところまではまだちょっと考えていないの

です。そうしますとそのスペースがそれにとられてしまいますので、またそのガントリークレーンの費

用もですね、相当かかりますから、コンテナ専用でしたらそういう設備は設けてもかまわないと思うの

ですけれども、そうなると一般貨物の出し入れのときですね、逆にガントリークレーンが支障になった

りするということも考えられますので、今のところはそのガントリークレーンを設けるという計画はも

ってはいないですね。 

○副委員長（熊谷雅史君） しつこいようですけれども、今の第３商港区の中ではその転用については

ある程度無理があるというふうに理解していいのですね。そうすると将来的な話ですよ、だい４商港区

というような考え方も将来的には出てくるというふうに抑えて構わないですか。 

○港湾課長（堀江寛君） 新たな第３商港区始まったばかりでですね、第４なんていうのは頭の中には

まだぜんぜん描けていないのですけれども、第３商港区ができることによっていろいろな貨物がどんど

んどんどん想定以上に入ってくると。背後圏ですとか周辺からですね、札幌に近いということもありま

すから、想定以上に入ってくると。そうなった場合にですね、次の改訂の中でそのカントリークレーン
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をどうするのかとか第４商港区をどうするかというそういう議論になっていくかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 他に質疑は・・・はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） １つ。貨物の輸出輸入の関係でね、今１６年度の分が出ていますけれども、１

６年でも１７年でもいいのですけれども、以前に構想の中で想定した量との差はどれくらいか分かりま

すか。貨物想定量というのはずっとやっていますよね。その想定した量との差がどれくらいあるか分か

りますかね。 

○港湾課長（堀江寛君） 年度別に確か想定したのはないと思うのですけれども、さっき言いましたよ

うに、今の構想、現在の構想が平成２０年代前半で２２０万トンという数字では見ています。それまだ

１７年ですからその間の年数の差はありますけれども、貨物量はまだ２２０には達していないと、こう

いうことでございます。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。もちろん想定ですからね、正確になんかできるわけないのです。た

だその想定量がきちっと根拠に基づいていると、会社のいうことオンリーじゃなくてね、もちろん社会

経済情勢で変化するのは十分理解できますから。しかしそれが過大見積りでずっと来ていると港に対す

る認識変わってしまいますよね。ですからそういうことをきちっとおさえて、例えば以前の基本構想の

ときはこういうふうにおさえたけれど、結果としてはこうだったということ基に次の基本構想作ってい

くという、そういうような作業形態にしないとですね、私はまずいのではないかというふうに思ってい

るのです。それが１つ今の話で分かりましたから、そういうことをきちっと頭に入れて想定作っていく

と。事実に基づいて作っていくというようなことの努力を１つしていただきたい。それと道からの補助

がまったくないと。これはやっぱり皆さん言っていらっしゃるように、本当におかしな話だと僕は思う

のです。もっともっともっともっと厳しく僕は言って道に要求して構わないものだろうと、違う方策含

めて考える必要があるだろうというふうに思います。そこで国と地方の財政負担の状況、現状この次ま

でで結構ですから、具体的に内郭、外郭、その他港湾関連費用経費含めてですね、国の費用負担割合と、

町の負担割合とその内容、一覧表か何かにしてですね、今年のやつが無理であれば去年のもので結構で

す。どういう状況になっていて交付税との関係がどうなっているのかということが分かるようなね、１

つ資料を作っていただけないかということです、まずね。それともう１つ財政見通しをどれくらいまで

立てていらっしゃるか。以前に２度ほどもらっています。平成２３年の第３商港区が供用開始できるま

でのものと、２百数十億ですか、これはシミュレーションでやるのは大変かとは思うのだけど、ただ・・・

平成２０年度後半という想定ですね、そこまで白老町の財政との係わり、この中でどのくらいの港湾の

費用が比重を占めるのかというようなところ、前回のものでも構いませんけれども、より詳しくできれ

ばもう少し詳しくシミュレーションする必要があるだろうし、やっていらっしゃる分もきっとあるのだ

と思うのです。そういうものが見て全体の白老町の財政バランスも含めて考えなくてはいけないと私は

思うので、そういうものを是非１つ早めに作ってほしいなというふうに思うのですけれども、その点ど

うですか。作っていただけますか。 

○港湾課長（堀江寛君） ただいまのお話ですけれども、全部がですね、特に全体の金額というのは本

当の超概算、測量も何もしない形で弾いてるお金なものですから、そこまで詳しく出せるかどうかです

けれども、今おっしゃっていることは分かりますので、時間を貸していただいてですね、資料を作りま
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す。あと道の方に１回行って話は聞いてきたいと思いますので。以上です。 

○委員（大渕紀夫君） いろいろな状況があるというのは私も十分理解していますので、この特別委員

会やっぱりその都度小さな情報でもあったら開いてきちっと情報をいただけるような工夫をしていただ

きたいと。それはこと予算に関わること以外のことでもね、私はこの種の委員会は２ヶ月に１度くらい

は開いて、きちっと今の現状とそれから資料の進行状況だとか含めてね、それから他の情報含めて、２

ヶ月に１回ぐらいは僕はやるべきだという考えなのですよ。共通の認識になってそれが町民の間にきち

っと広まっていくということが今の賛否は別にいたしまして、今の状況でいえば極めて必要な部分だと

いうふうに僕は思います。ですから情報を小さなものでもどんどんどんどん流していくと、そういうこ

とも含めてですね、これは委員長のほうにもお願いしたいのですけれども、町がやるから開くものでは

委員会はございませんから、議会の意志で開けるという部分ございます。町に何もなければ何もやって

いないのかと、やっていない理由は何だ、開けない理由は何だ、と議会は聞いても構わないのです。そ

れくらい権限あるものですから、私はやっぱりそういうような形で町のほうもきちっと対応するし、う

ちの特別委員会もそういうような対応で今後進めると、それぞれいろいろな資料も要求してそれをどん

どんどんどん必要な範囲で大丈夫な範囲で出していただくと。そして我々ももっともっと港の認識を深

めるというところがね、私は今白老の特別委員会では一番必要だと思っていますので、そのように両者

ともしていただきたいというふうに思いますので、お話だけしておきます。 

○委員長（山本浩平君） 今の件につきましては副委員長とも十分相談した上でですね、また港湾課と

の方とも調整した上でそのようにできる限り進めてまいりたいというふうに考えます。 

 他に質疑のございます方。 

 ありませんか。なければ本日の白老港整備促進についての調査を終了いたします。尚本日の調査事項

につきまして白老町議会会議規則第４７条の規定による委員会の中間報告を求めることの必要性につい

ての意見を求めます。いかがでございましょうか。 

 皆さんのご意見は中間報告をしたほうがよいということでございますので、そのような確認をさせて

いただいてよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

 中間報告を行うことといたします。 

 その中間報告の作成につきましては、正副委員長に御一任願いたいと存じますが、よろしいでしょう

か。 

［「はい」と呼ぶものあり］ 

 それではそのように取り扱いをいたします。 

                                           

◎閉会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 以上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

もご苦労様でございました。 

（午前１１時１７分） 

  


