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◎開会の宣言 

○委員長（山本浩平君） 白老港整備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。 

〔「はい」と呼ぶものあり〕 

○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、事務局から説明をいたします。 

○事務局主査（中村英二君） 皆様、おはようございます。本日の委員会につきましては、二点あ

ります。一点、地方港湾と北海道のかかわりについて。二点目、貨物輸送船の現状について。この

二点ですが、担当課よりお手元の資料に基づきまして説明を受けた後に、午後の時間帯になります

が、現地苫小牧港での現地調査を予定しております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） それでは、これより早速、調査を行います。一番として、地方港湾と北

海道のかかわりについて。２番といたしまして、貨物輸送船（ＲＯＲＯ船等）の現状について。担

当課からの説明を願います。堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 本日、大変お忙しい中、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、早速調査事項についてご説明いたします。 

 一点目の、地方港湾と北海道のかかわりですが、前回の６月の委員会の説明の中で、道も北海道

の方も港湾に対して、管理も含めて積極的にかかわるべきじゃないかと。それについて、一度道へ

行って考え方を聞いてきますというお返事をしてので、その報告。また、その後いろいろ調べた結

果、わかったことについて、ご報告をしたいと思います。二点目は、貨物輸送船ＲＯＲＯ船の現状

です。これは、ここでの説明というよりも、船内の見学許可していただきましたので、ナラサキス

タックスという会社を通して、近海郵船の資料に、今日お渡ししております、ほくとという船、中

に乗って、説明もしてもらえるということ聞いておりますので、現地の方での調査ということで、

したいと思います。それでは早速、説明に入ります。先ず、Ａ４の一枚ものになった紙を見ていた

だきたいと思いますけども。北海道が港湾に関して、どういうふうな考えを持ってるかということ

を、２つに分けてまとめてみました。一つは、建設費に対しての北海道の考え方。２つ目は、北海

道との共同管理についてということで。話は本当はだぶってしまうんですけども、一応二つに分け

てまとめてみました。一点目の、建設費に対しての北海道の考え方ですけども、昭和４７年度から

外郭、水域施設に関する港湾事業の国庫負担率が１００％から９５％に引き下げられたことに伴い

まして、道としての政策的判断から、激変緩和措置として、引き下げ分の補填を目的として、市町

村管理港湾改修費補助が創設されたと。その内容としては、この表に書いてありますとおり、昭和

４７年度では管理者負担金の１０％。４８年につきましては管理者負担の２０％。４９年から５３

年にかけましては１億５，０００万円。５４年から平成４年度までは２億円と。これはおそらく、

１港の限度額だと思います。最後の５４年から４年度までになっておりますけども、平成５年以降、
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平成７年まで移行期間として３年間延長されております。前回もお話させていただきましたけども、

新しい事業に移るのとだぶって、３年間だけ移行期間として延長されております。町としても平成

７年まで、総額で約１億４，０００万程もらっておりおます。この資料は前回お渡ししております。

その後、市町村からの補助金増額要望を契機に各港湾の財政状況調査を行い、その結果を踏まえて、

市町村財政への支援という性格の市町村管理港湾改修費補助は廃止し、市町村が単独で行うウォー

ターフロント事業等への補助制度としてふれあいマイポート事業が創設されました。現在ふれあい

マイポート事業も平成１３年度から地域施策補助金に統合されております。以上から、現制度の中

で建設費に対して助成するのは困難で、地域施策補助金の多様なメニューの活用を検討してくださ

いと、こういう指導でありまして。つまり単独事業ですとか、直轄事業で施工されない部分に対し

ての助成を考えてると。今の制度の中では、国の直轄事業で町負担が発生すると、市町村負担です

ね。それに対して補填するというのは、今の制度の中ではないということで理解してもらいたいと

いう話でした。二点目の、北海道との共同管理ですけども。現在、苫小牧港と石狩湾新港の２港の

み道との一部事務組合で共同管理を行っているこれは背後圏に大規模開発があり多額の資金を要す

るほか、北海道全体の経済規模の拡大などに先導的な役割を果たすものであり、また地元の要望や

国の指導もあったことによるものである。しかし、北海道としては昭和２８年頃に市町村に共同管

理を協議といいますか、提案したけども、市町村側で受け入れなかった経緯があります。これは１

００％国の金で整備が出来て、交付税ですとか入港料が得られたからと思われます。これは、今ま

での委員会の中で渡した資料を見ていただければわかりますけれども、実際町も平成６年頃まで交

付税を含めると、逆に黒字といいますか、要するに負担がないだけではなくて、逆に交付税や何か

多くもらってという、そういう経過になっております。共同管理について、現在、正式な形で申し

込みしている市町村はない。これ、正式に文書では出してきてる市町村はないと、こういう話です。

申し入れがあれば、過去の経緯は別として話は聞く方針であると。ただ、北海道の財政状況等から

判断いたしまして、道内全ての港湾が北海道との共同管理に移行するのは現段階では困難と思われ

ると。これは、直接道の担当者と話させていただきまして、昔、市町村側の方で共同管理を蹴った

経緯があるけれど、それを盾にして話を聞かないというわけではないと。一応、正式に話があれば

話は聞きますと、こういうようなことですけども、実態から見て殆んど今の段階では共同管理とい

うのは考えられないと。今日配布しました資料の３枚目に資料２と、右の上に赤く版を押しており

ますけども。ここに、昨年の５月の新聞なんですけど、道新に北海道の港湾の管理が市町村でやっ

てるという、その説明が出てます。これ読んでみて、最後の方にも、これ道の見解なんですけども、

道の方の積極的な管理については、財政状況などを理由に、近い将来の可能性というのは極めて低

いと。その先については読めないのでコメントできないというのが、新聞にはこういう書き方にな

ってるんですけども。いずれにしてもなかなか簡単にいく問題ではないということです。 

 続きましては、一括して説明をいたします。ＲＯＲＯ船の話になります。資料としてカタログの

写しと、それから資料の一枚目に出てますが。今日、ナラサキスタックスという管理会社を通して、

近海郵船物流株式会社という会社のほくとという船を船内見学させてもらうことになりました。近
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海郵船の方か、もしくは船長か一等航海士から説明を受けることができるということを聞いており

ますので、こっちについては現地に行って、現地の中でいろいろ多少の質問を聞いてもらえるそう

なんで、現地での調査ということにしたいと思います。雑駁ですが、以上で説明を終わりたいと思

います。 

○委員長（山本浩平君） ただ今、水産港湾課長から説明がございましたが、この件について質疑

がありましたら、どうぞ。加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 後先になるけど、先にＲＯＲＯ船のことを聞いておきたい。予備知識とし

て知っておきたいんですが。今日行くのは何処の定期便なんですか。何処のコースの。いろいろあ

るでしょ。 

○委員長（山本浩平君） 水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） このカタログ見ていただければ。これの１枚目めくりまして、そ

こにほくとって書いてまして、主に苫小牧、敦賀を結ぶと。関西中京圏を結ぶ船と、こういうこと

です。 

○委員（加藤正恭君） ほくとは何処を就航してる。苫小牧と敦賀ですか。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） そうです。これ見たら苫小牧と敦賀。 

○委員（加藤正恭君） それから、このＲＯＲＯ船というのは、定期便というふうに伺っていて、

毎週何曜日と何曜日に入るものなのか。それとも荷物が一定の集積を見た場合に来るものなのか、

そのあたり基本的に。僕は定期船というふうに聞いてたが、荷物があろうがなかろうが入って来る

ようなふうに認識してたんだけど、そのあたりはどういうものなんですか、ＲＯＲＯ船て。 

○委員長（山本浩平君） 水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 今、おっしゃるとおりで、殆んどというか、１００％定期船とい

うことで。 

何時何時入って来るというのは事前にわかってて、それに合わせて荷物が出荷できるような形に

なってます。  

○委員（加藤正恭君） 我々これ関心持つのは、結局定期船ということになると、今日みるやつは

苫小牧、敦賀船だということになると、例えば日本製紙の紙が、現在ＲＯＲＯ船が入るために、白

老港からじゃなくて苫小牧港から行ってるんですよと。だから、苫小牧に行くわけですね。ところ

が、敦賀船ということになると日本海になりますね。ＲＯＲＯ船が白老に来てもらうための運動と

いうか、するためには、どの便を定期船として白老港に誘致しなければならないのか。焦点を絞ら

なければならないんじゃないのかなと思うんだけど。これでいくと苫小牧、東京間。苫小牧、常陸

那珂ですね。それから釧路、東京便。東京、仙台、横浜ですか。随分一杯あるんだけど、どれかに

焦点を絞らなければならないんじゃないのかなと思うだけど、それは我々の要望じゃなくて、ＲＯ

ＲＯ船の都合でそういうふうになるのかどうか。そのあたりは知識として得ておきたいんだけど、

どんなもんなんですか。 

○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） 先ず、今日たまたま見る船は、この船であって、今お話の出た船

が日本製紙さんが使うか使わないかというのは、ちょっと未だわからなくて。多分、おそらく行き

先によっては東京行く船もありますし、関西行く船もあると。荷物の配送さきによって、それらの

船を選ぶ形になるかと思います。例えば、週１回苫小牧に来てるのがあるとして、その日にち決ま

ってますから、荷物をそれに合わせて、例えば白老でかなりの紙が出せるということになれば、毎

週ということではないにしろ、月に１回位苫小牧に入った前でも、入る後でも、荷物がまとまれば

こちらの方で積んで行くと、そういう形になるかと思います。 

○委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 港湾特別委員会としては特別、業者の問題になるんですね、荷物を出す出

さないという問題は。ですから、業者がこういうＲＯＲＯ 船と交渉することによって来るのか。町

の方で一生懸命働きかけてやらなきゃ、勿論タイアップ大事だと思うんだけど。問題は主に製紙会

社と言っていいと思うんだけど。製紙会社が必要として、ここにＲＯＲＯ船を着けてもらうという

ようなことになると、どこでもかこでもということにはいかないわけでしょう。必要ないでしょう、

全部は。例えば、東京と苫小牧を結ぶ線を引っ張るとか。定期船ですから、決まれば自動的に荷物

あろうがなかろうが来ることになるわけでしょう。そういうことになりますね。だけども、寄港し

たって荷物なければ、乗客あろうがなかろうが、各駅停車の場合止まるのと同じなんだけど。荷物

がなければ、高速バスが通るように、乗降客がいなきゃ通過してくと、そういうような方法もある

んでしょうけれども、そのあたりまで承知してますか。どういうものなのかという。そのあたりど

うなんですか。 

○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） 確かにおっしゃるとおりで、日にちも時間も大体決まっておりま

すから、定期的に。苫小牧港あたりでも、実態はよくわかりませんけど、１年を通して来るわけで

すから、その時期、季節によってはそんなにそんなに貨物がない時もあるかと思いますけども。定

期便ですから、それが来るとして。さっき言ったように毎週来てるのを、例えば月に１回こちらの

方に寄ってもらうとか、それも貨物がある時には可能で、当然なければ月に１回になるか、２回に

なるか。そういう形になるかと思います。 

○委員（加藤正恭君） それから、一番最初の問題で、補助金の問題なんだけど。道と港湾管理者

との関係で。前々回だったか資料持って来てないんだけど、一時道の補助金が入ってた時期があり

ましたね。それから、ぴたっと道の補助金が全然来てません。そういう説明があったんだけど、こ

れは４５年度から５３年度まで１億５，０００万。５４年度から平成４年度まで２億の金が来てる

というふうになってるというのは、この説明はどのように理解したらいいんですかね。ちょっとわ

からないんだけど。白老町は前の資料では２年か何年かまでもらってましたね。それ以降もらって

ないと思うんだけども。これの説明をしてください。 

○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） この表は北海道全体です。４７年度は管理者負担金の１０％。４
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８年は管理者負担金の２０％補助します。４９年から５３年は上限を１億５，０００万に抑えてる

と。 

○委員（加藤正恭君） 全体ですか、これ。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） １港だと思います。というのは、白老町も例えば平成２年に１，

６００万位いただいておりますので、うちよりも相当規模の大きい所ありますから。 

○委員（加藤正恭君） ちょっと教えて、何年に１，６００万。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 平成２年です。 

○委員（加藤正恭君） それから、３年は。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 平成３年は、大体１，６２０万ですね。 

○委員（加藤正恭君） それから、４年は。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） ４年は１，４６０万位。 

○委員（加藤正恭君） それで終わってるんですね。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） そういった形で、平成７年度位までいただいてます。これは、さ

っき説明したように、改修費補助というのは、平成４年度終わっておりますけども、３年間だけで

すね。移行期間を設けたと。白老町も平成７年度までいただいております。 

○委員長（山本浩平君）加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 下の方の説明に、昭和２８年頃市町村に共同管理を協議したが、市町村側

が受けられなかった経緯があると。昭和２８年頃ですから、白老町はその頃は当然未だ立候補も何

もしてるわけではないからいいですが、現在も正式な形で申し込みをしている市町村はないという

ふうに書いてあるんだけど。北海道にある白老港、本州方面は全部県知事が管理してる。北海道だ

けは自治体だと。石狩新港と苫小牧港だけは別だと、そういう我々は認識してるんだと。やはり白

老のように新港で大きな投資を今後必要とするとなると、白老町の財政だけではなかなかこれから

は大変だと。１００％なら良いんですよ。それが、当初は９５％まで引き下げられた。ところが、

現在は１５％位までいってますよね。最終的には６０％位交付税で処置されるとは言ってても、４

０％は管理者の持ち出しになるわけですよ。そういうことからいったら、財政負担ということにな

ると、白老港ではあるけれども、北海道にとっては大きな経済メリットであるということから考え

れば、私は北海道からの補助というものがあって然るべきだと思うし、そういうふうな運動を私は

すべきだと、何かの機会にも町長に申し上げたことがあるんだけれども、正式には申し入れがない

というような判断、記述があるんだけれども。実際こういう実態なんですか。そのあたり教えてく

ださい。 

○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） 正式なというのは、文書でというような言い方をしてます。こう

いうような話というのはちょくちょく出るらしいんですけども、本当に文書でというのは無いとい

うことを言っておりました。また、平成１５年に重要港湾を中心に、何かアンケート調査をしたこ

とがあるようなんですけども、それも必ずしも全部が全部足並みが揃ってないような状況で。白老、
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これから整備していくのに、当然今おっしゃるとおり、町だけでなくて北海道経済に良い影響を与

えると、そういうふうに思っておりますけども、白老だけ苫小牧、石狩湾新港に次いで、道との共

同管理それなりの、やはり苫小牧だとか石狩湾新港と説明付く位の理由がいると、そういうような

ことで、ちょっと聞いてます。じゃ、その理由というのは、なかなかご承知のように苫小牧、石狩

新港というのは国策である程度やってきて、苫小牧港は市だけのスタートだったんですけども、い

ろいろ地元の要望とか道の考えた、当時の北海道開発局の考え方が合致して、こういう方式になっ

たんであって。やはり特別な、苫小牧港と石狩湾新港は、北海道の港の中で特別扱いという形だと

思うんですよ。じゃ白老港が特別扱いの港になるかと。なれば、なかなか難しいと。いろいろ北海

道が管理に加わる特別な理由が白老港に出せるかというのがなかなか難しいと、こういうことだと

思います。 

○委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 昭和４７年度は国庫負担が１００％から９５％に引き下げられたと。５％

は地元で持ちなさいよと、こういうことだと思うんですけどね。１００％の時代は当然問題ないわ

けですけれども、９５％に下げられた時点で当然、その頃には道の方の平成７年度まで何がしのお

金、補助金が来てたから、まだしも１，６００万の金が着てても、大した大きなウェートにならな

いんだけども、全体から見ますと。だから、来てるから良いんだというんじゃないけれども、やは

り地元負担が１５％近く交付税で、何回も言うように６０％位が後で処置されるとしても、４０％

は地元負担になるということになると、何百億の港の４％て言ったって大きな金額になりますんで。

それが、あくまでも市だとか言うんだったら未だ財政規模も大きいけれども。１００億の町でそれ

だけの負担をしていくということはなかなか至難だというふうに、これからですよ、考えざるを得

ないと思うので、そういう処置は今後していってもらうような方法を。特別港湾に指定するとかし

ないとかじゃなくて、そういう意味じゃなくて、そういう運動をしていくべきじゃないのかと。白

老だけ特別に見れという意味じゃなくても。新しい港造ってるの今、白老港しかないわけですから。

新たな問題として提起していくべきではないかと思うんだけれども。そのあたりはどうですか。 

○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） 今のお話で、白老港だけの問題でない。確かにおっしゃるとおり

ですけども。なかなか何というんですか、それぞれの市町村の考え方があって、足並みが揃ってな

いと言いますか。さっき言いましたように、アンケート調査を見ても、必ずしも足並みが揃ってな

いというのがわかるんですけども。あと、北海道の中に北海道港湾協会というのがあって、ちょっ

と聞いてみたんですけども、そういった動きは特にないと。港湾協会でまとまって運動をしていこ

うという、そういう動きはないということでした。相当この建設にお金かかるわけですけども、極

力建設コストを下げて、前に４百何十億という、かなり港形を変えて下げて、町村の財政状況見な

がら整備を進めると、こういう考えでおりますので。道の方も支援できるような状況であればいい

んですけども、さっきもお見せしましたように、資料を見てもお分かりのとおり、今はとても道も

そういうのに支援できる状況ではないということ出てますし、直接お話伺っても、ひょっとしたら
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白老町の財政状況よりも北海道の方がなおも厳しいような状況かもしれないと思いますので、簡単

には、はいわかりました、じゃやりましょうかということには、なかなかなっていかないのが今の

現状です。 

○委員長（山本浩平君） 他に如何でしょすか。斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 今の部分、もうちょっとだけ聞きておきたいんだけども。共同管理の問題

で、正式に文書で申し込んでいる市町村がないということは、どういう理由でないのか。自分達で

やっていけるんだからいいんだよというのは、これは何にも問題ないんだけども。様々な今の財政

状況抱えながら、本当にこれでやっていけるかどうかと心配してる部分というのもたくさんあるは

ずだろうというふうに推測できるんだけれども、それが無い理由というのはいというのは一体何か、

きちっと捉まえられてるかどうかということ。実際に今の話伺ってて、道に金がないというのは、

それを言っちゃうと国だって金がない。町よりも益々苦しいんだという話になってしまうと、じゃ

あ港ない方がいいかという話になってしまうわけで。やはり、苦しくても道は金を出す。あるいは、

そういう所に目を向けて、事業としてやっていく姿勢があるのかないのか。国は第３商港区を認め

たということは、それなりの白老に理由があって認めてるわけですよね。ということは、ただ金の

問題じゃなくて、これからの発展ということを考えて許可をしてるんだろうというふうに考えるん

だけれども。だとすれば、そういうものに道が出す気がないのかどうなのか。これ、金があるなし

の問題ではないんじゃないのかという感じもするんですね。それだけ、頭から町のやつは自分達で

やれという、そういう構えでやるんだったら、それが全部町に負担がかかってしまうわけだから。

建設が無理だという話になってしまうんで。そのあたり、どういうふうに捉えたらいいのか、その

あたり教えてください。 

○委員長（山本浩平君） 水産港湾課長。   

○水産港湾課長（堀江 寛君） 先ず、道としては門前払いといいますか、全然話は受け付けない

という、そういうことは言ってません。ただ、正式な形で、文書で出してる所はないということを

聞きましたけども、これは、やはり北海道独特の歴史的な経緯といいますか、とにかく昔はここに

書いてますとおり１００％。尚且つ、交付税だとか、利用料というのが丸々それが市町村の利益と

いいますか、歳入に入ってたわけですね。その時代に北海道が共同管理という話をしたけども、市

町村側で蹴ったといいますか、自分達で十分できるからやっていくんだよと。そういった経緯でず

っと来て、財政的に苦しくなったから、さあ面倒みてくれと。なかなかやはり、古くからやってる

所は言いづらいはずだと思います。道の状況も決して財政的に見ても、いい状況ではないですし。

これちょっと、いろいろ調べてみるかなと思ってるんですけども、ただ、要するに港湾で得た収入

も逆に共同管理ということになれば、得た収入や何かも逆に行く形になります。当然、負担する部

分もあるけれども、入って来る歳入も当然、仮に共同管理やったとしたら、道に持ってく形なるか

と思いますので。それにしても、負担してもらう金額の方が多いかもしれないですけど、今言いま

したように、今まで交付税、利用料で十分やっていけた。苦しくなったから、はい、じゃあお願い

しますというのは、なかなか言いづらいことだと思います。それが他の市町村で正式に声を上げて
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ない理由なのかなと、こういうふうに考えます。 

○委員長（山本浩平君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 大体話はわかるんだけれども。先ず一つは、以前の状況の話を、以前がそ

うだったからという理由というのは、もう何年も前の話で、今またそれを当てはめるというのは無

理なんで。財政状況も、世の中の状況、皆変わってきてるわけですから。それに対応して、全体で

生きていくためにどうしなければならないかという。道だって国だって、今まで造ったやつをどん

どん潰していって良いわけないわけで。これを共同で発展させて、そこから道も利益を上げていく

というような、そういう立場に立つんならいいけど。今のその話の姿勢であれば、もう突き放して

しまえば、ほとんどつぶれていくしかないということになると、道だってもの凄い大きな損害受け

るんじゃないかという気がするんですよ。だから、そのものの考え方がおかしいと思うのが一つと。

それからもう一つは、今の状況の中で共同で生きていこうとする努力に対して、その気運というの

がどんどん盛り上がって来ているのかなと。財政的事情ばかりじゃなくて。協働のまちづくりじゃ

ないけど、共同で生きていくという、そういう姿勢をみんなが持たなければもう生きていけないと

いう中で、新聞記事なんかにもあるように、あちこちの大きな港が提携して共同で管理して行こう

じゃないかというような、そういうものというのが出てきてるみたいですよね。とすれば、地方港

湾もその中の一つに混ざってやっていきたいという、そういう声があちこちから出ないものなのか

どうなのか。だから、みんなばらばらでいいんです。一枚岩になる必要はないんで。お互いにやっ

ていこうじゃないかという、例えば広域行政みたい形で、つながっていって生きていくことを考え

るとすれば、そういう気運というのがあちこち出て来ていいんじゃないのかなと。とすれば、早速

そういうものを名乗りを上げて、そういう相手を探し、道に要求していくという方向付けというの

はあるような気がするんだけども。そういう気運さえ、道の財政難に押し潰されてしまって、そう

いう声さえ出ないのかと。やっぱり、それなら変じゃないのかなという気はするんですけども、そ

のあたりについて。 

○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） 先ず一点です。北海道も昭和２８年の話を、何時までも盾にとっ

て決して門前払いしているわけではないということです。正式な形、正式な文書でというのはない

んだけど、当然話はいろんな議会ですとか、市町村の担当者からそういう話は聞いて認識はしてる

はずです。なんせ、歴史的な経緯があるもんですから、そういう市町村がだんだん負担、財政的な

問題。要するに、財政的に苦しくなってきてるという、そういうことも十分認識はしております。

おそらく、これからどういうふうにやっていこうかということを、いろいろ暗中模索してるといい

ますか。決して誰も手を上げていないとか、そういうわけでもないみたいです。やはり、担当が行

っていろいろ相談したり、そういうことはしてるようで。ただ、正式な形でのではないけども、そ

ういう声は届いてると、こういうことで聞いております。道の方もそういうことは認識してるし。

ずっと未来永劫このままの形ではいかないだろうということはわかってると思うんだけども、今直

ぐ右から左に共同管理持って行くという形は今の状況ではちょっと考えにくいといいますか。そう
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いう問題があるということは、十分認識してて、どういった方法がいいかということ、いろいろ検

討してると思います。 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 財政的に苦しいと云々という話は、国も道も町もみんな同じ。そうなると、

今、北海道の輸送システムをどうするのかとか、北海道の産業をどう発展させるのかということに

なれば、僕は本当に金が出るとか出ないとかいう以前に、そういうシステムをどうやって北海道と

して構築していくのかという議論がされてないのか。例えば国の方は重要港湾というふうに指定し

て、国はちゃんとやってる、北海道に必要なものというような、本州と結ぶ、世界と結ぶ、やって

ると思うんです。北海道は、各市町村にみんな任せて、何もしないで市町村でやりなさいなんてい

うことに。金ないからないんだ、これ全部そうだけど、金が出せないからという表現になってるだ

けど、そういうレベルの話ではないと思う。北海道、これからどうするのか。大体、物を作る力が

北海道にはないわけだから、公共投資が入らなかったら９７％位でしょう。ということは、北海道

のこれからの状況を改善するためには、そういう物流輸送コストをきちっと確立するという。だか

ら、空の便だって、ここがハブになるかというと、なかなかならないというよう中で、北海道自体

が生き残るために港をどう利用するかというのは、方法がないのか。そういうレベルの話で港を造

って、各市町村にお任せしましというんなら、これで言うと白老の港、例えば使えなくなったら、

誰がどうやって責任を負うのか。僕はやっぱり、そういうことをきっちり言って、そういう連絡協

議会なり何あるのかもしれないけれども、そういう話まで出来るような状況にしていかないと、特

定重要港湾や苫小牧や石狩湾新港はいい。特定重要港湾もいい。それ以外の部分が、じゃあ北海道

のこれから１０年位、２０年位、５０年後どうやって生き残っていくかということで、その中で港

の果たす役割が何なのかという議論くらいしないと、市町村で出来る中身なものなのかという気が

する。そういうレベルで大体港を造っていくとしたら、非常にリスクをこっちが背負う、町が背負

うというふうになるのではないかと僕は思う。このことを堀江課長に１００％答弁求めるというこ

と、僕はしないけれども、ただそういうレベルの話だと僕は思う。白老だって、これからの財政状

況がどうなるのかという見通しをきっちり立てると。良いとか悪いとかの問題ではないんです。港

湾の起債で返済してるのは２億数千万。今、起債として返してる。それは確かに交付税でみてもら

ってる部分もあるかもしれない。純粋に返してる部分だって２億位あるはず。そうなると、本当に

これからの白老の経済どうなるのかというのは、そういうシミュレーションをきちっと作ると、い

ろいろな形で。僕はその仕事を白老町は一番最初にやるべきだというように思うんです、町は。そ

の中で、道や国に言うこと、白老が考えることというふうに、きちっと区分けをして、そして対応

をしていかないと、最後にどうにもこうにもならなくなるよとなりかねないと思う。今の道や国の

姿勢の状況見てると。だって、実際の今の議論でそうでしょう。だから、今必要なのは、そういう

ことをきちっと見通すだけの議会や町、行政が必要だと思うんですよ。そこら辺のデータを港湾課

で作ると。財政課で作ってくれないんだったら、港湾課で作ってくださいよ。財政課でいやだとい

うんなら。僕はそれ位の構えでないと、将来に禍根を残すことになるだろうと。やってもやらなく
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ても。だから、そういう安心感、ちゃんとリスクとコストを考えて、白老町の将来がどうなるのか。

それは、非常に希望的な観測が多くても良いですよ。それは、構わない。じゃあ、本当の色のバラ

色の白老町を描けるなら描くような、そういうものを作らないと駄目なんだ。それが今ないから、

議論が行ったり来たり、行ったり来たりして、良いとか悪いとか、どうだとかこうだとか、予算が

付いたとか付かないとか、金だけの話になってるんだ。政策的にきちっとなってないと、僕は思う

んです。だから、将来の物流の量を含めて、量だって、会社がこういうふうにしたいんだよという

ことだけでいいのかどうか。じゃあ、今までの経過を踏まえて、きちっとそこで分析するものがな

いのかどうか。そういう高い次元での政策立案が僕は今必要だと思う、白老町でも。そのことがな

いと、やっぱり町民をきちっと説得することが出来ないだろうし、財政的な問題が惹起した時にリ

ストとコストの関係で、どう説明するのかという時にしどろもどろになっちゃうと思う。そこら辺

をきっちり僕はやる必要があると。だから、港湾の特別委員会を開いて、そういうことを常に我々

は情報を得て、こういうものを造ってください、こういうことをやってくださいということで、僕

はやっていかなくてはいけないというのは、今まで言ってるのはそういうことを言ってるんだ。そ

こら辺、堀江課長の答えられる範囲でお願いします。 

○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） おそらく今、大渕委員がおっしゃったようなこと、北海道も国も

十分認識してるはずです。新聞記事をお読みになってわかるかと思いますけれども、北海道全体を

何処かトータルとしてみて、あるいは機能分担みたいなことを考えた方がいいんじゃないかという

ことが。多分、そういうことは国や道も考えていると。それが直ぐ我々になかなか情報として伝わ

ってこない部分と、最終的に財政的な問題に結びつくということがあって、表には出てないかと思

いますけど、話してる中では北海道や国も、今おっしゃったようなことは考えてるかと思います。

あと、いろいろ今まで委員会開いてきて、大体言われてきてる資料は、質問、疑問については、お

答えしてきたつもりでおります。今のお話も、前もおっしゃってたかと思いますけども、なかなか

簡単に作れるものではないんで、最終的に大渕委員の気持ちに沿う資料になるかどうかはちょっと

わからないですけど、時間を貸してもらいたいということで、資料を作っていきたいと思いますの

で。これは前も申し上げてますけども、もうちょっと時間を貸していただきたいと思います。以上

です。 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 資料を作るというのは、港湾なら港湾課自体がどういう白老の港を目指す

のかということで、あらゆる部分。リスクもコストもこれからの将来計画も、全てが見通してくと

いうことだか、そういう資料は港湾課にとって僕は必要だと思うんです。そういうことがなくて、

仕事をやるとしたら、それは単なる国の道の言うことだとか、一部の人の話でやるということにし

かならない。そうじゃなくて、町民全体が納得する。これは国と道との関わりがあるから、全部オ

ープンにしなさいということは言えないかもしれないけれども。町民が納得する形をきちっと作る

ということなんだ。そこだけが知らせないでやるというわけにはいかない。それは、皆さん方がや
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ることも町民のためにやることなんだから。だから、町民の疑問にきちっと答えられるような資料

を作っておかなきゃ駄目なんですよ。今必要なのは。特に財政面では。そういうことがない限り、

出来なくなってくるんだ、こういうことって。だから、ここで別に改革プログラム議論するつもり

は全くないけども、それぞれの整合性が取れなくなってくるからね、必ず。だから、それをきちっ

とクリア出来るだけの資料をちゃんと作んなければならないということなんだよ、理論的に。だか

ら、それをやってほしい。それは、難しいかもしれないけど、早く作らないと、僕は効果がなくな

ってしまうものだろうと。それと、道にはやっぱりもっと白老町なら白老町がリーダーシップ取っ

て、呼びかけて話し合いの場を持つべきですよ。それをやることによって、白老町がマイナスにな

るというんなら、それはわからない。その理由があるんなら別だけども。そうでなければ、北海道

全体を考えて、港湾物流をどうすべきかということを、白老町が提案して話してたって構わないん

じゃないかと思うんですよ。それ位の中身だと僕は思うんだけど、道がやらないんだった。道がや

らないから、白老町がやるんだから。金、道から一つも出してないんだから。我々がやっておかし

いなんて、一つもないでしょう。それ位の構えでやらないと、駄目だと僕は思うよ。こんだけ胸張

ってやるんだったら、道に対して。金出してないのに、何言ってるんだというくらいのこと。 

○委員長（山本浩平君） 回答ございましたら。堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 一点だけ。港湾の進むべき道というのは、前回の基本構想でお示

しして。あと、それに対して財政的な裏付けとちょっと時間を借りて作っていきたいと思います。

あと、非常に大きな問題で、北海道の港湾に関しては、白老町というのは本当に新参者でして。苫

小牧、室蘭差し置いてリーダーシップ取っていくということはなかなか。町長、北海道港湾協会の

副会長はやってますけども、なかなか未だ規模も桁も違う大先輩の港がたくさんありますので、町

がリーダーシップ取っていろんな提言していくというのは。町長に話してみますけれども、ちょっ

と難しいかなという気はします。 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 国がやってる部分についてはいい。地方港湾で金もらってないとこ。そこ

がやれということ。２８年に白老の港、構想あったかもしれないけども、金もらってない。その時、

協議はしてないはず、白老は。知らないんだ、このこと、白老、その時。あ、そうですかというこ

とでしょう。そんな知らないこと言われて、そんなこと盾に取るって書いてないけど、盾に取られ

たって、こっちだって困るでしょう。その時居ないんだから。関係ない。だから、僕が言ってるの

は、重要港湾だとか特定重要港湾はいい。それ以外の部分でまとまってやれと言ってるんだ。国で

やることは、それはそれでしょうがない。だって、我々何ぼ言ったって出来ないんだから。だけど、

道が何にも金出さないで、道がやってることに対して我々はもの言いましょうということ。だから、

それは道の港湾協会の副会長やってるくらいだったら、やっぱり重要港湾除いた部分、まとめてや

るくらいの構えでいかないと駄目ですよと思いますけどね。２８年居ないから、何言っても大丈夫。

  

○委員長（山本浩平君） 回答はよろしいでしょうか。加藤委員。 
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○委員（加藤正恭君） 風聞なんだけど、第３商港区が非常にスムーズに予算化、調査費であるけ

れども、付いたというのは、２つのちょっとした話があるんですよ。一つは、苫小牧港も現在では

飽和状態になりつつあるというんですね。それで、サブ港として近くの港に必要じゃないのかと、

こういうことから白老港が注目されてきてるという話がある。拡大今のとこ、出来ないわけですか

ら、苫小牧港。もう一つは、樽前山の噴火の問題があるというふうに聞いてる。なければ一番良い

ことなんだろうけども。もしあった場合に、溶岩が苫小牧港まで流れるというふうにはならないに

しても、相当の煙だとか何かのあれで、苫小牧港が使えなくなってくるのではないのかと、そうい

うことを想定した場合に物資の搬入なんかは、全部白老港に入ると。そのための港の考え方も裏に

あるというような話、ちらっと私聞いたことがあるんですよ。白老港にそういう予算がスムーズに

いったというのは。そんな話は裏あるわけではないから、想像の域は出てないんだけれども、そう

いう話は聞いたことがありませんか、課長の段階で。如何ですか。 

○委員長（山本浩平君） 今日の調査のテーマではない内容なんですけれども、回答をしていただ

けるのであれば、お願いしたいと思います。水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 先ず一つ目、苫小牧港を補充する意味合いという話ですけれども。

それは私達も聞いております。苫小牧港の西港が非常に混雑してると、沖待ちしてる状態で、それ

を緩和する意味合いもあるという話は、我々も聞いております。あと、樽前山の噴火ですが、表立

っては。ただ、今回予算を獲得するために、いろいろ我々資料出したり、いろいろな話をしてます

けども、その中の一つとして樽前山の噴火があった場合に、白老港の果たす役割も大きいという、

そういう話も出たかと思いますけども、それは正式な形では書類としては目は通してません。ただ、

苫小牧港の混雑緩和という話は正式にも話は聞いてます。 

○委員長（山本浩平君） 加藤委員。   

○委員（加藤正恭君） 今、委員長、テーマに関係ないとおっしゃったけど、そうじゃないんです

よ。道との関係を今議論してるわけですよ。ですから、道と関連する苫小牧港というのは、そうい

うことがあった場合に白老港との関連も出て来るから、布石として、そういう考え方があるんじゃ

ないのということを聞いてるんで、全然関係ないわけじゃないんですよ。それと、災害の問題と関

係があると私は思って質問したんだけど。わかりました、そういうことであれば、いいです。 

○委員長（山本浩平君） 他に委員の皆さん、如何でしょうか。質疑ございませんでしょうか。他

に質疑がなければ、委員会を閉じます。これからの日程といたしましては、苫小牧の方に移動いた

しまして、食事を取っていただいて、その後ＲＯＲＯ船の視察ということになります。本日、実は

白老に苫小牧高専の研修生が今、町の方に１週間お預かりしてるということで、一名同行させてい

ただきたいということになっておりますので報告として、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

（午前 １１時０２分） 

 


