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◎開会の宣告 

〇委員長（山本浩平君） おはようございます。これより白老港整備促進特別委員会を開会い

たします。 

お諮りいたします。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。  

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

〇委員長（山本浩平君） はい。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。 

 

◎調査事項 

〇委員長（山本浩平君） 次に、本日の委員会の日程につきまして、事務局長から説明いたし

ます。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。本日の特別委員会の調査ですが、担当課

から平成１８年度の整備事業の概要が示されておりますので、それの説明を受けることになっ

ております。以上であります。 

○委員長(山本浩平君) はい、ありがとうございます。 

これより調査を行います。調査事項①平成１８年度白老港整備事業予算の概要について、②

その他となっておりますけれども、①と②、一括して町側からの説明を願います。 

はい、堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） はい。まず、本日大変お忙しい中をお集まりいただきまして

ありがとうございます。 

それではですね、調査事項としてご審議していただく１８年度の事業と。あと、その他とし

てですね、今日ちょっと資料を配付させていただきましたけれども、昨年の１年間の取扱貨物

量の速報値。まだこれ、最終決定ではないのですけども、現在の取りまとめた段階での値をご

報告したいと思います。 

 あとですね、新聞等でご存知かと思いますけども、初めての外国船が入港してまいりました。

それについてのお話。 

 それとあと、中出委員もおられますけども、第３商港区の建設に伴いまして、埋め立て。公

有水面の埋め立てが出てきます。今、これについてはですね、組合と交渉中でございまして、

協議が整えば、３月議会にですね、議案として提出させていただこうというふうに考えており

ますので、この説明も併せていたしたいと思います。 

 それでは、最初のですね、１８年度白老港整備事業予算の概要についてということで。資料

の１ページ、ちょっとお開きいただきたいと思います。これの１ページ。よろしいですか。 

 それでは、整備概要ですけれども、第３商港区は、平成１７年度に国の採択を受けまして、

物流ターミナルとして推進－１１．０ｍ岸壁、防波堤（西外）、護岸（防波）（西外）、泊地（－

１１．０ｍ）、港湾施設用地、臨港道路を計画しております。 
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 同岸壁には最大標準船型として１万８千トン級の貨物船が入港でき、５万４千トン級のチッ

プ船も接岸できることになります。 

 平成１８年度の予算は、今年度で、１７年度ですね。基本的な調査設計を終わらせてですね、

１８年度からは防波堤（西外）、護岸（防波）（西外）、岸壁（－１１．０ｍ）の工事に着工する

予定でございます。 

 事業の内容と事業費ですけども、図面をですね、見ながら説明した方が分かりやすいと思い

ます。次のページちょっとお開き願います。 

 第３商港区、中央より右側の方に、全体の図面を表しておりますけども、この黒く塗った部

分がですね、主に工事する部分でございまして、岸壁（－１１．０ｍ）って書いているかと思

いますけど、これについては、ケーソン２函ほど製作する予定でございます。 

 それから防波堤（西外）って書いております。これは、西外防波堤の本体部分のですね、ケ

ーソンの製作と、それの据付ということで、延長にして大体１２０ｍを予定しております。 

 それとその下の護岸（防波）（西外）って書いておりますけども、西外側の防波護岸というこ

とで、これも本体のですね、製作。これもケーソンになるかと思いますけども、と据付。この

延長にして１６５ｍほど予定しております。 

 工事は大体主なところはこういうところでございます。そして、参考までに申し上げますと、

昨年ですね、行政視察の中でフローティングドック、ケーソンを作る大型の船の一種だと思う

のですけども、あれ、ご覧になったかと思いますけど、あれもですね、今年白老港で持ってき

まして、そこでケーソンを作る予定をしております。 

 で、昨年は登別漁港のケーソンですよと。今年から本格的に白老港のケーソン。その量もで

すね、相当こう、昨年より上回ることが予想されますので、生コン等々ですね、地元から資材

がすべてこう調達される予定になっておりますので、相当ですね、経済効果が現れるのではな

いかということを期待しております。 

 またちょっと前のページに戻りまして、今度事業費の関係ですけども、今ご説明申し上げま

した事業内容としてですね、事業費で約３２億４千万円を見込んでおります。 

 そして、これに対して町の負担金が約５億４３百万円ということで、１８年度の当初予算と

して計上しております。 

 ただ、事業費についてはですね、まぁ昨年も同じだったのですけども、地方港湾の予算につ

きましては一括計上ということで、その配分がですね、３月末の方で決まるということで、こ

の金額はまだ決定した金額ではございません。町の予算として計上している金額でございます。 

 で、変更となった場合ですね、これについては補正等で対応したいというふうに考えており

ます。 

 それと、最後のページになります。図面の次のページですね。これもですね、事業費の一般

財源を表しております。この表についてはですね、今まで何回かこう、お渡ししておりますの

で、一番下のこの表の下から二つ目ですね。累計の前、１８年度の事業費を入れて、それに伴
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うですね、町の実質の一般財源の持ち出し分がどのぐらいになるかということを、今の段階で

こう、推計したものでございます。 

 この下から二つ目ですね。左側の方に１８って書いておりますけど、これ１８年度というこ

とで、先ほど申しましたように直轄事業費で３，２３９，０００千円。その内国費が２，６９

６，５００千円。それから、町の持ち出し分として５４２，５００千円ということが予定され

ております。 

 これに対してですね、交付税として単位費用分としてですね、真ん中の表辺りの方に２９，

５５７千円っていうのが記載しているかと思いますけども、単位費用分としてこれだけの費用

が見込まれると。 

 で、この表は大きくこう、三つに分かれているかと思います。そして、次のですね、今申し

上げましたのは港湾事業管理者負担金財源内訳一覧。 

そして次に、起債償還と交付税算入額の状況という、こういう表があるかと思いますけども、

これもやはり、下から二つ目、起債の元利償還。今年度ですね、建設に伴いまして、起債を 

借りていたその元金と利息の償還。これ７３０，３１６千円ほど、見込まれます。 

 それに対しまして交付税が、これあくまで推計になるのですけど５０９，０１９千円ほど、

交付税が算入されるだろうと。そうしますと差し引きまして２２１，２９７千円ほどのですね、

一般財源の持ち出しが見込まれますと。 

 ただ、ここで今度先ほども申し上げました単位費用分２９，５５７千円がございますので、

これを差し引きますと実質の単年度の一般財源、これ表の今度右側の方になります。１９１，

７４０千円。三つの表の右側のですね、左から二つ目に書いておりますけれども１９１，７４

０千円、これが恐らく１８年度の一般財源、港湾建設に係る一般財源の持ち出し分になるとい

うことが想定されます。 

 あとこの他にですね、今まで港湾の岸壁の使用料等について、人件費にまわっていた分があ

るのですが、それについて、財政の方でですね、こういった起債の償還に充てるということ、

話しておりましたので、これよりももうちょっと減るかと思います。 

 以上が、ちょっと雑駁ですけども１８年度事業の概要でございます。 

 で、引き続きですね、その他の貨物量の取り扱いです。そっちの方にちょっとお話をずらし

て、それが終わってから一括して質問を受けたいと思います。 

 今日お配りしましたこの貨物のこの集計表になります。先ほども申し上げましたけども、ま

だ確定した数値じゃございません。現在の速報値ということで、結論から申し上げればですね、

昨年と比較して若干、率にして１％ぐらいちょっと下がります。トン数で７，７００ｔぐらい

下がってですね、６９２，５４５ｔが見込まれます。昨年が７００，２８０ｔですから、ほぼ

横ばいと言ってもいいかと思います。 

そして、それぞれですね、増減がございます。トータルすれば、１％の減ということですけ

れども、ほぼ横ばいと言って差し支えないかと思います。 
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 じゃ、次、説明だけ先に進めさせていただきたいと思います。 

 続きまして、先だって入港いたしました外国船のですね、概要についてという、この資料と

それから写真もちょっと一部付けておりますけども、これについてちょっとお話いたします。 

 ２月、これはですね、２月７日にですね。まず船名からいきますと、これ韓国船籍のケーワ

イ・ペナテス号という船でございます。船長は韓国の方で、日本語・英語とも堪能な方でした。 

 そして、船長含めて１５名ほどの乗組員で、韓国の方とミャンマーの人が乗り込んでおりま

した。 

 船の大きさですが、全長１００．７９ｍ。幅１７．２０ｍ。高さが９．００ｍということで、

ｔ数が、ここに記載のとおりですけども、通常この真ん中のです、グロストン４，４５６ｔ。

５，０００ｔクラスの船ということで、今まで白老港に入ってきた船の中では一番大きな船と

いうことになります。積荷が日本製紙で使う石灰石を積んでまいりました。 

 ２月７日にですね、ベトナムのカルコーという所を出航いたしまして、２月１６日に室蘭港

に到着と。で、すぐそこで通関の手続きをいたしまして、２月１６日の２時ころ白老港に入港

いたしました。で、石灰石を積み下ろしまして、２月２０日２時半に白老港を出航いたしまし

た。 

 今後もですね、年２回ほど外国からの石灰石を輸入したいということで、年に２回ほど入港

が、今後見込まれます。 

 続きまして、公有水面の埋め立て、若干ですね、これ担当の赤城主査の方からご説明いたし

ます。 

○港湾振興Ｇ主査(赤城雅也君) それでは、公有水面埋立願書の内容の要点を申し上げさせて

いただきます。 

 埋立予定区域図というのがございます。それをお願いします。 

 で、今計画しているのが、国埋め立て、これは室蘭開発建設部の承認願書です。これが、面

積が３３，９４７．１７㎡です。 

 それと、下の部分。これが白老町の埋め立てで、白老町は免許願書という形で志願をしてお

ります。これが、面積が６６，２０５．８７㎡です。で、国埋め立ての方ですが、これは埋立

区域は１１．０ｍの背後と、護岸の岸壁敷部分です。 

で、用途としましては、埠頭用地となります。 

 それと、埋立土砂につきましては、この周辺の工事で掘りました床堀土砂。それと、１１．

０ｍの泊地部分の浚渫土砂。それと、購入土という設定をしております。   

 で、利用計画につきましては、１１．０ｍの岸壁敷、護岸敷、道路敷、荷捌き地というふう

な扱いとしております。 

 で、下の部分の丁目の部分ですが、これは白老町の臨海部と港湾機能という形で使用する埠

頭用地、保管施設用地と道路用地となります。この埋立土砂はすべて、購入土としております

が、公共用残土。それも虎杖浜トンネル土砂等を視野に入れまして、今後ともコスト削減に努
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めてまいります。これまだ、時期がはっきりしておりませんので、詰めてやるということです。 

 で、利用する用途といたしましては、護岸敷、道路敷、荷捌き地、木材整理場、貯木場、チ

ップヤード、貯炭場という内容を設定しております。以上です。 

○委員長(山本浩平君) はい、堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） はい。ちょっと追加でですね、補足でちょっと説明したいと

思いますけども、先ほど言いましたように、これについては組合の方と現在協議中で、協議が

整えば議案として３月に提出させていただきますけども、町の方はですね、今説明したように

は、まだ埋め立てがちょっと後になりますけども、公有水面の手続きの性格上ですね、工事が

後になっても、同時にこう、申請するということがございますので、併せた形で、協議が整え

ば、一緒に公有水面の埋め立ての申請をするという形になります。以上です。 

○委員長(山本浩平君) はい。ありがとうございます。 

 それでは、質疑の方に入りたいと思います。ただ今ご説明がございました件につきまして、

質疑がありましたら、どうぞ。 

 はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、このまず図面からちょっとお聞きしたいのだけども。 

 我々素人なものですからよく分からないのですが、この図面でいけば、この護岸、防波堤、

西側のですね。これは離岸堤のように、現在の砂浜から大分離れた所から着工するということ

ですね。 

 恐らく今の説明でいくと、この下の方は埋め立てを将来的に考えているから、やると思うの

だけれども、それはまだいつになるか、組合との協議の結果でなければ分からないと。 

 で、事業費からいくとですね、今の現在の西防波堤になりますね。最終的には。西防波堤か

ら現在の陸地続きからやった方がですね、事業費としては私は安くあがると思うのですよ。素

人考えでですよ。 

 沖の方にぼんと離岸堤を作るっていうことは、非常に高くつくのじゃないかと思うのですが、

なぜ早くそっち側の方を、沖の方を先にやるのかですね。その辺りについて、ちょっとお聞き

したいと思うのですが、恐らく埋め立てとの関係だろうというふうには想像するのですが、い

かがでしょうか。 

○委員長(山本浩平君) はい、堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 岸壁の整備というのが出てきます。まぁ、１８年度は製作だ

けですけど。 

 そして、岸壁のですね、施工の際に、それ波から守るために防波堤、それから護岸を先にで

すね、ちょうどその岸壁というこう、印が付いている所を守るような形で、こう施工すること

になりますので、そういう意味合いからですね、こちらの方を先に施工するという形になるか

と思います。 

 あと、こっちの方を先に施工することによってですね、一部ちょっと推測の部分もあるので
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すけど、ここに将来的な、ここにある離岸堤を撤去しなきゃならないのですが、そういったと

きもですね、こっちの沖の波を先にこう、守ることによって、容易に仕事ができると。こうい

う意味合いもあってですね、沖の方から施工するという形になると思います。 

 で、確か第２商港区もですね、下からずっと攻めてきたわけではなくて、やっぱりこういう

沖の方からやっておりましたので、同じ理由かと思いますけど。 

○委員長(山本浩平君) はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) はい。加藤ですが、よく分かるのだけど、事業費からいくとですね、や

っぱり陸地続きからやった方が、僕はずっと安くあがるんじゃないのかなと。素人考えですよ。 

 ですけども、静穏度の問題もあるのでしょう。恐らく、今の現在の港の静穏度の問題がある

からそうするという説明のようですけれども、現在ある離岸堤は、あれ撤去するのですか。あ

れ、埋め立て、下になるものなのですか。撤去するといったらまた金がかかるわけでしょう。 

 その辺りはどうなのですか。関連として。 

○委員長(山本浩平君) はい、堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） あのまま埋めるということにはなりませんので、撤去してで

すね、それを再利用すると。こういう計画でおります。はい。 

 まだ、そんなに年数も経っておりませんので、当然使えますので、再利用すると。こういう

考えでおります。 

○委員長(山本浩平君) はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) はい。加藤ですが、それから次のですね、ページですね。この事業費か

ら起債、交付税算入の問題。 

 これでいくと、真ん中の表でいくと、事業費に対して交付税の算入が６８．９％になると。

そういうことですね。この一番下の１８年度までを言えば、２５年間を入れてですね、平均し

ていくと６８．９％に交付税算入率が収まると。 

 ところがですね、一番端の、一番右側の数値からいけばですね、私も前もって一通り精査し

てみたのですが、最終的には２５年間の１８年度まで入れて１，６６５，９９１千円が一般会

計からの持ち出しになりますよという数字ですね。 

 それに対して、この下の方に書いております。一般財源１，６６５，０００千円何がしを２

５年で割ると、１年平均が６６，６００千円程度の持ち出しになると。 

 それから、維持管理費分を４６２，０００千円を１，６６０，０００千円から引くと、１，

２００，０００千円位になるから、それを２５年で割ると４８，１５４千円という数値がここ

に書いてありますね。 

 で、これはこれから少しづつ返済が増えますから、この数値は少しづつ上がると思うのだけ

れども、結果的にはですね、例えばその６６，６４０千円の支出を１年間に平均すると出して

いますよという数値は、この総事業費の６７，３００，０００千円に対して２．５％ぐらいし

かならないのですね。この６６，０００千円という金額はね。 
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 ですから、今まで我々は、町民に対して、この港の事業に対しての持ち出しは６８．９％が

交付税で負担されるから、３２．１％持ち出しですよというような説明をしていたのだけれど

も、最終的には２．５％しか持ち出さないと。その下の維持管理費を入れれば１．８％しか持

ち出さないよというふうな説明でいいのですか。その辺りはどうですか。 

 分かりますか 

○委員長(山本浩平君) はい、堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） これあくまでも平均ということで、この表を見ていただけれ

ばお分かりかと思いますけども、昭和の年代にですね、やった時代には逆に交付税の方が多く

きていたと。分かりやすく言えば、黒字になっていたと。 

 そういうのをトータルすれば、過去平均で６６，０００千円しか、率にして２．５％ですか。

になるということで。 

 で、今現在だけを捉えればですね、現在だけ捉えれば、例えば１８年を見た場合、１９０，

０００千円何がしの負担が実質生じるだろうと。交付税を差っ引いても。こういうことになる

のですよね。ええ。 

○委員(加藤正恭君) いや、それはね。 

○委員長(山本浩平君) はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、それはよく分かるのだけどね、町民に対する説明というこ

とになると、ね。こういう記事もあるから。ね。我々が説明するのには、平均ってあくまでも

平均というのが前提なのだけれども、平均とすれば６６，０００千円ですよと。ね。ちょっと

増えても何千万円かそのくらいでずっといく、上がっていくと思います、これからはね。少し

ずつ上がっていくと思うけれども、そんな程度ですよという説明でいいのかどうかね。 

 そのためにね、０．５年度では経済効果が、この間の新聞に出ていたけど３，０００，００

０千円もあるのだよと。そうしたら６６，０００千円なんていうのは大した金額じゃないねと

いう印象を与えてもまずいのかなという気もするのだけれども、役場としてはどっちの説明を

した方がいいのかね。その辺りどうですか。 

○委員長(山本浩平君) はい、水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 確かにお話としてはですね、おっしゃるとおりで。 

今までどのぐらい投資してきたのだという話になったときですね、今までどのぐらい投資し

てきたのだという話になったときには、平均すればだいたい６６，０００千円ぐらいだという

お答えになるかと思うし。 

 じゃ、１８年度も一般財源の持ち出しは６６，０００千円で済むのかとなれば、そうなれば

ちょっとそうはいかないっていうことで。この辺あまり。 

○委員長(山本浩平君) はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) いや、それ分かるのです。分かるのだけどね。結局こういう数字を出し

てくるものだから、ね。だから聞くのだけれどもね。やっぱり、２５年間で６６，０００千円
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ですからね、２５かければ結構な金額１，６００，０００千円ですか、にはなるのだけれども。

単年度だけで言えば１９０，０００千円だから、加藤が言うことと違うじゃないかという理屈

にもなるのだけれども。 

 この数値が出てくるっていうのは何の意味で出してきたのかね。参考のために出してきたの

か。その趣旨が分からないものだから、今聞いているわけ。 

○委員長(山本浩平君) はい、堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） これ、実質ですね、我々としてもですね、過去においては地

方交付税が多く入ってきてですね、黒字のときもあったと。で、今の負担だけをですね、捉え

て、話されればちょっとつらい部分が出てくるのですけど、今までどのぐらい投資したのだと。

で、過去には黒字もあったと。それを分かりやすくするためにですね、平均したら毎年大体６

６，０００千円ぐらい、今年も、１８年度も含めてですね、になりますと。そういう意味合い

なのですよね。 

で、いろいろな、例えば町長のそのいろいろな港について話してくださいって、そういう講

演なんかを頼まれたときですね、町長の方も、今まで平均すれば、大体こんなくらいの負担で

したというようなお話をしています。 

 実質これは、過去に本当に、何回も申し上げますけども、交付税が多く入ってきてですね、

これ毎年もう、交付税が多く入るということはちょっと考えられないのですけども、過去、例

えば２０年間の平均だったら、もっともっとこう、少なくはなっていたのですね。ええ。 

 で、まぁ、あくまでも今までじゃ平均どのくらいかかっていたのだというお話になったとき

には、この数値で説明させてもらうというふうに考えております。 

○委員(加藤正恭君) はい、いいです。 

○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) 分かるんだ。 

○委員長(山本浩平君) はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今の部分でね、私もずっとこの表を見ながらね、これで納

得していいのかなって、よく分からないのですよ。 

 今まで過去、平均したら１年５０，０００千円でね、５０，０００千円の負担でやれてきた

のだという、ずっとそう言われてきたのですよね。今、今年６６，０００千円って、こう上が

っていくわけですよね。これからさらにもっと上がっていくだろうという予想はつくわけでね。 

 で、過去に黒字があったからと。黒字をいつまでも抱えているわけではないと思うのだけど

ね。 

 それで、これから負担していかなきゃならないのは、この２００，０００千円近い金をね、

負担していくということになれば、その２００，０００千円の金というのはね、前に積んであ

った金から持っていくのであればいいけども、その場で単年度で出さなきゃならないとすれば、

町の財政にかなりの負担がかかっていくんじゃないかと。その負担の具合というのは、どうな
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のだろうと。 

 今これだけ金がないと言っている中で、このこれだけの金をずっとつぎ込んでいかなきゃな

らないとなれば、そういう町財政にかかる負担というのはどういうことになるのだろう。 

 だから、一つお聞きしたいのは、これさらに第３商港区をこう作っていくとすれば、これは

ずっと、この負担というのは上がっていきますよね。 

 そうすると、そういう予測というのは、これから単年度で出していかなきゃならない負担と

いうのが、どんなふうになっていくのかということをね、もっと明示してくれないと、我々納

得できないわけですよね。 

 まぁ、前からのあれで、平均すれば安くなるのだけどもっていうのだけども、この苦しい中

で単年度で出していかなきゃならないとすればね、これは大変な仕事だなというふうな気がし

て、それだったらそれなりに、これから先の見通しっていうのをもっとはっきりさせなきゃな

らないだろうし。 

 その辺りね、まずその負担ということから考えたら、その辺りどういうふうに考えたらいい

のかね。私はこの、平均でものを考えていくっていうのは、何かごまかされているなって感じ

がしてしょうがないのですよ。 

 まぁ、事業というのはそういうふうな計算でね、総体的にやっていくものだろうと思うのだ

けども。 

 でもやっぱり、これから１８年度の予算の心配なんかするものだから。だから、そんなふう

に、これでいいのかなというような気がしてしょうがないのだけど、その辺り、いかがなので

すか。 

○委員長(山本浩平君) はい、堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 今のご質問ですけども、別にごまかしてるわけではなくてで

すね。 

○委員（斎藤征信君） いやいや、自分がごまかされているんじゃないかと、意識の中で。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 今までどうだったのと、なればですね、平均したら大体６６，

０００千円ぐらいの持ち出しでしたということで、あと今後ですね、それでいくのかというこ

とになれば、平均してもやっぱり若干こう、増えていくかとは思います。 

 それとですね、今後の見通しについて、確か去年ですね、何年間かお渡しをしてですね、そ

れで町の負担がどのぐらいになるかという、それもある程度こうシミュレーションしたものを

ですね、お渡ししていたかと思いますけども、それ、毎年ちょっと金額がですね、変わります

ので、必ずしもそれが絶対正しい数値ではないのですけども、今予測できる範囲で、去年はそ

れをお示ししたと思います。 

 あと、その中でですね、町全体の予算を見てですね、港湾のこの持ち出しがこのくらいであ

れば、全体事業費の中でやっていけると。そういう今その、新たな財政健全化プログラムの見

直し等やっておりますので、その中である程度、数年先の見通しを立てたプランが、町全体の
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ですね、港湾も含めたプランが出てくるかと思います。 

 あと、これも経済効果になるのですけども、今までですね、ケーソン。非常にそのケーソン

の製作というのは、工事費の中で結構大きなウエイトを占めていたのですね。で、それが室蘭

港で全部今までやっていたと。 

 そして、今後ですね、大半が白老港で作られるということが予想されますので。ですから、

例えば１８年３，２００，０００千円の事業費、ほとんどが白老町に３，２００，０００千円

の事業が展開されると。 

 で、今まででしたら、例えば去年も一昨年も２，３００，０００千円、２，９００，０００

千円のうち、ケーソンの製作というのは明らかにこう、室蘭の方におちていたお金で、そして

１８年度以降はですね、ほとんどこのお金自体が白老町で展開されていくっていう形になるか

と。 

 そして、いろいろな形でですね、経済の波及効果が生まれるということで、前回資料を作っ

てご説明したと思いますけども。 

 約２００，０００千円の負担ですけども、それに２００，０００千円の負担で３，０００，

０００千円以上のですね、事業投資が白老町でなされると。それが安いか高いかということで

すけども、今このですね、非常に厳しい時代に、その３，０００，０００千円っていう事業は

２００，０００千円の投資で展開されるということは、経済的に与えるですね、インパクトは

非常に大きいというふうに、我々は考えております。 

 本当に、資材だけでなくてですね、町外業者が受注した場合には、温泉旅館、民宿それから

アパートを借りるとか、そしてそこで生活する日常生活品やなんかすべてですね、町内で調達

すると。こういうふうに、いろいろな形でこう、地元経済にいい影響を与えていますので、そ

の辺の考え方だと思いますので。以上です。 

○委員長(山本浩平君) はい、ありがとうございます。 

 はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） はい、斎藤です。大体言わんとしていることは分かるような気がする

のだけどね、例えば、交付税の算入率というのは、ずっと大体似たような、あれでくるわけで

すよね。 

 で、こうやって右側の表を見ていても、交付税の算入額も大体こう上がっていってるのだけ

ども、それ以上にこの、単年度で負担しなければならない額というのが、もっと大きくこう増

えていってるわけですよね。 

 そういうことから見ると、この交付税がもっとこういうふうに、どんどん追いついてね、上

がっていってくれればいいような気がするのだけども、どんどんこう、工事費がぐっと上がっ

ていくに従ってね、この交付税も後からゆっくり追いかけてくるような、こういうあれではね、

これ先々もっともっと持ち出さなければならないね。そういう心配というのがあるわけですよ

ね。 
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 で、これからまだまだこう負担が、町の負担というのが、単年度の負担というのが増えてい

くような気がして、これどうしようもないということが一つだね。 

 それから、今経済効果の話をされたのだけども、実際に、今作っている段階でケーソンのあ

の機械が入った。だから、当面してその経済効果が生まれる。作業員がいっぱい入るから、そ

の一時的に町が潤うという計算で、近い先を見てこの経済効果っていうよりは、こういう事業

っていうのはもっと長いスパンで見ていかなかったら、何かこう恐ろしい気がするのですよね。 

 確かに、作った当時は賑わって、何らかの金が落ちるかもしれないけども。私たちが心配す

るのは、もっとずっと先の長い中でのその効果っていうのをね、どんなふうに考えるのか。 

 外国船が来たというから、もっと広まるのかなとは思うけども。それにしてもね、そういう、

私が言いたいのは、そういう長い見通し、これをね、役所が「いや、こういう計画だから」っ

ていうんじゃなくて、町民がそれを納得しているのかということ。ね。 

 やっぱりこれは、最終的に支えるのは町民なわけですから、町民がそれをね、長い将来に渡

って、「よし、分かった」と。「そういう効果があるのであれば、私たち我慢してでもね、出そ

うじゃないか」と。こういうふうにならなければね、やっぱり極めておっかない数字だなとい

う気がしてね、しょうがない。 

 その辺りをね、今度自分でも納得できればね、いいなと思っているのですけどね。 

○委員長(山本浩平君) 完成後の経済効果も含めてということだと思うのですが。いかがでし

ょう。 

 はい、堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） １点、単年度の負担が増えるということですけども、何回も

申し上げますけども、町全体のですね、財政の状況を見ながら、その中でできる範囲で整備を

していくという、基本的な考えがありますので、何と言うのでしょうか、必要以上にですね、

負担をかけて整備するという考えじゃなくて、今の財政の中でやれる範囲でやっていくという

のが基本的な考えでございます。 

 それが１点と、あと、やはりですね、非常にこう、財政上厳しいのですけども、今回外国船

なんかが入ってきてもですね、やはり狭いと。船長が言うにはですね、ちょっと狭いというよ

うな話もあってですね、やはりこれからの船舶の大型化とか、そういう時代の流れからすれば

ですね、やはり大型岸壁を有する第３商港区の整備というのは必要だと。 

 どうしてもこう、今の大きさだったら、中途半端と言ったらちょっと語弊があるのですけど

も、これからの時代に対応していくですね、大水深・岸壁の整備が必要で、そして当然、それ

に伴ってですね、地元企業等で活用すると。それについて企業の基礎体力が付いてくると。そ

ういうことが見込まれますので、非常にこう財政は厳しい状況ですけども、今の支出できる範

囲で整備を進めていくというのが基本的な考えでございます。 

○委員長(山本浩平君) もっと経済効果について、再度ございました。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 例えば日本製紙さんなんかもですね、将来的にはチップ船等、  
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石炭が入港してくるということで、特に言えばですね、ボイラーなんかが重油に頼っている部

分がですね、石炭それから固形燃料ＲＰＦとか、そういったものに変えていきたいということ

で、計画しております。 

 そういうのは、やはりですね、ここの将来的にチップ船等も入ってくればですね、何て言う

のでしょう、かなり物流コストが削減されるので、将来の見通しが立つと言いますか。存続し

ていくうえでもですね、第３商港区の整備をして、チップ船等が入ってこれると。それによっ

て、物流コストが下がることによって、工場としてですね、基盤が整ってくると。こういうこ

とでございます。 

 あと、旭化成さんなんかについてもですね、コエンザイムＱ１０というのをご存知かと思い

ます。そこでもすでに一部ですね、操業しておりまして、将来的には拡張する計画もあるとい

うふうに。 

 そして、以前ですけども、その港の近くでタンクを作るとかですね、そういうことが可能か

どうかと。そういう問い合わせも受けたこともありますし、そしていろいろなですね、やはり

この第３商港区をにらんでと言いますか、見てですね、地元企業はじめ海運会社等ですね、い

ろいろな形で期待している部分があると。こういうことでございます。 

○委員長(山本浩平君) よろしいでしょうか。はい。 

 他に。はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。この表は、僕はこういう表が出るっていうことは極めてい

いと思っています。こういうふうにして出るということがね、町民に理解を増やす最大限の元

だと思います。 

 ただ、平均％で見るというのはですね、これは平均だからそうだって見るっていうだけの話

でね、一番最初の年は３０，０００千円ぐらいしかないわけだから。それを平均％ですれば、

当然下がったり上がったりする４０億の時もあるわけだから。それは当たり前の話ですよ。 

 ただ、私はやっぱり、今現在一般財源をどれだけ出すかというところが、どういうふうに見

るかという問題だと思うのです。 

 だから、町が出している、もちろんこれだって、もう１６・１７・１８だって、直轄事業の

金額は違いますからね。このことをベースになんて、話する気は僕はさらさらないのだよ。な

のだけれども、結果的に、町が出した資料でも２６年までのものを見れば、平均％でも１０９，

０００千円ぐらいですか。１１０，０００千円ぐらい、平均％でなっているのですよ。 

 ということは、もちろんこれには維持管理分は入っていないのでしょうけれども、少なくて

も４０，０００千円ぐらいは年間で、平均％にして、３０，０００千円の分も平均％にしても

上がるっていうことは事実なのさ。この金額が正確かどうかは別にしてだよ。 

 だから、そういう見方をしてやっぱり僕は、物を見ていかなくちゃいけないなと思っている

のです。そうでないと、町民に説明するときね、とにかくその、維持管理分も含めて全部入っ

て４８，０００千円だよというような説明の仕方っていうのは、僕はやっぱり違うと思うので
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す。はっきり言って。 

 当年度分がいくらかっていう話なのだからね。 

 だから、そこら辺は僕ははっきりしておいた方がいいなっていうことが一つ。 

 もう一つね、前にも聞いたのだけど、この交付税算入分の計算の根拠の問題なのだけど、基

準財政需要額から基準財政収入額を引いた金額だっていうふうに、確か前に答弁があったよう

な気がするのだ。で、これは結果的には色付いていないから、正式な根拠で出せるというふう

にはならないっていう理解でいいのですか。この交付税算入分の。計算方式の問題。 

 ここはね、かなり大きい部分なのだよ。だから、それは正確にできるものであれば正確にし

てもらいたいと。基準財政需要額から基準財政収入額を引いた金額だとしたらだよ、他全部バ

ランスとって、総額でいったらこれだけになるのだけど、実際交付税は来ないわけだから。そ

のバランス、本来からいったら引かなきゃだめな部分が出てくるはずなのだけど、そうはなっ

ていないはずなのだよ。この計算様式は。確か。 

○委員（加藤正恭君） 港はね。 

○委員（大渕紀夫君） だから、そういう形でやると、結果として最後になったら、どこかで

必ずその歪が出るのですよね。他の福祉に出るのか、どこに出るのか分からない。必ず出るは

ずなのです。 

 ここから来ているっていう根拠があれば、僕はそれで「あら、はい、分かりました」とこう

なるのだけど、そこら辺はやっぱり、どう考えても無理ですか、それは。算出根拠。財政から

聞いたんだ。確かね。皆さんもいたときだと思うのだけど。 

○委員長(山本浩平君) はい、堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） ちょっとこの交付税ですね、財政の方でこう、いろいろ所管

しているものですから。財政から聞いていると、ちょっとなかなか。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。分かりました。 

 要するに、僕が言いたいのは、港湾でもやっぱりこれを作ったときに、そういう根拠をきち

っとね、聞くべきだろうし、だからといってこういうものを出しちゃいけないとか、そういう

意味では全然ないですから。僕が言っているのは。 

 で、根拠がどこまで明確なのかということは、財政サイドも含めてこれからね、全課がそう

いう視点で物事をやらないとだめだと僕は思っているのですよ。 

 で、この場合一番大切なのは何かというと、交付税算入分というこの分の根拠が、はっきり

しているかどうかということは、すごく大きなウエイトを占めるのですよ。ここで言えばね。 

 だから、そこはそういうふうには伺ってはいたのです。いたのだけれども、別に何も堀江課

長をいじめる気なんて何もないので。そういう意味じゃなくて、そういう根拠をきちっとやっ

ぱりね、知っておくし、調べる必要があるっていうふうに思うのですよ。 

 我々財政に聞いても構いませんけれども。ぜひ一つそこら辺もね、はっきりさせて、その維

持管理費の交付税の算入額、それから事業補正の部分でのね。この部分のその交付税の算定基
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礎。ここら辺はね、はっきりしているときっと思うのです。 

 ただ、普通の交付税の公債費の算入分が、ちょっと明確でないのではないかなと、私は思う

ので、そこら辺も含めてちょっと、調べていただきたい。それの結果で、財政全体をどう分析

するかというふうになると思うのですよね。 

 だから、そこら辺が斎藤議員も言っていましたけれども、大切な部分かなというふうに思い

ますので、その点一つお願い、次まででも結構ですから、お願いしたいと思います。 

 それと、財政部分でもう１点なのですけれども、経済効果と投資額の関係のその、何ていう

の。整合性でないんだな、何て言うんだ。そのバランスっていうかね。考え方っていうのかな。

そこら辺をもうちょっと明確にしてほしいなと思うのですよ。 

 それで、さっき課長が言ったように、私も１回指摘したのだけど、ほら。あそこに収入のあ

る部分のその、算入の仕方なんかも含めてね、もっとすっきりさせた方がいいんじゃないかな

と思うのですよ。 

 そうでないとね、経済効果っていうと、例えば３，３００，０００千円あそこでケーソンを

作ったのが全部経済効果だっていうふうになるのかどうかってこと含めて、そこら辺のね、理

論的な根拠をちゃんとした方がいいかと思うのだけど、どんなものですか。 

○委員長(山本浩平君) はい、堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） はい。まず、経済効果の部分についてはですね、これ昨年の

１２月の委員会で、いろいろこう資料をお出しして、これらの実数、実際地元で使われたお金

ということでございます。 

 それで、申し上げたいのは、ケーソン、フローティングドックというのはこちらに来ること

によってですね、確実に生コン等の資材は、地元から調達されると。今までは、それらの室蘭

港で作られていたのが室蘭の生コン・砂利等を使っていましたので、それは確実にですね、こ

ちらが使われると。 

 そういうことで、経済効果というのは、従来からみたらですね、非常に大きくなるよと。こ

ういうようなお話なのです。 

 それと、あと交付税の関係につきましてはちょっと財政の方とですね、いろいろその仕組み

等を聞いてですね、次の機会辺りにまたご答弁したいと思います。 

 あとはその、歳入の話でいろいろこう複雑でって、前にもそれも指摘しておりました。それ

でですね、ちょっと冒頭申し上げたかと思いますけども、岸壁の使用料が一部こう、人件費に

まわっていたというのがございまして、それはこうなることによって人件費をまかなっている

ことですけども、それ、財政の方にでね、やはりこう、言われるとおり分かりやすくというこ

とで、公債費の償還に何か充てれないかということで交渉してですね、今その方向で予算を作

っているということ、回答を得ましたので、今年からは公債費の償還にまわるはずです。 

 そうなれば、少しでもですね、さっき言いましたように１９１，０００千円が計算上は、こ

の計算もですね、ちょっと大渕議員が言われるように、ちょっといろいろまだ、検討する部分
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があるかもしれませんけども、計算上はこれよりもまだ、岸壁の使用料等を公債費の償還に充

てますので、若干減るというふうになります。 

○委員（大渕紀夫君） はい。もう１点だけ。 

○委員長(山本浩平君) はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。今の話は、了解、分かったということにはならないけど、

説明は分かりました。 

 それで、ちょっと今日の説明でね、すみません、西防波堤１２０．０ｍってこう、曲がって

いる部分。で、これその先にいくらかあるから１５０になるのかいくらになるのか分かりませ

んけど。 

 これ、去年の６月の港湾の基本構想ではね、３７０になっているのだよね。で、もちろんこ

れは、いろいろ事情があったっていうことは我々承知をしております。承知をしているのだけ

ど、こういうことで正式に図面が出て予算が付くっていうことになるのであれば、やっぱりこ

の基本構想をきちっとね、これ構想になっているわけで、これにはちゃんと３７０って書いて

いるのだよね。 

 こういうのはやっぱり変えるとかっていう必要はないのですか。 

○委員長(山本浩平君) はい、堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 端的に言えば、まず第１期分が、全体の構想はですね、言わ

れるとおりお示しした３７０．０ｍです。そしてその、まず取り合えず第１期分と言いますか、

がこういう形で平成２３年度を目途に、まずここまで整備すると。 

 それから次からつぎとこう、展開されていく。 

○委員（大渕紀夫君） 分かった、分かった。そうかそうか。３７０．０ｍ伸びることは同じ

だっていう意味だ。分かった。それは分かった。なるほど。 

○港湾振興Ｇ主査(赤城雅也君) うちの構想ということです。 

○委員長(山本浩平君) はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。３７０．０ｍはあるのだけど、今年はここまでしかやらな

いよという意味だね。 

○委員長(山本浩平君) はい、赤城Ｇリーダー。 

○港湾振興Ｇ主査(赤城雅也君) ２３年度までに、国に採択されたのがその図面です。 

 で、今大渕委員がおっしゃったのが、うちの構想で完成型を表しています。それまでの一部

が国に認められたということです。そういうことです。 

○委員（大渕紀夫君） なるほど。はい。 

○委員長(山本浩平君) 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。ということは、だから結果としては３７０．０ｍ出るとい

う認識でいいんでしょう。そういう意味でいいのですね。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） はい。 
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○委員（大渕紀夫君） もう一つね、例えばこれを読みますと、経済効果を含めて出ています

よね。で、いいとか悪いとかじゃなくて、例えば今回自衛隊の弾薬上がるということになりま

した。で、それはそれでまぁ、そういうことで２月に上がるということなのだけども。 

 例えばそういう中でこの、基本構想の中に載っていない部分を変えていく、そういう意味で

変えると。予想していなかったものが上がるわけですから。そういう基本構想の見直しなんか

っていうことは、必要ないものなのか。また、考える必要があるんじゃないかと。 

 私は、この港っていうのは総合的にこの構想が作られていなくちゃいけないものだと思いま

す。ですから、そういうことで言うと、これに全く載っていないものが出るということは、そ

ういう形での見直しっていうのは必要ないものなのですか。 

○委員長(山本浩平君) はい、堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 構想そのものが、港の港形を変えるとかですね、そういう大

きなものでしたら、構想自体をまた改定していかなきゃならないですけども、取り扱い貨物の

種類がですね、一部ちょっと、構想の中で見ていないものがあったとしても、構想全体を変え

るということにはならないです。はい。 

 あくまでも、取り扱い貨物の一つというふうに我々は捉えていますので。はい。 

○委員長(山本浩平君) はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） いや、分かりました。それはそれで結構なのですけど、ただ、私が言

いたいのは、そういう将来的なその、港の構想ということですから、それがある意味で言えば

港の関係で言えば幅が広がるっていうことは、プラスの作用にもなるというふうにも、全部じ

ゃないよ。にも考えられますよね。 

 当然ここで言っているこの中には、将来の物流の状況まで書かれているわけですから。そう

いうものが変化していく、まして国との関係でそうなっていくとしたならば、そういうものは

盛られた方が有利なものであれば、盛るっていうことだってあるだろうし、議論する必要があ

るのであれば議論する必要もあるでしょうし。 

 私が言っているのは、そういうことがやっぱり何ていうの、なるべくオープンでこう、やら

れていくっていう方がね、うんといいんじゃないのかな、町民理解を得るっていうことで言え

ば。 

 だから、町民がどう思うか。それは我々議会だから、将来の白老のことも含めて考えながら、

しかし町民とのコンセンサスをどこでとるかということだと思うのですよね。 

 で、知った方が知ってもいいっていうことは、どんどんどんどん僕は情報開示してもいいん

じゃないかっていう、そういうような視点から物を申しているのだけど、そういうことで言っ

たらどんなものですか。 

○委員長(山本浩平君) はい、堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） おっしゃることは十分分かってですね、そういう意味からも

して、町長の行政報告の中でもご説明しているのですけども。 
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 貨物量という数値で考えればですね、本当にごくわずかな貨物なのですね。今回も５００ｔ

未満の船で運んでくるということで、どう最大見たって５００ｔにも満たないなっていうふう

に、量ですから。 

 ですから、あまりにも数値が小さくてですね、この中にあえてこう、載せれるようなもので

もないと。 

 ただ、おっしゃるとおり、これは行政報告でも申し上げていますし、マスコミ等に一度発表

させていただきましたけれども、町民に不安を与えないと。そして、それには安全性がもう確

実に担保されていると。そういう意味合いからもですね、情報を提供して、可能な限り情報を

提供して、進めていきたいというふうに考えていますけど。 

 ただ、我々としてもですね、お客さんから分かりやすく言えば、これについては話さないで

もらいたいと。要するに、お客さんからの守秘義務というのがありますので、それについては

ですね、お客さんの立場に立てば、一部お話できない部分もありますけども、可能な限りは情

報を公開してですね、町民の皆さんに不安を与えないという形で進めていきたいと。そういう

ふうに考えております。 

○委員長(大渕紀夫君) はい。 

○委員長(山本浩平君) はい。他。ございませんでしょうか。 

 ございませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) はい。では、暫時休憩いたします。 

 これで、港湾課の方は退席をお願いいたします。 

休憩 午前１１時０３分 

 

                再開 午前１１時１４分 

○委員長(山本浩平君) 休憩を閉じまして、委員会を再開いたします。 

 本日の特別委員会の調査につきまして、白老町議会会議規則第４７条の規定による、中間報

告を行うかどうかについて、お諮りいたします。いかがでございましょうか。 

 はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) 加藤ですが、今回のあれは予算上は何か出るのでしょう、当然。 

○委員長(山本浩平君) はい、事務局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) 先ほど、堀江課長が申し上げましたとおり、一応国の確定は３月

下旬でなければ決まらないということでありますけど、その負担金部分の部分は５４３，００

０千円、これで計上するというお話をされています。 

○委員長(山本浩平君) はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) そうですね。それからいくと、中間報告になるのかな。ということにな

れば。その辺りどうします。 
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○委員長(山本浩平君) 事務局長。 

○事務局長(上坊寺博之君) 基本的には、特別委員会は閉めていませんから、内容を報告する

ということになれば中間報告になるのですよ。 

 で、ちょっと参考までですが、今回予算の関連になりますので、最終日ということにはなら

ないのですよ。 

 で、３日の冒頭で予算説明、予算関連議案の説明がされる前に、報告しなければならないか

なと思います。 

○委員長(山本浩平君) はい、加藤委員。 

○委員(加藤正恭君) いや、加藤ですが、中間報告をすべきだと思いますね。 

○委員長(山本浩平君) 中間報告すべきと。はい。他の委員の皆さまは。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) それでは、中間報告を行うということで決定いたします。 

 所管事務調査のまとめを行いたいと思いますが、委員会の皆さまから、まとめについてのご

意見を伺います。意見のある方、どうぞ。 

 はい、大渕委員。 

○委員長(大渕紀夫君) 大渕ですけどね、中間報告すると決まったからあれだけど、事実関係

だけを、淡々と事実関係だけを報告すると。意見って言ったって、意見のしようがあるならそ

うなのですけどね。 

 それで僕はいいと思うけどね。 

○委員長(山本浩平君) 事実関係の説明と。はい。 

 他に、ございますでしょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) はい。なければ、中間報告の作成につきましてはですね、正副委員長

にご一任願いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長(山本浩平君) はい。ありがとうございます。 

 それではそのように、取り扱いいたします。 

 

    ◎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。本日はどうもありがとうございました。 

（午前１１時１８分） 


