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      ○開会の宣告 

○委員長（山本浩平君） 皆様、ご苦労様でございます。これより、白老港整備促進特別委員会を

開会いたします。 

                                           

○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。 

本日の日程についての説明がございますけれども、その前にですね、本日２時からまた別の予定

が議会として入っておりますので、おおむね 1 時 40 分ないし、45 分ぐらいに会議を終了させてい

ただければ大変ありがたいと思いますので、ご協力のほどお願い申し上げます。それでは、委員会

の日程について、事務局から説明をいたします。 

○事務局主幹（中村英二君） 皆さん、ご苦労様です。本日の委員会につきましては、平成19 年度

白老港事業予算の概要について及び白老港の臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例の

改正についての調査２件を予定しております。以上です。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。これより、調査を行ないます。それでは、資料

に基づきまして執行部からご説明をいただきますが、時間の都合上ですね、調査事項（１）、（２）

両方ともに説明をいただいて、皆様からの質疑を承りたいと考えております。それでは、執行部か

ら説明をお願いいたします。堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） まず、大変お忙しい中、委員会を開催していただきましてありがと

うございます。本日の調査事項は２点でございます。 

時間がないということで取り急ぎ説明したいと思いますが。１点目は平成19 年度白老港事業予算

の概要についてであります。 

２点目は白老港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例の改正についてでありま

す。 

 それでは１点目の平成19 年度事業予算について、担当主幹の方からご説明申し上げます。 

○委員長（山本浩平君） 岩崎主幹。 

○港湾課主幹（岩崎勉君） 平成 19 年度の港湾事業の概要について説明いたします。第３商港区が

本格的に着手いたしました平成 18 年度は、総事業費で約 37 億円、町負担金で 7 億 400 万円ほどで

事業を行なっております。平成 19 年度は、平成 18 年度より事業費を落としまして、総事業費とし

て約 24 億 4,000 万ほど、町負担金としては４億 4,000 万で要求を上げております。この一部につき

ましては、国庫債務負担行為、ゼロ国として早期に事業を実施する予定になっております。ゼロ国

の総事業費としては10 億円、町負担金としては1 億5,000 万くらいで今のところ予定しております。 

 次のページで内容を説明しますと、一応、黄 色い部分が平成18 年度で実施したところでございま

す。赤色の部分が平成 19 年度に施工をお願いしているところであります。黄色い部分につきまして
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は一応ですね、ちょっと図面で説明しますけども、この部分の防波堤のところをケーソンで 120ｍ

実施しております。護岸のところを160ｍほど 18 年度で実施しております。それとこれが港湾関連

用地ということで12ｍほど実施しております。19 年度におきましては、ここの120ｍにあと 20ｍほ

どケーソンを１個置くと。護岸についてはだいたい 180ｍほど実施する予定になっています。港湾

用地については 19 年度でだいたいケーソンは全部終了すると。それで、11ｍ岸壁がだいたい 60ｍ

ほど施行するという形の予定になっております。以上で簡単ですが説明を終了させていただきます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） それでは２点目のですね、白老港の臨港地区内の分区における構築

物の規制に関する条例の一部改正について、ご説明いたします。 

３ページをお開きいただきたいと思います。ご承知のようにですね、臨港地区内、それぞれ漁港

区と商港区と２つに分かれておりますが、それぞれの港区で建設できる構築物というのが条例で規

定されております。今回、調査していただく事項につきましては商港区の構築物の規制についてで

す。この背景にありますのは、何回か今までご説明しておりますけども、町で誘致した企業さんの

食用タンクの建設に絡んで条例とちょっと整合性を取りたいということで今回提案させていただい

ております。 

 ４ページをちょっとお開きいただきたいと思います。次のページです。別表第１と上の方に書い

ておりますけども、別表第１商港区の区域内に建設してはならない構築物。次の各号に掲げる構築

物以外のものということで、ちょっとわかりづらいのですけど、１から５号までが商港区で建設可

能な建物ということになっております。それで例外としてですね、（１）の括弧書きの中、（１）法

第２条第５項第２号から第 10 号の２まで及び第 12 号に掲げる港湾施設（危険物置場、貯油施設及

びセメントサイロを除く）となっておりますので、今、申し上げました３つについては建設できな

いということになっております。この法第２条から第５号云々につきましては、今日、港湾法の写

しを配布しておりますので、この説明は時間がないということで省略させていただきます。 

 それで、この３つの中の貯油施設ですが、この貯油施設とは何かとなりますと、これはほとんど

全ての油をさすということで原油、重油、灯油、軽油、それから、私たちが口にする動植物油まで

含まれるというふうに解釈されます。しかし、同じ油でもでですね、動植物油につきましては平成

13 年度、14 年度の消防法及び危険物の規制に関する制令等の改正で危険物から除外されて、比較的

危険性の少ない指定可燃物扱いということになっております。したがいましてですね、この条例で

は商港区内で危険物関係の構築物の建設を規制することを目的としておりますので、動植物油につ

いては今、申し上げましたとおり、指定可燃物ということで比較的危険が少ないというものになっ

ております。したがいまして、動植物油を貯蔵する施設については規制の対象から除外しても、こ

の条例の主旨には反しないというふうに判断してですね、今回この改正を提案させていただいてお

ります。これにつきましてはですね、白老町の地方港湾審議会で議論をいただきました。最終的に

は承認を得た形になっております。あと、参考までに申しますと、この条例では貯油施設そのもの

は単独では建設できないのですけども、さっき見た別表１の１から５まで書いている中で、例えば

旅館とかホテルとかというものが建設できます。じゃあ、これに伴うボイラーですとか暖房用の油
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を貯蔵する施設、当然これは重油とか灯油とか危険物になるのですけど、これらについては建てら

れる、作れるという解釈になります。 

 続きまして、次のページの図面で簡単にご説明いたします。これが現在の白老港の分区を色分け

した図面でございます。黄色い部分が漁港区、それから、緑色の部分が商港区という形になってお

ります。次のページをちょっとお開きいただきたいと思います。真ん中に赤く塗りつぶしていると

ころ、これが今回進出する企業の購入予定箇所になっておりまして、さっきの色分けで見たら緑色

の商港区に該当いたしまして、今のままでは貯油施設というのは建てられないということですが、

今回はそういう形で改正したいということで提案させていただいております。これはですね、単価

につきましては財産管理委員会で説明して承認をいただきましたけど、１㎡あたり 9,700 円という

ことで、設定した価格が12,400 円で 2,700 円ほど値引きした値段で売ることにいたしました。面積

としては7,492.16 ㎡ございます。金額にして、約7,267 万円でございます。 

 次のページをちょっとお開きいただきたいと思います。これは前にもちょっと説明しております

けども、来週ですね、このエスワイさんと詳細の打ち合わせを行ないますが、今までに聞いている

話では、これは第２商港区だけを拡大したところで上の方に船の絵を描いておりますが、イメージ

として油を積んだ船が入ってきて、パイプラインで結んで、この赤く塗ったところに食用油のタン

クを建設すると。油の種類ですけど、大豆・菜種・パーム油ということで、全て食用油ということ

で聞いております。ここでちょっと訂正していただきたいのですけども、売却面積が7,493.91 とな

っておりますが、正確な面積は7,492.16 ㎡でございます。そういうことで訂正いただきたいと思い

ます。土地を買って、施設を作るのはキューピーグループの不動産を管理している会社で、株式会

社菫花というところが土地売買の契約の相手方になりまして、できた施設については、これも同じ

くキューピーグループの会社でありますエスワイプロモーションという会社で施設を利用して事業

を展開していくということです。どういう事業概要になりますかと言いますと、食用油を専用船で

関東方面、これはいろいろあるようですけども、聞くところによると千葉ですとか鹿島ですとかそ

ういったところらしいのですが、海上輸送して、白老港に建設されるタンクに備蓄します。そこか

らタンクローリー車で全道各地へ配送する予定になっております。扱う油と言いますのは、大豆・

菜種・パームということで全て引火点が 250℃以上で危険物ではないと、指定可燃物という扱いに

なっている油でございます。海上輸送につきましては、今のところ 299 から 499 トンぐらいに船で

月１回程度油を運んでくるということで聞いております。だいたい概略としては以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） ありがとうございます。ただ今、説明がありましたが、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） ２点お聞きしたのだけども。事業予算の概要でね、（１）の問題。管理者負

担金 4 億 4,350 万、こういう数字が出ているのだけれども。聞くのは、交付税措置の問題なのだけ

ども。港湾関係ではだいたい 68％程度交付税措置されるというふうに聞いているのですけれども、

この予算については、概要についての４億 4,300 万のうちですね、交付税措置されるのは何％であ

るのか。今の時点でわかっていたら教えていただきたい。 

 それから、（２）の方でですね。今、商港区だという説明を受けて、商港区のうちのところにエス
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ワイプロモーションに売るのだという赤印。それで、臨港道路 13 号線が真ん中に通っていますね。

これの上の方は当然駄目なのだろうけど、この下の方は将来、この赤の前後、横、この辺はどこま

で、将来、企業誘致した場合に分譲できるのか。商港区のうちでですよ。それをちょっと教えてい

ただきたいと思います。以上です。 

○委員長（山本浩平君） 以上２点について、お答えお願いします。岩崎主幹。 

○港湾課主幹（岩崎勉君） １問目の交付税のことについてなのですけども、今現在のところです

ね、財政課との調整中で今のところ、ちょっといくらになるかということははじいてはおりません。

だいたい同じくらいではないかなということは伺っております。 

○委員（加藤正恭君） 同じくらいと見ていいですか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） ちょっと補足でお話します。詳しくはちょっと財政の方から聞いて

いないのでそのとおりなのですけども。交付税、これは今までずっと事業をやってきたものに対し

ては結構高い比率ですけども、今後のものについてはですね、たぶん50％ぐらいということで前に

財政当局から伺っていたことを記憶しております。ただ、19 年度予算に来るのは、今まで建設して

きて、その公債費に対して交付税措置されておりますので高い比率のものもあるし、直近のものは

50％ぐらいのものもあるということで、それがトータルしたらどのくらいになるかというのはちょ

っと詳しくはまだ財政でも計算はしていないのかなと思います。ただ、予測としては、去年の６月

ぐらいに配付させていただいた資料でですね、予測した交付税の値をお知らせしていたと思います。 

 それと２点目ですけども、ちょっと図面でご説明しますと、わかりやすく言えば、黄色く塗った

部分が全部分譲可能なところで、今の赤色のところはもう売れて、それ以外のところは全て。 

○委員（加藤正恭君） 将来売れる。可能なのですね。 

○水産港湾課長（堀江寛君） はい。 

○委員（加藤正恭君） 道路から上は駄目だよとこういうことでしょ。 

○水産港湾課長（堀江寛君） グレーの部分は国有地ということで売れる土地ではございません。 

○委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 交付税の措置の問題なのだけど。港湾施設と言っても、いろいろなものが

あるからね。だから、一概に何％ですよと言えないと思うので。我々、頭では港湾関係ではだいた

い 68％というふうな数値で頭に入れているのですけどね。港の場合と、それから、いろいろ施設だ

とか、それから、背後地だとか、会計が３つありますよね。ですから、少しずつ違うのかもしれな

いのだけど。港湾が50％ではなくて、もう少し多いと思うのだけど。年々下がるのですか。横ばい

になるのか。白老港というのは関連がずっとありますよね、過去から、これから、将来にわたって。

その時、その時によって、交付税措置が上がったり下がったり、上がることはないのでしょうけど、

下がりっぱなしになって行くということは、例えばですよ、下がるということは町の負担もそれだ

け多くなっていくということなのですね。ですから、できるだけ横ばいか、上げてもらうような努

力をしなければ駄目だと思うのだけれども。その辺りは、見通しとしては、これから白老港湾とい

うのはずっとまだ続くと思うのですけどね、それが 20 年度になったら下がる、21 年度になったら
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上がるとかってそういうものではないと僕は思うのだけど。一貫性を持ったものではないかという

気がしているのだけど、その辺りはどういう見通しになっているのですか。その辺り、どうですか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） 交付税は港だけに限らず全般的に減らされてきているということで、

確か今後についてはもう、だいたい半分程度ということで見るということを財政の方から聞いてお

ります。ただ、さっき言いましたように、今まで建設してきた分、過年度にやってきた部分に対し

ても交付税が毎年来ますので、それらはかなり高い。トータルすれば、委員がおっしゃるような比

率ぐらいになるのかもしれないのですけども、今後についてはだいたい50％ぐらいで見ておいた方

が安全ということで聞いております。そして、実際やはり、そのぐらいの数字になるだろうという

ことで聞いております。 

○委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） もう少しね。僕の言わんとするのは、その年度、その年度で負担率が上が

ったり下がったりというのはおかしいのではないかということなのですよ。白老港というものはも

う一つの流れで来ているわけですからね。ですから、毎年30 億前後の予算がつく、そして、構築さ

れていくのだけれども、白老町にしても負担というものがあるから、それが下がる一方であっては

困るのですよね。そうしないと、毎年の単年度予算ですから地方自治体は。そうだとすれば、その

度に下がっていくではね、町も困って、例えば５年スパンで考えた場合でも、見通しが立たなくな

ってくるような気がしてならないのですよ。ですから、当初50％なら50％でもいいです。55％なら

55％でもいいのだけれども、そういうことをきちんとした約束事でずっとやって行かなければ、時

には景気が悪ければ40％に下がるよとかと言われたのではね、白老町自体のプランもね、財政課と

しては困るのではないかと思うものだから。その辺り一貫性を持ってきちんとしたものでなければ

僕はならないと思うのだけれども、その辺りを港湾課に聞いても仕方のない問題なのかな。その辺

り、考え方としてはどうなのですか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） 私のわかる範囲でお答えしますけども。交付税の措置率が毎年上が

ったり下がったりというふうではなくて、近年は確か50％ぐらいでと。過去においてはですね、非

常に高い充当率があったということで聞いております。充当率が毎年上がったり下がったりという

ことではなくて、今は、さっきおっしゃったように、だいたい50％ぐらいが措置されるということ

で。ただ、その交付税の額ですね、額については、わかりやすくご説明いたしますと、15 年、16

年、17 年とか過去にやった工事の起債はもう今、返しているわけですから、それに対して交付税措

置されると。それらは50％ではなくて、その時はもうちょっと高い比率、それがさっき委員おっし

ゃったような60 何％になっていたのかもしれないですけど。仕組みとしてはですね、そういう仕組

みになっていて、毎年、率が上がったり下がったりということではないということですね。率と額

の違いです。 

○委員長（山本浩平君） 加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） しつこいようだけどね。僕の言わんとするのは、結局、白老町の港湾とい
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うのが第３商港区認可されましたよと。それにはこれだけの 200 億とか 250 億のお金がかかります

よと。だから、それに対しては年賦でやるわけですよ、事業をね。ですから、それはそれでいいの

だけれども、管理者負担というのはどうしても発生するから、だから、その率というものは一定の

ものでなければならないと。白老町としても今後、これからずっと計画を立てて行くでしょ、財政

的にですよ。そうした場合に、50％だって今あやふやなのでしょ、50％程度でしょうというのでは

まずいのでね。50％なら51％なら 51％でずっと行くのですよと。額ではなくて率ですよ。それをき

ちんとしたものにしなければ、財政としては困るのではないですかとこういうことを私、今、心配

でしつこく聞くのですよ。わかりますか。その辺りなのですよ。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） 50％があいまいな言い方をしていますが、ちょっと私はそちらの方

を直接担当していなくてですね、聞いている話で、その数字が間違いなければ50％交付税措置とい

うことになります。それで、それがですね、制度が変わらない限りはずっと続いていくと思います

し、ここ10 年ぐらいの工事費とそれに対する管理者の負担金、そして、それに対する交付税措置と

いうものを大まかにお示しした資料が確か去年ちょっとお渡ししていたかと思いますけども。今、

大渕委員が見ておられます、これはちょっと古いものみたいですけども、去年お渡ししたものがあ

ります。ただですね、今、新しい財政健全化プログラムを作っておりますので、それに合わせて港

湾もこれから10 年ぐらい負担金がどういうふうになるのかと。それに対して交付税措置がどうなる

のかというシミュレーションは、今後ちょっと作ってお示ししたいとは思っております。 

○委員長（山本浩平君） 他に。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 国の考え方、姿勢の問題なのだけども。私の記憶によれば、第３商港区が

採択になったから全体の計画の中で、年度年度でこういうふうに予算が決まっていくのではなくて、

１年ごとの計画でね、それが決定されていくと。だから、予定どおりに進むか、進まないかはその

時の経済状態にもよる。本当に１年ごとに計画を出して、それが必要かどうなのか。該当するかど

うかということを決定しながら、予算が決まっていくというような考え方でいくと、本当にいつい

つまでに完成するとかね、そういう計画というのがなかなかできないような気がするのだけども。

今、ここが進んでいるのは計画にのっとって進んできているのかね。あるいは、これがさらに難し

い状況になるのか。今のように交付税率が下がってくれば、やはり地方自治体の状況もあるから伸

ばして行くとか、そういうような関係というのは生まれてくるような気もするのですよね。そいう

ことから考えると、国の姿勢というのは今どういう状況にあるのかね。やっぱり、前に話をしてい

た１年ごとの計画で、その時の状況で進むのかどうなのか。その辺りはどんなふうにお考えなので

すか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） 白老港はご承知のように管理者が白老町で、ここ何年間の計画とい

うのは町の方で立てております。予算についてはですね、白老港につきましては結構実績がある、

貨物の取扱量も地方港湾では全道２位ということで、実績があるということで、ほぼ、うちの要求

した額は認めてもらえる傾向にあります。ただ、今まで何回か申していますのは、計画は持って、
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去年もここ10 年ぐらいの事業費や何かをお示ししていますけども、やはり町の財政を見ながら整備

を進めるということで、確か去年お渡しした資料からは、19 年度予算というのはちょっと下げた形

で今回予算組みしています。それは国の予算に左右されたのではなくて、町の方で予算の状況を見

て事業規模を少し落としたということでございます。 

○委員長（山本浩平君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 町が計画したものが認められていくということは、実績があって大丈夫と

いうことで満度に認められていく何とかとそういう方向というのはあるのだけども。じゃあ実績が

下がってくれば国が認めないとかそういうようなことというのは起こりうるのですか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） 貨物の実績が極端に減れば、なかなか、やはり効果のないところに

予算はあまりついていかなくなるのかなとは思います。 

○委員長（山本浩平君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） わかりました。そうすると、国の状況もあり、それから、町の経済状況も

あり、その両方が絡み合って建設年度というのが決定されていくとこういうような形に、一応の目

途はありますけどね、そういう動きはこれからも起こるのだというふうに押さえてよろしいですね。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） そういう場合もあります。基本的にはですね、完成年度というのは

町の方でだいたい、その方向を目指して整備を進めて予算要求をしていくと。それが例えばで申し

上げれば、全く貨物が去年から見たら３分の１以下になってしまったと。予算をつけても、この港

はあまり使われないのではないかとそういう判断をされれば、予算や何かは町の計画どおりにはつ

かない形になりますけども、そうでなければですね、何とか町の計画どおりについていくのではな

いかというふうに思っております。 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 一つはね、18 年度の７億 4,000 万と、それから、今年の４億 4,350 万です

か、これの起債と町単費の額はわかりますか。 

○委員長（山本浩平君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） 18 年度は町負担金 100％起債です。それから、19 年度の予算組みも

町の負担額は100％起債で見ています。 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） そうなると、ちょっと去年で出したものは持って来ていないのだけど、と

りあえず 19 年度までのシミュレーションというか、これを同じような計画は出せますよね。まず、

一つそれを出してほしいと。これはすぐ出ると思うのですけど。それ以降の分につきましてはね、

当然、財政改革プログラムとの整合性を取らなくてはいけないということだから、すぐは出ないか

もしれないけれども、なるべく早くそれを一つ出していただきたいのです。なぜかと言うとですね、

これとそんなにたぶん変わっていなかったと思うのだけど、やっぱりでこぼこ出てきているのです

よね。ですから、そこをきちんと一つ見ておきたいということもあるので、それを一つお願いした



 ９ 

いということ。 

 それと、この間も言ったのだけど、ここの特別委員会でも結構ですから、今日は時間がないです

けどね、今日の道新だったかな、昨年度に比べると今年度が１月で約倍ぐらいですか、貨物の取扱

量、砂がすごく増えていて中国の砂が入ってこないというような報道をされていましたよね。そう

いうことを含めて、あそこの港の将来の貨物の取扱量のもうちょっと詳しい、きちんとした勉強会

そういうことを。少なくても特別委員会が今の状況で行くと10 月まではあるのですよ、期間が。で

すから、我々もそういうことをきちんと聞くと。例えば貨物でね、砂がどうなっていて。例えば、

中国の砂が止まるというのは、僕はちょっと認識していなかったです、わからなかったのだけど。

そういう状況があれば当然、今、東京に砂が集まる状況ですから、ここはかなり、逆に言うと有利

な状況になるのではないかと僕は思う。そういうことが間違っているのか、あっているのか、さっ

ぱりわからないと。何度も言っているのだけど、予算の時にだけこういう議論するのではなくてね、

そういうことをここで議論して、もうちょっと資料も出してもらって、我々があの港があることに

よってどういう状況になっているのかということをもっと認識すべきだと思うのですよ。そういう

ことをやらなかったら特別委員会の意味がないと私は思っています。ですから、今、２月ですから

ね、少なくても３月だとか４月だとか、月１回なり２回なりのそういうものをもってですね、状況

分析をもうちょっと我々の認識の精度を高めるというようなことをしたいのですけど、それには対

応できますか。 

○委員長（山本浩平君） ２点について、お答え願います。堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） 今のお話ですけども、それに対して私たちも厳しい財政の中で比較

的大きな予算規模で事業をやるわけですから、きちんと説明しながらやっていきたいという基本的

な考えは持っております。ただ、いかんせん４、５年前から見たら、２人ぐらい人が港湾も減って

おりますので、限られた体制の中でいろいろと、第３商港区も着工しまして、また、新しい企業さ

んも来ると、いろいろとちょっと今、大変な時期ですけども時間さえいただければでですね、そう

いう部分には十分対応して行きたいというふうには思っています。 

○委員長（山本浩平君） 大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） わかりました。町長も言っていますようにね、病院の問題でも何でもそう

なのですけども、今、病院の予算というのは極めて高額な予算です、白老町の予算で見ると。それ

がやっぱり町民や議会の中でどれだけきちんと認識されているかということが問題なのですよ。で

すから、私が言いたいのは、そこは町長も再三、病院の問題等々で言っていますようにね、それを

きちんと徹底的に議論をして、そして、わかるような、町民にもきちんと説明できるような、何か

日本製紙が使うからいいよというような認識になっていますよ、実際に町は。これは事実です。そ

れで本当に白老町が将来的に生き残っていけるのかどうかと、議会というのはそういうことを議論

しなければいけない場ですから。私はね、こういう少なくても去年７億、今年４億と言ったらダン

トツですよ、これは。病院の赤字が２億 8,000 万とは言ったってね、金額的にはすごく大きいので

すから。そういう議論をですね、私はこの港湾の特別委員会できちんとすべきだというふうに思っ

ているのです。そういう視点から聞いていますから、そういう形で財政改革プログラムとの整合性、
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町民の要望との乖離の問題、こういうところも含めて特別委員会できちんと議論をしていただくよ

うな方向で一つやっていただきたいというふうに思いますのでその点よろしくお願いします。 

○委員長（山本浩平君） 今の点を踏まえてですね、まだ 10 月まで特別委員会はございますので、

港の状況分析など、あるいは財政改革プログラムの整合性等々ですね、この調査特別委員会で調査・

研究をするということに関しましては皆さんよろしいでしょうか。テーマをある程度こちらの方で

考えて、港湾課の方に質問をぶつけるというような内容になると思いますけども。やって行きたい

というふうに考えていますが、皆さん、異論はございませんか。 

［「異議なし」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、他に質疑のございます方。 

 無ければ、私が１点だけお尋ねしたい。もう時間もない中で恐縮なので簡単にお話しますけども。

この（２）の問題なのですけどね。企業誘致が本当にようやく一つ、臨港地区にできて本当に素晴

らしいことだというふうに思うのですけれども。これはたぶん難しいのかなというふうにも思いま

すが、この条例の改正を一回一回しなければならない状況ではなくて、ある程度規制を緩和した中

でできないものなのかなというふうにちょっと考えたのです。単純な考えなのですけども。何か来

ることによって、これは適合しないから、また再度、条例を変えなければならないとか何とかでは

なくてですね。その辺をうまくできないものなのか。規制をもっと緩和できないのかなというふう

に考えるのですけど、その辺についていかがでしょうか。堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） おっしゃることは十分理解できます。実は、この条例改正にあたっ

てですね、港湾グループが私を含めて十分議論をしてですね、おっしゃるとおり、その都度やるの

ではなくて、もっと幅を広げてですね、例えば貯油施設を全部取ってしまおうかとそういう議論も

しました。というのは、おそらく貯油施設というのは、もっともっと規模の大きい、例えば石油コ

ンビナートとかそういうものを指しているのではないかと。物理的に見てですね、あの第２商港区

でそういうものを作るのは物理的に不可能ですから、外しても実害がないという議論もあってです

ね、外そうかと意見ですとか、もしくはもっと広げて、動植物油を除くではなくて指定可燃物を除

くとそういう形にしようかと、いろいろ議論をしたのですけども、今のこの条例を決めた、やはり

経緯というのがあってですね、やはり漁港区、それから商港区ということでむやみやたらに危険物

その類のものは建てないのだとそういうことでずっと来ていてですね、それを一部緩和するわけで

すから、やはり的をしぼって今回はやろうということでこういう形で提案させていただいたのです

けども。これが、また、またということになればですね、場合によっては、ひょっとして、もう商

港区ではなくて工業港区に変えるとかですね、そういう発想もしていかなければならないのかなと

いうふうには捉えております。それで、だいたいの分は商港区の中で対応できるはずですので、当

面こういう形で改正させていただいてですね。おっしゃっていることは理解できますので、それに

ついては今後の一応、検討課題と言いますか、そういう形で考えていきたいなというふうに思って

おります。 

○委員長（山本浩平君） 私が申し上げたいことは、やはりポートセールスとかがやりやすい状況
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の中で支障のない部分についてはある程度緩和していくことがベターかなというふうに考えますの

で、検討のほどを今後よろしくお願いしたいと思います。 

 皆さん、他にございませんでしょうか。 

 なおですね、この調査事項について、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。大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 予算に出てくるのですよね。それで、これだけですから、何か金額以外の

ことがあるのであればしてもいいと思うのですけどね。国の予算がこういう状況ですよということ

であれば、私は予算書に出てくるわけですから中間報告する必要はないというふうに思います。そ

れは私個人の意見です。 

○委員長（山本浩平君） 他にいかがでしょうか。それでは、中間報告を行なわないということで

よろしいでしょうか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（山本浩平君） それでは、そのように取扱うことにいたします。 

                                           

    ○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。

どうもありがとうございました。 

 

（閉会 午後１時４８分） 


