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平成１９年白老港整備促進特別委員会会議録 

 
平成１９年 ６月 ６日（水曜日）  

  開 会   午前１０時０１分  

  閉 会   午後 ０時０２分  

 

○所管事務調査 

 ・調査事項 白老港臨港地区の分区について  

 

 

○出席委員（８名）  

 委員長     山 本 浩 平 君     副委員長    熊 谷 雅 史 君 

 委 員     氏 家 裕 治 君             斎 藤 征 信 君 

         大 渕 紀 夫 君             中 出   正 君 

加 藤 正 恭 君     議  長    堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（０名） 

       

○説明の為出席した者の職氏名  

水産港湾課長  堀 江   寛 君    主   幹   岩 崎   勉 君 

主    査  浦 木   学 君    主   査   舛 田 紀 和 君 

主    任  鵜 沢 友 寿 君 

 

○職務の為出席した事務局の職氏名  

事 務 局 主 幹  森   隆 治 君    臨 時 職 員   松 本 美 紀 君 
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◎開会の宣言 
○委員長（山本浩平君） 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異議ありませんか。  

［「異議なし」と呼ぶ声あり］ 

○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。  

 

◎所管事務調査 
○委員長（山本浩平君）  本日の予定でございますけれども、前半の１時間は、この第１委員会室

におきまして、皆さんと協議をいたします。後半の１時間、約 11 時からは沿岸から第３商港区を

見学するという、視察するというような予定になっております。ただ、開発建設部の船がこちらの

ほうへ向かってくる状況でございますけれども、場合によっては濃霧により引き返す場合もありう

るということでございますので、それは逐次港湾課のほうへ情報が入るということになっておりま

すので、一応そのような日程で進めたいと思いますので、皆様方のご協力を賜りたいと存じます。 

それでは、委員会の日程につきまして、事務局から説明をいたします。  

○事務局主幹（森 隆治君）  皆さんご苦労様でございます。本日の委員会は、白老港臨港地区の

分区について、事前に担当課より配布されております資料、そして、今日追加資料と言うことで、

それに基づきまして説明を受けることになっております。  

 先ほど、委員長もお話ししましたように、その後現地調査ということになっております。そうい

う予定をしておりますのでよろしくお願いしたいと思います。以上です。  

○委員長（山本浩平君） それでは、早速調査を行います。資料に基づきまして、執行部からの説

明をお願いいたします。一括にての説明で進めてください。お願いいたします。  

 はい、堀江水産港湾課長。 

○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。本日の調査事項についてご説明をいたします。座ったままで説明をさせていただきます。 

 １点目が白老港臨港地区の分区についてということで、２点目のその他として、（株）エスワイ

プロモーションの建設の概要がある程度分かりましたので、それについてのお話と平成 18 年の貨

物量取りまとめ、速報値となりますが全道の順位などもわかりましたので、ご報告申し上げたいと

思います。 

 もう１点は、白老港第３商港区の工事現場を海上から視察するということですが、苫小牧港湾事

務所の監督測量船をお借りしての調査でございます。苫小牧港は出港いたしましたけれども、濃霧

注意報が出ていて、先ほど委員長がおっしゃったように、場合によっては天候の関係による中止と

いうことになるかもしれませんので、その辺は了承いただきたいと思います。 

 それでは、１点目の白老港臨港地区の分区についてということでご説明いたしたいと思います。 
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 白老港の臨港地区については、前回もお話ししておりますけれども、大きく分けて漁港区と商港

区と、表紙を抜いて６枚目くらいにグリーンと黄色の図面がございます。これを見ていただければ

お分かりだと思いますけれども、商港区と漁港区ということで分区しております。実はこういう分

区を設けるというのは、港湾に全く関係のない建物が建つと、港湾の利活用ですとか発展に支障を

来たすということで、こういう分区も規制を加えて、なおかつ漁業は漁業、一般貨物は一般貨物と

いう分け方をしているわけでございますが、この商港区について（株）エスワイプロモーションの

時に若干お話ししましたが、いろいろな制約がございまして、建設できない建物が何点かございま

す。正直申しまして、今現在（株）エスワイプロモーションの立地依頼が数件、お話がございます

が、これは今後の展開によってはどうなるかまだ見えないところなのですが、いずれにしろ今の条

例の中では、ちょっと建てられないものということで、内容については今交渉中なので、もうちょ

っと具体化した段階でお話させていただきたいと思うのですが、今のところは申し上げられないの

ですが、この条例からいくと、建てるのは困難と。その都度具体的に条例を変えていくという方法

もあるのですが、もう一つ大きく分区を部分的になろうかと思いますけれども、見直して、ある程

度そういう工場ですとか、そういった工業関係の施設を建てられるように検討するということを考

えております。 

 都市計画上は、元々工業地域ということで都市計画法上で建てられるものということに限定され

てくると思うのですけれども、工業港区に仮に替えたとしても、そういう形で限定はされています

けれども、この方がいろいろと企業誘致といいますか、土地の売却については有利に働くというこ

とで、そこで分区を今後検討していきたいということで、今回すぐ結論を出して６月議会で条例改

正をするとか、そういう段取りには、まだなっておりません。  

 仮に、分区を変えるということになれば多小大きな話しになりますので、あと１回か２回ご相談、

ご協議の上、条例改正までのもって、そうなるという方針に立てば、あと１回か２回ご審議いただ

いて、条例改正に持っていきたいというふうに考えております。  

 あと、その他ですが、（株）エスワイプロモーションの建設概要ということで、これ、緑と黄色

の次の図面を見ていただきたいのですが、これに（株）エスワイプロモーションからいただいた鳥

瞰図ということ言うことで、つい最近ようやくこういう図面をいただきましたので、皆さんにご報

告をいたしたいと思います。 

 これ、左のほうに２期計画と書いておりますけれども、これは今回まだ建ちません。手前のほう

のタンク、200 キロリットルタンク四つと。一つはこれ予備ということで、まだ建設するかどうか

最終決断は出ていないようです。200 キロリットルタンクが三つないし四つと、80 キロリットルの

タンクが２基と、あとトラックの出入りと事務所が建設されます。 

 次のページを見ていただきたいのですが、どういった方法で食用油が入ってくるかということで

すけれども、これ左の上のほうに水色で書いている部分がございますが、これ一応船の形と思って

ください。そこから、地下埋設の配管で先にお示ししましたタンクまで持っていこうということに

なっております。町としてここへ誘致するにおいて、いろんな形で支援したいということをお話し

ておりまして、次のページを見ていただきたいのですが、これ配管を断面的に見た絵でございます。
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中の黄色い部分がポンプですとかバルブですとか配管を表しておりますが、それは灰色に書いてい

ますコンクリートの管の中に入れるという計画になっています。土の中にそのまま埋めるのではな

くて、コンクリートの管の中に入れると。これについて、もともと町の方で施工していただけない

かということで、公共敷地ということもありまして、町のほうでこの部分については施工すると。

およその費用として 850 万円くらい見込んでおりまして、これは６月議会に補正予算として提出さ

せていいただくのですけれども、コンクリートの管について、町のほうで施工して、その中にパイ

プを入れるわけですけれども、これは今有償でお貸しするということで交渉しております。 

 まだ最終的には結論が出ていませんけれども、大体 15 年から 25 年くらいでかかったお金の全部

ではないのですけれども、配管をするのに水道ですとか電気の地下埋設ケーブルを移設したりとい

うのが出てきます。それらを除いた費用を大体 15 年から 25 年くらいの間の単価でお貸しするとい

うふうに考えて、今その交渉中でございます。 

 そういった形で支援していこうというふうに考えております。 

 次のページですが、これはタンクの立面図でございます。大きさ 200 キロリットルのほうが直径

が６メートル、高さが 7.8 メートル、これが 200 キロリットルのタンクでございます。隣が 80 キ

ロリットルのタンクということで、これは高さが 6.5 メートルで直径が 4.1 メートルございます。

200 キロリットルのほうは３～４、80 キロリットルのほうが２槽建つという計画でございます。 

次のページをめくっていただいて、写真をつけておりますが、こういった形で船から運んできた

油を、まず岸壁に作ったピットの受入口のところで受けて、ここからタンクのところまでポンプ圧

送をするという形になります。このピットや何かについても、町の方で作って貸していくというふ

うに考えております。 

続きまして、貨物量の話。 

○委員長（山本浩平君） 浦木主査。 

○主査（浦木 学君）  それでは、ご説明をいたします。資料の３―１、後ろから２枚目になるの

ですけれども、平成 18 年白老港港湾取扱貨物統計資料ということで、一枚ありますけれども、こ

れは前回１月にやった特別委員会の中では、商船ベースの貨物量のご説明をしたのですけれども、

今回それぞれ水産物とか、ブロックとか、白老の港から出ている、移入、移出しているすべての貨

物量が出ております。その中で、まず合計欄を見ていただきたいのですけれども、上の段が平成 18

年、下の段が平成 17 年の実績になっておりまして、移入・移出合わせまして、平成 18 年が 698,174

トン、17 年度が 69 万 6,147 トンということで、2,027 トン前年を上回っております。対前年比で

いくと 0.3％の増ということで、次のページでまたご説明するのですけれども、他の港が減してい

る中で、プラスに持っていったというのはちょっと大きかったのかなと考えておりますけれども。 

 その中で、トピックスになるような部分だけご説明をしたいと思います。  

 移入のほうなのですけれども、砂利・砂というのが上から５段目くらいのところにあるのですが、

この上の段が５万 5,558 トン、前年が２万 7,109 トン、これは大幅に増えているのですけれども、

何が増えているかというと、製鋼スラグ、鉄鋼スラグを本州のほうから持ってきておりまして、こ

れが新たな貨物ということで増えておりまして、これが貨物量を増やしている一つの要因にはなっ
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ております。 

 ちょっと下がって、鉱産物の中の非金属鉱物、この中で５万 8,463 トン、前年度が５万 1,560 ト

ン。約 7,000 トンくらい増えているのですけれども、これは何が増えているかというとライムスト

ーンですね。ライムストーンというのは、日本製紙の紙を溶こう材ですか、その原料になる原材料

になっております。これが増えているというような状況ですね。  

 次に、科学工業品の中で窯業品の移入が約 7,000 トンくらい増えていますけれども、これは生石

灰、これも日本製紙の溶こう材、紙の生産に使う原材料となっております。これが移入の中で増え

た部分かなと考えております。 

逆に、移出のほうなのですけれども、移出のほうにいきますと、どちらかというと逆に減ってい

る分が多いのですけれど、移出のほうが若干減ってはいるのですが、それは移入のほうでカバーを

しているというような状況になっております。  

次のページを開いていただきたいのですけれども、平成 18 年の全道の港湾貨物量の港別の順位

です。この一般貨物といいまして、フェリーの貨物を抜いた順位になっております。この中で順位

の１位、２位は特定重要港湾の苫小牧、室蘭ということで、白老は重要港湾、地方港湾を合わせて

12 位というランキングになっております。 

地方港湾でいきますと、カッコで書いている数字が地方港湾の数字になりまして、１位が手塩 84

万 6,725 トンということで１位なのですけれども、前年も手塩が１位ですけれども、今年は白老は

２位ということで 69 万 8,174 トン、３位が瀬棚ということで大きく離れて 38 万 2,512 トンという

ことで、２位を死守しているような状況です。 

対前年比を見ていただきたいのですけれども、トータルの中ではマイナス 1.6 ということで、北

海道の港全部を見ますと下がっている中で、重要指定港湾の苫小牧、室蘭というのは伸ばしている

中で、白老も伸ばしている中の一つに入るのですけれども、全体で落ちている中でなんとか、横滑

りではありますけれども、持ちこたえてなんとかいる状況ではあります。 

ここで資料はお配りはしていないのですけれども、今年の状況なのですけれども、３月までの数

値でいきますと、去年より約７万 3,000 トン３か月で増えております。主に何が増えているかと言

いますと、砂が、移出が非常に好調になっておりまして、今後も砂の移出は増えるのではないかと

いう予測をしておりますので、去年の 69 万 8,174 トンという数値を上回って、できれば手塩に届

くくらいの数字になるのかなというふうに私たちのほうでは期待をしながら思っておりますけれ

ど、今後の推移を見て、また良い情報をあれば皆さんにお知らせしたいなというふうに思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

今年は外国船が実は、もう３隻入ってきておりまして、今後も６月から増える予定になっており

ます。トータルで 10 隻以上の数値になるかもしれません。これはまだ未定なのですが、日本製紙

さんのライムストーンもありますし、ボイラーの部品が外国からも輸入されるということが今後あ

ると思いますので、詳しいことがわかりましたら、またご報告したいと思っております。以上です。  

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございます。はい、堀江課長。  

○水産港湾課長（堀江 寛君） 船でご説明しようとしたのですが、天候の状況でどうなるか分か
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らない部分があるので、この場で今日配付しました工事の概要について、ちょっとお話、いいです

か。 

○委員長（山本浩平君） 簡単にお願いします。  

○水産港湾課長（堀江 寛君） はい、わかりました。 

○委員長（山本浩平君） はい、岩崎主幹。 

○水産港湾課主幹（岩崎 勉君）  それでは簡単にご説明します。色付きの平面図をお渡ししてい

ますけれども、黄色く塗ったところが平成 18 年度で施工終了しているところでございます。赤い

ところが平成 19 年度、今年度やる予定のところでございます。黄色い部分の平成 18 年度で、今回

見てもらうところなのですけれども、そこについて若干説明させていただきます。 

 黄色の部分は防波堤の部分なのですけれども、一応、18 年度で工事施工をしているのが 120 メー

トル、ケーソンで６函施工しております。護岸につきましては、ケーソン 12 函敷設しておりまし

て、180 メートルケーソンが設置されております。その他に 18 年度は、製作のみでケーソン４函が

製作されております。 

 あと、岸壁のところにつきましては、ケーソンの製作のみで一応 19 年度で設置します４函部分

のケーソンが製作されております。 

 港湾施設用地、一応、岸壁の上側のところなのですけれども、そこにつきましてはケーソンの据

付、１函 12.5 メートル終了しておりまして、その他製作として５函のケーソンの製作をしており

ます。これで一応、18 年度の町の負担金としては７億 4,000 万円の負担金という形になっておりま

す。 

 これが今回現地で確認できるケーソンの部分になると思います。一応図面の後ろに、それぞれの

ケーソンの構造的なものをつけております。今のところは基礎部分とこのケーソンが設置されてい

るという形になります。 

 平成 20 年度以降に、ケーソンの裏込めとかの設置が始まるのではないかと。まるまる岸壁が完

成するのが平成 23、24 年度で完成するという形になっております。以上でございます。 

○委員長（山本浩平君） はい、ありがとうございました。それでは、ただ今ご説明がございまし

たけれども、この件につきましての質疑を承りたいと思います。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）  資料１ですね、資料１構築物の規制というところで、ここに構築物の用途

の分類がありますね。商港区、工業港区、特殊物資港区、保安港区と。それから修景厚生港区です

か。このあたりの区分が十分に、我々まだ分からないのだけれども、特殊物資港区というのはどう

いうものをさすのか。具体的な例で保安港区。修景厚生港区というのは少し遊び場的なことを言う

のだろうと思うのだけれども、このあたりの説明をちょっとしていただけないかと思うのだけれど。 

○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） はい、ただ今のご質問ですけれども、これ、港湾法の中にそれぞ

れその用語の定義が出ておりまして、今、言葉で説明するよりもコピーをして皆さんにお渡しした

ほうが分かりやすいかと思いますので、ちょっとお時間をいただきたいと思いますので、すみませ
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ん。 

○委員長（山本浩平君） 他に。皆さん手を挙げていないので私から何点か質問させていただきた

いと思います。 

（株）エスワイプロモーション以外に、今度新規の企業が希望をされている可能性があるという

ことで、分区について今後何度か協議を重ねた上で、条例改正等も行いたいというお話だったと思

います。 

 まだ、いろいろな情報は、今日の協議会の中では発表できないというお話だったのですけれども、

具体的にはあまりお尋ねはしませんけれども、（株）エスワイプロモーションさんに関しましては、

タンクが立地されるということで、雇用の創出の点ではあまりなかったと思うのですけれども、こ

の新規に考えられているところに関しましてはどうなのでしょうか。雇用の創出等も見込まれるよ

うな、そういうような可能性があるのでしょうか。この点がまず１点ですね。 

 それと、今度は（株）エスワイプロモーションのお話しですけれども、コンクリート管ですとか、

ピットの工事を町で発注して、15 年くらいの期間で融資をするというお話しございました。どのく

らいの工事費用なのかということをお尋ねしたいと思います。それを 15 年間で回収するのかどう

なのかということも含めてですね。  

 それともう１点ですけれども、昨年 18 年度に関しましては、鉄鋼スラグが結構入ってきたと思

うのです。これ、地元の鉱山等の道路直し等にも結構入っていたと思うのですけれども、鉱山が閉

鎖されるような形の中で、この移入が今後多小影響、減る可能性もやっぱり出てくるのかなという

ふうに思うのですけれども、その点についてどのように考えられているのか。分かれば結構なので

すけれども、以上３点についてご質問したいと思います。  

 はい、堀江水産港湾課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） はい、まず最初のほうのご質問にお答えしたいと思います。 

 新しく、今来ている企業の雇用があるかということ。これ、まだ、ちょっと具体的な話は一切で

きない。まだ、はっきり提示してくれていないので分からないのですけれども、我々の推測すると

ころでは、（株）エスワイプロモーションさんよりも購入面積がちょっと小さいのかなと。という

ことになれば、大量に人を雇用するということはちょっと難しいのかなという気はしています、こ

れはまだ、実際に相手さんからそういうことをはっきり聞いたわけではございませんので、今の段

階でいえるのはそういうことということでご理解いただきたいと思います。  

 あと、（株）エスワイプロモーションさんも全く雇用がないわけではない。今一生懸命、白老町

で積極的に展開して、さっきのトラックヤードの絵を見ても、比較的事務所も大きいものですから、

まだ具合的に、「何人雇いたい」とかと来ていませんけれども､それについて前向きに検討していた

だいているということでご理解いただきたいと思います。  

 あと､町で発注する部分の費用ですが、大きく分けてトラフというコンクリートの蓋付きの管で

すね。それとあとピットという、分かりやすくいえば四角いマンホールみたいなものなのですけれ

ども、あと仮小屋みたいなのがございます。それからさっき言ったように、水道管の移設だとか、

電気ケーブルの移設とか、合わせて 850 万円くらいになります。実際の工事 770 万円くらいについ
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て、15 年から 25 年くらいの間で､有償で貸し付けると。これは相手さんとも交渉がありますので、

まだ結論は出ていないですけれども､町としては有償でお貸しすると。その意思は伝えてあります

ので、あとは単価等で年数が延びたり、あるいはトータルとしてどのくらいの金額になるか、今後

また協議してご報告申し上げたいと思います。 

○委員長（山本浩平君） 浦木主査。 

○主査（浦木 学君）  鉄鋼スラグの件についてなのですけれども、町内の鉱山業者がやめられた

ということで、そちらのほうの影響も若干あるのかと思いますけれども、使われている用途として

は泥濘した牧場とか、そういったところにも路盤材みたいな形でとして使われていると話は聞いて

おりますので、そういった部分のところで横断もあるような話は以前聞いておりましたので、今回

の件だけで量が減るというふうには、私ども聞いておりませんので、問題はないのかなというふう

には、私どもでは理解しております。  

○委員長（山本浩平君） はい、私のほうは分かりました。ありがとうございます。  

他に。はい、斎藤委員。  

○委員（斎藤征信君）  今の、埋設するコンクリート枠。埋設するということは分かったのですけ

れども、これは、その理由として、使う側が必要だから、そういう施設を作らなければならないと

いうことだろうと思うのですけれども、それは町の管理地だから、町が、サービスとしてつくるの

か、それは使うほうがお金を出して、そこに作るというふうなことができないのかどうなのか。  

もし、その工場が何年かいていなくなるとか、そういうようなことがあった場合に、やはりそれ

は、そのまま使える状況の企業が来ればいいことだけれども、もしそうならなければそれが無駄に

なってしまうというようなことも起こりうるわけですよね。だからそれが、町が作って町が貸し与

えなければならないような仕組みに、これはどうしてもなるのか。それとも町から進んでサービス

をするのか。そのあたりはどのようなお考えなのですか。  

○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） はい、ただ今のご質問ですけれども、それは当初、（株）エスワ

イプロモーションさんを誘致する段階で、向こうの方の条件の一つとして、公共敷地の分について

は町の方でやっていただけないかと、こういうような話がございました。  

 これ、民間の人が公共敷地の中に、絶対にそういうものを入れることができないのかといったら、

占用許可を取れば可能なのですが、その手続ですとか、占用許可の毎年の更新とか、もろもろの事

務的な煩雑さが生じてきます。それで、町の方でその部分については、実施いたしますという、そ

ういうことも条件の一つとして誘致したわけでございますけれども、それについて、先ほど言った

ようにかかる費用、かかった費用について、当初はもうちょっと安い金額でしたら、これ第１号の

企業ということで無償でもというふうにも考えたのですけれども、700 万円を超えるような金額に

なりましたので、有償でお貸ししたいのだということで、｢分かりました｣ということで。ただ、何

年にするか。あと年数と単価がまだ今後の交渉ということで、我々としてはかかった金額について、

なるべく全額回収できるように交渉していきたいなと、こういうふうに考えています。  

 あと一つ、撤退とかということのお話ですけれども、今我々聞いている段階では、撤退どころか
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将来的には、さっき図面で見せた２基ですとか、あるいは他のところにある施設を白老のほうへ集

約したいとか、どちらかというと拡張の方向で話を聞いておりますし、土地はすでにここの会社の

名義になっていますので、撤退しようがしまいが固定資産税は町のほうへ入ってくると。こういう

形です。今のところ撤退というのはさっき言いましたように考えられないといいますか、これは社

会状況の変化でどうなるか分からない部分もあるのですけれども、それを心配していましたら何も

できないことになりますし、今のところは、拡張していきたいという話をしておりますので、大丈

夫かと思います。 

○委員長（山本浩平君） はい、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君）  大体分かりました。撤退するかどうかという、将来的な見通しなどは誰に

も分かることではないけれども、そういう見通しの中で、これが考えられているということでは、

それは良いと思うのですけれども、実際に私が聞きたかったのは、企業誘致の一つとして、やはり

これだけのものを用意しなければ、企業さんが来られないのかどうなのかということ。事前にそう

いう打ち合わせがあって、そこの部分、土地の部分については町のほうで全部面倒を見てくれと。

こういうことで、町としては企業誘致の一つの事業としての資本として、それらはやらなければな

らないと解釈したと。こんなふうに解釈していいわけですね。占用のものであれば向こうが金を出

せば、自分たちでも作れるという手続は取れるのだということの話しでしたね今は。そういうふう

に解釈して良いのですね。 

 それとね、最高 25 年くらいで大体かかったお金は全部回収するのだと、こういう考え方だとい

うことで理解して良いのですか。  

○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） はい。まず、一つ目。占用の手続を取れば民間の方でも建設する

ことは可能と。たださっき言ったように、その手続は非常に、やはり管理者が施工するのと違いま

して、毎年専用の許可の更新とかの手続きが出てきますので、そういう煩雑さがあって。  

 あと、最終的に 15 年から 25 年の間で回収したいというふうには考えてその交渉をこれからして

いく予定でおります。ただ、さっき言ったようにケーブルの移設とか、水道の移設とか、そういっ

たのがこっちのほうとして、施工してあげてもいいのかなと。これにかかった費用が大体 700 万円

くらいですが、それを分かりやすく言えば 15 年か 25 年の月賦で払ってもらうと。こっちとしまし

てはそういう交渉をします。 

○委員長（山本浩平君） 斎藤委員よろしいですか。 

はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 加藤委員、これから聞かれるのかも知れませんけれども、商港区と工業港

区の関係なのですけれども、これで見れば工業港区でなければできないものというのは三つくらい

しかないのですよね。第８号の保管施設の中の危険物等々、これで前回これから外れて、この部分

と。それから、次のページの第 12 号の部分の上から４番目ですね、それから工場と。  

 これ、商港区でも工場は建てられないのだ。工業港区にしないと工場は建てられないと。ですか

ら、そういう意味でいえば、これからそこに予定されるものは、この 3 つのものが来た場合に対応
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できるように、港区変更というか、港区を変えて商港区と工業港区というものにしたいと。こうい

うような理解で良いのでございましょうか。  

○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） はい。おっしゃることも一つの方法としてですね。場合によって

は今回みたく、また条例の一部改正で済まされるよな、これ上級官庁との相談もあるのですが、で

あればそういう形にもなりますけれども、今おっしゃったように、我々としては今後もいろんなこ

とを考えたら、その都度その都度ポツポツ変えるよりも、新たにこういう工業港区というのを設け

たほうが、スピーディーな対応もできますし、ころころ条例を変えるより良いのではないかという

ふうに今のところ考えています。  

○委員長（山本浩平君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） それは分かりました。それで、例えば石炭などが入る場合、特殊物資港区

石炭、バラ積みの場合はそうだとか。爆発物は保安港区などと書いていますけれども、例えば自衛

隊の弾薬などというのは保安港区ということでなければならないということにならないのかとい

うのが一つと。 

 それから第３商港区で、例えば、前提条件として石炭などがありますよね。考えられていますよ

ね。そういうふうにする場合はそこの石炭の上がるところだけが特殊物資港区というふうにしない

と上げられないと。こういうふうなことで良いのでございましょうか。 

○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） はい。この条例については、あくまでも構築物の規制の条例でご

ざいます。それで、先ほどの弾薬の話しですけれども、弾薬を積んできてそこの港に保管すると。

保管施設を作る場合には、こういう保安港区でなければだめですよと。それが、荷物を降ろしてす

ぐトラックに積んでいく場合は該当しないと。あくまでも、構築物の規制の条例なのです。ですか

ら、第３商港区、石炭もそこに一時堆積する、これも難しいところなのですが、商港区の中の保管

施設というのがございまして、その中に貯炭場というのがあって、それは許可されているのです。 

 いずれにしろ、ようするに構築物の規制ですから、石炭も今聞いている限りでは、ピストンとい

いますか、持ってきて堆積しないですぐ積む、部分的な堆積はあろうかも知れませんけれども、す

ぐ運んでいくのだよと。特にそれを囲む施設とかを作って、一時保管をするとかそういう形ではな

いことを聞いておりますので、すぐ撤去する分については商港区でも問題ないと。あくまでもそれ

を保管するといいますか、構築物の規制の条例ですから、ただ単に降ろして持っていく分について

は問題ないと。 

○委員長（山本浩平君） はい、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 分かりました。構築物ということで意味では分かりました。例えば、石炭

などの場合は積む施設が要りますよね。積み降ろしの施設、もちろん船から降ろすときは船のクレ

ーンで降ろすのかもしれませんけれども、今度積む時にそういう構築物というのか、積み込み施設

という、そういうものが必要だというふうになったら、特殊物質港区ということになると。そうい

うふうな理解でいいのですか。構築物という意味でいえば。貯炭しなければ良いという意味なのか。 
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○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） そういう荷役機械となれば、例えば一般貨物でも下ろす時に、例

えばコンテナを降ろす時にガントリクレーンとかというのがありますね、ああいうのは全部工業港

区でなければつけられないかというとそうでもない。要するに荷役機械とかというのは、また別で、

あくまでも運んできた物資を保管するといいますか、収納する構築物に対する規制というふうに聞

いております。 

 今、例えば石炭の話ですけれども、今でも例えばライムストーンとかを船で持ってきて、船のク

レーンとかで積んで、大きなホッパーに受けて、その下にトラックが待機していて、トラックで積

んで搬出していますけれども、それは商港区でやっております。  

 それは、移動可能な機械ということで、あくまでも荷役機械となれば、また別な観点の話しにな

るのかなと。 

○委員長（山本浩平君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 先ほどお聞きしたのは、そういう大渕委員の聞いていることとも関連があ

って、一応聞いてみたのですが、今構築物というお話しにがありまして、構築物の規制であると。 

 私どもが心配するのは、臨海部土地造成、この問題なのですよね。関連があるのですよ。だから、

企業名はいま申し上げられないというから、それはそれで聞きませんけれども、この臨海部土地造

成を、なんとか処分していかなければならないというのが、今白老町、工業団地と同様に至上命令

なのですよね。 

 そういう場合に、こういう港湾では一つの規定がある。一方的に、これとこれとこういうのはだ

めですよというような規制があって、我々はその背後地にある土地造成をなんとか企業誘致を含め

て、構築、建ててもらうように土地を売ろうとしているのだけれども、その間の関連が非常に難し

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、例えばこういう企業が来たいと言って

も、港湾法からいけばだめだとかなんとか、そういうことを十分承知の上で企業誘致というのを進

めなければ、話しは進んだのだけれども、実は法的に建築できませんなどということになれば、相

手に対してものすごく失礼なことになるので、そのあたりを十分に検討した上でやらなければなら

ない。港との関連からいくと工業団地とは性質が異なると思う。そのあたり十分、規制は規制とし

て止むを得ないとしても、あまりにも規制ばかりに走ってしまうと企業誘致は進まないということ

にもなるので、もちろん我々は、第３商港区は進めていくべきだということも大事な問題なのだけ

れども、その逆に背後地も並行して処分していかなければ、財政的にも大変だよと。こういうこと

ですから、そういうふうに持っていくように、水産港湾課ばかりが企業誘致しているわけではなく

て、おそらく産業経済課のほうでもやるわけなのですけれども、産業経済の誘致の担当官がそうい

うことを十分承知してやっているかどうかと、こういうことが将来的には大きな問題になるのでは

ないかのかなという気がするのだけれども、そのあたりの考え方について伺いたいと思っているの

だけれどもどうですか。  

○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） ただ今のお話しですけれども、おっしゃることはもっともなこと
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で、工業団地の土地にしろ、臨海部の土地にしろ、これは本当に売っていかなければ 20 年度決算

に向けて借金を少しでも減らさなければ、大変なことになるということは職員みんな、一同理解し

ているところでありまして、今回も企業誘致のほうといろいろ情報交換しながらやっておりますの

で、企業誘致のほうもお互い、今まで港湾にいた人間がたまたま人事異動で企業誘致にいったりし

て、こっちの内情も十分知っております。お互い情報交換しながらやっていこうと。おっしゃると

おり、本当に土地の売却というのを第一に考えれば、何でもかんでもということにはならないかと

思いますが、例えば町民の方の不利益に与えるものだとか、極端に危険ものとか、そういうのは避

けなければならないということはあるかと思いますけれども、それ以外のものでしたら、ある程度

柔軟に、条例等を見直すなりして、対応していきたいというふうに考えていますし、企業誘致とも

連携をとるということで進めています。  

○委員長（山本浩平君） はい、加藤委員。 

○委員（加藤正恭君） 港湾には規制というか、法律があるものだから、その枠の中で動かざるを

得ないというのはある程度止むを得ないことも分かるのだけれども、そればかりをやったのでは話

が進まないのですよ。ですから、その辺り臨機応変とは言うけれども、法を犯してはならないとい

うことにもなるし、そのあたり十分考えた行動をしていかなければならないと思うし、相手に「い

いですよ」などと言ってしまった。帰って役所に相談したら、「この企業はだめです」というよう

なことになったのでは、これはとんでもないことになりますから、そういうことを十分頭において、

アクションをしていかなければならないのではないのかなというところに、非常に難しさがあると

思うのだけれども、その辺十分気をつけた誘致活動をしていただかなければならないのではないの

だろうかと。そのあたりがね。くどいようだけれど。同じような質問になるのだけれど、何かコメ

ントがあったら。 

○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） 同じような質問ということで同じような答えになりますけれども、

本当に従来のやり方では、せっかく来る企業さんも逃げてしまうと。さっき言ったように町民に利

益にならないことであれば、条例等をころころ変えるというのは一つの問題かもしれませんけれど

も、やはり時代にあった、今の町の実態を考えて、変えられるものは当然変えて、積極的に対応し

ていくと。そういう考えでおります。  

○委員長（山本浩平君）  はい、ありがとうございます。他に。他に質疑はございませんでしょ

うか。はい、岩崎主幹。  

○水産港湾課主幹（岩崎 勉君） 一応報告なのですが、船が岸壁につきましたので、これから行

けば乗船できる体制にはなっていると思います。  

○委員長（山本浩平君） 他に質疑ございませんか。あと１点くらい、時間があります。  

なければ、暫時休憩いたします。  

休 憩  午前１０時４８分 

 
再 会  午前１１時５０分 
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○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。 

現地調査も含めまして、質疑はありませんか。 

はい、大渕委員。 

○委員(大渕紀夫君) 今後の背後地の整備については、どうなりますか。 

○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) 背後地の整備は相当縮小して、浚渫土砂を処分する分の面積しか整備

しないことで協議を進めております。これによってマイナス 7.5 メーターバースの整備は遅れる状

況になりますが、当面必要とするマイナス 11 メーター岸壁は整備できます。 

今後は、財政状況を考慮して、建設コストを縮減するため、必要最低限の整備に変えていく考え

でおります。 

○委員長(山本浩平君)  はい、大渕委員。 

○委員(大渕紀夫君)  チップと石炭の取扱い方法は、どうゆうふうになりますか。 

○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)  チップについては、小さな仮ヤードを設けるか、ベルコン､若しくは

ピストン輸送のいずれかになると思います。石炭についてはピストンで検討していると聞いており

ます。現在のライムストーンと同じ方法で、ホッパーを使用してダンプで運搬する形式になると思

います。当然、チップと石炭を同時に堆積することはありません。いずれにしても環境にも配慮し

て検討していきたいと考えています。 

○委員長(山本浩平君)  他に質疑はありませんか。 

なければ、本日の白老港臨港地区の分区についての調査を終了いたします。 

なお、本日の調査事項について、白老町議会会議則第 47 条の規定による委員会の中間報告を求

めるか協議したいと思います。 

今回は中間報告をしないということでよろしいですか。 

(「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○委員長(山本浩平君)  それでは、中間報告しないということにいたします。 

以上をもちまして、本日の特別委員会を閉会いたします。ご苦労様でした。 

 

(閉会 午後 ０時 ２分) 

 


