
                                         

          ◇ 斎 藤 征 信 君 

〇議長（堀部登志雄君）  引き続きまして、９番、斎藤征信議員、登壇願います。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） ９番、日本共産党、斎藤でございます。連日新聞に値上げ報道が出な

い日がないというガソリン、灯油の問題でございます。天井知らずの様相で価格変動がかなり

大きなものなわけですけれども、その価格変動が引き起こしている問題について少しお尋ねし

たいと思います。 

 １点目、まず初めに町内小売店のガソリン、灯油の価格について地域により、店により値段

はそれぞれだと思いますが、ここ最近の価格の変動ぶりは町でも押さえているものと思います。

その変動状況についてどうなっているか、平均値でいいですから、お答えいただきたいと思い

ます。 

 ２点目、かつてない大幅な価格変動ですので、町政運営上もかなり大きな影響が出てくるだ

ろうというふうに思われます。財政上どのような影響になると押さえておられますか、この冬

を乗り越える対策をどう立てておられますか、それを伺いたいと思います。 

 ３点目、北海道の凍える冬を迎えて、どのご家庭においても家計への打撃は大きいものにな

っています。特に低所得者層にとっては、緊急事態だというふうに思います。思わぬ情勢の展

開ですけれども、行政として町民生活を守る上からも何らかの対策を講じる必要があると考え

ますが、どうお考えでしょうか。 

 ４点目です。私たちは以前のオイルショックを経験しておりますけれども、またしてもじり

じりと生活物資が値上がりしているようであります。町内においても原油高騰からくると思わ

れる諸物価の値上げがどうあらわれているのか。また、このような事態のときには必ず便乗値

上げというようなものが起こるものですけれども、これらに対応する町の監視体制はどうなっ

ているのか伺いたいと思います。 

 ５点目、道もようやく救済の手だてに動き出したようですけれども、地方自治体への対応が

まだよく見えておりません。現在国や道からの対応策として何らかの指導や通達がおりていな

いのかどうなのか、あるとすれば一日も早く公表して、自治体としての対応が必要だと考えて

おりますけれども、いかがでしょうか。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 原油高騰による影響と対策についてのご質問にお答えいたします。 

 最初に、１点目の白老町内におけるガソリン、灯油価格の変動状況はどうかについてであり

ます。本年11月、12月と高騰が続いているガソリン、灯油価格については、ガソリンが昨年同

月で15円以上の155円であり、灯油については20円の値上がりで97円強と推移しており、今後も

情勢によっては高騰が続くものと危惧しております。 



 ２点目の町財政への影響と、その対策についてであります。各種公共施設や公用車を所有し、

日々行政活動を行っている本町の財政運営におきましても、この急激な燃料費の高騰は大きな

痛手となっているものでございます。既にこれまでも取り組んでまいりましたが、各施設の温

度管理などをさらに徹底するとともに、その他の経費につきましても支出を抑制し、できる限

り既定の予算内で対応し、必要最小限の補正にとどめたいと考えております。 

 次に、３点目の低所得者はもちろん町民生活上緊急事態とも言える状況で、行政として何ら

かの対策を講じることが必要と思うがについてであります。灯油価格の急激な高騰を踏まえ、

低所得者の生活に深刻な影響があることから、75歳以上の後期高齢者世帯、障がい者及び母子

世帯を対象に灯油購入費、福祉灯油の一部、5,000円でございますが、5,000円の助成を実施す

る考えであります。このことから本定例会に補正予算案を追加ご提案いたしますので、ご理解

いただきたいと思います。5,000円については１世帯でございます。 

 次に、４点目の原油高騰からくる諸物価値上げがどうあらわれるか、また便乗値上げ等に対

する町の監視体制はあるのかについてであります。便乗値上げにつきましては、製造業を初め

とする一般小売等当町においてそのような値上げはないものと考えております。しかし、今後

のガソリン、灯油の高騰については、消費者の立場に立って、関係機関と連携をとりながら、

価格変動等影響を監視していく必要があると考えております。 

 次に、５点目の国や道の対応策として指導や通達があるかについてであります。11月29日に

知事が新聞報道等により緊急メッセージを発表したところでありますが、現在のところ国、道

からの指導等の通知は入っておりません。今後において指導や通知等があった際は、積極的に

関係機関とも連携し、町広報等により公表してまいりたいと考えております。 

 以上であります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤でございます。灯油やガソリンの値段というのは、売る側にとっ

ても買う側にとっても１円の上がり下がり、これが勝負だろうというふうに思っていたのです

けれども、最近の値上げ幅というのはまさに異常としか言いようがないと思います。 

 １点目、２点目はほぼわかりました。ただ、２点目の町運営の問題の中で、町財政への影響

についてですが、北海道の長い冬、既定の予算内で対応するには、これはかなりせつないもの

があるのではないかなというふうに思います。１つお聞きしておきたいことは、それぞれの自

治体でどうにもならない町政の運営上の負担増になるわけで、このような場合国だとか、道の

財政支援があるべきだというふうに私は考えるのですけれども、これはそのような要望を町か

ら上げているのか、あるいは町村会として道の段階からこういう要望点を挙げて、自治体を救

えというようなことがないのかどうなのか、そのあたり伺っておきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  高畠経営企画課長。 

〇経営企画課長（高畠 章君） ただいまのところ通達だとか、指導とか、そういったものは

町長の答弁のとおりございません。ただ、議員が危惧なさるように国のほうも考えておりまし



て、12月12日付で調査が入っております。それで、それ２つ調査が入っておりまして、１つは

公共施設に、あるいは車のガソリン代だとか、そういったことでどの程度当初予算に対して上

乗せの補正が必要かといったような調査、それともう一つは福祉トイレの件です。その２件が

入ってございます。国のほうとしましては、現在関係閣僚の緊急対策関係閣僚会議というのが

設置されまして、今その中で調査結果を待ってして対策を講じるというような動きが見られて

おります。ですから、行政に対しては特別交付税だとか、そういったことで財源措置されるの

でないかというような期待感は持っているという現状でございます。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。わかりました。 

３点目のことなのですが、いわゆる福祉灯油の実施についてですが、今町長の答弁を聞きま

して、本当に心からうれしく思います。財政難の折にもかかわらず英断されたこと、高く評価

したいと思います。また、住民からもきっと喜びの声が上がるのではないかというふうに思い

ます。その上に立って幾つか具体的にちょっとお聞きしたいと思いますが、対象者が75歳以上

の世帯と、それから障がい者、そして母子世帯と、こう確認いたしましたけれども、支給でき

る世帯というのはどのくらいになりますか。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） お答えいたします。 

 高齢者福祉を担当しておりますことから、私のほうから答弁申し上げます。対象者につきま

しては、先ほど町長が答弁いたしましたとおりでございます。対象の世帯数でございますが、

後期高齢者の75歳以上の世帯数1,074世帯、これは町民税が全員非課税でございます。全員非課

税のものでございます。これが1,074世帯ととらえてございます。障がい者世帯につきましては

166世帯、それから母子世帯については178世帯、計1,418世帯というふうにとらえてございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） わかりました。対象になる1,418世帯が全部この支給の対象になるとい

うふうに確認してよろしいのですね。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） ええ、そのとおりでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） この実施に当たって道からの補助金があるだろうと思いますが、その

割合と額についてどのくらいになるのかお聞かせください。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 



〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 道の補助でございますが、正式には名称は

北海道の地域政策総合補助金でございます。それで、この中身申しますと、福祉灯油の助成で

ございますが、これにつきましては人口規模で定められてございまして、１万から３万未満に

該当する町村におきましては事業規模が最高上限120万円でございます。その２分の１の補助で

ございますから、したがいまして白老町が当てはまると60万円の補助があるということでござ

います。ですから、かなり低い額になります。これから1,418世帯割ってもらえばおのずとわか

りますけれども、500円に満たないか、満たすかということでございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。私も地域政策総合補助金制度が２分の１ということは聞い

ていたのですけれども、それが上限があって、120万円を限度額にして、そのうちの半額、半分

を補助すると。そうすると、今度5,000円の支給で1,418世帯ということになりますと、かなり

の補正予算組まなければならないです。道とは、そんなに冷たいのですか。余りにも補助金の

率が低いので、今ちょっとびっくりしているのですけれども、本当にこれだけかかるものだっ

たら、この事業費の半分は見るというのが筋ではないかというふうに思うのですけれども、こ

れは決まりである以上どうしようもないということなのですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 実は、新聞紙上でご承知だと思いますけれ

ども、道の地域政策総合補助につきましてはかなり新聞でもＰＲしてございますし、再度各市

町村から要望を取りまとめると、来年の１月の30日まで事業を実施する市町村においては届け

をするという、申請をするという形になってございます。それで、中身につきましては、先ほ

ど言ったように各人口規模で設定をしてございます。基準を設けてございます。それで、うち

の人口の規模に当てはまると、上限が120万円の事業規模で２分の１の補助ですから、60万円で

す。非常に低い。我々もかなり実は町長に相談する前にこの補助事業を精査いたしまして計算

したところ、非常に低いということで、これにつきましてはそういうことで道のほうも変える

つもりもないみたいでございますので、２分の１ということで、この条件で一応考えてござい

ます。 

以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 今聞いたばかりで計算が間に合いませんけれども、かなり町の持ち出

し、それこの財政難の折から本当によく決断されたものだというふうに町民にかわってこれは

感謝しなければならぬことだなというふうに思いますが、それで次に支給の方法と実施期日に

ついてお知らせください。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 



〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 今現在考えておりますことを申し上げたい

と思います。実は、受け付け期間につきましては、来年の年明け１月７日から２月の15日まで

申し込みを受け付ける予定でございます。申請を受け付ける予定でございます。それで、振り

込み、支払いについてはオール口座振替で、２月の末を予定してございます。それと、周知方

法でございますが、１月広報紙に灯油購入助成費の周知チラシ折り込み、全世帯に一応配る予

定にしてございます。その裏面に申請書を両面刷りで刷って、裏面を申請書の用紙にかえさせ

るという考えを持ってございます。それで、再度２月広報紙に再周知をする考えでございます。

それにプラス高齢者が多いことから、各町内会長さん、それから民生委員さんに制度の周知と

申請の支援、また協力、その辺の要請もあわせて実施をしたいというふうに考えてございます。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 私も町内会長として責任を感じて、支給漏れが起こらないように頑張

らなければならないなというふうに思いますが、では現金口座振替という、振り込みというこ

とですが、もう一度だけ聞いておきたいのは、地域によっては現金支給というのやら、それか

ら購入券だとかと、それからそのほかいろんな方法をとっているみたいなのですが、この現金

で振り込むという方法というのは何か引きかえ券だとか、そういう購入券だとか、そういうも

のとまた違うメリットがあるのでしょうか。何かそんなことは区別はないですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 一応私ども検討させていただいた中では、

私たちも長寿祝金等々を実は支給している関係もございまして、大体今何らかの形で口座受け

取りをしていただけると、そういうことございます。それと、先ほど言いました引きかえ券だ

とか、いろいろございます。これにつきましては、やっている市町村も何市町村かございます

が、白老町の状況を考えますと、灯油扱っているお店がスタンドだけとは限らないわけでござ

います。冬期間だけ灯油の配達やっている業者もかなりあります。そういうことで老人世帯等々

は、長年自分が買っている灯油取引店がすべてガソリンスタンドとは限ってございません。そ

ういうことから、すべての業者に周知するのもなかなか大変だということで、やはり一部助成

でございますので、現金で振替で、そのほうが確実に世帯に届けられるということを考えて、

現金にさせていただいたということでございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 内容についてはよくわかりました。それで、金額だとか、それから枠

なんかについて言えば切りがなくなってしまうのですけれども、もう一歩突っ込んでお聞きし

ておきたいなというふうに思うのですが、現在働く世帯でも年収180万円とか、200万円以下だ

とか、そういうような世帯が増加していることが社会的に問題になっているというふうに言わ

れています。特に生活保護世帯の収入以下で暮らしを余儀なくされている方、そんな中で家族



持ちの家庭というのも多いのではないかというふうに思うわけです。今回の措置でこれらの世

帯がほとんど救済できるのかどうなのか。先ほど３点ばかりの枠があったわけで、その枠にみ

んな入るか、入らないか。これは、入らない方々も多いのではないかというふうに思うのです

が、そういう部分まで救済できるかどうか、その辺はどうお考えでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君） 武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 対象世帯、今先ほど申しましたように高齢

者、それから障がい者、母子世帯という形で、実は先ほど出ました1,418世帯、事業費にします

と700万円弱と、709万円でございます。それに、今議員が質問しました百何十万円以下の方々、

これ以外の方々を救済するとどうなるのだということでございますが、ちょっと私どもこの年

齢を例えば65歳からにしたらどうだということも実は検討をさせていただいてございます。そ

うしますと、1,000世帯以上ふえるのです、町民税全非課税世帯が。そうすると、またこれ1,400万

円ぐらいの財源が必要になるということでございます。したがいまして、どこの道内の実施す

る市町村を見ましても、先ほど町長が答弁しました高齢者から母子世帯、これにやはり限定を

せざるを得ないということでございますので、議員のおっしゃる拡大というのはわかりますが、

白老町の財政プログラムに取り組むやさきにこういう３世帯ですか、高齢者から、障がい者、

母子世帯だけでもこれだけの金額を必要としますので、その辺を十分ご理解をいただきたいと

思いますので、よろしくお願いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。ちょっと基準を下げると、切り口を下げてしまうと、それ

だけまた倍、倍とふえていくと。ということは、それだけ大変な世帯も多いのだということな

のだろうというふうに思います。洞爺湖町では１世帯10万円以下の世帯まで引き上げたという

ふうなニュースも伝わってはおりますけれども、それ言うと際限なくなってしまいますので、

ちょっとそれは控えたいというふうに思いますけれども、実際にはみんな節約するのは当然だ

けれども、家庭によっては受験生がいるだとか、それから婦人、病人がいるだとか、それから

介護を夜中も続けていかなければならない家庭というのもかなりあって、その事情というのは

それぞれ違うのだと思いますけれども、そこまでのそういう家庭がないのか、そういう家庭が

見捨てられていかないかという、その辺の調査というのは町としてはそこまで手が届くのかど

うなのか、その辺だけ伺っておきたいのですが。 

〇議長（堀部登志雄君）  武岡健康福祉課参事。 

〇健康福祉課介護保険担当参事（武岡富士男君） 対象世帯につきましては、私どものほうで

65歳以上の高齢者の非課税世帯等をとらえてございますからわかります。それから、それ以下

の、65歳以下の世帯につきましては、税務課さんのほうで非課税世帯が何件、何千件あるかと

いうことは当然つかまえてございますので、数字的には出せるのかなと実は思っております。

ですけれども、今の福祉等に絡みまして、それが非課税世帯、大変な世帯をすべて救済してい

くかというと、それはちょっと拡大解釈になるのかなと。そうなりますと、私どもこの検討す



る中では75歳以上、母子家庭、それから障がい者世帯、それでは車を持っている方もいるので

はないのかと、そうしたらガソリン代どうなるのと、灯油ばかりではないだろうと、灯油助成

してガソリンをぼんぼん使ったらどうなるのだと、そういうことまで実は議論をさせていただ

いているわけでございます。それで、町長がみずからマニフェストにも掲げています弱者対応、

そういうことでやってございますので、私どもはこれ以上の今考えている拡大をする考えはな

いことを申し上げたいと思います。 

 以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） その辺については理解をしたいと思います。 

あと１点お聞きしたいのですが、さらに日常生活以外で営業の分野でも身動きができないと

ころまで追い込まれているという話も聞いております。特に個人経営の事業所など経営難に陥

っている実情についての調査は必要ないかどうか。新聞なんかによりましても、無利子で緊急

融資などで救済するというような、そういうようなことも書かれておりますけれども、そうい

う措置が求められていないかどうなのか、そういう必要がないかどうか、国や道へのこれは働

きかけも必要だと思いますが、そのあたりどういうふうになっているか見解を伺いたいと思い

ます。 

〇議長（堀部登志雄君）  岩城産業経済課長。 

〇産業経済課長（岩城達己君）  ご質問の趣旨は中小企業等への支援の一環かなというふうに

考えますので、私のほうから答弁させていただきます。既に北海道におかれましては中小企業、

例えばたんぽぽ資金等々ございまして、これは中小企業さんあるいは公益法人、社会福祉法人、

ＮＰＯといったところに対して、これは融資でございますので、借り入れができるという部分

で、現状におきましてこういう灯油等の原油高騰にかかわって、これから具体的になってくる

と思いますが、融資期間の延長、そういった部分が見直しされるというふうな情報はいっぱい

入ってございますが、今後中小企業さんに対しては役場を初め、商工会等々で相談窓口が常に

ございますので、企業さん受け入れの際はこういった部分の措置の内容をきちっとご説明申し

上げて対応を図っていきたいと、こういうふうに考えてございます。直接大変な企業さんに補

助するという制度は確立されておりませんので、現状の融資期間の延長と、そういった部分で

の対応になってくるかと、こういう状況でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 欲を言えば切りがない話で、今の財政状況の中で最大限の救済方法を

とるということを理解いたしまして、この問題、質問を終わりたいというふうに思います。 

 次の問題に移ります。 

〇議長（堀部登志雄君）  次のページに入りますか。 

〇９番（斎藤征信君） はい。 



〇議長（堀部登志雄君）  では、ここで暫時休憩をいたします。 

          休憩 午後 １時４７分 

                                         

          再開 午後 １時５９分 

〇議長（堀部登志雄君）  それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） ９番、斎藤でございます。次の問題に移ります。第３商港区建設につ

いて、これまでも何度も論じられてきました。今議会におきましても同僚議員の質疑がありま

した。賛成の立場から、反対の立場から、あるいは疑問、さまざまな観点から意見があっても

いいのかなというふうに思いまして、それらを踏まえた上で質問をしたいと思います。 

 １点目、現在悲願でありました再生団体への回避は見通しが立ったということで、第１関門

を通過したかなというような気分であります。そこで、ぎりぎりの町財政事情を見るとき、港

湾建設続行と整合性はどう考えておられますか、その問題であります。 

 ２点目、第１関門は通過したとはいえ、財政再建に向かって計画どおりこれからが勝負であ

ります。これから10年間の再建方針の取り組みの中で、これ以上の港建設による負債は町民の

支持が得られるかどうかという問題であります。 

 ３点目、これからも続行するならば、どうしても町民の理解を得るため、将来的な長期の持

ち出しの見通しや投資対効果の分析、港の利活用の見通しなどさまざまな将来的展望を示すこ

とが急務でないかというふうに考えますが、その点の見解を伺いたいと思います。 

 ４点目、これは念のためにお聞きしますけれども、苫小牧港、室蘭港に挟まれた、その間で

生きていくのにはかなり至難のわざではないかというような気もしますけれども、このまま続

行していくならば、将来は港湾維持運営の方法として近隣港湾との共同管理運営の方法を考え

るべきではないかな、私はそう思ってはいるのですが、そういうような方法が考えられるのか

どうなのか伺いたいと思います。 

 ５点目、最近町や水産港湾課の努力で近来にない実績を上げているということは私も認識し

ております。統計でもその辺の重要港湾をしのぐ実績を上げている中で、重要港湾への昇格の

道があるのかどうなのか、それも参考までに伺っておきたいというふうに思います。よろしく

お願いします。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

          〔町長 飴谷長藏君登壇〕 

〇町長（飴谷長藏君） 第３商港区の建設と現状についてのご質問であります。 

１点目の現在の町財政事情と港湾建設続行の整合性についてでありますが、白老港建設は私

の重要な政策の一つであり、町財政全体を考慮し、財政健全化プログラムと整合性を図りなが

ら整備を推進してまいります。 



２点目の向こう10カ年の町財政再建方針の中で、港湾建設の負債は町民の理解が得られるか

についてであります。私は、町財政再建を図りながら港湾整備は可能と判断しており、港湾建

設を見込んだ財政再建計画を策定する計画であります。10年間の長いスパンでありますが、港

湾建設により町内経済が活性化し、かつ財政再建が図れることを町民に示し、理解が得られる

よう努力してまいります。 

次に、３点目の将来的な町費持ち出し、費用対効果、将来展望の提示などについてでありま

す。厳しい財政状況の中で港湾建設は、工事費を最小限に抑えることが重要であります。現在

建設費縮減のため港形を見直すなど国と協議中であり、本年度末には協議が終了し、港形も明

確になることから、その後に整備計画等について町民にわかりやすく説明してまいりたいと考

えております。 

次に、４点目の港湾管理等についてであります。公共事業費抑制の中、第３商港区の予算が

認められた要因の一つに苫小牧港の混雑緩和があります。将来の可能性として機能分担を図る

ことは白老港にとって大きなメリットが生じることになりますが、相手があることであり、ま

だ具体的な議論はしておりません。今後の課題として検討してまいりたいと思います。 

次に、５点目の地方港湾からの昇格についてですが、重要港湾についての質問かと思います。

港湾法第２条第２項の中で重要港湾とは、国際海上輸送網または国内海上輸送網の拠点となる

港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾で政令で定めるものとなっております。本年

は11月末までに外国船15隻の入港があり、取り扱い貨物量も約100万トンが見込まれることか

ら、今後もこの傾向が継続されれば、可能性はあると考えております。 

以上でございます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） まず、財政面からお尋ねしたいと思います。財政健全化プログラムと

の整合性を図りながら、港建設を進めていくということでございます。連結赤字の基準が30％

何とかクリアできるということになったのですが、その上にもう一つ早期健全化基準20％もあ

るわけですから、これもクリアしなければならぬことだろうというふうに思います。先ほどの

論議の中で15.2％まで改善ができたと。しかし、毎年赤字は増加して、それで実質赤字が消え

るわけではないということで、健全化団体は免れないというようなご答弁もあったように思い

ます。これらについて、これをクリアしながら、これまた短期間に返済をしていくということ

になりますと、大変な荒療治が必要ではないかというふうな気がします。さらに、つけ加える

ならば、これから先10年後の収支赤字額は、黙っておけば、20年度の40億円から10年後には98億

8,000万円の赤字になると、こういうふうな資料が提示されてはいましたけれども、もちろんそ

れまでに努力をして、この数字は全く違うものに変わるものだというふうには思っております

けれども、これから先再生団体や早期健全化団体を回避し続けるのはかなり厳しい道であると

いうふうに思います。 

こんな状況の中で港の問題を絡めて言いますと、さきの議会の答弁でもありましたけれども、



港に係る交付税を除いたまちの実質負担は平成18年で年間２億2,800万円であります。水産港湾

課からいただいた資料でも、平成15年には１億6,000万円、16年では１億7,000万円、17年度で

は１億8,000万円、そして18年に２億2,000万円と、年間の支出額が増加の一途をたどっている

わけであります。10年後になったら、その金額というのは大体３億円に近くなるだろうと、そ

ういう負担額になるだろうというふうに思われます。それでも町長は、先ほど港建設は可能だ

というふうにおっしゃいました。私は、恐怖感という恐ろしささえ感じるわけですけれども、

そこでお尋ねをしているのですが、それらを払拭するためには何としてもこの財政再建計画を

もう一回見直してみると。港建設を含んだ上で、見込んだ上での財政再建計画、これ策定する

と先ほどのご答弁の中にもありましたけれども、それらがなければ私たちは安心して検討が続

けられないというふうに思うのですが、その財政再建計画が私たちの目に触れられるのはいつ

ごろになるのか、一日も早いこの策定が必要ではないかというふうに思いますが、まずそのこ

とについてお聞きしたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  岡村行財政対策室参事。 

〇行財政対策室特命担当参事（岡村幸男君） 私のほうからの財政健全化計画、改革プログラ

ムの関係でございますので、答弁させていただきたいと思います。きのうのご質問の中でも答

弁させていただいてございます。今総務省が検討しているいわゆる指標の情報を鋭意情報収集

に努めながら、３月にはこの素案をお示ししたいというふうに考えてございますので、ご理解

いただきたいというふうに思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） ３月末までにそういう計画をもう一回立て直して、再度検討してみる

と、そういう時期的な余裕はあると思いますけれども、財政再建策で言えば、来年決算までに

これからすべてをクリアしていくのに10億円以上の金を用意しなければならないだろうという

ふうに思います。それだけでも既に内部の節約というのはもう限界に来ているのではないか。

歳入計画を見ていますと、人件費の削減を筆頭にして、使用料、利用料のアップ、国保税の見

直し、保育料の改定、そして下水道料金のアップ、そして新税の導入。これらを考えてみます

と、すべてが住民犠牲と我慢の上に成り立つものではないかというふうに考えます。職員給与

の20％カット10年間も、これ相当に酷なものです。これは先ほど話がありましたけれども、私

もこの20％カットというのは相当に酷なものだというふうに思っております。このように住民

犠牲を強要しても企業のために港建設に金をつぎ込むということ、これは町長が何度も言って

います建設にかける理念というものがわかったとしても、町長はどっちを向いているのだとい

う疑問が出されても当然ではないか、そんな気がするのです。家庭経済がどん底に落ちている

今、もっと暮らしのために町の予算を使ってほしいというのが少なくない町民の願いだと思い

ますが、そのあたりのご見解をもう一度伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 今斎藤議員の言うこともわかりますが、では白老にある企業が未来永



劫白老にちゃんと残っていますよというまず前提であるのであれば、今の議論はわかると思い

ます。例えば今回の資料で担当のほうに、概要でございますが、ちょっと調べさせていただき

ました、日本製紙があることによって入る税収、従業員の住民税、そして企業の法人町民税、

固定資産税まで。そして、当然大きい企業がありましたら、そこに関連企業もいるわけでござ

います。あるから、関連企業は成り立つわけでございますが、それも含めますと、約６億円ぐ

らいになります、税金全部で。要するに国から来る交付税と町民の税金でまちは成り立たない

という基本的なまちが成り立つメカニズムといいますか、その辺をきちっと理解していただく

と、そして地方自治体が成り立つ基本的なものをご理解していただくと、その辺わかると思う

のですが、今の議論でいいますと、日本製紙はどこにも行きませんと、幾ら生産効率が悪くて

も、６億円の税金もいいですと、まず財政再建をしましょうといったときに、その後がどうな

るかということも考えると、議員の言うような議論にはならないという私は考え方をしており

ます。逆に、借金を返すためにも経済を活性化して地域振興を図りながら、さらには雇用の場

をつくって町民負担の分母、働く人の分母の分をふやして借金を返していくということが今の

自治体の生き残りといいますか、生きていくためのメカニズムではないかなと私は思っており

ます。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） きょう質問するに当たって、ことしやられました第１定、第３定の会

議録を何度も何度も読み返してみたのです。その中での町長の港建設への理念というのは大体

理解ができるわけです。実際に私たちが地域振興のために産業要らないのかと、そんなわけは

ないわけで、そのことによって働く場が確保され、そしてまちが活気づいていくということの

論理というのはよくわかります。ただ、私たちは今の町財政の中で本当にそれが大丈夫なのか、

もっと違う道がないのかということを指摘もしてきたわけですし、私たちはこの第３商港区の

ゴーサインが出るときに当初から反対という立場を意思表示はしてまいりました。しかし、ゴ

ーサインが出た以上、将来的にはなるべく住民に負担がかからないというように発言もし、提

言もしてきたつもりであります。その１つとして町民が、よし、わかったぞと安心できるよう

にするために将来の展望を示すシミュレーションが必要だ、これ何度も言ってきたことであり

ます。実際今建設途中ですから、この途上におけるいろんな発展、変化ぶりというのは私もよ

くわかっております。実際に今建設途上というのと、それから港が完成したらどんなふうなま

ちになるのだよと、このあたりの展望というのが必要なのだと思います。展望というのは、数

字の上でこれだけ、こういうふうになっていくから、いいのだよということだけではないよう

な気がするのです。やはりまちの人たちがそんな数字聞いてもわからない。だけれども、港が

できるおかげでこんなようなまちになるのだよと、ではその夢に向かって頑張ろうではないか

と、こういうようなものが出せないのかどうなのか。そこまで必要なのだというふうに思うの

です。実際には９月の議会でも町側の丁寧な答弁があったことも私知っておりますけれども、

しかし私まだすとんと落ちていない。何が足りないのかなと考えたのだけれども、その具体的



なことを１つずつこれからお聞きしていきたいと思います。 

 まず、１点目なのですが、基本構想の改訂版では貨物取り扱い量が20年代後半の年次目標と

いいますから、第３商港区供用開始後だと思いますけれども、目標は351万トンですよね。11年

につくられた基本構想では、平成20年前半では226万トンであったのです。125万トン上積みし

てあるのです。そして、現実はどうなのかというと、第２商港区供用開始した10年代の前半で

は年間約90万トンの実績なのです。後半の最近では約70万トンなのです。ことしは好調で、先

ほども話ありましたけれども、100万トンぐらいまでいくかというような状況であります。この

余りにも目標数値との違いが、開きがあって、年間351万トンの数値のシミュレーションはどん

なものなのかと、それが心配なのであります。この差が第３商港区ができたら完遂できるとい

う目標なのかどうなのか、そのあたり伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 第３商港区ができた後のどうなるかという展望、それは言わんとする

ことはわかるのです。それがわかれば、今日本の経済も世界の経済もわかるわけですから、そ

れはちょっと議論の外だと思います、今の話は。可能性を我々は見きわめながら進めているわ

けです。ですから、荷物がどれだけふえるのだと、白老の地域がどう変わるのだと、それは我々

の可能性についてはあります、確かに。ただ、その可能性の１つを言いますと、今外国客船が

入ってきたり、そういうことで観光に対するまた視野も広がるわけです。ですから、そういう

可能性をいろいろ今進めているわけでございますが、それによってどうなるのだということに

ついてはなかなか難しいと思います、ある程度読みはできますが。ただ、今現在白老の荷物で

あるものを室蘭港とか、苫小牧にお預けしています。それで、何点目かの質問にくると思うの

ですが、実際国のほうにも……今例えば苫小牧港の沖で沖待ちしている船があります。あれが

結構今大変なのです。１日待っていると、例えば300万円とか、500万円、こう負担払うわけで

す、荷主が。それだけ苫小牧港も混雑して大変になっています。そんな話も、具体的ではござ

いませんが、苫小牧の市長さんとお話ししたことがあります。物流というのは、物の流れをス

ムーズにしなければならない部分がありますから、その関係でまた国のほうにもご相談してお

ります。ただ、我々ただ見切り発車しているわけでなく、先ほども申し上げましたとおり、逆

に議員のほうから日本製紙、旭化成、使う企業は工業団地にもおりますが、港つくらなくても

あれですよと。要するに港つくることによって、企業さんも何億円変わるわけですから、年間。

私は、その変わった輸送コストの分地元の設備投資してくださいと、雇用を使ってくださいと

いうようなことを言っているわけです。ですから、それが間違いなく第３商港区をつくらなく

ても未来永劫地元の基幹産業である大きな工場が残りますよという確証があれば、私は工場と

も話ししながら、もっと20年後、30年後のことで検討してくださいとか、そういう協議を進め

ますが、今このときに、確かに財政状況は厳しいのですが、財政状況をクリアしながら港をつ

くっていくこと、要するに若干何年か先延ばしします、完成を。ですから、そういうことをき

ちっと見きわめながらやっていくということでありますので、まずはこれは雇用の場をつくっ

て、また税収を上げて、借金を逆に返すという手法にもなりますので、その辺も理解していた



だきたいなと思っています。 

数字については、課長のほうから何かない。 

          〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 前の議論でもやはりこの可能性について描き出すことがかなり難しい

という、そういう論議というのはあったと思うのです。これは、確かに将来的な数字について

ああです、こうですと言うことは不可能だろうというふうなこともよくわかります。しかし、

町民が待っているのは、どんなまちになっていくのかという、そういうようなこと、そういう

夢がこれを支えるのかなということで、やはりそれらがもう少しあるべきではないのか。何と

か難しいけれども、工夫して、町民の理解を得るような方法というのは、これ考えるべきでは

ないのかということを再度要請はしておきたいと思うのですが。 

 疑問の２つ目にいきます。９月の議会の答弁で、11メートル岸壁へ寄港する船舶は年間チッ

プ船16隻、石炭船が４隻、合わせて20隻ぐらいだろうということでありました。そうすると、

単純に計算しても月に一、二隻が使用するということになるわけで、ではそんな利用の形で目

標数値が達成できるのかどうなのかというのは、これはわからないところなのです。このあた

り教えてください。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 前回ご提示した数値に関してだと思いますけれども、おおむ

ねの数値でございまして、若干の変動はあるかと思いますけれども、これは来て、その日に帰

るわけでなくて、３日なり、４日なり、場合によってはもう一日、二日延びたりとするわけで

ございまして、それを考えれば１日、２日で帰るということにはならないということになるか

と思います。 

あと、全体のトン数のお話かと思いますけれども、構想としてそういう数値を持っておりま

すけれども、ご承知のように経済というのは波がございますので、どちらかといえば余り今い

いときではございません。すぐに、では一部供用開始になったから350万トンになるのかといっ

たら、なかなかそうはならないと思います。そのほかにも7.5の岸壁等、あと小型船団回りです

とか、そういったすべて完成した時点での数値でございますので、その辺ご理解いただきたい

と思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 似たようなものでまたもう一つお聞きしておきたいと思うのですが、

最近この港の関係で企業誘致が実現をできていると、すごく喜ばしい話だというふうに私も思

ってはおりますけれども、それらの企業が利用するのに11メートル岸壁が必要なのかどうなの

かというのもわからないことなのです。それで、大型のＲＯＲＯ船ですか、さっきのチップ船

だとか、それから石炭船が入ってくる。そのほかにあと使えるものといったら、大型の観光船



か、あるいは先ほどから話出ている外国船、そういう誘致に頼っていくということになるので

しょうか。そうすると、ポートセールスとはこれからずうっと続けて、一日でも多く入れるよ

うに頑張っていかなければならぬと、そういうそれだけの期待というのが可能なのかどうなの

か、それもわからない。たまに一月に１回、年に１回ぽんと入ってくるだけでいいわけではな

いわけですから、そういう可能性という、期待というのは、期待をしていいのかどうなのか、

そのあたりについて伺います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） ある程度期待はできると思います。例えばキューピー関係でエスワイ

プロモーションを、あそこを誘致しました。また、同業種のところから今、問い合わせが来て、

私、説明に行くのですが、要するにそういうものが建つと、やはり白老港というのは使い勝手

がいいし、要するに物流環境もいいのかと、やっぱりそういうのを企業さんは絶えず日々輸送

コスト、生産コストの下げれるところということを考えながら、企業は生きているわけでござ

います。ですから、我々はその辺、その点についても自信を持って言えますので、結局そうい

う動きがまた次を呼ぶと。これ工業団地の企業誘致と同じなのです。今回も経済産業省のほう

から感謝状を受ける一つに、企業が企業を呼んできているという部分があります。そしてまた、

そのアフターも、これは我々の先輩からアフターきちっとやるように指導されていましたので、

過去のやり方でそのままきているわけでございますけれども、そういうことがやはり企業さん

の白老の立地、ここの港を使うことが最もいいということであれば、それは企業さんどんどん

とはいくかどうかわからないですが、そういうことで使っていただけると思います。それで、

使っていただけるということになると、逆に工業団地のほう、工場を建てるほうにも影響が出

てくると。可能性としてはあらゆる可能性がありますが、その辺の見きわめは必要だと、こう

いうことは考えております。 

 以上です。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 斎藤です。ことしの好実績というのですか、港の実績、これは企業の

新規事業による一時的な需要ではないかなというふうにも見えるのですが、数値の上下がある

ということは、これ当然だと思っているのです。だけれども、港の実績を下支えするもの、支

えるものというのは、白老でいうと今のところは砂だとか、日本製紙の紙ではないのかな。そ

の上に今町長が言われたようなものが重なってきて、本当に目標数値に近づいていくのかなと

いうふうに思うのですが、砂がことしは44万トンでした。紙が４万8,000トンです。これらの基

盤となるべき企業が目標数値の、351万トンなら、その351万トンの約半分くらいは支えていて

もらわなければ目標達成はできない、なかなか難しいかなというふうに思うのです。その基盤

があってこそ、港というのは安心できるのではないか。それだけこの実績を伸ばしていくとい

う可能性、日本製紙の話が何回も出てくるのですが、日本製紙だって将来的に今資本投下して

何とかこれからも頑張ってくれるのかなというふうに期待はかけるわけですけれども、だけれ



どもあの会社だってずっと以前は1,200人ぐらいいた労働者が300人ぐらいまでに減ってしまっ

ているわけですから、だけれどもそういう意味でいえば本当に今紙に期待かけても、あの上屋

だって紙がほとんど100％これ利用しているわけです。そういう日本製紙に頑張ってもらわなけ

ればならない紙類が４万8,000トンぐらいでいいのか、もっともっとこれがきちっと港を支える

基盤になっていないのではないのかということを考えますと、その辺実績をきちっと伸ばして

いくために何か方法というのがあるのかどうなのか、そのあたりはいかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 日本製紙さんの使っている量が少ないのではないかというご

質問ですが、１つにはちょっと輸送形態が変わってきて、去年だか、おととし苫小牧港に一緒

に見学に行ったことがあろうかと思いますけれども、あのとき船にも乗ってみたようにああや

ってトラックごとどんどん、どんどんＲＯＲＯ船、ご承知のああいうふうに輸送の体系が変わ

ってきております。どちらかといえば、ばら積みというのは工場で積んで、港で一回おろして、

積んで、また向こうへ着いて、積んで、おろしてと。トラックですと、そのまま船に乗って、

そのまま向こうへ着いてから目的地まで走ればよい、そういうふうに輸送形態がちょっと変わ

ってきていまして、残念ながらその大きさの船というのは今の白老第２商港区までは入ること

は物理的に不可能ということで、それで出荷量が減ってきていると。ただ、今紙だけでなくて、

そのほかに量としては少ないのですけれども、コーンスターチですとか、それからライムスト

ーンとか、そういった石ですとか、それからでん粉や何かも紙の原料となる。それは量として

は少ないのですけれども、白老港を使って入れるようになってきております。今船舶も大型化

していますので、そういう大型船の入る港でなければ、やはりなかなか貨物量は伸びていかな

いだろうというふうに読んでおります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 紙だけではなくて、ほかのものも入ってきているということは私もわ

かっているわけですけれども、それらを全部合わせても数量としては目標数値にはかなり遠い

ということが、それでどうなのだと、それで夢が持てるのかと、大丈夫なのかという疑問がな

かなかぬぐい切れないものの一つになるわけですけれども。 

では、またちょっと視点変えてもう一つ話言いますけれども、先ほども話が出ました受益者

負担の問題につき、今のような財政事情、状況の中でなぜ企業の直接的な支援が受けられない

のかと、これわからないことの１つなのです。実際には、私も大昭和のときに受益者負担を要

請した、あれは私も聞いております。実際にそうなればいいのにというふうに私は思っていた

のです。受益者負担として日本製紙にも応分に背負ってもらうことが今の白老町の事情、状況

ではないのかな、そこのところがすとんとこないのです。町民が港から直接恩恵を受けるとい

ったら、釣りぐらいしかないわけです。企業があって、間接的に町民が利益を享受していくと

いうことは理解できるわけですけれども、どうしても公共埠頭にしなければならぬという理由

が、これはこれからどんどん発展していく港としてたくさんの企業に使ってもらいたいからだ



という、これも理屈としてわかるのです。ところが、あくまでも夢ですよね、これ。実際には、

今の状況の中で日本製紙から応分の金をいただいて、これ一緒になって港をつくる、これは企

業の社会的な責任という部分からいってもそれは必要だと思うのですけれども、だからできた

から皆日本製紙に全部占領されるわけではございません。いろいろ契約して、ともに生きてい

くという、そういう契約というのがこれから成り立っていくのだろうと思うのです。だとすれ

ば、本当に受益者負担が必要ではないのかどうなのか。たくさんの企業に頑張ってもらいたい

から、フリーにしておいたほうがいいという気持ちはわかっても、今の財政状況がそれをなか

なか許してくれないというのが今の現状でないか。だとすれば、そこへ踏み込むのも一つの方

法ではないかなというふうに私は考えるのですが、そのあたりもう一回伺いたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） それも考え方の一つではありますが、これからの可能性だとか、間違

いなく日本製紙以外の企業も使うことになっております。そういう中で例えば専用埠頭にした

場合、これから逆に使い勝手といいますか、専用埠頭であれば他者が今度入ってきませんので、

その辺が非常に大きな隘路になっていくのではないかなと思っています。あとは、我々が港を

どういうふうにポートセールスするかと、どう活用するかということを一生懸命セールスして

歩くというのが一番ではないかなと思っています。ただ、現状で言えるのは、例えば日本製紙

一例とっても、室蘭にチップおろして、白老で紙つくって、苫小牧から出しているという現状

です。本来企業さんは、ではこのままで白老に工場をずっと未来永劫置いておくのかというこ

とになると、なかなか疑問な部分があるのではないかなと思っています。我々は、企業にある

程度利益を上げていただいて、地元に設備投資する、そして雇用の場をつくっていく、その企

業がまた企業を呼ぶとか、いろんな可能性があるわけです。ですから、今は公共埠頭というこ

とで考えて進めたいというのが私の考えであります。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） 話を変えます。先ほどから話ありました港の共同管理の問題でござい

ます。実際には今後の課題として検討をしていきたいという回答を得たわけでありますけれど

も、やはり狭い中に室蘭と苫小牧との間に挟まってある場合に、この１地域の中で共同して生

きていくというのが、これは今盛んに言われる広域連携という中でともに共存するということ

の一つの大きな観点ではないのかなというふうに思うのです。平成16年の新聞に出ておりまし

た。苫小牧と室蘭と、それから石狩湾と小樽の４つのこれ重要港湾です。道央４港湾が１つに

集まって、連携して、対外的な戦略を考える協議会というものを立ち上げたと。結局は、そこ

の中で話したことは腹の探り合いで、それは破産したというような状況がこれ新聞に出ている

わけですけれども、私はこれから苫小牧、室蘭、格も違うし、大きさも違うし、いろいろな違

いはあるわけですけれども、そこで共存していく道がやっぱりつくられなければならぬという

ふうに思います。道が管理者にならないと言っているわけですから、管理者にならないまでも、

道の港湾課がセンターになって、そして仲介の役割を果たしていくと、こういうことで地域が



努力して、それを支えていくというぐらいのことがあってもいいのではないかなというふうに

思うわけであります。将来こんな展望を持って室蘭、苫小牧、白老ともに生きていくというふ

うなことを考えると、先ほど検討課題というふうな話ありましたけれども、これは町側から何

らかのアクションを起こしていくというようなことが起こせるものなのかどうなのか。余りに

も格が違うものですから、そういうことが言い出せるものなのかどうなのかわからないですけ

れども、そのあたりいかがなものなのでしょうか。 

〇議長（堀部登志雄君）  飴谷町長。 

〇町長（飴谷長藏君） 先ほど申し上げましたが、公式ではないですが、苫小牧の市長さんに

そういうことも実は私のほうからお願いさせていただきました。要するに逆に沖待ちが余り多

過ぎると港の評判悪くなるということで、その辺両方をうまく連携とりながらできないかとい

う話をさせていただきました。また、先般今副町長ですけれども、プレゼンテーション、東京

に日帰りで行っていただいたのですが、大きい商船関係の会社なのですが、傘下が100社ぐらい

あるのです。その部門の人を五、六人、いろんな関係あります。呼んで、白老港のＰＲをさせ

ていただいたということで、絶えずそういうことをしながら、逆に港湾建設も進めると。でき

てからＰＲするのではなく、ポートセールスするのではなく、大体どんどん進んでおりますの

で、今からでも何年後に供用開始する見込みですということから、今からＰＲ、セールスして

いるということでございます。ですから、それがまた何年かたったら実る可能性もあるという

ことです。 

〇議長（堀部登志雄君）  ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） わかりました。最後にしたいと思います。安全策のシミュレーション

が描けずに町民に安心が得られない最大の原因何だろうかなというふうに思ったのですが、基

本構想がしっかりしていないということではないのでしょうか。10年の基本構想も、17年度の

改訂版も第３商港区が大きく変動する以前のものです。実際には、17年度の改訂版からいって

も、以前計画していた船だまりもないわけですし、7.5メートルの２バースの埠頭もないし、そ

れから平成20年代後半の目標数値としていた具体的な方針というのもたくさん書いてあります

けれども、ずうっと読んでいきますと、それらも全部カットされていったもの、そういう基本

構想です。その中で取り扱い貨物量だけが351万トン、旅客施設の利用者は３万人、こんな数値

だけがひとり歩きしていても、これは納得できるものではないのではないか。大型の事業であ

るだけに、町費の持ち出しも他の事業に比較にならないほど大きいわけですから、この変更に

なったら直ちに新しいビジョンを示して、町民に理解を求めるべきではないか。なぜ再改定が

おくれているのか、その原因をお聞かせいただきたい。あれが変わったときに、時点ですぐに

次のものを出すべきではないのか。だから、なかなか考えにくいものになっているのではない

かというふうに思うのですが、そのあたりいかがですか。 

〇議長（堀部登志雄君）  堀江水産港湾課長。 

〇水産港湾課長（堀江 寛君） 今工事しているのは構想の中の一部でございまして、別に今



すぐ構想を全部変えたわけではございません。変えるということならば、当然議会のほうにも

ご相談しなければならないですし、地方港湾審議会という委員会にもかけなければならないと

いうことになっております。多分ちょっとその辺勘違いされているのかなと思うのは、全体の

構想の中の今一部を工事しているということで、マイナス7.5メートル岸壁を構想の中ではなく

してもいませんし、小型船団回りもまだ構想の中では残っております。１答目で町長のほうか

らご答弁申し上げたように最大の課題はいかにお金をかけないで港を整備するかということ

で、その中でも起債単独事業というのはこれも全然直轄ではございませんので、100％町の起債

でやらなければならないと。これをいかに極力ゼロに近づけていくかということで、その方針

が決まって、その後どうするかと、それで当面様子を見るのか、それでやめてしまうのか、そ

うなったときには、今お話のあったように構想の改定とかというのが出てきます。今は構想に

基づいた、その中の一部を工事しているということでご理解いただきたいと思います。 

〇議長（堀部登志雄君） ９番、斎藤征信議員。 

          〔９番 斎藤征信君登壇〕 

〇９番（斎藤征信君） さまざまな疑問点を出しながら論議してまいりましたけれども、やは

り財政上の難しい折からどう考えなければならないか。私たちは、ただ動いているものを中止

ということでは、これはならないだろうというふうには思っておりますけれども、それならば

住民に一番いい方法とは何なのかと、負担をかけない方法とは何なのかということを本当に考

えていきたいと思うのです。実際には実績を上げながら今進んでいる、そして町長の構想があ

って、その構想の中で動いているということもよく理解はできます。ただ、その理解する期待

だけで進めばそれでいいわけで、期待がそのとおりにいけばいいのですけれども、やはりそう

なるのかどうなのかということが本当にもっともっとしっかり確信になってくるようなふうに

したいものだというふうには思っております。今諸般の情勢からいっても私たち難しい。やっ

ぱり将来的な期待を持ちながらも凍結すべきではないのか、それも視野に入れながら考えるべ

きではないのかということを最後に主張して、終わりにしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

〇議長（堀部登志雄君）  以上で９番、斎藤征信議員の一般質問を終わります。 

 


