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○開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） それでは、産業建設常任委員会を再開したいと思います。 

                                           

○委員長（小西秀延君） まず始めにですね、今日のスケジュールを事務局長の方からお願いいた

します。 

○事務局長（上坊寺博之君） おはようございます。今日の所管事務調査ですが、当初、胆振中央

漁協の方にお伺いして、午後からまとめという予定になってございましたが、何日か漁組の方と打

ち合わせさせてもらいまして、今回、総会がありまして役員も交代しているということで、なかな

か日程的に取れないということなものですから、次回の機会にずらさせてもらいまして、今日は４

ヵ所訪問させてもらっていますので、そのまとめを繰り上げてやりたいということでございます。

よろしくお願いします。 

○委員長（小西秀延君） それでは、７月９日、７月13 日と両日にわたって行ないました、所管事

務調査４ヵ所のまとめを行ないたいと思います。一つひとつの団体に区切って進めさせていただき

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 まず始めにですが、白老町商工会さんの方から始めて行きたいと思います。まとめでこれを入れ

た方がいいというものを委員の方からお話をいただければと思いますが、ちょっと全般的な話を先

に私の方からさせていただきますと、町内の消費関係で町の補助団体等へ議会の方から町へ、もっ

と町内業者を使ってほしいというような指導をしていただけないかというような要望。そして、２

点目ですが、仕入れ格差の問題で、これは国の方の法律の問題と絡むと思いますが独禁法の関連で

どうにか要望していっていただけないかというようなお話。そして、３つ目に大規模小売店の問題

のお話。白老町の条例等で縛り等を強化するような動きはできないのかというようなお話、３点を

いただきました。こちらの方からは通常の共通のテーマ、各団体の運営の状況と課題や問題という

ことと、空き店舗対策、そして、販路拡大、新規事業の取り組み、高齢社会に対応した特色ある店

づくりという点で、商工会さんからは３点ほど、こちらからは５点ほどという討論の形を取りまし

た。その中でどういう形で掲載していけばいいか。所管事務調査に記載をしていけばいいか、皆さ

んからご意見を伺いたいと思います。よろしくお願いします。どうぞ。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。先に確認しておきたいのですけども、もう一回全部振り返ると

いうことはできだろうとは思うのですけれどもね、ほぼ記録は取ってきているだろうというふうに

思いますので、大まかな部分について、委員長、副委員長のまとめに任せるという形でいいわけで

すよね。あとは何か行って来た感想だとか、思ったことだけ述べればいいと、こういうことになり

ますか。 

○委員長（小西秀延君） 例えばですね、ちょっと今回は４団体行っていますので、議会も大変幅

広く出ております。それを全部記載するというのはちょっと不可能かなとも思うのですよね。それ

で、重要なところをピックアップ等をしていただきまして、今、言った８点についての中身を議論

いたしましたが、これを全部掲載するとなると、各団体に及ぶとすごい件数になるわけですね。そ
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れで、今回の所管事務調査で全部報告するというのは、ちょっといかがなものかなと思いますので、

重点的に濃い議論になって、こういう方策がいいのではないかというような話が見えるものを今回、

記載していければなというふうに私の方では考えているのですが、その重要なものについての皆さ

んの認識がまたバラバラだと困るものですから、ここでコンセンサスを取らせていただければなと

思うのですが。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） ４ヵ所の回った中でね、やっぱりどこも抱えている問題は今の現状だよね。

旧来から今の現状を比較しながら、どうしたらいいか悩んでいるところが一番強く感じられた部分

ではないかなと思うのですよ。その中で例えば、商工会辺りの話を聞いていく中では、何とか行政

の中で縛りを入れてくれないかというような話も出ていましたけどね。はたして、そういったもの

を例えば所管事務調査の結果、結果と言ったら変だけども、載せていくこともいいのかもしれない

けども。でも、実際に行政がそれにタッチをして、行政が縛りを入れて、例えば商工会自体がそれ

でもって生き延びていけるものなのかとなるとやっぱりちょっと僕は疑問に感じたこともあったし。

もう少し自発的な商工会としての連携した力というものがやっぱり必要になってくるような気も僕

はちょっとしました。それで、建設業自体もそうなのですけど、やっぱりどうしても公共事業に頼

ってきた北海道の体質というのは、そんなに急に変えることはできないでしょうけども、やっぱり

依然として公共事業に頼っていかなければいけないという、そういったものがどうしても話の隙間、

隙間に見えてくるというのがちょっとやっぱり残念だなと。今、これだけ公共事業が段々減ってき

て、建設業の業者さん自体も淘汰されていく、そういった時代に入っていく中で、やっぱりもっと

民間活力の中で生き延びる方法、そういったものがやっぱり必要になってくるのではないかなと。

それが何かは、僕たちがこうした方がいいよと言えるものではないかもしれないけども、何かそこ

が、ちょっと僕が引っ掛かった部分ありました。 

 そういうふうな考えで見ていくと、やっぱり現状と課題について、行ったところ、行ったところ

の現状と課題についてをまとめた中で、そして、やっぱり今後のあり方、そういったものを常任委

員会としてまとめていってはいかがかなと思うのですけども。向こうからの話は一方的に聞いて、

「ああ、そうだね。」で、終わってしまっては意味がないような気がするのですよね。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 私の感想なのですけども。商工会の全体的な流れを聞いておりまして、非

常にやはり営業的に対応できないような状態が続いていると。会員も22％減っているというような

言い方をされておりました。それで私、商工会全体が個別対応しているような世の中ではないので

はないかなと。やはり、地区別の商店街なら商店街がきちんとまとまって、要するに全体的にやっ

ぱり共同経営の体制に入っていかなければ、この町の販路というのは非常に難しいのではないかな

という印象を受けました。そういうふうなことで現状は、考えていることは考えているようですけ

れども、実践的に見た時にはほとんどそのような手を打っていないと。一部、老人化の問題で出て

おりましたけれども、それを個別に受注することについて共同でやったらどうかというものも出て

おりました。しかし、それだけではなくて、商店街を見た時に、やっぱり全体的なまとまりの関係

でどうもその点が希薄だなと。要するに、商工会全体でまとまって、それを傾斜傾向を是正すると
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いう努力がどうもやっぱり見えてこないというような印象が強かったですね。そういうふうなこと

で今後、商工会が繁栄するという意味から考えると、そこにやっぱり焦点をあてて研究を重ねてい

かなければいけないのではないかなという印象を受けました。 

 それから当初、共同支援の関係で今の寿幸園の問題なんかが出ておりましたけれども。これはは

たして役所に商工会の方で今、考えているような仕入れ形態を役所の方で是正できるのかどうか。

一方的に聞いておりますと、役所もやはり民間に引き渡す時点での取り決めと言うのでしょうか、

そのような取り決めがどうも希薄なような気がするけれども、一方、受ける側については、やはり

自社経営ですから、そのような内容を受けがたいというような印象も受けるわけですけれども。こ

の点どうなっているのか、１回確認する必要があるのかなというような捉え方をしてみました。 

 ともかく、そういうふうなことで現実的には白老町の商工会全体的にやっぱり、この傾斜傾向と

いうのは現状の政策をそのまま踏襲していると、この傾向はやっぱり落ち着かないのではないかな

と。どこかでやっぱり歯止めをする必要があるだろうというような気がしております。だいたい、

そのような印象を受けました。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。話の中で、社会的な規制緩和を受けてね、その中で大変な状況

の中で苦労をしているということはよくわかるのですね。現状ということで言えば、例えば仕入れ

業者が安いところを狙って、公共の施設もどんどん安いものを入れていくことによって地場産品が

入れなくなったとか、そういうようなことというのはありましたよね。それから、大型店が都会に

進出するものだから、中型店が田舎に入ってきて、そして、田舎では小売業者が潰れていくという

ような流れがあるということの中での努力ということだと思うのですよね。実際に厳しい状況の中

で商工会なり何なりが自主努力で生きて行くということが、これは建前でわかるのだけども、我々

側として、それをどんなふうに受け止めなければならないかということになれば、やはり、話にも

ありましたけども、そういう共同経営だとか何とかということも、一つはまちづくりをどういうふ

うに進めて行くかという指摘というのがありましたよね。ですから、やっぱり行政だとか、議会だ

とかというのは、そういうまちづくりの形態というのはどうでなければならないかという論議を深

めなければならないのかなと。そんな中でそういう商売に携わる人にも一定の方向付けをしたり、

夢を持たせたり、そういう関係で成り立っていかなければならないのかなと。実際にあの場でも言

ったのですけども、我々の知り得ない細かい中身というのがたくさんありますよね。そういうもの

をみんなに知らせるような形で、どこかでそれを共同で情報を交換しあいながら、それを町全体に

広めて行きながらね、あの人たちにもそういう方向づけをしてもらうというようなことが必要なの

かなと。これは我々の立場から言えばね、そんなふうな感じが強く受けたのですよね。 

○委員長（小西秀延君） 全体的には、ご意見ちょっといくつか出たのですが、ちょっと私の方か

ら。実際に公式な場で要望もされていますので、要望された部分については一つひとつ整理をして

いってよろしいでしょうかね。これが議会の方で報告になかったとか、あったとか、違う形で載っ

ていたとかというといろいろまた各団体と問題も出てきてもあれですので、一つひとつ整理をさせ

ていただければと思います。 
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 まず、要望の方ですが。１つ目、先ほど吉田委員のお話にも出ていましたが、町の公共施設等の

民間移譲、あと指定管理者制度などを使って民間がその施設を運用するような場合、町の補助団体

等というふうな見方をされますが、そういう団体等への物品購入の際ですね、いろいろな形で要望

をしてほしいと。地元を優先するというような要望をしてほしいという意見が商工会の方から出て

いましたが、そちらの方はいかがでしょう。どう捉えたらよろしいでしょうかね。 

○委員（斎藤征信君） 難しいと思うのですけどね。それは町としても、我々としても地元のもの

を優先的に入れようというのはずっと以前から、その立場に立ってやっていることは明らかにして

いるわけですよね。その努力はしてきたわけですよね。ところが、それさえ守れないような、今、

情勢があるわけですよね。自分たちが苦しいものだから、町外であろうが安いところに頼ってしま

うというね。これを駄目なのだと、地元のものでなければ駄目なのだというね、そういう言い方と

いうのは多分できないのだろうなと。その人たちが生きていくための手段で動いているわけですか

らね。そうすると、そういう時に何が必要なのかなということも考えながらね、それは言わないと。

ただの言葉でね、地元を優先しろという言葉にしかならないということではちょっと寂しいような

気がするのですよね。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 玉井です。今、斎藤委員も言われたとおりなのだけど、大手業者が仕

入れする値段は間違いなく安いのですよね。小売している値段が白老の業者よりまだ安いというわ

けだから、そこから買ってきた納めた方がいいという話にはならないのだよね。だから、あの話を

聞いていると私は無理だなと思っているのですよ。あくまでも白老町だって、今言ったように民間

移譲しているわけだから。民間は赤字にはできないですよね、間違いなく。そのために努力してい

るわけだから。そういうことなのに、高いものを納めさせろというのは無理な話なのですよ。品物

が悪ければ別だよ。安くて、品物が同じものであれば、それに越したことはないわけだよ。みんな

それを求めているのだよね。だから、その辺を吉田委員が言われたように、調査を先にしなければ

と思うのだよ、そのことを。調査した結果ね、今、僕が言ったことと、商工会で言っていることと、

例えば寿幸園の言っていることがマッチするのであれば、同じ単価でも仕入れはあくまでも白老町

の人たちは追いつけないのだと、だから、こっち頼んでいるのだと言われたら、それはいくら議会

だって言えないよ、そうしてくれとは。町理事者に対して、あるいは寿幸園の経営者に対して、そ

んなことは言えない。無理なのだよ、それはだいたい。だから、いくら地元と言っても。単価を同

じに合わせると言うのなら、それはできるのだよ。同じに合わせたら赤字なのだから、おそらく、

あの言い方なら。だから、そこはね、議会で言えないのだよ、それであれば。確認しなければなら

ない。確認してから、まとめなければ。たいしたことではない。あるいはこっちでね、役場の中で

も管理担当している人がわかれば、聞くだけでいいのだけども。その辺はやっぱり確認しなければ

駄目だと思うね。それからの話だよ。 

 もう一つね。話は違うのだけど。商工会、建設協会、農協、観光協会、それら個々の話を聞いて

いると、話はもちろんわかる。だけども、全体の話になってね、僕もこの前も話をしたのだけど、

白老町全体を考えてやるにはどうするかということになると、全部個々の話を報告したのではちぐ
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はぐになってしまうのだよね。今、委員長がまとめようというのもわかるのだけど。要望事項は全

部まとめてからの話になるかとは思うけども。これはどうも私は違う。この前、商工会でも言った

でしょ、私ね。大型店舗を条例つくって、大きな平米数のものは認めないという条例をつくれと言

っていることは町の発展に逆行しているのだよね、間違いなく。私が前にも議会でも言ったのは、

栄高校、東高校の子ども達をできうれば白老から出さないようにしようと。みんな行ってしまうの

だよね、今。行っているのが現状でしょ。白老に働くところがないから。それでは白老町は発展性

ないのだよ。だから、例えばだよ、何でもいいのだ、デパートでも何でも大きいものが来るという

ことは働く場所が出るわけだから。この前インドの話もしたと思うのだけど。インドは今、イオン

みたいな大きなデパートがどんどんできているというのですよね。そうしたら、水準が上がったと

いうのだから。要するに、貧困の水準が上がったと。だから、あの広いところに数できたら、そこ

で働く人が多くなって、路地で売っている人たちはみんないなくなってしまって、そこのきれいな

ところへ一家で行くよね、みんな。そういうふうになってきたというのと同じでね。やっぱりね、

町が衰退するようなことの進め方は議会ではできないのだよね。私らは全体、今、財政の問題もや

っているけど、全体を考えて白老町が発展する、みんなもできうる限り裕福になるようなことを考

えないとまずいのだと思うのですよ。 

○委員長（小西秀延君） どうぞ、斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。実態として大型店が来る、それで雇用の場が増えて、そして、

景気もつく。その論理というのは現象面としてはわかるのですよ。ただし、その弊害も比べて、一

緒に合わせて考えなければならないということですよね。そうすると、今の大型店を規制緩和の中

でどんどん規制なしに入ってくる、それを許したら、この町が本当に発展するのかということはね、

これはもう火を見るより明らかなわけですよね。入ってきた、バーっと金を集めて、さっといなく

なった、そこのところが穴になってしまった、その周りの小さな小売店はバタバタと潰れていく、

駅前商店街が衰退するという、その現実は何から来ているのかということを言えば、今この話の中

に大型店も緩和の中に入れて、呼び込むことも我々の仕事なのだと言ってしまったら話が混乱して

しまうわけですよ。今、求めているのはそれなのかということでね。そうではなくて、今、本当に

その辺のシャッター街で小さな店がバタバタと閉まっていくことをどうやって守るのだということ

に我々は立たなければならないはずでしょ。町全体の景気も必要かもしれないけども、そうやって

小さい店が生きて行くためにどうするか。それが、我々に付託されたものではないのかなと。町民

から我々の生活を守ってくれというふうに付託されてものではないかと。そこのところを考えれば

ね、今、その話をごちゃごちゃと入れて一緒に話してしまうと話の先が見えなくなってしまうので

すよ。私はそう思うのですよね。だから、今、まとめ方としては、現状がそういう辛い状況にある

ということを私たち聞いたわけですから、そういう実状にあるのだということを理解したことを書

きながらね、そのためにどうするかと言えば、我々が今すぐ言えることは、そういう実態はすぐ調

査しなさいと。調査して、そして、我々は地場産品がもっと行き渡るように、そういう努力をみん

なでするようにするにはどうしたらいいかを考える、今、時期であると。こういうような形でまと

めなかったら、具体的なことを言ったらまとまらなくなってしまうわけですよね。今、我々に求め
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られているのはそこではないかと。その内実をよく知って、そして、まちづくりの中で町の商品を

積極的に売りに出すと。そのためにどうするか。なお、努力が必要だというようなことではないか

なと思います。 

○委員長（小西秀延君） ちょっと一回ここで整理をさせていただきますが。話がちょっと、１番

目と３番目がごっちゃになってしまって。大規模小売店の方をどうするかというようなところまで

お話が進んでしまいましたが、まず、補助団体へのお話をしていた中で価格からそういうお話にな

っていったのですが。まずは価格の方で補助団体への要望の方を言いますと、全くうちらは、それ

は勝負にならないのだから知らないよというのも議会の責任がないのだというふうに捉えられてし

まうと思うので、やはり要望はこれまでも続けてきたと、今後も続けて行くものであるというふう

に私は認識しているのですよ。ただ、私たちの知らない部分での格差が広がっている可能性もあり

ますし、この前、要望から上がっていた、大型店舗から仕入れした方が安いというような状況が本

当にそうであるのかというのも僕達は全然認識していなかったところでありますので、そこをやっ

ぱりきちんと町としても調査をして認識を新たにするべきではないかというような捉え方をしてい

くということで１番目はだいたいよろしいでしょうか。そういような内容で。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） それで考え方はいいと思うのですけども。委託契約の内容というのも僕ら

知らないのだよね、どうなっているのか。それについてはやっぱり、委託契約をする時にもちろん

食の問題も含んで、仕入れの問題も含んで契約していると思うのだけれども、その契約の内容につ

いてどうなっているのか、１回確認する必要があるのではないかと思うのです。やはり、今、委員

長が話したように、総合的にはそのようなまとめ方で絞ってまとめていいのではないかと思います。

私も委託契約を結んでいるのか、あるいはどうなのか。民間委託の手法についても具体的にわから

ないもので何とも言えないけれども。それをちょっと確認する必要があるのかなという気がいたし

ます。 

○委員長（小西秀延君） できれば、その中に要望も入れていくとような認識でよろしいですか。

契約して、町の中から買いなさいということはちょっと無理だとは思うのですが。契約上は。だい

たい、そんなところでよろしいですか、１番目は。 

 それでは２番目に入りますが、仕入れの格差ですね。これは独禁法に絡みになっていくので、国

の政策なのですよね。そちらに対する要望を町の方でどうするのだというのは大変難しい課題かな

と思うのですが、どのように取り計らいしていったらよろしいか、ご意見があれば。形的には陳情

とか意見書のことを言っているのでしょう、たぶん。そういう形で上げてもらうのがベストなので

しょうかね。 

○委員（吉田正利君） はっきりするね、その方がね。 

○委員長（小西秀延君） これは議会から意見要望という形にはならないので、やっぱり思ってい

る人から発議してもらうというような方が形的には。その調整が必要だという形で進んだ方がよろ

しいでしょうかね。そういう形を考えて、お互いで検討していくというような形でよろしいのでし

ょうかね、形的には。 

○委員（斎藤征信君） 我々として、議会として、今すぐどうしなければならないなんて言える問
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題ではなさそうなので、そういう実態の指摘があると。現実があるという、それを知らせていくこ

とだけでいいのではないでしょうか。 

○委員（氏家裕治君） 特にやっぱり現状の問題に一番重点を置いて、それについてのいろいろな、

例えば聞いてきた話の中を整理しながら。 

○委員長（小西秀延君） 対応策を検討する必要があるぐらいにとどめておきますか。これはちょ

っと国との絡みということで、動きがこちらが主導的ではないということで、商工会を含め再度、

こういう問題にあるということに対して対応を検討していくべきであるというぐらいで。 

それでは、３番目に入ります。先ほども出ていました、大規模小売店の。条例で縛ってはいかが

かと。意見が、斎藤委員の意見、そして、玉井副委員長の意見ということで、両方対立とは言いま

せんが、企業誘致の関連で見れば大型店舗も必要だというご意見もあれば、大型店舗が来たらやっ

ぱり商店の空洞化とかが問題になっているのに拍車をかけるのではないかというご意見もあります

し。 

○委員（斎藤征信君） それを言ってしまうと、そこら辺を指摘すると大きな問題に入り込んでし

まって動きが取れなくなるわけですよね。実際に大型店が進出していることははっきりわかってい

るわけですから。だけども我々、この自分の町でどれが大型店なのよと言われても、なかなかピン

と来ないですよね。そうすると、資本がどこで、どこがそれをやっているのかということになると、

コンビニなんかもみんな引っ掛かってくるわけですよね。だから、問題はそこではなくてね、結局

は、指摘されたのは、大型店進出の影響というのはやっぱり我が町にも影響が出ているのだという

こと。そういう指摘がありましたよね。いろいろな意味で。直接ではないのだろうけど、間接的な

意味での影響も含めるとかなりの影響があると。その辺の調査、実際というものを明らかにすべき

ではないのかということの方が現実かなと思いますけどね。 

○委員（吉田正利君） 今回、商工会で話しているのは、例えば１万平米以上の規制値を、白老の

場合は何千平米から規制してほしいとか具体的な案もないわけですよね。ただ、大型店という表現

で、入られたら困ると。そのような言い方しているわけですけれども。実質的にはまだ内容につい

ても不透明な部分もあるので、あまり明確な絞り方をしない方が今の段階では健全かというような

気がしますね。 

○委員長（小西秀延君） 企業誘致の関連で考えますと、白老町は今、企業誘致もやっていますけ

ど、なるべくだったら町にない業種の企業を工業団地に誘致しようというのが目標だと思うのです

よね。白老町にある企業を潰して、もっと大きい企業を連れて来ようというのは企業誘致の理念か

らちょっと外れていると私も思うので、そこにあまり触れることは今回は差し控えた方がいいので

はないかなというふうに思うのですよね。大型店舗を誘致するというのは。 

○委員（斎藤征信君） その規制も私たちから言うべきものではないだろう。それは商売をやって

いる人や、商工会やらが科学的なあれによって、これ以上のものが出て来たら困るのだというもの

がはっきりした段階で我々も一緒になって、そういう運動としての規制だとかという形に関われる

のだけども。今、私たちがいくら以上は困りますというふうなことが言える状態ではないような気

がするのですよね。 
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○委員長（小西秀延君） 商工会さんから出て意見も、先ほど吉田委員言われたとおり、まだ平米

数も自分たちもどれくらいからなのだという規制もできない。私たちは素人ですから余計わかりま

せんよね。だから、これはもう今後の調査や話し合いが必要だということで、その程度で収めてお

いてよろしいですか。 

○副委員長（玉井昭一君） 議会が発案して条例つくってくれとはっきり言っていたよね。 

○委員長（小西秀延君） そこまで言われているのですよね。ただ、今、急々にそういう話にはま

だ。平米数や、先ほど現地でも僕言ったのですが、そういうのは話し合いがもっと必要だろうと。 

玉井副委員長どうぞ。 

○副委員長（玉井昭一君） ただね、名寄みたいに３年前から計画立てて自分でつくったよと。だ

けど、特別したわけだよね。だから、その時には大型店舗の会社の計画では間に合わないのだよね。

だから、つくってくれと言うのであれば、例えばイエローグローブ来た時も何平米と決めたのです

よ。小さくしてもらったのですよ、あれも。だから、そういう実例もあるわけだから商工会ではわ

かっているのだよ、ある程度はね。だから、こういうふうにしてほしいのだと。例えばデパート関

係なら何ぼにしてほしいのだというね。それは例があるわけだから、今まで。だから、その辺をよ

く調査すれば、ある程度の感覚的なことはわかってくるのだよね。だから、それをどうするかとい

うことになるのだよ、今ね。 

○委員（斎藤征信君） ただね、あの時の懇談の中でやっぱり思ったことは、こういう問題の発想

というのは現場の人たちの願いによって町というのは動かなければならないはずでしょ。自分たち

のそういう発想がなくてね、お前達やれと、規制をすれば俺たち助かるのだからというものの言い

方というのはいけないと思うのですよ。大型店ができて来れば苦しくなるのはわかっているのだか

ら。そんなことは我々、素人でもわかりますよね。だから、お前たち勝手に条例つくれというもの

の言い方では、我々、動きは取れませんよね。だから、本当に現場からそういう声が盛り上がって

きてね、こういうふうに俺たちはしたいのだと、だから、お前たち、それに基づいて条例をつくる

応援をしなさいというのが筋だろうと思うのです。だから、すごくそれを感じたわけね。だから、

我々はわからない部分があまりにも多いから、そういうようなことをわからせる方法というのはな

いかどうか。そういう情報をたくさん提供して、みんなの、町民の問題にしていくという現地の作

業というのは必要ではないかと。それを受けて、行政というのは動くのだろうと思いますよ。 

○委員（吉田正利君） やっぱり基礎調査の話がそっちに置かれて、いきなり条例化ということに

はならないと思うのです。やはり大規模店舗の一つの規制値が３千なのか、６千なのか。この町に

合った規制値というものをやっぱりもう少し現地から声を上げてもらわないと。最終的に条例化す

るというのはやっぱり規制の問題ですから。やはり勝手には考えられないと思うので、そのような

意味で基本的な基礎調査の段階での討議をやっぱりもう少し進めないと、この話は進まないような

気がしますね。役所段階でどの程度までそのような基礎調査をされているのか。しているのか。し

ようとしているのか。そのような段階の要望というか、間接的な意見でまとまるのではないかと思

うのですが、もう少し商工会の方にそのような内容を喚起するというようなまとめ方でいかがでし

ょうか。商工会は条例を早くつくってくれというような言い方をしていましたからね、この間。 
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○委員長（小西秀延君） やっぱりこの話は、昨日、今日ポッと出てきてすぐ、はい、じゃあ、つ

くりますという話には無理だと思いますので、商工会ともっと話を深めると。本人たちもどういう

ふうな認識を持って、どういうふうに進めたいのかをもっと明確化してもらうというような。ちょ

っとそこまで書けるかどうか、うまく書ければ。文章ですから、書けるかどうかわかりませんがう

まくまとめられればと思います。 

○委員（氏家裕治君） 僕もね、この間、商工会の個々の集まりの方々が、例えば、それでもって

生き延びていけるのだったら、それはそれでいいのかもしれない。でも、町民から見た商工会とい

うのもまた考えなければいけないような気がするのですよね。だって、町民から無視された商工会

だったら生きていけないではないですか。いくら縛りかけようが、何しようが。例えば大町商店街

を見ても、日曜日はシャッター閉めている店が多かったりと。そうしたら、みんなほとんど苫小牧

行ったり、室蘭行ったりしてしまうわけですよ。だから、そういったところから自分たちからやっ

ぱり変わっていかないと、いくら縛りかけようが、何かけようが、結局は自分たちの中で縛りかけ

ているような話で。町民そっちのけの縛りでは何もならないような気がするのだよね。だから、そ

ういったものは、僕は今回、商工会の方々のいろいろな話を聞いた時にね、確かに熱くなってこう

してほしいのだという思いはわかりますよ。わかるけど、じゃあ何のために縛るのだと問いかけて

みたい部分も確かにありましたよね。その縛りを入れることによって町民がそっちに目を向いてく

れるのだったら、僕は縛る意味もあるような気がするけども。縛って、逆に白老町内が疲弊という

のは変だけどもね。それでは何の意味もないような気がするのだよね。だから、それを文書に書い

てしまうとなかなか難しいあれもあるかもしれないけど、やっぱりこれからどんどん商工会とのや

りとりを深めて行くことも必要なのかもしれないなと思いましたね。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 極端な話なのだけど、斎藤さんがやったところの長崎屋というのが２

つあったよね。今は旭友と生協に変わっているけど。長崎屋が潰れた時に、閉鎖した時に、白老町

の町民はみんなかばったのだよ。簡単に言えば、小さい店が無くなっても何も困らないのだよね。

これははっきり歴然としていたのだよ。大型店舗来るなと言ったって、それが無かったら本当に困

るのに、それでこうやってやっても駄目なのだよね。今、氏家委員も言ったとおりなのだけど。そ

りゃあ、商工会の人たちは 425 社ぐらいの小売店があるけども、だけど、やっぱり全体的に、例え

ば建設業だって何だって同じなのだよね。僕ら自体もどんどん減っているのですよ、受注量はね。

だから、そんな状況なのに、いつだって建設業が発展している時はみんな豊かなのよ。だけど、建

設業が発展していない時は不景気なのです。これはイコールなのだよ。だから、その辺を考えれば、

わかるのだ、商工会の人たちが言っていることはみんな手に取るようにわかる。辛いことも、努力

もしているのだろうけど。だけど、やはり自分たちがどうやったら活路を見出せるのかね、その辺

をどうもこの前の話を聞いていると他力本願みたいな感じなのだよ。私も同じように思うのです。

それが悪いというわけではないけど、わらをも掴む気持ちで言っているのだろうと思うけども、そ

こら辺の活路を見出すような方法をやっぱり当事者が考えてもらわなければ。私たちに考えてやっ

てくれと言っても、これはやっぱりちょっと難しいところだと思うのだよね。 
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○委員（斎藤征信君） 批判が出ますよ。どうやって決めたって。 

○副委員長（玉井昭一君） だから、はっきり最初から言っているように、重複するけど大型店舗

が無くなったらいっぺんに困るのだと。だけど、これ以上できたら、また、なお困るかもしれない

けどね。そこそこのものがあるうちは、ある方がいいということになるのだよね。だから、今まで

どおりであってくれれば、なお、いいのではないかと。これ以上増えたら困ることを言っているの

だろうけど。 

○委員長（小西秀延君） これはまったく時代だと思うのですよ。大型店ができて、小さい店舗が

身近から無くなっていて、無くなって、これも無くなったら本当に困るのですよね。だから、その

意味なので。ちょっと文章能力ないのですけども、うまく皆さんのご意見をまとめられればと。中

出委員。 

○委員（中出正君） 皆さん、お互いに商工会の要望について真剣に検討しているのですけどね。

商工会というブロックを守るのか、町民を守るのかと言ったら、やっぱり大型店舗があることが町

民が非常に喜ばしい状態になるわけですよ。だから、非常に難しい話がここに上がっているのだけ

ど。その内容に入るとやはり商工会独自の考え方が非常に必要ではないかなと思うのです。言うな

れば、先ほども出ておったけど、小さい業者がブロックになって一つやろうと。こういうような発

想もあってしかるべきだと思うのだけど。やはり我々、ちょっと横道に入るけどね、３つの漁組が

１つになるということは非常に抵抗があったのです。ところがね、多少貧乏しても、借金しても、

独自の体制で行ってほしいという根強い要望があったのです。だけど、それだけを防げて対応する

ということは非常に向こうが厳しいというようなことで、やむを得なくブロックになった経緯があ

るわけです。だから、白老町民を考えるとすれば、大型店舗をよそから呼ぶということも当然ある

中でね、自らの努力が必要ではないかなと思うのですよ。 

 それで、何期くらい前になるか、やはり商工会に出向いて行ったのです。その時のやりとりを一

つ言うとね。例えば、日曜日になったら何か作ろうかな、何か直そうかなということで金物屋さん

に行ったと。まず、戸を閉めていると。そして、その関係者の言い分はね、予約してくれれば、い

つでも対応してくれると、こういう言い分なのだよね。だけどね、そういう予約をできるような方々

が 10 人のうち何人いるかと言ったらね、まったく少ないものだろうと思うのですよ。家庭工作する

場合のね。したがって、日曜日でも戸を閉めないで、しかも、物をそろえておく。これが消費者に

繋がる大きな要因になるわけですよ。それをシャットアウトしてしまったらね、どうしてもある方

に行ってしまうと。 

 それと、以前は歩いて買い物に行った時代から、今、車に乗ったら苫小牧の方に向おうが、白老

に向おうがたいした変わりはないですよね。そういうものをどういう形で町内に押さえつけるかと

いうことを、まず、根本的に考えないで、ただ困っている内容だけを訴えていたのでは進歩性がな

いのではないのかなと思うのですよね。非常に難しい問題ですよ。 

 それから、建設業界にしても１億以上の仕事をすると言ったら、実際そろったものがあるわけで

すよね。したがって、そういう時にはよそから入り込んで取るわけですよ。白老の建設業界で土木

の方が１社か２社あるというのかな。建設の方はないと言うのだからね。だから、結局は白老町と
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して町民に何らかの形で与えてやりたいなという、その時もそういう問題で引っ掛かるわけですよ。

それはやっぱり前段にお話したように、漁業関係ばかりではなく、多少困っても独自で行きたいと

いう人間本来の考えがそういうふうにさせているのだけどね。いずれにしても大変な難しい問題だ

と思います。 

○委員長（小西秀延君） さまざまな要因が絡んでこういう事態になっているということですので、

ちょっとうまく書けるように頑張りますので。要望は以上３つでしたので、また、各テーマの中で

こういうところはきちんと書いた方がいいのではないかということがあれば。商工会の中で、皆さ

んからご意見を承ります。あとはお任せでよろしいでしょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（小西秀延君） では、そういう形でやらせていただきます。 

 続きまして、農協さんの方に移りたいと思います。農協さんを全体的に見渡しますと、これをや

ってくださいというような、あまり要望的なものというよりは、こちらからお出ししたテーマに沿

ってお話を進めましたが、その中で特にこういうものは書いてもらいたいという部分があればお願

いします。どうぞ。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） この間お聞きしてちょっと驚いたのは、苫小牧農協の中の白老のエリアと

いうのは、牛にすると６億９千万しかないと。意外と小さいなと思ってびっくりしたのですが。そ

の中で、大型の畜産業者が白老に入ってきた時の農協の管理体制というのが管理外なのですね、こ

の間の話を聞くと。これは、非常に僕は不思議に思っているのですけれども。やはり、この点につ

いてね、農協はやむを得ないというような考えを持っているようですけれども、はたしてそれでい

いのかなと。阿部さんなんかも入ってくるけれども、牛が何十頭買ったって、うちの方には関係な

いのだという言い方をされておりますけれども。はたして、農協の白老の６億９千万の現在の市場

を拡大すると、非常に問題だなという印象を受けました。これは、どうこうということはないので

すけれども、これからやっぱりどんどんそういうふうに大型農場が白老にもし入ってきたとした場

合に、何かそういうふうな意味で農協の傘下にそれらを食い込ませるような方法をもう少しやっぱ

り農協サイドで研究する必要があるのではないかなという印象を受けましたけれども。 

○委員長（小西秀延君） 農協さんへお伺いした時、卵もそういう形ですよね。農協さんではなく

て、直にと言いますか、民間同士でホクレンさんに入れていると。農協は通らないと。これは飼料

の関係とか、農業機材の関係、またはそういういろいろな、農協さんというのは一人ひとり組合員

という形で入る、入らないは個人の自由という形になっていますから、そこで参加したことによっ

てメリットが得られるか、得られないかという話になっているのだと思いますが、その辺の方策。

一つになれれば、農業団体ということで、仲間ということで一つになりやすいのでしょうが、競争

という部分でなかなかそうなっていないというのが事実なのかなというふうな認識を得ましたが。

なるべく一つになっていただくような方策がいいということで書き留めておいた方がよろしいです

か。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 吉田委員とちょっと似たような形なのですけども。農協自体の役割という

のは、僕たちが今まで頭で描いてきた白老の農業という部分で考えると、すごく小さな部分しか農
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協さんになっていないみたいな、そういう感覚で捉えてきたのですよね。だから、もっと広い面で

農協さんが各農家との連携をしっかりできるようになるとね、僕は逆に全然勉強不足だったのかも

しれないけども、その辺がちょっと農協として弱いというかね、何かそんな感じがして、この間聞

いてきて、また自分も勉強不足だったなと思って。まとまりのない話なのだけども、僕は、その辺

をもうちょっと農協としては、例えば各農家との連携をもっと強化した方がやっぱり白老牛のブラ

ンドイメージにしたって、何にしたって強いものになっていくのではないかなと思うけども。今の

ままでは農協自体の力的なものがすごく寂しいような気がして。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私もまったくわからないけども、その問題は農協が悪いのか、組織という

縛りの中でそういうふうな手も足も出ないような中でなっているのか、よくわからないのですけど

ね。だけども、白老の場合に、白老の農業と言ったら、家畜を飼育するという、そのことが主なわ

けでしょう。畑、田んぼはないわけですから。そうすると、農協の役割って一体何かなという疑問

が出てしまうのだけど。そういう意味では先ほどまとめたように、力をつけるような一体化という

か、一本化というのですかね、一元というのか、そういうような形の要求というのはできるのか、

どうなのか。その辺はよくわからないところなのですけどね。 

○委員長（小西秀延君） ちょっと話飛ぶけど、中出委員、漁協さんも入っていないという大手の

ところというのはあるのですか。そういうところを一本化しようというような話とかというのは組

合の中でよく出る話なのでしょうかね。 

○委員（中出正君） 非常にこの問題も将来大変な問題になるのではないかなと思います。それは

ね、北海道全体的に和牛、黒牛を今、飼育しているのですよね。ただ、白老はブランドとして白老

牛という名を付けているけどね、全道的にはものすごい量のものが生産されているのですよね。そ

して、農協の関係者に聞いた例を言うとね、白老から生まれ育って生産して肉になる、その牛は非

常にパーセントは少ないのだと。そして、遠く渡島の方から、せたなとか、空知、岩見沢方面、あ

あいうところから来て、それが白老の市場で売れたら、その時点から白老牛という名が付くのです

よね。したがって、白老の農家の人はね、畜産業を行なっている人方はね、そういう面でものすご

い壁にぶつかるのではないかなと思うのですよ。入ってくるわけだから。だから、自分たちのブラ

ンドだなんてあぐらかいていたらね、よそのものが白老牛になって、どんどん、どんどん。ブラン

ドというそのものは名前だけ残って、実質残らないという大きな課題にぶつかるのではないかなと

思うのですよね。だから、非常に開いていて、オーストラリアの方からああいうふうにどんどん入

ってくる、それが完全撤廃だとかと言ったら、競争力が逆につくわけですからね。白老は下に下げ

られるという。肉は白老牛だというものではなくて、やっぱり人間、生活するためには経済だから。

家族が多ければ白老牛でなくても、オーストラリアの肉でも、アメリカの肉でもやむを得ない場合

があるわけですよね。そういうようなことになったら当然、白老牛というレッテルを貼っていても

売れないわけですから。売れないでいて、生産だけをしていくということは非常に農家にとって厳

しい場面にぶつかるのではないかなと。しかし、白老の地域はやっぱり作物を生産する農業でなく

て、畜産しかないのですよね。一年を通じて天候の状態で、米ができるわけではないし。できるも
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のは、俺が子どもの時は大根はずいぶん生産していた。地にもぐるものはいいのだね。上に出るも

のは 10 年に何回かしか豊作にならない。こういうような地域的な問題があるから、当然、先輩は畜

産というものに張りつけをしたわけですよね。今は本当に軌道に乗って、いいことなのだけど、諸

外国からの安い肉がどんどん入ってくるとね、これはもう当然ぶつかる問題でね。我々も脇で見て

いて、ずっと心配しているのですよ。何とかそれをね、どういう形で量産的に対応して経営を賄う

か。本当のブランドという形で、本当に生き残れるのかと言ったら非常に難しい。 

○委員長（小西秀延君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） この間行った時もちょっと話が出ていましたけど、例えば白老牛というブ

ランドが他の牛肉に比べるとすごく高価なものだと。それを求める富裕層の方々はある一定の割合

でいるのだという言い方をこの間していましたよね、確かね。でも、その一定の富裕層のために白

老牛があるわけではなくて、確かにそこの部分の需要があるということはすごくいいことなのでし

ょうけども。でも、そればかりでは困りますよね。結局、今言った、オーストラリアから安い肉が

どんどん入ってきたり、いろいろなところから安い肉が入ってきて、例えば普段はこれでいいとい

うような感覚になってしまった時には、やっぱり白老町の少ない農家の人方というのは大きな影響

を受けるのではないかなと思うのですね。だから、そのためにも農協自体の力をやっぱり、しっか

りつけて、他との差別化を図っていくような形が取れないのか、どうかね。そうじゃないと、今、

中出委員が言われたとおり、他から白老に持って来て白老でさばいたものが白老牛になって出て行

くのだったら寂しいかぎりだなと思うのですよね。やっぱりそこは白老の農協あたりがしっかり農

家を手を組み合いながら、他のとの差別化を図っていくことが必要なのではないかなと思ったりも

するのだけど。それができる、できないはわからないですよね。農協自体の仕組みは、この間初め

て本当に話を聞いて、あまりにも僕が思い描いていた組織とちょっと違ったものだから、ちょっと

困惑している部分もあるのだけども。 

○委員長（小西秀延君） そういうＦＴＡの問題とかではやっぱりまとまりやすいという農協さん

というものがあれば、やっぱり。今回の運動もそうでしたけど、まとまってやりやすいのですよね。

各大きな企業さんというのはそこから外れているから、ＦＴＡの運動にはちょっと一歩距離がある

のかなというふうに私も思っていますので、そういうところも要因の一つかなと思いますね。組織

の問題ですから、あまり深くは入れないかもしれませんが、そういうところに触れながら、また、

ブランド化、ＦＴＡの問題等を書き込んでいくという形でよろしいでしょうか。みんな自由意志で

参加する組合ですからね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 協同組合だから。だから、金融だとか、共済だけは共同仕入れを組

合員として受益するか、しないか。 

○委員長（小西秀延君） また、その組合に入っていても、そこから購入する、購入しないという

のは自由になったりもしますので、さまざま難しい問題は組織内部にはいろいろあるのでしょうが、

組織力という観点で見ると、まとまっていてもらった方がそういう活動はしやすいというような。 

○委員（氏家裕治君） ただ、あることによって、そこに加盟していることによって、何かあった

時にはまとまることができるという強さはあると思うのだよね。それがてんでバラバラでいると、



 １５ 

なかなかね。団結力と言ったら変だけども。 

○事務局長（上坊寺博之君） ただ、手数料払うのですよね。手数料払って、メリットがないとい

うことかな。生産だって大きい事業者は逆に入らないですからね。 

○委員長（小西秀延君） 一番の要因とかというのは、鶏屋さんとかだったら大手になると農協よ

り安く仕入れられますから。そういう問題がやっぱりあるのかなという気がしますね。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今、話を聞きながら、ずっと考えるのだけども、農協だけではなくて全て、

漁協もみんな同じ。今、国の流れの中で大量によそのものが、どんと安いものが入ってきて、自分

たちの経営運営が難しくなっていく。国内運営が難しい中で、さらに農協の運営というものが落ち

込んでいくというような中でね、これは一つの流れ、国の政策の流れなのかなという気はするので

すよね。だから、特殊なものではないですね。実際にそういう組織で守るということと、もう一つ

は価格競争があって、生産の調整があったり、締めつけがあったり、そういう中で生きて行かなけ

ればならない。ということは、もう一つの観点というのは食料の自給率の向上化。そういう観点か

ら責める方法というのがないかと。それを向上させる。やっぱり結局、自分たちのものを捨てて、

よそからどんどん入れていかなければならない状況が生まれるわけですよね。そうするとやっぱり

自分たちの国内生産だとか、そういうものをきちんと守っていかなければならないとすれば、そう

いう観点からのものの考え方というのは一つ必要かなという気はしたのですよね。 

○委員長（小西秀延君） そうですね。自給率の問題もＦＴＡの問題から考えると本当に大きく絡

んできますよね。それもまた記載させていただきます。そういう点でまとめていってよろしいでし

ょうか。 

［「はい」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（小西秀延君） それでは、農協さんを終わりまして、一回休憩します。20 分に再開いた

します。 

休  憩   午前 １１時１１分 

                                           

再  開   午前 １１時２１分 

○委員長（小西秀延君） 時間になりましたので産業建設常任委員会を再開いたします。 

 建設協会との懇談の内容についてに移っていきます。こちらもテーマに沿ったお話が中心になっ

ておりましたが、重立って盆と話が出た中では港湾事業で白老の地元の企業がなかなか受注できな

いというようなお話が出ておりました。あとですね、大きな話題でいきますと、土地を無料提供し

てくれるともっと建設をしていくものに対して・・・。どういう話だったかな。これはイオルの話

になっていたのだ。ごめんなさい、ちょっとこれ違いましたね。 

○委員（氏家裕治君） 工業団地の誘致関係の話でも、今はもう土地をただでやるぐらいの思いで

という話、それがあったのではないですか。 

○委員長（小西秀延君） そうですね。工業団地ですね。というようなお話だったのかなと。あと

リバースモゲージの話題も出ていましたし、後継者の話も出ていました。その点で。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕ね、やっぱりこれも行政がどうのこうのというものでもないし、やっぱ
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りこれだけ今、冷え切ってきている建設業の、例えば中心になってやらなければいけない会社が白

老町内には何社かあるかと思うのだけども、やっぱりそういった人方が中心になって、白老町のま

ちづくり自体からもしっかり逆に町に提言してくるぐらいのね、僕はそういう勢いが必要な気がし

てならないのですよね。だから、この間はたまたま僕、モゲージの話も出したけども、やっぱり郊

外は若者たちが住んでも別に車が自由に動かせる足になっていけるわけだから郊外はいいとしても、

やっぱり郊外に住んでいるお年寄りたちというのは段々そこでもって動きが取れなくなってきたり

ね。そういうことになると、これからのまちづくりって、例えば駅の付近に病院があったり、駅の

付近に例えば住宅街があったりとか、そういった町自体の構造が段々変わりつつあるのではないの

かなと思ったりしたものでね。それで、たまたまリバースモゲージの話が今までの国の枠からもっ

と庶民に使いやすい制度に変わってきたのでね。それが今、白老町に当てはまるかどうかはわから

ないけども。でも、あれは白老町の中で判断するのですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 制度としてですか。 

○委員（氏家裕治君） 資産価値を。国が来て、それを判定するのではなくて、町の担当者が判定

するのだよね、確かね。 

○事務局長（上坊寺博之君） 固定資産評価はそうです。 

○委員（氏家裕治君） それでもって、例えば 500 万以上の資産価値があればということで使える

制度になっているのですよね。今までは２千万だからね。白老町になんか、全然とんでもない話で。

今、年金の少ないお年寄り方もたくさんいるけども、そういったものを活用しながら、例えば町の

付近に出てくるというね。それを例えば建設業がそこの間で、中間に入って何かできることがある

のではないかなと思ったり。だから、僕はこの間、ちょっとそれを話題に出してみたのだけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 資料は手元に行っていますよね、商工会から来たもの。２種類行っ

ているかと思いますけども。 

○委員（氏家裕治君） 来ています。だから、そういったことが、例えば商工会と建設業がもっと・・・。

商工会の中にも建設部会だとか工業部会とかってあるのだけども、もっともっと、そういったとこ

ろで連携しながらやって行くことも必要なのかなと思ったりもするし。いずれにしても、例えば行

政に何とかしてくれと言っても、行政はこれ以上公共事業が増えるという見通しなんかあるわけな

い、あるわけないと諦めることもちょっと無理なのかもしれないけども。ただ、どうしてもやっぱ

り、この数年は厳しい状況が続くというのは目に見えてわかっている。そうであるのだったら、や

っぱり自分たちから動く、何か行動に出すということしかないのかなと思ったりするものだからね。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 港湾の関係なのだけど、建設協会は陸の上の道路やなんかはできるよ

と言っているのだよね。それは当たり前なのだよね。それで、海の中は特殊技術だから専門業者で

なければ駄目だと、これももちろんわかる。ただ、情報としてね、水産港湾課はこういう事業をや

るのだということははっきりしているのだから、それも業界も調査しているのだと思うのだけど、

計画自体をもっともっと勉強して、あるいは水産港湾課自体もこういうことにするのだよと、だか

ら、この部分は陸の上でできる、この部分は海の中だとかね、そういうものをはっきり請求しても
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らうと調査をしやすいの、業界もね。それから、交渉もしやすいのだよ。その辺の連携をね、議会

も含めて官庁、議会、それから、業界と、この３者がもっと密に連携プレーしなければと思うので

すよね。そうすると、議会だって陳情の仕方もあるし、それから、業界だって、議会も行くのなら

業界も一緒に開発局に行ってお願いしてくるからということにもなるのです。その辺の連携がもっ

と大事かなと。私はそう思って、前からそういうふうに感じているのだけど、そういうふうに思っ

ていたのですよ。だから、今後はそうすべきだなと。今からもうすぐ、そういうふうに対応しなけ

ればならないかなと思っているのだよね。 

○委員長（小西秀延君） ちょっと整理させていただきます。今、玉井副委員長からありました、

行政や議会も開発からの計画を前もってというお話だったのですけど、議会は陳情行為ということ

自体がちょっと駄目みたいです。 

○副委員長（玉井昭一君） 建設協会はやれるけどもと。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会は公務としてはできないですから。 

○副委員長（玉井昭一君） なるほど。地元に受注してくださいというようなことは言えるけど。 

○事務局長（上坊寺博之君） 駄目です。 

○副委員長（玉井昭一君） これも言えないの、議会は。 

○事務局長（上坊寺博之君） 執行機関ではなく、議決機関ですので。それをやるのだったら、公

務外で行くのであれば出来ます。 

○委員（吉田正利君） このあいだ会長から議会もそういうふうな意味で開発に働きかけてくれな

いかというような要望ありましたよね。ということは、これは・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） できないです。 

○委員長（小西秀延君） 議会が直接働きかけられるのは町ぐらいですよね。町にこういう要望を

きちんとしているかどうかというような・・・。 

○事務局長（上坊寺博之君） 議会の行為としてできるのは、陳情行為に代わるものとしては意見

書なのです。例えば、開発に地元発注を優先的にという行為は可能ですけど。 

○副委員長（玉井昭一君） 意見書はね。行って、陳情するのは行為的に駄目だから。 

○委員長（小西秀延君） でも、そういえば、議会から開建へ直接というふうに言われていますね。 

○副委員長（玉井昭一君） そうしたら、それは答えを出してしまわなければ駄目ですね。知らせ

てやらなければ駄目ですね、できないのなら。 

だけど、開建に一回行ったことあるのだよな。 

○委員長（小西秀延君） 議会としてですか。 

○副委員長（玉井昭一君） いやいや、議会ではなくて白老町民として行ったのだよね、みんなで。

民生委員会で。 

○委員長（小西秀延君） 町民として行くのならＯＫなのですよ。 

○委員（氏家裕治君） それは一つの規則の中で議会が動くというわけにはいかないということは。 

○委員長（小西秀延君） 議会として公式的にというのはちょっと無理。 

○委員（氏家裕治君） 町理事者側に対してのより一層の働きかけをしていく。 
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○委員長（小西秀延君） 促す部分は構わないと思うのですよね。町内企業の受注に対して、町が

もっと率先して動いていただきたいという要望であれば、議会としては。町に対して町内業者の受

注にもっと力を動いていただきたいという要望であれば、問題ではないですよね。 

○事務局長（上坊寺博之君） それが委員会の報告として書くのは構わないです。今ちょっと、そ

の書いたものを持って来ますから。 

○委員長（小西秀延君） 要望のあった、開建へとかは無理ですけど、今行ったような内容で町に

促すという形ではできるそうなので、そういう文章の書き方でよろしいでしょうかね、その件に関

しましては。吉田委員どうぞ。 

○委員（吉田正利君） 土木工事等の早期発注の手配を考慮願えないかと、そういうふうな内容の

発言がありました。仕事量が不足するために冬場の従業員対策の面も考えて、早期に仕事を渡して、

そして、町外に社員を派遣して、年間の仕事のベースを何とか調整したいという部分。この点はい

かがなのでしょうかね。早期工事の発注の特例ということは可能でしょうか。町に対して。 

○委員長（小西秀延君） 局長の方でご意見あれば。 

○事務局長（上坊寺博之君） 可能だと思います。ただ、町の方は早期発注を心がけているはずで

す。と言うのは、補助事業、単独事業の差がありますのでね。補助事業については、指令前着手で

きない問題がありまして、行政は年度ですから４月から３月のスパンで考えますので、それは四半

期に分けてどのくらいに工事量を持って来るという調整はたぶん現在でもしていると思いますね。

ただ、事業量が足りないからそういうふうにはなっていないかもしれません。過去の事業量から見

たら半分ぐらいになっていますよね。だから、そういうふうにも見えないかもしれませんけど、た

ぶん過去からそういう対応は取っているはずです、町は。取っていると思いますが、そういう注文

をつけるのは構わないと。 

○委員（吉田正利君） 再度、特例の意味で要望もあるから、何らかの形で入れていただければと

思います。 

○委員長（小西秀延君） では一文、町へ要望の部分で、やってはいるがというような前提で。斎

藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 土木関係が公共事業に100％依存してきたという今までの体質というのは、

本当に考えてみれば、土木工事なんていうのは公共事業の範囲の中でしかないのかもしれないけど

も。だけども、今これから先々、公共事業に頼って生きて行けるかと。それもダーっと世の中が変

わってきている時なのかなとは思うのですよね。別にそういう公共事業が無くなるわけではないわ

けだから。その他に生きる道というのがないのか、どうなのかと。これは、私たちにはちょっとわ

からないことなのですけどもね。もちろん、そういう問題というのは続けていくのでしょうけどね。

だけども、あの数字聞いた時に 100％でしたよね。公共事業がほとんど、99 から 100％でしたよね。

やっぱりそれを、別などんな方法があるか私にもわかりません。わからないけども、生きる道とい

うのがね、そこだけに頼らなくても生きていける道を模索する時期なのではないのかという問題が

一つあるかなという気がするのですよね。 

 それから、もう一つ。入札制度のことについて触れられていましたよね。私はちょっと、入札制
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度がどんなあれがいいのかわからないけども。その辺りは何か問題なかったのですかね。 

○委員長（小西秀延君） 議長からもちょっと出たのですが、団結して、もっと入札を落とす努力

をとれないのかというような、反対に質問もされていて。ＪＶと組んでやっているという回答はし

ましたよね。ただ、ＪＶを組んでやっているのだけど、やっぱり大手になかなか太刀打ちできてい

ないという。端的に言うと、ここでちょっと私的な企業さんはどうかなと思うのですけど、Ａ企業

さん、Ｂ企業さんでも国のＢランクになれないというようなお話も出ていましたよね。入札制度は

どういうふうに触れていったらいいのか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 土木、建築含めてなのだけども、こういう建設業に携わっている人方、商

工会だとかいろいろなところからの情報が来るのです。異業種への取り組み。でもね、北海道全体

を見てみて、それが成功しているというのが、例えば農家に手を出してみたり、福祉関係に手を出

してみたり、いろいろやっている人方はいるのだけれども、成功している例はやっぱりあまりない

ような気がするのですよね。その辺は玉井副委員長あたりもよくそういった情報は得ていると思う

けども。それが、やりかたが下手だとか何とかではなくて、やっぱり餅は餅屋でね、結局そんなに

甘いものではないですよ、異業種というのは。福祉にしたって、農家にしたって。それだけのノウ

ハウを得るためにはやっぱり何年とかかりますよね。それまでの体力があるかどうかということも。

それに対してのいろいろな道の支援もあるのだけども、はたして、それでもってね。異業種に手を

出すということは本当に難しいことだなということは、やっぱり皆さん感じていらっしゃるのでは

ないかなと思うのですね。 

○委員長（小西秀延君） それを前提に記載しますか。なかなか難しい道ではあるけども、そうい

う道も検討していくべきではないだろうかぐらいな。 

○委員（氏家裕治君） だから、そういったものというのは本当に、そこに行くまでの間、やっぱ

りいろいろな勉強をしながら。だって、そうですよね、そこのプロに立ち向かって行かなければい

けないわけですから。 

○委員（斎藤征信君） 難しいとは言っていたよね。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 今の件なのだけどね。往々にして大手が福祉関係に進んで行きました

と。そうすると、僕の仕事がないから、もうどうにもならないと。土木やめたと、まるっきり。そ

れで福祉にいったという会社があるのですよ。それは私も聞いている。ただ、いったけども、その

結果は聞いていないのだよ。まだ、出ていないのですよ。つい、この前まで国道専属にやっていた

会社なのだよね。それで、そういうことに移っていった。しかしね、規模の問題もあると思うので

すよ。今、委員長言われたように、そういう方向に向けて検討すべきだというのはね、白老の業者

にはなじまないと思うのです、少なくとも。僕が今言ったのは、かなり大きい会社なのですよね。

それは、従業員の振り方によっては出来たわけですよね。だけど、今、白老の業者がそっちに向く

というのは、僕はおそらく、ほとんど出来ないと思う。だから、そういう身の振り方を考えてとい

うのはちょっと酷なのかなという気はしますよ。無理だと思うのですよね。書くことは構わないよ。

批判を受けなければいいのだけども。それがもし、業界に聞こえて、議会でこんなことを言ってい
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たぞ。そんな無茶なことを言ったってどうにもならないよなという話になってしまうと困るから、

熱くなるから。その辺も難しいなと思うのですよ。 

○委員（氏家裕治君） 今の話を議会から見た目としてね、異業種への進出というのはかなり全道

的にも、全国的にも進められているけども、例えば白老町の中を見た時にそういったことが出来る

かと言ったらちょっと難しいという部分、そういうところを議会の意見として書いてもいいような

気がするのですけどね。難しいじゃないですか、はっきり言って。 

○副委員長（玉井昭一君） 難しいのです。僕らにしたら全然難しいから。それはまず無理だから。

例えばね、私、最初は設備をやったよと。そして、土木も始めたよと。これは関連があるからでき

るのですよね。そして、今、不動産も関連しているよと。これも関連あるのさ。密着しているので

すよ、これはみんな。だから、ある程度の知恵もあるから移れるのですよ。移れるというか、同業

みたいにできるのです。だけどね、福祉ならまるっきり違うから、それに向うなんていうのはやっ

ぱり大企業で組織化しなかったら出来ないと思うのです。やる気になれば別だけどね。命かけて、

若い社長に代えてやるというのなら出来るけど、私はもう全然できません。だから、やっぱり、さ

っき言ったように規模なのだよね。例えば、白老で一番大きい日本製紙がそれをやるのだったら、

それは出来るのですよ。人を雇えば、技術者を。福祉関係の技術者を雇えばいいのだから。そして、

少なくなった部分を減らせばいいだけの話でしょ。そうしたら、出来るのです。だけど、私たちの

業界は技術だから無理なのだと思うよ。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長から土木以外の道に関する意見を載せない方がいいのでは

ないかという話が出ましたが、載せない方がよろしいですか。斉藤委員。 

○委員（斎藤征信君） この間は建設協会が言ったのだよね。これから今後の方向としてね、異業

種交流というのがあってもいいのだと。それに向かっているのだと。だけども、難しいという話は

していたよね。だから、そういうところにも努力をするということでは、何も変な意見ではないの

だよ。ただ、難しいという話は確かにしていましたよね。我々が考えても難しいのだろうなという

ことがわかるということなのだけど。あの時に今後の方向性として、異業種交流と移住・定住対策

と、それから、リフォームの問題、３つ出していましたよね。 

○委員長（小西秀延君） そういう意見があって、それも１つの課題として、今、あれだというこ

とで抑えておけばいいのではないですか。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 私の感想なのですが、建築部門が例えば平成18 年は３億の売り上げしかな

かったと。収入が小さいわけですよね。白老の建築業者が、例えばプレハブメーカー、松下とか、

大成とか、ミサワとかですね。あのようなプレハブメーカーの売店を、１社では難しいと思うけれ

ども、共同で代理店形式の建築方式を導入して、一般住宅以外のそのような今の新しい建築方式を

導入して、建築の仕事を増やしていくという方法は取れないのかなとこの間聞いておりました。具

体的に話が出ておりませんでしたので、印象としてそのような考え方を持ったのですけれどもね。

他社が苫小牧、室蘭から白老の方に参入されて、非常にシェアが狭まってきているというような言

い方をしておりましたけれども、そのような問題を打開するためにお互いに努力して、大手のプレ

ハブメーカーの傘下に入って努力するようなことを考えてもいいのではないかなという、そのよう
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な印象を受けましたのでちょっと。 

○委員長（小西秀延君） 確か、やっている業者はありますよね。もうすでにやられている。玉井

副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 今のこんな話も一緒にやれれば最高なのですよね、事実。それで、例

えば身近な私自身の会社にもね、名前を言っていいか、どうかは別としても、札幌の大手設備業者

が企業体を組ませてくれと営業に来るのですよ。それは、今、小さな町ほど大きな業界が入り込め

ない。だから、地元が、はっきり言えば、ボイコットしているのだよね。地元の業者を守るために。

だから、官庁に地元受注といくとものだから、結局、大手は入る余地ないのです。だから、営業す

るとしたら、逆に大手が小さい会社に営業に来る。これはびっしり来ていますよ。だから、いつで

もそれは組めるのです。組む気があるなら。民間の仕事は無理だけど、官庁の仕事で組みたいとい

うことなのです。だから、そういう時には一緒にいつでも企業体を組ませてもらいたいからよろし

くお願いしますと丁重に挨拶してくるのです。それはもうやっているのですよ。事実、大手はもう

はっきり動いている。小さい会社は動くわけにいかないから、それが来た時に機会があれば、いつ

でもできるのですよね。だから、大きい仕事についてはそういうふうにすべきだし、いいと思うの

ですよ。 

○委員長（小西秀延君） 結論として、異業種は載せないでおきますか。 

○委員（氏家裕治君） 向こうからの意見の中でね・・・。 

○委員長（小西秀延君） あるのであれば、さらりと書いた方がいいですか。 

○委員（氏家裕治君） 向こうからの意見を聞いて・・・。 

○委員長（小西秀延君） こうすべきであるというような強い口調ではもちろん書かないような表

現で。 

○副委員長（玉井昭一君） 文句は言っては来ないと思うけども。 

○委員長（小西秀延君） 模索してはいかがかぐらいな・・・。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほども言っていたけど、公共事業に依存してきた体質を変えることがで

きないのであれば、それをどうにかして行かないと生きていけないということは現実なのですよね。

だから、そこを例えば、協会としてどういった方向に向かっていくのかということはやっぱり、協

会自体の考え方をもうちょっとやっぱり変えて行かなければいけないのかもしれないですよね。例

えば何社か集まって、住みやすいまちづくり、苫小牧とかという例を出してはいけないのかもしれ

ないけど、近郊の町から土地の安い白老、温泉や何かも含めた形の中で土地があるからそこに家を

建てるだけではなくて、その町並みだとか、そういったものをひっくるめて不動産関係、道央道、

それから、住宅、そういったものが全部協力しながら、こういった所に住みたいなというまちづく

りをつくっていくことに目を向けていくと言ったら変だけどね、そういうこともやっぱり積極的に

やって行かないと、町から出てくる公共事業ばかり待っていたって、たぶん僕は無理だと思うのだ

よね。いや、難しいとは思うのだけど。だから、そこに目を向けていくとなると、本当に真剣に、

例えば四角くある土地の中に家を建てることが建築ではなくて、ただ十字路に道路を造ることが道

路ではなくて、もっとやっぱり人が住みやすい、楽しんで生きていけるようなそういったところを
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考えてアピールして行くようなね、そういうことに目を向けていくことも大事なことなのかなと。

今までは役所がやっていたことをもっともっと住民の目に立った考え方で、こういう所だったら住

みたいとか、こういった所だったら家を建てたいなと思わせるようなことを民間が考えていかなけ

ればいけない。やっているのだとは思うけども、そうしていかないとこれからはやっぱりいけない

のではないかなと思うのですよね。 

○委員長（小西秀延君） まちづくりとしての家づくりを検討みたいな、発想の転換ですね。 

○委員（氏家裕治君） 土地の安さ。それから、温泉。白老の持っている財産をフルに活かした・・・。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 建築確認申請なんかは景気のバロメーターだと言いますよね。それが 10

年前からの数からいったら３分の１以下に減っていってしまっているわけでしょう。ということは、

完全に消費経済が潰れてしまっているわけだから、そこのところで何ぼいいことを言ってもそれが

伸びないというのは、本当に懐がもう少し暖かくならなかったら伸びないことはもうはっきりして

いるのだよね。だから、やっぱりそうだとすれば、そういう中でどうやって生きるかと言ったら、

アイデアの勝負だとか、今みたいな、本当に今までにないものの努力しかないのだろうなと。それ

がいつまで続くかはね、それが１回うまく当たったって、いつまでも続くかはわからないけども。

でも、やっぱり今言われた、発想の転換というのね。今までになかったことを誰かが言わなければ

ならないし、この話し合いの中で簡単に「行政が、まちづくり構想がないからだ」と人のせいにし

てしまうというね、何かそんなふうに感じたけども。だけども、やっぱり基本になるのは民間もそ

ういう形でものを考えなければならないし、行政もそういう立場からまちづくりのイメージという

のをつくらなければならないのですよ。我々、議会もやはりそういう立場からものを見ていかなか

ったら駄目なのだと。では我々、まちづくりの論議というのが十分にされたかと言うとね、意外と

していないですよね。どんな町をつくっていくのだと。20 人の議員の責任でどんなまちづくりを皆

に提起していくのだというような論議というのはしたことないわけで。やっぱり、そんなことも一

つの要請されたことなのかなというふうな感じがするのですよね。 

○委員長（小西秀延君） 大きな枠組みでもっと都市計画というような部分から町を考えるとか、

そういう部分も必要だろうと、私たちの分野で言えば。また、先ほど氏家委員が言われていた、家

づくり、まちづくりみたいな観点でだんだんグローバルにものを考えていけるようなシステムづく

りとか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） なぜ、そういうふうに思うかと言うと、この間も地震があったでしょ、中

越の方で。結局ね、防災の関係だとか、安心・安全というふうに考えると、例えば白老町に電柱の

ない町があるとか何か皆に興味を持ってもらえるような町、例えば茨城の学園都市なんかに行くと

電柱がない一帯があるではないですか。例えば今、ああいう大きな地震を見て感じるのは、電柱な

んかが家に倒れてきたりして、結局、交通渋滞を招いたり。例だけども、白老町の中に電柱のない

団地があったり、電柱のない住宅地があったり。たぶんね、皆のイメージ、住宅に対してのイメー

ジではなくて、町に対してのイメージというのがずいぶん変わったりするのではないかなと思うの

ですよね。そういうことをすることによって、難しいのかもしれないけども付加価値を付けて、安
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い土地をね、ちょっと付加価値を付けて高く売ることもできるかもしれないし、また、皆から目を

向けてもらうことも必要なのかもしれないし、やっぱり今、皆がやっていないことをやって行くこ

とが防災だとか、安心・安全にかけながらでもやって行くことが必要なのかなと思うのですよね。 

○委員長（小西秀延君） はい。だいたい、いい形に見えるようになってきたので、それをまとめ

て書かせていただきたいなと思います。あと、建設協会さんから出ていた公共団地の再利用の方法、

また、公営住宅の新しいような取り組みの手法などを模索していきたいというようなことも書かせ

てもらって、この辺をちょっとまとめてみたいな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（小西秀延君） ありがとうございます。 

 それでは、最後になります。観光協会さんとの懇談の方に入らせていただきたいと思います。観

光協会さんとの中身で、かなりお話の中身は観光協会さんの方からのお話がすごい多かったのです

が、その中で気になっているところや、ここだけは載せていただきたいというようなところがあれ

ばお話しいただければと思います。斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） サミットの問題が出ていましたよね。大いにそのためにいろいろと工夫を

凝らしたりなんかすることは大事だと思うのだけども。これは、白老町としてもサミットのために

何か準備をしていくだとか、準備を始めただとか、町のそういう一つの構想の中で観光協会がタイ

アップして動き出す、そういうような動きというのはあるのですか、ないのですか。わかりません

か。町は何も言っていないのでしょう。 

○委員長（小西秀延君） 具体的には、この前ちょっと僕もサミットの件で一般質問させてもらっ

たのですが、総合的な窓口をつくってやっていきたいというお話は承りましたが、個々、個々では

働きかけを今のところ、しているところもあるみたいです。財団で言う、サミットの夫人のプログ

ラムと、また、興味を持たれているところでは白老のグリーンビジネスというところでは当たって

はいるけども、まだ具体的な形にはなっていっていないというところが事実かなというふうには思

いますが。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） この間、観光協会の方で将来的な構想として、協会を株式化するという発

想が出ておりました。これはもう即、私は実施すべき問題だと思っているのです。やはり、観光協

会の体質そのものを抜本的に変えるというのは現状では難しいだろうと。やはり、株式組織にする

ことによって、新会社の発想の中に自分たちの経営思想を入れていくという考え方は、必然的に体

質改善を抜本的に変えていくという、そのような強制力が出てくるので、これはもう即、時間的な

問題もあるでしょうけれども、検討中というよりも、即、実施すべき問題ではないのかなという印

象を受けました。 

 あと、最近の新商品でハンバーガーを製作して、10 店舗ぐらいで展開したいという、近々もう、

そのような展開に入る予定だということが発表ありましたけれども。ハンバーガーがはたして当た

るのか、どうかは別にして、これはある程度10 店舗ばらばらで展開するというよりも、むしろ、協

会の方でそれを総合的なまとめ方の中で経営をしていくべきではないのかなという印象を受けまし

た。各店に特色を持たせてということでのパンフレットも出来ておりましたけれども、それはそれ
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として、協会独自で新規の展開をやはり図って行く必要があるのではないのかなという印象を受け

ました。 

 あと、クッタラ湖の観光開発について、現状の方式そのままについて、新たな展開を見出せなか

ったのですけれども、せっかくクッタラ湖という自然組織を持ちながら、現況、白老町としては放

置の状態ではないのかなという感覚で見ておりましたけれども。これをもう少し積極的に、白老全

体の中で観光資源としてやっぱりもう少し活用してＰＲする必要があるのではないかという、そう

いうふうな印象も受けました。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 株式会社、クッタラ湖等を積極的に。ハンバーガーも協会として新しい

事業として取り組むというようなお話も伺って参りました。 

 その他にございますか。新しいところの取り組みでは、牛肉まつりでのＪＴＢさんとのプレミア

シートですか、そちらもまた今後も力を入れていくというお話もありましたし、温泉をもっとＰＲ

というお話も出ていました。そういったところも書かせていただきますが、他にもございますでし

ょうか。温泉は最初、６種類と言っていましたか。７種類と言っていましたか。２つ種類を言った

ような気がして、僕は書いていたのですが。もう一回その辺ちょっと確認しておきます、後で。４

種類と言っていたのか、５種類と言っていたのか。成分的に。それがＰＲできていないというよう

なお話もちらっといただいていたので。最後の方で、泉源４種類をＰＲできていないというお話を

聞いたのですが、その前は５種類と言っていたような気がしたのでちょっと確認しておきます。冒

頭は５種類と聞いていたのですよね、僕は。後半には４種類となっていたので、どっちだったのか

なと思いながら聞くのも忘れてしまいまして。登別が確か７種類の泉源があるというふうに言って

いたと思ったのですが。他に記載すべきようなところはございますか。無ければ、だいたい、そう

いうような形でまとめさせていただいて、また、いつもみたいな形でつくったものを皆さんに目を

通していただくという形でよろしいでしょうか。 

[「はい」と呼ぶ者あり] 

○委員長（小西秀延君） 局長の方から、こちらを。 

○事務局長（上坊寺博之君） 今、お配りした部分は議会活動としての陳情活動をどう押さえてい

るかということでお配り申し上げました。先ほど、建設協会の中で議会も所管官庁に陳情行為をす

べきではないかという意見だったのですが、基本的に議会、議員の活動として陳情活動は公務とし

てみなされていないということなのですよ。見ていただければわかるのですが、一番最初に法人格

がないと。議会は公共団体の機関であって、法人化を持っていないと。だから、陳情の主体にはな

れないのですよということなのですよ。それに代わって意見書を認めたと、法律上ですね。99 条と

して認めたものであるよということなのです。行政実例が44 年に出ているのですが、そこを見ても

らうと端的に一番わかると思いますが。陳情行為に関する往復途中の事故は公務災害として認めな

いよということなのです。その下、これは解釈なのですが、議員の公務災害補償における公務上の

認定ということで、議員さんは基本的に一定時間の法的な私的活動の拘束力を受けないと。そうい

うことからですね、議会議員の公務の遂行性というのは、法律上に基づくものしか認めないという

趣旨なのですよ。ですから、本会議、委員会の出席ですとか、そこに４項目列挙している、これ以
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外は認めないよという。認めないよと言ったら変ですけど。ですから、陳情行為は基本的にできな

いという解釈なのですね。過去には、平気でと言ったらおかしいですけど、こういう行為をやって

いたことも事実なのですけど、基本的に法的には陳情行為は公務としてみなされていませんよとい

うことなのです。ちょっと参考までにお配りしておきたいと思います。以上です。 

                                           

     ○閉会の宣告 

○委員長（小西秀延君） それでは、７月９日、13 日、本日と３日間にわたります、産業建設常任

委員会所管事務調査を閉会いたします。お疲れ様でした。 

 

（閉会 午後 ０時０９分） 


