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◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君） ただいまから、いぶり中央漁業協同組合の本所移転に関する調査特

別委員会を開催いたします。 

（午前１０時５７分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 先ほど臨時会が開かれまして、その場で本特別委員会の設置が決定

いたしました。 

この事実経過を含めて町側から説明を求めたいと思います、岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） それでは、私のほうから経過について説明をさせていただき

たいと思います。このいぶり中央漁業協同組合の本所事務所につきましては、かねてから白老

町の行政区域内にということで、組合のほうにもお願いをしてございました。そういう中にあ

りまして、11 月 24 日でございますが、中出組合長、松田副組合長、本間専務、それから２名

の参事、５名が町長のところへお話をしたいということで見えられまして、その中で、突然で

はありますが、事務所の建設についてお話がありまして、登別の行政区域内、それも新荷さば

き所の背後地の用地に建設する方向だということで説明がありました。しかも、その決定につ

いては、11 月 27 日の理事会でそれを決定するという非常に期間のない中で、町にお話があっ

た３日後に理事会の中で決定をすると。こういうお話が当初ございました。 

 その中で、私ども町長も含めてですが、何とか白老に建設をしてもらいたいと。そもそもこ

の事務所の建設場所については、先ほどもお話ししましたけれども、新荷さばき所の建設の際

に議論がありました。当初の計画では、荷さばき所は２階建ての事務所併設型のものも検討さ

れたということもございます。しかし、白老町からの特に強い要請の中で、事務所については

できても登別市側ではなくて、白老町側のほうで建設していただきたいという。こういう経過

の中で、実は現在の荷さばき所の施設が単独で建てられたという経過がございます。ですから

私どもは、本所事務所については、白老町の行政区域の中で検討していただけると、このよう

に考えていたところでございます。 

 そういう中にあっての突然のお話だったものですから、何とか白老に建設していただくため

にも、27 日に決定する理事会に対しては、ぜひとも白老町側の用地の中でこの建物が建設でき

るような図面も提出させていただきたいということで、それを提出させていただいております。 

 その際には、白老町の土地については、きょう皆さんにもお配りしていますが、資料の中で

書いてあるとおり白老町の土地というのは実は三角形の土地でございまして、この中では収ま

らないから白老には建てないという、大きな理由でございました。ですから、白老町の土地だ

けではなくて隣接する道有地、それから国有地、これはおそらく脱落地だというふうに考えて

おりますけれども、これについては今調査を進めてございますが、これを含めれば施設建設に

ついては可能であるという中で、直ちに図面を作成し、27 日の理事会に間に合うように組合の

ほうにもお届けをして、議論をしていただきたいという、こういう状況になってございました。 
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 当初のお話では、全く私どものこれまでの経過を踏まえた行政側の意向が反映されないまま、

検討過程においてもそれが検討されたというようなことは、お話はしていただきましたけれど

も、具体的には図面に収まらないということだけで決定をされてしまったということは、非常

に残念であると考えてございます。 

 その後、私どもとしては、この 27 日の理事会では、決定を 12 月 16 日まで延ばすということ

になったとお聞きしております。再度、理事の皆さんがこれに基づいて検討するという、この

ような状況になったというふうにはお聞きしてございますが、この間私どもも、白老町の土地

に対する建設についての検討委員会での議論がどうだったのかということを踏まえて、実は何

人かの理事のほうへはご説明をさせていただいております。 

 その中では、この土地に収まらないという話だけで進んでいっている嫌いがあって、白老町

からお話ししました町有地だけではなくて、道有地、国有地も使った中では建設は可能になる

のではないかと。こういうご説明をさせていただいたところ、そういうお話はこれまでも検討

委員会の中ではなかったと。こういうお話なのです。ですから、お話の中では、白老町の用地

においても十分検討したということではございますが、その内容については、私ども納得のい

ける検討ではなかったと。このようにとらえてございます。 

 しかも、私どもは、昨年の 10 月 24 日に第１回の検討委員会が開催されてございます。その

後直ちに開かれたということをもちまして、10 月 29 日に本間専務のところに担当が確認を行

ってございます。その中のお話では、本所・支所機能の整理も必要であり、その辺を含めて検

討を始めたと。建設については来年、再来年とはならないと。難しいと。それから向こう３、

５年を目標年次として、できるだけ早く、本所・支所機能の部分の整理をしたい。整理した段

階でそれから場所を決めたいと考えていると。こういうお話を承っておりまして、その内容に

ついては記録をしているところでございます。 

 さらに、私が、本年４月から産業経済課に水産行政が所管換えになった段階で４月 20 日に本

間専務のところに担当課長としてごあいさつに伺ってございます。その際に、この事務所建設

についてもお話をしているところでございますが、すぐにはならない。とこういうお話をいた

だいていたところでございます。 

少なくても、私どもこういう経過を踏まえれば、決定までの段階において何らかの町に対す

る打診、もしくは相談があって、その上で最終的にやむなしというそういう判断をされたとい

うことであれば、私どもの検討において充分な相談、そして行政側としてのお話もさせていた

だける機会があったかというふうにはとらえてございますが、それがないままに先ほどお話し

しました 11 月 24 日のお話になったということは、非常に、これまでのいぶり中央漁協との信

頼関係に基づいて水産振興してきたことからすれば非常に残念であると。このように考えてご

ざいます。 

 そういう中で、12 月 16 日の理事会が最終決定ということなものですから、急遽、副町長、

高畠企画振興部長がその理事会に出席させていただきまして、理事会の冒頭、この件に関して

の町側の考え方を説明させていただいたということでございますが、当初から、理事会での質
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疑については本間専務のほうから、これは受けられない。ということでございました。ですか

ら、町側からの一方的な説明に終わったということでございます。 

 こういう経過は、水産行政を進めていく上で、いぶり中央漁協と行政との信頼関係の中で、

水産行政を振興していく上では非常に残念であり、今後の水産行政を進めていく上で危惧され

るというふうに私ども考えてございます。 

 経過は以上でございますが、やはり何といっても、私ども考えていましたのは、本所が登別

のほうの行政区域に移るということになれば、当然これからの水産行政の第一次的な窓口につ

いては、やはり登別市になるということがございます。これまでは本所が虎杖浜にありました

ので、私どもそういう意味で、水産行政に対して職員も一生懸命に汗を流してきたというふう

に考えてございますが、今後これらに対しては登別市を通しての水産行政の振興とうことにな

っていくだろうと。こういうことからすれば、組合員が 75％を占めている白老と虎杖浜の組合

員でございます。そういう意味からして、一方では登別が 67 名ということでございますから、

全体の 25％でございます。そういう意味では、非常にこの水産振興のあり方に対しては、今後、

非常に難しくなる部分があるのではないかというふうに考えてございます。 

 そういう中で、組合には強く、この建設場所の関係については何とか考え直していただくよ

うに、この短期間ではありますが説明をさせていただきましたが、結果的にはこのことが受け

入れられない状況の中で理事会での決定になったということでございます。 

以上、経過説明でございます。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長何か補足ありますか、目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 岡村課長の経過説明に加えて、補足的に説明をさせていただきます。

24 日に話を受けて、配付しております白老町側のピンクの部分です。この部分について同様の

平面図を当てはめたと。漁組側からそういう説明を受けております。11 月 24 日です。登別側

の図面と、そのときはその図面だけで、その後、この三角の部分に同じく事務所を当てはめた

と。そのときには、土地が若干狭くて建物がはみ出してしまったと。そういう説明を受けまし

た。町のほうとしては、その段階で町のほうにそういう説明を受けて相談を受けたかったと。

そういう話をしております。町のほうは建物が上下 2,000 平方メートルあるものですから、こ

の三角地では収まらないと。緑色の部分含めて図面を書いて提示しております。ここが大事な

ところなのですが、再三、町の白老町側に建てていただきたいという要請をしている中で、こ

の三角地には全く入らないと。こういう事前の話もなければ、相談もなかったと。これに対し

て、もっと早い段階で町に相談をしていただきたかったというような話をしておりましたが、

これはあくまでも過去の話で、相談する必要がないような、そのような話があったものですか

ら、町としては、そういうことではないでしょう。もっともっと、経過を十分町と打ち合わせ

をしながら進めていくべきだったのではないか。とこのような強い要請をしたのですが、もう

時間的にも理事者の決定を持ち込んできたいということで、半ば拒否されたような状況の中で

16 日の理事会まできてしまった。これが、補足的な私の説明であります。 

以上でございます。 
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○委員長（及川 保君） 今までの事実経過も含めて町側から説明がありました。 

ここで、皆さんのほうからさらに詳細について聞きたいことがありましたら、ぜひ聞いてい

ただきたいなというふうに思います。 

実は、本年の７月 31 日に所管であります総務文教常任委員会が、懇談という形でいぶり中央

漁協のほうに伺っております。そこで、漁業振興含めて２時間にわたって漁協幹部との懇談を

行っておりました。先ほど副議長のほうからも、若干話があったかに受け取っているのですが、

その中でも専務理事のほうから、この事務所につきましては３、４年先になるだろうというよ

うなお話もお聞きしている状況にあります。 

２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今、るる説明ありましたし、職員がその間非常に職務として努力して、

理事者の指示に従って動いていたということについては理解します。 

まず、副町長に伺いたいのですが、今経過説明の中で 11 月 24 日、11 月 27 日、そして 12 月

16 日の話がありました。議会が 15 日から開会されているのですが、この間、11 月 24 日、27

日に重大な組合からの意思決定、そして町長も入って受けて、この辺で方向性が出ているのに、

議会が 15 日に入ってきて、先ほど松田委員もお話ししていましたが、17 日に副町長と担当部

長が行っていますが、この間、一切議会に、内々でもいいです。担当所管の委員長、副委員長

でもいいし協議会でもいいと思いますけれども、一切話がなかったということは、町はこの問

題に対してどういうとらえ方をして、この間どういうような政策的な展開を図ろうとしていた

のか伺います。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） まず、これについては、うちのほうは図面をつくったり現地を見た

り、あるいは主だった理事あるいは組合長の話を聞いたり、あるいは 12 月７日に専務を呼んで、

先ほどいった三角地に入らないのであれば、もっと早い段階で相談を受けて登別側の図面と対

比できるような、そういった図面をつくって理事の方に説明をして、検討を進めるべきではな

いかという話もしていますし、それから、とにかく 27 日の予定が 16 日に変更されたというの

は後で聞かされたことなのですが、たまたま 15 日から議会が始まって 16 日ということで、７

日に理事会を 16 日にするという話を聞いていましたし、その後も理事の方に話をしたり、そう

いう探り的なというか、ある程度理事の方の理解を得られるような形で進めてはいたのですが、

結果として 16 日、登別側に決定されたと。町としては、延期をしていただく可能性があったの

です。決定ではなくて、何年間か延期するという可能性もあったものですから、そのようなこ

とで議会のほうへは報告を差し控えていたというのが現状でございます。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） この 24 日のときにある程度話があって、土地を提供すると代替地とし

て示したということは、これはこれでいいのだけれど、これだけの大きな地域振興、漁業振興

に係る問題であって、これを町有地も含めてこの場所を提供するということ自体がいいのだけ

れど、逆に今いったような、議会の中にこういう、私たちは町として考えているのだ。だから
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この提供をしたい。こうこうだよと。そうすれば町長も議会も政治的に何ができるのだろうと。

先ほど言ったように登別市の対応もありますから、これ現実を直視した中で行動しなければい

けないけれど、そういうことが議会にあって、そしてある程度、そういう結果を招いたとして

も、議会と町が大きな問題を共通認識の中でやらなければいけないのだという認識はなかった

のかだけをお聞きします。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 非常にめまぐるしく動いていたものですから、これは言いわけにな

ってしまうのかもしれませんが、とにかく何とかしようという形で動いてはいたのです。今思

えば、もっと早い段階で議会のほうとも情報提供して相談するべきだったなというふうに反省

はしております。 

○委員長（及川 保君） ほかございまぜんか。 

岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 先ほど 11 月 24 日のお話をさせていただきましたが、そのと

きにはこの登別側の図面でしかいただいていなくて、白老の検討がどうだったのかということ

は、あくまでも土地に入らないというだけで終わっておりまして、そういうことではないとい

うことですぐに町が動き出したというのが、先ほど副町長がお話しした、すぐに白老町側での

検討ができないかと具体的に町がやりだしたということなのです。そのときのお話は、私のほ

うからも言わせてもらったのは、図面等一切見せていただいていないということをお話ししま

したのですが、そのときには、町にはそのようなところまで相談する必要はないというような

お話がありまして、非常に残念でして、ですから、私どもは、確かにそういう部分では組合の

事務所を建てるということは組合がやることですから、そのことに対してどうこうという、そ

ういう意見を述べさせていただくのは、あくまでも行政区域内での問題だというふうに考えて

ございました。ですから、そのことが進んでいく段階では、当然何らかの打診があるというこ

とがあったのですけれども、それがないままに進められたということなのです。ですから、急

遽、その土地に合うような図面等も町側のほうですぐに作成して組合のほうへ届けると。この

ような状況ですし、その中では、組合事務所のことはあくまでも組合が進めることという、そ

ういうお話なものですから、そうではなくて、組合事務所が登別市になるか白老町になるかと

いうことは、今後の水産振興の上でも非常に重要なことになるということの認識をお伝えした

わけです。そのときのお話では、町から全然アクションもなかったのではないかと。逆に町側

の姿勢が悪いのだというような、非常に残念なお話だったのですが、職員がそこまでやってい

なかったことが悪いかのような、そのようなお話をされたことに対しては、私ども納得できる

ようなお話ではないというふうに思っていました。ただ、そこは、本当に私ども水産振興進め

る上ではそのことだけをとらえて言うのではなくて、やはり何とか白老町側に建設してもらう

ためにも、それなりの手当をしていく必要があるということで、先ほど副町長がお話ししたと

おり、図面等の用意、関係理事者への説明、そういうことを先行させてきたという状況でござ

います。 
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○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。私もこの移設問題については、２年も前から話は聞

いております。話を聞いたときも、白老の土地につくるのだと。白老側のほうにつくると聞い

て安心していたのです。いずれにしても、もう決まったものはしようがないのだけれど、今後

の、漁組の今回の問題、家畜市場の問題もある。そのようなことで情報不足というのがすごく

あったわけです。今回、僕がもう一つ言っておきたいことは、白老町の土地三角地しかないか

らつくれなかった。入りきらなかったという話があったとしても、仮に土地全部は登別の土地

であっても、道の土地であっても、漁組の土地なのです。そこが、登別の土地と半分ずつまた

がったとしても問題なかったと思うのです。それは、町側の意見が通らなかったといえば、な

ぜ通らなかったのかという意味も僕はわからない。町が 5,500 万円も補助していながら、意見

が通らないということには基本的にならないのです。ましてや、漁組の人数だって 280 名のう

ち 190 名以上白老の人がいるわけです。７割もいるわけだから。そういう状況で、誰が見ても

白老町側に有利に進めるべきだと思うのです。まして町だって税収の問題が一番大きくなるわ

けです。だから、最悪の場合登別と半分分けするような話まで食い込んでいくというともある

べきだったと私は思うのです。いずれにしても、今ここで一番はっきり言えることは、詰めが

甘かったということです。いくら漁組が白老町側に相談すべきことではないと言っても、基本

的に相談すべきことなのです。脅かすとか何とかではなくて、話し合いをもっと詰めるべきだ

ったと僕は思う。今後こういうことがあったら、２つくらいは既にあったわけです。細かいこ

とを言えばまだまだあると思います。だから、これを気をつけなければならないということは、

もっとまちの、社台から虎杖浜までの親密感があって、初めてこのことを解決していけると思

うのです。漁組側だって落ち度があったと思う。町側だって落ち度がある。議会もあったかも

しれない。要はお互いまちを発展させるというか、これより衰退させないのだということのた

めにもっともと精査していくべきだと私は思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 玉井委員のおっしゃるとおりだと思ってございます。ですか

ら、私どももその分で言えば、確かに情報を得る手段としてもう少し、この事務所のことに対

して積極的に、逆に問いかけをすべきだったというふうに、結果的にはそのような形になろう

かと思いますが、ただ、少なくても５年先になるですとか、今の段階で考えていないという、

そういう状況の中では、やはりその場所の建設については、まだ先の建設になるという部分で

判断していましたし、これまでの組合との関係でいえば、今玉井委員がおっしゃったとおり、

当初荷さばきき所に事務所を併設するということを、最終的には白老町側への建設をというこ

とで、それを取りやめてきた経過もありまして、そのことは一方で町がきちんとそのことに対

して、荷さばき所にも年間 500 万円を１0 年間 5,000 万円、それも町長が登別市長に直接お会

いして、登別市と協調でこれに対して補助もしてきているわけですから、そういうことを考え

れば、当然、事務所に対しても建設の方向性について検討段階で何らかの打診があって、私ど
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もはよかったと。そういうことがないということに対して私どもは非常に残念だと先ほどから

お話ししているとおりです。確かに玉井委員のおっしゃるとおり情報不足だと言えばそうかも

しれませんが、私どもはそういう信頼関係のもとにこれまで水産行政は進めてきたというふう

に思っています。ですから、本当にそこの部分については残念だということでございます。 

○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） 玉井です。言っていることはわかるのです。けれども、必ず事務所新

設のときには町側と相談してくださいという文書をつくってよかったと思うのです。今となっ

ては遅けれども、それくらいの緻密な段取りが必要だったと思うのです。だから、例えば補助

している部分のときに、登別と白老が今まで 5,000 万円ずつ補助したというときに、約定書で

も交わすべきだったと僕は思うのです。そこまで僕はやっていると思っていたけれど、やって

いないのであれば、今後はそういうようなことがないように、そのような約定書を書くような

状況にしていくべきだなと思います。問題はそこら辺なのです。町が精一杯漁組の、一次産業

のために一生懸命誠意を尽くして町民のお金を使っているわけですから。ですから、その辺を

約束してくれということは言えるわけです。間違いなく。そのときにすべきだったと思うので

す。向こうから来るべきだったではなくて、こちらからそういうことを、約定書をつくるよう

な、信頼関係はあったと思うけれど、その辺までやっておくべきだったと僕は思うのです。今

後は、白老のそういう施設すべてに対して、補助でも出している場合はそういうふうにすべき

だと私は思います。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） これは何年か前の話なのですが、これは私の感じ方なのですが、当

初は荷さばき所の２階に事務所を併設してと。どうもその考え方が強いみたいなのです。理事

12 名いるうち９名が事務所建設の検討委員会に入っているわけです。そこで大体、ある程度意

思統一されている部分があって、もう理事のうち半分以上がそこで９人入っているわけですか

ら、本来、その三角地に建物が入らないのであれば、町にこのように入らないのだからどうし

たらいいのですかという相談があってしかるべきことなのです。それを町が強く言っても、そ

れは一応は検討したけれども入らないというそれだけなのです。町が何回も、事務所について

は白老側に建ててください。それから、その時期はいつですかという話をしているわけです。

その中で、24 日に突然そういう方針を示され、３日後の 27 日に理事会を開いてそこで決定す

ると、こういう話があったわけです。町はそれから動いたわけですけれども、そのときにはな

かなか、専務はじめ理事の方は、ある程度柔軟な考えを持ってはいたのですが、専務が効率的

に考えて登別のほうがいいと。こういうような話の一点張りでしたから、考え方はほとんど対

応という部分はないというようなことで、町としては何とか登別側の図面と町の提示した土地

を含めて、これを理事のほうに説明をしていただきたいと。こういうお願いは何回もしており

ます。理事の方もある程度理解はしていただいた部分もあったのですが、16 日の理事会では総

意という形で登別側に建設という決定を下されたという、こういうことでございます。 
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○委員長（及川 保君） ７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ２つほど聞きたいのだけれども、決定の理由１番は利便性だと思うの

です。私も。利便性がなければ、間違いなく白老の土地に建ててもいいということがあったと

思うのです。 

それともう一つは、理事が何名いるかわからないのだけれど、白老側の先ほど言った 190 名

以上の 70％の組合員がいながら、理事は白老側のほうは何名くらいいたのか。その２点だけお

聞きします。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 私ども、その利便性ということからすれば距離的にはそれほ

ど変わらないところでございます。ですから、そこが大きく利便性が変わるというふうには説

明の段階でもとらえてはおりません。しかし、組合の考え方としては荷さばき所に隣接するこ

とによって、これは効率的になるというのが大きな理由だというふうに聞いてございます。そ

の辺については、現状も今、旧荷さばき所も使っているのです。実は、そこの荷さばき所はい

つ壊すのかということもお尋ねしていますが、具体的にそれを壊すというそういう状況はない

と。将来的にはそれを集約させることは考えているけれども、すぐに壊すかどうかというのは

わからない。ということは、旧荷さばき所も残ったまま事務所をつくるということですか、今

の段階で大きく、それが効率的に変わるのかと。ただし、将来的にわたってのことではあるか

というふうに思います。 

理事さんですが、全部で 12 名いらっしゃいますが、白老が４名、虎杖浜が５名、登別が３

名ということでございます。白老がそのうち９名、登別が３名ということでございます。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） ５番、山本です。きょうのこの特別委員会なのですが、ここで一体何

をどう話したらいいのかとなると、きょうは組合の方々をお呼びしての経過をお聞きするよう

な委員会ではございません。今までの経過を、町側からの先ほどのお話や、いろいろな資料を

いただいたわけでございますけれども、我々が、行政と組合側で今まで話をしてきた今までの

お話を聞くと、どうも非常に、ここまで行政としては信頼関係を構築してきたにもかかわらず、

残念な形にされてしまったというようなお話なのですが、私は結果的に見ると、衛生管理型の

荷さばき所が登別市の行政エリアにできた時点で既にこれは既定路線であって、その辺のとこ

ろの把握をしていなかったのは行政だけだったのではないのかと。ちょっときつい言い方をさ

せていただきます。もう、この時点で、先ほど副町長からありました本当は荷さばき所の２階

に事務所を置きたかったのだという話がありました。この時点で、いぶり中央漁業協同組合と

してはそういう腹を持っていたわけですから、かなり、その時点から私は取り扱い要注意事項

であったというふうに思います。ですから、この辺、申しわけないですが、築いてきていたと

思われた信頼関係というのを、行政と漁組さんとの間で、結果的に築いてこられていないから

このような形になったのではないでしょうか。ですから、私が行政側もきちんと反省すべきと

ころは反省をして、信義の問題で、これは問題だといくら言ったところで、結果的にこのよう
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な形になってしまっているわけですから、この辺をもっときめ細やかな形の中で、おつき合い

をなされていくべきところがそうではなかったのではないでしょうか。まず、その点について

いかがかということと、１点だけお尋ねしたいのは、登別市側が年間に補助している金額と白

老町との差はどのくらいあるのか。白老はどのくらいあって何対何くらいなのかということを

お尋ねしたいと思います。１つ例をあげると、漁業専門員、これは白老町は 240 万円出してい

ます。登別はその半分の 120 万円。１つとって、このような問題から考えたとして、やはり少

なくても本所自体は白老のほうへ建設していただけることが非常にありがたいお話ではあった

わけですが、これが結果的にはそうではないわけですから、この２点についてお尋ねしたいと

思います。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 委員がおっしゃるように、荷さばき所の時点での、いわゆる

それが組合の方針だったのではないかということだと思うのですが、私どもそういうふうにと

らえてございません。特に、この荷さばき所で決まる際の、向こう側から補助の申請等、町に

も支援をしてもらいたいという、こういうお話があった時点で、実は町長が組合長ですとか専

務に直接会っております。そういう中では、事務所はできても白老にということで、そのこと

については向こうも理解していると、こういう話だったのです。ですから、確かにその時点で

というところにさかのぼれば、そういう計画はあったにしても取りやめた経過もすれば、それ

は当然白老につくっていただける上での理解があったと、こういうふうにとらえていたので、

そういう認識はしてございません。 

それと、登別市側の補助という部分でございますけれども、それについては、今登別のほう

に正式に確認をとってございません。ですから、相対として登別市がどれだけの補助をしてい

るかということはとらえてございませんが、ただし、物事を進めていく中では、今までの三単

協ということがございます。ですから、白老は白老と虎杖浜、この３分の２、何か一緒にやる

となればそういう物事の考え方で補助金はつけてございます。ですからそういう意味からすれ

ば、うちのほうがそれなりの、応分の負担をしているというふうにはとらえてございます。 

先ほど山本委員のほうからもお話あったとおり、漁業専門員については、そういう分では３

分の２ということを、町側のほうは多く負担しているということですから、基本的にそういう

組合単位での物の整理の仕方としてはそういう負担割合の中で決められております。例えば、

胆振太平洋の漁業海域の協議会についてもそういう部分の負担というのは、町が登別市よりも

多く支払ってございますので、そういう部分については向こうが３分の１程度の、そういうよ

うな共同でやらなければならないものについてはそのような対応をしているということでござ

います。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 毎年出している補助金の割合、恐らく町のほうが相当多いというふう

に、何となく感覚でも認識しておりますから結構なのですが、先ほどの一番目の問題なのです。

問題は結果なのです。町側としては白老側に当然建てていただけるものというふうに理解して
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いたというお話です。しかし、結果的にはそうではないわけですから、その中で、もしかした

らシークレットに進められていた部分があったかもしれませんけれども、それまでの間の信頼

関係の構築に対して、町ももっともっと努力すべきところがあったのではないのかということ

を私は思っているわけです。しかも、5,000 万円ずつ登別と白老とで出しているわけですから

荷さばき所に対して。その 5,000 万円。そして荷さばき所は登別市のほう、結果的に本所事務

所も登別市ということになったと。先ほど同僚委員からお話がありましたけれども、やはり白

老側に建てていただけるものと思っていたというのではなくて、最初の条件なり何なり、担保

を取るなり、そういうことをやっていないからこういうことになるのではないですかというこ

とを私は申し上げています。あくまでも信義の問題で裏切られましたよということで、問題の

解決には私はならないと思います。町側の反省もそこには絶対あるべきだと思うのです。その

辺はないのですか。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 結果的に言えば、言われるとおりだと思います。ただ、いろ

いろな団体に対して町はいろいろな形で補助してきてございますが、そういう中でいえば、そ

ういうところは事前に何かをやる、大事なことをやる場合は当然町と相談があるわけです。そ

れは委員がおっしゃるようにシークレットでやるような筋合いのものだと私はとらえておりま

せん。要は、水産業の振興をやる場合にもほかのいろいろな団体が、いろいろな産業振興であ

ったり、教育文化の振興であったり、いろいろなことをやっていく中では、町が補助を出して

いる中では、やはりいろいろなことが相談され、その中で町もアドバイスをしたり、相談にの

って物事は進んでいくわけですから、ですから、これが逆にいうとシークレットのうちにやら

れるといういうようなことがあれば、それこそ私どもは、そのことに対して問題だと言わざる

を得ないです。 

○委員長（及川 保君） ５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） そこが、役所の方々と民間の方々との大きな認識のずれなのです。家

畜市場どうですか、ホクレンが早来のほうへ持っていった。あれはホルスタインのオリンピッ

ク的なこともある。それとホクレンのお客さん関係も空港に近いほうがいい。いろいろな事情

の中でやっている。あれもほとんどシークレットの中で進められてきている。町は取り付け道

路だとか、そういうのを今までつくってあげていた。そういうことがあります。行政の考え方

は、今岡村課長が答弁したような考え方なのかもしれませんけれども、民間の団体というのは、

それよりもさらに上を行っているわけです。言い方を変えれば、けんかしてまでもどちらをと

るかということを常に考えながらやって、損得を必ず考えている。ですから、そこで大きな認

識のずれがあると思います。正論とすれば、今岡村課長がおっしゃっていることが正論と思い

ますし、正しいと思います。しかしながら、現実的に起こっていることはそういうようなこと

ではなくて、結果が出てしまうと町民が不幸になるというわけなのです。ですから、やはり、

当然、これはこうあるべきなのにこうなってしまったということではなくて、やはり今後の方

向をどうやっていくかということを、これからいろいろな団体があると思います。私これ重要
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なことだと思います。ここで、もう、正論で行政が当然こうやってきているのだから、民間団

体は今まで相談してきたとおりにやってくるのが常識なのだ。当たり前なのだといっても、こ

の苫小牧民報に書いていますけれども、「両者に認識にずれ」。まさにこれなのです。ですから、

取り扱い注意の部分に関しては、本当に慎重に取り扱い部分におつき合いを進めていかなけれ

ばだめではないでしょうかということを、私は申し上げているのです。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 非常に厳しいご指摘だと思います。当時、恐らく信頼関係に基づい

て、荷さばき所の２階に事務所を撤回していただいて、数年後には白老町側にと町長が要請を

した。そのときに年間 500 万円ずつ助成するから、そのときに書き物でいただいておけばこれ

はそれなりの形で進んでいた可能性はあったかもしれない。しかし、本当にそういうことが、

行政と漁組とある程度信頼関係が結んでいたからこそ、そういった文書を取らないで進めてき

たという部分もあると思います。確かに、民間であればこれは言った、言わないではなくて、

これは文書を取り交わすことも必要かと思います。こういった経験があれば、将来的にはそう

いったことも必要になるかもしれません。ただ、この件に関しては町と組合との信頼関係があ

って、そういう文書までは取り交わしていなかったということだと思います。この辺は、将来

的にはこの反省を生かして、どういう形になるかわかりませんが、必要なものは文書を交わし

ていく必要はあるかと思いますが、家畜市場とは別なケースがあるかと思いますが､一緒にはで

きない部分があると思いますので、なかなか難しい部分かなというふうには思っております。 

○委員長（及川 保君） ほか。 

10 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。私などが心配するのは、一つは本所が移る影響というのは、

どこに来るかという問題なのです。もちろん先ほどから議論されているお金の問題もあります。 

ただ、例えば、行政指導の主たる部分が本所が登別に行くことによって、登別市に変わってい

くということが白老の漁民の皆様方にとって、どうなっていくのかということなのです。僕は、

先ほどもお話がありましたけれど、漁民の方々は 100 メートルや 200 メートル事務所がずれて

もどうということはないという認識だというのは、僕はそのとおりだと思うのです。ただ、結

果として将来、そういうことがどこに返ってくるかという問題なのです。一つで言えば、ブラ

ンドだといわれている虎杖浜タラコ、こういうものが登別に本所が移り、行政指導が登別市の

範疇になったときに、どう変化していくのか。また、例えば今、漁民の皆様方にホッキの種苗

放流だとかナマコだとかいろいろなことをやっておりますが、そういうことが本所が登別に移

ることによって、指導を登別市が行政指導をやるというふうになっていったときに、組合員が

多いにもかかわらず、白老の漁民の皆さん方が将来的に不利益をこうむっていくような状況に

なるのではないかという気がするのです。主たるもの、漁業専門員だってそうです。漁業をや

っている海岸線の面積、長さがどれだけあって、海の面積がどれだけあるのかと。そういう中

で考えたときに、登別市に本所があることによって、登別市が主に考えられ、海岸線の長さと

か、漁場の面積の問題だとか、そういうものがどこが主体で考えられてしまうのか。こういう
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ふうになっていくということは、私は、虎杖浜昆布の問題もそうですし、ナマコの問題もそう

ですし、ハタハタの問題もそうです。みんなそういうことが、今漁業専門員についてやったこ

とを含めて、産業振興という視点からいったらどう変化していくのかというのが、私はとって

も心配なのです。そのことが。それは将来どうなるかといったら、白老町民と白老に住んでい

る漁民の方々が影響を受けてしまうのです。そこら辺は、今まで白老町に本所があることによ

って、白老町がある意味行政指導を主動的にやれたということが、登別に変わることによって

変化は起こらないものなのですか。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 本所が登別の行政区域に移るということになれば、第一次的

な窓口というのは登別市になっていくというふうに考えています。ですから、今町長が胆振太

平洋の海域の漁業振興協議会というのがありますけれども、この会長をやっていますけれども、

これはマツカワの種苗放流に対する協議会でございますけれども、この会長自体が登別市に移

っていく、事務局も移っていくということは想定できます。それと、今大渕委員がおっしゃら

れたように、白老にはブランドという部分を持っています。虎杖浜タラコにしてもそうです。

虎杖浜昆布にしてもそうです。全国的な有名なブランドということに影響はないのかというこ

とは、私どもも非常にこのことに対しての懸念を持ってございます。それと、組合員に対する

助成という部分で言えば、これまでつくり育てる漁業ということで私どもは、ウニですとかナ

マコですとか、ハタハタもそうですけれども、そういうさまざまな漁礁の整備等を白老、虎杖

浜において展開してございます。このことを私どもはやはり、今後も漁民に対する支援という

のは、やっていく必要があると思っています。これは、組合がどこに移ろうがやっていく必要

はあると思っています。これは組合員に責任があるわけではありません。ですから私どもは、

やりたいと思っています。しかし、そういうことを協議していく場が本所に移ってしまうとい

うことに対しては、その話が本当にきちんと通っていくかどうかということは、非常に懸念を

持っているということでございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕委員。 

○委員（大渕紀夫君） 私も今の考え方と同じです。そのようなことで補助しないとかそうい

うことにはならないわけですから。ただ、私が言っているのは、例えば漁業専門員も３分の２

を白老が出して、３分の１を登別だと。もちろん海岸線も長い、漁場も広いというのがあるわ

けだから、お金を出すのも当たり前なわけです。やっていただく仕事もきっと白老のほうが多

いのでしょう。きっと３分の２くらいなのではないかと思うのです。ただ、単純に事務所が移

ることだけで、行政がかかわる部分で、そういう指導ができなくなっていくということは、要

するに漁業専門員に対する指導だって、行政の部分でいけば登別が主体的にやるとなれば、こ

れは漁民にとってマイナスになるのではないかと僕は思うのです。だから、そういうことが本

当に、今、将来を見たとき大変な、単純なことではないなと思うというのはそういうことなの

です。だから、そういうことも、もちろん組合で決められたということであれば、白老の漁民

の皆さん方が納得して決めたのかもしれません。それは我々が感知するところではないから。
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だけど、本当に一次産業を育てるということで、白老町のこの豊な漁業を守っていけるのかと

いう気が、僕はすごく心配する。漁業専門員にとってもそういうふうになっていってしまうの

ではないかと。そういうことは現段階としては、まだ登別とは話を何もしていないのでしょう。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 現段階でというか、実はこの話が持ち上がって、11 月 24 日

です、その後には、実は登別市にはお話に行ってございます。登別市は過去の経過踏まえて、

白老に事務所を建てるというそういう白老町の考え方ということについては、十分理解をして

いますということのお話はいただいております。ですから、そういう意味では登別市側として

は、事務所を登別の行政区域内に是が非でも建てなさいという考え方にはないというふうには

とらえております。ただ、今言った今後の漁業振興に対する考え方という部分については、登

別市と具体的な協議をしているという、そういう段階ではまだありません。これが、正式に決

まったということになれば、今後の両市の支援のあり方については十分協議をしていかなけれ

ばならないというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私、先ほど特別委員会設置でも話したのですが、まとめと言うと三単

協中出組合長、この方が役場に説明に来たと。もちろん副組合長もついているのです。この段

階でもう決まったのです。説明に来たわけだから。先ほど私も言ったけれど、軍配は上がって

しまった。どのような物言いをつけられるのか。よほどの物言いでなければ、この判定は覆す

ことはできない。私は今までずっと聞いていて、登別市も白老に建つのが当たり前なのだと思

っていた。だけれども、あの三角地点の場所、あの場所は誰が見ても狭いです。今建つ場所は

すばらしい場所です。誰が見てもいい場所。その中で、私もいろいろずっと出席していた理事

者にもお話聞きました。だけれども、白老の組合長含めて虎杖浜の組合長、三単協含めて、常

に反対意見を出したのは一人なのです。名前を言ったら、上山信義という方一人なのです。ず

っと反対だと言っているのは。その中で、虎杖浜も中出さんも意見を一つも言っていないので

す。ということはあの場所でいいのだということを決定しているのです。ましてや今度決定し

たのです。そこで、どうやって覆すかということはもう、私は絶対不可能だと思うし、先ほど

の家畜市場の問題もそうだったし、それから、今産業経済課長が言ったように登別市は白老に

建つのが当たり前だと思っていたと。しかしながら、図面をあててみたら狭い。将来、100 年

も 200 年も続くわけです、漁師は。そういうときに広いほうに伸び伸びとつくる場所。もちろ

ん最初から確保してあるのです。レジャーボートの前にこれが建つのだ。ですから、私は、行

政としては場所として腹も立つかもしれない。ただ、300 万円や 400 万円の経済効果の話を言

ってもしようがないのです。ですから、これからの漁業振興の中で、先ほど言ったように 500

万円ずつ出してきたけれども、今度は片方が 500 万円出したら 200 万円にするとか、そういう

話に持っていくような行政の指導方法をしなければ、もうそれしか残されないのではないです

か。白老の組合員も、もちろん虎杖浜も白老ですから、あの場所に持っていったことに何もな

いのです。何もないと理事の方も言っているのです。ただ、問題はブランドとかそういうもの
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に影響が出るから、虎杖浜の理事がもう少し頑張ればよかったのにと、こう言っているのは上

山さん一人です。私はこのように説明を受けてきました。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 今松田委員がおっしゃられた理事の方にも、私お会いしてき

ました。本当にそのとおりだと思っています。その理事の方が言われていたのは、まずは建物

をつくるときには場所を決めてから、そこに合う建物をつくるのが考え方だよと。建物の大き

さを決めてから、建てるところがあるだとか、ないだとか、そのような話にはならないよな。

というお話も聞いてきました。それとなぜ、今虎杖浜の本所ありますけれども、まちを形成し

ていくためにも組合の事務所というのは非常に大きな役割を果たすぞと。それが、まちづくり

の中でも重要になってくるのではないかと、まちの中ににぎわいも出てくるだろうしと、こう

いうお話を伺ってきて、まさしく私もそのとおりだなと思って、ぜひともそういうご意見いた

だけるのであれば、よろしくお願いしたいということもお話をしてきてございます。思いは、

実は本当に行政側と同じ思いで、実はお話を聞いてきてございます。ですから、私どもは、そ

ういう思いの方が本当にどれだけいたのかなという部分では、今松田委員がおっしゃられたと

おり、非常に残念だというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） ほかありませんか。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私も、お会いしたときに、登別の荷さばき所ができたときから、登別

に持っていくという考え方だったのではないですかと伺ったときに、そのことに対しては何も

答えてくださらなかったのですが、今までの経過を聞いていまして、場所の利便性ということ

だけを強調して言っているのですが、登別から働きかけがなかったという話を聞いていて、漁

組として違う土地を、国の土地、道の土地も全部使えるようにしてでも、ということで町は提

供したわけです。先ほど松田委員が言われました 100 メートルくらい違っても大して影響がな

いのだという話ありました。そういったことを全部かみ合わせると、組合員の 12 名の方々の考

え方でこれは決まったことなのかなと思いながらも、そこに持っていく理由が何かほかにあっ

たのだろうと、私思いながら聞いていたのです。利便性だけだったのだろうか。白老にこれだ

けの組合員がいて、理事もこれだけ白老にいるのに、その組合員を形成している方たちが、登

別でいいといったその理由として、利便性だけだったのだろうかというのが、まだほかに理由

として見当たるものが何かあるのだろうか。そうなると、そこに白老町がこれだけ真剣に信頼

関係を持ちながら進めてきたのを覆すだけの理由に、この利便性が、何かちょっと足りないよ

うな気がするのですが。その辺は白老町としてどうされているのかと思うのですが。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） これはあくまでも、私どもがお話を伺う中で、向こう側から

出てくるお話の中で、あくまでも推測のお話ですけれども、一つはやはり、荷さばき所にも職

員がいますから、事務所をつくることによって事務所の職員と荷さばき所にいる職員、荷さば

き所での職員が足りない場合には、すぐにでも応援体制ができると、こういうお話をしており
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ますので、ですから、やはりそこは利便性ということでしかないかなと。そのようには思って

います。 

ただ、やはりここまで進んでいった背景には、三単協の合併という問題が大きな問題として

あるのではないかと思っています。やはり、合併する際には、当然組合運営についても合併効

果を出すということがあったかというふうに思います。ですから、そういう意味では、組織の

再編ということは、この事務所をつくることによって考えられているのではないかと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですか。 

ほかございませんか。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今、説明で組織の再編というふうなお話がありましたけれども、その

辺よく分からないのが１つと。 

もう一つ、白老のほうの組合員の方、先ほど大渕委員も言われていましたが、約半分近く、

社台のほうから、白老、萩野にかけての、この方々が三単協の中で半分近くを占めるわけなの

です。私は余りよくわからないで聞くのですが、信用部とかを移すということになってしまう

と、組合員の方は、たしか預金とかすべてこの組合の中で下ろしたりして、支払いなども全部

やっているのではないかと思うのです。これは白老は白老だけでできる話ではないのではない

かと思うのです。そうすると、この半分近くの人たちが、今までもずっと思っていたのですが、

虎杖浜の古いところまで行くのも結構大変だったのに、さらにオープンカットになりましたが、

トンネルを越えてあそこまで行かなければいけないわけです。さらに遠くなってしまうわけで

す。そういうことからいったら、利便性という話を、先ほどからずっと説明を聞いていて、私

はこちら側の半分近い人たちが不便になってしまって、使い勝手が悪くなってしまって、私は

本当に組合員の人たち、末端で漁業をされている方々は非常に不便なのではないかなと。確か

に、組合機能として、登別の漁港の中での仕事は便利になります。組合の上のほうの人たちも、

荷さばき所の上に事務所をつくったりして楽です。実際に漁に出ている、漁業をされている方々

はどうなのかと、その辺どうなのでしょうか。 

○委員長（及川 保君） 岡村産業経済課長。 

○産業経済課長（岡村幸男君） 私が先ほど、これあくまでも推測の話でお話しした組織の改

変という部分でいえば、現状ではいぶり中央漁協は白老と虎杖浜と登別でございます。ですか

ら、登別に本所を設けるということは、その施設の面積等から見ても、もしくは収容する人員

配置からいっても、当然何らかの、さらに支所関係の統合が、もしかしたら計画ということが

当然その中に出てくるのかなととらえております。これはまだ決定している事項ではありませ

んし、組合が考える事項ですから、私どもがはっきりそのことについて承知をしておりません

けれども、そういうことも将来的なこととして考えているということではないのかと思います。 

それから、社台、白老、萩野、北吉原、竹浦までが白老支所の管轄になりますけれども、こ

れには白老支所の中で金融部門も持っておりますので、その部分については、本所が登別に移

ったということで、直ちにそれが大きな影響があるということではないというふうに思ってい
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ます。間違いないと思います。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね。 

ほかございませんか。 

６番、本間広朗委員。 

○委員（本間広朗君） 今まで皆さん、いろいろな機能的に考えたら、今の建設予定地のとこ

ろがいいのではないかというお話も出て、組合員のほうも多分そういうことで決定したと思い

ますけれども、今回、町側のほうから町有地という三角地帯のところに、設計して持っていっ

たというのは、どういうものを持っていったのか見たかったのですが。建てることはできるか

と思いますが、機能、荷さばきとかすることによって、トラックとか入ったり、資材倉庫とか

もこれから建てると思いますけれども、そういう機能的な面も検証してそのような提案を組合

側のほうにされたのかどうか、その辺お聞きしたいと思います。 

それと、先ほど白老のブランド化もどうなるのかというお話ししていましたが、今までこの

行政区域を見ると、ほとんど停泊している船泊まりとかも登別なのです。では、ほとんど登別

の行政区域のほうで水揚げされたものが、あと一切それが登別のほうになるかといったら、や

はり白老の漁民の方が水揚げしたものが、それがブランド化になっていくわけで、ブランド化

ということに対してもさほど影響はないのかなということは、僕は思っています。 

今まで詳しく経緯を、組合に行って話したことはない。そういうところでいく、まちとそう

いうところがいろいろとやっていくことで、僕らも総務文教で行ったときに、２、３年後に建

てて、町が移設するというようなことをお話ししていましたけれども、まちも移設するという

時点で、やはり動いて、継続して協議していって、町の考えも訴えていかなければならなかっ

たのかなと。結果はどうなるかわからなけれど、そういうことを踏まえてやってきたほうがよ

かったのかと思いました。 

○委員長（及川 保君） 目時副町長。 

○副町長（目時廣行君） 機能面の話とか、これについてはある程度、向こうのほうで平面プ

ランができないと、機能面については町からどうこう話はできないと思うのです。2,000 平方

メートル、１階が 1,000 平方メートル、２階を入れて 2,000 平方メートルというようなことで、

その大きさの部分が三角形の部分に入らないと。道有地含めて、それであれば縦でも入るし、

横にしてでも入ります。駐車場もある程度できるし、付属倉庫も、これもきちんと入ります。

その程度です。全然向き合ってくれないわけですから。平面の中の機能面についても特に説明

はありませんので、これについては。 

ただ、面積は少し大きいのではないですかという話はさせていただいておりますので、下面

積が 800 平方メートルとすれば、上を合わせて 1,600 平方メートルですから３億円かかるよう

なものが２億 4,000 万円くらいで、ある程度金額的に下がりますから、その辺も検討したほう

がよろしいのではないですかとか、面積によって浄化槽が大きくなりますから、そういったこ

とも検討したほうがいいのではないですかという、そのくらいの提言はさせていただいており

ます。 
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○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時１６分 

                                         

再開 午後 ０時１７分 

○委員長（及川 保君） 休憩を閉じて、委員会を再開したいと思います。 

12 時を超えまして、活発な議論を質疑いただきました。ありがとうございました。きょうま

でに至った状況は、皆さん大体ご理解いただけたかなと思います。この特別委員会、どういう

形で進めていこうかというご相談なのですが、皆さんのほうからこうすべきだというような意

見がありましたら、伺っておきたいと思います。年末も押し迫って、スケジュール的にも大変

厳しいものがあるかと思うのですが、皆さんのご意見を伺って進めたいなと思います。ござい

ませんか。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番氏家です。僕は今回のこの特別委員会の一番の大事なところは、

多分、今漁業従事者の、組合員の方々からの声が、本当に皆さんの声でこういう形になってい

るかというのは別問題のような気がしてならないのです。これが、これからの白老町の漁業が、

または漁家経営のほうへどういった影響を及ぼしていくのかということが、すごく僕は心配な

のです。先ほど同僚委員、大渕委員も言っていました。これについて、例えば、漁組の問題な

のかもしれないけれども、我々議会がこういうときにしっかりと、今後の漁業のあり方は本当

にこれで大丈夫なのかというしっかりした考え方を、やはりしていかなければ、これからの５

年、10 年先の白老町の漁業が、そのときになってよくなっていればいいかもしれない。でも、

もし悪い方向に行っていたときに、あのときにと言われるのは、僕は目に見えるような気がす

るのです。ですから、ここでやはりしっかりとした議論をしていくことが必要なことなのだと

私は思います。そのために、きょうこういった資料をもらいました。きょうもらったばかりで

しっかり目も通していません。これを１回熟読させていただきながら、もう一度どういう形に

なるかわかりませんが、特別委員会を開催していただければよろしいかなと思うのですが、こ

れは私の意見でございます。 

○委員長（及川 保君） ただいまのような意見がありました。もう一度、特別委員会を開い

てほしいというお話でございました。 

７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ７番、玉井です。私、先ほど意見を申し上げたのは、漁組に限らず今

後、白老町にある施設、このようなことが起きてはならないと思っておりますので、そういう

全般的に検討していくべきと、そのように私は思うのです。ですから、せっかく委員会を設置

したわけですから、トータル的に意見交換をするということで進めていくべきかなと思います。 

以上です。 
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○委員長（及川 保君） トータル的にというと、７番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） トータル的にというのは、今後まち全体をどういう対策をしていくか。 

 それを先ほど私は言ったのです。そのための委員会だと僕は思っています。 

○委員長（及川 保君） 今回の件以外に、以外でもあるだろうと。考えられるだろうと、７

番、玉井昭一委員。 

○委員（玉井昭一君） ここで、このことはもうどうにもならないのだから、結論ははっきり

しているのだから。もう結論が出たのと同じですから。だから、今後どうするべきかというの

はそこだと思うのです。 

○委員長（及川 保君） 委員会ですから、例えば参考人とかそういう形の開催はできるので

す、いろいろお聞きすることもできるのですけれども、そこまでやる必要なないですね。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 例えば、もし参考人としていぶり中央漁協の方々を呼ばれたとしても、

やはりあちらの組織の方々は、組織の経営の向上、効率化、これが大命題ですから、この辺を

議論したところでどうしようもないことでございます。ですから、私は、行政とそういったと

ころの認識のずれというのは、私はもっと行政が反省すべきだと思っていますから、これは。

きょうの答弁を聞いていても、自分たちの反省は全くないに等しい。これは僕は基本的に違う

と思うのです。呼ぶ必要はないと思います。 

○委員長（及川 保君） 分かりました。今山本委員がおっしゃったことは、10 月 24 日に既

に、１回目の検討委員会が開催されておったのですが、議会のほうへはそれ以降も何もアクシ

ョンはなかったと。本当に唐突に 12 月 18 日に至って議会側に説明があったと。それも漁協の

ほうから説明があったということでございます。 

それでは、全般にという話もございましたので、次回は何日にしますか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。経過をちょっと見たほうがいいような気も私はする

のです。今の状況の中で、先ほどもご意見ございましたけれども、拙速に事を進めるというこ

とよりも、今の議会のお話を聞いていますと、政策的にこういう重要なものをやるときには、

町がどういう態度でやるべきだとか、それは１番最初にございました。それから、今ありまし

たように、町側の問題点も多々あるということでございます。そうすると、今の状況の中で、

漁協側の動きも 16 日以降わからないという状況なのです。町は登別とは一度協議しているよう

ですけれども、僕は当然これ協議になるのではないかと思うのです。協議と言ってもどちらに

つくとかそういうことではないです。今後の漁業振興のためにどうするのかと。我々も、私が

先ほど言ったように、本当にそういうことで漁民の皆さんが影響を受けなければいい。一次産

業が発展すればいいということなのです。そういうところの見極めまでは、僕自信はまだ行っ

ていないものですから、少し時間をおいてもらって、当然これ特別委員会ですから最後結論を
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出さなければだめですけれども、もうちょっとだけ時間をおくべきではないかという気がして

いるのだけれども。 

○委員長（及川 保君） 暫時休憩いたします。 

休憩 午後 ０時２６分 

                                         

再開 午後 ０時２６分 

○委員長（及川 保君） 委員会を再開いたします。 

今大渕委員のほうから、拙速にこの特別委員会の方向づけをしてしまっていいのかと。もう

少しきちんと、今いろいろな意見がございました。町側に対しても今後いろいろ課題を抱えて

いるだろうと。そういったことがまた今回の一件みたいにしてはいけないと。こういうお話も

ありましたので、いかがでしょうか。翌年に再度、この状況経過を見まして委員会を開会した

いと考えますが、こちらのほうで日程等々考えてよろしいでしょうか。 

５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） きょう、特別委員会設置するかどうかの前段のときにも、議会運営委

員会の中では全会一致を見たわけですけれども、この場面にきて、及川委員長の会派の方々が

２名ほど、特別委員会設置自体反対をされた。こういう経過も現実的にはございます。 

また、先ほど大渕委員からのお話もあります。私も、時間の経過を見たほうがいいのかなと

いうふうな気がします。 

そして、今後の運び方について、一回担当の及川委員長と近藤副委員長で、これからさらに

特別委員会進めるにしても、運び方等々協議されたらいかがかと、このように思うのです。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。蛇足ですけれども、私、思っているのは、例えば、家畜市

場の移転の問題もございました。行政側は中身が違うと言っていましたが、非常に似ているの

です。私は、こういうことが繰り返されていってはいけないし、議会ですからこういうことを

町民にきちんと説明責任もありますので、そういうことも含めて、含めてというのは広くする

というのではなくて、非常にあの問題と似ているのです。ですからそこら辺、もう少しきちん

と議会も町側もするという立場で、ちょっと時間がほしいと言ったところもありました。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は先ほど、物言いという言葉を使ったけれど、物言いという言葉は、

決定したけれども、一分でも二分でも覆せるのか。一分でも二分でも可能性があるのかと。あ

るのであればすぐにやらなければならないのです。この特別委員会だって、その決定を覆すた

めだったら、来年とかゆっくりとかいう暇はないのです。日にちが経てば経つほど、設計も請

負業者も決まっていくわけですから。ですから、そこのところをきちんとしなければだめなの

です。議会が軸足をどこにおくのか。これを覆すための一助になるのか。この特別委員会が。

ここのところがなければ、何も特別委員会の結論は先でもいいのですが、ただ一分でも、0.1
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でも覆せるという自信があれば、そのようなのん気をする暇はないと。私はそれで物言いとい

う言葉をつけたのです。物言いをつけられるのかと言ったのはその部分なのです。少しでもあ

るのかどうか。あるのなら徹底してそれに向けて行けばいいし。 

それから、先ほど副町長が言っていた、自分でつくった図面をあてたら大きいのだと。2,000

平方メートルが 1,600 平方メートルでもいいのではないかと。もちろんそうです。700 平方メ

ートルにすれば３階建てにすればいいわけだから、だから、この辺をただ言葉だけで 1,600 平

方メートルにすればできるだろうではなく、本当に本気で。 

第一、組合長は白老だし、組合員も圧倒的、貯金残高も圧倒的、海区も白老の海区は海岸で

24 キロメートルもあるのです。圧倒的なのです。ですから、覆すのは不可能ではないのです。

それは理事の方々を動かさなければだめなのです。職員、副町長や産業経済課長を動かしても

どうしようもない。理事が 12 人いる、この理事も７割くらいが白老ですから。これをどう動か

すかなのです。だから一縷の望みでもあれば、ですから本当に動かす気でやるのなら、この特

別委員会はあしたもあさっても続けてやらなければだめなのです。来年とか再来年、３月とか

言っていたら、一日一日枠が決められていくわけですから、その辺の判断ではないでしょうか。 

○委員長（及川 保君） ２番、前田博之委員。 

○委員（前田博之君） 今意見出ていますけれども、私もそうだと思います。ですから、先ほ

ど冒頭で日程的なこと言ったのだけれども、これだけ日にちがたてば、当然町長としても行政

報告なり、今言ったようにひっくり返す可能性があるのかどうかというのを、所信表明の中で

我々考えなければいけないと思うのです。そうすれば、先ほど私も言っているように、議会と

町長の政治的な形の中で、どういう問題点を解決できるかという問題を、焦点を絞ってやって

いかないと。それが延ばすのか、今言われたように即やらなければいけないかという一つの判

断材料になってくると思いますし、もう一つは、先ほどから町の話を聞いていると、登別に行

政区域が言ったら水産振興は登別市が主体に考えるような言い方をしていますが、私たちは漁

民の所得とか水産振興はどうあるべきか、ということが原点なのです。事務所が移るという話

もそうだけれど。 

そうすると、今我々議会にも問われているのは、いみじくも行政区域ということを言ってい

るのです。行政権の行政どうあるべきかと。そういう問題点から白老町と登別市が水産振興に

対してどうしなければいけないかという論点でも、やはり議会がその辺を政策で議論しなけれ

ばいけないと思うのです。ですから、その辺をこの本所移転が、本所移転の是非だけにやるの

か、それに合わせて水産振興まである程度議会として提言する形、何かをするのかということ

の整理をしないと、結果的に間口が広くなって何なのかとなってしまうと思います。ですから、

その辺を整理する必要があるのかと思います。 

○委員長（及川 保君） 正副委員長に、日程等々も含めて考えなさいと。こういうご意見も

ありました。 

もう一つは、この移転問題をそのまま翌年度まで放置するということは時宜を逸するという

お話もございました。 
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目的ですが、どういうふうにとらえていきましょうか。皆さんのご意見がありましたら。 

３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 私も、先ほど特別委員会を設置するのに賛成しませんでしたけれども、

やはり、決まってしまったことを追従し、検証するのであれば年明けで充分だったのです。で

も、本日どうしても開きたいということで緊急にやったのなら、やはり緊急にどんどん話をや

っていくお考えで、皆さんきょう決めたのか。 

私は、正直言いまして、もう決まってしまったものは仕方がないのではという思いが強かっ

たものですから、でも、本日 10 時から緊急に開くということは、委員の皆さん方一人一人が、

これは緊急にやらなければいけないということで本日始まって、これまた年明けてゆっくり検

証するのなら、何のためにこれをやっているのかよく分からないのです。やはり、先ほど前田

委員がおっしゃっていましたけれど、私は漁業振興という部分からきちんと、そういうことを

真剣に、登別側のほうは、白老と同じくらいに、もっとそれ以上に登別に本所が行ったら責任

持ってやってくれる。本当のことを言いましてそのような確約などもほしいくらいな、そうい

う思いでいるのですけれども、そういう思いで、もしやるのならぜひやっていただきたいなと

思っております。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。状況というのは今説明を受けて、皆さん共通の認識

に立ったと、こういうことですよね。その中で皆さんがどういう判断をするかということなの

です。今は。その一つの考えに、松田委員が言われたことがあるわけです。今やらなければど

うかという問題です。それ以外の部分については違うのです。整理するとそのようになります。

そこで、本当にこれ、今変える手だてというのが松田委員が言われた中身でやるとしたら、議

会がそのことを本当にやれるかどうか。言っていることはそのとおりだと思います。ただ、漁

協の理事 12 人の方々を相手に、議会が何をするかと。説得に行くとかいろいろなことがあるの

でしょう。私にはわからないです。だけれども、それは議会でやるというのは理屈としてはそ

のとおりなのだけれども、議会としてできるかどうかということになると、できないというふ

うにはならないかもしれないけれど、やるのは甚だ困難があるだろうというふうになると僕は

思うのです。現実問題としてみたとき、はっきり言って理事さんが誰かもわからないわけだか

ら。ですから、そういう中で緊急にやれる措置というのは、やはりある意味、町側と協議する

しかないのです、現段階としては。議会がやっても町がやらないと言ったら、これはどうにも

ならない。だからそこは本当に松田委員が言われたように、全体議会が動けば何とかなるとい

うものが、僕は理屈としては分かるけれども、イメージとしてはなかなかつかめないです。は

っきり言って難しいなという気がするのです。 

私は、もちろん元に戻るのが一番いいと思っています。だけど、ここはやはり町の決意も聞

かないと、今言った年内にやる中身というのはちょっと難しいかなという気がしています。で

すから、それ以外の部分、漁業振興の話とかいろいろありますけれども、それは私は年が明け

てからだって十分できることですから、そこの部分をほかの議員の方々はどう受けとめられた



 23 

かなというふうに、私は町と協議する、正副議長と今の特別委員会の正副が行って、町はこれ

でやめるのかと。書き物がなければ裁判にもならないだろうけれども、何か手だてがあるのか

ということはやはり聞くべき必要があるのです。それで緊急に動ける中身が、本当に議員の皆

さんが納得できるような中身があるのであれば、それはまた話が違うかなと。 

○委員長（及川 保君） わかりました。 

15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 私、先ほど質問した、なぜ、登別市も大した来てほしいということで

はなかったと。私は、一番大事なことは議会が先ほど大渕委員、松田委員が言われたように、

ひっくり返せるのかという話があったのですが、理事が決めた理事の権限というのはどれだけ

あるのか、私ちょっと分からないのですが、知事というのは組合員の代表だと思うのです。理

事を出した組合員達がどうなのかということをある程度把握しないと、理事さんが賛成したの

だから、絶対だから、組合員は全部従うものなのか。組合員のそれぞれの思いというのはない

のかどうなのか、私たち議会が動いて、それをひっくり返そうと動いたときに組合員に「いや、

いいのだ。」と言われてしまったら、何かお遊びになってしまうような気がするのです。だから、

何を基本に置くのかということを、ひっくり返す理由というのはこれからいろいろなものを調

査していったら出てくるのかもしれません。ただ、私たちが味方につけられるというか、白老

に持ってきたいということでやっていくということは、組合員の声が届くものかどうなのか、

組合員を味方につけるといったらおかしいですが、声をしっかり受けとめてやっていくことが

一つの道になるのかどうなのか、その辺私もちょっとよく考えなければならないのでは。理事

さんの責任とか権限というのは絶対的なものがあって、理事さん方が判断したことはもうひっ

くり返らないということになれば、理由としてはきちんと理由立ててきているから、その辺が

私も理解できなくて悩んで聞いていたのですけれども。 

○委員長（及川 保君） 余り、理事者の権限だとか･･･。理事者が決定しているわけですから。 

12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 私は、絶対ひっくり返らない。だから、特別委員会はいらないという

ことで反対したのです。ただ、それでも特別委員会設置されたから、設置されたのであれば先

ほど言った一分でも 0.1 でもあるのなら、そちらのほうで動くべきだという話。 

私は、ひっくり返らないと思います。ですから、特別委員会はいらないと反対したのです。

私が言っているのはそういうことです。 

○委員長（及川 保君） 状況分かりました。 

５番、山本浩平委員。 

○委員（山本浩平君） 今の吉田委員のお話なのですが、一番最初に松田委員がおっしゃられ

ていたように、漁師の方々はいぶり中央の本所の事務所が登別の行政区域に行こうが行くまい

が、漁場が狭くなったりするのであれば、これは大きな問題だけれども、そういうことではあ

りませんから、魚をとる区域は変わらないので、これは思いとしては非常にわかるのですが、

組合員一人一人の方々の思いがそこまでいくかというと、結論から申し上げてなかなか難しい
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と思います。やはり、理事会というのは最高決定機関ですから、これはもう覆すのは難しいと

思います。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。僕もそう思っているのです。ただ、このことをどこかで議

論をしておかないと、僕はやはり後で悔いを残すだろう。あの家畜市場もそうです。ですから、

私は理事会で決めたことをそんな簡単にひっくり返すくらいなら決めないです。だけど、松田

委員とここだけ違うのだけれども、松田委員が言っているのはそういう中でも、特別委員会を

つくったのだから万に一つの可能性があるのならやるべきだと。これはそのとおりだと思うの

です。だから、彼は反対したと。それはそれで、そこは僕と考え方が違うけれども、これだけ

でも可能性があるならやる。それは特別委員会として絶対追求すべきことです。それでなけれ

ば特別委員会つくった意味がないもの。ただ、前提条件としては極めて厳しいということはは

っきりしているし、今の議員の議論の中でそのことを見つけ出すのはかなり厳しいし、私自身

はよく分からないと。わからないというのは見つけ出せないという意味です。ですから、松田

委員が言ったように、では理事を覆すことができるかといったら、議会はできないと僕は思う

のです。だから､そうであれば、本当にここまで議論をしたのであれば、町もあのように思って

いるわけだから、町側でそこの部分がないのならそれは仕方がないと思う。 

○委員長（及川 保君） 今いろいろご意見出された中でも、緊急にやらなければいけない部

分があるのではないかという意見もありましたので、このあたりを正副委員長できちんと、き

ょうこれから確認をしたいと思いますので。 

９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 少しでも直る部分があるかどうか、これ大変な問題だからそう考える

のは当然なのだけれども、議会の任務とは何かと考えたときに、議会が圧力団体になるという

ことではないと思うのです。それをやってはいけないと思うのです。やはり、本当にどうやっ

てこれからそれを動かせるのかどうなのかというのは、あくまでも行政と登別との関係。町と

漁民との関係。そのような中でしか直っていかないわけですから。我々の任務は何かといった

ときに、少しでもわずかな、直していけるチャンスがあるのだとすれば、町にどのような施策

を訴えるか。どうやればいいのではないか。こういうところではやはりこうあるべきではない

かとか。漁民の声を届けるだとか、町民の声を届けるだとか。そういうようなことが町を動か

す力になっていくのだろう。だとすれば、そこの部分で、それを力を得て町が何とか動くと。

「お前たち動いていないではないか。」と言うだけではなくて、動かすというそういうところに

力をつけて町が頑張るというような仕組みができないのかどうなのかということだろうと思う

のです。ですから町との関係で、先ほど手続きや経過は大体わかってしまったので、あと残っ

ているのは、町民や漁民にどういう影響が出てくるのかだとか、それから第一次産業の展望は

どうあるのかというような問題は残っていくのだろうとは思うのですが、だから、これからや

るとすれば、町との話し合いができるかどうかという。そこで判断をすればいいのではないか、

そのように考えました。 



 25 

○委員長（及川 保君） 意見は出尽くしたというふうに思います。 

それで、次回の委員会につきましては正副委員長に一任をしていただけますでしょうか。こ

れから町側とも話をきちんと精査しまして、そのあたりを精査したなかで決めさせていただき

たいというふうに考えます。よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 大体、皆さんから出されたご意見は把握しておりますので、きちん

と精査をして進めてまいりたいというふうに思います。また急遽ご案内するようなことになる

かもしれませんが、ぜひご理解をいただきたいなと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） 大変長時間にわたってご議論をいただきました。これをもっていぶ

り中央漁業協同組合の本所移転に関する調査特別委員会を終了したいと思います。ご苦労さま

でした。 

（午後 ０時４８分） 


