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平成２１年白老町議会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会議録 

 

平成２１年１２月２４日（木曜日） 

開  会  午前１０時０２分 

閉  会  午前１１時４５分 

                                         

○議事日程 

調査事項 

 １．いぶり中央漁業協同組合の本所移転について 

                                         

○会議に付した事件 

調査事項 

 １．いぶり中央漁業協同組合の本所移転について 

                                         

○出席委員（１５名） 

委 員 長 及 川   保 君      副委員長 近 藤   守 君 

委  員 前 田 博 之 君      委  員 西 田 祐 子 君 

委  員 山 本 浩 平 君      委  員 本 間 広 朗 君 

委  員 玉 井 昭 一 君      委  員 斎 藤 征 信 君 

委  員 大 渕 紀 夫 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

委  員 松 田 謙 吾 君      委  員 熊 谷 雅 史 君 

委  員 氏 家 裕 治 君      委  員 吉 田 和 子 君 

議  長 堀 部 登志雄 君 

                                         

○欠席委員（なし） 

                                         

○説明のため出席した者の職氏名 

     参 考 人  いぶり中央漁業協同組合代表理事組合長 中 出   正 君 

     参 考 人  いぶり中央漁業協同組合専務理事 本 間 敬 次 君 

     参 考 人  いぶり中央漁業協同組合参事 垣 通 吉 則 君 

                                         

○職務のため出席した事務局職員 

     事 務 局 長    上坊寺 博 之 君 

     主   幹    森   隆 治 君 
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◎開会の宣告 
○委員長（及川 保君） いぶり中央漁業共同組合本所移転に関する調査特別委員会を開会い

たします。 

（午前１０時０２分） 

                                         

○委員長（及川 保君） 委員長のほうから経過説明も含めて若干お話をさせていただきます。

先般の特別委員会の中でいろいろ町側との質疑もございました。各委員の方々からももろもろ

お話がございました。そういった経過を踏まえまして、正副委員長に今後の進め方をお任せし

ますということを受けまして、局長も含めて急遽相談した結果、本日いぶり中央漁業協同組合

の幹部の方々をお呼びしまして、お話を一度伺おうということで正副委員長といぶり中央漁協

に行ってまいりました。それで、専務とお会いしまして、このことをお話ししたところ、快諾

を得まして、ぜひ出席させてくださいという形になりまして、きょうの会議に至った経緯がご

ざいます。そのことをぜひ皆様方にご了承いただきまして、きょうのこの会議の中でいろいろ

な意見があると思います、漁協の幹部の方々のお話も聞きまして、この委員会の方向性も含め

て進めてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 午前１０時０５分 

                                         

再開 午前１０時０６分 

○委員長（及川 保君） 休憩前に引き続いて、いぶり中央漁業協同組合の本所移転に関する

調査特別委員会を再開いたします。 

 本日、大変お忙しい中を私ども特別委員会のお願いを快くお受けいただき、おいでいただき

ました。組合長は若干遅れる予定になっておりますのでご了承願いたいと思います。まず、本

間専務、垣通参事でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 それでは、いぶり中央漁業協同組合の本所移転、事務所移転に関してこういう決定に至った

経過をお話いただければありがたいのですが、よろしくお願いいたします。本間専務どうぞ。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 私のほうから経過についてご報告させて

いただきたいと思います。その前に、平素から漁業関連事業等に対しては多大なる後支援をい

ただいておりますことに対して深く感謝を申し上げます。 

 私どもの組合につきましては、既にご承知かと思いますけれども、平成 16 年４月に登別市の

登別漁業協同組合、さらに白老町にあります白老漁業協同組合と虎杖浜漁業協同組合、３組合

が合併をいたしました。この合併にあたっては、北海道の組織強化対策事業の関係からそれぞ

れ組織財政を整備するという基本的な方針に基づいての事業が実施されました。これは農協関

連も同様でございます。そういったことで当時、17 年度までにそれぞれ合併ということでの道

あるいは漁業系統団体含めて、それぞれ北海道の漁協の合併に対する組み合わせの漁協の一連
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の構想が示されました。それに基づいて私どもの組合が 16 年に合併をしたという経緯がござい

ます。できれば、それぞれ自主自立で経営を行っていきたいという基本があったのですが、そ

ういった基本方針に基づいて合併を余儀なくされたというような経緯がございます。 

 その中で、合併後の整備ということから本所機能をどこにするかというような検討もされま

した。最終的に、ご承知かと思いますけれども、登別漁協については富浦地区に事務所がござ

いまして、道路も狭い、あるいは駐車場も狭いというようなこと、さらにまた、事務所自体も

そう広くないということがございました。また、白老漁協におきましても港湾のほうに移転さ

れてから事務所も狭いというようなことで、本所機能としてはなかなか難しいだろうという基

本から虎杖浜の漁協に本所を置くと。そして、中間でもあるので虎杖浜が適切ではないかとい

う経過で合併後の本所を虎杖浜地区に置いたという経過がございました。登別・白老について

は支所機能という体制を取らせていただきまして、できるだけ本所に機能を集約しようという

ことから、一部の業務を本所集中というような形で体制を整備されてまいりました。その段階

で、将来的に早い機会にできるだけ本所を整備して、職員体制等の組織機能を整備する必要が

あるという基本がございました。 

 さらにまた、登別漁港においては市場も老朽化している。44 年に建設された施設でございま

す。そういったことでこの施設の整備更新も必要であるというようなことも合併の中でござい

ました。また、当時から白老港における旧白老漁協の港の冷蔵庫の建設計画ももう既に走って

おりました。そういった懸案事項をもとにしてそれぞれ合併に向けたという経過がございます。 

それで、その中で補助事業の関係で市場整備をしようということ、これが登別漁港の整備と

連動した形で急速に進展しました。特に冒頭申し上げましたように、北海道の合併自体が全道

的な流れの中で進んできたということから、各地区ごとに施設の整備がそれぞれ要望が提出さ

れているというふうに聞いておりました。特に市場関係については、早めにやったほうが補助

金の可能性も満額つきやすいというようなこともございまして、合併当時から市場を先に先行

させようということから、実は 18 年度に施設整備の計画を進めるということで、既に合併時点

から計画練りをし、そして、17 年度に計画が進められ、18 年度に着工したという経緯がござい

ます。その段階で、市場の２階に事務所という計画も実はございました。この市場の建設につ

きましても、登別漁港の西側に国直轄で屋根つき岸壁を整備する。これは登別漁港の将来方向

としての整備の基本は、衛生管理を中心にした施設整備という懇願がございました。そういっ

たことで 18 年度に国のほうも直轄で屋根つき岸壁を整備すると。それで、その背後に連動した

荷さばき所を建設するということで、衛生管理一体となった岸壁、荷さばき所というような整

備計画が急速に進展したということであります。 

 それで、その中で、今申し上げた、当時市場の２階に併設して事務所を建設するという計画

も実はあったわけです。しかしながら、場所的にちょうどう岸壁のすぐそばですので、南風が

吹くとまともに潮風やら風も強い。ましてや、西風も相当強い場所にあたるということ。さら

に潮位が上がりますと、岸壁に海水が上がるというような状況の場所でもありますので、その

場所が必ずしも適切なのかどうかという自体も実は苦慮したところがございます。 
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 さらにまた、当時から白老町側から事務所を建てるのであれば本所事務所はできれば白老町

側に検討してみていただきたいという要望も実はありました。そういった経緯も踏まえて、事

務所についてはここで即建設をするということがどうかということが現実の姿としてございま

した。白老町からの要請もあり、場所的なものも含めて総合的に、確かに事務所と市場と一体

となった場合には、工事費的には改めて単独で建てるよりは安くあがることは事実です。しか

しながら、今申し上げた場所自体が適地かどうかということについては、もう少しやはり時間

をかけて検討する必要があるだろうというようなことで実は事務所を見送ったという経緯がご

ざいます。 

 そういう中で、合併当時 14 年、15 年といいますと、浜の状況も決していい状態ではなかっ

たのです。水揚げも当時 35、36 億円というような状況でございました。幸いにして、合併後右

肩上がりで取り扱いも徐々にふえてきた。特に秋サケ、あるいはスケトウダラも量的にも若干

右肩上がり、金額的にも単価が上昇傾向にあると。特にスケトウダラについては、ご承知のと

おり、韓国の輸出向け、あるいはＢＳＥの関係で肉から魚に、健康志向というようなことでそ

ういった面での輸出面もございまして、価格的にはどちらかというと上昇傾向が見受けられた

ということで、特に去年の水揚げについては３地区合わせますと、48 億円という大きな、当初

から見ると水揚げも伸びたという中で組合の財務状況もかなり好転してきたということを踏ま

えて、当初予定はなかったのですけども、サケ定置の自営船を 20 年度、さらにこの 21 年度の

春に１隻ずつ建造したということで、逆に事務所が先送りになったという経緯がございました。 

 しかしながら、今申し上げたように、財務状況も好転してきたということと同時に、合併し

てもなかなかぞれぞれの旧組合の地域格差といいますか、それぞれの地域の独特の今までの体

質が抜けきらないということもございます。できるだけ合併に対する共通認識を持っていくこ

とが適切だろうというようなことも踏まえて、この４月に大幅な人事も行い、その中でそれぞ

れ今申し上げた職員体制、機能の整備ということも必要だということから急速に本所事務所の

建設が前向きに検討すべきだということが出てきたということであります。特に 20 年度末の決

算で事務所の建設資金が、一部引き当てが可能だということがございまして、この 21 年３月の

決算で一部事務所の資金造成をさせていただいて、できるだけ早い機会にやるという方向転換

になったことも事実です。 

 そういったことで、それぞれ理事会等で協議しながら、実は場所、その他を検討してきたと。

先ほど申し上げましたように事務所の場所の問題については、市場を建てる段階で白老町から

もそういった話がございましたので、私どもも当初合併時点から、本所機能は登別漁港に建設

するという総合的な合意がございます。この場合に登別支所と虎杖浜の事務所を廃止して、本

所に集中して、それぞれ職員の少量化も図り、効率化を図っていこうということを中心に当初

から計画が整理されてまいっております。こういうことを踏まえて、このたび行政区域を抜き

にして組合の本所、業務の効率化、職員体制の少量化等も踏まえた場合に、どの位置が一番適

切なのかという協議の中で、最終的に残念ですが、行政区域的には登別の行政区域にならざる

を得ない。それで、この位置につきましては、旧登別漁協が登別市から過去 10 年ぐらい前でし
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ょうか、寄附を受けた用地でございまして組合用地でもあるということからこの場所を選定し

たということであります。その間、白老町からの要請については、私どもいろいろ検討はして

まいりました。しかしながら、残念ながら今申し上げましたように、総合的な判断で最終的に

はそうせざるを得ないという苦渋の選択をせざるを得なかったというような状況でございます。 

 余談でございますけれども、顧みますと、登別漁港については昭和 26 年に漁港指定を受けま

して、当時この海岸線では漁港がございませんので、砂浜から船の出し入れをしていたと。や

はり当然のことながら、災害あるいは事故等が続発したという経緯を踏まえて、当時の浅利町

長、さらにまた先日亡くなりました故人の松田廣一さん、高田寅雄さん、あるいは須貝竹寿さ

ん、そういった方々が先頭になって、当時篠田先生を頼って陳情活動を行って、今の登別漁港

が着工に至った経緯がございます。そういった面では、やはり白老町の方々が力を入れて登別

漁港を整備してここまでに至ったと。それが段々手狭になって、拡幅計画が整備される。その

整備が残念ながら、行政区域としては白老町側にはそういった条件の用地がないということか

ら、逆に登別市側に拡幅計画を先行していかざるを得ないという状況になったということは皆

さん方も今の港を見てご存知かと思います。今の港の整備も西側に新しく整備をされて 23 年度

に竣工予定になっておりますけれども、昨日の室民に出ていますように、ことしの新年度予算

が削減されるということで若干伸びるのではないかというようなこともございます。そういっ

た今後の将来性等も含めた中での最終的な判断であろうというふうに私ども認識しております。

そういったことで、白老町の方々がずっと中心になって、登別漁港を築いてきた経緯を考えま

すと、私どもも極めて残念な思いであります。しかしながら、将来的な組合の業務、総体的な、

効率的なものを考えた場合にどうしても苦渋の選択として決めざるを得なかったというような

状況でありますので、これらについてはご理解をいただければなというふうに考えております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） 本間専務、ありがとうございました。 

 おおよそ概要つかめたのではないかなと、今のお話で理解できたかなというふうに思います。

各委員の皆さんのほうから、中出組合長もお見えになりましたので、あらゆる面からご意見、

質問がございましたらお受けしたいと思います。 

 それでは、各委員のほうから質疑を受けたいと思います。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。ちょっと１、２点お伺いさせていただきたいなと思

います。今専務理事が言われたとおり、いろいろな苦渋の決断の中で登別の行政区域内に本所

を移されると。それについてはここで議論する何ものもないと私は思っています。ただ１点、

今まで白老町と貴組合が築き上げてきたもの、それはいろいろな漁業振興に対しての支援であ

ったり、対策であったりすると思います。これが今後、登別の行政区域内に本所を移転される

ことになると、本所移転先での漁業振興に対する支援、または対策というものが窓口が登別市

に移っていくという形になっていくと、素人考えから考えるとそういう形に考えざるを得ない

のですけども、その辺についての考え方を１点お伺いさせていただきたい。今後のまちと組合
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との信頼関係、これがどういう形の中で築かれていくのかということを１点お伺いさせていた

だきたいなと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 私ども、本所が行政区域的に登別市側に

建設されるということであっても、必ずしも行政の窓口が登別市に移るという考え方は持って

おりません。あくまでも、その案件がどちらに関連する案件なのかと。共通する案件であれば、

双方と協議をしたい。基本的に登別漁港に関しましては、それぞれ登別市、白老町含めて協議

をしてきた経緯がございます。ですから、どちらが窓口という考え方はもちろん持っておりま

せんので、今までどおり行政とはそれぞれお互いに協力できるものは協力していくという考え

方は変わっておりません。また、変える必要もないというふうに私は考えております。ですか

ら、まちづくり、あるいは組合のそれぞれ漁業振興等についてもお互いに協力できるところは

協力してやっていきたいというふうに考えておりますので、あえて本所が行政区域的に移った

から組合の考え方も変わる、町の考え方も変わる、登別市の考え方も変わるということはない

というふうに、私は思っております。 

○委員長（及川 保君） 14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。わかりました。ただ、我々素人、一般の人間から考

えますと、今までは白老町の行政区域内にあって、そして、いろいろな面の町にとってのメリ

ット・デメリット、そして、漁業組合にとってのメリット・デメリットあったかもしれません。

これが今までは白老町にとって、白老町のいろいろな支援策、それから、振興対策、これにつ

いてのメリットが大きかったと私は思うのです。メリットが大きかったということは、結局は

組合員さんの 70％ぐらいの方々が白老側にいらっしゃって。ただ、これがもし、本所が移転さ

れるということになると、いろいろな面での振興策については、今専務理事が言われたとおり

変わらないかもしれないけれども、ただ、白老町にとってのメリットも少なくなってくるとい

うことは実質ありますよね。場所が移ることによってのデメリットということが。そういった

ことは、今回移されるときに考えられたというか、１つの考える要素といいますか、そういっ

たところにはちゃんとそういったものも入って考えられたのかどうかだけを１点お伺いさせて

もらって質問を終わりたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 私どもは、今ご指摘のとおり、やはり本

所が移ることによって町に与える影響はないとは考えておりません。そういう面でのことを含

めて苦渋の選択だったというふうに私は認識しております。しかしながら、組合が町に対して

どういう形で今後協力できるかということについては、当然、前向きにできる範囲で協力しな

がらやっていかなければならないだろうというふうに認識しております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤でございます。きょうはありがとうございます。 
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 今の話に続いて、手続きの問題でちょっとお聞きしたいと思うのですが。報道なんかにもあ

りましたけれども、町側との関係というのが、寝耳に水だというようなことで、もっと先の話

だったはずなのに急遽決まってしまった。その経過がなかなか聞かされなかったという中で決

定された。こんなふうに聞いているわけです。そうすると、先ほども町との信頼関係とかとい

う言葉もありましたけれども、そういう手続きが十分踏まれた上でここに至ったというふうに

考えられるかどうかというのが１つ。 

 それから、もう１つは、これは重要な決定で、先ほども白老漁民の最大の努力でここまで来

たと。その中で苦渋の選択だという話があったわけですけれども、白老の全漁民の組合員の方々

の納得がどんなふうに得られてこの決定に至ったのか。そのあたりのことをお聞かせください。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） １点目の町との協議というお話でござい

ますけれども、これについては私どもも直接面談して具体的に協議した経緯はございません、

はっきり申し上げて。そういう意味では、私どももそういうすり合わせがなかったということ

については大変申しわけなく、反省しなければいけない部分かというふうに認識しております。

ただ、先ほど申し上げましたように、荷さばき所を建設するときに事務所機能の部分がござい

まして、この段階から町のほうからも行政区域云々という話がございましたので、これらを前

提に含めて前向きに私どもは内部で検討はしてきたつもりでおります。その中で、先ほど来申

し上げたような経過できてございます。 

ただ、基本的に登別漁港の整備と連動した形になっておりますので、少なからずそういった

漁港の整備がどういう形で進められる、そして、それに対する施設整備がどうなるのかという

ことは町のほうも承知していたのではないかというふうに認識はしてございます。そういうよ

うなことと同時に、私どもの組合の計画については毎年総会あるいは総代会の中で、こういう

方向でこうしていきたい、したがって、先ほど申し上げたように、ことしの決算期の中で事務

所の建設問題というのはこういう形で進めたいという方向性も示しております。それで、総会、

総代会にはそれぞれ市町村の方も出席されております。その方々がどういうふうにとらえたか

は、私どもわかりませんけれども、少なからずそういった情報は耳にされているのかなという

ふうな気はしておりますけれども、それぞれの判断ですのでそこまで私は申し上げませんけれ

ども、しかしながら、私どもの内部ではそういった白老町の意向を踏まえながら、白老町の行

政区域にある用地がどの位置で、どの部分が利用可能なのかという中でのそれぞれ検討はさせ

ていただいたということをご理解いただきたいというふうに思います。 

 それと、２点目の当組合の中で白老町に居住する組合員が約 75％おります。その中で、白老

町の組合員に理解が得られたのかどうかというご質問なのですが、少なくとも、冒頭申し上げ

ましたように、合併当時から本所機能は登別漁港に持って行こうということについては、それ

ぞれ組合員の方々は理解されていると。特に白老地区については、支所機能はそのまま残すと

いうことでございますので、特に白老地区の方については、本所機能が云々ということについ

てはそう触れていなかったように記憶しております。ただ、虎杖浜地区の組合員については、
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登別漁港自体がそれぞれ行政区域を抜きにして、漁港区域自体が登別と虎杖浜地区が共有して

いる関係もございまして、行政区域は大きくこだわっていないというふうに私は認識しており

ます。ですから、登別市の行政区域であろうと、白老町の行政区域であろうと、お互いに共有

して利用しているというのが実態でございますので、そういう意味では特に大きくこの問題に

ついては触れてはいないというふうに私は理解をしてございます。 

○委員長（及川 保君） ９番、斎藤征信委員。 

○委員（斎藤征信君） あと１点だけ伺います。私も全くの素人で詳しいことはわかりません

けれども、白老が土地を用意してあったと、白老側に。今新しく建てられるという計画を立て

た場所とさほどの距離ではないだろうというふうに思うのです。それで、実際に報道なんかで

は土地が若干不足だとか、建てづらいとかというようなことが書かれていたような気がするの

ですけれども、それだけ、白老側の用意した土地に移す、そのことに対する不便さというか、

どれだけ違いがあるのか私たちにはわからないわけです。実際にはそのあたりをどんなふうに

検討されたのか。土地が狭いのであれば、建て方によっては十分に建てられるだけのものはあ

るのではないかというふうに考えるのですけども、そのあたりについて伺いたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 旧市場ご存知ですね。旧市場から東側陸

域が白老町行政区域になります。その西側が登別市というふうになります。それで、現在まだ

東側の旧荷さばき所のほうのそばに陸上の活魚施設がございまして、この活魚施設については

マリンパークからの海水を一部利用させていただいております。現在まだ新しい市場のほうに

は海水が導入されておりませんので、一部、時期的には双方の施設を利用する形になっており

ます。そこまでいくためには、新しい市場から職員が車で移動しなければならないという不効

率な状況が続いている。それも職員数名が一度にということになりませんので、そのとき、そ

のときによって適宜に移動するというようなことになります。車自体も組合の公用車がそんな

にございませんので、台数がございませんので、ほとんどがマイカーで移動するというのが実

態でございます。そうしますと交通費の支給もしなければならないという実態が現実に生じて

ございます。それと、時期的には本所あるいは登別支所から応援で市場業務に派遣しなければ

いけないということも現実にございます。そういった現状としては応援体制を取りながら、職

員少数精鋭で実は業務をやっているというのが実態です。それで、今予定している位置に本所

を建設した場合に、本所から新しい市場には歩いて行ける距離であります。したがって、効率

的にはかなり変わってくると。それと、23 年度、先ほど申し上げた、西側の漁港が整備される

段階で、国直轄で海水の施設も今整備される予定になってございます。そうなりますと新しい

市場の製氷自体が、今上水道を利用して精水で氷をつくっておりますけれども、これを、海水

氷を生産する方向で、そういった機械に今なってございます。そういったこと等も踏まえ、将

来的には陸上の活魚施設もそれらの中で整備する必要が出てくるだろうというふうに想定をし

ております。そうなりますと、どちらかというと市場の販売業務のエリアとしては、東側から

西側に移行せざるを得ないということ。さらに、今申し上げた本所から、あるいは登別支所か
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ら応援体制を取っている職員の体制も本所からそのまま歩いて、忙しいときには市場の業務に

も派遣できるというような効率性、省力化等も併せて図られるということが大きな要因であろ

うというふうに認識しております。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 10 番、大渕です。今最初に専務からいろいろお話ありました。私も実

は、町史の漁協の白老の漁業の状況や登別漁港の状況も見てまいりました。その中に、今お話

ありましたように、漁港そのものが虎杖浜漁港という名前にするか、登別漁港という名前にす

るかという議論も随分あったようでございます。そのときは何か漁港をつくることが主で、名

前は従だというようなことで現実的には、篠田先生のところまで名前変えるということで松田

廣一さんたちが行ったというお話も出ていましたけれども。本間専務さんも昭和 56 年から専務

をやられているということでいえば、生き字引のような方で、白老の漁業の状況または登別漁

港の状況というのは十分ご承知だと、私は本当にそう思っております。私も言われた、今の中

出組合長含めて、高田さんや松田さんや須貝さんともちょっといろいろお話ししたことありま

すけれども、そういう中でこのこと含めて全部わかっていらっしゃるというふうに思っている

のですけども。１つだけ気がかりだったのは、やっぱり町との信頼関係は、漁民の皆さん白老

にもたくさんいらっしゃるわけですから、漁業振興は我々の、何と言いましょうか、推進しな

くてはいけないという考え、議員さん、みんなそうです。そういう中で漁協の総代会や理事会

の決定に対してどうこうなんて言う権限はございませんから、十分そこは承知しています。た

だ、我々としてはやっぱり町民や漁民の皆さんがわかってもらえる、要するに納得できる形、

そして、信頼関係が壊されない、壊れたとは思いませんけれども、少なくてもそういう状況が

若干聞こえてくる中で、そういうところが私は一番残念だったなと。特に本間専務は昭和 56

年からやられているわけですから十分そこら辺承知されていたと思うのですけれども、そこら

辺がやっぱり、実は私もきのう行きましたら、報道の関係もございますからいろいろなところ

でそういう話になるのです、現実的には。いやいや、どうして。お前ら何をやっていたの。と

いう話には、地域に行けばなるのです。そのことに対して、今のご説明で中身はわかりました。

ただ、そういう町との信頼関係等々はきちんと確立すると。我々も議会の中でそういういろい

ろなことがありますので、そこだけはひとつぜひ、きちんと確立していっていただきたいとい

うことなのですけれどもいかがですか。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 今おっしゃるとおりで、我々も行政を無

視してきたつもりはないというふうに思っているのですが、残念ながらそういうふうに受け止

められているということについては極めて、私どももちょっと残念に思っております。ただ、

これは、この修復はしなければならないというふうに私も思っておりますし、今後も今までと

同様にやはり信頼関係は持っていきたいというふうに思っております。 
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○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 今の話と全く違う話なのですけど。全くとっぴな話を１つだけちょっ

としたいのです。それは、今のお話聞いていると、現実的にはもうそういう形で活魚施設等々

もございます。こちらにも冷蔵庫もあるようですけど。そういうものがもう整備されています

からなかなか大変だとは思うのだけれども、例えばです。あり得ないことかもしれませんけれ

ども、白老の港にも白老の港湾事務所がございます。あそこにも土地たくさんあるのですけれ

ども。例えば、ああいうところが提供されるというようなことが、もし考えられるとすれば、

検討の範囲に・・・。いや、もう決議終わっていますから、そんなこと言っても無理かもしれ

ないけど、検討の範囲に入るような中身だったのですか。正確な答えでなくていいですから。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 実は、白老地区の役員の方からそういう

話も、具体的に港湾事務所ということではないのですけれども、白老港にというような発言も

現実にございました。残念ながら、なかなかそういう意向に傾くような状況にならなかったと

いうのも現実でございます。 

○委員長（及川 保君） 10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 蛇足ですけど、あそこの事務所は議会の答弁の中でも将来的にはあそ

こに事務所置くかどうかということは、そうならないのではないかというような形で今進んで

いるのです。ですから、こちらのほうに来るという将来的に可能性があるわけです。そうする

と、土地もある、広い。ただ、今前段でほかの議員さんに答弁されたようなそういう状況とい

うのは我々よくわかりませんのでそこは難しいのだろうなとは思っていましたけれども、とり

あえず聞いておきました。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 白老港に本所を持ってきますと、現実に

支所機能はなくなって本所機能になります。ただし、今後逆に支所機能が２つ残る形に。そう

しますと、必ずしも省力化、効率化というものが図られるのかどうかということにもなってこ

ようかと。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君）  本当にきょうは年末のお忙しい中ありがとうございます。 

 私もこのお話がありまして、白老の組合員の方々も、私も地元白老ですのでお伺いを何人か

にしたのですが、本所をつくるということは皆さんわかっていらっしゃったのですが、登別に

本所を持っていくということは新聞で知ったという方が多かったのです。私もちょっとよく内

容わからないで、私もいろいろな団体に入っているのですが、理事会とかというのをいろいろ

開きますよね。理事会である程度決定をするのですが、総会に諮って最終決定だと私はいろい

ろな団体ではそういうふうにとらえていたのですが。今年度、５月か６月に総会開いている中

でも今後の対処すべき重要な課題の中に事務所移転で、今専務理事がおっしゃいました事務所

の職員の配置だとかいろいろなことを、手を打ってこられたということで書かれているのです
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が、そういったことでの了解はしていると思うのですが、白老町にとって重要と役場もとらえ

ていた場所の設置というのはまだ決定していなかったことなのですが、これは総会を経なくて

も理事会での決定が決定になるのか。その辺ちょっとわからないものですから。総会に今後、

また来年度になると思うのですが、かけられるのかどうなのかなということが１点。 

 それから、もう１点は、先ほどお話がありましたように、白老支所に事務所も支所があると

いうことで、白老町の漁業関係者はそれほど動線的には不便ではないというお話はちょっと伺

いました、漁民の方から。それでもう１点は、虎杖浜の方々がどうなのかなと。私、虎杖浜の

方々の意見は聞いておりませんので、虎杖浜の方にとってはちょっと動線が離れますよね。そ

ういった部分では、先ほど大体漁民の方は理解をしているということなのですが、事務所建設

に関しては了解をされているのですけれども、本所が登別になったということでの虎杖浜関係

の方々の了解はどうなのかなと。ちょっとその辺が思っていたことなのですが、その点が１点。 

 それから、私たち、７月 31 日に総務文教常任委員会でお伺いをさせていただいて、漁業関係

のいろいろな現状をお話伺わせていただいたのですが、その終わった時点だったと思うのです

が、今の本所事務所古いですねということから、今後、事務所移転がいつ頃になるのでしょう

かという話、建てなければだめですねという話の中で２、３年後と、そのときもお話をいただ

いたのです。それで、総会でこういう重要案件として動きが出ている中で、先ほど水揚げがよ

かったということと積み立てができたということも含めてそういうふうに決まったのだと、早

急にということになったということなのですが、行政側とのやりとりをしたときも２、３年、

３、４年後というふうにあったということが、私たちも総務文教常任委員会でついこの間だっ

たというふうにとらえていたものですから。でも、その２、３年後ということの、なかなかし

っくり私たちの中に落ちないというか、どうして急にこんなふうになったのかなというのが、

どうしても説明、町民の方々から聞かれても、先ほども言っていましたけれども、議会は何や

っていたのと。話を聞くと２、３年後だというのに、どうして急遽なったことをちゃんと情報

としてとらえられなかったのということはちょっと言われたことなのですが、その点について

お伺いをしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） まず、前段の１点目の総会の議決がどう

かというお話ですが、これについては冒頭申し上げましたように、合併当時から本所機能につ

いては登別漁港というようなことでそれぞれ示してございました。ですから、いつの時点云々

ということにかかわらず、本所事務所は建てるということでの組合員の理解は得られていると

いうふうに私は理解しております。ただ、今ここへきて具体的になってまいりましたので、年

明けには組合員に対して、それぞれ具体的な現在の計画内容等については示す必要があるだろ

うというふうに思っております。そういう意味でどういった形で行うかというのは、これから

会議で協議しながら、それぞれ組合員には示していきたいというふうには考えております。 

 それと、虎杖浜地区の組合員がどういうふうに理解しているかということなのですが、先ほ

ど申し上げましたように、虎杖浜地区の組合員はほとんど登別漁港を本拠地にして出入りをし



 12 

ているというようなこともございますので、組合員の方々についてはさほど不便という感覚は

ないというふうに理解しております。ただ、信用部等を利用されている方々も地域の方々ござ

います。これは虎杖浜にかかわらず登別地区も同様でございます。そういった意味でそれらの

方々に対する対応も考えていかなければいけないということから、具体的にまだどういう形か

ということを示せませんけれども、おおむね出張業務で対応したいと。ですから、１週間に何

日か時間設定をして、それぞれ支所に出向いて信用部の窓口業務を行ってはどうかというよう

なことを想定して検討していくという形になろうかというふうに思っております。 

 それと、つい最近まで３年、５年という話があったではないかと。それはご指摘のとおりか

と思います。ただ、先ほど申し上げた財務内容と、あるいは５年を過ぎて職員の人事異動を実

はやりました。この段階でどうしても旧体質が抜けきらないと。やはり旧組合の一部の職員は

そのまま残しておいてほしい、支所に残しておいてほしいというような意向が各地区共通がご

ざいます。そういう意味では合併の効果というのはなかなか浮き出てこないというのが現実の

姿であります。そういうことを踏まえながら、やはり本所機能を早急に立ち上げなければなら

ない。その中でそれぞれ人事交流もしながら、そういった地域体質を、確執をなくしていこう

ということを急がなくてはならないのではないかというようなことが急速に深まってきたとい

うことが言えるかと思います。そういう意味ではご指摘のとおりかと思いますので、そういう

意味では私どもも反省しなければいけない部分はあるのかなというふうに思っております。 

○委員長（及川 保君） 15 番、吉田和子委員。 

○委員（吉田和子君） 18 年にあの場所ができて、もう事務所はそのとき本当だったらできて

いることでしたので、できることなら１年も早くというのはこういうきっかけがあってのこと

だったというふうに思います。これは最後お願いになるのですが、もう決定事項ということで

すので、今後、建設関係にかかわってくると思うのですが、できれば７割５分の方が白老町の

漁民の組合員であるということもかんがみて、ぜひとも建設に関しては白老町の業者といろい

ろな部分でかかわっていけるように、白老町のほうに少しでもお金が落ちるようなふうに考え

ていただければありがたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 入札形態等を取るのか、発注形態をどう

するのかというのは今後の協議になるのですが、今おっしゃられたとおり、私どもの考えとし

てはできるだけ地元でやれることであれば地元でやっていただきたいなということで、実はで

きれば白老町・登別市の企業の中で共同企業体なら共同企業体でやれるような仕組みを検討し

ていってはどうかということで理事者側に私のほうから現時点で投げかけてはございます。で

すから、そういう意味では前向きに検討する必要があるだろうというふうに考えております。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 

堀部議長。 

○議長（堀部登志雄君） 今各委員からの質問で、その答弁で専務さんの、いぶり中央漁協の

考え方はもう理解したのですが、実は先ほどの説明の中で私ちょっとまだいまだに腑に落ちな
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いというか、ぜひやっていただきたいなと思うのですが、平成 18 年に新しい荷さばき所が、衛

生法ができたときに事務所を２階にというようなことで、これはいろいろと白老町のほうの要

請もあって２、３年かけて十分検討して、できるだけ白老側に本所を建ててほしいというよう

な要請があったという話を先ほど専務さんのほうからされました。これは今さらかなうことで

はないのかなと思いますが、私としてもこのいろいろな経過の中でいえば、この本所の建設位

置については流れがあったと思います。その中で行政側として、行政からいくと２、３年後だ

ということで白老町側でも土地を用意してという、町有地に何とかということでいろいろと連

携を取って相談し合いながら話し合っていこうという中で、やはり用地がちょっと狭いからと

いうような、機能的にもこちらのほうが劣るのかもしれませんけれども、そういう形の中で十

分行政とその辺の連携をきちんと何回もお互い頭を合わせて何とかそちらのほうにできないの

かというようなことで議論をしていただいた経過、このような形になったのであれば非常に私

も納得できる部分があるのですけども、その辺が行政のほうに聞くと、余りその辺の話は用地

が狭いからというだけで、それでもうあちらへ行ったというような形なものですから、その辺

をやはり十分議論していただいて、早急に本所を建てないと合併効果が出ないというような先

ほどの答弁がありました。それをどうのこうのというつもりは毛頭ないのですけれども、十分

行政と議論をした中でやはりこの問題は進めていただけないものかと。もうこれはあくまでも

理事会で決まったことだから、これはもう前に進むしかないのですと。来年度着工して、すぐ

やりますというような形をもうどうにもならないのか。同じ所へ建てるにしても、もうちょっ

と行政ときちんと町有地でどこがどうまずくてだめなのだというようなことを我々としても、

先ほど副議長のほうから言いましたように、町民の方にこの経過というものをやはりきちんと

説明する責任もありますし、そういった意味でのある程度納得いく形で再度ご検討いただくこ

とはできないものか。それで、どうしてもすぐ着工しなければならないものなのか。その辺改

めてお聞かせ願いたいと思うのです。もうこれは決まったことだから仕方ないというのであれ

ば、それはそれでこちらがどうのこうのという問題でないのですけど。その辺含めてひとつご

見解を賜りたいなというぐあいに思います。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 前段のほうの、市場建てるときに事務所

も併設するということの中で事務所をとりあえず見合わせた大きな理由としては、今議長おっ

しゃった、白老町側から要請があったから見送ったということばかりの原因では、実はないの

です。先ほど申し上げたように、その位置自体が事務所の位置として適切なのかどうかという

総合的な判断の中で決めたということですので、あくまでも町に指摘されたから先送りしたと

いうことだけではないということをひとつご理解いただきたいと。しかしながら、あったこと

は事実ですので、それらを踏まえながらもう少し時間をかけて検討しましょうという流れにな

ったということですので。ですから、くどいようですけれども、そういった町からの要請と合

わせて、その位置が先ほど言ったように南風が直接当たって海水も上がる、直接ぶつかる、あ

るいは風も相当強いというところの位置が事務所として適切なのかどうかということをもう少



 14 

し検討しようということで総合的に判断したということですので、あくまでも町からの要請で

見送ったということではございませんので、総合的な判断ということでご理解いただきたいと。 

 それと、その後で言われた、町との具体的な図面上で云々ということについては、やはり先

ほど来申し上げたように、私ども、町有地、白老町の行政区域の中でどの用地が使える場所な

のかという協議も再三内部ではしてきました。残念ながら、先ほど言ったように、町の方々と

は目の前で図面を提示しての協議はしてこなかったことは事実ですので、そういう意味でご指

摘のようなことはあったのかなということで、そういう意味では私どもも反省をしなければい

けない部分はあろうかと思います。 

 あと、この方向が白紙で検討できるのかどうかということについては、私個人的には、理事

会で少なくとも一度保留にして、時間を置いて最終的に次回に持ち越して最終決定をしたとい

う経過を踏まえると、これをまた白紙にしてということは極めて難しいだろうというふうに思

っております。 

○委員長（及川 保君） 中出組合長。 

○いぶり中央漁業協同組合代表理事組合長（中出 正君） 個人的な用事でこの内容に初回か

ら参加できなかったことについてお詫びを申し上げます。 

 たまたま当組合の本所建設にあたりまして、場所的な問題、さらにはそれを利用する利便性

の問題、こういうようなものを検討した結果、やはり将来的に、一時の対応ではなく、将来的

に利用するものの必要性、これが最大の要因であっただろうというふうに思っております。専

務のほうからもお話がありましたように、行政区域の問題もあったことは当然事実でございま

す。また、我々漁業者としては今日ある姿になっている原因は、白老町・登別市共々の協力の

中で今ある登別漁港という形で我々が利用しておることは紛れもない事実でございます。その

中で事務所がどうするというようになったら、やはり最大は利便性の問題があっただろうとい

うふうに思っております。300 メーター、500 メーター範囲で、そちらだ、あちらだと大した問

題はないだろうというふうに考える人もただあるものかなと。しかし、港の構図を、背後地の

問題、こういうようなものからいくと、やはり最小限必要なものにはどの位置が求めることが

必要かというふうになるわけで、漁業者の考えが行政区域というお話も当然ありましたけど、

やはり最終的にはそのものを利用するための必要性が最大の要因で、今日、皆さんがいろいろ

厚意になっている問題等については、非常に努力はしたものの、結果として今ある姿にならざ

るを得なかったというふうに思っております。お話しした中にありましたように、白老町・登

別市の理解と協力があって港が今日ある姿になった経緯からいきますと、当然我々も白老町の

町民でありますし、そういう意味では何とかそれを、そういうものを踏まえて漁業者の理解が

得られれば行政区域というようなものにつなげる仕組みもあったわけでございますが、どうも

そこまでいくと、利用するものの必要性が最大のネックになったというふうに考えております

し、事実、そういうような声が今ある内容になったというふうに。正直言って、力不足という

ふうにとらえられれば、またそのとおりかもしれませんけど、漁業者の声に従うといいますか、

これがあって当然のものかなというふうに、変に我々、執行部が力で押し通すというようなこ
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とは、今ある民主的な組織運営にはならないわけで、漁業者の声を最大に理解した結果だとい

うふうに思っておりますので、ぜひご理解のほどをお願いしたいと思います。 

○委員長（及川 保君） 組合長、ありがとうございました。 

 12 番、松田謙吾委員。 

○委員（松田謙吾君） 12 番です。中出組合長が私の力不足でもあったと。私は力不足ではな

いなとわかりました。それで、私も漁師の子供だし、いまだにスケソウ外しにもことし４回行

っているし、登別市の港でもスケソウ随分外しました。浜に行っています。 

 それで、私は先ほどから本間専務の話を聞いて、本間専務の話が正しいなと私は思っており

ます。なぜならば、私は漁師の男というのは１回決めたらなかなか引き下がらない。ですから、

この特別委員会はつくる必要ないと反対をした一人なのです。私はこういう言葉でお話しした

のですが、行司軍配が上がってしまって、そして、勇み足があって、よっぽど物言いのつける

ところがない限りは 12 人の理事者、しかも、今中出組合長の言ったように、力不足なところも

あると言ったけど、私もあの場所をよく知っていますから、私も議長やって会合にもずっと出

てきたのですが、やっぱり使いやすさが一番大切だし、それから、本間専務が行政区域で決め

たのではないのだと。みんなとよく考えて決めたのだとこう言っていますから、私はあの場所

は正しい場所とこう思っております。 

 それで、これから大事なことは、この３単協の組合が仲良くすることと、それから、白老の

行政区は大きい、漁獲量も大きい、信用度も大きい、貯蓄も大きい、こんな中で今後あの建設

のときにどうか理事の皆さんの力でできるだけ７割５分ぐらい白老町の業者ができるような配

慮をしていただきたいなとこう思うのですが、私は今お願いしたいのはそのことなのです。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 今松田委員おっしゃるとおりで、私自身

もそういう、先ほども申し上げたように、地元に経済効果があるように組合としてもできるだ

け貢献すべきだろうというふうに考えております。そういうことで、先ほど申し上げたように、

できるだけ地元でやれるものは地元でやっていただこうという方向で検討すべきだろうという

ふうに思っておりますので、今の意向を踏まえながら、できるだけそういう方向で前向きに検

討させていただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（及川 保君） ３番、西田祐子委員。 

○委員（西田祐子君） 今までありがとうございました。１つだけお伺いしたいのですけれど

も、先ほど説明の中で平成 18 年に建設したときから本所は登別にというふうに。私もたしか、

あそこへ視察に行ったときにそういうふうな説明は受けておりますのを覚えております。です

から、あの時点でもう登別港のほうにというお考えに決まっていたのだなと。あの港を西防波

堤をずっと延ばしていく時点でそういうふうな理解はしておりました。ただ、今おっしゃいま

したけれども、西風、南風があって、潮の加減もあって、それで今まで延びてきたのだという

ことだったものですから、その時点でもやはり同じことをおっしゃっていた記憶があったもの

ですから、今回ここの場所につくられるのでそういう問題というのはクリアできたのかしらど
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うなのかというのが非常に心配だったのです。 

 また、18 年のときに、そういうふうな話があったときに、私、今非常に反省しているのです

けれども、白老の行政側として、もっといい場所とか、積極的に漁組のほうに提示してこなか

ったということについては、私自身も非常に反省しなければいけないなと思っております。そ

ういう意味では、私ども、申しわけありませんけれども、この特別委員会をつくることに対し

ては反対いたしました。ですから、今回こうやって苦渋の選択と何度もおっしゃった言葉が、

私たち議員自身も本当に申しわけなかったなという思いでいっぱいでおります。そこのところ、

ぜひわかっていただければありがたいなと思っております。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 今おっしゃるとおり、完全にクリアでき

たとは言い切れないかと思います。ただ、市場の２階よりはいくらか下がることによって、か

なり違いはあろうかと思います。それと同時に、多少やはり、私ども、もし潮位が上がった場

合に危険性がありますので、基礎については床を少し高くしようということで、現在、窓口、

垣通参事のほうで今進めておりますけれども、基礎の部分は１メーター高くして設計をしてお

ります。そういうことで海水の対策については１メーターぐらい高くなると、多少もし潮位が

上がったにしてもクリアできるだろうというふうに考えております。それと、構造自体もやは

り工事費の関係もあっていろいろ苦慮したのですけれども、当初、鉄骨のほうが安いのかなと

いうふうに思ったのですが、鉄骨自体もやはりあのとおり海の近くですのでどうかということ

もございました。最終的な今の方向としては、鉄筋コンクリートで構造は考えたい。それで、

鉄骨と工事費の部分ではそう極端な違いが、今大よその試算なのですが、違いがないような方

向で示されておりますので、その辺は今西田委員おっしゃるように多少は解消されつつあるだ

ろうというふうに認識をして、基本的にはやはり利便性、効率性の問題からいって、場所的に

はやはり組合の用地でもあるということを踏まえるとあの場所が一番適切なのかなという総合

的な判断に達した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） 山本でございます。きょうはどうも大変ご苦労さまでございます。 

総合的にお話を、きょうもそうですし、この前の町側からの説明をいただいて、きょう、組

合さんも忙しい中来ていただいて説明を受けて、私の感想なのですけれども。行政側は今まで

水産行政に対してできる限りの手を尽くしてきたし、今後ともいぶり中央漁業協同組合とは手

を組んでやっていきたいと。にもかかわらず、町側のお話です、ここまでの至った経過につい

て若干説明不足だったのではないかと、それが非常に残念だという思いがこの前の特別委員会

では、町側のお話はそのように承りました。それで、きょう、専務さんのお話を伺いますと、

総代会だとかそういったときにも方向性は示しているから、そのときに町側の方々も出席され

ているから、決して、こういった計画が突然とっぴに沸いてきたようなものではないというよ

うなお話もございました。行政側はあくまでも行政区域ということに対して非常にこだわりを

持っていた。組合側はあくまでも合併の効率化あるいは利便性、これらをやはり優先して、し
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かも、それは道の方針に従って率先して行ってやってきた形の中だということで、非常にもと

もとの考え方に行政側と組合側との間に非常に温度差があったのかなと。それに対しての、ど

っちがどっちというのではなくて、お互いにアプローチの仕方が若干足りなくて今の事態が起

きているのかなというふうに思うのですけども。これから必要なことは、ぜひ町側との、私は

町のほうにも申し上げたいのですけども、関係を修復して町民が幸せな形になっていくのが一

番ですから、関係をぜひ修復していくことの努力をお互いに進めていただきたいなと。これ１

点でございます。いかがですか。 

○委員長（及川 保君） 本間専務理事。 

○いぶり中央漁業協同組合専務理事（本間敬次君） 私もそう思っております。先ほどもご質

問ございましたように、やはり町とは必ずしも背中合わせになっているというふうには思って

おりません。今までもお互いに信頼関係を持ってやってきたつもりでおりますし、今後もそう

したいというふうに私は思っております。そういうことでこの問題でやはり町側と意見が合わ

なかったということについては、先ほどからも申し上げているように、具体的に図面を示さな

いで協議もなかったということについては、これは私どもも反省しなければいけない部分かも

わかりませんけれども、やはり計画についての認識度、お互いに温度差があったということが

原因なのかなというふうに思っておりますので、そういう意味では常々水産担当とはいろいろ

話題提供は、対話の中ではされてきたような気はしているのですけれども、その辺の受けとめ

方の温度差の問題もあったのだろうというふうに思いますので、その辺は我々も今後反省材料

として受けとめておかなければいけない部分かなというふうに認識しております。 

○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。今まで一連の説明を聞いていて、全部理解したので

すけれども、ただ、１つだけ。私たちが思っている、当初、登別に移転するということで最初

に思ったことは、本所が登別に行くということは企業撤退と同じだなとこういうふうに感じた

のです。事実、行政側もそういうことだと思っているのです、説明を聞けば。だから、極端な

話ですけど、そういうふうに思ったということは、家畜市場もそうなのだけど、早来に行くの

も、登別行くのも基本的には同じなのです。その３地区が合同で今合併してやっていることも

わかるし、平成 16 年のときから本所は登別というふうに内諾されていたということも今説明受

けたし、平成 18 年に市場建設したときにも２階に事務所をつくるかということも聞いたし、そ

れから、利便性ということも聞いたから一連はわかるのだけど、でも、その違いは明らかにあ

るのです、結果で言えば。それが例えば、今本所が登別に移設しましたということ自体に、今

言った撤退ということと同一なことが残るのです。これははっきりしているのです。だから、

その辺が残念で仕方がないのだけれども。ただ、今組合長も言われたように、利便性というこ

とだけ考えれば、これはやはりわかるのです、その辺は。でも、それ以前の問題が残念だなと

私は思っているのです。答えはいらないけれども、でも本当に残念に思っているのは事実です。 

以上です。 

○委員長（及川 保君） ほかございませんか。 
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10 番、大渕紀夫委員。 

○委員（大渕紀夫君） 大渕です。いずれにしても、やはり私は行政との関係がきちんとして

いかなければ産業振興にはならないだろうと。これは、反省するところはきちんと反省してい

ただいて、きちんと対応していただきたいというふうに思います。それが私のたった一つのお

願いです。 

○委員長（及川 保君） よろしいですね、ほかございませんね。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） それでは、大変お忙しい中を組合長、専務理事、参事のお三方、議

会の要望にこたえていただきましてご出席をいただき、このように全議員による特別委員会に

おいて、十分なるほどと、わかったと、こういう状況を十分この時間で説明をいただきました。

いろいろと各議員の皆さんからお話がありました。今最後に大渕委員、それから先ほど松田委

員のほうからもございました。各委員のほうからもさまざまなご意見がございました。これに

尽きるなと。例えば松田委員がおっしゃっていた３単協がしっかりと仲よく今後永続して頑張

っていただきたいと、こういう思いがあったかなというふうに思います。一方では、町との関

係もきちんと築いていただきたいと、こういう皆さんの強いご意見だったかというふうに思い

ます。少なくても白老町はきょうまであらゆる産業がございますけれども、この漁業振興につ

いても十分皆さんと力を合わせて頑張ってきた経緯がございます。その意味でぜひこれからも

町関係者としっかりと手を組んで、さらに漁業振興発展のために力を尽くしていただきたいと、

こういう思いで一言ごあいさつさせていただきました。本日は誠にありがとうございました。 

 それでは、暫時休憩いたします。 

休憩 午前１１時３３分 

                                         

再開 午前１１時４１分 

○委員長（及川 保君） それでは、休憩を閉じて委員会を再開します。 

 組合の事情といいますか、今回こういう経過になったという事情は十分理解されたかなとい

うふうに思います。先般、町側のお話をお聞きしたと。それで本日、組合側のお話もお聞きし

ました。そういった中でこの特別委員会を今後進めていこうかなというふうに思うのですが。

特別委員会がこの２日間、２回にわたって行った委員会の報告をしなければいけないというこ

とが残っております。これ以上詰めていく要素はないなと私は思うのでありますけれども、皆

さんのほうから何かご意見があればお聞きしたいと思います。 

14 番、氏家裕治委員。 

○委員（氏家裕治君） 14 番、氏家です。前回、行政側からお伺いした、説明を受けた話と、

今回、中央漁協のほうから来ていただいて聞いた話、説明、大体私は、お互いに話の内容とい

うのはここでかみ合ったような気がします。その中で各委員が思っている内容、思っているこ

とをお話しされたことだと思いますし、最後に委員長が２、３点についてお話をされたこと、

あのとおりだと私は思いますので、それだけで私はいいような気がするのですけど。それで調
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査を終了して、まとめていただければよろしいかなと思います。まだ必要な点が何点かあるか

もしれませんけれども、それは正副委員長の中で。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（及川 保君） 今後は２日間にわたった調査の内容を正副委員長にお任せするとい

う話もございました。その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、正副委員長に一任をさせていただきたいと思います。 

 どうですか、今町長のお話も聞くべきかなという・・・。実はこれ、私がこの特別委員会を

設置した当初そういう考えも、局長のほうにどうなのだと。これは聞いたほうがいいのではな

いのかという話も、当初、相談した経過があるのですが、よろしいですね。先般、副町長も出

席した中で町側の考え方も十分お聞きしていますので、よろしいですね。 

 それでは、先ほどのご意見のとおりに進めたいと思います。 

                                         

◎閉会の宣告 

○委員長（及川 保君） それでは、２日間にわたった、いぶり中央漁業協同組合本所移転に

関する特別委員会を本日で終了したいと思います。ご苦労さまでした。 

（午前１１時４５分） 


