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◎開会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） きょうは皆さんご苦労さまでございます。ただいまより全員協議会

を開会いたします。 

（午後 ２時３０分） 

                                         

○議長（堀部登志雄君） きょうの協議事項につきましては、平成 22 年度国の１次補正予算に

基づく地域活性化交付金（きめ細やかな交付金・住民生活に光をそそぐ交付金）事業について

であります。 

早速、説明をよろしくお願いいたします。高畠企画振興部長どうぞ。 

○企画振興部長（高畠 章君） それでは、私のほうから昨年の 11 月 26 日に成立いたしまし

た第１次補正予算、総額５兆 1,000 億円。これを受けました白老町に配分された地域活性化交

付金事業についてご説明させていただきます。 

資料の確認ですが、ページ数のある資料、１枚目１、それと２ページ目、その裏にスケジュ

ールというのがあると思います。それがＡ４版の２枚、それとＡ３版が２枚ということで、事

業の一覧表ですね。以上、４枚のレジメによって説明させていただきます。 

はじめに、22 年度の国の第１次補正予算に基づく地域活性化交付金事業についてということ

で、皆さんご存じのとおり、政府は急速な円高の進行等の厳しい経済情勢、これをスピード感

持って対応するということで、厳しい経済情勢というのは円高の進行に伴いまして外需の縮小、

そしてデフレや高水準の失業率、５％超で失業率がなっているという状況をかんがみまして、

デフレの脱却と景気の自律回復に向けた道筋を確かなものとしていくために、平成 23 年度まで

の政策展開を定めた、新成長戦略実現に向けた３段構えの経済政策を昨年９月に決定したとこ

ろでございます。 

この３段構えのステップ２、平成 22 年度１次補正予算に基づく経済対策の１つとして、地域

の視点に立った支援の充実を図るため、地域活性化交付金が創設されたところでございます。 

このステップ２という、ではステップ１は何なのかという部分でございますが、ステップ１

というのは平成 22 年度当初予算に計上されております予備費がございます。この予備費による

財政出動、新聞でご覧になった方は記憶にあるかもしれませんが、小中学校の耐震化等、これ

らが予備費で全国の平成 22 年度に要望のあったものを拾い上げたという部分もございます。 

そういった、予備費を活用した財政出動がステップ１と。そしてステップ３というのは何な

のかと申しますと、平成 23 年度の予算とそれに組み合わせられる予定となっており税制改革だ

とか、各種の規制緩和、これらがステップ３ということで、ホップ・ステップ・ジャンプでこ

の景気の下振れ、これをきちんと上振れにしようという政府の考え方でございます。 

本町におきましては、この交付金の趣旨にかんがみまして充当する事業 5,921 万円でござい

ます。地域の実情に応じ、必要不可欠で緊急性の高い事業や、地域産業の活性化を図る事業、

平成 23 年度の一般財源の核を図るための事業など、これからご説明いたします 23 事業を選択
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したところでございます。 

今回の交付金事業は２つに分かれておりまして、きめ細かな交付金という事業、それともう

１つは住民生活に光をそそぐ交付金と２本立てになっておりまして、きめ細かな交付金につき

ましては産業活性化に主眼を置き、本町では今般、総事業費 9,059 万 4,000 円。全 17 事業を予

定しております。内訳としましては交付金額が 4,934 万 9,000 円、起債充当額が 4,070 万円と

いうことで、さらに若干の一般財源 54 万 5,000 円をプラスしております。 

次に、住民生活に光をそそぐ交付金につきましては、弱者支援や知の地域づくりを行うため、

総事業費 986 万 1,000 円で 6 事業を予定しております。この事業費全額については交付金全額

充当しているという組み立てでございます。 

なお、両交付金とも実施計画を提出し現段階で審査を受けているところでございます。 

また、住民生活に光をそそぐ交付金につきましては、今月の末ごろには２次配分の予定がさ

れているところでございます。ですから、この住民生活に光をそそぐ交付金というのは、実際

に今、皆さん方に説明する金額以上のものを実施計画に盛り込んで国に提出してございます。

というのは、白老町はこれだけやろうとしているのだと。まだお金が足りないのだと。だから

追加でくださいというような手法を取っております。 

ですから、この 986 万 1,000 円に対して、さらに上乗せされるということを期待していると

ころでございます。 

次の２ページ目でございます。これ、両交付金の概要ですが、まず地域活性化きめ細かな交

付金の概要でございます。 

点線の四角で囲まれた部分の上から２行目、「新たな交付金を創設し、観光地における電線地

中化等、地域の活性化ニーズに応じて、きめ細かな事業を実施できるよう支援を行う」とされ

ております。これだけ読むと何もたいしてできないと思うのですが、ここの部分は大体、道を

通じまして内閣府の意向を確認したところ、従前の 21 年度の交付金事業と類似のもので、市町

村がやりたいもの大体のものはできるというふうに聞いてございます。道路の補修だとか学校

の補修、公共施設の補修、あるいは産業の活性化にかかる経費だとか、そういったものもでき

るというふうに聞いてございます。 

この平成 22 年度の補正予算計上額でございますが、国レベルでは 2,500 億円。それを受けて

本町の枠配分が 4,934 万 9,000 円でございます。所管は内閣府地域活性化推進室と。実際事業

を実施するにあたりましては、関係省庁に移しかえするということで、ここの部分については

総務省に移しかえされるということになってございます。 

交付の限度額でございますけれども、総額のうち都道府県分が 800 億円、市町村分が 1,500

億円になってございます。それが１次交付限度額という形で配分されており、残りの 200 億円

につきましては、これは都道府県についてのみ、追加で配分されるという予定になってござい

ます。 

使途につきましては先ほど申し上げたとおりでございます。 

次に、地域活性化住民生活に光をそそぐ交付金の概要でございます。これも、この点線の四
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角で囲みました１、２行目のかぎ括弧の中、「新たな交付金を創設しこれまで住民生活にとって

大事な分野でありながら、光が十分に当てられてこなかった分野（地方消費者行政、ＤＶ対策、

自殺予防等の弱者対策・自立支援、知の地域づくり）に対する地方の取り組みを支援する」と、

このように表現されてございます。これも、福祉だとか、教育だとか、そういう側等部分が該

当になるのではなかろうかというところで、まだはっきり確定はされてございません。その辺

について、次のページのスケジュールのところでご説明いたしますけれども、この国の予算の

計上額が 1,000 億円、これを受けて本町分は 986 万 1,000 円となります。所管はきめ細やかな

交付金と同様でございます。内閣府地域活性化推進室でございます。 

交付限度額が 1,000 億円なのですが、今回配分されているのが、総額のうち 500 億円が１次

配分とされております。残りの 500 億円は、先ほどご説明させていただいたように、追加で今

後来る予定になってございます。第１次交付限度額を超える地方公共団体であって、本対策の

趣旨にそった効果が高いと認められる事業を実施しようとするものに配分するとされてござい

ます。使途につきましては、記載のとおりでございます。 

次に、裏のページ３ページ目、これ今回の 11 月 26 日に予算成立してからの今日に至るまで

と、今後のスケジュールと、これは国から出されているスケジュールでございます。ですから、

国会の動きと事務局の動き、そして地方公共団体の動きというのが一番番上に書いてございま

す。この事務局の動きというのは内閣府の事務局の動きという意味です。そして地方公共団体

の動きというのは道庁の動きというふうにとらえて考えていただければよろしいかなと思いま

す。 

11 月の 26 日、この補正予算が成立されまして、白老町にこれだけの予算枠が配分されます

よというふうに通知されたのが 12 月１日でございます。12 月１日に計算方法とともに予算の

枠配分が示されました。まず、白老町さんご自分で配分額間違いがないかどうか確認してくだ

さいということで提示があります。そして 12 月２日までに、「その計算方法で間違いがないで

すね。」という確認の連絡を道庁にして、道庁は３日に内閣府に通知するという形になってござ

います。それを受けて、同日、白老町に「白老町の枠配分はこういうことで確定しました。」と

いう通知が来たところでございます。 

本町としましては、１日でも早く作業を進めなければいけないということで、12 月７日から

10 日の間に各課に事業要望、「今回これだけ配分されるので、各課の事業要望を上げてくださ

い。」ということで、この４日間で事業要望を提出してもらってございます。 

その時点ではまだ、制度の要綱だとか事務連絡等が国から出されておりませんでした。そう

いった中で手探りの状態での各課の要望を受けつけて、要望が出た段階の 12 月 17 日、この日

にちに国から要綱、事務連絡等を受けたところでございます。 

それを受けまして、内部で査定しまして、最終的に 12 月 27 日に理事者査定を受けまして、

12 月 28 日に道庁に実施計画を提出したところでございます。ですから、胆振振興局には 12 月

24 日に出すという、非常にタイトなスケジュールでございます。 

実施計画の事前相談も行いながら、各課から出た事業を精査させてもらったところでござい
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ます。 

１月７日、あす、内閣府のほうに道庁から各まちの実施計画書が提出されて、それを受けて国

のほうでは審査に入り、１月末ごろには実施計画書が承認されるというスケジュールになると

思われます。１月中ごろには、先ほど申しました光をそそぐ交付金、その追加配分も見込まれ

るのではなかろうかと考えてございます。 

 ですから、うちのほうは恐らく１月か２月の会議に提案できればいいかというふうに考えて

おります。このように、今の段階でも、審査を受けている段階なのです。ですから、きめ細か

なほうについては、従来どおりの国の考え方を示していますので、うちが出している事業につ

いてはそこそこ予算がつくのではないかと思ってございます。ただ、光をそそぐ事業につきま

しては、これは道庁のほうも皆目見当がつかないという状態で、道庁のほうも窓口状態で、実

際は素通りで内閣府に各町の事業計画が組み込まれると、そのような状況になっているように

聞いてございます。 

 早速、課長から事業についての概要、１本１本について説明させていただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） 五十嵐企画政策課長どうぞ。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） それでは、事業の概要のほう説明させていただきます。そ

の前に、１点だけ訂正をお願いしたいのですが、２ページ目の下の光をそそぐ交付金事業の概

要の中で４番目の使途の３番目、地の地域づくりとありますが、「知」のほうです。申し訳あり

ませんが訂正をお願いいたします。よろしいでしょうか。 

 それは、続きまして事業の一覧を説明させていただきます。早速Ａ３版の大きな折っている

ほうの２枚の説明を致します。 

 今ご指摘のありました１枚目、２．地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金の表の中の、

教育課の⑥ですね、図書館蔵書等購入事業の備考欄の「地」の字が間違っておりますので、こ

れも「知」に訂正お願いしたいと思います。申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。 

 それでは早速、事業の説明をいたします。高畠部長が説明いたしましたとおり、今回の交付

金があります。 

１．地域活性化・きめ細かな交付金事業は記載のとおり 17 事業です。総事業費が 9,059 万 4,000

円で、交付金につきましては限度額いっぱいの 4,934 万 9,000 円を充てております。その下の

表、２．地域活性化・住民生活に光をそそぐ交付金につきましては６事業を予定しております。

総事業費 986 万 1,000 円、全額交付金事業となっております。一番下の表なのですが、１と２

を合わせた交付金の合計になりますが、23 事業で総事業費１億 45 万 5,000 円、交付金が 5,921

万円、一般財源が 54 万 5,000 円、起債が 4,070 万円となっております。 

 続きまして２ページ目、３．その他 国の１次補正関係ということになりますが、上の健康

福祉課、建設課の①、②につきましては、12 月会議において予算計上済みとなっております。

③以降⑥までが今後１月以降、国の補正予算に伴う、町で補正を行う事業となっております。

それが４事業ありまして、12 月計上分１月以降合わせまして、総事業費が 6,366 万 5,000 円と

なってございます。 
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臨時交付金に 23 事業、それから国の１次補正、今説明した３の事業を合わせますと、５番目の

発注内訳の事業総額で合計欄がありますが、１億 6,412 万円。これが国の補正予算に伴う白老

町の予定総事業費となっております。 

 １ページに戻りますが、事業費につきましては、今後各課において予算要求を最終しまして、

議会に補正予算を上げますの、多少動く可能性があるということをご承知置きください。 

 きめ細かな交付金事業の１番目から、簡単に説明させていただきます。 

 １番目の総合保健福祉センター改修事業についてでありますが、これにつきましては総合保

健福祉センターが建設から 15 年が経過しており、各設備が老朽化して故障が起きていることか

ら、厨房用のエアコン、それから給湯暖房等の集中監視装置の部品取り換えの改修を行うもの

であります。事業費 326 万 2,000 円については、全額交付金を充当と考えております。 

 続きまして、２番目北吉原ふれあいプラザ水洗化事業につきましては、ふれあいプラザが公

共下水道の水洗化供用開始区域内となったことから水洗化の改修を行うものでありまして、洋

風の大便器小便器の水洗化、それに伴う排水設備の工事を行います。事業費につきましては 81

万 7,000 円でこれも全額交付金を充当いたします。 

 ３番目の葬苑火葬炉設備改修事業についてでありますが、昭和 60 年の開設以来 25 年が経過

しており、火葬炉の電気設備等の不具合が生じていることから、火葬炉の電気設備軽装部品の

交換修繕を行うものであります。事業費につきましては 137 万 6,000 円で、これにつきまして

も全額交付金を充当する予定であります。 

 ４番目の優良繁殖雌牛の自家保留・導入事業でありますが、優良な肉用牛生産地の確立と、

農業所得の向上を図るために、優良繁殖雌牛の自家保留・導入を行う農家に対して補助を行い、

農業経営の安定を図るものであります。雌牛１頭当たり６万円を補助する予定でありまして、

想定頭数は 135 頭を予定しております。事業費 810 万円のうち交付金を 755 万 5,000 円充てま

して、一般財源が 54 万 5,000 円となっております。 

 ５番目の水産資源増殖等試験事業についてでありますが、これについてはウニ種苗放流、ナ

マコ増殖試験、ヒトデ駆除、アワビ増殖などで、つくり育てる事業の振興によって、漁業従事

者の収入増加による経営安定を図ると考えております。ウニの種苗放流が虎杖浜地区で３万粒、

ナマコ増殖については環境調査、栽苗放流。それからアワビ増殖については種苗放流、白老・

虎杖浜地区合わせて１万粒を予定しております。事業費につきましては、205 万円で全額交付

金を充当したします。 

 ６番目の消費拡大・地域商業活性化事業についてでありますが、景気低迷の中、本町内の購

買意欲を刺激して、地元消費を拡大することによって本町経済の活性化を図るとして、商工会

が行うプレミアム商品券、10％のプレミアムつきの発行事業に対して補助を行うものでありま

す。事業費 1,051 万円について全額交付金を充当しようと考えております。 

 7 番目の食材王国しらおいブランド強化事業についてでありますが、白老町と協定を提携し

ている道立食品加工研究センターとの連携による新商品の開発と、地場産品の消費拡大と、ブ

ランド化を推進するため、各種ＰＲを展開するものであります。事業費については 70 万円で、
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全額交付金を充当いたします。 

 続きまして、８番目の中小企業緊急経済対策支援事業についてでありますが、低迷する社会

経済により、厳しさを増す町内中小企業者の経営支援を図るため、北海道と町の振興資金融資

制度を活用した事業者に対して 20 万円を上限に支援金を交付するものであります。事業費 200

万円で、全額交付金を充当予定であります。 

 ９番目の臨海温泉４番通り舗装事業についてでありますが、虎杖浜臨海区の国道 36 号拡幅工

事に伴って、町道取りつけ位置の変更に伴う舗装工事を行うものであります。事業費 90 万円で

全額交付金を充当いたします。 

 10 番目の石山・北吉原道路排水処理事業ですが、下水道認可区域以外の合併浄化槽からの流

末受け入れによる排水施設の改修を行うものであります。側溝の高さ調整、取りかえ、長さ 80

メートル予定しております。事業費 120 万円で全額交付金を充当する予定であります。 

 11 番目の住宅リフォーム促進助成事業でありますが、民間住宅の安全性の向上、住宅関連産

業の振興を目的に住宅のリフォームを対象として工事費の一部を助成するものであります。事

業費が 1,000 万円で、全額交付金を充当いたします。 

 12 番目の中学校グランド防球ネット設置事業についてでありますが、白老中学校において、

野球の打球が民家の屋根や壁、自家用車を直撃することから、迷惑をかけているということで、

グランド東側に防球ネットを設置するものであります。事業費が 145 万 5,000 円で、全額交付

金を充当いたします。 

 13 番目の小・中学校屋内運動場耐震改修事業についてでありますが、耐震２次診断において

ＩＳ値が 0.3 未満であった緑丘小学校と白老中学校の体育館の耐震改修にかかる実施設計を行

うものであります。事業費 637 万 4,000 円のうち交付金 17 万 4,000 円で起債が 620 万円となっ

ております。 

 14 番目のコミュニティセンター照明灯改修事業についてでありますが、白老町コミュニティ

センター201 号室の蛍光灯照明の明るさが、安定器の不良により低下していることから、照明

器具の安定器の交換を行うものであります。事業費 98 万 7,000 円で、全額交付金を充当いたし

ます。 

 15 番目公民館屋根改修事業についてでありますが、雨漏りがしている虎杖浜公民館の玄関、

ロビー、調理室等の屋根の部分の補修を行うものであります。事業費 119 万 5,000 円で、全額

交付金を充当いたします。 

 16 番目のスポーツセンター改修事業についてでありますが、建築後 16 年が経過し老朽化が

激しく雨漏りがしている、はまなすスポーツセンターの外壁・屋根・天井の改修を行うもので

あります。事業費 3,500 万円のうち交付金が 50 万円を充てまして、あとは起債事業、残り 3,450

万円を充てるものであります。 

 17 番目町民温水プール屋根改修事業についてでありますが、建設後 15 年が経過し一部雨漏

りがしていることから、屋根の塗装等の改修工事を行うものであります。事業費 466 万 8,000

円で、全額交付金を充当したします。 
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 以上がきめ細かな交付金事業で、続きまして、住民生活に光をそそぐ交付金事業の６事業で

す。 

 １番目の図書館利用環境整備促進事業でありますが、平成 14 年に導入した図書館貸出システ

ムが老朽化により耐用年数がきていることから、窓口業務に支障をきたしているということで

更新を行うものであります。サーバー１台にプライアント４台を取りかえる予定で事業費につ

きましては、282 万 1,000 円で全額交付金を充当いたします。 

 ２番目の高齢者安心・安全 生活支援システム普及事業についてでありますが、高齢者が安

心して日々の生活を送るため、何かあったときのための緊急通報を簡単に行なえる携帯電話の

購入を行うものでありまして、昨年８月に運用開始した高齢者見守りのための携帯電話 25 台を

購入するものであります。事業 109 万 5,000 円で、全額交付金を充当いたします。 

 ３番目の高齢者安心・安全 安心筒普及事業ですが、高齢者世帯が自分の血液型やかかりつ

け病院等の情報を所定の場所、冷蔵庫にしまっておき、玄関、冷蔵庫正面に掲示し、救急隊員

が的確な情報により迅速に対応できるように安心筒を配布するものであります。安心筒 2,000

世帯を予定していります。事業費が 60 万 8,000 円で、全額交付金を充当いたします。 

 4 番目の子育て支援施設備品等購入事業についてでありますが、児童・生徒など発達支援を

要する子供等への心身の発達を促すため、保育園等の遊具や児童用教材等を整備するものであ

ります。整備予定カ所としては、保育園・子ども発達支援センター・児童館を予定しています。

事業費 33 万 9,000 円で、全額交付金を充当いたします。 

 ５番目文化・教養施設等設備改修事業についてでありますが、建築後約 30 年が経過し、使用

に支障をきたしている中央公民館の講堂を中心とした設備等の交換修繕を行うものであります。

事業費 56 万 6,000 円につきまして、全額交付金を充当いたします。 

 最後になりますが６番目図書館蔵書等購入事業についてでありますが、児童・生徒の読書力

と知識の向上や、知の拠点としての機能向上を図るため、図書館等の蔵書の購入等を行うもの

であります。対象施設は図書館、小・中学校になります。事業費 443 万 2,000 円でありまして、

全額交付金を充当いたします。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

 一覧表の２の２の分をもう少し説明させていただきます。２枚目の４番、５番の分です。 

４番につきましては、交付金事業のきめ細かな交付金と、住民生活に光をそそぐ交付金事業

でありますが、各部別の事業費の内訳になっております。それと事業費の割合になっておりま

す。上のほうが交付金事業の１・２、その他の国の１次補正関係、12 月補正、今後以降の補正

を合わせた分が総体の１から３となっている部別の事業費、内訳になっております。 

下の右側の５番目発注内訳についてでありますが、きめ細かな交付金、住民生活に光をそそ

ぐ交付金、３のその他というのが 12 月補正、それから１月以降の補正予算の分の町内発注額、

町外発注額、それから各産業別の発注内訳となっております。 

先ほど申しましたように、国の補正予算に伴う事業費総額が１億 6,412 万円となっておりま

す。 
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港の分が、土木事業で町外と 3,500 万円となってございますが、これ負担金事業になります

ので、これを除きますと、実際、町内発注額が 68.9％になっておりますが、実質は 87.5％とな

ります。 

以上、簡単ですが説明を終わらせていただきます。 

○議長（堀部登志雄君） はい、只今、説明がありましたけれども、何かこれに関しての質疑・

質問等ございましたらどうぞ。12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 松田です。今、国の経済対策というかこれからこういう形に国が考

えてなっていくのだろうと。その当初の予算が出てきたのです。 

 私は、21 年度も大きな経済対策として 13 億 5,000 万円から 6,000 万円ですか、白老に来た

のは。あのときも私は言ったのですが、結局今回もきめ細かくだとか、光をそそぐだとか言っ

ても、すっかり決定して、議会の意見というのは１つもないのです。町民の意見も議会の意見

も。もうこのように決まりましたという話を説明するだけの話ですね。 

 私は前にも言ったのですが、きちんとコンクリートになる前に、住民要望や議会要望や、そ

ういうものも取り入れてやったらどうなのかと言いました。しかし、今回も全く、１億 6,000

数 100 万円ですか、もう決まった話を話している。 

 我々も、町民の代表としての意見、それから住民が本当に困っていること、こういうものが

本当に取り入れられているかといったら、私はもっときめ細かなものがあるし、もっと光を当

てなければならないものがあると思うのです。 

 例えば、まちの中にある廃屋、廃屋のうちがいっぱいありますね、確か私が質問したら 22

軒かいくらあると。あの質問した後も全然手つかずで、例えば北吉原の廃屋など町道に建って

いるのです。こういうものだって、やはりそのほかに 20 余りボロボロの廃屋がある。こういう

のは、確かにいろいろな問題があるのだろうけれども、きめ細かにとか、光をそそぐというの

であれば、そういうものに光を当てるべきではないですか。地域の住民が困っているのですか

ら。 

 それから、例えば、これも私質問しているのですが、除雪体制です。今、滑ってお年寄りが

道路を歩けないのです。こういうところにもう少しきめ細やかにお金を投入して、前倒しでも

何でもいいです。やってやるのがきめ細かい、光をそそぐ事業ではないのかなと私は思うので

す。 

それから、もう１つは、いろいろな大きな事業もあります。今回ポロトに店を出しますね。あ

の方々、先般新聞を見たら、全く冷たい政策だと私は読んでいました。 

 例えば、出店する建物はすべてあなたたちが出しなさい。それから、いつかイオル構想で決

まったら、無条件で立ち退きなさい。それから、高畠部長は木工技術のステージをつくってあ

げなければならないと。こうも言っていました。しかしながら、木彫りの開発や要請はあなた

たちがしなさい。こういうものに１円の補助金もないではありませんか。ポロトの、今の出店

の方々は、私は質問しているのですが、今の財団があるのは、あの民芸品の店を出した方々、

650 万円、1,000 万円の 65％出した方々ですよ。このたび残った 14、５名の方々がやるように
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なったようです。新聞を見ると。この方々に今言ったように１円の補助金も出さない。こんな

に冷たい、どこに光をそそいでいるのですか。どこにきめ細かな政策なのですか。私はもう少

し、この議会や住民や、さまざまなまちの活性化のためにやろうとしていることもわかる。で

も、本当に、あの方々にだってなぜ補助金を出してあげないのですか。光を当ててやらないの

ですか。その考え方をもう１回お聞きしたいのです。今言ったことと。私はやるのなら、そう

いうものではないと思うのです。 

○議長（堀部登志雄君） はい、高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 松田議員のおっしゃる部分はよくわかります。スケジュール

的にかなり厳しい。今回も敢えてスケジュール表を出させていただいたのもそれを理解してい

ただきたいというのがございます。 

 それと、いろいろ優先順位です。メニュー立てするときの優先順位なのですが、松田議員の

言う部分も、きめ細かな部分というそこは、まさにそのとおりだと思います。ただ、優先順位

で言ったときに、松田議員がおっしゃる部分が全議員の方が、そういう形で優先順位をつけた

ら同じ順位になるかどうかという部分は、そこは違うと思うのです。 

 これは２万人の方も、町民がいるわけですから、ですから、今、私たち行政のほうでは、毎

日のようにいろいろな要望を町民から受けて、いろいろな懇談会等あります。じかに町民から

苦情を受けた部分もございます。そういったことを踏まえて、優先順位というのは大体各課で

つかんでいる状況でございます。 

 ただ、それが本当に正しいかどうかというのは、これもまた１つございます。ですから、そ

の部分をチェックしていただくのが議会の１つの大きな仕事かなと思っております。ですから

そういった観点で、今回提示させていただいているところでございます。 

 それて、ポロトの件でございますが、実は、あそこの民芸会館、壊したときにアスベストの

処理というのがございました。基本的にはあの財産につきましては、商協の財産ですから、商

協が本来は自分のお金で壊すというのが本来の姿でございまして、アスベストの処理にも莫大

なお金がかかってございます。商協のほうに逆に負担金をいただきたいという町の意向も実は

ございました。 

 でも、商協のほうはそのような力はないので、町の力で何とか壊してくださいという経過も

ございます。そういったことが１点と。それともう１つポロトに今、店を出すために関係者も

本当に厳しい財政の中で頑張ろうとしております。そこになぜ補助金という部分がありますが、

実はご存知のとおり、あそこはまだ仮店舗なのです。今後どうなるかわからいという部分がご

ざいます。 

 町のほうでは、仮店舗なものだから、いつ青写真ができて、本格的に国の民族文化の象徴と

なる共生空間の整備が始まるかわからいと。そういった中でいかがなものでしょうという。実

はテントではいかがでしょうかということも提案させていただいております。 

 そういった中で、関係者の方が、やはりできたら仮店舗とはいえきちんとした建物でほしい

のだという経過がございます。ですから、町のほうとしましては、あの場所の土地利用全体が
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見えた中で、今後あの場所で出店する人たち、商協に限らず、今度その土地利用全体が決まっ

た中では、商協も含めた、あの場所で出店したいと人たちに公募をかけた中で、どのような、

お土産店だとか、木彫りを実演してその技術を継承するような施設をつくる。そういった土地

の用途区分、それが明確になった時点では、松田議員がおっしゃったような部分については充

分検討させて対応していきたいとこのように考えているところでございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、12 番、松田謙吾議員。 

○１２番（松田謙吾君） 松田です。言っていることもわかるし、私もそれをわかって言って

いるのです。私は、先ほども言ったのですが、本当に光を当て、きめ細やかにやるのなら、も

う少しまちを見渡して歩かなければだめです。 

 私は、議員も古いのですが、昔の職員は、１軒１軒税金も取りに行ったし、税金を取りに行

ったらそこの家のかまども、貯金の金額まで知っている。顔も知っている。ですから、本当に

昔はきめ細やかに、１軒１軒、本当にきめ細やかなのです。なおかつ、今は高齢化の時代です。

こういう２人に１人近くなった 60 歳以上の方々に、例えば除雪１つでも、私もおととい法事に

お寺まで行って２回転んだけれど。私より、みんな高齢者ですよ。歩けない。買い物にも行け

ない。こういう方々のために、私は前にも一般質問しているのだけれども、これからは除雪対

策のあとの対策が必要なのと、随分私は強調して言っていますよ。そういうところにきめ細や

かにお金をかけるのが、私は細かな政策だと思うのです。 

 先ほどから言っているように、もう少し職員の方々は、今は外を歩いている職員は一人もい

ないですね。家庭を訪問している。ですから細かなところはわからないのです。もう少し町民

の足元を見てください。一部の人たちの、例えばリフォームだとか、和牛だとか、決まったと

ころにしか常に補助金を出していないではないですか。町民に行き渡っていますか。今国がや

ろうとしているのは、これからもっともっと税源移譲、地方分権で、役場の肩の荷が重くなっ

てくる。それは住民のありのままの生活、足元を見なければならないのです。私はそう思うの

です。 

 それが、これからやるべきまちの仕事です。うわべだけ見ないで、と私は思うのです。その

ことがどうだという答弁があるかどうか知りませんが、私はもう少し、もう１回言い直すけれ

ど、昔は税金取りに行ったり、保険税を取りに行ったり、１軒１軒、家の中の財産、顔、家の

様子もすべてわかった職員がいたから、きめ細かにみんな潤ったのです。今この役場の中から

出て見ていますか、みんな。 

 ですから、私が言っているのはそういうことなのです。もう少しきめ細やかに見てください。 

○議長（堀部登志雄君） はい、高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 私たちは、このように議会のほうへ、こういう事業をメニュ

ー立てして提案する時点では、やはりそれなりに住民の皆さん方の意見をしっかり踏まえて反

映させているというふうに思って提示してございます。 

 でも、松田議員が地域の住民の代表として、そのような意見をおっしゃるということは、や

はり私たちまだまだ足りない部分もあるというのは間違いない事実でございます。でなければ、
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そのような意見は議会では出ませんから。そのことを踏まえて、今後はさらに地域住民が望む

さらにきめ細やかな、光をそそぐ、そのような事業をしっかり推進していくという、そこの部

分についてはしっかり認識させていただいた中で今後取り組みたいということでご理解いただ

きたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） 何点か伺いますけれども、今、23 事業ありましたけれども、この事業

名を見ますと、22 年度予算で、かなり臨時事業で計上されている事業があります。これは新た

な枠の拡大なのか、事業が振りかえをしたのか、もし振り替えしたとすれば、振りかわった 23

年度事業を言ってほしいのと、それのよって、逆に予算計上で一般財源で見ていた分が交付金

に振りかえることによって、どれだけの財源が浮くのか。その点をまず１点。 

 それと、きめ細かな部分と、光をそそぐ交付金で新規に、趣旨に沿った新たな事業というの

はどの事業なのか。まず２点。 

 もう１つは、今、非常に高畠部長、松田議員にお話ししましたけれども、何か私たち議会が

町民の目線に立って声を反映されていない。逆に行政のほうが十分とらえているのだというよ

うな言い方をされましたけれども、議会のあり方が逆に考えなければいけないのかなと思って

います。それ以上のことは言いませんけれども、そこで、部長は住民の声を聞いて事業を決め

たと。それで各課で優先順位をつけたと言いましたけれども、この中で、教育課の中を見ると、

公民館の講堂の暖房、講演を聞く、催事を開く、催しをやって音楽を聴く。あの暖房機の音が

すごい騒音となって障害を起こしているわけです。私は何人からも声を聞いていますし、本来

文化のインフラの起点ですあそこは。それに対する暖房の設備が整備されないで、電灯は別で

す。そういうことが本当に、教育委員会として、それでは住民の声を聞いて、各課優先で順位

をつけたと言いますが要望しましたか。その辺はどのような議論をされたのか。その３点を伺

います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 先ほど、松田議員のご質問に対して、私が最終的にお答えし

た部分、ちょっと誤解があったかもしれませんが、最後は、わたしは反省した意味でお答えし

たつもりです。ですから、議会より町のほうが住民のそういった部分をとらえているというふ

うには答弁したつもりございませんので、その辺誤解しないでいただきたいと思います。 

 松田議員のほうから、あのような意見があるということは、それは町としては反省しなけれ

ばいけないというふうに言ってございますので、その辺ご理解いただきたいと思います。 

 １点目の質問ですが、これ私のほうで、最初の説明の中で、財源確保ということばを説明の

中で使ってございます。これは、平成 22 年度から 23 年度、継続としている事業、これを実は

取り込んでいるものがございます。これは平成 23 年度の一般財源をできるだけ確保するという

意味で、それをこの臨時交付金に取り込んでいる部分がございます。 

 例えば、４番目の優良繁殖牛の自家保留・導入事業、これは平成 22 年度の新規事業でやった

補助事業でございます。それと、５番目の水産資源増殖等試験事業でございます。これらにつ
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きましては、一覧表としてＡ３版の１枚目のところの備考に、例えば、１.地域活性化・きめ細

かな交付金事業であれば、この備考をご覧いただきたいのですが、ここの④、⑤の備考欄、こ

こに財源確保と書いてございます。これが、本来なら平成 23 年度の新年度予算で盛り込むべき

事業なのですが、それを新年度の一般財源を確保するための、この交付金事業に取り組んだも

のであります。 

 それと、２番目の光りそそぐ、この部分も②と④と、それから⑥、この３点はその保有事業

であります。その合計額は計算してみます。 

 新規の事業という部分でございますが、新規の事業については、それ以外の事業です。それ

以外の事業がこの交付金事業として考えたものでございます。財源確保という部分で合計額が

1,507 万 8,000 円という部分でございます。これが、平成 23 年度の一般財源を助けた部分でご

ざいます。 

 それと、公民館の暖房の件でございますけれども、実はこれ、教育委員会のほうからは上が

ってきております。今回この交付金事業の中でやるかやらないかということで、大変議論にな

ったところであります。やるとなりますとこれ工法によって大分かわるのですが、コンクリー

トを外して、中の配管されている床暖房の管、これを取りかえるとなりますと 4,000 万円とか

5,000 万円。そのクラスになってしまいます。ほかの事業が一切できなくなってしまうという

状況に陥ってしまいますので、今回そこの部分についてはやむなく、緊急度は高いのですがや

むなく見送った経過がございます。今検討しているのは、23 年度の新年度予算で何とかならな

いかということで、工法も含めまして検討している状況でございます。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、２番、前田博之議員。 

○２番（前田博之君） まず、中央公民館は、当面の改修とかはなくて、ずっと使うと思うの

です。その辺を今はあいまいですが、前にも１回検討されているはずなのです。ここで使って

しまえばと言いますが、過去にも 13 億円のお金があったはずなのです。緊急度の問題が本当に

認識されているかということと。 

 それと、財源確保以外は、新規でと言ったのですが、ここで言っている今度またプレミアム

商品券とか、リフォーム促進事業、これ切りかえた考え方をすれば新たかもしれないけれど、

我々からすれば３回も４回も出てきている事業ですね。この辺の、一般質問で効果額とかいろ

いろ聞かれているからそういうことは別にして、町としてこれらを継続する認識、先ほど言っ

たように、一定の部分にスポットが当たっていくのです。そして、プレミアム商品券も結果的

に前回も買った件数を人で割り返していくと、１人当たりのコスト高というのはすごく高くな

っているのです。買っている人たちが。まんべんなくわたるのならいいのです。集中されてい

るのです。そういう部分についても反省点なり、もう少し広く皆さんが利用できるような手法

を考えてここに載せたのかどうか、その辺伺います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 最初、公民館の暖房の件ですが、これについては緊急性の高

い事業として認識してございます。今回も国の補正予算に基づく臨時交付金。これが前回の平
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成 21 年度の２次補正のように億単位のものがくれば採択するというふうには考えてございま

した。でも結果的には非常に小さな額だったということで、再検討という状況になってござい

ます。 

 本当に冬場、あの講堂、昨日も新年交礼会を行いましたけれども、本当に寒い中で大変な状

況というのは、これ教育部局のみならず、町長部局のほうでもとらえておりますので、できる

だけ早い時期に改修したいというふうに考えてございます。 

 それと、プレミアム商品券の件ですが、前田議員ご指摘のとおり前回は、住宅リフォームと

重なって、そちらのほうに大きく取られたということもございまして、結果的には 30 万円の限

度額で購入している方の比率が非常に高くなったということで、１件当たりの単価が非常に高

くなって、その結果広く行き渡らないというのもございました。今回も、住宅リフォームをや

る建設課と、それからプレミアム商品券を所掌する産業経済課のほうでその辺のところぶつか

らないようにうまく広く行き渡る。それと同時にある程度使うことも認めないと、やはり老朽

化している住宅を抱えている人もたくさんいます。そういう人たちもこれを機会にいい住環境

を整えてもらうということも考えなければいけないということで、そこの組み合わせをどうす

るかという部分は、今盛んに議論をしているところでございますので、その辺は前田議員がお

っしゃっている部分、そこは町のほうも十分慎重に考えながら、正道を構築しなければならな

いと思っておりますのでご了承いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） 1 つは、国の補正予算が通ったあとのスケジュール表があるのです

が、例えば、これが遅れた場合どうなるのか。町の提出期限が遅れた場合、認められないのか。 

 それはなぜかというと、このスケジュールでは非常に厳しいこと、私は理解できます。ただ、

何度も何度も議会の側から、議会の意見要望を取り入れられないのかという意見があるわけで

す。このスケジュールではなかなか難しいというのは、よく理解できるのだけれども、しかし、

例えば国の提出期限。このメニューの提出期限というのが遅れても、一定の要望を聞くことが

できないものなのか。そして、そういうシステム、このことが表示されないと、もちろんその

前に要求するということも考えられるのです。だけどこういうものが出てこないとなかなか、

我々そのように見られないのです。ですから、そういういとまをつくるものが全くスケジュー

ル的に無理なのかどうか。まずここが１点です。 

 例えば、期限に遅れて出した場合は補助金がもらえないだとか。それではどうにもならない

わけだから。本当に意見を聞く時間が実際つくれないのかどうか。このあたり、そして、これ

は各市町村みな同じなはずなのです。白老町だけではないはずなのです。どこの議会でも同じ

ことが起こっているのです。ですから、まずその点が１つ。 

 この要求をみると、確かに町が言っているようなことが理解できるような部分もございます。 

 もう１つは、この表を見て、財源確保と書かれている部分は継続事業で 23 年度予算の金額だ

というのはわかりました。ただ、この事業内容をみると、私は 23 年度に予算措置をしなければ

だめなものがたくさんあるように思うのです。現実的に見て。 
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 ではこれ、23 年度予算要求されて、これから予算が決まるのだろうけれど、決まってくる中

身も、継続事業でやっているものは答弁のとおりだけれども、中を見たら、実際これ、23 年度

にやらなければだめなものってたくさんあるような気がするのです。僕は。 

 だから、真の意味で、この補正によって町の財政においてほかに回せるものができるのでは

ないかという気がすごくするのです。今までもそううでした、ここら辺、町と議会の関係です

から、言ったからどうのではなくて、ざっくばらんにそこら辺までわからないと、次の予算要

求のときに反映する仕方が違ってくるのです。予算委員会もそうです。 

 だから、そういう意味で言えば、これで財源はもっと、ことしの予算でやるメニューがある

のではないかと思うのですが、いかがですか。細かくはいいです。大まかなことだけで結構で

す。23 年度予算。 

○議長（堀部登志雄君） はい、高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） 大渕議員のおっしゃるとおりで、今、新年度の予算編成に伴

う、各課から出ている予算要望、それと臨時交付金用の予算要望と両方、企画政策課で受けつ

けております。そういった中で、新年度予算を助けるために、例えば、中学校のグランドの防

球ネットの設置事業だとか、小・中学校の屋内体育館の耐震改修事業だとか、こういったもの

は本当に平成 23 年度の事業のほうで出てきているものです。 

 そういったことを踏まえると、一般財源の確保、助けるという部分では大きな額になるので

はないかというご指摘だと思うのですが、今、白老町に対する町民の行政に対する要望という

のは、もう山積みのようにあって、ご存知のとおり、ここ数年財政が厳しいということで、本

当にやらなくてはいけないという部分も何年も先送りしているのです。それがたくさんたまっ

ているのです。 

 ですから、そこの部分は各課のほうで、自分たちがそれぞれ所掌するものの優先順位が高い

ものを出してきている。それでもまだ、積み残し、涙をのんで積み残しているものもたくさん

あるわけです。ですから、そこの区分をした中で、「これ新年度ではないか。」「これは、交付金

事業ではないか。」という区分け。そこは、明確にしたいところですがなかなかできないのが現

状なのです。その辺のことを十分ご理解していただいた中で、今回こういう形で提案させてい

ただいたということでご了承いただきたいと思います。 

 それと、最初のスケジュールの件なのですが、これ、実は、国から出している表と言いまし

たが、一部、あまりにも地方議会とって失礼ではないかという内容になっていたのです。それ

は何かと言いますと、地方議会の補正予算計上、これ３ページ目です。ここの地方議会の補正

予算計上というのが、実は１月７日前後、この前後にきていたのです。それは現実的に絶対無

理だということで、私、これ実は書きかえさせて後にもってきているのです。 

 国のほうのものの考え方といいますか、その辺のところ、やはり、地方にその予算を配分し

たとき、どのような事務的な、物理的な時間を要して事業を組み立てなければいけないという、

その実情、そこを本当に十分理解していただきたいと思うのが、我々地方の役人の気持ちでご

ざいます。 



 17 

 本当に、毎回、毎回、皆さん方にその辺を指摘されて心苦しいのですが、このような現状な

のです。そういう現状ということで、私たちもできる限り、今回このように出しました。こう

いう案です。これに対してプラスするもの、あるいは落とすもの、この中で議論して、後日も

う１回議会を開いてその要望を町として聞きましょうと。そういうのが理想だと思います。で

も、現実的にはそれは無理だという状況なのです。ということで理解いただきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、五十嵐企画政策課長。 

○企画政策課長（五十嵐省蔵君） もう１点、遅れた場合というご質問なのですが、実施計画

が道に 12 月 28 日までに提出すると。それにもし出さなければ、当然交付金は入らないという

ことなります。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、10 番、大渕紀夫議員。 

○１０番（大渕紀夫君） すぐ終わります。やはりそういうこと国にもっときちんと言ったほ

うがいいです。地方議会も、我々仕事やるときに、議会のほうの合意を得なければだめなのだ

と。それをやるいとまがないと。きちんと言ったほうがいいです。そうでなければ、これ、議

会との関係だっておかしくなります。こういうことをやっていると。悪いというのではなくて、

もうちょっと国に言ったほうがいいと思います。 

 もう１つ、先ほど、なぜ僕がそういうことを言ったかと言ったら、２番目の件です。 

 ここで起債を組んでいるものは、当然 23 年度予算であるというふうに見るのは我々が見ると

きは普通ですよね。継続事業ではなくても起債を組んでいるということは 23 年度でやると我々

は見るわけです。当然そうですね。 

 何を言いたいかといったら、そこの予算というのは、今部長が言われた積み残しの分をやる

のか。金を置いておくのか。これは 23 年度やる分は僕の計算からするともう少しあるはずなの

です。例えば起債の金額だって、この２本足しただけでも結構な金額ですから、そういうお金

は、23 年度予算で使うはずだったものが、そのまま財政的に据え置くのか、それとも、積み残

された事業を 23 年度予算でふやすのか、考え方どういう考え方なのか。考え方はどういうふう

にするのか、そこだけ。 

○議長（堀部登志雄君） はい、高畠企画振興部長。 

○企画振興部長（高畠 章君） あとのほうの質問からお答えします。そこの分につきまして

は、新年度で予算の歳入に、それから、通年で、22 年ではなかったような歳出がすごく影響さ

れてその辺の辺の組み立てができると思います。これが平成 22 年度をベースにした歳入・歳出

であれば、いくら積み残ったからこの分どうするかという議論になるかも知れません。でも、

そこは、全く町の力ではどうすることもできない、国が法律を変えたために、あるいは、１つ

で言えば議員年金を廃止するために新たな財政が必要になったとか、そのような要素が絡み合

ってきて新年度予算が組み立てられるわけです。 

 ですから、これで、前倒しで浮いた分、それを何に使うのだ。それを取っておくのか。そこ

の部分は、今言ったようなさまざまな要素が絡んで新年度予算というのができるものですから、

その辺は明確にはできないということでご理解いただきます。 
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 それと、国に言ったほうがいいという部分、これまさに。一つのエピソードとしまして、こ

の枠配分があったとき、あるルートから私のほうが、この枠配分ほかの自治体よりいち早く知

りえたのです。町長がたまたま港湾の予算要求で上京していたのです。私のほうでこのように

配分になりましたということで、町長のほうへメールを入れたのです。町長はほかの胆振東部

だとかほかのまちの議員さんと一緒に要望活動に入っていましたから、「うちはいくらだったと

連絡が入った。」と。ほかのまちの組長さんにも「お宅いくらだった。」と聞いたらしいのです

が、ほかのまちにはそういう情報は一切なかったのです。それで、うちはいち早く入手したの

ですが、それでもこのようなスケジュール状態なのです。 

 町長はそれを受けて、同行していた道議会議員、国会議員の要望先に行って、この件につい

ては今大渕議員がおっしゃったような部分、そこの部分についても苦言を言わせてもらったと

いうエピソードあります。そこの部分については、これから機会があれば私たちもしっかりと

国に伝えていかなければいけないと思っております。以上です。 

○議長（堀部登志雄君） はい、５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） 山本でございます。私、このきめ細やかな交付金事業、地域活性化の

きめ細やかな活性化事業、このような名前がありますけれども、子ども手当ですとか、高速道

路の無料化などばらまき政策を今の政府が行っていながら、こういったきめ細やかな交付金事

業ということで、本当に地方にとってタイミングも含めて、素晴らしい事業であるのかという

こと疑問に思いますが、これは国に対して申し上げたいことでございますので、それ以上言及

はしないつもりでおりますけれども、１点だけ伺いたいのですが、きょうの説明の中で水産資

源の関係の試験事業ありました。ウ二・ナマコ・アワビの関係で 200 万円くらいですか、これ

交付金の中でやるとなっていますが、以前も私、一般質問で質問させていただいたのですが、

港湾内の漁業権の設定です。今現在どのような状況になっていて、また、これから新年度、４

月以降迎えます。こういった中で町としてどのような働きかけをしていくのかということ、改

めて新しい年を迎えましたので、ここでお尋ねをしておきたいと思います。 

 せっかく、若手の漁業家たちが新しい潜水漁業に取り組みまして人工リーフもできた中で、

新しい漁場ができて、こういったことを白老も力を入れておりますけれども、港湾内において

反社会的な方々が、その活動の資金源の一部として還流しているような状況の中で、やはりこ

の港湾内の漁業権設定、これは非常に重要なポイントであると思っています。この点について、

町としての働きかけ、どのように考えているのかだけお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（堀部登志雄君） はい、高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君） 港湾内の漁業権ということで、以前も山本議員から指摘さ

れて、いぶり中央漁協のほうと再三協議してございます。その中で、25 年に漁業公使権という

ことで改正があるのですが、それに向けて港湾内の漁業権を設定したいということで魚組のほ

うで申しているのです。ただ、私どもは、そうではなくていますぐにでも漁業権を設定したい

ということで継続的に魚組と協議しているところでございます。 

○議長（堀部登志雄君） これ趣旨が違うような感じがするけれど、漁業権の設定の関係です
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ね。５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） 趣旨がどうして違うのですか。水産事業の関係に関連しますよね。ナ

マコ・アワビの関係。もし、趣旨が違うということであれば、こういったことで趣旨が違うと

おっやっていただければと思います。私はこの内容について関連していることお尋ねしている

つもりなのですが。こういったことで事業を行ったとしても、根本的なことをきちんとやらな

ければ、意味がないとは言いませんが、片手落ちになるからぜひ力を入れてやるべきではない

かと、このようなことをお話ししたくて。 

○議長（堀部登志雄君） どうぞ、５番、山本浩平議員。 

○５番（山本浩平君） 山本です。25 年設定といういぶり中央漁協の考え方というのは、25

年というのは何かの、25 年になったらうまくいくのだという何かがあるのか、その辺を。 

○議長（堀部登志雄君） はい、高野産業経済課参事。 

○産業経済課参事（高野末保君） 25 年というのは、ここで数字正確に申し上げられないので

すが、4 年おきかと思うのですが、例えば魚市の設定だとか、漁業権の設定だとか、いぶり中

央漁協の海域の見直しがございます。そのときに港湾内の、例えば、漁業権、今設定されてい

ないですが、港湾内の漁業権を設定するとか、そういうことに取り組んでいきたいということ

で魚組のほうでは今検討している状況でございます。 

 ただ、先ほど申し上げたとおり、私ども担当者としては今すぐにでもしたいと。道も、胆振

総合振興局のほうでも上げても問題ないですという意見は聞いていますので、継続していぶり

中央漁協と協議しているところでございます。 

○議長（堀部登志雄君） それでは、全員協議会はこの程度に収めたいと思います。よろしい

ですか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

                                         

◎閉会の宣告 

○議長（堀部登志雄君） それでは、以上をもって全員協議会を終わりたいと思います。ご苦

労さまでした。 

（午後 ３時４９分） 


