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○議員（長原寅悦君・登壇）：一般通告書に基づき

まして、３点程質問をさせていただきます。 

 １点目は、猿払村に三港、漁港があるわけですけ

れども、今後の整備について。 

 ２点目でございますけれども、海岸保全対策と人

工リーフを利用した浅海増殖について。 

 ３点目ですけれども、林業関係について、植林関

係について一つお伺いしたいと思っておりますので

よろしくお願いしたいと思います。 

 まずもって日頃より、漁港並びに漁協周辺の整備

につきまして、水産業の振興につきまして格別のご

配慮をいただきまして本当にありがとうございます。

地域の漁民と共に感謝を申し上げるところでござい

ます。本村の基幹産業である漁業は、ホタテ・毛ガ

ニ・サケ・マス等が主力で、中でもホタテ漁業は全

国でも有数の漁獲量を誇るまでと成長しております。

そして、そのことによる漁獲経済の安定や後継者の

育成、そしてホタテ加工業による雇用の安定にもつ

ながり、地域経済への中核となっていることは本当

に喜ばしいところでございます。しかしながら、港

の出入り口が悪い、砂が入り浅くなる等、悪い条件

が重なり近隣の港からみると凪風が相当少ないとい

うことは、操業日数が減になるというわけで漁獲経

済、地域経済、図りしれない影響を及ぼしていると

ころでもございます。漁業者にとって、隣りの船が

出ているのに操業しているのに、自分のところだけ

操業に出れないということは、漁業者にとって本当

に情けないことでもございます。そこで私なりに三

港の工事がいつ頃始まったか。そして、調べてみる

ことにいたしました。知来別漁港につきましては、

昭和２３年に着工しております。昭和２７年に一種

漁港に指定を受けております。そして今まで約６０

年間経過していると、浜鬼志別漁港につきましては、

昭和１３年に着工し、今まで約６９年といえば７０

年くらい、浜猿払漁港につきましては、昭和４５年

９月に起工式をして現在では２８年間ということに

なっております。浜猿払漁港はさておきまして、知

来別漁港６０年、浜鬼志別漁港につきましては約７

０年、経過して今だに港の口が悪い、そして砂が入

る港でございます。いずれにしましても、世界中探

してもこういう港は無いと私なりに感じているとこ

ろでございます。そこで知来別の港につきましては、

新しく計画がなされたということで、現地の説明会

もありましたけれども、その当時その時には、期間

がいつまでかかる、それから予算がどのくらいなん

だという説明が全くないと、土現の方の説明では５

年、８年、１０年だというような濁した説明もあり

ましたけれども、これでは我々仮に知来別漁港とい

うのは先程申しましたように、７０年も６０年もか

かっているわけですから、そんなようなことでこれ

からまた１０年もかかるようでは、全く我々の漁業

者のことを考えているのかいないのかというような

ことになりますので、いずれにしてもこの知来別と

いう港につきましては河川に小型船が入っている。

入っているために河川には本来からいくとともかく、

船は係留しておけないとなっているわけでございま

して、そしてこのものをともかく新しい計画の中の

船溜まりを作って、そしてそこへ今の川に係留して

いる船を収容するのだというようなことで、図面は

このように見てのとおりでございます。このような

図面が出てきていますけれども、これに基づいて早

急に予算、そしていずれにしても期間がどのくらい

かかるのか。地元の業者がそれが一番心配している

ところでもございます。 

それから今の知来別の新港の計画では、嶋提の所

まで防砂堤を作るのだよと、防砂堤を作って北から

の北西からの砂を防いで、ともかく砂を入らないよ

うにするというようなことになっているわけでござ

います。そして、それによって１番と２番と関連し

ますので、そういうことでやらせていただきます。

それによって川の切り替え、川の切り替えも併用し

てやるというようなことでございますけれども、と

もかくいずれにしても船溜まりを作って、川に係留

している船を入れて、そしてそれから切り替えをし

ていくのだということになっているわけでございま

す。この計画では、計画によって川の切り替えがな

された時に、導流堤は１４０ｍほど出るというよう

なことでございますけれども、いずれにしても私の

今までの経験からいくと、北西の方から来る砂が、

まず砂が来るということで砂止めしているわけだか
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らする計画ですから、そういうようなことで１４０

ｍの導流堤では川が閉鎖する恐れがある。というこ

とになると、サケ・マスの遡上に影響がくるという

ことになりますので、この導流堤を今の嶋提の沖ぐ

らいまでもっていくようなことでなければ駄目かな

と、ということは、今の遡上に影響が来るというこ

とになると、漁業者の皆さんは相当懸念しているわ

けでございますので、ありとあらゆる試験機関、そ

して調査をしてもらって川の切替によってサケ・マ

スの遡上が悪くなるとか、そういうことがあるのか、

無いのか、その点についても一つ調査の依頼もして

いただかなきゃならないと思っているところでもご

ざいます。川の導流堤につきましても、沖合まで出

して川の縁が変わらないようにしてもらわなければ

駄目だと思っておりますのでその点一つ十分考えて

いただいて道の方に要請、そして地元漁業者、漁協

等、色々と連携をとりながらやっていただきたい。

村の一人走りをしないで漁協、地元の漁業者との話

合いを十分にしながら連携をとりながら支庁・道の

方に要請をお願いしたいということでございます。

その点に一つつきまして村長の考え方を聞かせてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：長原議員のご質問に

対してお答えを申し上げたいと存じます。 

 ３項の（１）、（２）の関係につきまして申し上

げたいと思います。 

 知来別漁港の新規計画予算額、完成時期等の関係

についてでございます。整備計画の変更につきまし

ては、平成１９年度中に水産庁協議となっていると

ころで、現在整備計画根拠を策定中であります。予

算についてもまだ決まっていないとのことでござい

ます。事業計画期間は、平成１９年度計画変更予定

から平成２３年度までとし、事業進捗状況により、

さらに次期計画５年間延長をすることも予想されま

す。私は、なぜ道管理漁港であるにも関わらず、順

調に進まないのか、北海道が明確な計画を水産庁に

あげていないからこのようなことになるのであって、

道に要請に行くたびに疑問を感じておりました。道

は財源が無いがために、敢えて事業を遅らせる状況

がありありと感じとれます。従いまして、組合の理

事の方々と要請の在り方、時期を十分検討する必要

があると考えますし、要するに計画を道がスムーズ

に水産庁の方にあげていただく要請というものも当

然必要になってくるものと感じます。それで、私も

理事の方と一緒に要請に行っている状況にございま

すけれども、毎年１月に行っているような状況でご

ざいます。１月に要請に行くということは、すでに

もうその年の次の年度の予算というものは、もう決

定している状況にあるわけでございまして、その時

期等についてもはっきり明確にしなければならない。

１月ということでなくして、予算編成時期直前、あ

るいはそれ１ヶ月か、２ヶ月前に要請する必要があ

ると考えているところでございます。道といたしま

しては、財源が無いがために敢えて事業を遅らせて

いるというような状況、これらは私として非常に怒

りを感じているところでもございます。道の水産課

に行って、一悶着やってきた経過もございます。要

するに開発局と調整をとりながら、水産庁の方に早

急にあげていただきたいというような形の中で物議

を醸してきたところでもございます。 

 ２の知来別漁港整備計画の要望については、河川

の切り替え、岸壁の整備を要望しています。河川切

り替えについては、平成１９年５月、漁業協同組合

において支庁の水産課、土木現業所、漁業関係者に

より協議を行い、実施に向け知来別川はサケ・マス

捕獲河川として重要な位置付けにあることから、十

分検討を重ね慎重に施工するよう要望も行っている

ところでございます。道の対応といたしましては、

道立水産試験場の見解として、河川を切り替えるこ

とにより、遡上に問題は無いとの見解を示していま

すが、自然環境が左右する問題でもあり、出来上が

らなければ結果は把握出来ません。現在、物理的見

知から河口の形状、漂砂による河口閉塞等、詳細な

分析を行い基本計画中とのことでございます。先程

申しましたが、このことに道として財源的見知から

早急にする必要性を感じていないと感じももってい

るところでございまして、強力な要請が必要かと思

います。課題は河口の導流堤の問題と考えます。今

議員がおっしゃたように砂が入らないように、嶋提
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付近まで導流堤を延ばすということを早急にやらな

ければならないと考えているところでございますの

で、その点につきましても強力な要請をしていかな

ければならないと考えているところでございますの

で、安心・安全して操業の出来る港にするためには、

早急にやっていただかなければならない。尚かつ、

うちの漁港につきましては、相当な水揚げを有して

いるわけでございまして、道に対する貢献度もかな

り高いと、にも関わらずこのような漁港がずっと以

前から続いているということはかなり問題がある、

経済的効果の無い比較的１種の漁港についてはきち

んと整備されているというような実態が見受けられ

る。これについては、私としては非常に疑問に感じ

ているところでございまして、水揚げの多いところ

についてはそれなりに皆さん頑張って、危険を冒し

て頑張ってやっているわけでございますので、その

点も道の方はきちんと把握して検討していただく、

そういうことは必要かと存じますので、そういう面

も含めた形の中で要請をしていかなければならない

と感じているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：答弁ありがとうござ

います。 

 何か答弁が浜鬼志別の港の答弁に聞こえてるわけ

ですけれども、私の言っているのは知来別の新しい

計画の予算、水産庁でどうのこうのって言ってまし

たけれども、予算がどのくらいなのか。それから完

成時期はいつなのか。先程も５年ないし、１０年と

いうようなことのあやふやな話をしているものです

から、そんなようなことでそれを早急に支庁なり道

の方へ要請して、漁民に報告もしてやらなければな

い義務がある。そういうその心配をしているわけな

ので、村長の答弁は今、浜鬼志別漁港の方に走って

いるみたいなので、その点もう一回一つ答弁。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 浜鬼志別漁港については、また別に答弁をさせて

いただきたいと思います。 

 今、知来別漁港の関係について答弁をさせていた

だいたところでございます。従いまして、道の方と

いたしましては、議員さんがおっしゃられているよ

うに、まだ予算が決まらず計画年度もまたさらに延

びるような状況にもあるというようなことが支庁の

方から言われているというような状況にあるわけで

ございます。そういうことで知来別の関係について

の今の現況、それから今後の問題について申し上げ

たところでございます。 
○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：状況はわかりました。

それで今後どういう要請をしていくのか、知来別の

漁港の場合、そういうことで予算構え、今やってい

る最中だとわかるわけですけれども、それいつ頃ま

でにだいたい見通しというのがつくのか、つかない

のか、その点、いずれにしても支庁・道・水産庁ま

でこれは行かなくてもいいと思う。その辺のものを

早い時期にはっきりさせていただきたいということ

でございますので、もう一回その辺答弁。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 私も先程申しましたように知来別漁港の整備計画

の関係については、まだ何か支庁の方に聞きますと、

道の方に聞きますと雲を掴むみたいなような状況で

ございます。従いまして、私としてきちんとこうあ

るべきだというものをきちんと掴んだ形の中で強力

な要請というものは必要であろうと思います。道と

しては、道管理漁港として予算が無いが為に出来な

いということから、私はこの計画については当然国

にあげていくというような考え方をもたなければ要

請にはつながっていかないと道だけでは十分な要請

ということは出来ないであろうと思っているところ

でもございます。これは単に私達が水産庁に行くと

いうことではなくても、道がスムーズに私達の意見

と一致した形の中で考えていただいて、私達が作っ

た書類をあげていただければいいわけでございまし

て、それによって水産庁からの返答等も回答等もあ

ろうかとも存じますので、そういう方向性をとって

いかなければならないと思っているところでござい

ます。その点について理事の方々始め、漁民の方々

も十分承知し、理解をしていただければと思ってい
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るところでございます。 

○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：いよいよなったら国

までという力強い答弁ありがとうございます。そう

いうことで一つよろしくお願いしたいと思います。

それでこの知来別の新港の計画ですけれども、防砂

堤が出来る、それから今の川の切り替えによって導

流堤を延ばしていって嶋提まで、嶋提の沖口までや

っていくということになると、北西の波は消えちゃ

う入ってこない、砂も入らない、しかし、今度は南

東からの風が吹くと波でいっぱいになっちゃう、フ

リコミで、ここも行政の方からも言ってもらいたい

ということで、この南東側に南側に２００～３００

ｍ離した所に嶋提をもう一本作ってもらう、こうい

う要請をしてもらわなければ、砂は止まったのはい

い、今度フリコミでもってどうしようもなくなる。

これはこの間の宗谷支庁から来た時に、藤田係長と

いう女の係長ですけれども、その人に話した、そし

たらそれは私は聞いていませんと、聞いてませんで

はない、あの人方去年来たばかりだからわからない、

引き継いでいない、そういうことで当時はこういう

ことも考えていた。それで、これからはここの所に

南口に南東口に嶋提を一つ作ってやらなかったらこ

れはもう船はこんな所に入れておかれません。そう

いうこともありますので、今後道なり、支庁なり、

道なり行った時には、そういう形の要請も今後して

いかなければならないと思いますので、そういうこ

とで一つよろしくお願いしまして、１点目の（２）

までのサケ・マスの関係の川の切替までの質問はこ

れで終わりますけれども、次、浜鬼志別の（３）、

浜鬼志別の関係の（３）の質問に入りたいと思いま

す。 

 浜鬼志別の漁港につきましても、今回、役場の理

事者、そして漁業関係の漁港期成会というような働

きによって５カ年計画で２９億の予算がついたと、

２９億というと我々の言葉では３０億つけてもらい

まして、色々工事はやっているわけですけれども、

どうも進捗状況が非常に良くない。良いと見ている

人もおりますけれども、５カ年計画ということにな

れば、仮に年間６億の予算が付いて、ちょうど５年

で、当時は４年間で何とか叩いてもらいたいのだと

いう話もしてましたけれども、４年間ということに

はどうも今の調子ではならないような気がしており

ます。そういうことで１８年度が３億８，０００万

円くらの予算が付いた。これ間違い無いですね。今

年が資料を見る限りでは２億７，０００万というこ

とで、やや６億、７億近い、１８、１９、２０、２

１，２２と５カ年計画ですから、そのようなことで

あと３年間、来年から、２０、２１、２２とそれで

ちょうど５年になる、約束の、どうもその約束を守

るのか、守らないのかと相当我々も心配しているの

だけれども、何とか守ってもらえるようにこれまた

努力もしてもらわなければならないわけですけれど

も、あとだいたい７億余りの年間、予算を付けても

らわなければ２９億にならない。そのようなことで

どうも今のこの陳情の仕方が、どうも時期的に悪い

のかなという気がしているわけでございます。いず

れにしても、１月の中頃に宗谷支庁それから、道・

水産庁まで村の理事者も行って期成会も行ってやっ

ているわけで、陳情しているわけですけれども、そ

の時期じゃもう、仮に来年の予算付けるのはいつ頃

ですか。ヒアリングというのは。もう来年のやつは

もう今年はじまっているのか、これからなのか、そ

のようなことでだいたい予算付けのするヒアリング

をする以前に道なり水産庁まで行ってお願いをしな

いと来年は７億つけられないかもしれない。今の状

態だと、後手後手に回ってるわけだから、そのよう

なことで２９億、３０億有難い話だけれども、３億、

４億何てことになると下手したら７年も８年もかか

っちゃう、それじゃもう話も何もなるものじゃない。

このホタテ漁業で、オホーツクでは猿払が一番の水

揚げしているわけだから、そういうところが波風に

よって水揚げが出来ない、港の口が悪くて、砂が入

る、今一生懸命やってもらっているのだけれども、

工事はやってもらっているわけですけれども、どう

も３億や４億のものじゃ話もならない。５年間の計

画であれば計画どおり一つやってもらうように、こ

れから早めに働きをかけていく必要があると思うわ

けでございます。そのようなことで、いずれにして

も村の理事者、それから行政も相当力を入れなけれ
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ば駄目だと、猿払村の基幹産業、村長は基幹産業、

今の水産業とこの農業というのは基幹産業だから、

基幹産業で一番水揚げ収入の多いとこだ、これが無

かったら猿払村無いというようなことまで言ってい

るわけだから、ともかくそういうことで行政の力も

一生懸命借りながら、今まで以上に水産の方に力を

入れてもらって、予算編成の前、ヒアリングがいつ

頃道の方でやるのか、その辺の情報も聞きながら時

期をみはらって道、もう一回水産庁まで行ってくる

というようなことの作業に一つ入ってもらいたいな

ということでなければ、まだまだ先に完成が延びて

いくよというようなことになるので、その点一つ村

長の考え方、私の考え方を述べたわけですけれども、

そういうことで一つお答え願えればいいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：浜鬼志別漁港の関係

について（３）の関係についてお答えを申し上げた

いと存じます。 

 浜鬼志別漁港の広域の水産物供給基盤整備事業の

平成２０年度事業計画までの事業計画については、

第２工区の西防波堤３７．５ｍの完成と、外防波堤

１８０ｍの拡張の完成、旧防波堤道路の拡張８６．

４ｍ着工と完成を予定しているところでございます

が、現在予算額につきましては決定していないとい

うことでございます。道としては予算事業が膨大な

ことから平成２０年度予定事業完了となっています

が、恐らく無理があると私は考えているところでご

ざいます。重要なことは全体事業費２９億円前後と

なっておりますが、これには漂砂対策、漂砂の部分

も含まれておりますので、外防の関係につきまして

はだいたい２６億ぐらいにしかならないのではない

のかなと感じているところでございます。浜鬼志別

漁港に２９億のお金をつぎ込んだとしても海ですか

ら、満足な漁港には私はならないと考えているとこ

ろでございます。よって理事の方々も承知はしてい

るということに存じますが、道の管理漁港であって

は恐らく予算も付かず、延びていくことは恐らく確

実ではないのかなという感じをもっているところで

ございます。私は、北海道開発局が考えているマリ

ンビジョン２１ということを掲げて道の方にも伺っ

たわけでございますけれども、これは道が示した事

業ではないよ、開発局でしょうと、しかし、開発局

の事業であったとしても道は負担が付いて回るわけ

ですね。１００％国直轄となると１００％の事業に

はなるわけですけれども、８０％国がもって、２０

％道がもたなければならないという事業になってく

るわけでございます。私は今、浜鬼志別漁港につい

ては２種という関係になってはおりますけれども、

３種あるいは４種という国直轄漁港に直轄港にしな

ければ安全・安心な漁港にはなってはいかないと判

断しているところでございます。この件につきまし

ても、強力に国直轄という形の中で進めていかなけ

れば、恐らく２９億のお金を突っ込んでもあの砂の

入ってくる突堤までは恐らくはいかない、工事の中

身としてはいかないと感じております。それがまた

１０年、１５年経つことによって今やっている工事

がある程度破損していくことによって、波によって、

時化によって砂が入ってくるというような形になり

はしないかと心配はもちろんしているわけでござい

ます。そういうことで出来るだけ国直轄港にしてい

ただきたいということを要請することがまず一つで

ございます。それと合わせまして、一応国といたし

ましては次年度の予算については、一応８月末まで

に集計するというような形になっているわけでござ

います。道で集計するためには、それ以前２ヶ月ぐ

らい前には必要だと感じているところでございます。

少なくても５月・６月、最低でも７月、これまでに

道の方に要請をしなければならない。国に要請をし

なければならないというような形になろうかと思い

ます。そうでないと次年度の事業については、１年

間遅れてしまうという形になってくる。そんな状況

であります。これらを強く漁民の方達も十分そうい

うような状況を不安定な漁港だけに十分理解をして

いただいて、そういう運動を進めていかなければな

らないし、私達としては強力な要請もこの件に関し

て必要かと考えているところでございます。そうい

うことで浜鬼志別漁港については、国直轄にすると

いう基本的な考え方の基に要請をしていくというよ

うなことを考えていかなければならないと存じてい

るところでございます。陳情の時期についてもそう
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いうような時期でございますので、今までやってい

た１月ということではなくして、もっと時期を変え

て要請していくことが必要になってくると考えてい

るところでございます。そういうことで浜鬼志別漁

港の関係につきましては、３種、あるいは４種の避

難港の国直轄にするというような方法をもっていか

ないと漁港は一向に良くならない。安心・安全の操

業は出来ないというような状況になってくるのだろ

うと思いますので、早急にそのような陳情活動を始

めていかなければならないと思っているところでご

ざいますので、一つよろしくその点ご理解賜ります

ようお願い申し上げたいと思います。何しろこれに

つきましては理事の方々、また漁民の方々の理解と

協力を得なければなかなか難しい事業でもございま

すので、その点につきましてよろしくお願いを申し

上げたいと存じているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：村長の答弁につきま

してはわかります。わかりますけれども、道に任せ

ておくとそれこそどうにもならないというようなこ

とになるので４種避難港、村長が避難港、４種にも

っていくというのは４種が避難港ですということで

すけれども、避難港ということになるとある程度の

条件が整わなければ駄目だというようなことで、こ

の間、いつだったか５月か６月の始まり頃だったか

開発局で出前行政というのがありまして漁組まで来

たのです。その時に助役さんも来てましたけれども、

避難港と言わないで、我々避難港の方が国でやって

大きく隣の東浦港みたいな考え持ってますけれども、

いずれにしても要は大きくて安心して安全に入れる

港であればいいということからいって、村長の描く

４種の避難港でなくてもいいのかなという気はそこ

でした。その話を聞いて、ということは３種であれ

ば漁港の中に入っちゃう、漁港の種類の中に入るか

ら、入るので、ともかくそっちの方に視線を向けた

方が良いのではないのかなという話はしていました。

それで、３種でも良いのかなという気はしてるから、

そういうことで開発局の人方も道に要請、どんどん

どんどんやっていって要請して、そして国もやる、

今の２９億１年でも早くやるようなことで、どんど

んどんどん要請していってそれでも出来なかったら

いよいよ道が手を挙げさせるようなことでもって追

求していって、そしてとてもあんた方の言うとおり

にはならないと、出来ないということになれば国に

任せるような仕組みになっているというようなこと

も、今その出前の開発の関係の出前講座と言うのか

な、そういうようなことの話の中にもありましたの

で、そっちの方に向けていく必要があるのかなと、

今度は。それにしても漁組、そして漁業者の連中と

やっぱり色々話合いをして、もう１日も早くやらな

ければ駄目だ。もうともかく遅くて駄目なんだ村の

仕事っていうのは、我々は漁師、漁業者だけども、

即タイプだから何でも、そういうようなことをやっ

ていかなかったら後々に回ったのじゃ話も何もなら

ない。そのようなことで、出来るだけ早く今のこの

２０、残りの３年間のものも早め早めに手を打って

いかないと、恐らく３年では出来ない、間違いなく。

５年、６年、７年になったらどうする１０年かかる、

それから開発、３種、４種冗談じゃないということ

になる。漁業者なんて待っていられるものではない。

そのようなことで、遠別の漁組みたいに水揚げがろ

くに無い所にああいう４種の漁港を作っているわけ

だから、そういうそのことのやるような国の政策じ

ゃ話も何もならないと、やっぱり水揚げがある、税

金の納める、費用効果というものはかなりあるわけ

だから我々のところは、そういうところにでかい港

を国の予算で税金を投入して、そしてでかい港を作

る、安心・安全な港を作るというのが国の行政の役

目ではないかと思う。それ一切やってくれない、や

ってくれないということは働きが悪いということ、

我々の折衝の仕方が、何せそれに集中して集中攻撃

でやらなければ出来るものではない。そのようなこ

とで考え方もある程度変えながら、方向性を変えな

がらそういう今の４種が話を聞くと無理みたいなの

で、３種に切り替えながらやっていくと、それも色

々開発なり、土現なりと相談しながらやっていかな

ければと考えているので、その点一つよろしくお願

いしたいなと思っておりますけれども、村長もう一

回そのやるという意欲を一つ見せて下さい。 
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○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 やるという意欲を見せてくれということですけれ

ども、既にもう見せているわけでございまして、私

単独で行って要するに局で作っているマリンビジョ

ン２１に基づいた形の中で一応道と折衝して、そし

て道が水産庁に足を運んで開発局に下りてきて、そ

して３種、あるいは４種というような形になってき

ているわけですから、決して役場として仕事が遅い

ということでは私はない、道がスムーズに水産庁 

に開発局と相談しながら水産庁に要望をあげないと

いうところに問題があると私は考えております。ど

うにもならないから道というのであって、そこら辺

に問題があると思います。３種ということになりま

すと、国直轄漁港ということでございまして、北海

道開発局の中にも水産課の中に漁港・漁村係、係長

もおりますから、そういう状況の中で話合いも、ま

た詰めていかなければならないだろうと思っている

ところでございます。そういう状況で今後進めてい

かなければ、今の漁港はそのままの漁港でしかなら

ない。それであってはもう何十年経っても終わりだ

と、安全・安心な操業は出来ないというような状況

になってくるわけでございます。その点に十分力を

入れて、その要望の時期も考えながら十分な対応を

考えていかなければならないと思っております。た

だ私は４種というような考え方をもったのは、４種

に避難港にすることによって、漁港だけでなくて、

その漁村づくりも出来るということが一つ大きな要

件なのです。浜鬼志別の街の中の公共施設を直すこ

とも出来る、道路も作ることが出来る、いろんなこ

とが出来るわけです。これは議員さんもご承知のこ

とと思います。そういうことが出来るわけですから

一応４種というような考え方をもったわけでござい

ますけれども、国の方も予算等、それぞれいろんな

問題が絡んでいると思います。また、東浦港との問

題ともあろうかと思いますけれども、国直轄であれ

ばそれなりの予算は付いてくると思いますので、そ

れはそれとして道もそれなりに負担は軽減されるわ

けですから、道としては何も自分で管理、自分の管

理として抱えている必要性というのは無いわけです、

はっきり言いまして、そういう部分で私はそういう

部分を踏まえた形の中で道の方と折衝しているわけ

で、道の負担軽減を減らすために国直轄にもってい

ってくれと、スムーズに経過表をあげてくれと申し

ているわけであって、それが自分の領域が侵される

みたいな言い方をしたり、それから予算が無いから

出来ない、５年のものが７年になったり、８年にな

ったりしている、こういう実態は私達としては見逃

すことが出来ない。他の漁港が良くなって、水揚げ

の多い漁港が依然として悪いということは、これは

あり得ないわけです。それなりに私達は道税として

貢献しているわけです。他のところよりも多くです。

そういうことを考えてそれらも要望書の中に組み込

んだ形の中で強力な要請というのはどんどんしてい

かなければならない、私はこう考えております。よ

ろしくその点ご理解賜りますようお願い申し上げま

す。 

○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：どうもありがとうご

ざいます。そういうことで一つよろしくお願いしま

す。 

 それでは浜鬼志別の関連ですけれども、よろしい

ですか。 

 浜鬼志別の漁船・漁具保管施設移設工事の件につ

いてお伺いしたいと思います。 

 上架施設の台車関係の整備についても予算は組込

まれているわけでございまして、台車の関係が１，

６２０万円ということ、漁具保管施設の移設につい

ては７００万円ということで、これは補助事業でや

ると、これは単独工事ということなので。 

○議長（山須田清一君）：長原議員に申し上げます。 

 今関連とは言いましたけれど逸れてますのでその

質問はまた次回ということでもって。 

○議員（長原寅悦君）：取り下げます。わかりまし

た。 

○議長（山須田清一君）：ご理解いただきたいと思

います。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：それでは浜猿払漁港

の関係ですけれども、浜猿払漁港の嶋提について一

つお伺いしたいと思います。 
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 道・国・水産庁に行った時には、説明では今年か

ら調査をして来年度からかかるというようなお話が

説明がありましたけれども、その点について一つお

伺いをしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：浜猿払漁港の関係に

つきましてお答えを申し上げたいと存じます。 

 浜猿払漁港嶋提の事業開始の目途につきましては、

支庁の水産課に確認しております。平成１９年度に

費用対効果の検証及び整備内容の調査をして、地元

受益者と協議するということになっているところで

ございます。平成２０年度に事業計画を策定し、水

産庁と協議を行っていくとなっているところでござ

います。早期に協議が整うこれらも早めに要請をす

る必要があろうかと存じます。浜猿払漁港の関係に

つきましては、漂砂対策も今のところは無く出来上

がってから一度もやっていないというような形の中

で、作り方も知来別、浜鬼志別とは全然出入り口が

違う、搬入口が違うというような作り方をしており

ますので、そういうような形で漂砂対策もなく、安

全な形で操業はしていけるというような形になって

おりますので、ただ嶋提の関係につきまして若干手

直しをしなければならない形になってきております

ので、これにつきまして先程言いましたように、地

元と十分協議をしていただいて早急に計画を策定し、

事業の実施出来るよう要請も知来別・浜鬼・浜猿３

港の関係につきまして要請をしていかなければなら

ない問題であろうと考えているところでございます

ので、よろしくお願い申し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：それでは１点目を終

わりまして、２点目の海岸保全対策と人工リーフを

利用した浅海増殖についてを質問いたしたいと思い

ます。 

 この頃の自然環境も変わってきまして、以前であ

れば風が吹けば２０、３０、４０ｍぐらいというよ

うなことで収まっていたのかなという気はしている

ところでございます。石原裕次郎の歌にもあるとお

り風速４０ｍという歌もありましたけれども、その

当時は４０ｍが最高だったというようなことで、こ

の頃につきましては自然環境温暖化の影響もありま

して、凪ぎのいい時はすごく風の無い時が続いて、

凪ぎもいいと、しかし、一丁吹くと４０ｍ、５０ｍ、

つい最近６０何ｍというのが雄武の方で吹いた経緯

もあるわけでございまして、そういうことになると

海・山・川の被害も相当出るということからして、

昨年よりエサヌカの海岸に海岸保全事業ということ

で、人工リーフを入れていると、沖合３００ｍ沖合

に入れて、去年１年間で１００ｍを完成した。事業

費は３億くらいの１００ｍ、３億という、今年は約

３億弱というような話でございますけれども、今年

は１００ｍではなく８０ｍぐらいということを聞い

ております。そのようなことで、漁業者が頼んで、

そしてお願いしていたのは３００ｍ沖合ということ

で、ともかくお願いをしていたわけで、土現の方も

３００ｍには入れますということでしたけれども、

実際に入った所を見ると２６０ｍぐらいの所にしか

入っていない。ということは当時の説明が２段階構

えに入れて、沖合が３００ｍ、そして２０ｍ、２０

ｍ、４０ｍ取られるものですから、それで２６０ｍ

ということになったのかなという気はしてますけれ

ども、いずれにしても、今ここに写真も持ってきて

いますけれども、このようなことですよ。それで今

年春先に行ってみましたら、４０ｍぐらいの砂が付

いてましたそこの場所は、そしてこれから８月のお

盆頃まではまだまだ砂が付いていくということで、

おそらく６０ｍ～７０ｍぐらいは出ていくだろうと、

ということになると２６０ｍ離して、それから計算

して逆算していくと浅海増殖の場所が無くなる可能

性が出てきた。この場で浅海増殖をするという、そ

ういうことであれば当時の土現で言っていた浅海増

殖を兼ねるというようなことで我々も約束していま

したけれども、どうもそれじゃうまくないというよ

うなことで、行政の方からも今年はどうしようもな

らないと、だから来年度から３００ｍの沖合へ一つ

戻してもらいたい。その６０ｍ～７０ｍの砂がどこ

から持ってきたのだということで、浜の海の方も少

し漁船を出して測ってみたら、沖合の方の砂が入っ

てきている、海岸線が取られてそこに集まったので

はない。海が深くなるということは、魚の付け方も
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すごく良くなる、その所に建てている漁場の人も喜

んですごく良いということで大変喜んでましたので、

これは孫子の代までかかっても続けなければいけな

い事業かなと思っておりますので、そういうことで

折衝をしてもらいたいと思っております。 

 それとそういうことで、効果は間違いなくあると

考えておりますので、いずれにしても人工リーフの

威力というものは、相当出てきたなということで浜

鬼志別漁港から今度は、浜鬼志別漁港から南側、さ

るふつ公園の沖に岩場が出ている所がある、あそこ

から測ってみたら１ｋある、ちょうどその１ｋある

間の海岸というのは相当去年の１０月、それから１

２月かけて、１月の爆弾低気圧でもって相当浸食さ

れている。もう間も無くもう一回ぐらい来たらあの

時化が来たら、あそこにある国道縁に建っている浜

側の電柱取られてしまいます。そのようなことで、

ここにもそこの写真もありますけれども、そのよう

なことで、我々も我々ということは漁組でもあそこ

に加工場の止水するポンプも付けてある。そのポン

プ小屋がとられるということで、あのままの状態で

あれば取られてしまっていたわけでありますけれど

も、去年の秋口に取られる前に一つ屋板を打って、

そしてブロックを持ってきて、その他に採石を持っ

てきて、蛇籠に入れてそこへ積んで対策をしたと、

それで去年の冬は安心していたわけですけれども、

それによってあそこの被害は免れたなと思っていま

す。組合独自でもって、１，５００万から２，００

０万ぐらいの持ち出しでやったわけですけれども、

村に金が無いというのはわかってますから、お願い

はしないで、急ぐわけですから緊急を要した事態で

すから、そんなこと言ってられないからともかくや

るというようなことでやってもらったというような

経緯もあります。そして、その冬にとられた所が相

当今の公園の間は、行ってみたことある、公園の所、

下、無いでしょう。無いはずだ、俺は足で歩いて全

部見てるから、それで今開発でもって、土現でもっ

て公園と港の間に、港の近くには砂を掘った砂を入

れているけれども、民家の所に入れてるのですけど、

それから南口公園寄りの方は東浦の土砂を持ってき

て今入れているのです。冬に一回時化来たらあれは

終わり、そのようなことであの間に一つ、あの間と

いうことは、あの沖合に３００ｍにこだわるわけで

はないけれども、ともかくその岩礁があって、ちょ

うどいい低質になっているので、その３００ｍぐら

い沖合に一つ人工リーフを入れてその浸食を止めて

もらうことが一番良いのかなと、そして今の浅海増

殖を兼ねた人工リーフということになると、一石二

鳥でもって色々なものが捕れるのかなということは、

海藻も上がってエビ、それからウニ、ナマコ、色々

な浅海増殖につながっていくというようなことで、

そのようなことがありますので一つそういう方向に

向けてこれから進んでいく必要があると思っていま

す。 

 それからもう１点は、漁組の総合加工場のホタテ

のシネシンコの加工場の裏側、あれも相当浸食され

て丘の方にブロックは積んでいますけれども、ブロ

ックがもう取られて傾いてこんなふうになって、ま

た今年の冬来たらがっぱりやられるなと不安でいっ

ぱいなのですあの辺も、そのようなことで、その沖

合にも今の人工リーフを積んで浸食を防ぐ、丘の方

になんぼその丘の方はブロック積んでいろんなこと

やっていますけれども、賽の河原と同じで全然駄目

ですよ。エサヌカの方面も、あんなものに金かける

よりもやっぱり沖合から攻めてこないと駄目だとい

うことで、土現にも相当話はしてちょうどこういう

チャンスにぶつかったわけですけれども、そういう

ことで一つお願いをしてやる方向に向けていっても

らいたい。ということは、その先程電信柱が倒れる、

浸食で取られる、それから国道あり、その上に村営

牧場がある、そのようなことでこれ絶対これは所管

は開発だと思うので、開発の方へお願いしてやると

いう方向付けでもって一つお願いをしながら早急に

そういう要請も必要なのかなと思いますので、その

点今、浅海増殖も兼ねて１番、２番なりますけれど

も、そういうことで一つ村長の考え方を聞かせてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：暫時休憩いたします。 

 

休憩 午後 ４時４７分 

再開 午後 ４時４７分 
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○議長（山須田清一君）：休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

◎  会議時間延長の議決 

 

○議長（山須田清一君）：お諮りいたします。 

本日の会議を全日程終了まで時間延長いたしたい

と思います。 

これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（山須田清一君）：異議なしと認めます。 

 よって本日の会議時間は、本日の日程が終了する

まで延長することに決定いたしました。 

 一般質問を続行します。 

森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：海岸保全対策といた

しまして、（１）、（２）の浜鬼志別漁港の関係と

潜堤の関係、２つの関係について一括して答弁させ

ていただきたいと思います。 

 まず、（１）の関係の質問について海岸保全の関

係でございますけれども、時化によってのり面がか

なり抉られている、早急に潜堤が必要であるという

ことは議員おっしゃるとおりでございます。農地海

岸エリアとなっているわけでございますが、道だけ

で事業を実施することだけではなく、将来えぐられ

て国道にも影響を及ぼすものと将来考えます。今か

らでは遅い感じがいたしますが、十分なその辺の調

査と関係先の現地確認を行っていただき、早急に要

請していくことが必要と考えます。また、総合加工

場の裏のブロック等についても、またこれらについ

ても要請もしていかなければならないと考えている

ところでございます。また今、砂・土と縦にちょう

ど相内さんの裏の方にやっていますけど、あれで北

西の風が吹くと浸食ばかりでなくして、人家にも影

響を与えると、ほこりも飛んで歩くというようなこ

ともありますので、その辺についても事業の工法等

についても十分検討してもらう必要性があろうかと

思っているところでございます。それらについても

要請もしていく必要がある。かなり漁港については

要請が多いもので大変ですけれども、村単独で出来

るのであればそれはいいのですけれども、そういう

ことにはもちろん管理が違いますので、なりません

ので、要請要請要請で強力にやっていかなければな

らないと思っているところでございます。一応（１

）については、そういうようなことで道と国、これ

は十分話し合っていただきながら、十分な現地の確

認を行って、早急にやっていただくというような要

請ということを考えていきたいと思っております。 

 （２）の件でございます。潜堤人工リーフをした

浅海増殖事業の考え方についてでございます。２の

件については、作り育てる新しい漁業として、浅海

増殖事業の検討をしていかなければならないと思い

ます。今は北海道で一番のホタテというような形の

中で、漁業の推移をしているところでございますけ

れども、自然の影響というものは恐ろしく、いつど

うなるかわからないということからいたしまして、

新しい作り育てる漁業というものも今後必要になっ

てきますし、早急に検討をしていかなければならな

いと思っているところでございます。この関係につ

きましては、以前にも行政報告で何度かしておりま

すけれども、産業廃棄物でありますホタテの貝殻、

これらを粉砕いたしまして魚礁を作り、潜堤の周辺

にそれらを沈め、藻場の造成、ウニ礁、ナマコの育

成等、色々と考えられるわけでございます。特に藻

場礁、コンブの関係について繁茂することによって

海水温が１度下がるというような効果も結果も出て

いるわけでございまして、これも一つ温暖化現象の

一助につながっていくと考えます。そういう意味に

おきまして、こういうような漁種も進めていく、ま

ず１つは公害の対策が一つと、それから国土保全の

対策が一つと、それと雇用の促進というのが一つと、

それから国土浸食の保全というのが４つ目にあるわ

けでございまして、潜堤とその藻場礁を作ることに

よって、相当効果が出てくると私は考えております。

そういう状況の中で、ぜひ漁民の方達、それから理

事の方達の理解を得た形の中で出来るだけ早めにホ

タテ貝の産廃である未利用資源、リサイクル・利活

用として、潜堤周辺に投入した事業を実施したいと

考えているところでございますが、もっとも漁業者、
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先程言いました漁業協同組合の意向も尊重すること

が大切であります。このことにより地域再生、がん

ばる市町村となり、国からの助成金が入る可能性も

あると私は考えております。且つ、北海道環境生活

部、農林水産部、建設部がこれらの関係に関しまし

て無機性分野の循環資源利用促進協議会、これら事

務局となっていて携わっているところでもございま

すので、十分道の方としてもその関係については承

知をしているところでございます。魚礁を作るとい

うことにつきましては、すでにもう農林水産大臣、

北海道産業通産局長、連名で施工してもいいよとい

うようなお墨付きももらっているところでもござい

ます。ただ、問題は出口ベース、販路の関係でござ

います。北海道はもちろんのこと、本州にいたるま

でそういう販路を広げていかなければ将来ならない

と考えております。それらがきちんと確約を取れる

ような信頼おける業者、これらを作る必要性があろ

うかと考えております。これが一つの今ネックにな

っているところでございまして、ただ粉砕工事をこ

こに誘致して、粉砕したとしてもどこにも使われな

いということであれば、産廃にまたなってしまうわ

けでございまして、それであっては困るということ

でございますので、それらをきちんと整理した形の

中でこの事業をやっていきたいと、一石四鳥という

形の中で多面的な他分野の事業活性化にもつながっ

ていきます。また、経済的波及効果も非常に大きい

と私は考えているところでございます。漁業者の理

解を得て私はこの関係について進めてまいりたと思

っておりますので、どうか長原議員さんにおかれま

しても、組合員の一員といたしまして、理事の一員

といたしまして、皆様に説得していただければ私と

しては大変有難いなと感じているところでございま

すので一つよろしくお願いを申し上げたいと思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：村長もなかなか良い

考え持っているなと答弁を聞いておりました。 

 人工リーフの形式というのは色々あると、という

ことは魚礁にばかりその貝殻入れるのでなくして、

人工リーフにも混ぜてもらったらどうかというのが

１点。それから今の人工リーフの形式を型に入れて

ブロック作っているわけですけれども、あの形式を

白老に行って見てきたブロックは４０ｔブロックで、

増養殖を兼ねたブロックだということで、形式が変

わっているということは、魚介類の卵を産む、産み

やすいような、付着させるに必要な１０ｃｍくらい

の引っ込んだ所を作ってあげる、それに魚介類が卵

を産むよというようなことでやっているわけですけ

ど、あれは開発でやっていたというようなことで、

内等の方は土現でやっているわけですけれどれも、

いずれにしても何とか形を変えることが出来れば、

それこそ一石二鳥のことになるのかなということで、

以前に支庁へ行って今の人工リーフの係の人に話を

してみたら、それは出来ないわけでもないのではな

いかという、そういう話もしていましたから、何と

か村の方からもそういうこれから長い何十年もやら

なければならないわけですから、あの人工リーフは

浜猿の港から頓別の境界線までやるという、１５ｋ

ｍくらいの長さをやるということに計画組んでいる

わけですから、何十年もということになるとやっぱ

りある程度そういう増養殖兼ねたものに、形式に変

えてもらうというそういう要請も必要なのかなと思

っています。そして、エサヌカに入れた人工リーフ

の所には、ナマコのこっちの方の下の方のこれ海底

で、ナマコの小さいのチナマコというのも相当数去

年は付いていたと、これは潜り潜水夫に聞いて写真

を今年は絶対写してくれということで言ってますけ

れども、撮ってあげますよということで、ナマコの

養殖もある程度村で漁組はもちろんのことだけれど

も、村で力も入れる必要があるのかなと、今は一番

高いのがｋｇ３，５００円から３，８００円して、

生で、そしてだいたい生産者価格が干したやつでも

って、干したので４２０万円、６０ｋｇ単位で７万

円、そういうことで中国へ渡ったら７００万、８０

０万、高いやつは９００万だよと、アワビの一番高

いやつが１，０００万円するけれども、それにもう

少しで追いつくというようなことまで聞いてきてい

るわけなのですよ。そういうことで、中国の大連・

青島辺りはもう海岸線を利用して、木閉にブロック
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を積んでそしてナマコの養殖もやっている。その中

に岩を持ってきて人工的に岩を持ってきて作ってい

る。そういう養殖をしているわけだから、そういう

ところで養殖をして沖合に放すと、そういうことも

やってるということで、ナマコの捕っている業者、

言ってみれば宗谷・枝幸何かは相当な水揚げがある

と、ホタテばっかりも、いずれにしても先程もお話

ししたとおり、爆弾低気圧だとか、そういうことも

あるので海の掃除屋というそのナマコも養殖する、

これから増養殖していく必要があると思うので、今

の形を変えれるものであれば、変えていくという、

それから魚礁、今のこの人工リーフの中に今の貝殻

を入れる方式、その辺も宗谷支庁なり、道の方に行

ってこれも要請していただきたいなと思うところで

ございます。答弁はいりません。 

そういうことで２点目の質問は終わらせていただ

きまして、３点目の林業関係についての、植林につ

いて一つ質問をさせていただきます。 

植林事業と用地ということですけれども、まずは

自然環境は全くこの頃は悪くなってきていると、自

然の環境保全というのは水源の涵養等、森林の公益

的機能の向上という使命は依然として変わっていな

い。さらに山林の腐葉土は川に流れて海に達して魚

介類の栄養源となるため、すなわち植物性プランク

トンであると思っているわけでございます。沿岸漁

業の振興に対しても絶対欠かせない条件であること

はご承知のとおりであると思います。 

そこで、林業関係についての植林（１）の植林事

業と用地についてお伺いしたいと思います。 

道の漁連、連合会での事業で行っている全道の漁

協の女性部にお願いをいたしまして、各単協に行っ

てそして植林事業を行っていると、今まで猿払村で

は狩別の奥、２０年間で７，３２０本の木を植えて、

林を作ったということでございますけれども、用地

が段々無くなっていって、来年１年で用地は終わり

だというようなことでございますので、そこでお願

いですけれども、浜猿払国道沿いにある、昨年、一

昨年だったかな西口正一さんが寄附された５０，０

００ｈａの土地をその植林事業に利用したら、して

させてもらいたいなと思うわけでございます。そし

て一つの森林を作る、そして先程も言った植物の今

のこの松ではなく、今度は広葉樹の木を植えてもら

って、そして植物性プランクトンを作っていって、

植物性プランクトンというのはホタテ貝の餌ですか

ら、動物性プランクトンと植物性があって、動物性

はホタテの餌でないとなっているので、山に木を植

えて、その腐葉土が川に注いでプランクトンになる、

そのような観点から何とか５０，０００ｈａ、１５，

０００坪の土地に一つ浜猿払の自治会でもそれは良

いことだなとお願いしてやりたいと、我々も協力す

るというようなことで、この間の役員会にも出され

てましたので、何とか一つお願いしたい。そしてあ

そこに、あそこの所に国道沿いに開発でもって風よ

けの防風の柵を作っているので、潮風がちょうど当

たらなくなってきたわけですから、ちょうどこれか

らはいい時期かなと思っていますので、そこへ一つ

の森を作ってもらって、森村長が森を作ったという

ことになると最高の森になるということになるので、

何とかそういう方向でひとつお願いしたいなと思っ

ておりますので、その点について村長にお伺いをし

たいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：ただ今の林業関係の

植林についてご答弁を申し上げたいと存じます。 

 村において植林事業につきましては、これまで民

有林等を買い上げ、国有林と分集林契約を締結した

中で計画的に森づくりを推進してまいりました。目

的といたしましては、主に水源涵養や魚付け林の整

備でございます。漁協女性部や農協女性部、そして

子ども達が永年にわたり植樹をしていただいている

ことに対し敬意を表したいと存じます。林業事業に

つきましては、広域的に温暖化現象の削減、国土自

然環境保全、水源涵養・魚付け林等その効果は極め

て重要な意義を成しているところでございます。今、

国道用地に先程議員さんもおっしゃったように、防

雪林の事業を実施いただいている状況でございます。

これも単に国道を守るだけの意味は固より、多面的

にその効果が発揮、期待されるところでございます。

村の事業といたしましても、村民も理解をもってお

り、こぞって植樹することが将来に向け、今私達が
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果たさなければならない使命と存じます。村有地他、

将来的に空白地に全て植樹を行っていくことが重要

と考えているところでございます。植林する用地も

少なくなってきておりますので、新たに造林用地を

確保し、植樹活動を継続していく考えでいるところ

でございます。そこで今議員さんが申し上げました、

予定している場所につきましては、これから特にそ

の空き地を使うという目的も無いと考えますので、

ここに植林をしていくということがこれから良いの

ではないのかなと考えているところでございます。

海にも近く、また猿払川・ポロ沼等にも近く、そう

いうところに植樹することによって、多面的に魚付

け林等の大きな効果が発揮出来るものと考えており

ます。尚かつ、広葉樹というようなこともおっしゃ

られておりますので、これらについても十分担当の

方と検討をして決めてまいりたいと考えております

ので、その点ご理解賜りますようよろしくお願い申

し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：長原君。 

○議員（長原寅悦君・登壇）：そういうことで一つ

よろしくお願いをいたします。 

それでは延長をかけていただいて本当にありがと

うございます。長い間、本当にありがとうございま

した。 

それで私の質問を終わらせていただきます。 

どうもありがとうございます。 

 


