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平成１８年白老町産業建設常任委員会会議録 

 

平成１８年１月１９日（木曜日） 

開  会  午前 １０時０１分 

閉  会  午後  １時５２分 

 

○所管事務調査 

 漁業振興について 

  

○出席委員（７名） 

委員長 小 西 秀 延 君      副委員長 玉 井 昭 一 君 

吉 田 正 利 君           氏 家 裕 治 君 

斉 藤 征 信 君           中 出   正 君 

堀 部 登志雄 君 

  

○欠席委員（０名） 

 

○説明のため出席した者の職氏名 

     水産港湾課長   堀 江   寛 君 

     主    幹   高 野 末 保 君 

     主    査   小 関 雄 司 君 

参  考  人    

いぶり中央漁業協同組合 専門理事    本 間 敬 次 君 

       いぶり中央漁業協同組合 漁業専門員   陳   二 郎 君 

  

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 主 幹    中 村 英 二 君 

書        記    浦 木   学 君 
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◎開会の宣言 

○委員長（小西秀延君）  ただいまから産業建設常任委員会を開会いたします。本委員会に

ついては、傍聴を許可することにご異議ありませんか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） ご異議なしと認めます。よって、委員会条例第１６条の規定により、

委員長において傍聴を許可いたします。 

 次に、本日の委員会の日程について事務局から説明をいたします。 

○事務局主幹（中村英二君） おはようございます。本日の委員会につきましては、所管事務

調査といたしまして、漁業振興についてを調査いたします。漁業振興策の現状と課題。漁業専

門員の活動や今後の課題等についての説明を受け調査を行います。以上です。 

○委員長（小西秀延君） これより、所管事務調査を行います。本日は、水産港湾課から説明

を受け調査を行いますが、いぶり中央漁業組合の本間専務理事と陳漁業専門員のお二人にも出

席をお願いしまして、現状等についてお伺いをいたします。それでは最初に執行部からの説明

をお願いいたします。堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 本日はご苦労さまです。それでは、早速レジメに沿ってご説

明をしていきますけども、その前にうちの体制についてご説明いたしたいと思います。去年の

５月１日の組織機構の再編に伴いまして、今まで産業経済課の中にありました水産係が港湾と

合体しまして、水産港湾課の中に水産グループとしてございます。グループリーダーの高野、

それからグループ委員の小関と、この二人の二名体制でグループを担っております。 

それでは早速レジメに沿ってご説明申し上げたいと思います。１から４までございまして、

１、２については私の方から。それから３、４については担当主幹の高野の方からご説明申し

上げたいと思います。それでは資料１。マグロの写真の付いてるのをお開き願いたいと思いま

す。先ず、このマグロは他の港の写真じゃございません。白老港で水揚げされたマグロでござ

います。昨年は白老支所、虎杖浜本所わせて８３本ばかり、水揚げになったということを聞い

ております。それでは１ページ目、開いていただきたいと思います。初めに１、位置・地勢。

２番目に気候とございますが、これについては説明を省略したいと思います。次のページお開

き願います。３の人口についても記載のとおりでございます。４番目の産業別人口ですが、１

次産業６７９人。この中に当然、水産に従事にする人方も含まれてるわけでございます。２次

産業が３，４８６人。これは平成１２年の国勢調査の結果でございます。今は若干、違いがあ

るかと思います。３次産業が５，４５１人。合わせまして、９，６１６人の就業人口の中で、

第１次産業の占める割合は大体７％位ということになります。５番目の白老町の産業ですが、

白老にはご承知のとおり、白老牛ですとか、道内１の生産量を誇るしいたけ、卵。それから、

虎杖浜のたらこ、秋さけ、毛がになど特産品がたくさんございます。これらの特産品を支えて

るのが、先ほどお話しました約７％の就業人口の中でこれらの産業を支えております。この他

に日本製紙、旭ヴェットですとか、工業団地へ進出してる企業もたくさんございまして、工業
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出荷額が６４９億円。これは１６年の２月末現在ですが、６４９億円となっておりまして、道

内の町村でもトップクラスと。市を入れてもおそらく１４とか５とか、そういう順位くらいに

はなるかと思います。６番目の地方港湾白老港。白老港につきましては、北海道で一番新しい

地方港湾として、昭和５７年に着工されました。平成２年の１２月には漁港区の一部が使える

ようになっております。今までここから１５キロほど離れた登別漁港まで行って、そこからま

た漁船で白老町の漁場まで往復約２時間かけて行っておりましたけれども、白老港が出来たお

陰で漁場まで往復で約１０分で行けるようになったと。移動コストが大幅に削減された形にな

って、漁家経営の安定に寄与しております。特に冬場のスケソウなんか、朝早い冬道の道路状

況の悪い中、相当時間をかけてここから行って、また家族総出で網を外しをするという、そう

いう時間的ロスがかなり緩和されたということで聞いております。又一方において、白老港の

漁港区が完成したことによりまして、登別漁港の狭隘、狭いという問題がありましたけれども、

それについても解消されたということになります。続きまして次のページ、白老町水産業の概

要ですけども、ご承知のとおり、元々町には白老漁業協同組合と虎杖浜漁業協同組合の２つが

ございました。平成１６年の４月１日に隣の登別さんの登別漁業協同組合と広域合併をして、

いぶり中央漁業協同組合として新たなスタートを切っております。旧漁業協同組合白老支所と

して白老港を基地として、それから旧虎杖浜漁業協同組合は本所として、平成１４年度から第

３種漁港になっております登別漁港を基地として、それぞれ操業しております。この第３種漁

港といいますのは、その利用範囲が全国的な規模で利用されるということで、国の直轄事業と

して整備されております。当町の漁業はスケソウ刺し網漁業と秋さけ定置への依存度が非常に

大きくて、平成１６年度の総水揚げに対して、この２つの漁業だけでも漁獲量で８６％。金額

で６４％占めております。この他にかれい刺し網、ほっき貝桁網、えび籠など１年を通して豊

な水産物が水揚げされております。平成１６年度の総水揚げは漁獲量で１３，９９５トン、漁

獲金額で２２億５，６９５万円となっております。この他にも内水面漁業として、白老支所で

ポロト湖のワカサギ釣りの漁業権を持っておりまして、また虎杖浜の本所でもクッタラ湖のヒ

メマス、チップですね、の漁業権を持っております。その他に民間の事業者さんでニジマス養

殖。それから、竹浦地区でチョウザメの試験養殖に取り組んでいる事業所もございます。 

次のページに移りたいと思います。町の水産業の振興策でございます。資源管理型漁業の取

り組みへの支援ということで、ホッキ貝の稚貝放流事業に対して助成しております。白老、虎

杖浜それぞれ放流した海域につきましては、２年間自主禁漁にして３年目以降に漁獲するとい

うことになっております。放流したとき大体９０グラム位だった稚貝が３年後には２５０、３

００グラムまで成長します。ですから３倍、４倍近位まで成長する形になります。白老支所に

つきましては１６年度は苫小牧漁協から購入したホッキ貝、稚貝ですね。１万５，３４３キロ

を放流いたしました。虎杖浜につきましては、同じく苫小牧漁協から購入しました稚貝４，４

４０キロを放流しております。このホッキ貝の稚貝の放流事業は昭和５０年代から実施してお

りまして、かかる費用の２分の１について水産振興対策事業として助成しております。過去に

は、相当昔になりますけども、虎杖浜本所でエゾバカ貝の稚貝放流事業を実施して、これにつ
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いても助成してまいりましたけれども、稚貝の確保が困難になったということで、平成１４年

度を最後に現在は中止しております。町の漁業は先ほど申し上げましたように、スケソウ刺し

網ですとか秋さけ定置など回遊する魚を取るのが主体でございまして、その年によって漁獲高

が大きく増減いたします。それが漁家経営の不安定要素となっておりますので、こういう比較

的定着性の高い貝類の資源増殖と資源管理に取り組むことは、漁家経営の安定につながってい

くということで考えております。 

続きまして、また次のページをお開き願いたいと思います。これは、漁業近代化資金利子補

給の実績の表でございます。昨年の６月の議会に１番の条例改正で提案させて、説明させてい

ただきましたが、漁業経営近代化の支援策として、漁業者の資本整備の高度化。それから、経

営の近代化を目的として金融機関から融資された金額に対して、町で利子補給を行うものでご

ざいます。１７年度につきましては、今の所、白老支所３１件。虎杖浜本所で２０件。合わせ

て５１件で１５５万５，４１４円の利子補給を実施しております。金利につきましては、おお

むね今は本人負担が利子補給をすることによって、０．７％位で借りることも出来るようにな

っております。 

続きまして、また次のページをお開き願いたいと思います。漁協の青年部、婦人部の研修事

業に対しての助成でございます。朝市、夕市、それから白老の港祭り、登別漁港祭り。何れも

大変重要な役割を果たしていただいてる青年部、女性部に対しまして、より一層新たな視点で

いろんな事業に取り組んでいただくということで、先進地視察の研修に対して助成をしており

ます。これは一応平成１０年から実施しておりますが、一応１９年度まで約１０年間続けよう

ということで実施しております。現在女性部の部員が７３名ほど、青年部の部員が４４名ほど

ございます。今年度につきましては、研修は青年部、婦人部、それぞれ各年で交互に実施する

ことにしておりまして、今年は青年部は衛生管理型の漁業を学ぼうということで、青森、秋田

方面に３月位に研修に出かける予定をしております。それに対して５０万程助成する予定でお

ります。 

続きまして、また次のページになりまして、白老港ですとか登別漁港で実施しております朝

市、夕市でございます。地産地消、魚食普及、漁家の所得向上など、水産源の振興を目指すも

ので朝市、夕市につきましては、平成１３年度から実施しております。水産物の販売だけでは

なくて、ホッキ飯の作り方、サラ貝の美味しい食べ方、秋さけの捌き方、イクラの醤油漬けの

作り方などレシピですとかチラシを配布して魚食普及を図るための宣伝、ＰＲにも取り組んで

おります。平成１５年に実施しました来場者を対象に行ったアンケート調査では苫小牧、登別、

室蘭、千歳、恵庭など近隣都市から来場者が８割を超えております。また、朝市、夕市に２回

以上来てるという方が５割に達しまして、浜の直販事業としては定着してきてるのかなという

感じを持っております。しかし、これからも継続して発展させていくためには、マンネリ化し

ない方法も検討していかなければならないというふうに考えております。次のページに朝市、

夕市の売り上げの実績を付けております。１６年が若干、１５年、１６年、集客数が若干減っ

てきておりまして。１７年については、登別漁港で１０月の２９日に夕市を実施しております。
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これは登別支所、登別市が主催、中心となってやっておりましたんで、この表には載せており

ませんですけども、合わせて今年も４回やったことになります。それで、今年は若干、集客数

や何かも増えております。今年から新たな取り組みとして、地元の漫画家の浜岡さんに描いて

いただいたポスターを作って、あちこち、苫小牧、室蘭、恵庭、主要な場所に貼ってＰＲに努

めました。その効果もあったかと思うんですが、１５年、１６年集客数が若干減ってますけど

も、１７年にはまたちょっと集客数が増えております。それにしても、やはり新しい取り組み

をやっていかなければ飽きられてしまうということでありますので、その辺が課題でこれから

検討しなければならないと思っております。 

次のページになります。水難救難所の運営に対する支援でございます。海難事故の防止と海

難事故に対応するために、白老、虎杖浜にそれぞれ水難救難所を設置されております。長年に

渡って漁船ですとか、プレジャーボートの海難事故の救助活動に多大な貢献をしております。

それに対して、町としてもこの運営に対して、それぞれ白老救難所２７万５，０００円、虎杖

浜救難所２７万５，０００円を助成して、救難資材の整備、更新などに対しての支援を行って

おります。ただ、救難所員の方は現行の水難救護法では公的な位置づけが明確でなくて、身分

保障がされてないという問題があります。そのため、町ではこの身分保障について消防組織法

に準じて法整備を図るよう北海道町村会を通して国に要望しております。 

次のページになります。白老沖に設置されております人工リーフの活用でございます。ご承

知のとおり、人工リーフにつきましては、海岸侵食の防止ですとか高波によりまして、市街地

への震動それから騒音被害縮小するという目的で建設されてるものでございますが、苫小牧等

に設置された実績から見ても、水産資源の増殖にかなりの効果があるということで聞いており

ます。人工リーフが形成された背後、砂浜が形成され、そこは静穏域になってホッキ貝の資源

の増大に効果があるというふうに言われておりまして、実際、苫小牧ではそういう成果が出て、

４倍に資源が増加したという、そういう報告がございます。また、この人工リーフが魚礁とし

ての役割も果たすということも考えられます。これについては、後でまた詳しくご説明申し上

げたいと思います。 

次のページに移ります。漁業専門員の役割についてでございます。白老町が取り組んでる水

産業の目標として、このＡ３の横長の方、フローで作っておりますけれども、それぞれ漁業振

興推進項目、それから取り組み事項、関係機関の取り組み、それに対しての将来像と、こうい

うふうに分けた形で、フローで示しております。この中で特に漁業振興推進目標の上から２つ

目です。胆振中央海域の資源管理。栽培漁業の振興。これについて漁業専門員として、専門的

な立場でから、その知識を活かして積極的に対応してもらおうというふうに考えております。

そのためにまた次のページになりますけれども、昨年９月にいぶり中央漁業共同組合漁業振興

協議会というのを立ち上げました。協議事項はここに記載のとおりでございますが、漁業専門

員それから漁業者、組合、自治体、これらが一体となっていぶり中央漁業海域の振興策を図っ

ていきたいと、こういうふうに考えております。以上、ちょっと雑駁でしたが、資料１につい

ての終了させていただきます。 
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あと、続きまして資料２。こちらは紙１枚になっておりますが、主要魚種水揚統計というこ

とで、過去６年間の水揚、主なものを表に表しております。これは白老支所、虎杖浜本所だけ

で、登別の分は含まれておりません。１６年度を見まして、総水揚数量にして１万３，９００。

約１万４０００トン。金額にしては２２億５，７００万の水揚があります。主なものは、先ほ

ども申し上げましたけれど、秋さけ、スケソウ、ホッキ貝、たこ、はたはた。この他にホッケ、

えび、毛がに、エゾバカ貝ですとかサラ貝、貝類。イカ、ソウハチですとかババカレイのカレ

イ類。それからきんきなどが主な水揚となっております。以上で、私の方の説明は終了して、

引き続き３、４については高野主幹の方からご説明をして、その後に一括質問を受けたいと思

います。 

○委員長（小西秀延君） 高野主幹、よろしく引き続きお願いします。 

○主幹（高野末保君） 水産を担当しております、高野でございます。宜しくお願いします。

今、資料１、２で課長が説明しておりますので、若干私の方も重複するかと思いますけれども、

ご了承願いたいと思います。先ず、資料３の方ご覧いただきたいと思います。漁業協同組合の

概要でございます。先ほど、課長の方から説明してございますが、１６年の４月１日に旧白老

漁協、登別漁協、虎杖浜漁協が合併して４月１日に発足してございます。代表者については虎

杖浜地区から代表理事組合長として米田組合長、副組合長については白老地区から中出副組合

長、登別地区から水戸部副組合長、３名が代表組合長、副組合長となってございます。３番目

の組合員数でございますが、白老地区については正組合員、准組合員、総数で１４６名でござ

います。虎杖浜地区については１０３名。登別地区については８２名。計３３１名でございま

す。この人数については１７年の１１月３０日現在でございます。役員数については常勤理事

１名、非常勤理事１２名、監事３名、計１６名となってございます。職員数ですが、参事２名。

この職については白老支所１名、本所１名、計２名でございます。その他の管理部門、総務部

門、信用部門、共済部門、販売部門等、計３９名でございます。登録漁船数ですが、白老地区

については１３２隻、内訳ですが記載のとおり、３トン未満４１隻、３トンから５トンが６３

隻、５トンから１０トンが１９隻、１０トンから２０トンが９隻となってございます。虎杖浜

地区は６３隻で３トン未満が２８隻、３トンから５トンについては１３隻、５トンから１０ト

ンについては１９隻、１０トンから２０トンについては３隻になってございます。次のページ

をお開き願いたいと思います。 

 組合員の年齢構成でございます。白老地区については平成１７年の１月３１日現在でござい

ますが、１４５名でございます。この表を見ていただいて、この白老地区最初にご説明します

が、平成１０年の３月３１日につては１７４名。虎杖浜について平成１０年が１２２名。平成

１７年が１０２名ということで、両漁協合わせて４９名が減少しております。この要因として

は、高齢化により廃業してもその後継者がいないということが現象の大きな要因であります。

従いまして、漁業における担い手、高齢化は全国、全道的同様の傾向が見られております。町

として青年漁業者、漁業後継者の育成を目的といたしまして、平成１０年度から漁協青年部、

婦人部の研修事業を行ってございます。１８年度についても引き続きこの事業を助成したいと
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考えてございます。なお、この表を見ていただくと分かると思いますけども、６０歳以上が白

老地区で４２名、２９％。虎杖浜地区については４０名、３９％ということで高齢化が進んで

る現状にございます。以上が漁業協同組合の概要でございます。 

 次に資料４でご説明させていただきます。白老町水産業の当面の課題でございます。最初に

登別漁港の整備計画の概要をご説明いたします。平成１４年の４月１日付けで利用範囲が全国

的な３種漁港に昇格してございます。従いまして、事業主体が道から国に移管されてございま

す。整備期間ですが、平成の１４年より国の直轄事業として実施されてございます。平成１４

年、１５年以降の整備内容については、記載のとおり１４年度についは用地の舗装。１５年度

については西岸壁の改良。こちらの方に書いてございませんが、１６年度も同じく西岸壁の改

良工事を実施してございます。１７年度についても西岸壁の改良工事と防波堤の延長。これは

防波堤を４５メーター１７年度事業で延長工事を実施してございます。１８年度の実施予定で

ございますが、屋根付き岸壁。これにつては衛生管理型対応として西岸壁に屋根付岸壁を整備

する計画となってございます。同じく防波堤の延長工事。これについては６０メーターの計画

となってございます。この、それぞれ室蘭開発建設部の方の予算要求でございまして、若干の

変更があろうかと思いますけども、この辺ご了承願いたいと思います。次に課題でございます

が、この漁港整備に合わせて老朽化した荷捌き所の建設を１８年度で予定してございます。こ

の建設に当たりまして、沿岸漁業構造改善事業で補助事業を活用する予定となってございます。

先ず、荷捌き所の建設については、図面見ていただきたいんですが。若干、小さくて見づらい

んですが。ちょうどこの漁港全体を図面化してございますが、ちょうど中央部分に薄く黒くな

ってる部分が分かるかと思いますが、この部分が荷捌き所の中央にあるんですけども、荷捌き

所の位置になります。この前が今ご説明しました、荷捌き所前、約１７０メーター位になろう

かと思いますけども、屋根付き岸壁を設置する予定になってございます。荷捌き所の総面積で

すが、製氷施設と冷蔵施設、合わせて１，１５７㎡、約３５０坪でございます。この総事業費

でございますが、概算ですがまだ決定してございません。４億９，６２０万円でございます。

この内の３分の１が国の交付金で１億６，５４０万円。登別市と白老町、それぞれの支援が５，

０００万ずつと１億円と予定してございます。漁協の自己負担については、２億３，０００万

程でございます。この事業については、１８年度予定してございます。また、資料４の最初の

方にお戻りいただきたいと思います。次にえりも以西海域栽培漁業拠点センターについて、施

設等の概要についてご説明いたします。この施設についてはマツカワの種苗生産及び中間育成

を目的としてございます。施設の建設場所については、拠点センターについては伊達市。これ

については１７年の１月に完成し、既に新魚を育成してございます。サブセンターについては

えりも町に建設中でございます。２月中に完成予定になってございます。生産規模でございま

すが、マツカワ８０ミリの種苗を１００万尾予定してございます。次に建設年次等ございます

が、１７年度に拠点センター、１１月に完成してございます。１８年度以降、マツカワの種苗

放流を計画してます。大体２１年には漁獲発生という予定になってございます。種苗配分計画

でございますが、渡島東部５万尾、噴火湾渡島２０万尾、噴火湾胆振２０万尾、胆振太平洋２
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０万尾、日高３５万尾、計１００万尾となってございます。次のページをお開き願います。い

ぶり太平洋の内訳でございます。鵡川から厚真、苫小牧、白老、虎杖浜、登別、合わせて２０

万尾で配付で１８年度放流予定になってございます。内訳でございますが、負担金のいぶり太

平洋の中、白老、虎杖浜、登別の内訳でございますが、白老については３万４，０００尾、虎

杖浜については３万３，０００尾、登別については３万３，０００尾放流予定となってござい

ます。負担金の内訳でございますが、いぶり中央漁協として７５万円の負担になってございま

す。町の負担金として５０万円、登別市は２５万円と、計いぶり中央漁協海域で１５０万円の

負担でございます。 

次のページをお願いしたいと思います。白老沖の人工リーフの整備促進でございます。先ほ

ど課長からご説明させていただいておりますので、設置目的等を割愛させていただきます。進

捗状況でございますが、１２年度に１基目を着手してございます。１基目については１５年度

に完成し、１６年度に２基目の着手に入ってございます。この人工リーフについては、全体で

３基を予定してございます。場所についてご存知のとおり白老東町、大町沖。約３６０メータ

ーの沖合いに３００メートルの人工リーフを３基投入する計画でございます。この人工リーフ、

後ろのページを見ていただきたいんですが。後ろから３ページ目。人工リーフ設置による効果

でございます。これは北海道栽培漁業振興公社の調査によるものですが、人工リーフの周辺の

経年変化について毎年２回公社の方で調査してございます。ホッキ貝については減少しており、

１４年は９個体、１５年は３個体と激減しております。１６年度の調査では５９個体まで増加

して、この全て殆んど４ミリ以下の当年貝の発生している状況があります。２番目の人工リー

フについてですが、当然漁場が消失されてるということで、水産協調型の事業で進めており、

コンブ類あるいはウガノモク類が成長されてるのが確認されております。また、人工リーフに

ウニが数個体、これらも確認されてございます。次のページに写真２枚ほど付けてございます

が。人工リーフに貼り付けてるプレートでございます。このプレートに、一番上見ていただい

たら分かると思いますが、ウガノモクの胞子を付けてございます。この設置については１５年

の１０月でございますが、３ヵ月後にはこのプレートから約１０センチくらい成長したのが確

認されると思います。次のページなんですが、このプレートの成長の具合ですけども、２０ヵ

月後、沖合いのリーフと下の部分が陸側のリーフでございます。ウガノモクが２メートルくら

い成長しております。このウガノモクにはたはたの卵が付けるということで協調型のリーフと

いうことで、公社、国等が共同で設置しているものです。このウガノモクについては、１月の

中旬から２月の下旬にかけ公社の方ではたはたの卵を付けてるかどうか、実際に潜って調査す

る予定になってございます。また、その結果をご報告したいと考えてございます。 

次に４番目の漁場造成を栽培漁業の推進でございます。先ほどから重複する部分があります

けれども、白老町の漁業についてはスケトウダラと秋サケが主要漁業でございます。そういっ

た部分で、資源管理漁業の取り組みとしてホッキ貝の種苗の放流。昭和５２年から白老、虎杖

浜両海域で実施してございます。この放流事業についても１８年度も予定してございます。そ

れと合わせて、道の事業として１８年度に白老沖と虎杖浜沖に大型漁礁４基ずつを投入する予
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定になってございます。もう１点の推進事業については、はたはたの産卵所。これについても

道の事業として、平成２０年から虎杖浜地区に産卵所を設置する予定になってございます。以

上でございます。 

○委員長（小西秀延君） ただ今、説明がございましたが、この件について質疑がございまし

たら、どうぞ挙手をお願いいたします。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 資源の減少によって、栽培漁業、管理型の漁業への変換が、非常に大

きなポイントになってると思うんですけども、今の説明を受けますと、ホッキ貝はある程度成

功してるという報告でございました。今後の管理型漁業について、ホッキ貝の他に、今の伊達

のセンターの問題もございましたが、白老、登別漁港独自で進める事業計画がおありかどうか。

それから、漁業専門員の設置については非常に喜ばしい経過で期待しているわけでございます

が、これらを含めて、両漁港の今後の活動計画、行動計画について設定させておりましたらお

知らせいただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） せっかく専務来られてますので、直接専務の方から 

聞いてもらった方が良いかと思いますので。 

○委員長（小西秀延君） 本間専務理事。 

○専務理事（本間敬次君） ただ今、ご質問ありました、組合としての資源管理、栽培漁業の

振興計画はどうなのかということの関係については、私の方からちょっと若干お話添えておき

たいと思います。現在、ご質問のとおり、組合の方として取り進めをしてるのは、ホッキの種

苗放流。さらに、はたはたの産卵後の卵塊回収で自然ふ化ということで、取り組んでおります。

これは、白老地区の場合は網を使ってはたはたの卵の回収をしております。虎杖浜地区、登別

地区については従来の漁業の中で刺し網にかかる卵を回収しまして、これを一時陸上の活魚施

設に蓄養しまして、その後海面に養殖籠等に入れまして、自然ふ化をさせているというような

取り組みを実はしております。はたはたは場合はどちらかと言いますと、ふ化後着底する傾向

がございまして、稚魚が発生しますと、着底して砂に潜って一定期間生息して、それから沖に

出るというような習性があるように聞いております。それと、登別地区ではウニの稚貝、稚ウ

ニの育成と放流を実は実施しております。根付け資源としては、これらを中心に今進めており

ます。基本的には継続事業を中心にして進めているわけですけれども、今後、段階的にそれぞ

れ漁場環境に即したものを、それぞれ適宜に検討しながら対応していかなければならないだろ

うというふうに考えております。特に虎杖浜地区では平成１７年に入って、潜水でなまこの採

取をしております。生産金額で約１，２００万程の生産がございますので、この辺の資源動向

を見ながら、取り運びをしていきたいなというふうに考えております。今、ご承知かと思いま

すけれども、なまこについては中華料理の原料として、それぞれ乾燥させたものを。加工物が

かなり人気が高くて、生鮮向けよりも逆に価格がかなり高いということで、通常の生鮮向けよ

りも価格的には倍近い金額だというようなことで、この辺が特に全道的にも取り組んでいく姿

勢で今、栽培公社等も今年から調査に入るというような取り組みもあるやに聞いておりますの
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で、それらと連携しながら進めていきたいというふうに考えております。あと、ご質問の中に

もありましたようにマツカワ、通常王蝶というような称号で呼ばれるわけですけれども、これ

の放流が１８年から実施されるということになります。これに向けて、資源の回復計画という

ことで、体長３５センチ未満の採捕を禁止するということで、この１７年度の６月の通常総会

で、関係組合、えりも以西の関係組合から、南茅部町までの管の各漁協で漁業権の行使取得の

中に、こういった設定をいたしまして、今後それ以外の漁業者、例えば沖底あるいは定置関係

者。こういった方々についても資源管理協定を結んだ中で、採捕の制限をしていくと。あるい

はまた、遊漁者の方々についても道の行政指導の中で、各遊漁団体等を通じてこういった資源

管理の徹底を図っていくと。こういうような取り組みを実は進めることにしてございます。 

○委員長（小西秀延君） 他に。今後の漁業計画を、陳専門員の方からあれば、ご質問の内容

にお答えいただければと思うんですが。 

○漁業専門員（陳 二郎君） 今、専務がおっしゃったこととほとんど同じことでありまして、

特にホッキ貝を中心とした二枚貝については、前浜の振興を図るために資源を維持、もしくは

なるべく増大させる方向で、漁業者の皆さんのやる気を起こさせるといいますか、そういった

意欲を高めて行くつもりであります。また、はたはたについても同様に卵塊の回収、及び白老

についても網産卵の充実とか、そういった方向でやっていきたいと思っております。なまこに

ついては、昨年ちょっと先進地の調査もかけまして、資料は揃っていますので、これから虎杖

浜近辺では実際の潜水調査の模様とかやって参りたいと思っております。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員、よろしいでしょうか。それでは、他にご質問。玉井副委

員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 単純な質問なんですけども。マツカワを１８年度に１００万尾放

流すると、予定だということなんですが、マツカワなんかは勿論泳ぐから何処行くか分からな

いと思うんだけども、これは２００海里近辺では間違いなく居るという想定の元に放流するわ

けですか。それと、何年位で、どれ位大きくなるのか、この辺だけを教えていただきたいと思

いますけれども。 

○委員長（小西秀延君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 先ず、私の方で答えれる範囲でお答えしたいと思います。マ

ツカワはこの辺に放流して、この辺だけで回遊して、他の方に行かないのかということだと思

うんですけども。実は本州の方まで南下するという話をちょっと聞いておりました。ただ、昨

年ですけども、既に試験放流しておりましたマツカワあるんですけれども、それが捕獲されま

して、それ標識付いてるものですから、それが白老の港で１５、６匹取れておりますので。全

てが全てここから出て行ってるということではないかと思います。 

○委員長（小西秀延君） 本間専務理事。 

○専務理事（本間敬治君） マツカワについては、この地域というのは古くから生息しており

ました。資源的にはかなり、やはり枯渇状態にございまして、これは大きな要因としては、や

はり底引漁法の影響というのは大きいのかなというふうには思っております。現在、マツカワ
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についてはほとんどが天然物というよりも、養殖物が捕獲されているものがほとんどではない

かというふうに、私共は受け止めております。これは、先ほどもちょっと申し上げましたが、

栽培漁業公社で生産をしておりまして、それぞれ特定の地域ですが、ここでは伊達から５，０

００匹の放流がずっと継続行ってきました。こういったことで、それぞれある程度の養殖魚が

成長してきたというふうに思ってるんですが。特に北海道で、それぞれ４ブロック、日本海、

太平洋、道東海域とオホーツクというふうに、それぞれ海域を区分して。日本海についてはひ

らめを中心でやりましょうと。太平洋については、マツカワを主で対応しましょうというのが、

これは北海道の栽培漁業計画の中に入ってる特定魚種というふうに受け止められて差し支えな

いかと思うんですが。そういうことで、この太平洋についてはマツカワを中心にしてというよ

うなことで取り組んでおります。今、この１１月の後半位に新しい施設が一部供用開始されま

して、新魚を蓄養して今生産に入っております。この１８年の大体秋口に放流予定なんですが、

放流サイズは大体８センチ位のサイズの予定でおります。ですから、先ほど玉井委員、ちょっ

と触れましたけども、割合と一般の魚種から見ると、成長は早いようです。ですから、だいた

い少なくても、２年から３年位の間に採捕対象には出来るのかなというふうに思っております。

当初はこの施設も伊達の施設だけというふうに私共は受け止めてたんですが、最終的にはえり

もにサブセンターを作るという経過になったわけですけども、どちらかというとえりもについ

ては、以前からえりもで、はたはたの養殖の栽培の取り組みを実はされておりまして、マツカ

ワが終わった後にえりもついてはその施設を活用して、単独ではたはたの事業を実施すると、

こういうような考えも実はあります。さらにまた、渡島東部の方につきましては、どちらかと

いうとクロゾイを中心にして考えたいというようなことで、この施設の今言われるマツカワの

以外の期間においては、渡島太平洋を中心にして、クロゾイを主として進めるというようなこ

とで、先ほど主幹の方から説明があった配付尾数の中でも、渡島の方では若干数量が少ないと

いうのは、その辺にあろうかというふうに思っております。今後の運営形態なんですが、基本

的には今申し上げてるように、１００万尾用の生産規模で継続運営するというのが基本なんで

すけども、これの施設については、道が建設をしまして、これの委託を受けて栽培公社が事業

を行うと。この運営についてはえりも以西協議会。先ほどから申し上げてるように、南茅部町

から襟裳町までの漁協。あるいは市町村。これらが組織、構成してますえりも以西協議会とい

う団体で、この運営管理をするということになってございまして。えりもサブセンターの施設

含めまして、年間約９，７００万程の事業費を、マツカワについてですけども、見込んで実施

すると。この中に国あるいは道の実証実験期間中は補助をするという形で今進めておりますけ

れども、その後の期間については、当然事業主体が負担をしていかざるを得ない。特に国、道

の財政状況も厳しい状況と言われておりますので、この辺の国なり道の補助が何時までいただ

けるのかということが、今後の大きい課題かなというふうに受け止めております。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 仙台沖のマツカワは凄く有名だというお話を聞いておりまして。

たまたま北海道の渡島地方にもマツカワは取れたと。そのマツカワは、北海道のマツカワも有
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数なマツカワだというふうに言われた時がありましたよね。そんなことから、マツカワの生産

ということになったと思うんですけども、この生産がどんどん出来ればいいなと私も思ってる

んですけど。先ほど課長言われたように、南下するのかなと、若干。それはどういうふうに南

下するのかなと。例えば温度の差で行くのか、海流で行くのか、それが私は全然わかんないん

だけども、なるべく南下しないで、放流したものがこの辺に居てくれれば、これは一番良いこ

となんだけども、そうはいかないんでしょう。その辺のことは、ある程度のことでいいんです

けども、教えていただければと思うんですけども。 

○委員長（小西秀延君） 本間専務理事。 

○専務理事（本間敬次君） マツカワについては、時期的に丘から沖への移動は相当あるやに

聞いております。時に、最近の傾向としては、釣りについては、どちらかというと沿岸側から

投げ釣りで時期的には５月、６月に釣られることが多いというふうに聞いております。逆に船

釣りでは、ほとんど上がってないというふうに先日の遊魚者との対話の中でも、ちょっと聞か

れております。そういうことで、どちらかというと栽培魚種ですから、餌をやってるわけです

から、割合には餌付けには餌に付きやすいという傾向があるのかなというふうに、私共は受け

止めてるんですが。この辺の移動性というのは、まだ私共は詳しく解明されてる知見というの

はあまり聞いてないんですけども、少なくとも過去の資源動向から見て、この沿岸については

日高から胆振にかけては過去には相当獲れた実績もございますので、そういう意味ではそう大

きな移動性はないのかなというふうには思っております。特に、どちらかというと宮城県とか

福島の方はひらめを中心にして放流をしてますので、そういう意味ではマツカワとは生息とは、

ちょっと若干違うのかなというふうには思っておりますけれども。ちょっとはっきりしたこと

は言えないんで、申し訳ないんですけれども。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 今言われたように、丘の方に近くで釣れるということは、そんな

に移動はしないんだなというふうに、私は聞いてて思ったものですから。結構です。ありがと

うございました。 

○委員長（小西秀延君） その他に。斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 産業建設関係。初めてございますので。海のことは、全くの素人でご

ざいます。いろいろと教えていただければと思うんですが。人工リーフを入れて、ウガノモク

ですか、こんなに発生して、ここにはたはたの卵が付くというようなこと、なるほど、この写

真を見ながら、こういう状況なのかというふうに思ったんですけれども。元々はたはた何てい

えば、北海道よりも東北の方で聞いたことであって、最近は北海道周辺でそういうものが見ら

れようになったということを聞いてはいたんですけれど。今この話を聞いておりますと、平成

２０年以降産卵地を設置したりして、本格的にかかるのかなというふうに聞いたんですが。ま

だまだそれが成果を上げていくまでには、かなりの年数はかかるかなというふうな気がして聞

いてたんですけども。このハタハタを養殖してくという、青写真をどんなふうに将来見込んで

るのか。採算が取れるような、そういうような経過がハタハタで取れるのかどうなのかという
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ようなことを、どんなふうに考えておられるのか、その辺ちょっと概略を教えていただければ

というふうに思いますし、あるいはハタハタだけじゃなくて、にしんの卵なんかも付いてるん

ですよね。そんな話も聞いたんです。そういうようなものも何とか、一緒に出来るのかどうか

どうなのか、そのあたりのことをお聞かせいただければと思いますが。 

○委員長（小西秀延君） 本間専務理事。 

○専務理事（本間敬次君） ハタハタについては、今ご質問あったようにどちらかというと秋

田あたりが主軸でいろいろ聞かれてると思うんですが、割合と岩礁地帯の藻に先ほども言った

ウガノモクに産卵するというふうに言われておりまして。最近の傾向としては、やはり海岸保

全の関係等が最近各地区で進められることによって、それに着生する海草等にハタハタが産卵

する、いうような傾向が見受けられまして、これが結果的にはかなり全国的に北海道も範囲が

拡大されてきてるということは言えると思うんですね。ですから、以前は特定の岩礁地帯のそ

ういったものを場にハタハタが着生してきたというのが、今言った人工リーフ、あるいは海岸

保全のブロックを投入することによっての形態が変わってきてるということは大きく言えると

思います。それで私共、質問の今後の青写真はどうなのかということと採算性はどうなのかと

いうことなんですが、組合としては、陸上施設というものは、私は今のところ考えてはいない

んです。自然の産卵する卵を回収して、効率的に地先でふ化が可能かどうかということを、今

実質的に継続してやってきております。先ほど申し上げましたように、ハタハタの場合は自然

に産卵した稚魚が砂の中にそのまま着底しますので、割合と定着率が高いのではないかという

ふうに受け止めております。ですから、そういう意味では、そう大きな投資というのは必要は

ないのかなというふうに受け止めております。そういうことで、とにかく取り組みやすい方法

からやってはどうかなということで今、実は考えているところであります。そういう意味で、

先ほどちょっとマツカワに絡んで、えりもとの話をさせていただきましたけれども、えりもは

以前から施設を持ってまして、陸上で回収した卵を陸上でふ化をさせて放流するという形態を

とっておりますけれども、私共、今考えているのは、受精した卵を回収して、それを海へ敷設

して自然にふ化をさせるというような取り組みで実は考えて実施してるということです。 

○委員（斉藤征信君） にしんはどうなんですか。 

○専務理事（本間敬次君） にしんは、この沿岸はどちらかというと、沿岸ではにしんは捕獲

されるんですけども、産卵藻についてはどちらかというと、この沿岸というよりも、苫小牧の

港内で実はそういった状態が発生してまして。ですから、苫小牧では卵の回収と言いますか、

ふ化というよりも、港内に入って来てるんですね。港内で産卵が見受けられるというふうには

聞いております。ただ、この沿岸ではなかなかちょっと難しいですね。うちの中出組合長がご

承知かと思うんですが。 

○委員長（小西秀延君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） ハタハタがそういうふうに卵を取って、そして自然にかえしていくと。

着底も割りに良いのではないかという、今見通しなんですよね。そうやって増やすことによっ

て、近くの海辺で漁獲高が上がっていくと。数さえ増えれば取れるであろうということなんで
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すか。 

○専務理事（本間敬次君） ある程度、稚魚が着底して、一定のサイズになりますと沖へ出る

んですね。沖へ出ますので、沖で捕獲される度合いによって、沿岸の海域が変わってくるとい

うことは言えるかと思います。私共、いろいろ聞いてる範囲では、やはり一部の地区では沖の

ハタハタの捕獲の規制をしてるという所もあるやに聞いております。ですから、いろんなそれ

ぞれいろんな資源管理の方法はあろうかと思いますけども、特に先ほどの資料を見てお分かり

かと思うんですが、去年、一昨年は必ずしもハタハタの状況は良いとは言えません、水揚の状

況は。逆に、数年前がかなり高い数字が上がっております。これはやはり、この１、２年の傾

向としては、気象環境等の関係もあるのかと思いますけども、短期集中型というような傾向が

見受けられてまして、１週間程度、どっと丘に入って一気に産卵して、そして終わってしまっ

たという傾向が、この２年程続いております。ですから、これは海水温で丘に入って来れなか

ったと言いますか、そういったいろんな海上の変化と言いますか、そういったものも影響があ

るのかなというふうに思っております。 

○委員長（小西秀延君） ここで、暫時休憩を取りたいと思います。再開を１１時２５分より

再開したいと思います。 

休憩 午前 １１時１４分 

  

再開 午前 １１時２３分 

○委員長（小西秀延君） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 私も斉藤委員と同じく、今回産建の常任委員会というのは初めてなも

のですから、本当に海のことというのは、素人と同じなものなんですけども、今までの説明の

中でお伺いした栽培漁業の大切さだとか、そういった物事の考え方は本当に良くわかりました。

ただ、例えば建設業、土木業、農業、漁業、この三つを見てみても昔から言われることが、例

えば危険であったり、汚かったり、３ｋと言われる部分ですよね。そういったものについて、

いろいろな改善をしながら、何とか後継者づくりということで努めてきたと思うんですけども、

今やっぱり漁業の問題でも、後継者づくりというのは、本当に大きな重要な課題だということ

は今資料貰った中で、青年部の取り組み、女性部の取り組みを見て分かるんですけも、現実的

に少子化だとか、いろいろなことが世の中、それが一番重要な課題となって考えられた時に、

白老町の漁業という部分で考えると、回りの環境整備はどんどん出来てくるけれども、それを

引き次ぐ後継者の在り方、後継者の現状と言いますか、そういった部分についてはどう捉えら

れてるでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 本間専務理事。 

○専務理事（本間敬次君） 大変、厳しい状況にあることはご承知のとおりなんですね。私共

は後継者の問題というのは、やはり一番原点というのは、やはり所得向上であろうというふう

に思っております。やはり、苦労して、苦労が実れば後継者も育つだろうというふうに私共は

受けております。すなわち言い換えれば、それだけの労働に対して、所得が伴えば、後継者も
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自ずから育つであろうというふうに、理解をしております。従いまして、そういう努力をしな

きゃならないでしょうし、その継続性がなければならないだろうということで、栽培事業の振

興ですとか、あるいは資源管理型漁業というようなこと。特に国自体も資源管理の徹底という

のは、水産資源というのは、国民共有の財産であるという水産基本法の中で謳われてまして、

これに関して自然の保存管理ということが言われております。従って、これを基本にしたやは

り施策と言いますか、生産の安定というものが極めて重要であろうというふうに思っておりま

す。旧虎杖浜にしても、実態としては先ほど年齢構成にありましたように、かなり高齢になっ

てきております。ただ、それぞれ通常経営者と言いますか、船を持って経営をされてる方々に

ついては、現在のところ何とか若手と言いますか、３０代、４０代の方々が後を継いでるとい

うようなことが見受けられますので、問題はこの後の体制が継続されるかどうかということが、

一番懸念されるところであろうと思います。白老地区にしても、去年も２０代、３０代の方々

が５名ほど新規に加入がございましたので、この辺の推移を見極めていかなければならないど

ろうと。また、登別地区においても、一時ホッキの生産がかなりウェート高くなった時期に後

継者がＵターンしてきたという傾向も実は見られたことがございます。そういったことを踏ま

えて、前段で申し上げたように、ある程度労働に対する所得が、報酬が伴えば、それなりに後

継者もある程度育つであろうというふうには考えてます。従いまして、そういう意味での対策

というものが必要ではなかろうかというふうには受け止めております。 

○委員長（小西秀延君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今、専務が言われたとおり、３０代、４０代の方々が中心になってい

らっしゃるということで、まだまだこれから何年間かは安定したっていったらあれですけど、

漁業という部分では見ていけると思うんです。その後が大変だと思うんですよね。僕、漁業と

いうのは技術屋だと思って。漁家の方というのは、僕は技術屋だと思うんです。ですから、技

術屋を育てるということは、本当に大変なことであって、特に漁業畑と言いますか、そういっ

た所で所得を得られて、その背中を見て育った子ども達が、やはり小さい頃から環境に親しみ、

そういった方々が後を次いでいってもらうことが、一番理想的な漁業の環境なんじゃないかな

と思うんです。確かに、他から学校出られて学んで来られる方も確かに必要でしょうけども、

そういった面では、そういった環境をしっかり整えていただく中で、所得の向上につながる漁

家経営の安定化というのが、先ず第一であろうかと思いますけども、それに伴う子どもを生み

育ててもらうということも、大事なことではないかと思うんですね。そういった部分では、こ

れから前向きな漁業のあり方について、これからどんどん進んで行くと思いますけども、是非

そういった面も漁組の中で話し合いながら、明るい漁業のあり方について皆さんと一緒に語っ

ていっていただきたいと思いますし、私もいろいろこれから２年間勉強させていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長（小西秀延君） 他に、お持ちの方は。斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 漁業協同組合の行っている朝夕の市の件について伺っておきたいんで

すけれど。現在の町長になってから、市場をやっていくということでこれを始めて、凄く人気
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があるということで、凄い盛況であるということを聞いてはいるわけですけども。この表を見

てみますと、波はあるものの一定した人気は保ってるということがよく分かるわけです。その

中で、料理法だとか何かも皆に伝えるというような形まで取り入れながら、青年部や婦人部が

やってるということは素晴らしいことだなというふうには思って見ています。そこでちょっと

お聞きしたいんですが、ここの表現の中に、人気はあるが近隣都市からの来場が 8割を超えて

いるということで書かれて、地方に広がっているというふうには、それだけ白老が期待されて

るというふうには分かるんですけれども。町民に対して、町民の関心と言いますか、白老町民

への貢献というのは、どういうふうに捉えられてるのか、そのあたり分かりましたら教えてく

ださい。 

○委員長（小西秀延君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） ただ今のお話ですけども、町民の方々も来られてまして、そ

れはご承知かと思いますけども。あと、結構朝市、夕市というのが一般の方もやったりしてる

場合もあるんですね。国道３６号の所に毎週土日になれば夕市とかそちらの方に一部流れたり

もしてあるなと思いますし。去年、マグロ市もやったんですけども、この時はあまりＰＲはし

なかったと。にも関わらず、マグロだけでも７００人の人。それもあまりあまりＰＲしてない

と。ですから、そういう魅力あるものに対しては、地元の人も敏感に来ると。さっきも申し上

げたんですけど、同じパターンでずっとやってくれば、やはりちょっとマンネリ化してるとい

うことで、今回行かなくてもまた違う機会で買うとか、そういう方向になっていくのかなと。

その辺は、一つはマンネリ化しないようにということを考えていかなきゃならない。もう一つ、

町外から来るとことは、非常に良いことだなと、こういうふうには思っておりますので、それ

と先ほどのようなポスター作って、苫小牧、室蘭あちこちに貼って集客を図ってるわけです。

それで、白老の水産物、海産物が美味しいということが理解してもらえれば、例えば虎杖浜な

んかに一杯加工品ですとか干物売っておりますけれども、そういう所にも足を運んで来るよう

になるのかなというふうに思ってます。 

○委員長（小西秀延君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） よそから来ていろいろと買っていただく、白老がそれだけ人気を高め

ていくことを否定するわけじゃないし、素晴らしいことだと思うんです。それより先に町民が

どれだけ喜んで、新鮮な物を手に入れて喜んでもらえるか。それが基本だろうと思うんですよ

ね。それがあって初めて安定した他の地域にも広がっていくという、そういうものがあるんだ

ろうと思うんですけども。そのためには、今どうするかということなんでしょうけども。ただ

これが、漁協の青年部や婦人部の人達の仕事でもある反面、これをもっと常設して、多分かな

り忙しい中で、こういうことをやってるんでしょうから、大変な仕事だろうと思うんですけど

も、それらを年間通して常設していく方向だとか。あるいは漁協の人達がやるんじゃなくて、

町の人達が変わってそれらを取り扱うだとか、そういうような方向付けというのはあるのかな

いのか、そういうふうにものは考えられないのかどうなのか。そのあたり、どんなふうに考え

ておられるのか、将来展望という形で押えてる所、聞かせてください。 
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○委員長（小西秀延君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江 寛君） 今のお話ですけども、我々も港の委員会や何かで、苫小牧の

視察に行った時に、漁港区の近くに常設の市場があって、そこで地元で取られたホッキ貝です

とか、水産物を売ってる市場があったかと思うんですけども、将来的にはああいう形になれば

良いなと考えております。そういったスペースも白老港でしたらありますし、登別漁港も将来

的には産地直販場を作っていきたいという計画もありますので、そういう中では対応出来ない

かということは検討したいと思います。何れにしろ、あまり行政が建物作って、どうのこうの

というよりも、やはり自発的に町の人がやりたいという、そういう雰囲気に持って行かなきゃ

駄目かなというふうに思っておりますけど。 

○委員長（小西秀延君） 斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 確かに、あれが常設されて、どんどん新鮮なものが町へ出て行くとい

うことになれば。願いとしては、町民としては活きの良い物を手に入れて食べたいという願い

と同時に、それがどんどんやられていけば、町の生鮮食料を売ってるお店に打撃を与えるとい

うようなこともあるだろうと思いますんで、それらを加味した上で町の人も含めて、常設にな

るような方向というのはやっぱり考えていかなきゃならないんじゃないかなというふうには思

ってはいるんですけども、それはそれで良いんです。もう一つだけお聞きしておきたいんです

けど。例えば、漁港に魚が入って来る。その入ってきた物が、流通の関係で言って、町民にど

んどん配られるシステムになってるのかどうなのか。いさり火がずっと点いているのに、朝活

きの良いイカがホテルへぱっと入って来ないとか、何かそんな話も聞いてはいるんですけど、

せっかくそういうものをお客さんが見ているのに、活きの良いイカが食えるのかなと思ってた

ら、なかなかすっと入って来ないと。そういうような流通の関係で言って、町民や他所から来

た人達が粋の良い魚を直ぐに食べられる仕組みというふうに保障されてるのかどうなのか、そ

のあたりの仕組みについてちょっと教えていただきたいと思うんですが。 

○委員長（小西秀延君） 本間専務理事。 

○専務理事（本間敬次君） 実は産地市場の場合、それぞれ特定の仲買人というのは登録制に

なっておりますので、残念ながら一般町民の方々が個々に市場から魚を買えるというような仕

組みになってないということがございます。ですから、この辺が今言われる町民の方々が自由

に例えば市場に行って好きなものを買うとか、そういったことについては出来る仕組みにはな

ってない。あくまでも登録仲買人が中心で、それぞれ購入するというふうになってます。漁協

の市場の場合は、全道的に同じ形態になってるんですけども、仲買人の代金回収については、

北海道漁連が行っております。これは、組合が債権譲渡をして、代金回収だけは道漁連が行う

というような仕組みになっておりまして、通常債権譲渡と言ってるんですが、それぞれ仲買人

が登録制になってますので、買い付け限度というのが設定されております。お互いの規模等に

よって金額も違いますし、それに伴って当然債権管理上、やはりリスク背負いますので、保証

金制度というのも当然ございますので、そういうような仕組みに実はなっておりますので、残

念ながら一般の方々には買えない、こういうことを一つご理解いただきたいということでござ
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います。それと、流通問題なんですが、当然今言われる仲買人が買われるもんですから、それ

ぞれ例えば特定のホテルと仲買人が契約されてる場合は、今言われるように朝イカを仲買人が

購入して、即ホテルに卸すということは可能ですし、一部虎杖浜の中でもそういった取り扱い

をしてるというふうに聞いてる所もございます。全般的にどうなのかということになりますと、

全体の把握はしておりませんけれども、そういった取り組みをしてる所もホテルの中にはある

やに聞いております。現在、登別漁港に上がるイカについては、ほとんどが室蘭の中央市場に

出荷をしてるのと、あるいは価格的なものがあって、札幌の中央市場に搬送されるものも中に

はあります。これはイカですから、時間的には朝早いわけでして、ですから間に合う時間帯で

あれば、札幌まで陸送して販売するというケースもあります。ですから、その時によっても、

市場状況によっては、そういった流れで動いておりますので、残念ながら一般の町民の方につ

いては、仲買人がどういう形で流通されるのかということが、大きな所が出てくるかと思いま

す。それで、前段の先ほどの朝市、夕市の関係に触れさせていただくんですけれども、私共は

どういう形にせよ、地元で消費されるのが一番やはり経費かかりませんし、そういう意味では

好ましいことなんで、出来るだけ地産地消というような、最近農業関係でも同じように、そう

いったＰＲを兼ねて、実は朝市、夕市をやろうやということで、町の支援を得て取り組んだ経

緯がございました。今、指摘ありましたように、残念ながら白老町の町民に歓迎されてないん

じゃないのかというような話なんですが、私共、他の隣接する方々を中心にして、朝市、夕市

をやってるわけではございませんので、目的はやはり地元の方々が喜んでもらえるようなつも

りが、残念なから近隣の方が多かったと、こういうことでして、その反省点として、今後どう

しなければいけないかということは、確かにご指摘のとおりであろうかとは思いますけども、

目的はそういう目的ではございませんので、その辺はご理解いただきたいというふうに思いま

す。それで、以前の見野町長の時代から、何とか朝市を定着させるようなことでやってはどう

かというような話が再三あったんです。そういうことを一つの足掛かりとして、いろいろやっ

てはいるんですけども、残念ながら漁業者がやるということについては、どうしてもやっぱり

限定されることが多いんですね。いろんな時期的なこともありますしね。ですから、一番取り

組みやすい時期ということで、７月から９月のスケソウ始まる前までの期間で、最低は一ヶ月

に一回やろうやと。その時期のメインの魚種を中心にしてやろうやと。出来るだけ他の地区の

ものは持って来ないで、地元のもので出来れば対応するようなことで、考えてはどうかなとい

うようなことで。あまり品数が少ない場合、たまに珍しいものがあればということでなれば、

また別ですけども。ですから、去年あたりもご承知かと思いますけど、定置でブリの小さいの

が相当揚がりまして、これも実は大体１キロから２キロ位の持って来たんですけども、残念な

がらあまり売れ行きは良くなかった。食べ方が分からなかったということがあるんでしょうけ

ど。そういうようなことで、たまに珍しい魚種が揚がってもなかなか人気がなかったというよ

うなこともございまして。いろいろ取り組む側もちょっと苦慮してるところもあるんですけど

も。特に生ものというのは、残ったらどうするかということがありまして。これで個人でした

ら、残ったものを加工にして、干し物に出来るのは、干し物にするといか、あるいは他のもの
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に加工していこうかというようなことがあるんですが。組合が、あるいは漁業者がやる場合は、

残ったらどうするんだというようなことで、その辺も対策も講じながら、取り組まなきゃいけ

ないところに一つの難しさがあるということもございますんで、出来るだけ基本は町民歓迎へ

ということは基本になってまして、その辺だけはご理解をいただきたいなというふうに思いま

す。 

○委員（斉藤征信君） よくわかりました。やっぱり、そのような形で考えて、難しい問題が

たくさんあるんだろうと思いますけども、やはり我々新鮮な物を口にしたいという願いという

のはあるわけです。よろしくお願いしたいと思いますが、私も虎杖浜に何年か住んでた時に、

せっかく地元で取れた魚が、室蘭経由して手に入るんだという話、嘘か本当か、どういうふう

になってるのか、追っかけてみたわけじゃございませんので。そういう話というのがあって、

本当に取りたてのやつ食いたいなと話も随分したことがあったもんですから。やはり、そのあ

たりの流通関係も出来るだけ地元の人が活きの良いものを食べられるようにということで考え

ていただければと。私もこれからすこし勉強しながら、そのあたりまた後でお聞かせいただけ

ればと思います。ありがとうございました。 

○委員長（小西秀延君） 本間専務理事。 

○専務理事（本間敬次君） 私も、出来るだけ仲買人の方も範囲を限定しないで拡大していき

たいなということで、最近はホテル関係も仲買人に参画してることが多いですね。一例を挙げ

ますと、ホテルいずみも、もう何年もなりますし、昨年はまほろばも仲買人に参画してきてお

りますので、それぞれ地元の食材を地元で消費していただくというのが基本で、我々も取り組

んで。あまり仲買人の制限をするという考え方持っておりませんので、出来るだけある程度年

間効率的に使えるんであれば使っていただきたいなというふうに考えておりますので、そうい

うことで、一つご理解をいただきたいなというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 他に。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 先ほどの漁業後継者の問題で、ちょっと簡単でございますが。白老町

で言いますと、６０歳以上が大体の４２％以上の後継者で、５０歳以上になると半分以上にな

っちゃう。私は韓国を往来してまして、向こうでいきますとフィリピン人とかインドネシア人

が結構船に乗っておりまして、そして今のような後継者がいないということで、年いった後継

者が割りとオーナー制度とって船に乗せてるやり方をしてる所が多いんですけれども。例えば、

そのような方法が漁業権の問題となにか抵触することがあるのかどうか。あるいは、そういう

ふうな方法がとれるのかどうか、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 本間専務理事。 

○専務理事（本間敬次君） 北海道というよりも、全国的なんですけども、漁業組合の組合員

の構成というのがございまして、これは水産業協同組合法に準拠してるわけですけども、経営

者組合、要するに漁業を経営する方だけが組合員になれると。例えば、中出組合長の場合です

と組合長が経営をしてるということで、組合長だけが組合員になれるという形態と、従事者組

合というのがございまして、漁業に従事してる場合は組合員になれますよということがありま
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す。従って今例に挙げました、中出組合長が経営者ですから組合員であり、更にまた子どもさ

んが一緒に船に乗ったり漁業に従事してるという場合は、息子さんも組合員になれると、こう

いうような構成の形態が実は２種類ございます。当組合の場合は後段の従事者組合になってお

ります。従って、今ご指摘の高齢の問題については、一件に一人の場合もあるでしょうし、あ

るいはまた複数の場合がございます。そういったことと同時に、従事者組合の場合に船を持っ

ていなくても、乗り子で船に乗せてもらって、給料制で乗ってる場合。この方々についても、

一定用件を満たすと、組合員の資格が得られるわけです。従って、この辺の捉え方をどうする

かということ。それと、それに伴って住所用件だとか、もろもろございますけれども、そうい

った資格要件に該当するものかどうかによって、今言われる外国の方々が、例えば従事した場

合、組合員資格等の問題が出て来るかどうかということが、今後有り得る可能性というのは出

て来ますでしょうね。ただ、今言われる外国の方々の雇用の問題というのは、沿岸については

現在の所まだそこまで研修生等で入ってる話は聞いておりません。ただ、加工関係では入って

るというふうには聞いております。白老町虎杖浜でも１件実は中国人の研修に来られてる企業

がございますし、先日テレビで猿払のホタテの加工の関係でもテレビ報道されてましたように、

水産加工関係ではそういった傾向はあるやに聞いておりますけども、現在漁業従事で研修で、

沿岸の場合、大きい船はあるやに聞いてます。ただ、沿岸の場合はまだそこまで聞いてません

けども、そういう傾向があろうかと思います。従って、将来的にということになりますと、そ

ういう傾向は出てくる可能性というのは十分に有り得るでしょうし、また申し上げた組合員も

資格要件によっては漁業許可等の関連性も出てくる可能性というのは十分にあろうかと思いま

す。従いまして、この辺は今後の大きな課題になる可能性というのはあるかと思います。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 先ほどの表で組合員と正組合員と准組合員とございましたですね。こ

れはどういうふうに違うんでしょうか。 

○専務理事（本間敬次君） 准組合員と正組合員との違いというのは、基本的に漁業従事日数

の違いがございますし、それ以外に例えば加工業者ですとか、いろいろあるんですが、現在准

組合員になってる方ですと、正組合員資格要件に満たない、准組合員に当たる用件と言います

か、それらの日数用件。それと、合わせて職種になりますか、加工業者、そういった方々が准

組合員というふうに理解して結構だと思います。 

○委員長（小西秀延君） 他にございますでしょうか。無いようであれば、最後に私の方から

２点ほどお伺いをしたい件があるんですが、一点目は組合、平成１６年度から３単協が広域に

なって、活動をされてるわけなんですが、さっき休憩中にもちらっと話出てたんですが、問題

点や今後の課題などをちょっと掘り下げてお話をいただきたいのと。もう１点、港の環境美化

の点で、魚網が大量に出ますよね。そういう処理方法とかどういうふうになってるのかという

のをお教えいただければなと思うんですが。お願いします。本間専務理事。 

○専務理事（本間敬次君） １６年に実は合併をされました。厳密にいきますと、いろいろや

っぱりそれぞれ今までの財務、その他個別で運営形態されてたわけですから、いろいろ無かっ
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たわけでは無いんですけども、その辺はある程度調整はしながら、それぞれ合併に到達したと

いうことなんですけども、まだ１年半過ぎまして、間もなく２年を迎えるんですけども。現在

の所何とか順調に運営をさせていただいてるというような状況で。細かい面での問題点という

のはいろいろ無いわけでは無いんですけれども、総じて順調に運営されてるというふうに理解

して差し支えないかというふうに思っております。それぞれ地区毎に役員さん方もいろんな面

で協力体制が整っているというふうに、現在理解しております。今後の関係については、漁港

の今言われる施設整備、その他の関係等もございますので、その中で段階的に一つ一つ検討し

ていかなきゃいけない問題というのはあろうかと思います。取り分け今の段階では、大きな問

題点ということは無かろうかというふうに言って差し支えないというふうに思います。漁港整

備等の関係なんですけども、言葉悪いんですけども、登別漁港については当初からどちらかと

いうと登別市が中心で計画を積めて来たという経過がございますので、それぞれ白老町も参画

した中でやってきてるわけですけれども、現在今年の計画については先ほど高野主幹の方から

説明がありましたように開建が西岸壁の屋根の整備を行うと。更に東防波堤の延長を行うと、

こういうような計画でおります。それに関連して、衛生管理型の荷捌き所市場を、今１８年度

で設置をしようということで現在道の方と協議中であります。その事業内容については、先ほ

ど主幹の方から説明とおりであります。今後の計画については私共の方は基本的に事務所の本

所を登別漁港に持って行きたいなというふうに考えております。何故登別漁港に持っていくか

ということについては、登別漁港に持っていくことによって、登別地区と虎杖浜地区の支所機

能を集約出来るだろうというふうに考えております。従って、登別地区、あるいは虎杖浜地区

を完全に無人化するかどうかということは今後の課題ではありますけれども、出来るだけ集約

をして本所に集中していきたいという考え方であります。白老地区については，現在の荷捌き

所等もございますので、あるいは地区的に距離的なものも加味しますと、そう極端に縮小は出

来ないだろうというふうに考えております。私個人ですけれども。そういう意味で、ある程度

現在の機能は残さざるを得ないだろうなというふうに考えております。従って、それらの本所

機能を統括する事務所を登別に建てることによって、効率化が図られるのかなということで、

この本所事務所の建設を何時にするのか、あるいは何処の場所にするのかというのが、今後の

検討課題であるというふうに思っております。あと、登別漁港の総体整備計画もあるわけです

けども、東側の方の。漁港の図面、それぞれにあろうかと思いますけども。東側の方の赤く塗

ってる中で、四角く囲っておりますけども、ここが新しく掘り込みの実は漁港区が出来ること

に計画ではなっておりまして。ここの施設のメインというのは、どちらかというと外来船の一

時停泊と遊漁船あるいはプレジャーボートの利用というのも一部考えております。そういうこ

とで、この背後のエリアについては、それぞれ漁港の中ではありますけども、都市交流の機能

を備えた部分ということで、位置づけて計画をしております。そういうことで、今後この辺の

エリアをどういうような活用にするのかということが、今後の協議になろうかと思います。従

って、この東側の赤く塗ってる部分と旧市場の部分を含めて、都市交流型というようなことで

位置付けております。従って、これらの中で朝市ですとか、夕市ですとか、そういった取り組
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みも検討をしていこうというようなこと等もございます。あるいは、以前に虎杖浜地区の女性

部がＪＲと連携して、それそれ海鮮バーベキューですとか、そういったものを漁港の施設の中

で対応してきたというようなこと等もございますんで、この辺の取り組みも、これらの施設の

中で今後検討していかなきゃならないだろうというふうなことで、漁港整備の中で関連したも

のを検討協議をするというような方向にはなっております。魚網の方は、現在それぞれ漁業者

が産業廃棄物という形で、産廃業者に処理をしてるというのが実態です。いろいろ取り組みは、

実はありまして、一時苫小牧の業者が、それらの処理について研究したいというようなことで、

一事見本的な物を持って行ったりはしておりますけども、なかなか魚網の場合、塩分を除去し

なければいけないということで、この前処理はどういう形で簡易的に出来るかどうかというの

が大きな課題であるというふうに聞いております。網については、最近はテグスなんですけど

も、ロープ関係については一部は鉛が入ってるロープがありまして、これもロープだけならい

いんですけども、中の鉛を取り除くということになりますと、それなりのコスト高になるとい

うようなことで、この辺も一つの処理としての大きな検討課題でもあるというふうには聞いて

おります。現在としては、産廃処理をしてるというのが実態です。 

○委員長（小西秀延君） 組合の件でもう一つ、魚網の件でもう一つお聞きしたいんですが。

将来的には登別の方に朝市、夕市も移していくというような形になっていくのかどうなのかと

いうことと、魚網の件で、現在はそんな大きな問題にはなっていないのかという認識をしてい

いのかどうか、その点だけ最後にお願いします。 

○専務理事（本間敬次君） 朝市、夕市については、登別漁港と出来れば交互にやっていきた

いなというふうに考えております。１７年度は１０月に行っておりまして、特に登別地区の青

年部、女性部が今までそういった取り組みというのは行われてなかったものですから、一度や

ってみようということで、去年初めてやりました。それと、１７年度から白老町で実施してる

青年、女性部の研修に関しても、登別地区からも市に支援を得て、合同で実施するというよう

なことで、取り組みをすることにしてございます。そういうことで、徐々に同一歩調でそれぞ

れ取り扱っていきたいなというふうには考えております。先ほどの魚網の件なんですが、大き

な問題はないのかと言われれば、問題は無いわけでは無いんですね。最近の産廃の費用という

のは相当高くなってますので、それにかかる経費というのは、結構大きいものがございます。

私共は漁港の清掃も年に数回やっております。そのために、漁業者も投げてく魚網もあったり、

あるいは中には自転車から冷蔵庫から洗濯機からというのもあったり、いろいろ無いわけでは

無いんですけども、総体的にやはりそういった清掃する度に、トラックで３台から４大位は常

時あるということで、一回やるともう１０万単位になるような費用になりますので、漁業者も

全く影響ないのかということにはならないんで、この辺はやはり対策として、講じていかなき

ゃいけないと。特に魚網も去ることながら、ＦＲＰの廃船処理の問題も実はありまして、これ

も過去にいろいろ国等と協議して漁業系廃棄物の処理対策委員会というものを全道組織で実は

立ち上げたり、こういった船の問題に関わらず、ホタテの貝殻ですとか、ウロだとか、そうい

った処理の問題も含めましてあるわけですけども、そういった取り組みはしております。最近
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は、リサイクル協議会で自治体も入った中で、今取り進められてまして、今実証実験で、廃船

処理の関係については今取り組んでおります。そんなようなことで、出来るだけ早い機会にこ

ういった取り組みがされて実用化されれば、かなり漁業者の高額負担が少なくなるのかなとい

うふうには思っております。そういうことで、今後そういったリサイクルの問題というのは、

検討していかなきゃならない問題であろうというふうには認識しております。 

○委員長（小西秀延君） 他に。斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） せっかく専門員の方がお見えになってるわけですから、専門員の方に

一言だけお伺い出来ればなと、お考えをお聞きしたいと思うんですけども。私は専門員の方が

来られて良かったなと思っているんですが。今取り組んでいる最大の力を入れてやっているも

のは何処なのかということですね。それから、白老のこれからの漁業振興に対して、どういう

課題を考えておられるのか。そして、何か難しい問題にどんなものがぶつかっているのか、そ

のあたりありましたら、お考えお聞かせいただければと思うんですが。 

○委員長（小西秀延君） 陳専門員。 

○漁業専門員（陳 二郎君） 先ほど申し上げましたように、優先課題としては、ホッキを中

心とした２枚貝類、それからハタハタ、なまこ。登別方面では稚ウニですね。そういった沿岸

の栽培に関する種目です。それで、これからの問題としては、やはり若い漁業者さん、もっと

出て来てくれたら話が通じやすくなるんではないかなというような感触は持っております。あ

とは、各地先の気質の問題。この１年近く登別から白老まで浜へ出て回ってみますと、それぞ

れ気質の違いというのは実感しておりますから、こういった人達をどうやってまとめていけば

いいのかなという所、これはもう５年、１０年先の話になってしまいますので。先ずは優先事

項を取り組んでいきたいと思ってます。２枚貝からウニまでの所ですね。これは浜共通ですの

で。そういった所です。 

○委員長（小西秀延君） 本間専務理事。 

○専務理事（本間敬次君） 専門員の関係につきましては、私の方では特に初年度であります

んで、先ず地先の実態を把握するということに専念していただきたいということで、実は陳さ

んにお願いをしております。今まで、この地域というのはほとんど携わったことは無い方です

ので、先ず地域の漁業実態、あるいは地形、地理的なもの。そういったものをとにかく学んで

くださいと。それと同時にそれぞれ漁業者との触れ合い、接点ですね、そういったことに専念

していただきたいと。その中で、次年度以降それぞれの地域の課題を挙げて、取り組みの姿勢

といいますか、考え方といいますか、そういうものを整理していただきたいと。それぞれその

中で、重点的なものを取り上げて進めていただきたいと、こういうことで実はお話を申し上げ

ております。そういうことで、現在少なくてもあと２ヶ月で１年になるわけでしょうけども、

いろいろ浜に行って、ハタハタにしてもホッキにしてもスケソウについても沖に行って、漁業

の実態もいろいろ勉強されているやに見ておりますんで、そういうことで、今年１年について

は、それぞれ地域の実態と課題を掌握すると。そして、人とも接してつながりを持つというこ

とを先ず重点にしていただきたいと。こうことでお話申し上げておりますので、今質問された
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事項についてはなかなかそこまで回り切ってない部分があろうかと思いますけれども、そうい

うことで１つご理解をいただきたいというふうに思います。 

○委員長（小西秀延君） 他にございませんか。無いようであれば、暫時休憩に入りたいと思

います。午後からは、所管事務調査のまとめをやりたいと思いますので、再開を１時とします。 

休憩 午後 １２時１５分 

  

再開 午後  １時０４分 

○委員長（小西秀延君） では、休憩前に引き続き、会議を再開いたします。これより、所管

事務調査のまとめを行いたいと思いますが、特にまとめとして、記載していくような事項があ

りましたら、各委員からお願いしたいんですが。中出委員。 

○委員（中出 正君） 先ほどのお話を聞いてる中で、感じたことを若干説明するんだけど。

マツカワ、はたはた、こういう魚種の対応には、先ずマツカワを言ったら、太平洋を相手にし

て寒流形の魚だということで北海道がそれを担ってる。しかし、海流に乗って、遠く岩手県ま

で行く魚でもある。寒流形の魚で、本州の方に行ってるのはタラ。スケソウでなくタラという

魚。それから、はたはたも学説では寒流形の魚。ところが秋田まで行ってるという。だから、

枠の中に入れて水温調整で餌で餌付けして成魚まで成わせるということであれば話は別だけど、

太平洋を飼育の場とするとなると、必ずしも前浜に居ない。だけど、学者とか我々生産者にし

てみれば、内地に行ってそういう魚を取るのかと言ったら、漁業権が仮にあったとしても、そ

んなとこ行くよりも北海道で取った方が生産がある。だから、北海道の資源だろうというわけ

だ。それは、魚にも俺みたい馬鹿なやつがいて、遠く四国の方まで行く秋サケだって行ってる。

それから、ブリっていう暖流系の魚が白老沖でも昨年は取れてる。太平洋を飼育の場とする魚

は何処で取れるものも北海道で金を出してやってるのかというと、短い理論で言うと、そうい

う声も出るけど、やっぱり北方系の魚は北方系の魚として昔から、こういう魚はこういう生産

があったという記録に基づいて今やってるわけですよ。それから、ハタハタは全国的に飼育を

するということになると、秋サケみたく卵を取って、白子をかけて、そして魚になるまでの成

長を人間がやろうとすれば、今の漁法では駄目。それは網に引っかかって、えらを押えられて

死んじゃう。そういうものから卵を取っても結局生存率がかなり低いし、それが魚になっても

人間が脊髄をどうすれば、成長の過程でどうなるというあれがあると同じように、やっぱり人

間が手を加えるということは、かなりの自然条件を通過しないとならない。それで、そういう

漁法で将来の資源を作るといったら、網で生かして取って、生きてるやつをすくい上げて卵を

取るという。今は刺し網で引っかかったやつから取ってやってるから、パーセントが悪いわけ

です。そして、そうでなくて魚に任せて網を張って、網にも卵付くんです。いろんな海草にも

付くけど、網にも付く。白老漁港の青年部は港の側に網を張って、そのくっ付けた卵、受精し

てるわけだから、それを籠に入れて港内に吊るして、自然にふ化して太平洋に出て行く。その

仕組みをずっとやってるんですよ。自然に任せて。それを一歩超えてやるとなると、前段で話

した内容、大量に生きたやつを取って、大量に対応するということになればあるんだけど。今
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大量に取らせるという漁法は許可されてない、ハタハタの場合。秋サケみたく、大量に取ると

いうことは許可されてない。だから、そういう意味ではちょっとちぐはぐなんだけど。それか

ら、斉藤委員がおっしゃった、地元で取れてる魚がどうして新鮮な物を町民の口に入らないの

かということなんだけど。これはもう流通としてやむを得ない。それは、各組合が各施設を持

って、生産した魚をそこで販売した経緯がある。長い歴史があるんだけど、こういうような時

代に入って来ると、そういうちっぽけな、大量に魚が揚がらない、いろんな魚が揚がらない。

こういうとこに買い人が来なくなった。それで、室蘭でも苫小牧でも札幌でも、ああいう施設

のとこには他所からいろいろなものが入る。勿論、地元の物も入る。そうすると、白老の業者

でも温泉の業者でもそこに行くと、いろんなもの、必要なものを買える。ところが、例えば白

老でやるということは、秋になったら秋アジはあるよと、だけど他のものはない。冬になった

らスケソウはあるよと。それも他のものは全然無いと。そんなとこに行って、車油かけて行っ

て、品物拾い集めて店というか、ホテルというか、そういうとこに変えるよりも、一括した買

い物の出来る室蘭という市場に変えざるを得ないということ。それにもう一つ、それに類した

ことで、地元で漁協婦人部が町と連携プレーでやってる海産物の直売。朝市とか夕市とか。こ

れも限界。ということは、例えばホッキ５００円でキロ売るとすれば、手数料だけ貰って５０

０円で売れるものを、店張って婦人部が集まって、それを５００円で仮に売っても、それは組

合でそういう時に儲けなさいよとは、絶対言ってないわけだから。だから、せいぜい１割くら

い。ところが、そこが問題。カニにしてもホッキ貝にしても売れ残った時どうするかという。

毛がににしては半値になっちゃう、１キロ。ということは、カニの内容、若干言うと、カニは

どうせ煮て食べるんだから、死んだやつでもいいんだという話は全然違う。生きてるやつを煮

ることが最高の条件、味の。それが、仲買人に余ったやつを引き取ってもらう。そしたら半値

になってしまう。余った時のことを考えると、とてもとても毎回毎回やれるものではない。そ

の時期だけ町民に何とか何らかの還元をしたいという気持ちがやるだけでもって、儲けようと

か全然赤字を目の前にぶら下げてる。それで、俺のとこにある町民から、差出人の名前なんか

書いてないけど、朝７時から９時までというのか、８時半頃行ったら物がないんでないかとい

う話。あれで、町民に何の還元を考えてるのかという、こういう文句。だから、ちょっと中身

に入ると、漁協の職員が大きいカニなら高いから、高いならなかなか買いづらいだろうと思っ

て、小カニばかりを出したら、そしたら買いに来る人、せっかくの機会だから使い物にしたい

から、型の良いやつをほしかったとこういう言い分。型の良いやつ残ってから、半値になると

いうこと頭にあったら、とても残す内容ではない。だから、もっと突っ込んでああいう事業を

継続するということになったら、予約制かな。例えば、何月何日は決めても良い。量を何個欲

しい、何キロ欲しいとかって、そういってやって、なるべく余らない対応をすると町民が挙っ

て、その恩恵を受けたという。ところが割って入るやつは、札幌とか苫小牧から仮に来たと。

予約のものだけは揃えたと。割って入った人達が、それから持って行ったら今度予約。こうい

う難しさもある。それを漁協としては協力しないということではないから。そういうお話を聞

いた中で、どうすればいいんだということを、町と皆さんと一つ突っ込んで。せっかくやって
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いるんだから、もっともっと合法的な対応も必要だし、買い人の方も理解も必要でないかと、

そう思うので一つ参考になればそういうことでお願いをしたいなと。 

○委員長（小西秀延君） 今のことに関連して何かございますか。玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） これは組合側じゃなくて、私はお客さん側というか、買う方の側

の話もあるんだけど。買う方も、夕市とか、あれ毎週やってる、竹浦で、さっき言ってた民間

の。カニ屋さんがやってる。買いに行くんだ、僕。だけど、毎週やってるもんだから飽きる。

同じものしか売ってないんだから、ほとんど。食べるものもカニならカニだけ買って来て、ま

た次ホッキならホッキ買って来て、次秋刀魚買って来るとかならいいんだけど。大体、食いた

いものある程度買って来る、そして冷蔵庫に入れておく、そしたらもう飽きて行く気しなくな

る。何回も行った、行ったのは。行ったけど、大体食べるもの飽きてくる。腹いっぱいになる

と、何でも飽きる。筋子だって、たらこだって、腹いっぱい食べちゃったら飽きる。だから、

腹８分目というか、他のもの食べて半分くらいしか食べてなかったら、毎週でも買いに行ける

んだけど。性格悪いのかどうか知らないけど、腹いっぱい買って食べる。だから、駄目なんだ。

そういう面では飽きる。だから、続けるったって、だから結局白老の町民がいなくなって、地

方の人が多くなったというのは、そういう点だと僕は思う。やっぱり、そういうことでないか

なと思う。分からない、一概にも言えないけど、僕はそんなふうに感じてる。あんまり行って

ない、だから。 

○委員長（小西秀延君） 中出委員。 

○委員（中出 正君） 確かに皆が思うことは、やっぱりやってほしいということはあるんで

はないかと思う。ただ、玉井委員のおっしゃるように、毎回、毎週毎週同じことやってたら、

お客さんが来ないというのか、毎週同じもの買いに行く足が無くなっちゃうということだね。

そういうようなことからいったら、やっぱり組合では元町長の要請でまず対応したことは、組

合は良いですよと。ただ、そういう固定した建物を作って、そこにどうするということになれ

ば、釧路の方でも例があるんだけど、朝取れたら、自分らが取って、出荷したものが、仮にサ

ケ、マスであれば、キロ１，０００円であれば、もう駅前の朝市行ったら、安くて５割アップ。

１，５００円。高いものだったら、珍しいものだったら、２，０００円もする、倍もする。そ

ういう漁業の町釧路って、市場と朝市までの距離って、歩いたって１０分かからない。その上

に行くと、その日に、何時間後に５割。安いものでも３割くらい。もっと経ったら倍。だから、

そうは言っても、そういうことだから駄目よというこというんでなくて。そうは言っても、前

浜で取れてるその時期に出来れば、１回や２回ああいう形でやってあげることが、町民に理解

を求められる大きな要因ではないかと思う。虎杖浜の旧道の周辺に何件か店がありますけど、

あれだって、ただ地元で取れてるものだけだから、本当にお客さんがあれだけで満足してるの

かったら、必ずしもそうではないと思う。そこら辺も含めて考えると、どうも魚に対しての消

費者の。我々の考えてるような結び付きがちょっと離れてる。しかし、やってあげた方が良い

と思うんですよ。昼も夜も。 

○委員長（小西秀延君） 斉藤委員。 
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○委員（斉藤征信君） いろいろ難しさがあると。営業として損をしないために、いろんな方

法がなければならないということが良くわかった。それに対して買う方というのはわがままと

言えば、自分の感情に任せてものを言うわけだから。だけども、やっぱりそれに少しでも答え

るのにどうしたらいいのかという、知恵を絞らなければならないということだけは事実。それ

は我々素人ではちょっとあまりにも難しい問題だ。ただ、組合が珍しいその時期だけのものを、

みんなにやりたいとなったら、その旬の時だけしか出来ない。それを週に何回かという形でも

いいから、出すようになるとすれば、組合だけでは出来ないだろうなと思うんですね。やっぱ

り、商売としても成り立たなきゃならないわけだから。だから、町の業者の人達がそこに入っ

て来れないのかどうなのか。そして、自分の売れる分だけ持って行って、それを全町に散らば

してくという。白老でも売るし、竹浦でも売るし、萩野でも売るしというような形で、それぞ

れにこうやって。それは一週間の内の何曜日。一斉ばあっと打ち出すとか。いろんな方法考え

ながら、採算が取れるようなことを考えなきゃ、これは満足出来ないことだろうなという気は

する。それが、出来るかどうかというのは、我々全然分からないです。そのノウハウは全く分

からないので。ただ、そういうふうに考えてほしいなって思うだけです。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） これは僕、何回か市場に行った経験上で言うんだけど、さっき中

出委員が言ったように、やっぱり白老には種類少ない。僕、小樽とか釧路とか稚内も行ってる

んだけど、市場、朝買い物に行くんだけど、やっぱりそういう所は豊富ですよ、ものが。だか

ら、今言ったような店は無理だと思う。ここだけでは、業者がやってても。それこそさっき言

ったように、冬はスケソウしかないとか。１０月頃は秋アジしかないとかだから、カニだって

取れる一時期１ヶ月半くらいあるけど、あとないんだから。取れるには取れるんだよ、いろん

なものがある程度は。だけど、びっしり売るような状況のものは無いやっぱり、数少ない。だ

から、そうような商売、もし出来るならやってほしいなと思う。白老町で市場みたいの。朝市

というか、取れたもの全部売るんだと、朝から晩まで売ってても良い。そういうような所、出

来てくれればなと、僕も思うよ。だけどおそらく、無理だと思う。だから、さっき言ったよう

に、市場が白老のものは室蘭に行くんだと組合長言ってたけども、そこへ出すしかないんだと

思う。夕市や朝市行っててもそうだ。数は少ない。売ってるものはほとんど同じ。冷凍出来る

ものは良いけど。だから、出来れば僕も本当に業者が誰かかやってくれれば良いと思うんだけ

ど。海産物も好きだから、思うんだけど、無理ではないかと思う。そんな判断は僕はしてた。 

○委員長（小西秀延君） 関連して。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 僕たち小さい頃ったら変ですけど。行商に歩いてたおばあさん方いま

したよね。本当に朝早くから夕方くらいまで。その日取れたものの、少しづつかもしれないけ

ども。リヤカーで歩いてた人がいた。あれって凄く便利だったんですよね。これから求められ

ていくのは、例えば高齢者社会になっていって、市場でやってる朝市、夕市も必要です。これ

はそとの地域に向けての発信基地だと僕は思うんですよね。でも、地元の人がこれから先あそ

こまで足を運んで、長時間並んで、地物を食べるのかという、それはまた別の場所だと思う。
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確かに昔みたいなリヤカーでそういったものを運ぶ行商が、果たしてそれで商売になるとかな

らないとか別にして、いろんなやり方で地域に地物発信して行けるものって、例えばサケだけ

でもいい、カニだけでもいいですから、何かそういった時々に流せるような流通経路というの

は、これから考えていかなければいけないんじゃないかなと、そう僕は思うんですよ。ですか

ら、単品かも知れないけども、今の旬のものですという部分には、家からあまり出て歩けない

方々もたくさん出てくるんで、そういった所に情報発信しながら。それこそ予約制でも何でも

いいから、そういうふうにしてやっていけるような手法というのは、これから必要なんじゃな

いかと思うんですよ。これは僕たちが考えることじゃないかもしれないけども。これからのい

ろんな漁業関係者の方々だとか、いろんな面で触れ合う中で、そういう方法というのを取り入

れていくのも必要なんじゃないかなと思います。 

○委員長（小西秀延君） 暫時、休憩します。いろんな話がミックスになって、整理しずらく

なってきてるんで。 

休憩 午後  １時２７分 

   

再開 午後  １時４７分 

○委員長（小西秀延君） それでは、休憩を閉じて、会議を再開したいと思います。先ほどま

で出たご意見を、ここで整理させていただきますと、朝市、夕市のあり方ですね。あり方、ま

た通常の流通経路。これが地産地消にもっと近づけるような仕組みづくりを組合または行政サ

イドでも今後も検討していくという形で報告をしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それ以外についても、ご意見ございますでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 先ほどもお話したと思うんですけども、漁業後継者の関連の話も、是

非入れておくべきじゃないかと思うんですね。答えはいただいてますけども、やはり漁家経営

が安定することが先ず一番でしょうし、そういった仕組みづくりをする中で、漁業経営者の後

継者の育成というのを、地道にやっていかなければいくら環境が良くなっても、それを担う担

い手がいないということは一番寂しい話なんで、そういったものをこれからの一つの大きな重

要な課題として捕らえていかなければならないことは、やはり今回の所管事務調査の中でも訴

えていくべきだなと思います。 

○委員長（小西秀延君） そちらの方は、よろしいですか。斉藤委員。 

○委員（斉藤征信君） 専門員の役割というか、本間理事から当面こういうふうに頑張っても

らうんだという話ありましたけれども、整理してもらったんで。やっぱり今、専門員がどんな

ふうな仕事をしてるのか、させようとしてるのかということは、みんな見守ってるわけですか

ら、そのあたりもきちっと言われたことをまとめておいた方が良いような気もします。それか

らもう一つ言われた中で気になるのは、事務所建設。登別の行政区の中で造るような、そんな

方向で話がありましたよね。そのあたりが決まったものなのか、これから場所を考えるのか。

これからいろいろ話あるのか、その辺話が分からなかったですけど。何処へ建てるのかなんて
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ことも、大事なことじゃないかと。私は話を聞いてて、白老、虎杖浜合わせた規模と登別と比

べたら白老の方がかなり大きいわけですよね。それで、事務所というのは、何処へ置くんだろ

うと、関心の強い所です。それが、場所がないわけじゃない、これどう考えるんだろうという

ような気もしたんですけど。それをどういうふうにまとめたら分からないけども。そんな先々

のことも一応言われたこと、まとめておく必要あるんじゃないかなと思ってます。 

○委員長（小西秀延君） 今ご意見をいただいて、専門員の役割、報告として明確化をここで

一旦しておくのが必要であろうと、私も思います。事務所の件、これ書き方が難しいかなと思

いますが、一旦ちょっと副委員長とも相談しながら、私達の方でたたき台を作らさせていただ

きながら、それをまたやりたいと思います。他にございますでしょうか。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 今の専門員の取り扱い方なんですけども、そこちょっと明確にしてお

きたいと思うんです。本間専務理事の方から、専門員の陳さんの方に、今年はこういうことを

やってくださいと、依頼をしてるということを先ず。そして、年々年を置いてこういうことを

やってくださいということを、本間理事の方から依頼されてるということを、明確にしておく

べきだと。その辺を町内の方々が知りたい部分だと思う。じゃないと、陳さんという専門員が

来て、何やってるんだと、１年も経つのに何やってるんだという、そういう見方をされるのは

一番寂しい話であって。組合の方からちゃんと指示をしていただいて、今動いてるということ

を明確にしておくべきだなと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長（小西秀延君） 組合としての意向で、専門員としての仕事を行ってるというような

表現でしたいと思います。他にございますでしょうか。無いようであれば、今現在まで出まし

た大きくは４点、その他会議中に行われた問題点などを整理して正副委員長の方で案を作りた

いと思いますので、それをまた皆さんの方に見てもらいたいと思いますが。以上、他に無けれ

ば所管事務調査の方はこれで終了したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

〔「はい」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（小西秀延君） それでは、そのように取り扱い、また皆さんの方に報告をしたいと

思います。以上で産業建設常任委員会所管事務調査委員会を終了いたします。ご苦労さまでご

ざいました。 

（午後 １時５２分） 


