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◎開会の宣告 

○委員長（小西秀延君） ただ今より産業建設常任委員会を開会いたします。お諮りいたしま

す。本委員会については傍聴を許可することにご異議ございませんか。 

[｢なし｣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。 

 つぎに本日の委員会の日程について事務局長から説明をいたします。 

○事務局長（上坊寺博之君） ご苦労様です。本日は所管事務調査といたしまして、登別・白

老地域マリンビジョンについて担当よりご説明をいただきまして、午後から登別漁港のほうにま

いりまして、今組合のほうで荷捌き所を建てておりまして、屋根付き岸壁も併せて現地を見てき

たいと思っております。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） それでは早速説明のほうを水産港湾課よりいただきたいと思います。

堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） それではマリンビジョンについて。まずマリンビジョンとはど

ういうものかということを、私のほうから概略をお話して、その後担当の高野主幹のほうから取

り組みと計画の内容についてお話したいと思います。 

 まずマリンビジョンですけれども、基になりますのは北海道マリンビジョン 21 という、平成

16 年度に開発局で策定したプランでございます。なぜこういうプランが出てきたかというその

背景としてはですね、ご承知のとおり北海道は全国漁業生産量の約４分の１、それから漁業生産

金額の 17 パーセントを誇っておりまして、日本の重要な水産市場、供給基地となっているわけ

です。しかし道内全般を見ればですね、資源の減少ですとか、魚価の低迷、また就業者数の減少、

また高齢化など課課題も多く、ひいてはこれが漁村の活力の低下につながっている地域もあると

いうことです。しかしですね、今後も北海道の水産業が全国の食料供給基地としての大切な役割

を果たしていくためには、活力ある北海道の水産業と漁村を実現するビジョンを策定しなければ

ならない。そのビジョンが北海道マリンビジョン21 ということになるわけでございます。この

目標を達成するためにそれぞれの地域が独自の資源を生かしてですね、地域の人達、漁業者です

とか住民、関係団体、行政が協力して、その実現に向かって努力しようというものでございます。  

登別漁港ですので、登別それから白老と、地域マリンビジョン協議会というのも平成 17 年６

月に立ち上げまして、このメンバー表、今日お渡しした構成員のメンバー表になっていますけれ

ども、漁協の関係者、それから加工流通関係者、漁港の利用者、観光関係者、この中には町の観

光協会が入っておりますけれども、その他に地域代表、行政ということで協議会を立ち上げたと

ころでございます。この協議会というのは登別漁港独特のものではなくて、全道的にあちこち立

ち上げております。この開発局ではですね、全道的にいろいろな協議会を立ち上げて、それぞれ

地域でマリンビジョンという計画を策定しているわけですけれども、この中からモデル地域マリ

ンビジョンを指定して支援すると、こういうことになっておりまして、指定を受けますと事実的
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な助言ですとか、必要な情報提供を受ける他、必要に応じた調査支援、マリンビジョンに係る水

産基盤整備を重点的に推進してもらえ、こういったことになります。 

先程言いましたように、平成 17 年６月に登別・白老地域マリンビジョン協議会を立ち上げて、

5 回ほど皆さんで協議して、昨年４月に登別地域、登別、白老地域マリンビジョン計画書を提出

したところでございます。昨年11 月にモデル指定を受けたと、こういう経過でございます。参

考までに申しますと、18 年度は15 地域から応募があって、登別、白老の他に豊頃町の大津地域、

それから苫前地域、日高の三石、この４地区がモデル地区として 18 年度に指定されました。こ

れは 17 年度から始まっておりまして、17 年度は羅臼、サロマ等３地域が指定されております。 

それでは具体的な登別・白老マリンビジョンの計画について担当の主幹のほうから説明いたし

ます。 

○水産Ｇ主幹（高野末保君） それでは私のほうから昨年北海道開発局に提出した登別・白老

地域マリンビジョン計画書についてご説明させていただきます。皆さんのお手元にございますＡ

３版のカラーのございますので、それに基づいてご説明させていただきます。このＡ３版につい

ては計画のＰＲ版でございます。左上からですね、対象地域として登別、白老載ってございます

が、これについては先ほど若干課長のほうから触れてございますが、登別漁港については行政界

が重なっているということで、登別・白老となってございます。地域人口については国勢調査で

ございますが、７万 6,044 人と、地域人口、登別漁港周辺ということで、1,982 名、漁港につい

ては登別漁港で、（３）については平成14 年に第３種漁港に昇格したということで（３）になっ

てございます。漁業協同組合については 102 名でございます。 

現状と課題でございます。登別漁港の現状については、周辺地域でございますが、登別温泉等

の全国屈指の観光地でありますが、地場水産物の供給がない。２点目に特急停車のＪＲ駅、水族

館、高速インターチェンジに近い特徴ある地域であります。３点目には虎杖浜たらこがブランド

として全国的に有名でございます。課題といたしまして、地域内の品質、衛生管理の一貫性、２

点目に水産と観光との有機的な連携と協働、３点目に狭隘な漁港施設の改善、漁港の多様なニー

ズへの対応でございます。現在の地域資源でございますが、スケトウダラ、ホッキ、イカ、サケ、

カニ、エビと四季を通した豊富な水産資源でございます。特にスケトウダラは胆振中央漁協の産

業で約全体の60パーセントから70パーセントございます。次にたらこ等の優れた水産加工技術、

加工品でございます。次に加工場、直売所が連なる干物フロートでございます。これについては

虎杖浜地区を指してございます。主な地域資源でございますが、登別・虎杖浜温泉、各種テーマ

パーク、地獄谷等の豊富な観光施設でございます。それと併せて優れた自然環境。または取り組

みでございますが、漁港まつり、あるいは特急停車のＪＲ駅等がございます。 

つぎに大まかに書いてございますが、地域の目指す姿でございます。ビジョンの特徴として、

定評のある登別・虎杖浜ブランドの水産物を核に、徹底した品質・衛生管理の強化を図り、産地

基盤を強固とする。また強化した極上品質の水産物を武器に地産地消を推進し、地場の水産応援

団の拡大を図ると共に、念願である温泉等の周辺観光地への供給体制を確立し、食と交流の感動

を同時に創出することで観光産業との相乗効果の発現を目指すものであります。①でございます
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が、観光連携の鍵となる生産流通機能の高度化とＰＲ推進によるブランド力の強化でございます。

ポツ点でございますが、漁港・市場・加工一体でのＨＡＣＣＰレベルの衛生管理の推進でござい

ます。トレーサビリティーの導入等による取り組みあるいはＰＲの推進。ポツ２でございますが、

外来船誘致による経済効果の獲得でございます。②でございますが、地産地消推進による地場の

水産応援団の拡大、観光との相乗効果の発動でございます。ポツ１でございますが、直販・地場

産フェアの開催による域内の消費拡大・認知度の向上でございます。ポツ２でございますが、極

上の水産物を武器とした観光地への供給体制確立による、リピーターの増大でございます。ポツ

３でございますが、蓄養による安定供給でございます。③でございますが、「まちづくり」の一

環としての漁港づくり。ポツ１、漁業学習の場、ＰＢ利用への配慮等の多面的利用の推進、防災

機能の向上でございます。漁港の大きく分けた将来像でございますが、１，２，３とございます。

まず一つ目に、衛生管理流通拠点の漁港でございます。これについてはもうすでに屋根付き岸壁

が工事開始してございますが、屋根付き岸壁と清浄海水導入施設。②でございますが、都市漁村

交流拠点型ということで、防災対応施設、親水護岸・交流広場等を整備予定してございます。③

でございますが、増養殖支援拠点型。蓄養施設と自然調和型施設を整備予定してございます。 

次に右側にいきますが、ビジョン実現のための主な取り組みでございます。一つ目の○でござ

いますが、地域一体でのＨＡＣＣＰレベルの衛生管理の強化でございます。次にトレーサビリテ

ィーの実証試験・導入検討でございます。このトレーサビリティーについては昨年実際虎杖浜の

加工場２件でございますが、実施してございます。この要領については漁獲から登別漁港の水揚

げ、そして加工場での加工、それから店舗等へ実際に売りに出すその履歴でございます。これは

昨年１月に２件ほど実施してございます。次に漁港における朝夕市・周辺の観光施設と連携した

イベント等による直売・ＰＲの実施とマーケティングデータの収集でございます。直販について

も白老港で13 年から実施してございますが、この母体で昨年登別漁港においても朝市２回夕市

１回を実施してございます。次に地場産物ＰＲのアンテナショップの設置でございます。これも

すでに登別駅前で昨年から実施して、地物の海産物を販売してございます。次にまちづくりの一

環としての景観形成・漁港誘導策の検討でございます。これがＰＲ版で、全体像を記載してござ

います。 

次のページに実際に北海道開発局に対して昨年出しました登別・白老地域マリンビジョン計画

書でございます。地域の概要、１ページは皆さんご存知ですので割愛させていただきます。３ペ

ージ目の地域の課題と目指す姿でございます。まず地域の課題でございますが、（1）の地域振興

に関わる課題でございます。①の基幹産業である観光と水産業の有機的な連携・協働による「ま

ちづくり」でございます。現在漁港で水揚げされた水産物は、加工場に大量に安定供給すること

を第一に考え、地場に安定供給する体制が設けられていない状況であります。そのため地元で地

場水産物の良さを認識する機会が少ないことに加え、一大マーケットである温泉等の周辺観光地

への供給も、過去に安定供給に失敗した経緯からほとんど行われておりません。そういったこと

から漁港ある地域のメリットを生かし切れていない状況にあります。そのため関連機関が「まち

づくり」の視点から有機的に連携・協働し、相乗効果を生むような地域振興策が必要であります。  
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次に（２）の水産業に関わる課題でございます。根本的課題である経営安定、担い手確保を目

指した魅力ある水産業の形成でございます。全国的な傾向でありますが、漁業者の高齢化・担い

手の確保は当地域においても根本的課題であります。現在、各種融資や経営指導を実施している

が、根本的解決を図るためには魚価安定・向上等による経営の安定、就労環境改善等により、魅

力ある水産業を形成する必要があります。③でございますが、地域の漁港・市場・加工における

衛生管理の一貫性とＰＲの強化でございます。消費者からの衛生管理のニーズの高まりを踏まえ、

当地域においても漁港、市場、加工場での個別の対策を推進しておりますが、しかし、衛生管理

により地域ブランドの基盤を強固するためには、地域の関係機関が一体となって一貫した対策を

図る必要があります。さらに衛生管理の取組みについては、その効果も含めＰＲし、消費者に付

加価値を認識させる必要がございます。 

（３）の漁港利用・整備に関わる課題でございます。④の漁港施設の機能向上による新規展開

の実施基盤の確保でございます。現在漁港施設は狭隘なことにより、イカ釣り外来船の入港要望

の大半を断っております。漁港施設の一部開放により利用しているプレジャーボートについても、

ルールづくりにより漁業作業と輻輳を何とか回避している状況にあります。さらに衛生管理を漁

港で実施するにあたりまして、狭隘なために理想的な作業形態が確保できない状況にあります。

さらに冬場の屋外での網外し作業が過酷で作業効率も落ちる等の問題が生じているため、漁港施

設の機能向上により、新規展開を行う実施基盤を確保する必要がございます。⑤でございますが、

天候に左右されない漁港における安定供給体制の確立でございます。一大マーケットである温泉

等の周辺観光地への水産物の供給にあたり、過去に時化等により安定供給に失敗した経緯がござ

います。観光産業への供給をビジネスとして成立させるためには、天候に左右されない安定供給

体制を漁港で確立し、生産地の信頼性をアピールが不可欠な状況にあります。⑥でございますが、

新たなニーズへの対応として、近年漁港は公共財産として多面的な利用を求められております。

当地域においても海洋性レクレーション・漁業体験の場としてのニーズがあります。また中央防

災会議の結果を踏まえ、崖地に囲まれた閉鎖的な地形に位置する当漁港において、津波防災機能

の導入も求められております。また漁港利用・建設等にあたり、環境への配慮も重要な項目でご

ざいます。 

これが地域の課題でございます。４ページ目についてはフロー図でございますので、重複しま

すので５ページ目から説明させていただきます。 

５ページ目からは協議会の取り組みと効果のイメージでございます。①の観光連携の鍵となる

生産流通機能の高度化とＰＲ推進によるブランド力の強化でございます。生産流通機能の高度

化・ＰＲ推進として、衛生管理によるブランド力強化でございます。外来船対応機能強化による

経済効果の獲得、就労環境の向上による後継者対策・担い手確保を目指します。なお、就労環境

向上は衛生管理施設により改善する部分も多いことから、衛生管理のテーマを優先いたします。

重点テーマである以下２点について、取り組みと効果のイメージを示します。 

①－１でございますが、地域一体での衛生管理とＰＲによるブランド力の強化でございます。

漁業者・市場関係者・加工場・行政等の関係者が推進協議会を設け、地域一体となって一貫した
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衛生管理に取り組む。取り組みについては、ＨＡＣＣＰの手法に準じ、衛生上問題ある機器につ

いては改善を図ります。また、取り組みをマニュアル化し、関係者への周知・徹底は無論、現地

見学会の開催、ホームページの活用、トレーサビリティーの導入等により、消費者に取り組み・

効果をＰＲし、衛生管理を付加価値として認知させていきます。漁港の役割でございますが、新

港側を関係者以外進入できない衛生管理型とし、新設する衛生管理対応市場と連結した屋根付き

岸壁により露天作業を無くし、清浄海水の供給、排水の適正処理を行い等、徹底した異物混入防

止・鮮度保持対策を図る。また、衛生管理施設の動力については、自然エネルギーの活用を視野

に入れ、環境との調和、経費の削減を図ります。目標と目指す効果でございます。消費者の強固

な信頼確保による価格の維持・向上に加え、極上の品質の登別・虎杖浜ブランドを確立し、温泉

等の周辺観光施設をはじめ、国外も含めたグローバルな販売拡大を図ることが可能な商品基盤を

形成いたします。 

次にこの取り組みの目標値でございます。６ページでございますが、これについては北海道産

地市場衛生管理ガイドラインということで、北海道漁業協同組合連合会で策定してございます。

この衛生管理評価について 17 年度現在については、虎杖浜地方卸売市場については、50 点の点

数をいただいております。10 年後の目標については80 点以上を目標値と定めております。この

衛生管理によって、水産物の単価の維持向上でございますが、スケトウダラについては８パーセ

ントアップ、ホッキについては５パーセントアップを目標にしてございます。 

次に①－２でございますが、外来船対応機能の強化による経済効果の獲得でございます。登別

漁港については、イカ釣り外来船の漁場距離・流通面から好立地であり入港要望が非常に多い状

況にあります。積極的な誘致活動を継続する。また、快適な上陸生活を過ごしてもらうため、シ

ャワー・仮眠室等の福利厚生施設の整備や、近隣の温泉や商業施設との連携による優遇サービス

の導入等により、地域全体でもてなしを図る。漁港の役割でございますが、迅速な陸揚げが可能

な漁港基盤施設の機能向上や、陸揚げサポート体制の強化等、入港基盤体制の向上を図ります。

目標・目指す効果でございますが、直接的な効果として資材等の販売手数料、間接的な効果とし

て滞在期間中の日用品等の消費が見込まれます。地域の関連産業において経済効果の獲得を図り

ます。目標値でございますが、現在年間約15 隻を受け入れてございますが、登別漁港の拡張と

併せて、目標値 10 年後でございますが、124 隻を受け入れたいと。これについては直轄、国の

直轄特定計画の目標値でございます。７ページの②でございますが、地産地消推進による地場の

水産応援団の拡大、観光との相乗効果の発現でございます。地産地消を推進し、地域住民等を対

象にした水産応援団の拡大と、温泉等周辺観光地への安定供給体制の確立による相乗効果の発現

を目指します。重点テーマである以下２点について、取り組みと効果のイメージを示します。 

②－１でございますが、直販等による域内消費・水産応援団の拡大でございます。地場産は地

元の人が認めてこそ本物の証であります。そのため、地域の商工・観光と連携し、登別漁港及び

その周辺にて、直販（朝市・夕市）でございますが、食堂への供給、観光施設・量販店での地場

産フェア等を開催し、極上品質の登別・虎杖浜ブランドから、時には雑魚の格安提供、場合によ

っては農産物も含め、産地でしか味わえない食の提供を定期的に行います。また、インターネッ
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トの活用やアンテナショップの設置により、食の情報発信を強化し、旬の情報提供、料理レシピ

の提供等、登別・虎杖浜ブランドのポテンシャルの最大限発揮を図ります。漁港の役割でござい

ますが、衛生管理の推進により、確立した極上品質の登別・虎杖浜ブランドの水産物の供給と、

地産地消の場の提供を行います。目標と目指す効果でございます。地元に人が、地場産の良さを

認識することで、登別・虎杖浜ブランドの良さを外部に伝えてくれる、言わば地場産の応援団・

セールスマンとして機能発揮することを目指します。また、消費者の声が直接聞こえることの最

大限の活用を図り、消費者ニーズにリアルタイムに対応した商品開発を行うことを目指します。

目標値でございますが、現状については登別漁港まつりで２回、夕市17 年度に１回してござい

ます。昨年は白老町で実施している朝市含めまして３回しておりますが、将来的な10 年後の目

標については、年６回、夏場７月、８月、９月、時期は若干ずれますが、６回ぐらい実施したい

と考えてございます。 

次に８ページでございます。②－２でございますが、観光への安定供給確立による相乗効果の

発現でございます。当地域に訪れる観光客は、車窓から海が見えることから、地物の美味しい水

産物を期待して訪れる状況にあります。そのため、温泉等周辺観光地からの安定供給の必要性か

ら蓄養の実施と、大量消費に対応する加工場との一次加工の体制を確立いたします。また、ＪＲ

と連携して実施している浜鍋や海鮮焼き等を提供するツアーについては、更に発展を図ります。

漁港の役割でございますが、ホッキ等の貝類を中心とした蓄養を漁港水面の活用により低コスト

で行い、地元観光地に安定供給する生産基盤を確立する。また、水面に吊るしておくことで貝類

の砂吐きの効果があることから、付加価値化も図る。観光オフシーズンの蓄養施設は、春季は種

苗放流用のウニの中間育成、冬季は漁具等から回収したハタハタブリコの孵化など、多様な活用

を図ってまいります。目的と目指す効果でございますが、観光地への極上品質の安定供給による

信頼性向上により、登別・虎杖浜ブランドの水産物を求めるファンが、食を求めて観光リピータ

ーとして訪れる、１産業では成し得なかった相乗効果の発現を目指します。 

③でございますが、「まちづくり」の一環としての漁港づくりでございます。まちづくりの一

環として、漁港の立地・機能を生かし、総合学習の推進、プレジャーボートとの共存、防災等の

その他の連携を図ることを目指す。重点テーマでございますが、下の３つでございます。③－１

でございますが、漁業体験等による総合学習の推進でございます。漁業への理解を向上させるた

め、教育機関等と連携し、地引網体験、サケの網起し・川への遡上の見学、タラコの加工体験等

の体験学習を実施し、肌で感じることで記憶・学習する。漁港の役割でございますが、交流広場

等の場を提供し、水産物の提供。目標と目指す効果でございます。漁業への理解・海の魅力の継

承や、高齢化でリタイアした漁業者の協力による雇用の創出、漁業との兼業による漁業者の所得

の向上に繋がります。次に９ページのプレジャーボートとの共存でございます。漁港漁場の利用

については、地元プレジャーボート団体と漁業者が協議した中でルールづくりを行っております。

自主的な釣果制限も設け、団体加盟社以外にも啓蒙・普及の徹底を図り、また漁港の利用者とし

て両者が連携し、「漁港清掃」や「魚を増やす植樹運動」など漁港の環境を向上する努力を継続

いたします。漁港の役割でございますが、プレジャーボートの利用箇所を漁業の陸揚げ作業と分
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離した配置とし、北海道漁港管理条例に基づいた適正な利用を行うことを継続いたします。目標

と目指す効果でございますが、漁業者と遊魚者が、共通認識の基のルールを遵守することで、み

んなの海・さかな・漁港が実現し、水産業とレジャーの共存を図ります。 

続きまして③－３でございますが、「まちづくり」との連携でございますが、漁港は、漁業活

動面・都市交流面の両面から、スムーズなアクセスを確保することが重要であります。そのため、

道路等の基盤整備の充実に加え、ＪＲ・温泉・観光施設等からの漁港への誘導策を図ってまいり

ます。また、漁港周辺、漁港へのアクセスの中での景観は、漁港のイメージ形成に大きく影響す

るものであります。そのため、まちで進めている景観検討と連携を図りつつ、漁港における景観

のあり方も検討する。更に、当漁港は崖に囲まれた閉鎖的な地形に位置しておりますので、津波

等に対し危険な状況であります。一般利用者も含めた漁港利用者の防災機能の向上を図ります。

まちづくりの検討に漁業者が加わる、また逆に水産業を主体とした検討に水産以外の視点を加え

る等、まちづくりの一環として水産振興策の検討を継続いたします。目標と目指す姿でございま

すが、まちづくりと連携することにより、人も含めた地域資源、地域産業がはじめて有機的に結

びつく。その結果、共通のコンセプトの基に、役割分担が図られ、効率的で効果的な取り組みと

なり、地域産業全体における相乗効果が期待できます。取り組み目標値でございますが、現在漁

港と核としての取り組みといいますと、30 パーセントぐらいかと想定されております。その中

で 10 年後においては、いろいろな資料を持ち入りましてパンフレットと看板等設置し、80 パー

セントの効果を生み出して生きたいと考えてございます。 

以上がマリンビジョンの計画書であり、地域の課題やそれについての取り組み事項でございま

す。 

○委員長（小西秀延君） それではご説明終わりましたので、質問を承りたいと思います。ど

なたかいらっしゃいますか。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 吉田です。今マリンビジョン計画を説明受けましたけれども、２、３

計画に対する考え方についてお伺いしたいと思います。  

 まず一つはこのビジョン計画というのは開発局が主導して漁業組合関係者、市町村がそれに基

づいて計画を申請して実施をしていくというような手順になっているようでございますが、実際

面計画の内容はよく分かりますけれども、この計画の内容を拝見すると、非常に文章はすばらし

いけれども実施の段階で予算が必要な部所が相当あるような気がするのですが、一切それが載ら

ないというのはどういうふうなことなのでしょうか。例えば要するにＨＡＣＣＰの問題なんかと

らえるときに、簡単にＨＡＣＣＰといいますが、そう簡単にいくのだろうかと。生産から販売ま

で一貫した品質管理をするという考え方になったときに、今のこの説明からすると行きそうだけ

れども、これは行かないのではないかという気がいたします。それから例えば海水の清浄装置を

ここに謳っておりますけれども、これも簡単にはいかないだろうと。これらに対するいろいろな

他にもあるのですけれども、そのような計画を実施するにあたって、この計画を実際完遂する段

階で、予算処置はどうなっているのかという懸念があるのですけれども、その点についてお願い

したいと思います。 
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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） 予算というか全体の計画の事業費の話だと思いますが、これは

まだ実は漁港の整備計画と併せているものですから、なかなか全体を教えてくださいということ

を前からお願いしているのですが、なかなかまだすべて金額が固まっていないようで、こちらの

ほうで情報としてはもらっていないのです。引き続きですね、これについてはいつかの段階で大

まかな金額になるかと思いますけれども、提示されると思いますので、その時はまたご報告した

いと思います。この中には国で直轄でやる部分、それから補助事業でやる部分ですとか、それか

ら荷捌き所なんかは組合が事業主体になってやっております。そういったいろいろな事業費、事

業主体が違う事業費があるものですから、トータルしていくらかということはなかなか今出せな

いということで、ただ今後室蘭開発建設部に概算でいくらかだいたい教えてくださいということ

は話したいと思います。 

 それからＨＡＣＣＰはおっしゃるとおり大変厳しい衛生管理でございます。ただＨＡＣＣＰレ

ベルで完全なＨＡＣＣＰ対応ということよりも、ＨＡＣＣＰの衛生管理を目標として、なるべく

それに近づけてきたいなということで、例えば今建設されています荷捌き場なんかもまだ最終的

に結論出ていないですけれども、ちょうどトンネル、今日現地に行けば作っている場所わかるの

ですけれども、トンネルくぐって行きますけれども、トンネルのところで関係者以外は立ち入り

禁止にするとか、そこで使うリフトやなんかについてもですね、電動で衛生的な排気ガスの出な

い、そういうのを使うとかですね、当然あちこちに消毒する長靴を洗ったりする場所を設けると

か、それから清浄な海水を使うというのも一つの衛生管理の方法です。これはですね、国の事業

で実際実施するということで、年度はわからないですけれどこれは直轄事業の中で国のほうで実

施してくれるということになっております。以上です。  

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田正利君） ありがとうございます。それでこのプランニングの総体的な一つの考

え方なのですが、これは虎杖浜・登別漁港を中心にした展開という、これ胆振漁協入っているの

ですけれども、例えば白老の漁業者をどうしているのかということについて、これ外しているわ

けですよね。あくまでも登別漁港・虎杖浜地区を主体的にプランニングしている内容なのでしょ

うか。 

○委員長（小西秀延君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） このマリンビジョンが一つの漁港といいますか、そこを中心と

してそこを核としていろいろな振興策を考えていくということになりますので、どうしても白老

町でいけば虎杖浜、そして富浦とか、あの辺が中心になってしまうのですね。それぞれの地域の

マリンビジョンということで。白老港のほうはまた指導する所轄官庁がまた別なのですね。同じ

開発局でも白老港のほうは港湾局のほうですし、登別漁港のマリンビジョンはどちらかといった

ら農林省の管轄になります。農林省の事業としてマリンビジョンということで、登別漁港、白老

港はまた違う形の水産の振興策を今後検討していくという形になります。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 
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○委員（吉田正利君） そうすると白老の漁業者はこのプランニングには一切関係ないという

ことになるわけですね。あくまでも胆振漁協の中でも虎杖浜の漁業者、地域が参加するというこ

とであって、白老は全く関係ないという考えでよろしいでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） このマリンビジョンはですね、何回かお話している中で登別・

白老（虎杖浜）地域ですね。ですから漁港周辺とした地域の振興策といいますか、水産に関する

ビジョンなものですから、やはり白老のほうは外れて、白老についてはさっきもいいましたけれ

どもまた国土交通省の違うメニューがございまして、そちらのほうでですね、19 年度から立ち

上げてやっていこうかなというふうに考えております。これまだ予算化もされていないので、ま

だ何とも言えないのですけれども、似たようなメニューが国土交通省の中にございます。それで

手を挙げてやっていこうかなというふうには考えております。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 吉田です。資源供給の中で安定供給という意味から登別を指している

と思うのですけれども、観光産業との連携の中でこれからも振興を図っていくということが何回

も載っております。以前に安定供給という意味で失敗したという文章が載っておりますが、これ

は時化のために要するに生鮮魚類を温泉地区に供給できなかったという判断でよろしいのでし

ょうか。それを克服して更に温泉との連携を取って漁業振興を図っていくという文章が載ってお

りますけれども、例えば時化による原因で安定供給が失敗したという原因であれば、それに基づ

いてどのような内容で次に安定供給を実施しようとしているのか、もう少し具体的に説明をして

いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 高野主幹。 

○水産Ｇ主幹（高野末保君） 皆さんのお手元にカラーの地図ございますが、これを見ていた

だけますか。先ほど委員から言われたとおり過去に時化で中止した事例がございます。それを解

消するために赤くなって今トンネルございますが、トンネルから入った右側のほうに蓄養施設を

設けます。これについてはカニだとかホッキだとかカレイ類、これは相当数の蓄養が可能となり

ます。そういったことでこの蓄養を有効活用しまして、安定供給を図っていきたいと。そういう

計画でございます。 

○委員（吉田正利君） わかりました。ありがとうございます。 

○委員長（小西秀延君） 他にございますでしょうか。 

 中出委員。 

○委員（中出正君） 安定供給の失敗で、時化の話しもある中で、確かにそれもあるのだけれ

ども、常に同数のものが確保できないのが、この地区の厳しい悩みだ。例えばえびなんかにして

も３月から９月いっぱいなのです。ホッキにしては、７月１日から白老だけをいうと 10 月の中

まで。とりあえず12 ヶ月生産するものが何もないわけです。スケソウにしても 10 月から３月ま

で。秋鮭にしても９月から 11 月いっぱい。したがって消費する観光地が常に365 日、常にお客

さんを抱えるわけですよね。ところがそれに同じものを供給するほうができないのがこの地区の
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悩みなのですよ。それが言うなれば失敗の大きな原因になっているわけです。だからこれからど

うしようと言っても、文章で書いたって現実はなかなか不透明なのですよ。したがって観光地の

対応はどういうことをしているかというと、結局中央市場、すなわち室蘭の市場とか札幌の中央

市場とか、そういう大手市場に買い人を雇って、車で買いに行くとか、それから問屋さんから直

接、計画的に品物を供給してもらうとか、こういうふうにしないと客に対する対応が切れてしま

うわけですよ。切れない方法は、前浜、すなわちこの登別港だけをじっと見ていては全く対応が

できないということがこれからだってあるのですよ。絵に書いても文章に書いても同じ、実現で

きないものがあるのですよ。駄目だというわけではないけれど、努力はかうけれども、なかなか

難しい。 

○委員長（小西秀延君） 今の来た質問に対して、堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） 本当に組合長の現場の生の声ということで厳しいご意見なので

すけれども、基本的に例えば１年を通してですね、カニを出すとか、今おっしゃるとおりの話で、

それぞれの時期の旬のものを、カニの時期はカニ、ホッキの時期はホッキ、それからイカの時期

はイカとかですね、そういうふうにして対応できないかと。今組合長おっしゃったように、１年

を通して同じものというのはなかなか難しいし、そして場合によっては組合長おっしゃったよう

に、登別漁港で水揚げされないときには白老のほうから水揚げされた物を供給していくとかです

ね、そういう対応の仕方も必要でないかというふうには考えております。とりあえずそこの蓄養

施設がなければですね、前もって捕ってそこに保管しておく事ができないものですから、今まで

がそれがないので天候に左右されているのです。安定供給できなかったということになりますけ

れども、蓄養施設ができることによって、その中でストックしておけますので、今までよりはず

っとましな対応になるかと思います。ただ１年を通してというのは考えてなくて、それぞれの季

節にあったものを出していこうと、こういうふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） 一定期間ということですね。季節にあったということは。 

 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。前にもこの話、流通機構に係る問題私も話して、今中出委

員から言われたような越えなければならない難点があるという話は前にも聞いて承知はしてい

た。だから実際に漁港と市場と加工の一体化と書いてあるけれども、それに対して消費も含めた

一体化ということを考えてはじめて成り立つわけですよね。そういうことから言うと、このモデ

ル地区となって、そういう流通機構まで改善をしていくという展望があって、こういうものが成

り立つのかどうなのかということを、そこまで手をつけるつもりがあるのかどうなのかというこ

とが一つ。 

それともう一つは、白老なんかで特にそういう漁師の方々、漁家とそれから個別に沢山いろい

ろなのがある、そして観光だとか営業している人達のさまざまな思いが錯綜して、それが一体と

なって改善できないというような難点もある。そういうところまで全部含めてこの協議会がそう

いう相談というのが煮詰められていく、そのような形になっているものなのかどうなのか、その

辺りの見解をうかがいたいという気がするのですけれど。 
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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） まず１点、流通の関係ですけれども。確か実際にホテルだとか

そういった人達が直接買いに来ているという話も聞いていますので、間を２社３社通せば通るだ

け高いものになってしまうわけですから、当然そういうのはお客さんに出せないと。当然安い所

から買うという形にしておりますので、後その他にもいろいろ地元の仲買人の免許が確か昔ほど

厳しくなかったかな・・・確かそういう形になってきていますので、いろいろなところが買いに

来ているということは聞いていますので、ある程度流通に関しては改善されてきていると。それ

と確かになかなかおっしゃるとおり消費者のほうまで行くにはいろいろなそれぞれの思惑、課題

があって、ストレートにはなかなか行かない部分があるのは事実です。例えば鮭なんかも、獲れ

たての鮭をホテルに出すとしたら、ホテル側としては全部切っておろして切り身にして持ってき

てくださいとかという話が、すべてではないですけれども、そういうふうに要求するところもあ

る。そうなれば、なかなか何百人分も朝のうちに切って出せる加工場がないとか、その辺がミス

マッチみたいなことがあって、どういうふうに改善していくかということになるのですけれども、

理想としてはやはり地場で虎杖浜温泉にしろ登別温泉にしろ地場で取れたものを安く提供でき

るのが一番良くて、それに向かっていきましょうということなのですけれども、実際にホッキで

あれば全部砂出ししたやつで、貝を取ったやつを持ってきてくださいと、そういうような問題が

あって、課題というのはあることは事実です。ただ何とかクリアしていきたいというふうに。実

際に地元のものを出しているドライブインもあるという話も聞いています。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） いろいろあるのでしょうけれども、難しいことではなくて我々素人目

から見て、例えば地元で獲れている魚を地元の人が活きのいいうちに買いたいというのが率直な

願いですよね。それから旅館とかなんかで言えば、せっかく漁り火が見えるその次の朝に真っ黒

いイカの活きのいいやつを刺身にして口に入るかどうかという、ただそれだけのことなのですよ

ね。その機構が作られるかどうかという。それがいろいろな先ほどの話の中でなかなか難しいと

いわれればどうしようもないわけだけれども、我々はそういう活きのいいものを提供し、地元の

人達が食べたいというそういうことから考えられるわけですよね。だけどそういうことがそこま

で計画が進むのかどうなのか、そういうことを本当に考えてそこを協議する場所なのかどうなの

かということが一つ。 

それから先ほどの話にあった仲買人のあれもゆるくなっているけれども、旅館なんかは漁師か

ら直接それぞれの伝手を伝わって手に入れているということを認めている範囲では、町としては

発展しないわけですよ。繋がれるところは勝手に繋がっていればやれるわけだけれども、やはり

町全体として大きな機構の中で白老の旅館だとかホテルが全体そういう商売をやっている人達

が恩恵を受けるというような仕組みになっていなかったら、町の発展というのは考えられないわ

けですよね。今までどおり個人でやっていればいいというものではないわけですよね。そういう

ふうなことを考えるわけですけれども。そういうことにこのビジョンというのが展望しているの

か、そういうことが展望されているのかどうなのかということだけ伺いたい。 
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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） 将来の展望としてはですね、課題は沢山あるのですけれども、

先ほど説明した１枚ものにも書いてありますけれども、例えば地域の目指す姿として地産地消推

進による地場の拡大とかですね、観光との相乗効果の実現とか、一応そういうことを目標として

進んでいくという形でございます。ただすぐに来年から全部が全部地元の旅館の人が行ってとい

うことにはなかなかならないですけれども、そういう環境づくりはしていきたいなと。あと比較

的ですね、朝市夕市の回数も増やして、地元で獲れたものをなるべく町民の皆さんに買っていた

だこうということで、朝市夕市の回数を増やしたり、いろいろやっておりますし、地元のスーパ

ーなんかに行っても、魚のところをのぞいてみたら、白老産のカレイだとか、今であればタチと

かが店に並んでいたりします。そういうことがどんどん発展していけばいいかなというふうには

考えています。ただ地場物ばかり並べばいいのでしょうけれども、なかなか価格の面とかあって

ですね、その隣りには安いなと思うもの見たら、輸入物のカレイがあったりとかしてですね、な

かなかその辺消費者の選択する側のことを考えての選択ということになるのですけれど、一番望

むのが町民の人達の口に入りやすくなってきている環境であるというのは間違いないと思いま

す。 

○委員（斎藤征信君） あと１点だけ。先ほどの話で少し解せなかったのは、この地域マリン

ビジョンが登別の漁港を拠点にしたその周辺なのだという話ございましたよね。だけれども漁業

組合としては、白老町全員が入っているわけですよね、一体なものですよね。ですからそういう

中で、そして同じ漁業をやりながら、そして同じ環境ですよね。獲った魚を地元へ食べさせてい

くそういう観光の町でやっている仕事をやっている人達から言うと、同じ環境にありながらあな

た達は地域が違うよという話にはならない。これは一体的なものとして捉えなくてはならないし、

担当する農水省と港湾局が離れているということは、そういう仕組み自体が不思議だなという気

がするのですよ。そういうところを直して一体となってこの町づくりを進めていかなかったら、

町づくりに重要なのだといいながら、そういう仕組みそのものがそのままになっていてやってい

るということ自体が、これ本当にただ計画しただけなのかと言われても仕方がないものではない

かと。だからこのビジョンが本当に白老町全体に影響して、お互いにそういう良い環境を作って

いける状況になるのかどうなのかというところではどういうふうに考えますか。 

○委員長（小西秀延君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） おっしゃることは十分理解できます。当然胆振中央漁業協同組

合が入っておりますので、白老のほうも含めた形、組合として入っておりますので。ただそれぞ

れの地域ということになってしまうものですから、地域を指してしまえばどうしても登別、虎杖

浜ということになるのですけれども、我々水産を担当しているものとしては当然白老も同じだと。

やはり当然これに合った形の別の振興策を図っていくと。連携して町の水産業が発展していくよ

うな形をとらなければならないというふうには考えております。おっしゃることは十分わかりま

す。片一方は農水省、片一方は国土交通省というような、これも十分おっしゃることはわかるの

ですけれども、いかんせん一方は漁港、一方は港湾という縦割りで考えればそういう仕組みにな
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ってしまします。ただ町としてはこれは関係ない話であって、町の漁港であろうが港湾であろう

が町の水産業のためには連携できるところは連携をとってそれぞれ発展させていきたいという

ふうには考えております。 

○委員長（小西秀延君） 他にございますでしょうか。 

○委員（氏家裕治） 一つだけお聞きしたいのですけれど。先ほど課長のほうから例えば地元

で獲れたものを安価でホテルだとか旅館に提供していきたいのだと。ただ提供していく中でどう

してもホテル側としては１匹のままであれば安いのだけれども切り身にして持ってきてくれだ

とか、そういったふうにして要求されてくると。そういう白老、虎杖浜という地域を見たときに、

登別だとか洞爺湖だとか大きなホテル街と違って、三大カニ食べ放題だとか、バイキングでどう

のこうのというもので白老、登別を売ろうと思っても、多分僕は売れないと思っているのです。

本当に新鮮なものを安価で例えば手に入れてですね、それに手間を掛けるのが、白老町内の例え

ば登別、白老の旅館の役割だと思っているのです。それをですね、口に入るまでの形にして持っ

て来いみたいな話をやっていると、なかなかせっかく良いプランができても、漁業関係者として

はそこまでは無理でしょうとか、せっかく良いプランができてもそれをすぐ実行に移すまでの時

間というのがなかなかできなかったり、先ほどそれは課長も言っていたけれど、なかなかそこま

ではやろうと思っても難しいですという話になってしまうから、多分そういったこの協議会とい

うのがあって、その中でいろいろな話し合いが組まれて、本当に新鮮なものを安く、ここに来て

もらった方に提供していけるのだというものができる、できないというのは、ここに携わる人方

のいろいろな役割があってはじめてできることだと思うのです。ですから、供給する側の意見だ

けを重視してしまったり、需要の関係だけを重視してしまったりすると、なかなかいいものが出

来上がったとしても、本当に絵に書いた餅になってしまって、こういう形でやりましょうとなっ

たときにお互いが協力できるような立場でないとなかなかこういったプランというのは実行に

移っていかないのではないかという思いがしてならないのですけれども、その辺についての考え

方。先ほど課長のほうからそういった言葉が聞こえたので、もう一度お伺いしたい。 

○委員長（小西秀延君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） おっしゃるとおり協議会のメンバーには入っておりますし、加

工屋さんも入っております。それぞれ観光協会、それからマリンパークだとか、要するに供給す

る側と加工する、消費するという３つの団体が入っておりますので、その中で十分議論しながら

なるべくそういった課題を整理、お互いとにかく目標は地元の安くて良い物を消費者の人にも提

供してあげようと。目標は皆同じで、そういうふうにどうやってお互い歩み寄って協力していく

かということ。それは今後話し合ってやっていく形になると思います。実際にそういう小さなと

ころですけれども、地場物をお客さんに出しているところがありますので。ただ一度に来年から

すぐできるということにはなりませんけれども、いろいろ時間をかけて、とにかくこの中で部会

を設けるのです。 

○委員（氏家裕治） もう１点だけ。僕が今言った話はそのままだと思うし、先ほど斎藤委員

も話をしましたけれども、白老、登別に来た方が求めるものというのは、ここに来たら美味しい
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ものが食べられるのだろうと、新鮮なものが口に入るだろうと。ここで獲れたものが美味しく食

べられるのだというイメージできっと来るわけですよね。ですからそういったことが本当に各旅

館だとか例えばそういったところで白老町にぽっと来たときに、どこかに行ったときにですね、

どこへ行ったらどういうものが食べられるのと聞かれたときに、「こういうところへ行ったらど

うでしょう」「こういうところはどうでしょう」というものができてこないとなかなかそういう

ものもリピーターの口ですから、リピーターの口がいろいろな部分で反映されてこないとうまく

いかないような気がしてならないのです。その辺は観光協会を含め、皆さんがこういったものに

関わっているのでしょうから、その辺を早く立ち上げてやっていくことも大事ではないかなと思

っていますので、よろしく。 

○委員長（小西秀延君） 堀江課長。 

○水産港湾課長（堀江寛君） それでもう時間もすぎたので、その一つの取り組みとして先ほ

ど委員長にお渡ししましたけれども、虎杖浜地区の水産加工品、水産物を直販している店の店舗

のマップを作りまして、まだこれは最終形ではないのですけれども、そういう形で一つ一つこう

いうところに行ったらこういう店があって、こういうものが食べられますとか、そういう一つ一

つの取り組みとしてですね、やっていきたいと、こういうふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） 今資料を回しましたので見ていただきたいのですが。時間を過ぎま

したが若干だけ延長をさせていただきまして、付帯する計画の話が中心的に流れていくような形

になっていますが、今回のマリンビジョンは登別漁港の整備を図るということが主たるテーマに

なっていまして、それに付帯する計画でさまざまな計画が付いてきているというような形になっ

ております。今日この後見に行っていただく施設のほうも、今日が主体のメインとなりますので、

こちらのほうですね、事業の計画の内容を若干もっと詳しく説明をしていただきたいのですが。

どういう所かといいますと、先ほど蓄養施設等も出ましたが、今計画でこれから本当に実施が決

定されているところとかを予算または地図で若干詳しく説明していただければと思うのですが。

よろしくお願いします。 

○水産Ｇ主幹（高野末保君） それでは委員長から指示がありました荷捌所を中心とした 18 年

度事業でございます。これについて説明させていただきます。皆様のお手元に 18 年度沿岸漁業

漁村振興構造改善事業ということでお配りしていると思いますが、この資料に基づいてご説明さ

せていただきます。この資料については、登別漁港に現在荷捌所を建設してございます。これに

ついては２月下旬に完成予定になってございますが、２ページ目の１でございますが、今現在あ

る場所から沖側のほうに出て行きます。中央岸壁でございますが、屋根付き岸壁と併せて荷捌き

所を建設予定になってございます。規模等について。予算でございますが、補助メニューとして

３つに分かれてございます。全体予算については４億 9,003 万円でございますが、荷捌所施設と

冷蔵施設、製氷・貯氷施設がございます。荷捌所施設については、２億 4,664 万 8,000 円でござ

います。冷蔵施設については、2,158 万 3,000 円、製氷・貯氷施設については、２億 2,179 万 9,000

円ということで、それぞれ補助メニューがあるのですが、荷捌所と冷蔵施設については国の補助

２分の１、製氷・貯氷施設については３分の１の補助になってございます。この荷捌所について
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の白老町と登別市の補助として5,000 万円ずつを決定してございます。一応予算関係は以上でご

ざいます。次のページが建設を進めております荷捌所の平面図でございます。総１階の床面積で

ございますが、927 平米ほどございます。延べ面積が1,157 平米ですが、これについては一部３

階となってございますので、２階、３階部分一部建設されますが、これについては貯氷と製氷施

設でございます。次に立面図でございますが、南側からの立面図でございます。この前のほうが

岸壁となりますので、この荷捌所の前に屋根付き岸壁が付くような形で、外気あるいは鳥の糞等

の害を防ぐような構造となってございます。一番後ろに写真を付けてございます。これが１月の

会見から建設部からいただいた資料なのですけれども、１月の中旬に撮った写真でございます。

見ていただいてわかると思いますが、屋根付き岸壁、これについては岸壁全体この長さが 190

メーターあるのですが、この 190 メーターのうちの170 メーター屋根付き岸壁を延ばす予定にな

ってございます。これはまだ途中段階でございますが、この写真の右のほうまで架かる予定にな

ってございます。今日昼から見ていただく予定になってございますが、おそらく全体に屋根付き

岸壁が架かっている状況になってございます。荷捌所についてもその後ろに建設中でございます

が、外観は全部できておりますが、中についてはまだ建築中ということで、見学できない状況な

のですけれども、おそらくこの外観、屋根付き岸壁と荷捌所を見ていただいたら、衛生管理とい

う状況がわかるのかなと思います。以上でございます。  

○委員長（小西秀延君） 蓄養の施設とかももう始まっていますか。 

○水産Ｇ主幹（高野末保君） 蓄養はまだ 19 年度以降です。年度もまだ固まってございません。  

○委員長（小西秀延君） わかりました。 

 だいたいの説明は終わりましたが、質問をここで１回閉じまして、お昼から１時10 分から移

動を開始したいと思います。また現地でご質問等があれば承りたいと思いますので、いったんこ

こで委員会を閉会したいと思います。ご苦労様でございます。 

（午後 ０時１０分） 


