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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） おはようございます。ご苦労様です。今日の所管事務調査でご

ざいますが、食材王国しらおいの取り組みについてということで、産業経済課の皆さんにお越し

いただいております。まず午前中につきましては12 時まで事務調査を行いまして、午後から現

地に出向く予定なっております。箇所としては２箇所、まずスタージョン白老、キャビアを養殖

しているところを見させていただく予定です。その後社台のほうに戻ってきまして、白老あすぱ

ら倶楽部、アスパラを栽培してございますので、そこを現地調査させていただくと。こういう予

定になっておりますので、よろしくお願いします。以上であります。 

○委員長（小西秀延君） それでは早速食財王国しらおいの取り組みについて。岩城産業経済

課長よりご説明お願いいたします。 

 岩城課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） おはようございます。はじめに４月１日付で人事異動があり

ましたので、私のほうから今日の出席者を紹介させていただきます。和野参事は今までどおり担

当で参加させていただきます。それから隣が五十嵐主幹、観光のほうを担当しています貮又主任。

後ろに行きまして経済振興、今回異動で配置になりました本間リーダーです。その隣企業誘致の

担当リーダーであります西主幹です。今回異動で産業経済課に来ました観光のほうを担当します

中村主幹です。その隣が観光プロデューサーでございます鈴木さんであります。ＪＴＢからの派

遣職員です。その隣が木藤主査であります。以上９名大挙をして出席させていただきました。食

材大国は実は１グループだけが担当しているのではなく、課全部横の連携をとりながら担当して

いますので、それで出席させていただきました。前段私のほうから食材王国しらおいの全体の取

り組みを紹介させていただいて、その後和野参事のほうからキャビアとアスパラ、午後からの視

察が中心になります。それについて和野参事のほうから説明すると、こういう流れで今日は進め

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。着席のまま説明させていただきます。 

 まずお手元のほうに食材王国しらおい、誇りある故郷づくりという横書きのものを事前に配布

させていただいております。左上に実施計画書というふうに枠で書かれたものです。作成が平成

16 年４月というものであります。まず食材王国とはどういうものかという部分を、この資料で

まず説明させていただきたいというふうに思います。１枚目をめくっていただきたいと思います。

目指すべき食材王国しらおいの概要という部分がございます。ここのフロー図でございますが、

食材王国しらおい誇りある故郷づくりという中で、大きく４つの柱立てをしております。まず一
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つ目でございます。左側の四角い囲みの中です。しらおいブランドの確立、販路拡大、流通の確

保、商品化、地産地消、産消協働の推進とこういったものを備えた一つ目の産業の活性化。それ

から二つ目にしらおい物産市、朝市の展開、食と観光を連携させたプログラムといった部分で、

観光と農業・水産業の連携が二つ目。三つ目でございますが、食の啓発・啓蒙、研修会・シンポ

ジウムの開催、担い手づくり、異業種分野の連携、地産地消の推進といったヒトづくり・ネット

ワークづくりというのを三つ目にしております。最後四つ目でございますが、味覚の情操教育、

学校給食、消費者への啓発・啓蒙、食農教育といった食育という大きく４点を柱にしております。  

 食育についてはすでに議会等でも随分議論になっているところでございますが、一番下の囲み

の中です。昔は家族全員でおしゃべりをしながら食事を楽しんできたという時代。私もそうです

けれども、子供のころそういう環境で育ってきた。最近はそんな機会が減り、一部では欠食や偏

食などの食生活の乱れが生じてきているということがございます。特に食に対する理解や食事マ

ナーなど、子供に対する食育も親の責務と捉え、家庭の食卓こそ食の原点だというふうに捉え、

食育という部分もこの柱の中に位置づけしてございます。 

また、しらおいブランドの確立はということで、上の四角い囲みの一番右側でございます。ピ

ラミット型になってございますが、町民への地産地消の推進、その中段のピラミットの中ですが、

商品化・販路拡大、そしてしらおいブランドと、こういうピラミットを形成してございます。し

らおいブランドがもたらす効果という部分をその下のところに大きな丸の中に括っているとい

う中身であります。これが誇りある故郷づくり、食材王国を目指すという大きな概要のものでご

ざいます。それをどのようにイメージしていったらいいかが、次をお開きいただきたいと思いま

す。２ページ目になります。食材王国しらおいの実施主体の役割と関連イメージということで、

一つは地域資源、これをより付加価値を高める仕組みを創ること。もう一つは外貨を得る経済に

活力を与える事業を展開するという部分をここでイメージとしてございます。枠組みの左側、地

域資源というところで山海の豊かな食材ですとか地域文化、自然・温泉とこういったものと、右

側の囲みでございますが、生産者消費者といった部分、こうった連携力の強化を図っていきなが

ら食材王国を目指すという関連イメージがここにあります。囲みの中、下のほうですが、コンシ

ェルジュ機能という部分が注釈として入ってございますが、ここに記載のとおりで、より一歩進

んだおもてなしの心といいましょうか、そういうものをここで発揮していくべきだという部分で

ございます。そういった食材王国を目指すために具体的にはということで、３ページ目のその１

の部分でございます。 

ここでは聞きなれない言葉で、６次産業という言葉が入ってきます。しらおいブランドの確立

と販路拡大には、農業・水産業の６次産業化が重要であるというふうになります。囲みの下のほ

うからでございますが、まず従来の畜産農家や漁業者は生産物を出荷してその販売収入を得る手

法と。単に物を売ると、こういった取り組みでありました。そこに商品の付加価値化と所得向上

を目指すということで、加工品、食品加工を行い、直接消費者に販売する手法を取り組む。モノ

の持つ情報、特性、そういったものを一緒に売るということでの付加価値をより増すのだという

ことになってこようかと思います。６次産業という言葉でございますが、これはすでに全国的に
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も認知された言葉、発祥は造語でございます。あくまでも１次産業、２次産業、３次産業でござ

いますので、６次産業という部分は造語でございますが、１次産業の１と２次産業の２と３次産

業の３と１掛ける２掛ける３ということで６次産業と言われるようになってございます。１次産

業はいうまでもなく、農業・水産業でございますが、２次産業の加工ですとか製造業、それから

３次産業の商業・サービス業ですね、こういったものがより連携していくのだという取り組みが

６次産業と言われるようになってきてございます。そういった６次産業を展開することによって

食材王国しらおいを目指していくという部分が、その１の部分であります。ですから単に物を売

るという部分を、さらにそれに付加価値を掛けて、生産者だけが物を売るのではなくて、それが

いかに消費者に伝わって売り上げが向上されていくかという一連の流れが、６次産業ということ

で捉えた部分でございます。 

続きまして４ページ目になります。観光と農業・水産業の連携をするためにということで、そ

の２という部分でございます。観光と農業・水産業連携の具体的なイメージがこの枠の中の破線

で括られた中でございます。ご説明しますが、まず左側の上、午前中のところでございます。体

験農場で農作業を体験してもらうと。右側に一つずれましてお昼時です。近くのレストラン等で

地元の野菜や魚介類を使った料理を食べると。さらに右側にいきまして、午後でございますが、

近くの温泉でのんびり過ごし、地元の特産品を売っているお店でお土産を買うと。こういった昼

から午後にかけてがさらに点線で囲ってございますが、農業の６次産業化という部分を位置づけ

てあります。また夜になりまして下の段に移ります、右下でございますが、地場の食材を使った

料理を食べると。夜のイベントを楽しむと。さらに左側、中央でございますが、温泉付き住宅や

民泊、旅館、ふるさと体験館等に宿泊すると。１晩泊まりまして翌朝でございますが、朝・午前

中ということで散歩する、あるいは地域のイベントを見ると、こういった一連の流れで、単に温

泉旅館に来て宿泊をして帰られるというだけではなくて、ここでは農業あるいは水産業との連携

をしていくと。これをイメージとしてここに記載してございます。こういうことを展開するその

ためにはということで、表の下のほうになってございますが、地域をコーディネートし、プロデ

ュースしていく人材が必要であると。コンシェルジュセンターの構築は、道・生活産業創出モデ

ル事業で推進するということで、これらの展開を進めているところでございます。 

続きまして５ページ目でございます。食材王国しらおいの誇りある故郷づくりのシンポジウム

の重要な役割ということで、柱立てとして①、②と二つございます。まず①でございますが、異

分野交流の有機的な連携を図るコーディネート機能の役割を為すことで、高付加価値化と金儲け

につながるシステムの構築がされるという部分。具体的には丸印で、イベントに見る効果。これ

は牛肉まつりがあったり、そういったイベントで見る効果が出てくるという部分。二つ目の丸と

して、実施主体による効果ということです。物産市等のことをここでは指してございます。それ

から三つ目の丸として、ネットワークづくりの効果ということであります。 

二つ目として②です。カネを生むというところが最も重要ではないかということで、いかにそ

れを循環させていくかということです。例示として丸印がありますが、町民が野菜を買う場合の

現状ということで、例えば町民がシイタケを買う場合、近隣のスーパーで80 円のシイタケを買
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ったとします。それが町内のスーパー、お店で買うと町内の生産原木しいたけで130 円であった

と。高いのですけれど、それが白老町民に対する町で地場産品を買うという啓発につながってく

るという部分になります。今食料自給率等いろいろ言われてございます。北海道の食料の自給率

が 190 パーセントというふうに言われておりまして、最近のデーターでは200 を超えているとい

う状況にあります。漁業生産額は約 2,600 億円ほどございます。また、農業生産額は、約１兆

600 億円といわれております。しかしそれの自給率はどうかといいますと、例えば道内米のお米

でございますが、消費率が60 パーセント、あるいは魚介類、これは全国１の生産量であります

が、一方では消費量としますと東北が第１位、北陸が第２位、北海道が第３位というふうになっ

てございます。農林水産業の道内自給率は、今76 パーセントいうふうなことも国のほうで示さ

れております。自給率が１パーセントアップするということになると、道内の生産額ではおよそ

2,900 億円、人と人口にしますと２万 3,000 人の雇用効果があるということが、釧路公立大学の

先生が事例を交えて公表されておりますが、我々町民にとっても食材にあと１品白老産のたらこ

ですとかシイタケ、あるいは白老牛、鶏卵といったものが１品加わることによって、こういう自

給率がアップしてくるのではないかと、そういう思いでおります。こういった中で食材王国しら

おいという部分を展開していこうという部分が、平成 16 年４月に実施計画としてまとめたのが、

ただ今説明させていただいた一連のものでございます。  

それではこの次の資料でございますが、平成17 年以降どういう取り組みをしてきたのか、平

成 16 年も入ってございますが、資料変わりまして、縦の資料になります。事業実績報告書、2004

年度から 2006 年度までという部分でございます。１枚目をお開きいただきますと、2004 年度、

平成 16 年度の事業でございます。１から７までございますが、７番のプログラム内容の説明（１）

三國シェフと子供達による味覚の情操教育という部分。やはりこの展開が非常にインパクトがあ

ったのではないかと。平成16 年 11 月７日にスタートしましたが、子供達に普段何気なく食べて

いる食材なのですが、原点に帰って甘いとかしょっぱいとか辛い、さらには酸っぱいと、そうい

った食する本当の原点のものをここでは教育していったという部分が、こういう取り組みのスタ

ートであったと思います。さらにスローフード試食会では、白老でしか味わえない地域料理の提

言、こういったものをいただいて関わりを持っていったというのが、16 年の事業でございます。

さらに２ページ目になりますが、2005 年度、平成17 年度の取り組みでございます。ここでは内

部的な町内での発信から翌年度は町外での展開という部分に結び付けてございます。札幌グラン

ドホテルでアイヌ伝統食材による創作会席料理、こういったものの展開から始まりまして、料理

に白老の旬な食材を提供して、白老産という部分を多くの道民に知ってもらうと、こういうきっ

かけづくりを展開したものでございます。詳しくはここに記載のとおりでございます。一方で５

ページになります。５ページのほうには第２回食材王国しらおい誇りある故郷づくりシンポジウ

ムということで、７番目でございますが、緑丘小学校で食育授業ということで、食の試食会、こ

ういったものを展開いたしました。 

次に７ページになりますが、2006 年度、平成 18 年度の取り組みでございます。大きく３点ご

ざいますが、まず一つは産消協働の事業ということで、マグロの日、食談会、こういったものを
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８月４日、５日に展開してございます。また二つ目。未来の担い手づくり事業として、萩野小学

校におきまして食育授業を展開してございます。９月 22 日に開催してございますが、札幌グラ

ンドホテルの総料理長をお招きしての食育授業を行ってございます。３点目でございますが、食

の講演、それから白老牛カレー試食会ということで、今年２月 12 日、祝日でございますが、白

老コミセンのほうで一つは高校３年生を対象に、それからもう一つは一般町民向けに地産地消の

推進ということで、三國清三シェフの講演をいただきながら、白老の食材というものをここで講

演を通じて多くの方々に理解してもらったと、こういう展開をしてございます。これが主な事業

の実績でございます。 

続きまして資料の三つ目でございます。平成19 年度実行計画と、今年の取り組みについての

資料のほうでございます。１枚目をお開きいただきまして、平成 19 年度食材王国しらおいの実

行計画であります。４つの柱は、実行計画にあるとおりでございまして、この４つの柱があって、

それでは19 年度今までの取り組みも重なってございますが、主な取り組み、実施内容という部

分が中段から下のほうに書かれてございます。白抜きはイベントで、黒の四角は販路拡大事業と

いうふうに分けてございます。左側のほうからご説明いたしますと、リンケージ・アップフェス

ティバルから始まって黒四角の白老粋品、あるいはキャビアのブランド化と、こういったものを

展開していこうと。それから二つ目の四角でございますが、ご当地グルメ「バーガー＆ベーグル」

というところで、実は過日研究会を立ち上げております。白老の食材に関わってよく皆さんも食

べることがあると思いますが、ハンバーガーでございます。そこに白老産の牛肉を挟んだり、あ

るいはたらこを挟んだりと。地元の食材、お店なんかと連携しまして、それぞれまず試作品を作

ってもらうと。それを皆さんで食べて、もっとこういう工夫したほうがいいという研究会ですの

で、そこでもっとその辺を議論しながらよりいいものを作っていこうと。今、目標は７月 20 日

にこれを発売したいということで、今、研究会が立ち上がったところでございます。今後これを

もっと詳細を詰めていきたい。またベーグルというものもございます。なかなか聞き慣れない言

葉だし、多分食べた方もあまりいないのではないかと思いますが、非常にこだわりを持って道産

の小麦 100 パーセントを使ったベーグルと。見た目はパンとほとんど変わりませんが、食 感が違

います。特に発酵過程が違うということもあって、ベーグルというのが今非常に若い人達を中心

に人気が出てきたものです。これもハンバーガーと同じように間に白老の食材を挟んで食べると

いうものでございます。詳しくは後ほど貮又の方から説明させたいと思います。その隣でござい

ますが、食の文化祭等の展開もしますが、さらにしらおい産消協働推進協議会、こういったもの

も進めていこうという。それから一番右側になりますが、小学生を対象とした食育授業と。今年

は違う小学校で。今まで緑丘小学校、それから萩野小学校がございますが、今年は今、教育委員

会のほうとも調整してございますが、違う小学校で事業展開していきたいと。それから白老ハン

バーグ等を活用した学校給食ということで、今年の予算の中でも説明させていただきましたが、

教育委員会のほうの経費ということで、独自に学校給食で地場産品を提供するという部分の予算

をいただいたということでございます。こういったことを今年19 年度は展開していきたいとい

うことで、具体的な月数は裏のページ、２ページ目になりますが、上半期と下半期、大きく二つ
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分けてございます。先ほど少し説明しました７月20 日バーガー＆ベーグルの発売という部分。

それから下期にあたっても先ほどいったようなことを月ではこういうスケジュールで進めてい

きたいという部分でございます。この実行計画の中でも当初は地産地消という部分が全面的にあ

ったのですが、今の時代と流れと変わりまして今は産消協働というようにいわれるようになって

来てございます。地産地消というのはやはり地元の食材を地元で消費をしていこうという部分が

大きな柱でございますが、産消協働という部分はより生産者と消費者が連携を密にしていくと。

消費者のニーズを生産者が的確に捉えて、よりいいものを作っていこうという部分を産消協働と

いうようなことを目指してございますが、そう言った展開を今後さらに詰めていきたいというふ

うに考えてございます。私のほうから非常に雑駁でございますが、食材王国しらおいの展開とい

うことで、計画に盛られた内容、それから16、17、18 の３ヵ年取り組んできた事業、そして19

年どういったことを展開するかというものを関連して説明させていただきました。若干補足があ

りますので貮又主任のほうから説明させます。 

○委員長（小西秀延君） 貮又主任。 

○観光ふるさとづくりＧ主任（貮又聖規君） それでは補足という事で、新聞記事の添付資料

１というものがございまして、そちらの方を補足として説明していきたいと思います。まず１枚

目めくっていただいて、先ほどの４つの柱があるという中でですね、食育の部分がかなりこれは

小学校だけというイメージがあるのですが、実は生涯食育という理念も持っておりまして、その

中で今中学校もかなり総合学習と連携させながら、地域の故郷探し、資源探しということで、今

学習に励んでおります。その１枚目、竹浦中学校が昨年１年、２年生、３年生が地域の故郷探し

ということで、私のほうでコーディネートさせていただきまして、例えば家畜市場であったり、

白老漁港であったり、シイタケの生産者の方であったり、ななかまどのパン屋さんであったり、

そういったような所を産業施設見学しております。現場体験ですね。それを踏まえて中学生は実

際に現場を知りながら今度は学校祭という集大成に向けて彼らが一つ一つテーマを持ちまして、

白老における何か特産品づくりだとか、観光ツアーづくりだとか、そういったことを勉強しなが

ら学校祭で発表したという取り組みが昨年から始まってございます。さらに今年につきましては、

竹浦中学校の先生がそれは生徒だけが学ぶのではなくて自ら教員の皆様も勉強したいというこ

とで、一月前に竹浦中学校の全先生の前で白老町の産業のプレゼンをさせていただいております。

これからまたさらに５月１日、２日ぐらいから今度は中学生の皆さんにさらに掘り下げたような

総合学習の取り組みを進めてまいるということでございます。そして次のページがマグロの日と

いうことで、食材王国の取り組みは今年で４年目になるのですが、当初１年目２年目につきまし

ては、町民の方々に白老町の食のすばらしさを知っていただきたいということで、シンポジウム

などを進めてまいりましたが、ただしやはりこれは３年目についてはさらにステップアップしな

ければならないということで、町内の飲食店の方々と初めて連携をしたというのが、このマグロ

の日の展開でございます。こちらはおすし屋さん３店舗、居酒屋さん１店舗、それからレストラ

ン１店舗ということで連携をしました。このときにはマグロ１本用意したのですが、おすし屋さ

んはマグロの使う部位というのは良い場所が欲しいわけですね。ただ居酒屋さんだとかレストラ
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ンでいくとマグロでもすその部分が方が欲しいということで、なかなかおすし屋さんでもマグロ

１本買い取ることは難しいのですが、ただこれを皆さんで分け合う、おすし屋さんはいい場所,

居酒屋さん、レストランはすその部分ということで、このマグロ１本を今後の白老の中で流通さ

せるためには皆さんで分け合うというような仕組みはどうかということも、この中で試験的にト

ライアルしてございます。実際にはマグロ１本を使い切って、通常おすし屋さんでいくと、赤み

６カン、中トロ２カン、これは今の白老のマグロの価格でいうと2,600 円から 2,800 円ぐらいす

るものなのですが、それを 1,050 円ということで販売させていただきました。これが一番成果と

して出たのは、足を運ばれたお客様が８割以上が町民の方であったということでございます。ま

た飲食店でも通常の２倍から３倍のお客様の入りこみを記録したと。おすしは安いのですけれど、

その他に例えばビールを飲んだり何か１品料理を食べてということで、そういったような波及効

果もあったということでございます。 

 続いてわが町食材王国の取り組みは、かなりアイヌの食文化という文化度が高い食の部分がご

ざいます。そういったようなところから今６ヶ月から７ヶ月掛けて作るサケの燻製ですね、サッ

チェプというものなのですが、こちらが日経流通新聞に載るぐらい今注目度も高まってきている

というものでございます。 

 次のページが食育の取り組みということで、こちらは今萩野小学校が道の食育モデル校という

事になって指定を受けまして、さらに力が入りだしたということでございます。 

 また１ページめくっていただきまして、白老町の食育の取り組みが北海道の中でも注目を浴び

てきているということでございます。こちらにつきましては今教育委員会が主体となって進めて

いるものですが、産業経済課の役割としましては、各生産者、それから加工者から食材を調達す

るという部分で、教育委員会と連携をさせていただいているということでございます。 

 次のページなのですが、こちらは商工会が主体となって食材王国の一環事業という位置づけで

勧めていただいた白老粋品でございます。こちらが先ほどの計画の中に入っていましたが、産業

の６次産業化という部分でございます。こちらにつきましては、例えば一つたらこについていっ

ても、ただ単に虎杖浜産のたらこですよというだけの説明だけではなくて、ここにストーリーを

持たせております。この一つ一つのたらこを作るにあたっては、これは白老粋品というパンフレ

ットなのですが、例えばこちらにたらこを作りに当っての苦労だったりこだわり、こういったよ

うなことをパッケージに入れたりだとか、お客様に対してお知らせする。生産者の苦労、こだわ

り、これを入れることによって一つの商品が仮に 1,000 円の商品が1,500 円、2,000 円で売れる

という、物語をきちっとストーリー性を付加するということで、これがたらこであったり白老牛

のハンバーグであったり、後はメジャーな商品だけではなくて、例えば創作一心でやっているサ

ケのピリカラだったりぐるぐる巻きであったり、こういったようなきちっとストーリー性を持た

せることによって商品にきちっと光が当たって、そしてお客様からも高く買っていただけると。

こちらのサケの燻製も当初アイヌ民族博物館では 2,000 円ぐらいから販売を開始したものなの

ですが、これが東京のバイヤーさんの評価でいくと、8,000 円ぐらいでも売れるだろうというよ

うな評価もいただいたりしております。こちらは今回商工会が主になりながら行政も連携しなが
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ら進めていった事業でございます。これが一つ、次、6 次産業化につながる部分でいくと、これ

を販売すると。どこかできちっと常設できるような店舗があってそれを販売するというのが、今

度第 3 次産業につながるわけですから、それを今、今年4 年目、徐々にそういう動きが出てきて

いるという状況でございます。食材王国は、１年目、２年目は町民の方に対する啓発事業をどん

どんしてきたのですけれど、３年目のマグロに日から商工会の白老粋品などつながっていって、

やはりお金が動く動きの取り組みが今まさに始まってきているという状況でございます。 

 続きまして三國シェフの記事が載ってございます。先ほど言ったように食育の関係については

小学校、小学校というふうに言われて、各自治体でも小学生に対する食育授業はやられているの

ですが、やはり私ども生涯食育という理念を持っているということで、やはり高校生向けの食育

を始めました。これは社会に巣立つ３年生に、今までお母さんが作ってくれた手作り料理のあり

がたさ、それからこれから社会に向けて巣立つ皆さんに、本当に食べ物の大切さを問いかけたシ

ンポジウムでございます。ここで始めて白老東高校と栄高校の３年生対象ということで進めたわ

けなのですが、実は今非常に良い流れになってきております。それはただ単に、これはイベント

というふうには留まってはいないということを説明したいのですが。今、観光協会のほうで、バ

ーガーとベーグルを開発しましょうと。ご当地グルメといわれるものなのですが、それを今進め

てまいります。ただその中で今、栄高校のほうからそのバーガー、ベーグルを高校の調理実習の

中で活用したいという動きになってございます。まだこれは正式ではないのですが、要は学校側

も食材王国しらおいを連結させながら、栄 高校なんかも要は町外の生徒が多いものですから、第

２の故郷ということで、白老町のすばらしさを調理実習の中から教えていきたいという、今、動

きになっておりまして、そういう中からも食材王国をしっかり地域ぐるみの展開に今なってきて

いるという状況でございます。まずは以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） 和野参事。 

○産業経済課参事（和野敏夫君） それでは私のほうで昼からの視察先等含めて、今までに新

たなもの、創出してきた部分をご紹介したいと思います。皆さんのところに一番上がしらおいカ

ムイキャビア資料というものが行っていると思います。  

 それではお手元にお配りした資料に基づいてご説明をしたいと思います。 

 しらおいカムイキャビア、これにつきましてはしらおいの神様のキャビアと、カムイ、神様と

いう部分で、このネーミングについては、そういう投げかけで、問いで作りました。生産者の方

については、スタージョン白老、菅野碩國さんという方です。この方は平成９年からずっと取り

組んできまして、ようやく外に出せる品物ができたと。キャビアができたということで、昨年に

うちのほうでこの情報を聞きつけて、生産者の方とお会いして、販路拡大という部分で産業経済

課が関わったという部分でございます。そこに今までの経過が書いてありますけれど、平成９年

に美深のチョウザメ館の見学を機にチョウザメに興味を持ったということで、本州から体長 10

ｃｍ程度の稚魚150 匹を購入したのが始まりです。平成10 年にここにこの転換期を迎えたとい

う部分は、10 月に北海道電力株式会社総合研究所より幼魚 2,100 匹を導入し、共同研究がスタ

ートと。これが唯一菅野さんのキャビア作り、チョウザメの飼育、キャビア作りに始まっていっ
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た時期かなと思っております。それで平成 10 年から 13 年続いた北海道電力総合研究所との共同

研究が終了しまして、この間何度も何度もキャビアを取り出してどういう形にするのだという模

索をしておりまして、平成16 年に成熟卵をようやく確認したと。ここまでがはっきりいって至

難の技と。キャビアを抱卵させるまでが、ものすごい年月がかかると。これにつきましては水温

だとかいろいろな自然環境、この部分を熟知しなければここまで行かない。道内でも５箇所程度

そういう取り組んでいるところありますけれど、いまだかつてここまで個人の部分で作り上げた

ものはありません。それでほとんどレストランに出ているものは輸入物ということでずっと来た

のですが、これが輸入禁止になりまして、中国、カスピ海産だとかロシア産、今輸入がストップ

になっております。そういう中で一躍その時期と一緒になって、菅野さんのキャビアが注目を集

めたと。そういうものすごい周りの環境が合致したのかと思っております。そういうことで、18

年に札幌グランドホテルの小針さん、その当時の総料理長さんに一応味を見てもらったりして、

ようやく塩味ができたということで、昨年の11 月にＪＲタワーのミクニ札幌の社長であります

三國清三さんに見てもらって、これは間違いなく商品化になるというお墨付きを受けて、そこか

ら国内のレストラン等へまず販売を始めたという状況です。今、菅野さんのところで飼っている

チョウザメの種類というのは、ベステルと呼ばれていまして、これはベルーガとスターレット、

ここにオオチョウザメ、コチョウザメの交配種、普通Ｆ１と呼ばれているものでございます。卵

はやはり輸入物より若干小さい。色が黒よりもグレーがかるという色合いになっております。た

だこういう中で今、施設的に30 トンの水槽を７基、その他に４基持ってやっております。菅野

さんについては、昭和45 年からテラピアだとか、そういうコイだとかを育てた施設をチョウザ

メの水槽と育てる施設に変えたということでなっております。1 枚めくっていただきますと、そ

こにカラーでこういうラベルに30 グラム単位で一つの容器に入れて販売しているというところ

です。もう1 枚めくっていただきますと、菅野さんのキャビアの生産販売量ということで、昨年

の９月から今年の３月までの生産量を書いております。主なキャビアを卸している所ということ

で、苫小牧のサンユー食材、それから苫小牧四季の味くまがい。このくまがいさんは、萩野で割

烹しあわせをやっていた方で、この方がその当時からチョウザメの身をお刺身等にして提供して

いたということで、そういういきさつがありまして、今萩野のしあわせを閉じて苫小牧で四季の

味くまがいを経営しております。そこにはもちろん身も提供しているという形になっております。

それから室蘭のレストランムノン、この方は洞爺のウインザーホテルで洋食の料理長をやってい

た方で、その方が室蘭で開店したということで、ぜひ胆振管内の食材の中に白老のキャビアを入

れたいということで、今回取り組んでいただいております。あとは札幌のグランドホテル、ミク

ニサッポロ等が販売先になっております。 

 それから次に白老あすぱら倶楽部についての紹介です。これにつきましても平成14 年に梅坪

さんという方が、町内の主婦の方々に紹介して、その人方３名で 14 年に白老あすぱら倶楽部を

設立しまして、それで今２名の方が増えて、５名の方々でアスパラを生産しているということで

す。白老で14 年にアスパラを作りたいということで、このときに補助事業等が、うちの農業と

いうのが畜産という部分でありまして、そのアスパラについては野菜ということで、うちの農業
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類型になかったということで、ぜひとも新たな農業の品目ということで胆振支庁にお願いしまし

て、14 年の年に元気づくり事業でアスパラの施設等の建設をさせていただいたと。これが事の

発端で現在進んでおります。ただ平成16 年には台風の影響でハウスが倒されたということで、

これらについても資金の援助を受けて今は直して、現在の施設になっております。それから一番

新しい施設は、恵和園の横にふるさと農園の横に今５棟のアスパラのハウスがあります。これが

昨年出来上がった５棟で、それで現在15 棟の規模でアスパラを生産しております。そのうち１

棟がホワイトアスパラの生産になっております。ホワイトアスパラにつきましては、露地物が出

る前に施設物ということで、要するに市場価格の高いときに販売すると。そういう手法を組んで

おります。これにつきましては、太陽光線を遮断して育てるという手法でやっております。収穫

も夜中に収穫するということでなっております。そこに生産量、出荷額等のことが書いてありま

す。16 年に 336 万円。17 年に生産量 3.4 トン、340 万円。出荷量、生産量が少し落ちているの

は、16 年の台風の影響で、苗が損傷を受けたということで、出荷数量が落ちております。18 年

につきましては 5.4 トンに出荷量が伸びております。それで 594 万 2,000 円と。平均単価、18

年はキロ1,100 円。今の時期はグリーンアスパラでキロ2,000 円程度になっています。これは東

京のほうの料亭に送るということで、これもランクがありまして、Ｌ，ＬＬ，３Ｌという形があ

りまして、やはり太いものが売れているということでございます。主な出荷先、札幌中央卸売市

場、東京都中央卸売市場、カフェセリーナ。これは三國さんのやっているレストランです。それ

から地元ではスーパーくまがい。これについてはどうしても規格外のものが出てきたときに、地

元のくまがいにお願いして、それを卸させていただいているという形で取り組んでおります。以

上アスパラ倶楽部についての説明終わりまして、次にイチゴです。 

 本当は今日の視察の中にイチゴもと思っていたのですが、施設の不具合がありまして、視察を

遠慮させていただきたいということで、議会のほうと相談しまして、生産者のほうに刺激のない

ようにということで、今回の視察先から外させていただきました。イチゴの生産につきましては、

昨年９月ぐらいから施設の準備、苗の準備が始まりまして、ようやく12 月から、出荷時期が施

設の工事関係で若干遅れまして12 月から出荷をしております。イチゴの品種については、「さが

ほのか」というイチゴの品種になっております。これは粒が大きく色が鮮やかで、果汁も豊富な

「大錦」と「とよのか」を交配して作られた品種です。そういうことで、計画的には年18 トン、

将来 36 トンを目指して栽培をするという計画でおります。現在の部分におきましては、１日140

パック、１パック 330 グラム入りです。これを出荷していくということで、11 月から翌年８月

までのこの時期に収穫、出荷をするということで目指しております。農業生産所得の目標として

は、600 万円ということで、なっております。今従業員数も常時雇用の4 人を含めて 10 人の方、

６名のパートを雇って農作業を進めております。そういうことで施設概要としましては、ハウス

施設、このハウスが６棟あります。その中で作っております。その中の配置としましては、３段

の３列でやっております。今回施設の太陽光線の入る屋根の部分に紫外線を遮断する素材が使わ

れておりまして、そういうことで色が赤く薄赤いというか淡い赤い色になっているということと、

糖度が増していないと。果肉が水っぽいというような市場の評価がありまして、そういう中で今
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ＪＡ苫小牧広域とも相談しながら、施設の屋根の張替え等の計画を進めております。そういう中

で新たな農業品目のイチゴ、こういう部分で今後とも私たち１次産業の部分では、新たな品目に

も光を与えながら、牛肉以外のものを生産していきたいなと思っております。以上で今日の昼か

らの視察先を含めて、説明を終わらさせていただきます。 

○委員長（小西秀延君） それでは休憩をいたします。 

休  憩  午前 １０時５７分 

                                             

再  開  午前 １１時０９分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じまして会議を再開いたします。説明が終わりましたので、

今後質疑応答を行いたいと思います。質問、ご意見ございます方挙手でお願いいたします。 

 分野が広かったものですから、まず実施計画書に連なる一連の資料についてのご質問から承り

たいと思います。吉田委員。 

○委員（吉田正利君） 吉田でございます。今、説明受けまして、概略も食材王国の展開方針

も承知した上でございますけれど、まず最初にこの事業を進めるにあたって、大変恐縮なのです

けれども、町の予算は今年 30 万円取っております。まずこの関連について、30 万円の予算でど

のような関連を持って進めようとしているのか、これについて説明いただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 貮又主任。 

○観光ふるさとづくりＧ主任（貮又聖規君） 今、吉田委員のご質問についてなのですけれど

も、今、町の持ち出しについて30 万円ということでございますが、実は昨年から北海道市町村

振興協会のいきいきふるさと助成金という制度がございまして、こちらで昨年は100 万円いただ

いております。総事業費だいたい 220 万円ぐらい昨年は取り組みを進めたのでございますが、こ

ちらが３ヶ年継続して助成金いただける制度でございます。今回こちらにつきましては、町の予

算措置は30 万円なのですけれども、こちらで今回も市町村振興協会の100 万円を助成申請、今

進めているところでございます。それからまた、食材王国のこの取り組みはとても幅広い取り組

みなのですが、これをトータルコーディネート、食から観光から産業からということで、トータ

ルコーディネートする仕組みを作りましょうということで、17 年、18 年に北海道の生活産業の

創出の助成金いただいております。これは登別と広域の事業なのですが、観光コンシェルジュを

構築しましょうということで、２ヶ年で 1,100 万円の事業展開をしてございました。こちらは今

年の３月31 日をもって終了したものなのですが、実はこれを白老町の今度はコンシェルジュと

いうことで、今こちらも道の助成金、こちらは道の助成金なのですが、こちらにつきましては地

域政策補助金というものがあるのですが、今こちらも観光と食の連携ということで、ツアーを作

ったりだとか、そういったようなことでこれも食材王国の一環事業として取り組みながら、こち

らも道の助成金100 万円ぐらい獲得できればということで今申請しておりますので、町の持ち出

しはとても少ないのですが、外部のそういったような助成金を活用しながら進めていきたいとい

うことでございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 
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○委員（吉田正利君） 少ない予算の中でこれだけの事業と展開するのは、なかなか工夫が大

変だと思うのでございますけれども、今、道の助成等の関連もあるようでございますが、これだ

けの事業を展開するとなるともう少し町の予算関係も充実しなければならなかったのではない

かと思うのですが、その点についてはいかがでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 岩城課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） 前職が財政も担当していた部分ということもあるのですけれ

ど、今、担当が話したとおり、道から等の支援があるということで、町はその事業は前向きに進

めなければならないというのは、町長先頭に食材王国を構築していくというスタンスは変わりま

せんので、何とか予算の確保という部分は査定の中でも随分議論して組み立てたところでござい

ます。そういう自己財源を最小にして最大の効果ができるようにいろいろな支援制度をもって、

予算組みしたという部分でございまして、政策的には町の予算、まだまだ財政が豊かであればも

っと拡大してのことも一つ考えられるかと思うのですが、そういう今説明したように他所からの

補助金等を十分活用して事業展開したいということで、今年度については30 万円の予算を計上

させてもらったと、こういう経過でございます。 

○委員長（小西秀延君） 吉田委員。 

○委員（吉田正利君） この食材王国の事業計画の展開の中で大きな柱４点を挙げておられま

した。だいたいわかりましたけれども、本来の最終目的というのはどこに焦点があるのかという

考え方から判断したときに、要するに産業の活性化に繋げるということが、僕は非常に重要な仕

事ではないかと思っているのですが、そういうふうな観点からしたときに、市場性とかあるいは

町の関係もあるでしょうけれども、市場性のルートを具体的にどうするかとか、そのような考え

方が非常に希薄でないのかなという聞き方しておりました。例えば町内消費者の場合でも、町内

とか道内、札幌周辺を中心にした市場を考えておられるようですけれども、やはり産業の具体的

な活性化となると、もう少し展開を全国的に物流するという考え方の中でこれらを進める必要が

あるのではないかと思うのですが、その辺についての考え方はどうなのでしょうか。 

○委員長（小西秀延君） 岩城課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） 市場ルート、販路拡大という点でのご質問かと思います。こ

の実行計画、実は通常総合計画だと４ヶ年ですとかいろいろな計画は期間がございます。これに

ついては期間を設けていないという部分では、今のご質問の中でも触れられておりましたが、最

終的な目的地といいますか、どこまでどうして行くかという部分がこの辺では見えないかなとい

うふうに思ってございます。食材王国しらおいを構築していく中で、ここが最終点ですよ、ここ

でもう終焉だということはなく、未来永劫これは続いていくという部分です。そこにもっともっ

といろいろな付加価値をつけながらバージョンアップといいましょうか、もっともっと販路の拡

大も一つでございますが、そういうものを開けていきたいというふうに思います。市場ルートの

こういう部分も非常に大事でございます。なぜ産業経済課が１グループだけでやっていなくて、

全部のグループにまたがっているかというと、例えば企業誘致の中にでもこういったところのヒ

ントが必ず出てくるのです。ですから課を挙げて今取り組んでいるということなのですが、全国
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的な部分でも、例えば１例を挙げますけれども、東京白老会、ふるさと会なんかもこういうとこ

ろの非常に発信の場でもあるし、情報もいただけるかなというふうになってございまして、実は

４月から経営企画課から事務所管しまして、今度は産業経済課でこの事業を取り組もうというふ

うになりました。そういう部分でも、こういった部分、今ご質問あった部分をもっともっと発展

させていきたいというふうに考えておりますので、今ここの数ヶ月で実はこういうルートできま

したというのはすぐにはなかなか難しい部分がありますが、そういうあらゆる部分を取り組みな

がら販路の拡大等市場ルート、こういうものを確立していきたいと、このように考えております。 

○委員長（小西秀延君） 他に。氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） 氏家です。たぶんいろいろなところに白老町の物産、特産品を紹介す

る小雑誌、また今見せてもらったチラシとか、今あのようなものがあるわけですから、例えば情

報発信誌というか、一つの小冊子ではないのですが、情報誌として発行できないかと。そこから

つながっていくやり方というものが必要なのではないかと。例えば今じゃらんや何かというのは

知れわたっていますよね。そこで例えば道南、道東、道北だとかに分けていろいろなイベントの

紹介だとか物産品の紹介だとかやっています。あれはあれでいいのかもしれないのだけれども、

やっぱり白老町は白老町の中で地元でしか分からないような、地元でしか感じられないことをみ

んなに発信していく。外に発信していく。そういったことが必要ではないかと思う。なぜかとい

うと、苫小牧辺りでは、苫小牧は苫小牧の情報誌というのを作っていますね。若い人達の集まり

でもって作っているのかもしれない。本当に薄っぺらい物です。本当に小さな手のひらサイズの

ものです。そういった中で例えば居酒屋さん、飲み屋さん初め、細かい話をすると、ぷらっとみ

なと市場だとかマルトマ食堂さんの紹介だとか、いろいろなものをイベントを兼ねてやっていま

す。そういったものを手にして見ると、面白いのです。見ているだけで面白い。そして例えばそ

の中の名所、白老町の場合だったら仙台陣屋だとかポロトだとか、それから海浜関係、海、港含

めいろいろな自然のそういったものを載せたり、その周辺にあるスイーツ、今白老町でもいろい

ろな部分でやっていますよね。そういったものを隣接する部分で、ここへ行く途中にはこういっ

た店もありますよとかというものを紹介していく。これは観光と地元の商店だとかいろいろなも

のを結び付けるそういったものがないと結びつかないのではないかと思うのですね。そういった

ものを１枚ずつこういうものがあります、こういうものがあります。確かにわかります。でもそ

ういったものを一つの情報誌として発行することによって、みんなの目に触れて、手のひらサイ

ズでいいですよ。それが苫小牧辺りでは１ヶ月ずつそういうのは発行して、いろいろな記事を載

せたりしています。そして、トヨタ、日産の車の広告もそこで取りながら、うまくやっています

よ。そういうことが白老でどうしてできないのかと思うのです。難しい。確かに難しいのかも知

れないけれど、他で一生懸命そういうことをやっていて、町おこしを一生懸命やろうとしている

のだけれども、白老町もいろいろなものを見るとすごく一生懸命良い事を考えているのだなと思

うのだけど、でも実際形になってきているのかなと思うと、みんな一つ一つは良い物を持ってい

るのだけれど、何か集約した心を引くようなものがないというか、物は良い物をみんな持ってい

るのだけれども、何か心を引く物がない。見たいという物がないというか、そこがすごく残念な
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ところだと思うのだけれども、これからそういったこと必要だと思う。それが観光協会でやるの

かＮＰＯとして誰か立ち上げないとやれないものなのか。経済産業課が若い人方の掘り起こしだ

とか、いろいろなものをやっていく役割を担っているのか、その辺についてどう考えているのか、

少し聞いてみたいと思うのですよ。 

○委員長（小西秀延君） 貮又主任。 

○観光ふるさとづくりＧ主任（貮又聖規君） 今の件についてなのですが、実は今日、今、Ｊ

ＴＢの鈴木さんいらっしゃらないのですが、これはつい先だって発売されたばかりの「るるぶ」

という観光雑誌がございます。これは全国の書店に回っているのです。今までＪＴＢとの連携の

中でこういったようなパンフレットを見たときに、北海道地図が載ってございます。その時に、

これは３年前から言われていたのですが、白老という地名自体もだんだんだんだん小さくなって

きている。今までだとポロトコタンという名称が一番メジャーで、それも今まではいろいろな観

光情報紙に載っていたのですが、それも実は小さくなったり、なくなってきているという状況に

なってきているのです。それで、そういったような大きなテーマパークというのですか、そうい

ったものはだんだん薄れてきているのですが、実は今回白老掲載されている部分でいくと、例え

ば山本虹鱒さんだったり、スイーツでいったらななかまどさんであったり、マザーズさんという

ところが紹介されるのです。そういったような小さい施設が、この北海道地図に山本虹鱒さんが

入ったり、そういう時代になっているのですね。要はそういう本当に行きたい所、穴場的なお勧

め情報というのがこういう地図に載る時代になってございます。先ほどの例えば苫小牧にいくと、

小さい小冊子でフリーペーパーですね、コンビニへ行けばあるようなものございます。これにつ

いては、道の先ほど助成金をいただいてと、２ヶ年で観光コンシェルジュのこの仕組みを構築し

ましょうということで進めてまいったのですが、こちらは商工会と観光協会の連携がかなり白老

の場合されてきております。会長を川田会長がされて、白老のコンシェルジュ協議会、登別、白

老のコンシェルジュ協議会ということで進んできたものなのですが、その中で今ホームページを

充実させましょうということで、まずホームページの中でデーターベース、私ども２ヶ年かけて

いろいろ飲食店歩かせていただきまして、データーベース今構築してございます。ただ今年度か

ら今これも経済産業省の補助メニュー、これに手を挙げる運びになっているのです。６月申請な

のですが、もしこれができるのであれば、さらにまずホームページ等を充実させるということが

一つでございます。それからなおかつそれができてもできなくても、またこれは別の話になるの

ですが、先ほどのバーガー、ベーグルのお話が出ました。これはご当地グルメということで、今

10 店舗ぐらいの飲食店がやりたいですよというふうに手を挙げてきているのです。目を引くと

ころで行くと、ただ単に天野ファミリーファームさんだとか、ウエムラさん以外に、寶龍の中村

さんもバーガーやりたいというお話もあって、今徐々に広がりつつあります。その中でバーガー

マップというのも今作りたいというふうに考えているのですが、今年の２月に札幌国際大学の温

泉の権威で松田教授がいらして、やはり虎杖浜の温泉施設もこれはすばらしいと。源泉掛け流し

ということも謳いなさいということもいただいているのですが、虎杖浜の施設もなかなか見栄え

は古くなっているのですが、温泉のすばらしさを見せるようなそういうようなチラシというかパ
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ンフレット、そういうようなことを作ることも一つだと思っております。そういうことを、温泉

と食をまとめたような一つパンフレットというのですか、それは今、観光協会の事務局長である

田中局長という方なのですが、その辺のノウハウをかなり持たれているプロですから、そこは今

年は立派なものはまだできないとは思うのですが、そういったようなことはインターネットを活

用しながらですとか、あとは紙ベースでということは、今年は徐々に形にはなっていくであろう

というふうに考えてございます。以上でございます。 

○委員長（小西秀延君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） よく分かります。インターネットの充実、これは本当に重要、大切だ

と思う。僕達も同じです。どこどこ行くといったら、インターネットで調べて行く。こういうも

のがあるのだという知識を持って、現地に行くわけです。白老といったら、どこへ行ったら詳し

い情報が得られる。駅に行ったらもらえるの、観光協会、ポロトへ行ってポロトの観光協会に行

かなければもらえないのですか。だからインターネットを充実させるのは良い、ホームページを

充実させるのは良いのだけれど。見て、白老は美味しいものが沢山あるのだな、いろいろなとこ

ろがあるのだな。そういう知識を持って観光に来るわけですよ。来て、白老町にああいうところ

もあったな、こういうところもあったなと。これから若い人ばかりではないのですよ。だんだん

年寄りの人達が増えてくるのだから、そういう人達がポーンと手ぶらで来たときに、駅に行けば

ありますよとか、駅に行ったらそこでいろいろな情報を集約できるだとか。僕が残念なのは、駅

前にあった観光協会が使えないでいたというのが、僕はすごく残念なのです。そして向こうへ移

ってしまったでしょ。僕から言わせれば、本来であればあそこが一つの拠点になっていなければ

ならない話でしょ。僕はそういうふうに思います。今のようなことをいっても始まらないけど。

ただどこに行けばその情報が得られるんだということを、例えば60 代過ぎ 70 代過ぎのお年寄り

達２人でもって車でぷらっと来たときに、娘や息子達からインターネットでこういう情報をもら

ったのだけれど、こういう話を聞いたのだけれども、どこですかと来たときに、どこに行けば良

いのかということなのですよ。白老は港から情報発信するのであれば、港にそういう所を作るの

か。それとも駅に作るのか、もっとみんなの身近なところに作ってほしいのですよ。ポロトと観

光協会がくっついて、観光協会ポロトに行かなければ情報がもらえないのであればもらえないで

いいのかもしれないけれど、みんながみんなＪＴＢの鈴木さんも言っていたけれど、入り口はポ

ロトでなくてもいいわけだよね。一番ポピュラーな場所でいいのですよね。そういったところに

そういったものを置いてほしいのですよ。そうしないとたぶん形だけで終わってしまうような気

がする。インターネットの充実、ホームページの充実、すごくすばらしいことですし、今言った

とおり観光と物産と、そういったものをひっくるめて一つのものに集約したものを、ホテルだと

か駅だとかに置く。それを充実させていかないと、これからいくらいいものがある、白老牛があ

る、たらこがある、カニがある、何があると言っても、ぷらっと来た人方が手にとって、「この

とおりに行けばいいの」、「行ってください」と言える何かがそこにないと。せっかくの観光と今、

食と結び付けようとしているものが、何か空虚な感じがしてならないのですよ。何か若い人達の

力を借りないとできないのかもしれないけれども、わからないけれど、もっともっとやりたいと
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言っている若い人が。そういった人方の力も借りながら、やらしてみる、チャレンジショップや

ったりいろいろなことやっているのだから、もっとそれを・・・うまく言えないのですが。他か

ら比べると白老というのは何かのんびりしているような気がする。一つ一つのものは本当にきれ

いなものを作るし、考え方もすばらしいことを考えるのだけれど、何かまとまらないような気が

している。それはこれからどんどん変わってくるのかもしれない。これは私のただの見識かもし

れないけれど、そうしないと自分もどこどこの地方に行ったときに、白老だって道の駅ないのだ

から。他のところ行けば、道の駅行けばいろいろな情報もらえたりするわけでしょ。ないのだか

ら、それに変わるものを新たに作れとは言わないよ、金もかかるのだから。どこかそれに変わる

新たなものを、変わるものを目に付き易い何か、ぷらっと寄れるようなそういったものを考えて

いかなければいけないのではないですか。私はそういうふうに思うのですが、それについてはど

うですか。 

○委員長（小西秀延君） 岩城課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） ポピュラーな場所というご意見だったかと思うのです。いろ

いろ駅ですとかホテル、食堂とそういった部分もあるし、車で来られる方、例えばガソリンスタ

ンドなんかでもそういう発信基地になれるかなというふうに思います。ただ今いただいたご意見、

ご質問を参考に、先ほど担当から言いましたとおり、今年インターネットもそうですけれども、

紙ベースでも取り組みたいのだという部分がありましたので、民間・行政ばかりではなくて、民

間の方々ともその辺話し合って、どういったところがそういった基地になれるかという部分もよ

く協議した部分でそういう取り組みはしていきたいと、このように考えます。 

○委員長（小西秀延君） 氏家委員。 

○委員（氏家裕治君） いつも思うのだけれど、自分が他の町に行ってどういう動き方をする

のか。ここの町で何かを食べたいのだけれど、どこへ行ったらいいのか、みんな考えるよね。み

んな同じだと思うのですよ。そういったことを卓上で何か一つのものを集めて考えるよりも、自

分がぽっと他の町に出て行ったときに何かご飯を食べたいときに、何か美味しい所はないのだろ

うかと。下手したら交番に入っていって、何か美味しいものを食べられる所はないですかと聞い

たっておかしくないぐらいかもしれない。何も聞く所がないとすれば。自分が他の町に行って困

ること、そういったものを自分が行ったらこんなサービスがあったらいいと思うことをどんどん

取り込んでいくべきではないかと。それを積極的に展開していくべきではないかと、そう思うの

です。これからのたぶんいろいろな課題があるとは思うけれども、そういったものを頭に入れな

がら、本当にこれは長い時間をかけようと思ったらいくらでも長い時間がかかってしまうから、

やるといったら今年はこういうものをやるという目標を決めて、せっかくＪＴＢの鈴木さんがい

ることだし、そういう力を借りながらがんばっていただきたいと思っています。 

○委員長（小西秀延君） 今のはご意見として。 

 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 斎藤です。今の話とも重なるかもしれませんけれども、今やろうとし

ていることはすばらしいことだろうと。やはりそういうふうにして発展させなければならない基
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本的な部分かなというふうに思うのですが、そういう食材と観光とあらゆるものを結び付けてい

くということを考えれば、それをコーディネートするコンシェルジュという役割がすごく大事で

あろうというふうに思うのです。今何が獲れたから何を始めるということではなくて、白老の町

をどういう方向で引っ張るのかという、そういう役目も背負っているのではないのかという気は

する。そうすると長い将来を見通した上で、どういうものを提供していくかという、そういう役

割だとすれば、その人達の位置づけといいますか、その人達の役割、それは誰がやっているのか、

その辺りの基本的な部分、もう少し説明いただければいいと思うのですが。 

○委員長（小西秀延君） 貮又主任。 

○観光ふるさとづくりＧ主任（貮又聖規君） 今コンシェルジュの部分なのですが、とても重

要な役割となります。これは２月のパンフレットですが、このときに湯めぐりパスという、札幌

の雪まつり期間に札幌から無料送迎バスを出して、温泉３箇所を湯めぐりパス1,200 円のものを

買っていただいて、登別・白老の温泉を巡ってくださいという取り組みをさせていただきました。

その中で実はなかなか私どものＰＲ不足だったのですが、これは試験的に白老と登別の１週間に

ついてはコンシェルジュがいますよということで、道内で初の試みだったのですが、こういう展

開をさせていただいておりました。先ほど氏家委員のほうからもご質問があった部分で、白老町

のお勧め所というのはどんなところなのですかということをＱ＆Ａ形式で答えているのです。こ

こに写っている２人が実は観光協会の山崎次長と千葉係長なのです。今なかなか目立つところに

場所はないのですが、ただ情報源を今どういうふうに発信するかという仕組みづくりは、これは

２ヶ年掛けて取り組みをしております。今年については、これが今観光協会の中で、観光協会の

会員の方々もちろんメインにお知らせしなければならないのですが、ただ今のお客様というのは

いろいろな要望があるのですね。それに答えるには、協会の会員以外の方々も時には紹介しなけ

ればならなかったり、そういうスポットを紹介しなければならないということもあるわけです。  

例えば今白老は遊歩 100 選ということで、ポロトの森が日本の遊歩100 選に選ばれていますが、

ここは実際にウオーキングするとしたらお金なんか落ちないのです。今まで観光協会の案内とい

うのは、お金が落ちるところを紹介なんかするのですけれど、お客さんなんかはのんびりと散策

したり浜辺を見たりだったりというニーズが高いわけです。それで実際わたしども観光も、お客

様から本州からポロトコタンに行きたいのですよというふうに相談があったときに、今まではポ

ロトコタンは何時から何時までやっていて、料金はいくらですよという紹介しかしなかったです。

ただこれは私どものほうでコンシェルジュの構築を始めてから、ポロトコタンには10 時から12

時までにいらしてください。12 時からは白老の新鮮な魚介類がありますよ、牛肉ありますよ、

お勧めの何々という飲食店ありますよという紹介をしています。そのあとにのんびりしていただ

くのであれば、萩の里自然公園だったり、ポロトの森だったり、虎杖浜のアヨロ海岸を歩いてく

ださいと。そのあとにゆったり湯量豊富な虎杖浜温泉にのんびりつかって、帰りは海産物ロード

でお買い物をして帰ってくださいという今紹介の仕方をしております。今まではなかなか観光資

源として見られなかったものが、お客様のニーズからすると、それであれば白老に滞在するとい

う仕組みになってきておりますので、そこは今案内の仕方は私どもも観光協会も行政のほうも変
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わってございます。またなおかつコンシェルジュの仕組みから、商工会との連携を進めているも

のですから、それはお互いに商工会も観光の情報案内が来たら、それも対応するというようなこ

とに今なっているというところでございます。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 私が聞いたのは、今名前が出た観光協会とか商工会とか、もちろん役

場もあるけれど、それらが一体となってやるのだろうけれども、中心になってそれを進めていく

部隊というのはどこなのかということをお聞きしたかったのですよ。みんなそれぞれに思い思い

に仕事を進めているのか、あるいは産業経済課の意向というか、そのことがただ社会がこう動い

ているからそのとおりに動いていくのではなくて、町としてこういうまちづくりをしていきたい

というものときっちりと結びついていなければならないはずですよね。それらがどういうふうに

結びついてセンターがあるのかどうなのかということを聞きたかったのですよ。 

○委員長（小西秀延君） 岩城課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） 先にお答え申しますと、それの中心になるのが観光協会であ

ると。ただ観光協会だけではなくて、今委員がおっしゃるように、行政という大きな視点で、ま

ちづくりと連携という部分も当然大事な部分ありますから、行政も大きく関って取り組まなけれ

ばならないかなと。柱となる中心はどこかとなると、あくまでも観光協会。町長が観光協会長と

なられたという部分もあるのですが、今までの観光協会の一部分を先ほど貮又が説明しましたが、

１点をいろいろ問い合わせがあったお客様に答えるのではなくて、白老町の全体の魅力をきちっ

と相手方に伝えるという部分がまさにコンシェルジュ機能でありますから、そういう部分をきち

っと観光協会が主体になってやるべきだと、こういうふうに今、変えようとどんどんしていって

いますので、今 過渡期ではありますが、委員がおっしゃるようなことをきちっと構築していきた

いと、このように考えています。 

○委員長（小西秀延君） 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） だいたいわかりました。ただ先ほどの話の中ですばらしいと思ったの

は、今まで観光として考えられていなかったものも、それもどんどん参加をしてくる。ウオーキ

ングする人達がどんどん増えてきて、本当にお金は遣わないのだけれども白老に行って歩きたい

ということで、萩の里に来るだとか、ポロトを歩いてみるだとか、そういう人達の要望というも

のもすごく増えた。それらを含めてそれらをどう活かしていくかという、それにどう価値を付け

ていくかというそういうことを考えなければならないということでは、すばらしいことだという

ふうに思うのですが。たとえばポロトに来たお客さんたちが本当に今日１日のんびりしたいとい

う人達が宿泊をどこでしようかといったときに、そういうような施設というのが本当に十分なの

だろうかと。食事したいといっているそういう希望の人達が入ってみたい店が、本当に周辺にあ

るのかどうなのかというそういうようなことを、もう少し考えていかなければ、来てみたけれど、

自然はある、食べ物もあるのだけれど、先ほどの話でないけれど、どこでゆっくりしていって、

どこでそれらを満足して帰れるかということになると、まだまだ足りないなという感じがするの

だけれど、そうやって考えると、先ほどの話、生産者と小売店と、消費者とこれらをきちっと結
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び付けてそれに企画者が入ってきっちり結び付けるにはまだ相当な壁というのがあるのかなと。

今、取り組みを始めながら、この運動が全町的な運動になるのかどうなのか、今どこの町へいっ

たって生き残るためにみんなそれを考えているわけでしょ。同じ列で進んでもやっぱり駄目だと

思うのですよ。スピードを持って早く打ち上げるところは早く打ち上げていかなければならない

という、今そういうことを要望されているのかなと思うのですけれど。本当に全町的な運動とし

て、前にもいろいろ話があったけれど、生産者と小売店と消費者の間にさまざまな壁があって、

一緒にやろうといってもなかなか一緒になれないという壁がものすごく厚いという話は出てい

たのだけれど、それらを乗り越えながら今のやっていることで全町的な運動になりうるのかどう

なのかという点ではどのように見られているのか教えてほしい。三國シェフだとか小針さんだと

か、本当にそこにここに材料がどっさりあるから目をつけているわけですよね。本当にそれを活

かしながら全町的な運動として発展させられるという見通しというのをどのように抑えられて

いるのか。そのあたり。 

○委員長（小西秀延君） 岩城課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） いろいろな具体例も示されながらのご質問であると思います。

行政が関われる部分の限界というものがあると思うのです。ここからやはり民の力といいましょ

うか、本当に民間の方がそこを工夫してもう１歩伸ばしてもらいたいというところは正直ありま

す。先ほど委員からもおっしゃられたとおり、食材豊富で何かもっと考えればそこに本当に入っ

てみたい店とか行ってみたいという部分が、そのことをいかに情報発信するかということも一つ

大事なポイントではあると思います。先ほど担当からバーガーの話を例として挙げましたけれど

も、そういうことを発信すると、ぜひうちの店でもやってみたい、全く関わっていないお店も実

は私のところもやってみたいと手が挙がってきて、今研究会が立ち上がったところです。そうい

うところというのは前向きに取り組んで、新たな白老の食材を活かした新たなものを生んでいき

たいという部分での取り組みがまず一つあると。私はその研究会に出て思ったのは、まだまだそ

ういう部分では白老は発展できる要素をたくさん持っているというふうに思いました。それをい

かに展開できるかという部分だと思います。ご質問はそこだと思うのです。この場でこれをこう

して何月どうしてこうだということは言えませんけれど、今正直申し上げてそういう取り組みに

かかってきたという部分です。先ほどご質問にあったとおり、そのスピードという部分も確かに

ありますが、今ここでスタート位置に立って展開するところが間違ってしまうと、いくらスピー

ドアップでもとんでもない方向にいってしまうかなという部分もありますので、今ここ慎重に組

み立てをして、今ご質問にあったように、全体を底上げしていきたいというふうに思っています。

昨年マグロの日を展開した中で、終えた後たくさんの飲食店から来年はうちもやりたいよという

ご意見もいただいていますから、今年はその辺の取り組みを考えなくてはいけないということで

担当のほうとも協議をしているところなのですが、もっともっとその辺今委員からご意見あった

ことも踏まえながら今年さらにステップアップしていきたいというふうに考えています。 

 三國さんと小針さんのほうは、和野参事のほうから。 

○委員長（小西秀延君） 和野参事。 
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○産業経済課参事（和野敏夫君） うちの町欲張りすぎて、三國さんだとかグランドホテルの

小針さんという方とお付き合いをさせてもらっています。これは付き合ってから３年ぐらいにな

ります。ただこのお二方とも町が自分達のまちづくりに情熱が有るか無いか、その気持ちが無い

所に自分達の技術だとかそういう紹介はしないと、食材も使わないと。そういう意気込みが明確

にない町については、自分達はどんなお願いをされても行って料理を作ったり、そこの食材を紹

介したりはしないという基本的な考え方、お二方とも同じです。そういう中でひょんな事からＪ

Ｒ北海道さんを介して三國さんとも知り合って、三國さんを介して小針さんとも知り合ったと。

このお二方とも生産者が苦労している状況をなぜ地域がわからないの。地域の方々もう少し生産

者に目を向けて、がんばっている姿を今度は行政がどう捉えて、それを食材を使う人方にどうＰ

Ｒするか、そういう意気込みがない地域については，一切協力しませんと言われています。そう

いう部分でいったら、まさに白老の場合昭和 29 年から牛肉やって53 年経って、いまだかつてこ

こまで来たという目標値に達していない、まだ荒削りな部分もあります。そういう部分にまた新

たに小さくこつこつとやっていたチョウザメの菅野さんがいたり、それからこの気象条件、冬に

雪が少なく暖かい気象条件の白老を活かしてイチゴを作ってみたいだとか、それからここには１

次産業である軽種馬の方から出る上質な堆肥がある。だからアスパラを作れるのだという取り組

みであったかと。そういう人方の息を行政としてもどの地点で捉えるかというのはタイミング的

なものはあるとしても、そういう人方の意見を地域を上げてそういう人方を介して紹介していく

ということについては、これから私どもいろいろな部分では携わって支援していきたいなと思っ

ています。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） 玉井です。固定的な話なのですが、観光協会は土・日は一応休み

になっているのですか。もし休みになっているとすれば、例えば大型連休が来るよ。さっきから

皆さんが言っているように、どこへ行ったらいいのかわからないですよね。その辺の対応はどう

なっているのですか。とりあえず。 

○委員長（小西秀延君） 貮又主任。 

○観光ふるさとづくりＧ主任（貮又聖規君） 休日等の休みの関係については、観光協会の職

員が携帯電話を持ち歩いて、観光協会に電話が来ればそれが回るような仕組みで対応はさせてい

ただいているという状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） 玉井副委員長。 

○副委員長（玉井昭一君） 玉井です。とりあえずスケジュールには牛肉まつりから始まって

いるのだけれども、大型連休については何もここに載っていないですよね。早急に今皆さんが言

ったようなことの対処をしなければならないと思うのですよ。やっぱり連休というのが皆さん一

番来るのですよ。もちろん牛肉まつりが一番来るのははっきりしているのですが、それ以前のこ

とも対応しておかなければならないと思うから、その辺のことを私は早急に対処していけばと思

うのですよ。以上です。 

○委員長（小西秀延君） 岩城課長。 
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○産業経済課長（岩城達己君） 行政だけのことであればこの場でどうこうと言えるのですけ

れど、観光協会という一つ組織がございますので、私ども大型連休というところではたくさんの

方が白老にお越しいただくチャンスでありますので、今のことを踏まえて観光協会とも相談させ

ていただきたいと思います。 

○委員長（小西秀延君） 他にございますか。 

 ないようであれば、もう 1 点私から。また他の委員とのご質問等にも重なるところもあると思

うのですが、このコンシェルジュセンターというのが非常に役割が重要であると私も考えており

まして、連携農業、また漁業、観光を連携するという事業のほうには、大変今までのご説明を聞

いていると、進んでいっているというふうに感じられるのですが、コンシェルジュセンターにつ

いては生活産業の取り組みから、補助金の取り組みから始まっていて、私の認識で遅れているの

ではないかという認識で捉えられるのですね。これまでの経緯として、どういうふうに進んでき

て、今後どういうふうに考えているのか、もう少しご説明をいただければと思います。 

 貮又主任。 

○観光ふるさとづくりＧ主任（貮又聖規君） このコンシェルジュの部分については、なかな

か登別との広域事業ということで２ヶ年あって、白老として具現化するところが２ヵ年は研究期

間だったものですから、それが花開くときにはまだなっていません。ただ今年度については、白

老独自で今コンシェルジュの協議会を立ち上げる予定でございます。それは商工会と観光協会が

主になるのですが、今までの研究していた生活産業のメンバーには、漁協さんであったり農協さ

んであったり、いわゆる食材王国にはかかわっていただいた団体であったり、その事業者の方々

というのは入ってはいないのです。ただそこは実際に今観光はすべて食産業も取り込んでいる状

況でございますから、そこは今年度については更なるステップアップとして、今まで食材王国で

築き上げてきたこのネットワーク、生活産業で築き上げてきたものを一緒にするような取り組み

を進めていきたいということは考えてございます。こちらについては、実は昨年11 月に観光ツ

アーで今までなかなかツアーの商品とならなかったポイントを商品化したりだとかしてござい

ます。具体的にいうと、山本虹鱒さんですね。ここは今までですとなかなか旅行商品にならなか

ったのですね。団体の受け入れにならなかったのです。ただ昨年 11 月には虎杖浜水質日本一と

いうこともありますし、クッタラ湖、それから山本虹鱒さんでは釣堀体験をしていただくのです。

釣堀体験をしていただいて、その虹鱒を食べていただくということです。その後に風呂に入って

いただいて、乾物ロードで買い物するということで、こういった中でいろいろな連携ができつつ

あるのですね。こういったようなことを、今年は本当に形にしていきたいということをしており

ます。これは生活産業の一環で、実証実験でやったのですが、実はうれしいことに民間の中央バ

ス系列のＣＢツアーズさんというところがあるのですが、これを商品化していただく方向に進ん

でいたりもして、そういった中から形にはなってきていると。ただネットワークを今年は、今ま

で築き上げてきた食材王国と、生活産業の中で築き上げた物を連携するようなところに来ている

ような状況でございます。 

○委員長（小西秀延君） ２ヵ年が研究期間ということで、そういう実例を挙げて、また成功
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例という形で行っていることもわかりました。生活産業の補助金が今後もこの事業を行っていく

ための財源が確保されているのか、また他のものもあるのかという点ではどういうふうな形にな

っていますか。 

 貮又主任。 

○観光ふるさとづくりＧ主任（貮又聖規君） 生活産業の関係は、今年はお金が付かないので

すが、胆振支庁の地域政策補助金ですね、今これに手を挙げる形で進めているのですけれど、こ

れは食材王国とコンシェルジュを連携させる提案で、申請を上げております。その中で実は道の

ほうで掲げている産消協働というパンフレットが今出来たばかりなのですけれど、これは何かと

いうと、地産地消よりもさらに上の思想を持った取り組みなのです。例えば何かというと、食材

だけではなくて地域資源も連携させましょうと。そしてなおかつ地域で作られているものも連携

しましょうというものなのですけれど。具体的にいうと、器ございますね。皿、その食器を例え

ばはしもと陶芸館さんの皿を使いましょう、六平太さんの皿を使いましょう、香西さんの皿を使

いましょうというところもいきます。それからその後にお風呂に入るということあるのですね。

虎杖浜の源泉 100 パーセントの風呂に入る。これも産消協働の理念の中に入っているのです。実

はその取り組みをしてきたわけです。その中から今回資料にも付けていますが、白老町の取り組

みが道内の10 の先駆的な事例ということで、産消協働のモデル事例というふうに選ばれました。

そういうことから今後は産消協働ということを武器にしながら道のほうにも積極的にＰＲでき

ますし、国のほうにも積極的にＰＲできると。今この産消協働というのは、わが町で勧めてきた

食材王国と生活産業の取り組みが合体したような理念というようなことになっております。今後

はそういった意味でいろいろな助成金等獲得できるのではないかというふうに考えております。 

○委員長（小西秀延君） よく理解できました。ぜひそちらの方向でがんばっていただければ

と思います。早急に組織も私は重要だと思いますので、そちらのほうもがんばっていってほしい

と思います。 

 他にまだ意見。 

 斎藤委員。 

○委員（斎藤征信君） 今の話を聞いて、三國さんからはしもとであそこの皿は使えないよと

言われたと。それに腹を立てて、それでは各自のお皿を作ってやろうかと挑戦始めたという話を

聞いたので、すごいことだというふうに。やはりホテルはホテルの形式というのはあるだろうか

ら、そういうふうにどんどん発展していったらすごいと思います。今聞きたかったのはそれでは

なくて。 

 食育の関係で１点だけ。食育で子供達にいろいろな味を味わせたり、物を作る体験をさせると

いうことを掲げているわけですけれども、私は以前から白老の特産物を子供達に給食でドンと与

えるだけでも道徳教育なのだというふうにはっきり思っていたのです。なんとすばらしいところ

なのだと思わせるためには、まず食べさせることなのだというふうに思っていたものですから、

政策的な経費が削られてしまった時点では随分寂しい思いをしていたのですよ。それをさらに発

展させて、子供達にいろいろな体験をさせ、そしてやるのは発展だというふうに聞いていたわけ
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ですけれども、それが子供達に特産品を作ってそれを観光にも役立てる、子供達に何か料理を作

らせるだとか、そういうふうに発展させながら高校まで持って行きたいと。こういうような狙い

を聞いたわけですけれども。だとすれば、この食育教育の最終的な狙いというのは、どのあたり

にあるのですか。そのあたりを少し聞きたかった。 

○委員長（小西秀延君） 岩城課長。 

○産業経済課長（岩城達己君） 私のほうから考え方という部分。足りなければ参事の方から

補足したいと思います。 

 いろいろと食育の取り組みをしてきています。本当に学校であれば家庭菜園を作って、ジャガ

イモを植えて、それを収穫して、食材を作ってみんなで食べるという一連のものから、今回のよ

うにそれぞれ有名なレストランのシェフが来て、食材というものはこういうものだという原点か

ら教えていただく部分もあります。自分が経験してきた部分で考えると、学校給食もそうですし

家でご飯を食べるにしても、すべて出されたものは食べなければならないという教育を受けてき

たと思います。その中でそれはもったいないからという部分もあるのですが、物を大事にすると

いう部分も一つの教育として教わったのではないかと思う。それは食材にかかわらずいろいろな

ものに対しての物の大切さという部分を、知らず知らずに学んできたという部分も一つにあるの

ではないかと思います。大きな捉え方とした食育という部分では、単に食材を食べるばかりでは

なくて、そういった大きな視点も備えているのではないかというふうに思います。いろいろ取り

組みしてきた中で、朝ごはんはしっかり食べるという部分も今回食育の中にも位置づけしてあり

ますけれども、学校の中でできる範囲という部分もあろうかと思いますので、トータル的な話は

そのぐらいかと私は思います。もっともっと展開しようとすれば、大きな視点がまだまだあろう

かと思いますけれど、子供達に食育、食べ物の大切さ、そして命の大切さまで繋げていきたいと

いうふうには考えています。 

○委員長（小西秀延君） 貮又主任。 

○観光ふるさとづくりＧ主任（貮又聖規君） 観光の視点でお話をしてよろしいでしょうか。

実は今私どものグループ、観光ふるさとづくりという名称になっております。これは機構改革の

ときにそういう名称になったのですが、やはり観光で外のお客様に白老町は良い町ですよと来て

いただいてもですね、白老の町民がこの町が本当にすばらしいと誇りにもてなければそれは難し

いだろうというような思いがございました。その中で産業経済課の観光の推進としては、長い時

間はかかるのですが、町民の方々に対してわが町のすばらしさを気づいていただかなければなら

ないだろうという思いがあってですね、その中に食育があったものですから、そこで連携を取ら

していただいていると。実際に子供達はわが町の食材のすばらしさを気づくことによって、皆さ

んが大人になったときに自分の子供にも故郷のすばらしさなんかを伝えていくという部分があ

りまして、その食育のとても大事にしなければならないのは、その地域の文化だということを言

われておりまして、そういう切り口の中で観光としては、啓発事業とプラス即効性のある経済効

果を生む事業というような理念というのですか、そういったようなことを食材王国の中にも持た

せていただいたというようなことでございます。食育は誇りある故郷を皆さんが勉強して築くと
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いう切り口ではないのではないでしょうかという思いがございます。 

○委員長（小西秀延君） それでは全体を通してもやりますが、各施設については施設に行っ

てからのご質問も受けたいと思いますが、大きく全体を通して何かございますでしょうか。 

 ないようであれば、お昼の休憩に入りたいと思います。 

休  憩  午後 ０時０８分 

                                             

再  開  午後 ３時２６分 

○委員長（小西秀延君） 休憩を閉じまして委員会を再開いたします。皆様からお話がありま

して、イチゴも見学したいということでしたが、ご説明先ほどありましたが、諸事情でそちらの

ほうは視察にいけないということで一応午前中の説明、そして午後からの見学として終了したと

いう形になります。まとめとして所管事務調査の報告を出すわけですが、それに記載してほしい

事項等がありましたら、この場で承りたいと思います。この場で浮かばなかったものに関しては、

後ほど私のほうまで届けていただければ、所管事務調査等の書類に載せられる方向に持って行き

たいと思いますが、何か現在のところでございますでしょうか。 

 ないようであれば、委員長と副委員長とでまず報告書を作りまして、皆さんにご参照を頂き、

その内容をもっと詰めるという形をとり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） それではそういう形を取らさせていただきたいと思います。 

以上をもちまして産業建設常任委員会を閉会いたします。ご苦労様でございました。 

（午後３時２７分） 


