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平成２１年白老町議会 

広報広聴常任委員会・総務文教分科会 会議録 
 

 

平成 21 年７月 31 日（金曜日） 

   開  会  午前 10 時 15 分 

   閉  会  午後  3 時 33 分 

                                          

○議事日程 

   １．白老和牛生産改良組合・農事組合法人白老牛改良センターとの懇談について  

２．いぶり中央漁業協同組合との懇談について 

                                        

○会議に付した事件 

１．白老和牛生産改良組合・農事組合法人白老牛改良センターとの懇談について 

２．いぶり中央漁業協同組合との懇談について 

                                          

○出席委員（８名） 

主  査 及 川   保 君      副 主 査 近 藤   守 君 

 委  員 本 間 広 朗 君      委  員 前 田 博 之 君 

 委  員 斎 藤 征 信 君      委  員 土 屋 かづよ 君 

 委  員 吉 田 和 子 君      議  長 堀 部 登志雄 君 

                                          

○欠席委員（なし） 

                                          

○懇談に参加したＮＰＯ法人役員等（７名） 

   白老和牛生産改良組合                   組 合 長   吉  田  隆  一  君 

                                           副 組 合 長   石  川      宏  君 

    農事組合法人  白老和牛改良センター     組  合  長   勝  沼  正  則  君 

いぶり中央漁業協同組合                 専 務 理 事   本  間  敬  次  君 

                                       参      事   垣  通  吉  則  君 

                                       参      事   渡  辺  信  吾  君 

                                       漁業専門員   堀  川  俊  彦  君 

                                          

○職務のため出席した事務局職員 

事 務 局 長   上坊寺 博 之 君  

 主 幹   森   隆 治 君 
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◎開会・開議の宣告 

○主査（及川 保君）   

<開会・開議の宣告> 

（午前 10 時 15 分） 

                                           

◎開会のあいさつ 

○主査（及川 保君）  総務文教分科会を代表してあいさつ（略） 

                                           

◎あいさつ 

○白老和牛生産改良組合  私も和牛組合に入って 10 年くらいたちます。白老の和牛も何とか

さまざまな時期を乗り越えながらやってきました。昭和 61 年には肥育屋さん中心に、農家がど

んどん倒産。農協も成り立たなくなり再建整理組合となりました。農協も農家も根本から建て

直そうと、さまざまな困難を乗り越え、方向性を考え、町の協力を得て現在の改良センターが

あります。今までも、それなりの効果を上げてきておりますが、次の厳しい局面を迎え、改良

センタ一自体も中身は余りよくないのですが、白老発展にはこのままではいけないのではと。

このような状況の中、株が暴落してしまい、今どのように乗り切っていくかとの当面の問題が

ありますので、皆さんにご理解いただきご意見を賜りたい。 

                                           

◎議員の自己紹介 

○出席全委員 自己紹介（略） 

                                           

     ◎意見交換 

○主査（及川 保君）  和牛について勉強していきたいと思っていますので、皆さんの議会に

対して忌憚のないご意見を賜りたい。担い手はよく頑張っていると思いますが、状況について

教えていただきたい。 

○白老和牛生産改良組合  和牛専用になると採算が取れるので、後継者が出てくる。件数は今

40 件切っている。20 年前の頭数 1,300 頭は、繁殖により維持しており、60 頭から 100 頭ぐら

いを家族経営で肥育している。素牛だけを市場で売るというのが、今までのやり方だが、自分

達の牛がどのような過程を経ていくのか確かめなければならない。子牛で売ってしまったら中

途半端になってしまうし、個人でそれを全部やるとしたら、設備や飼育までの施設が必要とな

り大変。町の理解により、九州等で研修し勉強してきた。当時、農家８人と農協の協同出資に

よる改良センターをつくった。自分でできない牛の結果を見たいと改良センターに預託する。

改良センターは白老出身しか入れない制限があり、市場で白老の牛だけを競り落としてきた。

いい牛が出てくるようになると、市場を通して情報が発信される。予測される牛のベースつく

りをし、その道筋をたくさん残してきた。98 頭の枠の中で、１年半をかけると常時出荷できな
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いばらつきが出てくる。優秀な従業員を入れ、牛をふやし効率のよい運営をしていきたい。一

昨年子牛での市場では 50 万円が、今平均 35 万円となり、１頭 15 万円ほど安くなっている。生

産コストは上がっているが、売り上げが落ち込み乗り切れない農家も出てきた。どのような方

策を立てたらよいのか、農協としてもいろいろ手だてをしているが、牛自体も高く農地の評価

も下がってきており、貸し付けも厳しい。町の事業として肥育した場合は、肥育の貸し付けは

農協からするが、その利子補給がされている。資金を回していけばいいとの声もあるが、簡単

にはそうならない現状である。 

○委員（吉田和子君）  改良センターと改良組合の仕組みが分からないので、その基本を教え

てほしい。 

○白老牛改良センター 私も 10 年目になり、ことしから組合長に就任している。改良センタ

ーは、白老の後継者８名のメンバーと農協１団体で構成し、町有地を借り運営をしている。白

老の繁殖雌牛を見るという目的で、皆さんから牛を預託され抵当物件として預かり、施設管理

料を徴収しそれを導入資金として牛の交配に充てている。繁殖能力の調査を目的とし、牛の預

託を受け、現在 46 頭の牛を預かり運営を行っている。賛同をいただいている構成員でない方の

預託も別枠料金で受けている。いい牛が出てくるとお借りし、謝礼を支払い受精させている。

改良組合は、それを土台として受精卵移植でその生産者から、母親牛を一回借り、謝礼を支払

って採卵させている。改良センターで成績のよいものから取り扱い改良組合で生かしている。

組合員の希望により、受精卵移植の形で配っている。基本姿勢は、世代に残すために、必ず雌

は保管するようお願いしている。改良組合は農協の一生産部会という形で、改良センターはあ

くまでも白老町の生産法人がつくり上げた団体ととらえていただけたらと思っている。 

○委員（土屋かづよ君） 素牛で 61 万円まで上がったことがあり、今 40 万円となるとその格

差の原因は何か。 

○白老牛改良センター 絶対量もあると考えられる。ホテルに納める量となると、今では難し

いと思われる。 

○白老和牛生産改良組合  質のレベルは同じだが、量を確保しなければならない。我々の供給

体制にはそれがないということになる。 

○委員（土屋かづよ君）  肉質のよいものが出てきても単価が上がらない原因は何か。 

○白老牛改良センター 消費低迷もあるし、市場の価格が下がってきているのも原因の一つ。

そこにある利幅がなくなっており、購買者が評価し購入価格も下がってきている。このままで

は、原価割れが出る恐れがあり、雌の価格低下は顕著にあらわれている。  

○委員（斎藤征信君） 改良センターで品質改良を手がけ、ある一定の成果を上げてきた。技

術的にも到達でき、問題はブランドになるためには量が必要ということですが、ここが大きな

問題。将来的展望として、品質改良をまだまだ続けなければならないのか、販売量の将来像と

して、改良センターではどのようにみているか。 

○白老牛改良センター ４年前になるが改良センターで出荷した牛が、北海道農連で１位をも

らった。白老では始まって以来。日本の格付Ａ12 というのは、日本では一番いい。品質的には
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どこも上がってきている。これからは絶対量と販路。せっかくできたブランド。売る姿勢もつ

くる側として、ある程度の肥育頭数を上げる確立は自信を持っている。自分たちで売っていく

のか、第三者に依頼するのか、それとも皆が協力して売っていくのか、これからの新しいブラ

ンド化で検討することだと思う。先日、このような会議に出席したが、その中でも数と販路が

課題だと話し合われている。 

○委員（斎藤征信君） 頭数をふやしていく展望として、どのような対策をとられているのか。 

○白老和牛生産改良組合  対策というよりは、話の流れの中で素牛の値段が下がっている。白

老の農家の個々の体力はかなり落ちている。肥育から始まって個人の負担は非常に重たいもの

があり、改良センターを増資しみんなでやるにしても体力がないところで、話がとまってしま

う現状にある。 

○主査（及川 保君）  他の自治体はどのような対策をしているのか。個々の農家だけが頑張

っていく仕法でいいのか、逆に町が経営する方法でいいのか、どうあるべきかの意見をお聞き

したい。後継者が経営をするとしても、できない状況にあるのではないか。そのような実態が

あれば。 

○委員（前田博之君）  過去には白老農協が、白老の特性として和牛をやると歴代の組合長さ

んが力を入れてやってきた。現在は、広域機能となり農協自身、和牛の育成の担当者すら、白

老支所にいなくなってしまっている。大きなところの野菜とか、畑作を主とし、白老が合併に

より、白老国産であるものが軽視されている。農協振興に力が入っていないのではないか。行

政云々より、白老の置かれている現状をどのように認識しているか。 

○主査（及川 保君） 合併により白老町の農家が疲弊していくのではないかと質問したこと

がある。農協自体が弱まってしまうことに皆さんは危機感を持っていることと思うが。 

○白老和牛生産改良組合  広域農協の実態は、農協の販売高は約 100 億円。そのうち乳牛・豚

も含めて畜産が 43 億円位。その中の白老支所の売り上げは、約４億円。白老を見ると割りとよ

いほうではないかと思われる。白老農協自体、職員の給料・ボーナスは３年くらい凍結してい

た。農家の生産量では上げることができなかった。その時に農家の手数料も上げ、少しでも経

費が上げる対策として、雇用もパートに変え、農協参事を雇うこともできない状況だった。金

融もそのままであれば、お金を取り扱えなく決済もできない状況になる段階まできて、合併に

踏み切った。３つの農協が合併して、給料が低い白老町の職員の給料が上がり、農家にとって

も手数料が下がるなどのメリットがあった。農協の効率を高めるには、人件費が課題である。

人数を減らし売り上げが下がる中では仕方のないことであり、仕事の効率が悪くなることも出

てくる。３つの農協に共通するのが和牛なので、その点では意見が言いやすい状況にあるが、

農協全体での存在感は、米・野菜など、畑作が中心となってしまう。その意味では白老支所は

おんぶされている状況にある。共同で改良センターを運営するなど白老だけの肥育ではなく、

広域農協全体としての構想も可能性として出てくるのでは。白老単独にしても、白老農家自体

が減ってきている。広域農協全体を白老牛というブランドにする全体構想を考えるのも必要で

はないかと思っている。 
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○主査（及川 保君） 広域全体でふやす考えでは限界があると思われるが。 

○白老和牛生産改良組合  白老牛はその点では、リーダー的流れをくんでいるので、白老牛の

ブランドをしっかりする組み立てをすれば、そこに賛同する者も出てくると考えている。  

○委員（近藤 守君） 北海道の他の自治体で改良センターのあるのは。 

○白老和牛生産改良組合  白老を真似てつくったのは浦河。日高で先行しているのは、三石と

新冠で町が運営している。繁殖から肥育までしており、町の職員が責任者となっている。  

○主査（及川 保君） 町だけで支援していくというのはだめと思うが。     

○白老和牛生産改良組合  経営者の中ではそれぞれの考え方があり、いろいろな問題点がある

と思う。 

○委員（吉田和子君）  人手・人材などを考えた場合、施設をつくるのは町が何とかする。ラ

ンニング的なものでこの問題は起こるし、それぞれの考え方でされる方も出てくる。広げてい

くとした場合に、地域のエゴが出てくる恐れがあり町が入り込むのは現実的に厳しい。価格が

高いこともあり町民への還元が図られず、生活の中に取り入れられていない課題がある。家族

の女性の立場も保証されておらず、改良センターをやるとした場合、どこまでできるのか、ど

んなものが効果的なのか。 

○議長（堀部登志雄君） 和牛の実態についての認識はまだ薄いと思われる。素牛とか、肥育

とかの話が出たが、素牛販売とはどのようなものなの。その牛を買って肥育し、肥育販売する

場合、その肥育販売の意味。内容を理解した上で判断することから、説明をもらい次にどのよ

うな仕組みが、農家を元気にさせるのか。町の支援体制はどのようなものなのかを議論するた

め、その辺を説明したほうがよいと思われる。 

○白老和牛生産改良組合  白老は繁殖系の農家といわれ、子牛を生ませてその子牛を売る。生

まれてから約 10 カ月のものを「素牛」と呼んでいる。肥育の子牛という感覚で、それを買った

方は配合肥料をたくさん食べさせて肉を付けさせる。それに約 18 カ月、約１年半をかけ、その

牛がブランド牛となって出ていくことになる。それを見て我々も同じ牛をつくれるのではない

かと。それまではなかなかそれらしき牛が出てこなく、当時でもＡ５をだすのは珍しいほうだ

った。改良センターを始めてからは個々の肥育からもＡ11・Ａ12 クラスが毎年出るようになっ

てきたので、その意味ではレベルが上がっている。 

○主査（及川 保君） センターの目的が肉質を上げること、農家の質を上げることでスター

トしたのですよね。 

○委員（吉田和子君） 実際に肉の値段は下がっているのか。 

○白老和牛生産改良組合  松阪牛の値段は下がっていない。 

○委員（前田博之君） 昭和 56 年頃、畜産基地の影響でかなりの素牛価格が下がる経験をさ

れ、経営方針として今後どのような考え方を持っているのか。道内の牛は改良されてきており、

白老は逆に遅れている位置にいるのではと思っている。一貫生産するまで繁殖牛としてしっか

りしなければと思っているが、現実としてはどうか。 

○白老和牛生産改良組合  私のところは、素牛、肥育の一貫を目指している。 
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単価が高いので、今まで 10 年かかっていた肥育が、１年、２年早くなった。神戸牛のようなも

のは変わらないが、安くなるペースが速くなり、改良スピードが遅くなった。例えば 50 頭生ま

れ、35 頭で生活していたのが、設備投資により全部売り払ってしまい、次に新しく先進地の一

番値段の高いところから、宮城県だとか青森県だとかから買ってくる。常に一番先を走ってい

るようなもので、悪循環になっている。組合が斡旋しているけれど、入手するまでスピードが

遅い。売らないと生活できないから売ってしまい、生活の糧にする。少しでも足りないものを

補っていくため、売らなければならないから残るものも少なくなる。昔は一たん牛を買い上げ、

後払いで支払っていく方法で、別数として負債に算入されなかったが、現在は全部負債となる。

土地の評価額も下がっており、前の借金も支払っていかなければならない。最低金額になって

も経営ができる健全経営にしていかなければいけないと思っているが、安くても売っている方

が現実おり、このままでは衰退していくと危惧している。白老は「白老町和牛組合」としてい

たが、合併により樽前地区が白老に算入され新しく「白老和牛生産組合」と変わった。 

○白老和牛生産改良組合 和牛組合に入っていないとランクが落とされる。 

○委員（土屋かづよ君） 樽前の牛も白老牛としてブランド名で出せるのか。 

○白老和牛生産改良組合 今は、入っていない。白老町内で肥育されたという条件がつく。ブ

ランドを立ち上げてから、また協議会で広げていけば良いのでないか。最初からあっちこっち

で取り上げてもどうかと思っている。いろいろな意見がたくさん出てきている。 

○委員（前田博之君）  生産者がＡ４、Ａ５をつくって、生産者とかある程度の肉の知識のあ

る方ならわかりますが、実際に白老の町民、あるいは、よそから来た人が肉を買うときに、Ａ

３の肉をつくってくださいと言われた場合、加工しないとその商品にならないのでは。つくる

側が、種別、やり方や肥育の仕方により、今後求めに応じた肉質のものが出てくるのか。また、

和牛センターが仮にそのようなランクづけの餌により、センターの棟別ごとのランクづけの肉

を出せる施設をつくることができるのか。 

○白老和牛生産改良組合  白老でもいろいろな等級がある。少しでも優秀な牛を見つけ改良を

続けることにより、おいしい肉を提供するのが我々の目標。購入者をだますというのはモラル

に欠け生産者としては失格。 

○委員（吉田和子君） 等級をたくさんつくるとしたら可能なのか。Ａ５を１頭つくるのと、

Ａ３を３頭つくるのとでは諸経費などは同じなのか。 

○白老牛改良センター 諸経費は同じだが、素牛の評価は系統別に、ある程度は選別され、評

価は素牛の値段によって差別される。育つ環境によっても左右される。前田委員が言われたこ

とも、今の技術ではある程度可能と言われている。改良センターとしてもそのような牛を生産

者の中から買いたいが、この頭数を買いなさいとなると、なかなかそこまでは行動を起せない

という状況。 

○議長（堀部登志雄君） 改良センターは、話題になっているＡ３、Ａ４、Ａ５の牛をどのよ

うにして育てられるかを研究する施設でもある。「そこで研究しその結果、この牛にはこのよう

な肥料を与えると、最低でもこのＡ３クラスの牛は肥育できる」と、「Ａ５をつくるのであれば、
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さらにそれに加えると可能だが、その代わり高いですよ」と、そのような研究をするのも大き

な目的の一つ。研究したデータを肥育している各農家の方に、「このように育てるとこのくらい

の牛ができるので、これを基準にやってください。」と、今言われているビール粕とか、牧草を

食べさせ、どこの麦を食べさせてと、そのような研究の成果がまとめられ、その上に立ちＡ５

を育てる方向に行ったほうがいいのか、Ａ３を数多く育てて経費も安くした方がいいのか、あ

るいは、肥育せず価格の変動によりこれでは持ちこたえられないから、素牛を販売していくと。

いろいろな方法が考えられると思う。改良組合や改良センターが、今後このような形でしなさ

いと、このとおり進めると必ず良くなるというものがあって、そのためには町民にこのような

形で支持していただきたいとか、このようなことで考えてもらいたいということがあれば。 

○主査（及川 保君） 組合としての話ばかりでなく、個々の皆さんの考え方でもいいので、

皆さんと知恵を出し合って、少しでもよくしてかなければならないと思っている。 

○白老和牛生産改良組合 いい牛をつくるノウハウがわかり、その後継を残そうとしている。

受精卵移植で１つの母牛から 10 頭以上の子牛が生まれることができるので、みんなに子牛を分

け、雌は必ず保存するとの条件で受精卵を配っている。雌が偏ったり、雄が偏ったり、なかな

かうまくいかない。たまたま雌が偏ったときに、売ってはだめといわれると困ってしまう。そ

のために、例えば肥育に農協から利子補給をするそのような制度があってもいいのかなと思っ

ている。 

○白老牛改良センター 一時的にお金を貸してもらい、繰り上げ償還、何年か据え置き期間が

あって返していく。今一番大変な時期なので、例えばそのような形で、２回払いで返していく

とか、３回払いで返していくとか、短期の部分で１・２年が一番大変な時期に少しでも母親牛、

子牛が残っていけるような、また、市場価格も昔みたいに残すためにもお願いできないかなと

考えている。 

○委員（前田博之君） 昔は種牛を買ってきて、300 万円だったら 200 万円を助成し、自然交

配させた子牛の配牛制度があったと思うが。受精卵移植して残ったものを保存し、次の受精の

ときに母牛連れ戻し、受精卵移植して素牛を残すような制度を、この受精卵移植の中で可能性

としてあるのか。制度的に受精卵移植して残ったものを保存し、次の受精に使用できる形は可

能なのか。なるべくお金をかけないためにも現物でバーター取引みたいな制度的なもの可能性

があるのか。 

○白老牛改良センター 昔は農家もかなり数があったので、生産側も次に受けるところがあっ

たと思う。今同じであればみんな手を挙げている。前回話したように、公社が一たん買い上げ、

３年据え置きの４、５年で支払うという形で、資金的に利用させていただくほうが現実的であ

り、次世代になってもできると思う。 

○委員（前田博之君）  仮に町が、和牛生産改良組合に制度的に可能かわからないが、資金繰

りとして５年間利用するという制度みたいな考え方ですか。  

○白老牛改良センター そのほうが資金の代用もできるし、自分への融資もできるのかなと思

っている。  
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○議長（堀部登志雄君） 組合勘定の中でということですが、負債とのバランスで勝手に融資

ができないことになっているが。 

○主査（及川 保君） 非常に厳しい環境ですが、輸入自由化で皆さん個々の農家が敬遠して

いくだろうと心配していたが、それを乗り越えても今回の危機感。アメリカの金融恐慌以来、

厳しい状況にあるということですね。 

○白老牛改良センター 景気が冷え込んでくると消費が上がってこない。黒毛和牛は価格が高

いので、消費する方がふえないと、前のような価格に戻っていかないのかなと思う。  

○白老和牛生産改良組合 牛肉は不思議に景気や相場に左右されず、売り値が変わらなかった。

景気が悪いときには量が売れない。どこで利益を上げるかというと中間の業者。景気がよくな

るとたくさん売れるので、上部の層が薄くなり中間層はもうからないが、農家の方がもうかる。

中間業者は、コントロールして農家がある程度もうかるようにしていた。今は業者も売れず、

値下げしなければならない状況。国はなぜ助成しているかというと、肥育農家に対する助成制

度、部材費が製造費用を越えた場合それをとめてくれる。それで肥育家は何とかもっている。

素牛は全く補助制度がない。肥育農家に補助し、肥育農家が牛を買う力をつければいいという

考え方、その意味では一貫農家というのは一番強い。 

○白老牛改良センター 素牛が全国レベルで 20、30 万円下回らないと発動されません。 

○白老和牛生産改良組合 市場では血統だけが高い。それが全部いいかというとそうではない。

自分の牛の中で血統はいま一つだけど、能力のある牛がいれば市場に売らないで肥育すれば稼

げる。必ず血統はつきものですが、安くなったときのことも考えていかなければと思っている。  

○委員（土屋かづよ君）  国の農業政策がしっかりしていない。  

○白老牛改良センター もう少し机上だけでなく現実的なものにしてほしいと思っている。  

○白老和牛生産改良組合 北海道全体で言うと同じ牛肉でもホルスタインの牛肉のほうがず

うっと大部分を占めている。和牛なんて 10 分の 1 しかない。ホルスタインも生まれるのは半分

雄で、全部肉にするしかない。これをどう売るのかというのが道庁にとっては重要なことで、

和牛が後手になってしまう。  

○主査（及川 保君） 町も黒毛和牛導入に同意し、町の基幹産業だと言っている。議会もな

んとか将来に向かって元気にすべきだと。後継者の担い手がいないと衰退してしまうことにな

るので、町・議会も最重要課題としてとらえていくべき。 

○白老和牛生産改良組合 本当によくない状態。できれば、このような事態のときに、当面、

我々のできることは一生懸命するのはもちろん、１年、２年かかるかわからないが、町の理事

者や我々を含め新しい今までの常識を打ち砕いた中で、守っていこうとの議論になっていけた

らいいなと思っている。 

○主査（及川 保君） 昔であれば酪農に関して、プロの職員がいた。このようなときに、役

場の中である一定の地位のあるプロが必要ではないかと考えている。 

○白老和牛生産改良組合  町職員も若い人ばかり。今回、広域の中に役場の職員を 1 人入れて

もらい一緒に勉強している。我々が考えていることをきちんと書類として作成してもらうため
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にも、役場職員を育てることは必要。和牛に関する専門家を育てるのは時間がかかって大変。

新冠町で肥育牛舎を建てたとき、帯広畜大から 1 人役場で採用している。「将来、課長クラスに

なったときは、他の部署にも回らなければならないが、畜産専門でやっていただきたい。」と言

って採用。現在、結婚して仕事についている。そのような職員の採用も必要なのではと思う。 

○委員（本間広朗君） 安定供給、担い手の問題、後継者の問題など、これから大事になって

くる。改良センター・農業組合では、今後どのような取り組みが必要で、どのような問題があ

るのか。 

○白老和牛生産改良組合  後継者はいる。厳しい中で、彼らもいろいろと考えて行動しようと

している。是非やらせてみたい。我々は我々の仕方でやる。昨年、日高での視察で一番感じた

のは、牛を飼う基本姿勢。長年やっていて忘れていたなという部分があった。苦しくなると基

本を忘れがちになる。基本に戻ることが一番大事なのかなと思う。それは、我々としたら、育

てていくこと。それを次の後継者にも認識させる。そして見えてきたところが、白老の行く道

ではないか。これ以上、減らしていきたくない。正直に言ってこれ以上減らすと白老牛がなく

なってしまうのではないか。  

○白老和牛生産改良組合 減った部分に新しい人を入れる。新しい人が入ることにより刺激が

起こるし、私も減らさずに肥育ができる。白老をねらっている企業体がきており、それを入れ

ないで農家でつくっていきたい。同じ「白老」とついていても、農家がつくった白老牛はみん

なが取りにきてくれる。牛肉まつりやレストラン関係も全部。それをねらって企業体が入って

くる。その企業体は白老の牛も買ってくれるが、安い牛を買って、白老牛として出している。

それはそれである程度仕方のないこととして、農家はそれとは別のものを持って、「これは白老

で生まれた白老牛ですよ」と言ってやっていきたい。そのうち、お客も寄ってくるし、既にそ

のような販売路線でのイベントはやっている。これとは別な方策もあっていいのかなと思って

いる。基本的には農家をやりたい人が結構いるので、農家をやりたい人をどこからか連れてく

ればいい。ただ、和牛をするには非常にお金がかかるので、その点では農家を減らさないよう

努力していきたい。 

 

◎お礼のあいさつ 

○主査（及川 保君） 懇談のお礼（略） 

（午前 11 時 56 分） 

 

◎再開のあいさつ 

○主査（及川 保君） 分科会の趣旨説明（略）  

（午後１時 30 分） 

 

◎自己紹介 

○委員及びいぶり中央漁業協同組合役職員 自己紹介（略） 
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○いぶり中央漁業協同組合  いぶり中央漁業協同組合の現状説明(略) 

○委員（吉田和子君）  白老、虎杖浜、登別の３地域の持ち船の状況はどのようになっている

か。 

○いぶり中央漁業協同組合  組合員の船の数ですが、ほぼ組合員の数と同様となる。 

○委員（吉田和子君）  ３地域の持ち船の数の推移はどのようになっているか。 

○いぶり中央漁業協同組合  現実的には、全体で減少している。 

○委員（吉田和子君）  後継者対策、後継者が不足しているのが大きな原因か。 

○いぶり中央漁業協同組合  今おっしゃられた後継者の問題が大きな理由。  

○委員（吉田和子君）  栽培漁業の件ですが、海水温の上昇などの地域温暖化の影響はないの

か。ホッキの漁獲量、ハタハタの量が減っているようだが原因はどのようにとらえているのか。  

○いぶり中央漁業協同組合 ホッキガイは資源量の調査を毎年行ってから漁獲量を決める仕

組みになっている。資源量はほぼ横ばいになっている。ホッキガイについて単価が下がってき

ており漁家に影響がある。ハタハタは沿岸で産卵するが、普段は沖合いで生息しており、漁獲

量の減少がどこに原因があるかということを特定することは難しい。 

○委員（土屋かづよ君）  白老の前浜は資源が豊富だということはよく理解できた。しかし、

大型船の底引き漁の規制拡大をしなければ資源は枯渇するのではないかと感じる。  

マツカワは町内で販売されているのか。組合も販売されているのか。 

○いぶり中央漁業協同組合  マツカワは、35 センチメートル以上を採捕する。35 センチメー

トル未満は放流することに漁業規制されている。遊漁団体も放流しなければならない。養殖の

魚種は規制があるのが実情である。底引き漁の問題は憂慮する問題である。タック規制という

国際ルールがあり、外国船に捕獲規制があるが、大臣許可と知事許可があるが過去の漁獲量の

基準があることから、沿岸における漁業のほうが不利になるのは仕方がない。  

○いぶり中央漁業協同組合  毛ガニ漁は、採取期に資源調査を毎年行うが、胆振海域で 1,200

トンあると想定されている。漁業単価は、全ての魚種で安い水準にあって、カニも今後のアキ

ザケの単価についても憂慮される現状である。 

○委員（土屋かづよ君） 加工業のスケソウ漁の話であるが、沖合いで売買があると聞く。加

工業者は、外国から安い魚卵を買ってタラコを加工しているのか。 

○いぶり中央漁業協同組合  韓国からは最近はない。  

○委員（前田博之君）  胆振中央漁協の合併の効果はどのように出でいるのか。漁家の経営は

どのような現状になっているのか。新聞でも取り組みが紹介されているウニやナマコの栽培漁

業の今後の見通しはどのようになるのか。 

○いぶり中央漁業協同組合  組合員の経営状況は、スケトウダラ漁の依存度が高い。したがっ

て、スケトウダラの水揚げが多いと、スケトウダラも年々上昇しているからある程度、経営状

況もよいのではないか。ただし、個人差があり、漁獲量の差や船の種別によっても大きく差が

あるのも実態である。合併効果は、スケトウダラやアキザケの漁獲量が伸びていることは合併

したからどうだということではない。ナマコは加工向けに韓国へ輸出したほうが、単価が高く
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なっている。  

○いぶり中央漁業協同組合  ウニやナマコは、岸磯と砂地に生息する。白老地区では今まで見

向きもされてこなかった魚種である。白老港内でウニやナマコの生息が望まれているので、若

い方々がとる漁業だけでなく栽培する意欲がでてきている。ウニやナマコをとったら種苗を放

流するという考え方が根づいてきている。潜水の免許は、国家資格である。 

○副主査（近藤 守君） 漁業の後継者対策の実態はどのようになっているか。 

○いぶり中央漁業協同組合  農業の傾向と同じような傾向にあると思います。最近は、水産学

校に行く子どもたちがめっきりいなくなった。白老町でも水産学校の卒業者は 40 歳代が最後で、

水産業においても後継者対策は非常に厳しい現状である。 

○委員（斎藤征信君）  白老港が建設されてきて、魚の住む環境に影響は出ていないものかど

うか。海難救助は漁業協同組合が中心に行っているのかどうかということと、海難救助者の事

故に対する補償がないということを以前に話としてあったがそのところを聞きたい。 

○いぶり中央漁業協同組合  港の建設は、当時、アキザケの回遊に影響があると言われた時期

もあったが、明確にはなっていない。潮の流れや諸条件もあり、影響があったか、なかったか

は分らないというのが原状である。救難所の件は補償も消防署の団員並みにしていただきたい

と要望してきた経緯もある。漁業者同士としての助け合いの精神で組合が中心として活動をし

てきている。しかし、近年は海洋レジャーが活発であることから、救難所として防災の観点ま

で活動分野が広くなってきている。しかしながら、ボランティアとしてかかわりを持っている

のが実態である。  

○主査（及川保） 韓国船の最近の状況はどのようになっているのか。また、ウニやナマコの

栽培漁業について今後どのような考えを持っているのか。 

○いぶり中央漁業協同組合  昭和 52 年に 200 カイリが制定された中で、200 カイリ内は自国の

資源であるとの位置づけがされた。しかるに 200 カイリ内の外国船の操業は規制された。漁業

協定で採捕することができない魚種がある。  

○いぶり中央漁業協同組合 白老町でどのようにナマコを増やしていくかが課題として注目

されている。北海道で技術開発に取り組んでいるが種苗を集めるのが大変である。白老港の中

でナマコが産卵している形跡があるので、その卵をどのように採取できるかどうかという仕組

みで実験に取り組みを始めたばかりであって、長い目で見てほしい。簡単にはナマコの種苗を

採取できないのが実態。 

 

◎閉会あいさつ 

○主査（及川 保君） 分科会の訪問・懇談のお礼（略）  

（午後３時 33 分） 


