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平成24年11月19日(月) 場 所 3階 第5研修室会議録

会 議 名：第6回総務・経済常任委員会

出席委員：竹田委員長、新井田副委員長、福嶋委員、又地委員、佐藤委員、吉田委員

平野委員、笠井委員、東出委員、岩館委員

欠席委員：なし

事 務 局 山 本、近 藤

会議時間 9：02～16:10

開 会

1．委員長挨拶

皆さん、おはようございます。竹田委員長

ただいまから、第6回総務・経済常任委員会を開会いたします。

ただいまの出席委員は8名でございます。

又地信也さん、福嶋克彦さんから遅刻の届け出がありました。

よって、委員会条例第14条の規定による委員定足数に達しておりますので、会議は成立

いたしました。

ただちに本日の会議を開きます。

本日の会議次第は別紙配布のとおりであります。

2．調査事項

産業経済課(1)

各種補助金及び助成金による経済効果について①

（商工会関係・観光協会関係・漁業関係）

産業経済課の皆さん、総務課長大変ご苦労様でございます。まず、資料が出竹田委員長

されておりますので、資料について説明を求めます。

木村課長。

皆さん、おはようございます。産業経済課の木村です。木村産業経済課長

きょう、あすと産業経済課の補助金に係る事務調査ということで、資料を提出させてい

ただいております。先ほど、委員長の言にもあったとおり、まず商工会、観光協会につい

て午前中、調査いただきたいと思います。

また、現場のほうで、商工会、観光協会のほうからいろいろな声が出てくると思います

ので、自分も含めて、聞いていきたいと思っております。よろしくお願いします。

、 、 、 。また 午後からになりますが 水産業関係の補助金について 資料を提出しております

また、皆様お聞きになっているかたもいらっしゃるかと思いますが、提出した資料の後

段で、ことしの夏の高水温被害に関わる状況について若干記載しております。詳細につい

ては、漁協のほうに行った際に、詳しく説明があるかと思いますが、養殖ホタテについて

かなりの大きな打撃を受けているというような状況であります。これについても、いろい

ろご確認いただきたいというふうに思っております。さらに資料といたしまして、昨年度
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行いました緊急雇用創出推進事業、ホタテ養殖漁業管理体制調査事業の実施報告書も提出

しておりますので、そちらのほうも査読かたよろしくお願いいたします。詳細については

担当のほうから説明いたします。以上です。

藤谷主幹。竹田委員長

藤谷です。よろしくお願いします。藤谷主幹

お手元の説明資料の1ページをお開きください。

きょう、意見交換会を行います漁業協同組合と商工会、観光協会の部分についての補助

金について、資料を提出させていただいております。

まず、1ページ目、上磯郡漁業協同組合木古内支所に関わる町の補助金です。

午前中は商工会で、午後から漁業関係という運びで考えています。竹田委員長

藤谷主幹。

改めて、3ページをお開きください。藤谷主幹

3ページの内容は、7款 商工費、1項 商工費、2目 商工総務費です。

1項目、木古内商工会補助金です。これは、商工会職員の人件費に関わる町の補助金で

す。当初予算では、4月に採用するかたが、高校卒業者という扱いで予算を算出しており

ましたが、高卒者の職員の採用がなくて大卒者ということで、本年6月の定例会におきま

して追加をしております。この追加部分が45万9,000円で、予算額429万4,000円となって

おります。これは、商工会職員の経営指導員、補助員、記帳専任職員、この3名分の人件

費、これの要望額の町の算出根拠から額を出しまして、要望額の7割、この部分ですでに

概算払いを済ませております。

二つ目です。これは、2目 商工振興費です。ひとつ目、中小企業融資信用保証料補助

金です。予算額57万円。この補償料金につきましては、4月1日から3月31日までの1年間。

当初、予算の中では、新規が500万円の部分2件と400万円の部分が2件、合わせて1,800万

円に対する新規部分を合わせた保証料となっております。これにつきましては、償還につ

いて、運転資金が60か月の5年払い、設備資金が84か月7年払い、二つの部分で算出上なっ

ております。

次に、中小企業融資利子補給補助金です。

これは、融資に伴う利子補給でありまして、全体の貸付利率は2.75％。そのうち町が、

2％の利子補給を行っております。この部分の補助金の支出については、25年1月に1年分

を利子補給をするという事務の取り扱いとなっております。

次に、4ページをお開きください。

4ページは、これも2目 商工総務費ではなく、すみません、間違っています。商工振興

費になります。申し訳ありません。これは観光協会に対する補助金です。予算額33万円、

これも概算払いで33万円を支出しております。これは、ひとつ目の内容ですけれども、サ

ラキ岬のチューリップフェア、ここに関わる設備基本設備費です。内容は、1週間以上に

渡る物販に関わるプレハブ代の内容となっております、これが12万円。それと、ことしは

町制施行70周年記念ということで10万円の上積みをしております。あと、札苅、泉沢、釜

谷これに関わる夏祭りの各2万円ずつの6万円です。あと、みそぎ太鼓、みそぎ囃しの育成

費ということで5万円、計33万円となっております。

次に、観光協会ではないのですけれども、これは実行委員会という部分で補助金の予算
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計上をしております。寒中みそぎフェスティバルにつきましては、年明けの1月、これは1

10万円、それときこない咸臨丸まつりについては160万円、以上となっております。

ただいま。商工会、観光協会に対する補助金の概要について説明をいただき竹田委員長

ました。皆さんから質疑等をお受けしたいと思います。

ただ、行政側としての補助金、こういうことで予算付けして、補助金を執行していると

いう部分はわかるのですけれども、行政サイドとしての補助効果というか、そういう部分

は、まだすっかり事業は完了していないものもあるのですけれども、現段階で見通しを含

めて、その辺どのような評価をしているかという部分は、もしあればお答え願いたいと思

います。

木村課長。

木村です。いまの委員長のご質問に対してお答えいたします。それぞ木村産業経済課長

れ、この補助金につきましては、一部を除いてほとんどが継続的な補助金であります。し

たがいまして、行政側といたしましては、この補助金について、引き続いて補助を行うこ

とによって、各団体の活性化につながるものというふうに捉えております。

具体的に答弁をさせていただきます。商工会の補助金です。これは、商工会の人件費と

いうことで先ほど説明いたしました。体力のある団体であれば、一定程度自己財源を含め

て運営できるのでありましょうが、皆様がたご承知のとおり、なかなか地域経済も疲弊す

、 。 、る中で 商工会についても厳しい状態が続いているということであります これについて

町で出来る限りの支援をしていくということであります。

また、10数年前だと思いますが、その補助金のルールを変えて、割合を定めて補助をし

て、団体の自助努力を促しているという状況の中で運営していただいております。

下段の中小企業融資信用保証料と利子補給補助金でございます。北海道、さらには道南

の中でも厳しい経済状況の中で、中小業者については事業を行っているというような状況

であります。さらに、3年前にリーマンショックの影響で、日本の経済自体がかなりの打

撃を受けております。その中で、この信用保証料補助金や利子補給補助を行うことによっ

て、業者の永続的な事業運営について資するものだというふうに思っております。

続いて、観光協会の補助金、あるいはそれぞれのイベントの補助金でございます。これ

につきましては、事業内容に記載しているとおり、それぞれの行事、イベントに対して補

助しております。目的は若干それぞれ異なるものでもありますが、地域の伝統文化を継続

して育成していくものと、集客効果を上げて地域の経済活性化に資するものがそれぞれあ

りますが、これについても、木古内町の知名度向上とＰＲ、そして集客による一定の経済

効果があるものというふうに認識をしております。また、事業年度が終わった際に、前年

度と比較してどのような状況かということも、もう少し詳細に確認していきたいと思いま

すが、いま現在はそのように捉えております。以上です。

担当課長より、詳しく経済効果を含めた今後の方向性を含めた考えを出して竹田委員長

いただきました。皆さんから意見質問等ありませんか。

平野委員。

、 、 、平野委員 細かい話になるのですが 観光協会の補助金の部分で 町の大きな行事として

みそぎフェスティバル、咸臨丸まつり等は予算も大きいですし、役場のかたも積極的に実

行委員に加わって、行事に貢献していることと思います。チューリップまつりについても
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同様だと思います。観光協会に委託しているので、その部分は「報告を受けている」と言

われればそれまでなのですけれども、この地域の札苅、泉沢、釜谷の夏祭り予算額も2万

円掛ける3で6万円という計上で、規模的にも小さい予算なのですけれども、このような地

域にとりましては、当初札苅だけの配分だったのですが、予算は。大分前になりますけれ

ども。それで、泉沢も「同様のことをやっているので」ということで、というお話をさせ

ていただいて初めて予算がついたと。釜谷も同様のことをやっていたのに、泉沢、札苅だ

、 。けしか予算がなくて 言って去年から初めて予算を付けてもらったという流れがあります

これは本来、観光協会が行政に言って、行政が話をつないでくれるという認識でもいいと

思うのですけれども、やはり少なくても予算が出ている以上、この地域のわずか2万円で

すけれども、この2万円がどのように生かされて、どのようにこの地域の人たちが喜んで

いるのか、またどういう中身のことをやっているのかということを、すっかり詳しくでは

なくても、ある程度、認識しておくべきなのではないかという部分と、この3地域だけで

はないと思いです。例えば、鶴岡地区のほうですとか、予算がなく、そういう行事もでき

ない。あるいは、人が少ないので、そういう行事が昔あったけれども、なくなってしまっ

たという経緯もあると思うのですけれども。わずかの予算でも、何らかの地域の人の楽し

、 。み 昔の伝統行事をつなげられるというのは非常に大きな6万円だと私は思っております

その部分についての行政サイドの関わりといいますか、現状の把握というものがあれば、

ちょっとお聞きしたいのですけれども。

木村課長。竹田委員長

平野議員のお尋ねに対してお答えをいたします。おっしゃるとおり、木村産業経済課長

当初、札苅のみの助成でした。そののち、泉沢、釜谷と順次拡大をして、今年度が釜谷が

初年度ということで認識しております。それで、この夏祭りにつきましては、町といたし

ましては、当初はイベント的な式祭というよりは、地域の伝統行事ということで捉えてお

りました。それが、なかなか地域住民が減少していく中で、高齢化が進んでいっていると

いう中で、お祭り自体が変わっていったというふうに捉えております。その中で、地域の

若い人たちが、イベント的なものを実施して、そして地域住民に対して喜ばれるような内

容にしていったというふうに捉えております。したがいまして、その時点で、その中で、

観光協会の範ちゅうに入っていくイベント的な色合いもあるだろうということで、補助金

。 、 、の支出ということになっております 地域の実態ということですが 残念ながら私自身は

、 、 、それぞれのお祭りについて参加したことがありませんので 今後 観光協会なり確認して

あるいは地域の状況を確認して、決算時にきちんと報告できるようにしていきたいと思い

ます。以上です。

平野委員。竹田委員長

よくわかりました。是非、わずか2万円ながら、金額の大小ではないのですけ平野委員

れども、札苅、泉沢、釜谷ともに、おそらくいまの答弁で「ご覧になったことがない」と

いうことですけれども、非常に盛り上がっております。是非一度、担当課のかたにも会場

にお越しになっていただいて現状を見ると、非常にこの予算が生かされているということ

がわかりますので、一度見ると予算も増える可能性があるのかないのかわかりませんけれ

ども、このような地域のイベントをこの3町にとどまらず、いろいろな所で今後検討でき

る要素になると思いますので、是非来年は、全部とは言いませんけれども見て現状を把握



- 5 -

していただきたいと思います。以上です。

ほかにございませんか。東出委員。竹田委員長

課長、ちょっとお伺いしたいと思うのですけれども、予算の中でも議論したと東出委員

思うのですが、いままでですと過去何年間、この寒中みそぎでも咸臨丸まつりでも、裏金

と言ったらおかしいのですが電源支援事業が入って、それでもって何とか予算の中でやり

くりをやって来た経過がありますよね、電源支援というので。ところが3.11の震災以後、

電力事業の原発停止ということで、北電なども大変なので、逆に東北電力のほうから電気

を買っているという現状で、もう、この「電源支援というお金はもうあてにならないだろ

う」と私は思うのですけれども。そうすると、今度は、町独自の一般財源でやっていかざ

るを得ないのだろうと私は思うのですが、まずその辺の中で、逆に一般財源を持ち出して

いくわけですから、特に費用対効果を考えていった時に、この辺は、これからどういうふ

うに考えていかなければならないのかということには、私はちょっと疑問があるのですけ

れども、原課として電源支援が当たらなくなったということでの考え方をもし持っていれ

ばお聞かせください。

木村課長。竹田委員長

東出委員のお尋ねにお答えいたします。寒中みそぎフェスティバル、木村産業経済課長

きこない咸臨丸まつりについては、それぞれ相当額の補助金を支出しております。東出委

員がおっしゃったのは、電源地域産業育成支援事業の中のイベント支援事業のことだと思

います。私が記憶しているのは、数年前に議会で「イベント支援事業の主旨に、あまりそ

ぐわないのではないか」ということで、一般財源に振り替えて実施した経緯があるという

ふうに思っております。その際、庁舎内でもいろいろな議論がありました。やはり、相当

額の金額を支出している中で、一般財源をどの程度充当すべきかということでしたが、若

干当時の額よりは、総額を減とした中で、一般財源を充当した経緯があります。そしてそ

の後、きこない咸臨丸まつり補助金につきましては、北海道市町村振興協会の補助金を2

分の1いただいて充当している経緯があります。

まず、視点といたしましては、寒中みそぎフェスティバル、きこない咸臨丸まつりにつ

いては、地域に定着しているイベントということで、集客性もあるし、また、近隣の地域

に対してのＰＲ効果もあるというふうに捉えております。ただ、金額を含めての経済効果

ということについては、なかなか測りづらいものがありますが、今後その点については、

いろいろな面から検討していきたいというふうに思っております。

また、電源支援事業につきましては、かなり数年前からの状況から見れば、政府方針も

変わりまして、状況がかなり変わっているという状況があります。その中で、このイベン

ト事業については、ほとんど採択されないというふうになったというふうに伺っておりま

すが、今後もその特定財源をいろいろ研究しながら、この補助金については支出していき

たいと、予算要求していきたいというふうに思っております。以上です。

東出委員。竹田委員長

いま 後に、予算要求をしていきたいということですけれども、極力一般財源東出委員

を持ち出さないで、国なり道の支援金を何らかの形で求めていくという方向性ですか。い

まその確認をひとつ。それと、私は、この寒中みそぎフェスティバルと、咸臨丸まつりに

一般財源を使っているから経済効果を云々というのは、私は何も聞いていないのです。課
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、 、 、長のほうで これからいろいろ調査をして見たいという意向のようですけれども やはり

これは課長が言うように、ある程度、地域に定着している、寒中みそぎは特にあれだと思

うので、あとは課題とすれば、如何に集客を木古内町に呼び込むかということだと思うの

です。そうすると、木古内の寒中みそぎも、それなりにだいたい3,000から4,000、ややも

すると5,000近くまで、曜日だとか、天候だとか、いろいろなものに左右されて、変わっ

ているのですが、 低、やはり5,000人以上が来れるような、私は事業にしていくのが、

そして年々増えていくと。まして、いまこの新幹線開業と同時に、これが木古内町の冬の

奇祭ですよという部分を、私はアピールするにはやはり行政の力も必要だと思うので、き

ょうは経済効果云々ではなくて、如何に人を呼び込めるかということを、そうすることに

よって、一次産品も一緒にそこで販売したり、それからいろいろなマスコットキャラクタ

ーとかもいま研究しているので、そういうようなものをたくさん活用する方法を、逆に考

えていただきたいなというのが私の要望です。ただ、前段のほうをちょっと確認だけ。

木村課長。竹田委員長

先ほど、北海道市町村振興協会の補助金と言いました、いきいきふる木村産業経済課長

。 、 。さと推進事業という補助金です これについては 年度当初では予算計上をしていません

担当課が一生懸命、折衝した中で、ある程度、見通しがついた中で、予算計上しているも

のです。公的な補助金については、各地域でいろいろなイベントがありますので、なかな

か採択の可能性というのは厳しいのですが、準公的なもの、いま言ったものも含めて、こ

れについては、それぞれ合致するような形であれば充当の可能性はありますので、今後と

もそのような形で、極力、特定財源を充当していくような形にしていきたいというふうに

思っております。

また、後段の寒中みそぎフェスティバルの若干の事業効果も含めて言及されておりまし

たが、おっしゃるとおりだと思っております。今後、新幹線開業に向けて様々な取り組み

、 。をしていかなければなりませんし 開業後についても同様だというふうに思っております

まさに、東出委員がおっしゃるように、寒中みそぎフェスティバルにどのような効果を求

めていくのか。単なる集客ではなくて、木古内町をＰＲするという意味合いで、どのよう

な効果を求めていくのかということで、現在、実行委員会が開催されておりまして、その

中でも木古内町のいわゆるご当地グルメを含めて、どういうふうにＰＲしていけばいいか

、 。ということが論議されておりますので 実行委員会論議に反映させていきたいと思います

以上です。

ほかにございませんか。吉田委員。竹田委員長

将来的な話、先ほど、課長のほうから商工会、これから新幹線がらみの中で、吉田委員

活性化を図る意味で盛り上げていきたいという力強い言葉をもらったのですけれども、確

かに現状を見ると、商工会員も減っていくという現象にあると。そして先ほど 「出来る、

限り支援をしていきたい」という課長の中で、これがはたしてどういうふうに行政側が見

ているのか、商工会を。なくてはならないものなのですけれども、この予算がいま補助を

出している金額が、まだ増やして出せる可能性があるのか、何処までができるのか、この

辺は現状を見て、商工会とどういう話をしているのか。この辺が一番大切になってくるの

。 、 、 。 、ですよね 確かに 支援は支援として ある程度現状を見て何処まで出来るのか そして

その辺の考え方、積み合わせ、商工会、たぶんこれから商工会に行ってその話し合いはし
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ないとないと思っていると思うのですが、その辺、行政側として「これが目一杯ですよ」

となるのか、これから増やしていけるのか。もし、商工会が大変になってきた場合、その

、 、 、 、辺の考え方 多分 課長本人では無理なのかもわかりませんけれども その辺の見通し等

もし持っていたら説明をお願いします。

木村課長。竹田委員長

商工会の補助金については、私のほうでは「商工会としては、かかる木村産業経済課長

対象経費全額について、補助していただきたい」という要望だというふうに捉えておりま

す。それについて、町として一定のルールを設けて補助金を支出していると。具体的に言

えば、先ほど言ったように70％のルール。対象経費をさらに再精査したうえで、さらに70

％相当を補助金として支出しているという状況であります。これの補助金のルールが自分

は定着していると思っています。したがいまして、先ほども若干言及しましたが、その限

られた金額の中で、商工会については努力して運営しているというふうに捉えています。

それで、今後のことでありますが、70％ルールというのは、状況の大きな変化がない限り

は変える考えはありません。これは、商工会の状況も若干、自分も把握しておりますが、

厳しい中でも当面は、その中で運営していけるというふうに捉えております。以上です。

東出委員。竹田委員長

この説明資料の6ページに、観光協会の補助金の部分なのですけれども、直接東出委員

補助金に関係ないのですけれども、ここで22年度より「地域産業と連携した体験型観光の

推進に取り組んで活性化を図っていく」という書きかたなのですけれども、一部、聞くと

ころによると、来年あたりからＮＰＯ法人みたいなものを立ち上げると聞いていたのです

けれども、その辺、行政と何らかの相談があったり、また、相談を受けていま何かを手伝

っているのかどうなのか。ちょっと現状でいいですから、ちょっとお聞かせ願いたいと思

います。

木村課長。竹田委員長

この、体験型観光の実施主体は、木古内町まちづくり体験観光推進協木村産業経済課長

議会というところです。観光協会ではなくて、そちらのほうで行っているということにな

ります。それに対して観光協会を通じて、いろいろな支援を行っているということなので

すけれども、意向としてはおっしゃるとおりＮＰＯかどうかわかりませんが、法人化にし

ていきたい。それによって、いろいろなメリットも生じるということで、検討していると

いうのは伺っております。ただ、具体の対応が進んでいるかというと、なかなか厳しいも

のがあるということで、収支の面も含めて厳しい面があるということで、なかなか進んで

いないというのが現状だというふうに伺っております。以上です。

東出委員。竹田委員長

あなたたちのほうに 「法人化したいのだけど」というような問い合わせがあ東出委員 、

ったり、それから「その部分でのお手伝いはしているのですか」ということなのです。

木村課長。竹田委員長

いま現在、具体的に行政に対して「こういうことを調査研究していた木村産業経済課長

」 、「 」 。 。だきたい とか 何かをサポートしていただきたい という話はありません 以上です

吉田委員。竹田委員長

、 、 。吉田委員 商工会 観光協会は支援するけれども それに別という考えでいいのですよね
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協議会というのは。

木村課長。竹田委員長

団体は別団体です。木村産業経済課長

、 、 。竹田委員長 その辺は 団体に出向いた意見交換の時に 詳しく確認できればと思います

木村課長。

補足です。まちづくり体験協議会については、単年度の補助金は出し木村産業経済課長

ていませんが、設立当初20万円を支出しております。そして、町の意向としては、いろい

ろな体験観光を行って、その中で収入がありますので、その収入の中で自主的な運営を行

。 、 、えるようにということで協議しています 現在は ボランティアの方々の手もありまして

収支は何とかなっていっているというような状況であります。先ほどの法人化の話につな

がりますが、もう少し収支採算性を考えたうえで、法人化につなげていきたいというふう

な話は伺っております。以上です。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩 9:39

再開 9:59

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

休憩の中で、いろいろ体験観光を含めた議論をされましたけれども、なければ行政側と

の事務調査を閉じて商工会のほうへ移動したいと思います。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩10:00

休憩中

木古内商工会・木古内町観光協会との意見交換会（午前10時30分～）その他 ①

再開12:59

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

午前に引き続いての事務調査を進めます。午後からは漁協関係についてを議題としてい

ます。

それでは、資料の説明を求めます。

木村課長。

。 、木村産業経済課長 皆様どうもお疲れ様です 午前中の会議冒頭にも発言いたしましたが

午後からは、漁業協同組合の補助金に関する事務調査ということで、担当のほうから説明

させていただきます。また、資料の後段に掲載しておりますとおり、今年度の高水温に係

る被害状況について、養殖ホタテの被害状況について記載しておりますので、こちらにつ

いても説明いたします。それでは、担当のほうから説明いたします。

藤谷主幹。竹田委員長

それでは、午後の分の説明をさせていただきます。藤谷主幹
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まず、1ページをお開きください。

6項目ありますが、1点目は、漁業近代化資金利子補給金です。これは、1月1日から6月

末までの上期分と下期分、二つに分かれておりまして、上期分については、予算額8万2,0

、 。 。00円に対しまして 2万3,883円となっております 全体の融資額につきましては600万円

、 。 、そのうちの主に ホタテの養殖資材購入に係る経費の利子補給となっております これは

漁船の20トン未満の船の漁家が対象でありまして、養殖施設等の整備の借り入れをして1

％以内の町の利子補給を行っております。

、 、 。 、次に 二つ目の木古内町漁業協同組合に対しまして 財務整理利子補給金です これは

16年度から合併しまして、それに伴う債務負担行為、これが25年完了となっております。

これの総体金額につきましては、2,552万9,182円のうちの、当年度は45万3,705円となっ

ておりまして、25年の1月に利子補給をする予定となっております。

3点目は、木古内町漁業協同組合に対します財務支援補助金であります。これも、先ほ

どの利子補給と同じように 16年度の合併に伴いまして25年完了 これの総計は3,055万1,、 。

000円のうち、平成24年度では300万円となっております。この部分も25年1月以降、補助

金として支出する予定となっております。

次に、ウニの人工種苗放流事業補助金です。これにつきましては、当漁協の組合員が知

内のほうの種苗センターから5㎜の種苗を購入しまして、20㎜まで中間育成をしたもの、

これが購入時は5㎜種苗で5円です。それを管理することによって、20㎜種苗を上磯郡漁協

木古内支所が購入しまして、そのトータルが税込みで424万2,000円、これは本年の8月30

日、1日で放流をしております。そのうちの町補助金は50万円となっております。

次の、2ページをお開きください。

次に、アワビの人工種苗購入事業補助金です。

これにつきましても、45㎜の種苗を本年の9月4日と10月9日、2回に分けまして種苗が入

っております。この部分も45㎜単価118.125円で、そのうちの50万円を町の補助金で、こ

れはまだ事務的に支出はしておりませんが、事業自体は完了しております。

6番目、昆布の養殖施設整備事業委託料です。この部分につきましても、5月の臨時会に

おきまして補正をいただきまして、委託料として事業を現在9月7日から11月末となってお

りますが、これも事業は終わっておりますが、その後の実績事務の、いままとめをしてい

る 中でありますけれども、事業自体は終わっております。

ことしの予算事業ではないのですけれども、次に、ことしの8月の中旬以降9月末まで、

長期間に渡りまして海水温が高い。例年ですと、9月の上旬でどんと下がる部分が、こと

しは9月末まで海水温が26度から27度、ホタテの適温が 高で、だいたい23度くらいなの

で、それ以降、高水温によってかなりの被害を受けた。そういうことが漁協のほうから、

まとめとして10月末にまとめた数字が、先般町のほうに報告がありました。このへい死に

伴う被害状況を説明させてもらいます。

現在、着業漁家は7戸です （2）番目として漁獲状況、直近の20年から23年までの水揚。

。 、 、 、 、げ状況です 20年につきましては 370トン弱で8,650万円 21年度は363トン 7,400万円

22年度は306トン、6,500万円、23年度は238.4トンの6,500万円と。この直近で見ますと、

だいたい金額で6,500万円の水揚げを持ってやっておりましたが、この度の被害調査をま

、 、 、 、とめた数字ですけれども 3年貝 当年 出荷計画にあった数量が145.5トンに対しまして
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、 、 。へい死した数量 これが54.4トン 全体の37.4％に当たるものがへい死を招いております

この金額は平均単価は229円ですが、この部分でやりますと1,627万2,000円の被害があり

ます。

次に2年貝、これが各漁家が持っている貝の一番多い数なのですが、これが2年貝がもう

1年経って3年貝に出荷されると。ここの部分が一番重要な数量なのですが、育成数、今度

は枚数です、185万8,000枚です。この部分のへい死を見ますと145万6,000枚と、内容的に

言うと78.4％、この部分、数量にしますと97トンの部分がありまして、これは小型であり

ますので単価200円で1,940万7,000円。それと1年貝とありますが、ことし留萌管内の増毛

町のほうから、種苗として当漁協のほうに入れているものがあります。その部分が810万

枚です。この部分のへい死が270万、約33.3％の部分がへい死を招きまして、被害額は54

万円。ことしだけで被害額が、いまの3年貝、2年貝、当年貝を合わせますと3,621万9,000

円という額が漁協より報告がいまあります。

次に、5ページ目になりますが、昨年の緊急雇用の状況について報告をさせていただき

ます。6ページ目、内容になります。これは、国の緊急雇用の創出事業によりまして、1名

の臨時職員を上磯郡漁協木古内支所のほうに雇用をしております。これの主な内容は、た

またま、いまから思えばあれなのですけれども、昨年は海水温も安定して、通年どおりだ

ったのですけれども、危惧された23年4月19日から24年3月24日まで、毎日木古内漁港、札

苅漁港協、それと泉沢漁港におきまして水温を測定しております。それと合わせまして、

活魚として出荷するものですから活力がきちんとあるかどうか、それらを目視しながら1

年間管理をしていただきました。これの全体事業費は244万3,000円でした。そのうちの人

件費に関わる事業費につきましては、162万3,000円でした。内容につきましては、いま私

が言ったような部分で、水温測定、7ページには1年間の水温測定をしたものを折線グラフ

で示しておりますが、これは各月の平均水温を載せております。以上です。

ただいま、資料の説明をいただきました。竹田委員長

これより、皆さんより質疑を受けたいと思います。

又地委員。

単価はキログラムですか。キログラムということは、例えば3年貝の部分で、又地委員

単価が299円、だいたい6枚ですね。キロ299円で、1キロにどのくらいかかるのか5枚です

か。4枚ですか、5枚でしたら60円です。60円で、ここはなぜ枚数とトン数と2年貝があり

ますが、こうすると計算ができなくなります。そうすると、1年貝も8,100枚やったけれど

も、死んだのが2,700枚ということは5,400よりないのですね。そうすると、ホタテをやっ

ている漁家は、これから今度2年貝の部分では97トンで、これがちょっとわからないです

ね。そうすると2年貝、185万8,000枚、死んだのが145万6,000枚。そうすると、400ちょっ

、 。 、 。 、とくらいよりないのですか 枚数で 40万枚を仮に5で割ります そうすると8です 仮に

キロ当たり5万円とすれば8,000枚。そうしたら、来年のホタテ漁家の水揚げなんかは、か

なり落ちるし、あるいは、1年貝はこのように死んだと。ですが、浜は1年貝はこのように

死んだのですけれども、逆に子ではなく1年貝を買ってきて、そうして吊しているところ

もあるのですよね。その辺のあれはどのようになっているのかということと、被害総額が

3,600万円もあるということであれば、これはホタテ漁家に対しての、何かあれをしない

とだめでないのかという気がしないでもないのですが、その辺は担当としてどのように思



- 11 -

っているのですか。

藤谷主幹。竹田委員長

まず前段、被害状況を説明させていただいて、この後におきまして、漁協より藤谷主幹
ご

組合長、専務を含めて、町のほうに事故報告と被害報告を合わせまして、新たな要望とい

うことで実際、町のほうに来ております。いまの又地委員のお話ですけれども、実際、い

まちょうど貝の入れ替えといいますか、当年貝の6月くらいから現在までで、だいぶ大き

くなっているもの。これは半成貝といいますが、この部分の購入に向けていま、浜は動こ

うとしています。それで、全体7戸、こちらのほうで持っている資料の中では、7漁家のう

ち3漁家はある程度高齢のかたがおりまして、2年後、3年後まで養殖をした場合に、また

。 、 、へい死を招くと 非常に生活が困難だという部分がありまして そのうちの4軒の漁家が

、 、いま今月の中過ぎに始まりますが 留萌管内増毛町のほうとは漁協同士のつながりの中で

半成貝、種苗稚貝以上のかなり大きなものですが、これを向こうのほうから48万という数

を持ってこようとしております。その種苗代につきましては、一粒単価も13.3円という単

価が出ておりますけれども、そのほかに輸送にかかる経費もだいぶ出てきます。この辺の

部分をここでも数字をおさえておりますが、これから向かう漁協のほうから直接内容と、

そういう部分もたまたま今回の委員会もあるということで、漁協のほうではその辺の部分

も説明したいということになっております。そういう状況となっております。

このあと、産経課長がお答えします。

もう一度、3年貝2年貝の中身を説明をさせてもらいます。3年貝の出荷計画トン数とい

うのは、当組合のホタテの養殖は布団籠といいまして、丸い籠、10段籠、そこに3年貝で

あれば、例えば10枚入れるだとか、そういう部分で一籠当たりの数量というのは、かなり

きちんと出てきて、その年の3年貝として出荷するというのが、量がかなり把握されてい

るので、こういう何トンという扱いの被害額が出ます。2年貝というのは、やはりそれ以

下のかなり小型になりますので、一籠当たり15枚から18枚と大きさを見ながら入れるもの

ですから、それらも今回、全部籠を上げて見たところ枚数計算でいくと、吊している籠数

からいった場合に個々の積み上げが145万6,000枚となりまして、この中でも特に大きい漁

家は2万3,000枚のへい死を見ているところと、一番下は2,000枚という部分で、かなり漁

家によっても上下がありまして、これも持ち分の数量もあるのですけれども、それの7軒

の漁家のおのおの明細の積み上げたものがここにある数量ということになっております。

あと稚貝のほうは、この部分が一番ほかの知内だとか地区が違うのですけれども、本年

5月、6月くらいに増毛のほうから種を持ってきました。種を持ってくるというのは、袋に

タマネギを入れる袋状の中に、大きいもの小さいもの、それらがごちゃごちゃに入ってい

るものを当組合の養殖部会は、その中から良いものだけを残して、細かいものは全部廃棄

しております。その中でやったものが、高水温の影響を受けて死んだと。ちなみに、隣の

知内町の現状はどうかというと、それらのものを仕分けをしていない。木古内の場合は、

量を多く出して値段を取るのではなくて、一つひとつ手を加えることによって、ホタテの

生育状況を見ながらという部分で、知内とは違う一手間を逆に掛けたことが、細かい種も

いまも確保することができないということで、いま動き出そうというちょっとした養殖方

法が違いますので、それで細かいものも何もない状態なので、改めて増毛のほうから48万

という数を持ってきたということです。
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木村課長。竹田委員長

「 、 」木村産業経済課長 又地委員のほうから 町の支援について どのように考えているのか

ということでのお尋ねでした。11月12日に漁協のほうで役員会を行って、対応策を協議し

ております。これには木古内町のみならず、北斗市と知内町の被害状況の確認と対応につ

いても話し合われているということです。これを受けて、11月14日に山崎組合長が三上参

、 。事とともに 木古内町の理事者へ被害報告と町への支援要請を文書を持ってきております

その内容ですが、稚貝の購入にあたり、運送費用と諸経費、諸雑費がかかるということ

で 「90万円強の運送経費と諸経費、合計について町のほうで検討願いたい」ということ、

でありました。それを受けて、産業経済課のほうでは、現在財政部局と協議をしている

中です。対応については、いろいろな方策が考えられますので、漁協なりと協議をしなが

ら対応していきたいというふうに思っています。以上です。

又地委員。竹田委員長

3年貝、2年貝、1年貝、ことしの育成枚数が810万枚、これは例年の半分くらい又地委員

ですよね、2年貝の部分の。半分以下です。なぜなのですか。それと、へい死数量と上げ

てありますけれども、これは育成枚数、毎年育成するので、漁師が子を買ってくるわけで

す、このような細かいのを。そうしてあれするのですけれども、必ず毎年死ぬのです。で

すから、ことしのへい死数量はわかりましたけれども、例年の歩留まりもおさえておかな

いとまずいですよね。毎年、100枚でないのですから。例えば、その歩留まりというのが8

5枚なのか、80枚なのか、90枚なのかということもおさえておいた中での、へい死数量の

比較をしないと、そうですよね。その辺、もう少しあれしてほしいです。それと、1年貝

が810万枚です。それで、270万枚死ぬ。そうすると、540万枚で3年貝になった時に、仮に

60円にして3千2、300万枚です。これは、漁家にしたら大変なことになりますね。ですか

ら、いま課長のほうから組合長と専務理事が来たと 「稚貝の運送費の90万円というとい。

うお願い事が来た」と言いますけれども、ホタテ漁家に対しての何か要望はあとはなかっ

たのですか。私は、ある意味では、町自体が一次産業の振興を、浜のことを考えれば、こ

れは大変だと思っているのですけれども。このあと何か出てくる要素があるのですか。何

となく 「出てこないから、知らない」という話には私はならないのではないかと。噴火、

湾でザラボヤの被害があった。これは、国が動いた、ザラボヤの被害で。そして、ホタテ

で倒産した漁家がたくさんあるのです。ザラボヤを知っていますか。その被害でホタテの

被害が大変で、そして倒産した漁家というのは何軒もあるのです。それで、国のほうでザ

ラボヤの被害に対しては、それ相応の手立てをしたということなのですけれども、そこま

でいかないとしても、何か手立てをする必要があるのではないのかなと私は思っているの

ですけれども、その辺はどのようなものでしょうか。

木村課長。竹田委員長

実務レベルでありますが、漁家の生活資金あるいは事業運営資金につ木村産業経済課長

いて、本来この水揚げで賄えるものが、賄えなくなっているという状況です。その資金に

ついて、借り入れを今後検討していきたいということで、その借り入れについての、例え

ば利子補給なりの支援について、今後要請をしていきたいということでのお話は伺ってお

ります。ただ、いま現在その被害額も取りまとめて間もなくですし、また、先ほど担当の

藤谷が言ったように、今後、そのおのおのの漁家がどのような漁業運営をしていくのかと
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いうこともまだ詳細が定まっていないということで、それらを同時並行で見極めながら漁

協としても対応していきたいし、町に対しての支援要請も今後していきたいという話でし

た。以上です。

岩館委員。竹田委員長

これについての保険というのは、漁組あるいは個人の漁家でこういうものに対岩館委員

して生き物ですから保険に入っているのかいないのか。その辺についてお聞きしたいと思

います。

藤谷主幹。竹田委員長

いまの部分も漁協には確認しますと、漁業等の施設には漁業共済もあります。藤谷主幹

それらについては、保険は掛けておりますが、こういう死んだものといいますか、生き物

に対しては保険は掛けていないのが現状だそうです。

佐藤委員。竹田委員長

質問したいと思います。ただいま、ホタテの被害ということでここにまとめら佐藤委員

れておりますけれども、ことし全般にこういう気温が高くて、水温が高いということなの

ですが、例えば、アワビ、昆布、ウニについては、こういう被害が全くなかったのかどう

か。

藤谷主幹。竹田委員長

この後、漁協のほうに行ってそれらのことは話されますが、担当係で聞いてい藤谷主幹

るのは、ことしは全般に廻遊漁を含めカレイ、ヒラメ、特に資本的にあまり係らなくて、

各漁家が水揚げをしております「タコ 、これらもほとんど水揚げがないと。当組合は、」

いま40何名でやっておりますけれども、その全体計画が2億ちょっとなのですが、ことし

だけで、このホタテも含めまして7,000万円弱くらいの水揚げが下回るのではないかとい

うふうなこともあります。それで、期待をしておりました鮭も、かなり漁協のほうにいく

とこれから新たに資料がお示しされますけれども、本当に昨年が一番底なのかなと思った

のがもっと下だと。単価は高いですが、鮭などは何か聞くところによりますと、魚体がか

なり小型化していて、本数は捕れても重量が上がらないのでお金にならないと。含めて、

当組合として一番幸いだったのは、ウニの人工種苗が8月上旬に即放流をしていまして、

隣のほうはウニの中間育成をずっとやっていたおかげで全滅状態であると。その分だけで

、 。も 回避できただけでも組合とすれば良かったのかなというような状況は聞いております

又地委員。竹田委員長

ソイの放流はなかったのですか。補助しなくても、もし事業としてあれば。あ又地委員

と、町でもいくらかお金を出してやって、これは委員会で来年からの委員会のありかたも

あるのだけれども、例えば、放流時期には浜に行って見せてもらうと。これは、私は必要

だと思うのです。例えば、アワビ人工種苗放流事業補助金、これは10月9日に終わったの

。 、 、 、ですか こういう時は 事前に担当課のほうから委員会のほうに教えてもらって そして

ある意味では行ける人だけということになるのか知れませんが、行ってみる。あとは、ウ

ニ人工種苗購入事業にしてもしかり。これらの放流時期に関しては、早い時期に計画を立

てていると思うので、時化とか凪もあるかも知れませんが、やはり委員会としても、いま

、 「 、 」 、まで行ったことがないので たまに行って 20ミリとは これくらいのあれか とかいう

確認も兼ねながらいくべきだと思いますので
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わかりました。竹田委員長

福嶋委員。

いまのホタテの漁家数は7戸ですけれども、平成20年から23年まで4年間で、そ福嶋委員

の時に漁家数が当初10戸くらいあったと思う。それについて、段々8,600万円からいま6,5

00万円まで少なくなってきましたけれども、これは何戸でこのくらいになったということ

になると、1戸当たりいくらになったのですか。減ったのはわかりますけれども、漁家の

数が減れば当然減りますよね。その辺の戸数は書かれていないから、単価が漁獲量が少な

いのか、どうかということのあれが、ただ減っただけではなくて、1戸当たりの漁獲がど

うなのかというようなことをわかるように資料を作ってくれればいいですね。

これは、今後の資料の作りかたの中で戸数を入れると。竹田委員長

ほかにございませんか。

新井田副委員長。

、 、 、新井田副委員長 補助金の中で 4と5で ウニとアワビの種苗の補助金なのですけれども

この事業費が違うわけですよね。ウニは424万2,000円と。アワビのほうは、118万何がし

ということなのですけれども、予算と実績とこれは50万円ずつなのですけれども、事業費

に対して50万円均一というのは何か理由があるのですか。

藤谷主幹。竹田委員長

これが16年の漁協の合併で、町の支援が補助金ベースで毎年300万円、それと藤谷主幹

利子補給の部分が将来的に16年度、10年間が発生すると。その中で、町のほうには特別な

負担をいただいているということで、ウニ、アワビ合わせて100万円以上の要望はしない

という紳士協定的な部分がありまして、その部分がいま25年度で町の支援事業が終わりま

す。それ以降に期待を浜はしていまして、何とか、当初この10年間の町の支出も漁協が水

揚げ状況が良くなれば、1年でも2年でも自賄いでやるくらいの気持ちは合併当時はあった

のです。その上で、町のほうで改めていろいろな部分で支援をしてくださいというような

部分がありまして、浜のほうも25年が終わったあとの、特に支部センターを抱えている上

磯郡漁協とすると、適地を平磯等を持っているわけで、そちらのほうの事業量よりも町の

支援のほうも多くいただきたいというのが内容のようです。

平野委員。竹田委員長

その中身の数字については、行ってから聞いてもいいのですよね。被害状況の平野委員

数字だったり、このいまの。

そうです。竹田委員長

ないようですので、このあと漁協さんのほうに移動したいとこのように思います。その

中で、またホタテの被害の関係については、質疑をお願いしたいと思います。

暫時、休憩をいたします。

休憩13:34

再開15:38

休憩中

上磯郡漁協（午後 2時30分～）との意見交換会その他 ②
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休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

きょうは、産業経済課の皆さん、大変朝からご苦労様です。

午前中については、商工会、観光協会のほうについて議論をいただきました。その中で

もいくつかの今後の課題というか、そういう検討材料等も残っておりますが、きょう午後

からの漁業協同組合のホタテ養殖漁家の高水温による被害状況。これの救済、手立て等に

ついて、先ほど漁業協同組合さんのほうよりいくつかの支援要望等もございました。これ

らを踏まえて、今後、行政側としてどうその辺を肉付けして、次期の議会となれば定例会

でいいのか、また別な手立てを考えるのか、それらについて現段階での説明をお願いした

いと思います。

木村課長。

皆さん、どうもお疲れ様です。木村産業経済課長

先ほどの漁協関係者との協議でも明らかになったとおり、支援要請については大きく3

点ございました。

ひとつは稚貝なりの購入ついて、運送費用について町として検討していただきたい。

二つ目は、町で罹災証明を発行していただきたい。それによって公庫資金の借り入れが

可能となって、資金のつなぎができていくと。

三つ目は、その資金について、今後、利子補給について、検討していただきたいという

ことでした。それで、運搬費用については、この間の漁組との協議におきましても、これ

は来年度以降の体制を考えた時には、町の財政支援の有無、あるいは割合に関わらず対応

していかなければならないということですので、漁組としては適宜進めていくということ

でございました。それを踏まえて、町のほうで財政支援について、財政当局と検討して、

時期も含めて早急に、あるいはきちんと状況を再度確認したうえで対応していきたいと思

っております。

また、町の罹災証明ですが、担当部局には若干の頭出しはしておりますが、これも出来

る限りの対応をしていきたいというふうに思っております。それと、利子補給ですが、こ

れは新年度予算以降の対応になると思いますので、これも状況をきちんと確認しながら、

町のほうとして対応できるかどうかも含めて財政部局と協議しながら、あるいは理事者の

意向も確認しながら対応していきたいと思います。

合わせて、先ほど東出議員がおっしゃっていました国、北海道の支援についてございま

す。町で一定程度の財政支援をするものについては、案件にもよりますが、当然ながら特

別交付税の対象になると思っております。ただ、特別交付税については、おおよそ上限が

8割程度ということですので、これは財政部局を通じて渡島総合振興局の担当のほうと相

談させていただきたいというふうに思っております。それと、漁業者への直接の支援とい

うことなのですけれども、直接、渡島総合振興局には確認しておりませんが、関係者のほ

うに確認させていただきました。そうしたところ、なかなか直接支援というのは厳しいも

のがあると。その高水温という捉えについて、いわゆる自然災害というふうに捉えるのが

難しい傾向もあるということでした。ですが、そのあたりも含めて、再度、渡島総合振興

局あるいは国の対応なりを含めて確認していきたいと思います、以上です。

いま、行政側から支援についての考え方が示されました。これについて、委竹田委員長

員の皆様から質疑ございませんか。
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東出委員。

いま、課長のほうから説明があったのですけれども、私も勉強不足で申し訳な東出委員

いのですけれども、罹災証明、これはどうなのですか。三つの課題を投げかけられたとい

う中で、罹災証明というのは簡単に発行できるものなのか。いままで議会にいて、あまり

罹災証明というのを私たち耳にしたことないので、この辺ちょっと私も勉強不足だし、お

知らせ願えればと思うのですが、ちょっとその辺。

木村課長。竹田委員長

罹災証明についても、関係部局に頭出しをした程度ですので、これか木村産業経済課長

らきちんと確認していくこととなりますが、例えばことしの雪の被害についてですが、保

険対応する際には公的な機関の証明書が必要だということで、数件いらしていたケースを

確認しています。したがって、これをいわゆる自然の状況について、公的な機関、こちら

でいえば地方公共団体がきちんとそれを認識して証明するものだというふうに思っており

ます。以上です。

東出委員。竹田委員長

雪の場合はわかるのですけれども、このホタテというものに関して言うと、例東出委員

えば過去3年間の平均値を取って、それから何割ダウンだから、それで初めて罹災を出す

のだという方法を取るものなのか。ただ、極端にことしが水温が高くて、これだけ死んで

しまったので、これは罹災に値するというやりかたなのか。その辺は、いろいろな方法論

があると思うのです。何年かの平均値を取るか、単年度だけ見てこうやるのか、それはわ

かりませんけれども、その辺は、そうするとまだ今後の研究課題というふうに捉えて良い

わけですね。でも、早くやらなければないわけですよね。

又地委員。竹田委員長

、 。又地委員 それでないと あの人がたが罹災証明をもらって資金の借り入れをするのです

ということは、そんなに物理的には期間がないということなのです。それは、急がないと

だめだということですよね。それで、いま課長が言った特交云々に該当する部分に関して

は、該当するかどうかという部分もあるのですけれども、いま、課長が言った特交に該当

がもしするということは、90万円と72万円の部分ですね。

岩館委員。竹田委員長

確認だけ1点しておきたいと思いますけれども、運搬費の90万円何がしについ岩館委員

ては、当初随分急いで、臨時会でも開いてやっていただきたいということも私のほうにあ

りましたけれども、私は 「今回の常任委員会の推移を見て決めたい」ということで保留、

しておきましたけれども。これについては、そんなに急がないのであれば、12月13日に定

例会がございますので、急がないのであれば定例会で本当は出していただければいいと思

うのですけれども、特に急ぐのであれば、緊急に臨時会の準備をしていかなければならな

い。これは、二本立てで考えておりますので、その辺について行政のほうから、やはりき

、 、 、ょう常任委員会が終わりますので その辺 終わってからと推移を見ておりましたもので

返答していただきたいと思います。

木村課長。竹田委員長

議長からお言葉をいただきました。先ほど、私が言ったとおり、漁協木村産業経済課長

のほうは町の支援の濃淡に関わらず、対応していかなければならないということで、これ
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は11月中旬から下旬にかけて順次行っていくということだと思います。もし、皆様がたの

総意でできるのであれば、定例会でかまわないということで決めていただければ、そのよ

うに対応していきたいと思います。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩15:48

再開15:51

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

平野委員。

先ほど、木村課長のほうから個人に対する補償については、これがはたして自平野委員

然災害なのか、あるいは個人の技術によるかは決めかねるというような言葉だったのです

けれども、これであれば自然災害だと完全に認めた場合には、何らかの個人への支援はあ

るというふうに考えているのか。というのは、この罹災証明を、これは銀行から公庫から

融資されるものに、これがなければ3年間の据え置きがないと。それが決まるか決まらな

いかによって、漁家さんが「買う」という判断をするのか 「買えない」と判断するのか、

決まると思うので急ぐと思うのです。ただ、この罹災証明を急いでいるので出してあげた

いと。急いで出すということは、自然災害ということを認めたことになると思うのです、

当然、町側としては。ですから、この証明を出す前がいいと思うのですけれども、自然災

害だったらどういう対応をする、あるいはしないというのを、ある程度決めておかなけれ

ばないのではないのかなと思うのですけれども。その辺の見解といいますか、ルールがあ

るのであれば。

木村課長。竹田委員長

とても言いづらい話ですが、ダブルスタンダードだと思います。町の木村産業経済課長

罹災証明については、公的資金の補助なりをしませんから、これは対象者が今後、対応し

やすいようしていきたいと思います。

ただし、北海道なり国の公的資金が投入されるかどうかということになれば、これは当

然のことですが、かなり厳しいいろいろな角度からの視点での検証が入りますので、そこ

は少し置いておいた中で、証明については考えていきたいと思っています。以上です。

総務課長。竹田委員長

ただいまの平野委員さんの件について、まず先に話をしておきたいと思い大野総務課長

ます。災害ということの認定であれば、やはり災害届を出さないと、そこからがスタート

なのです。振興局にそれを出して、大規模な災害であれば国の支援、北海道の支援という

のが期待できます。今回のように高温障害ということで、試験研究機関あるいは指導機関

のほうで 「危険なので管理に徹底してください」とか、そういう情報が流れていれば良、

かったのでしょうけれども、現場で聞くところによると、そういう情報が提供されていな

かったようですので、わからない中で漁業者は経験値の中で業務を進めてきたと。その中

で被害に遭っているわけですから、それをどう評価するかだと思うのです。役場が評価で

きなければ研究機関もありますから、そういうところにも照会をかけながら罹災証明につ

なげていただければいいのかなと思っております。罹災証明は木古内町長が出すというこ



- 18 -

とで、現在要項を作っておりますので、それはいままでは雪による災害で家屋が壊れた時

の建物保険、こういうものの適用だけだったのです。そこをどう今度、拡大できるかは整

理していきたいと思いますので、なるべく早く、言ってみればこれによって応急生活資金

みたいな形での融資だと思いますので、そこは借り入れができることを前提に業務を進め

ていければというふうに思っております。

あと、まず組合さんから話が来たのが14日でした。定例会にするか臨時会で出すかとい

うその提案の仕方なのですが、 初、話を受けた時にはこれから買いにいくのに助成の担

保がなければ動きずらいのかなというふうに思ったのです。それであれば、早めに臨時会

を開いて予算化というふうに思ったのですが、きょう行って組合のほうで話をされたと思

うのですが 「まず自己資金の中でとにかく動いていくので、あとからでも町のほうで支、

援していただければ ということの流れがありましたので それで町としては 決して 支」 、 、 「

援しない」などとは思っておりませんので、すぐ支援できる方法をということで、町長か

らも指示を受けましたので、そういう調整を図りましたので、これは定例会のほうでしっ

かりと提案させていただきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

ほかにございませんか。竹田委員長

この部分については、ある程度12月の定例会の中で提案されるようでありますから、再

度またあれば、その中で議論していただきたいと思います。

又地委員。

いまは組合のことだけ言ったけれども、商工会なり観光協会のことの話はしな又地委員

いのですか。もし、あればということで。

このあと交流センターの件については、まちづくり新幹線課の中で、また議竹田委員長

論させていただくということで、体験観光等の部分についても出されておりましたし、こ

の部分は、新年度含めて行政側での予算編成の中でいろいろ取り組みが出てくるのかとい

う思いもありますし、皆さんのほうで行政側に対する、例えば指摘要望等がもしあれば出

していただければと思います。

又地委員。

きょう、いろいろ商工会なり観光協会と話をしたこと、懇談会形式でしたが。又地委員

、 。 、 、その部分では 12月の定例に委員会の所見としてあげないのですか まだ あるのですか

商工会なり観光協会との事務調査、ないでしょう。なければ、皆さんに下がってもらって

もいいから何かあるか聞いて、事務調査の所見を12月にあげなければならいでしょう。

（ あした、農協さんもあるのでそのあととは思っております 」との声あり）「 。

又地委員。竹田委員長

、 。 、又地委員 私は 行政のほうには別に聞くことはありません いろいろ話をしました中で

やはり委員会として、例えば所見のことであっても、あるいはきょういろいろやった観光

交流センターの部分にしても、あしたの午後にあるのでしょうし、その辺は、何か委員会

として意見を出して、そしてそれをあしたあるのですから、それを渡すというような形を

取らなければ、きょう話をしていろいろ聞いたけれども「議会は聞いただけか」となって

しまいませんか。そんな気がしないでもない。

例えば、交流センターについては、あすのまちづくり新幹線課の議論の中で竹田委員長
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展開できるのかと。その中で出てくると当然いろいろとあるのかなと。

又地委員。竹田委員長

それであれば、あしたありますよ、観光交流センターの件で商工会なりとある又地委員

と。であれば、もう一回この事務調査をしないとだめです。あしたいろいろ行政と話をす

るでしょう。観光協会なり商工会と、そうしたらその話を、こちらはもう一回返してもら

わないとだめです。

商工会、観光協会とはあすはやらない。竹田委員長

又地委員。

ですから、やらないことになっているから私は言うのです。あと、ないのです又地委員

、 。 、 、 。から 予定上はないのですから にもかかわらず あしたあるわけです そちらのほうで

観光交流センターの話。物販だとか、飲食だとかという話はあした出すのでしょう。

木村産業経済課長。竹田委員長

まちづくり新幹線課で資料が出ていますから、その中で論議できるの木村産業経済課長

ではないですかいうこで。

又地委員。竹田委員長

、 。又地委員 そうしたら 委員会とすれば宿題が残っているということにならないのですか

その他ないようですので、担当課については退席をお願いいたします。竹田委員長

どうも、ご苦労様でした。

暫時、休憩をいたします。竹田委員長

休憩16:02

再開16:10

休憩を解き、会議を再開いたします。竹田委員長

ほかにございませんか。

（ なし 」との声あり）「 。

なければ、以上で第6回総務・経済常任委員会を閉じたいと思います。竹田委員長

どうもお疲れ様でした。

終了16:10

説明員：大野総務課長、木村産業経済課長、藤谷主幹

傍 聴：なし

報 道：なし

総務・経済常任委員会

委員長 竹 田 努


