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産 業 建 設 委 員 会 記 録  
令 和 3年 5月 2 6日 （ 水 ) 

0 9時 5 7分 ～ 1 2時 5 2分 

全 員 協 議 室 

【委 員】串﨑委員長、飛野副委員長 

川上委員、野藤委員、笹田委員、布施委員、道下委員 

【委員外】西川議員、牛尾議員 

【議長団】 

【執行部】 

（産業経済部）佐々木産業経済部長、大驛商工労働課長、 

大谷産業振興課長（兼広島事務所長）、佐々木ふるさと寄附推進室長、 

石原農林振興課長、岡田農林振興課副参事、永見水産振興課長、 

岸本観光交流課長 

（都市建設部）戸津川都市建設部長、西谷建設企画課長（兼検査室長）、 

皆尾建設整備課長、坂根地籍調査課長 

（旭 支 所）西川旭支所長、新開旭支所産業建設課長 

（弥 栄 支 所）外浦弥栄支所長、三浦弥栄支所産業建設課長 

（三 隅 支 所）久佐三隅支所産業建設課長 

【事務局】近重書記 

 
議 題 

1. 執行部報告事項 

⑴ 令和4年度国県重点要望事項について 【産業経済部・都市建設部】 

⑵ 令和2年度 萩・石見空港の状況について（報告） 【商工労働課】 

⑶ 令和2年度 はまだ産業振興機構活動実績について（報告） 【産業振興課】 

⑷ 令和2年度 浜田港の概況について（報告） 【産業振興課】 

⑸ 令和2年度 ふるさと寄附の実績について（報告） 【ふるさと寄附推進室】 

⑹ 令和2年度 広島事務所活動実績について（報告） 【広島事務所】 

⑺ 令和2年 浜田市農業産出額について（報告） 【農林振興課】 

⑻ 漁業別水揚げについて（報告） 【水産振興課】 

⑼ 浜田漁港周辺エリアの施設整備状況について（報告） 【水産振興課】 

⑽ 浜田市ふるさと体験村施設の活用について（報告） 【弥栄支所産業建設課】 

⑾ その他 

（裏面に続く） 
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2. 所管事務調査 

⑴ 浜田港周辺の整備状況について 【水産振興課】 

 

3. その他 

 

4. 産業建設委員会の取組課題について（委員間で協議） 

   

5. はまだ議会だより読者アンケートに寄せられた意見等への対応協議について 

（委員間で協議） 

 

以上 
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【議事の経過】 

〔 09 時  57 分  開議 〕 

  

串﨑委員長  ただいまから産業建設委員会を開会する。出席委員は7名で

定足数に達しているため、ただちに委員会を開催する。 

  議題に入る前に4月1日付で人事異動になった管理職から一

言ご挨拶いただきたい。また今回議題に該当がない管理職の

方は、挨拶終了後は退席されて構わない。では順次お願いす

る。 

  《 以下、人事異動のあった管理職挨拶 》 

串﨑委員長  今後ともよろしくお願いする。 

  議題に入る。資料は事前にタブレットに配信し委員は読み

込んでいる。執行部から補足説明があればお願いする。また

質疑・答弁は簡潔明瞭にお願いする。 

 

１．執行部報告事項 

⑴ 令和4年度国県重点要望事項について 

串﨑委員長  執行部から補足説明はあるか。 

商工労働課長  今回の国県重点要望の補足というより所管事務調査で浜田

港周辺の整備状況について報告するが、その中で天然ガスの

資源開発について質問があったと聞いているので、知事要望3

の「島根県浜田沖合石油・天然ガスの資源開発促進について」

に関連して、現状を報告させていただく。 

  これまでの要望活動が奏功し、国において前向きに検討し

ていると伺っている。試掘権を持っているインペックスと調

整を続けている。再試掘実現の可能性が高まっていると聞い

ている。残念ながら昨年は新型コロナウイルス感染症の影響

でさまざまな調整が進まず、今年度改めてできる準備を進め

たいとのこと。今年度中に再試掘実施の発表があることを期

待している。 

  新規要望が1件あるので課長から補足させていただく。 

産業振興課長  2ページ6番「重要港湾浜田港について」補足する。⑶の貿

易振興に対する支援については、このたび新規に知事要望を

出したことを報告する。 

串﨑委員長  委員から質疑はあるか。 

布施委員  継続して要望を開始してから何年くらいたったのか。 

商工労働課長  海上自衛隊の要望については所管が防災安全課なので、こ

ちらでは詳細が把握できていないが、恐らく当時私が防災に

いたときから要望を始めているので、かれこれ10年ほどにな

ろうかと思う。 

  3番目のガス田の要望については平成28年に試掘作業が行わ

れた。その後、国と事業所に対して平成29年、30年、令和元
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年と3回要望を行っている。県にはその間も協力いただいてい

る。最初は知事要望としていたが、一度順調に進んでいると

いうことで部長要望に格下げし、可能性が高まったことから

昨年度から知事要望に格上げしている。今4年くらいになろう

かと思う。 

建設企画課長  矢原川ダム関係は、58年災害が起きてから要望に取り組ん

だと聞いている。今の形になったのが何年ごろかは承知して

ないが、ずっと昔から要望してきた経緯があり、着実に効果

が出ていると思っている。 

産業経済部長  また調べて回答する。 

布施委員  要望は続けるべきだが、成果は完遂するまでだと思う。要

望だけ上げて進捗が気になる国県への要望をしている以上、

定期的に当委員会へ進捗や、先ほど課長から説明もあったが

天然ガスの試掘の関係も順調なのか撤退したのか、越えねば

ならないハードルがどこにあるのか、そういうことを私たち

も知ることで直接の支援はできないがいろんな形で問題の協

議はできると思うので定期的に報告してもらいたい。 

野藤委員  重要港湾浜田港の3番、新規であるが貿易振興に対する支援

についての中で、新型コロナウイルス感染拡大の影響により

世界的なコンテナ不足に伴う海上運賃の急騰が続いている中

とあるのがわかりにくい。コロナウイルスとの関連は。コロ

ナウイルスで貿易量が減少してコンテナの流通、運送が減少

して運賃が上昇しているのか。 

産業振興課長  アメリカの西部でコロナウイルスにかかって荷が入らない

ということで、物流が混乱しているため定期的に動いてない

ため海上運賃が上昇したと聞いている。 

野藤委員  コンテナが要るときに要るところにないという意味だと理

解した。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

 

⑵ 令和2年度 萩・石見空港の状況について（報告） 

串﨑委員長  執行部から補足説明はあるか。 

商工労働課長  （ 「なし」という声あり ） 

串﨑委員長  委員から質疑はあるか。 

布施委員  全国的に往来が禁止され、浜田市が支援している萩・石見

空港にも打撃がある。前年の実績に対する報告もよいがほか

の地方空港、中国管内なら出雲、宇部など、同じように打撃

を受けていると思う。令和3年度についてもコロナの影響で非

常に難しい。運行会社と協議会との2便化に向けた話し合いが

どこまでできているのか。もし目標を達しなければ令和4年度

から2便が1便になり時間帯が変わる可能性があるのか。実績
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が少ないのは承知しているが、2便化は継続できるのか。そう

しないと再開してもよい提案はできないと考えている。 

商工労働課長  令和3年度も先行き不透明な形で、ほぼ1便運行。5月は10日

ほど2便とも運行しない日もあったが、6月も当面1便運行と聞

いている。島根県、協議会、全日空は対面での話は難しいが、

オンラインで情報共有や必要に応じて協議をしているが、先

行き不透明で今すぐどうこうはできない状況にある。予約状

況を見ながら運行便を検討していると聞いている。こちらと

してはある程度2便が定着する段階に応じて、いろいろなこと

が提案できるよう準備を進めている。 

布施委員  全日空から一人出向で空港に来ておられる。受け入れをす

ることでインセンティブなど、受け入れた空港については恩

恵があるのか。 

商工労働課長  全日空にしても日本航空にしても、売り上げが激減してい

る中で、経営維持には悩んで取り組まれている。現在支援と

いうことで全国至るところで受け入れはやっているのでそれ

がインセンティブにつながるかどうかわからないが、良好な

関係を築いて今後に向けて一緒にやっている状況である。 

布施委員  ワクチン接種が始まり、機内での三密防止のため座席数の

制限もされていると思うが、東京オリンピックがもし開催さ

れて、無観客の場合はよくないが制限しつつ運行されるとな

ればそういう情報もいち早く。去年のチケットを持っている

人が市内にもいる。そういう方がワクチン接種してコロナ対

策を施した上で、宣言が解除された場合は新幹線より飛行機

のほうが移動時間を短縮できるので、そういった時の情報は

どう空港会社と打ち合わせなどはできているか。 

商工労働課長  オリンピック関係については正直、向こうも情報整理がで

きない。飛行機に乗っていて感染する事例はほぼないので、

そういうことを最大限ＰＲしたらどうかとも話したこともあ

る。安全性を保ってしっかり利用してもらうことは、お互い

情報発信しながらやっていこうと話している。 

  オリンピックに関することはどうなるかわからないので、

情報をにらみながら適時情報提供していくことになろうかと

思う。飛行機自体、全く予約が入らない状況である。乗れな

い心配というよりもきちんと飛ぶかの心配のほうが強い。情

報収集と情報提供をしっかりしていきたい。 

道下委員  高齢者を対象にワクチン接種が進んでいる。7月には全高齢

者に打つと考えている。ワクチン接種が進む中でそれに対応

する利用率回復に向けての考え、方向性、戦略は示されてい

ないのか。 

商工労働課長  高齢者には7月末にほぼ終えるようにと国から指示が出てお

り、浜田市でも準備を進めている。それ以外の皆がどうなる
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か不透明である。状況をにらみながら、適時対応はしていき

たい。ワクチン接種をしたから飛行機に乗れるとかいったこ

とは論議に至っていない。 

道下委員  ワクチン接種が進めば飛行機に乗って移動する人は増えて

くる。オリンピック絡みもある。今から対応策を考えておい

て当然ではないか。 

商工労働課長  時期的にそれがいつできるかはわからないが、ある程度移

動ができる時期になったときに、しっかり利用促進が図れる

よう関係機関と準備を進めている。 

笹田委員  5番の今年度の取り組みについて。萩・石見空港利用拡大促

進協議会の中で、浜田市関係というのがある。大阪線新規開

設とあるが、これについて伺う。 

商工労働課長  二次交通の関係で、今タクシーを運行しているが、これま

で東京便だけだったのが今年度から拡充して大阪便も運行し

て取り組むこととなっている。昨年度まで大阪便が運行して

おらず今年からは大阪便のときも運行させると。浜田三隅に

寄って空港まで行くと。大阪便が夏限定で便数が少ないが今

年はそれを行うということ。 

笹田委員  大阪便が飛ぶのはもう確定しているのか。 

商工労働課長  現状は確定している。コロナの状況によって減便となる可

能性はあるかもしれないが。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

 

⑶ 令和2年度 はまだ産業振興機構活動実績について（報告） 

串﨑委員長  執行部から補足説明はあるか。 

産業振興課長  （ 「なし」という声あり ） 

串﨑委員長  委員から質疑はあるか。 

道下委員  全体実績が、コロナ禍で総額は600万円増額しているが、新

規が2500万円減額しているが、どういう内容か。 

産業振興課長  新規金額が減ったとの指摘だが、新型コロナウイルス感染

拡大の影響により関東・関西からのバイヤー招聘、あるいは

機構の職員の現地での営業活動が困難だったため、既存取引

先に例えば商品ガイドの営業メールによる非対面型営業をし

ている関係で新規の金額が落ち込んでいる。既存取引先に重

点を置いて営業したということ。 

道下委員  その他のところで1000万円増額になっているが、この内容

は。 

産業振興課長  飲食業の実績が減少している一方、増加要因は産地とスー

パーをつなげるスマホアプリを使用して取り引きする新しい

販売形態を取り入れた卸しとの扱いが大きく伸びたためその

他の金額が増加した。。 
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道下委員  それはコロナ禍のリモートワーク的なものか。 

産業振興課長  コロナ禍ならではの伸びだと思う。スマホで直接、産地と

スーパーをつなげる取り組みなので、新年度もこういうもの

に重点を置いて販路拡大する必要性があると思っている。 

川上委員  コロナの状況でリモートになりやすいが、浜田から広島へ

行って営業活動をすることがあるのか。 

産業振興課長  はまだ産業振興機構においては広島へは直接営業活動は行

っていない。広島事務所で営業活動している。 

川上委員  直接的に営業活動をしなければならない場合があろうかと

思う。対面の必要性が出ることが。契約書への押印の場面と

か。その場合、非常に注意を要する。対応策として先にワク

チンを打っておくなどは考えなかったのか。 

産業振興課長  ワクチン接種を先にという話だが、順番もありそこまで考

えが及ばなかった。今後スタッフがワクチン接種したら、営

業活動を積極的に行っていきたいが、それまでは非対面のメ

ールや電話での活動を行っていきたい。 

笹田委員  卸業で関東の件数が8件減っているが、金額は増加している

のは何か大きな取り引きがあったのか。 

産業振興課長  件数は減ったがスマホアプリを使用した卸の伸びがかなり

大きかった影響である。 

笹田委員  関東に限定したアプリなのか。 

産業振興課長  今のところは関東専門である。 

笹田委員  このようにやれば増加が見込めると重々わかっている中で

今後関西やその他も機構として広げていけばと思うが、対策

を何か考えているか。 

産業振興課長  令和3年度についてもこちらの卸の形態を調べて、こういう

ところで販路拡大をしようとスタッフ一同思っている。 

野藤委員  卸売業その他の分で、約4000万円はほとんど水産品だと思

うが、塩干物とか練製品とか内容がわかれば。 

産業振興課長  鮮魚のみである。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

 

⑷ 令和2年度 浜田港の概況について（報告） 

串﨑委員長  執行部から補足説明はあるか。 

産業振興課長  一番上の令和2年浜田税関支署管内貿易概況については、浜

田税関支署において作成された。参考にごらんいただきたい。 

  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

串﨑委員長  委員から質疑はあるか。 

布施委員  過去最高の数字の部分もあって結構だが、クルーズ船が令

和2年度は中止で、予定としては令和3年度の夏に入ってくる

予定だとのことだが、クルーズ船飛鳥Ⅱ、1か月くらい前に船
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内で感染者が出て、途中で中止となり帰ったということがあ

った。あくまでも予定は継続を前提としてよいのか。今まで

は寄港された場合は歓迎セレモニーを漁港周辺施設で開いた

が、そういった内容も変わり、今まではツアーを津和野方面

だとか浜田市内の観光、三宮神社の石見神楽を見てもらうと

かを企画している。歓迎の仕方が前とは全然違う。計画がさ

れているのならコロナ禍でおもてなしがどのように変わって

いくのか。どのように考えているか。 

観光交流課長  主催する郵船クルーズから一部発表があり、6月30日まで出

発するクルーズは中止が決定している。7月1日以降にどうな

るかはまだ正式な発表がない。よって寄港は未定である。 

  ただ、浜田港振興会ではおもてなしする方向で検討を進め

ているが、飛鳥Ⅱも久々に浜田港へ来るに当たり、当然ガイ

ドラインを定めて厳しい条件の中で運行計画を予定している。

我々はおもてなししたいが、郵船クルーズも感染を防ぎたい

方向で、どの程度までおもてなしできるか、主催の郵船クル

ーズと協議していきたい。 

布施委員  郵船クルーズとの協議を進めることも大切であるがコロナ

禍でも見せ方、おもてなしの仕方があると思う。浜田に来た

らこういう蔓延防止策をして。石見神楽もソーシャルディス

タンスをとって見せることを予約制で行っているが、コロナ

禍で浜田だからこういうやり方をやったと植えつけることが、

今後の営業活動に影響していくと思っている。コロナだから

こういうことをしておもてなしをするのだということをアピ

ールすれば。普通企業であればやったことに対しての評価が

私はあると思う。そこを考えることも大事。一番心強いのは

前任の産業経済部長が浜田港振興会にいるので、連携を取っ

て密に、今のうちに。今回中止の可能性があるが次のための

アクションが大事だと思うが。 

観光交流課長  浜田港振興会には前任の産業経済部長がおり、1、2週間に1

回の割合で打ち合わせも行っている。浜田だけでなく石見9市

町でおもてなしできないか、各まちの特色を出したツアーも

郵船クルーズへ提案中である。浜田市も三宮神社での神楽や、

アクアス、畳ヶ浦ツアーも提案しているが、企画も具体的な

調整が進んでない。郵船クルーズは石見銀山散策ほかという

内容でホームページに掲載している状況である。先方のツア

ー担当の方と打ち合わせしながら、三宮神社での神楽と言っ

たがこちらも緊急事態宣言発出の中で5月分は夜神楽が開催で

きていないがそれまでは感染対策を行ってお客さんを迎えて

いた。クルーズのお客さんについても同様の対策をとりなが

らおもてなしができないか引き続き検討する。 

川上委員  輸出が増えるのはよいが木材が約1.5倍になっている。周辺
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の木材市場での木単価が上がりつつあると思う。そうすると

木材加工業者に影響がきて、最終的にはプレカット単価が高

くなる。建築単価自体が高くなる影響が出てくると思うが、

何か調査はしているか。 

産業振興課長  令和2年度について、木材の輸出がかなり伸びているが、現

状輸入だが、バルク船を利用しているのが1社と聞き取りして

いる。現在、浜田港の材木輸入取り扱いは影響を受けていな

い。今後状況を把握していきたい。 

川上委員  浜田港そのものはそうかもしれないが、先般も大田の市場

では木単価が高くなってなかなか入手しづらいという記事も

ある。建築にどうしても影響してくるので、どのような状況

かくらいは捉えていたほうがよい。 

産業経済部長  調査して把握したい。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

 

⑸ 令和2年度 ふるさと寄附の実績について（報告） 

串﨑委員長  執行部から補足説明はあるか。 

ふるさと寄附推進室長  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

串﨑委員長  委員から質疑はあるか。 

川上委員  せっかくなので返礼品ベスト10を出してほしかった。 

ふるさと寄附推進室長    口頭ではあるが、品名となると事業者名などがあるのでそれ

を除いたものでよいか。 

川上委員  長くなるので、よければ資料にして再配付いただきたい。 

ふるさと寄附推進室長  了解した。 

布施委員  前年度は下回ったがコロナ禍の中、内食需要が高まって売

り上げがある程度ある。それが原資となってワクチンのいろ

いろな施策や子ども支援に使われている。我々も広報はする

が市民に向けて、原資はこういったところから来ているとＰ

Ｒしていただけば。都会在住の関係者からの協力を見込める

と考えている。リピーター対策としてはがきを紹介されたが、

遅いくらいだ。ふるさと納税を浜田市はこのように利用させ

てもらっていると併せてＰＲすべきだと思っているが、どう

考えているか。 

ふるさと寄附推進室長  貴重なご意見に感謝する。原資として全小中学校に感染予

防対策グッズの配付などに早速活用できている。ウェブでも

そうだが、お礼状などを同封し、皆に賛同いただけるようＰ

Ｒしていきたい。 

布施委員  礼状で一番うれしいのは「ありがとう」の気持ちである。

言いやすいが面と向かっては言いにくい。市長の直筆など、

何でもよいから入れたら効果があるのでは。 

  1ページ目下に、「特産品の募集を随時行い、特産品選定委
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員会において約200アイテムを認定追加し」とある。200アイ

テムの追加で選定の基準、多ければ多いほどよいかもしれな

いが反対に選びにくい気がするのだが。選定基準や地域性な

ど三つも四つも選定基準があるのか。 

ふるさと寄附推進室長  募集要項を定めており、それには総務省が示すふるさと納

税のガイドラインに沿ったものである。浜田市の産品、原材

料、加工、浜田市に事業者があるもの、また市長が特別に認

めたもの、関東・関西での浜田市産品を使ったレストランの

食事プランも、産業振興課と連携し、2年度は2か所のレスト

ランに新規加入していただいた。関係課と連携して推進して

いきたい。 

布施委員  募集要項があってクリアしたものは認定するのだと理解し

た。上位は鮮魚など浜田の水産を代表するものだと思ってい

るが、アジ、ノドグロ、イカもそうだが漁獲量によって需要

に追いつかない部分が出てくるのでは。ふるさと納税で頼ま

れた方でリピーターは、再度ふるさと納税で頼む方と、店に

直接頼む方がいると思う。その分析もしていると思うが。原

魚は需要に追いつくほど確保されているのか。 

ふるさと寄附推進室長  事業者訪問でいろいろな状況を伺う中で、できているとこ

ろと難しいところとさまざまある。希少な価値のある浜田の

どんちっちブランドもＰＲしながら、ウェブ展開もしていき

たい。原魚は漁獲量に左右されるので、心配している。 

布施委員  ふるさと納税においても、原魚がなく出荷ができない場合

は、断るのではなく予約や受け付けはされるのか。 

ふるさと寄附推進室長  事業者と相談し、寄附は受け付けたがいざ送るときにない

ということが防がねばならない。事業者から確保できる数量

を伺ったものについては、現在も先行予約で受け付けている。 

笹田委員  10億円超えたのは評価しているが、全国的に昨年度はコロ

ナ禍でふるさと寄附が増えたと伺っている。この結果昨l年度

浜田市は113％ということで4月については増加している。今

年度の4月の状況を知りたい。 

ふるさと寄附推進室長  4月の状況だが、対前年で72.7％。1000万円の減で大変厳し

い状況である。新型コロナウイルス感染症対策として農林水

産省の補助事業を活用したものが3月から始まっており、当市

においても参加できるよう検討している。 

笹田委員  浜田市のふるさと寄附は当初から頑張って10億円をキープ

している中、継続するのは難しいのだろうが踏ん張っていた

だき、あらゆる手を尽くして今年度もキープしていくのだと

いう形で、いろいろアンテナを張って寄附を集めて市民に還

元できるよう頑張っていただきたい。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 
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⑹ 令和2年度 広島事務所活動実績について（報告） 

串﨑委員長  執行部から補足説明はあるか。 

広島事務所長  広島県では現在も緊急事態宣言が発令されており、交代制

勤務をしているが令和2年度も広島県独自の感染拡大警戒宣言

などにより、4月16日から5月31日、12月7日から翌令和3年2月

21日まで交代制勤務を行った中で営業活動を行いつつ、職員

自身が新型コロナウイルスに感染しないよう心がけてきた。 

  令和2年度は今までの活動によって得た企業とのつながりを

生かし、電話・メールを活用した営業に努めてきた。 

  令和3年度は引き続き、電話・メールを活用した営業や、オ

ンラインを活用した取り組みを行っていきたい。 

串﨑委員長  委員から質疑はあるか。 

川上委員  販路開拓の下に内訳があるが、これは何か。 

広島事務所長  全体の成約件数にかかるカテゴリ別に金額を分けてわかり

やすく表示したものである。 

川上委員  令和元年度と2年度とで「その他」が大幅に増えている。そ

の他とはどのようなものか。 

広島事務所長  その他は、さらにカテゴリが分かれており、グローサリー

や日配品、デリカ、お菓子、お酒などを含めたものをその他

としている。内訳についてはまた調べて報告したい。 

川上委員  その他のどのようなものが特段増えたのか知りたかった。

主なものを知りたい。特に増えたものについて。 

産業経済部長  グローサリーのおにぎり、寿司用のシャリに関して広島の

スーパー向けに浜田の企業がつながったことが大きかったの

ではと記憶している。 

川上委員  そういうことがわかれば記入いただければうれしい。畜産

がゼロになっている。井野であれだけの会社ができているの

に畜産ゼロとは、何か理由があるか。 

広島事務所長  令和3年度はぜひ力を入れてセールスしたい。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

 

⑺ 令和2年 浜田市農業産出額について（報告） 

串﨑委員長  執行部から補足説明はあるか。 

農林振興課長  令和2年は前年に引き続きこれまでの最高額を更新し44億9,

763万7千円。対前年比で15％、金額にして約5億9700万円の増

額となった。主な要因としては表の上から3段目、浜田メイプ

ル牧場の本格操業による生乳売り上げが約5億7千万円の増。

また子牛売り上げが約1億1100万円となっているところが大き

い。 

  また昨年、振興作物の一つに追加した有機野菜も、2300万
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円の増となっている。 

  一方そのほかの品目についてはほとんどが減少となってい

る。中でも3果樹のうちの赤梨、西条柿においては春先の乾燥

に加え6月の急激な降雨などによる落下、開花期の低温による

大幅な着果不良となったことから記録的な収量減となり、ブ

ドウを含めた3果樹の合計でいうと1億260万3千円、対前年比

でマイナス40％、金額にして約6600万円の大幅な減額となっ

た。花卉と観光農園においては新型コロナウイルスの影響に

よるイベント自粛や観光客減少により、大きく減少している。

全体的に浜田メイプル牧場の本格操業による算出額全体で伸

びているが他の品目については新型コロナウイルス感染症の

影響や天候不順の影響を大きく受けている一年となっている。 

串﨑委員長  委員から質疑はあるか。 

飛野副委員長  品種のうち7割が減少しているのが気になる。西条柿、赤梨

が減った要因について説明があったが、原因をつかんでその

対策をとっているか、次の年も大丈夫か。 

農林振興課長  西条柿、赤梨の減少は天候の影響が大きい。対策とのこと

だが、今年も特に赤梨と西条柿が、4月の霜によって大きな被

害が発生している。今年の被害状況はこれからの生育状況を

見ないとわからない部分もあるが、現時点で赤梨が約6割、西

条柿が約3割、ブドウやイチジクも一部被害を受けている。 

  少しでも天候不順の影響を少なくするために、天候不順の

影響を減らせるかという営農指導や営農活動継続のための支

援についてはＪＡや島根県と連携して対応を協議中である。 

飛野副委員長  天候の影響は防げないと決めつけがちだが、浜田市の主な

産品である柿や梨が年々そうなる可能性もある。何らかの対

策が考えられる部分もあるのでは。それだけ重要だと捉えて

いただきたい。 

  4月10日の大霜で大幅にやられた。あのようなことは防げな

いかもしれないが、対策はしっかりやっていかないことには

明るい数字は出てこないのでは。補足はあるか。 

農林振興課長  おっしゃるように、農業は天候や自然環境に影響されると

ころが大きく、どうしても生産者の努力で回避できないこと

も多い。去年の天候不順や今年の霜被害など、過去の状況を

見ると、島根県の普及部やＪＡにも確認したが本当に何十年

ぶりレベルの被害だったようだ。 

  そうしたあらゆるリスクに対応するため、国では収入を補

填する制度として収入保険制度を設けている。現在加入が少

ない状況だが今後の生産者の経営安定を図るためにも、収入

の減収補填をする部分、保険への加入促進を図っていきたい。 

布施委員  ハウス栽培はあまり天候に左右されないらしいが、トマト

は前年から470万円マイナスである。ＴＣトマトに進出しても
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らいトマトは今までより生産量が上がってアップしたのでは

と思っていたが反対に減少している。コロナの影響も考えら

れるがトマトは時期によっては出ていくものだろうし何か特

別な要因があったのか。 

農林振興課長  施設系野菜については天候の影響を受けにくい。トマトは

ＴＣトマトがほとんどなのだが、水の問題がある。過去何度

か議会でも報告しているが、井戸水に鉄分やマンガンが多い

ため今年水道水に変えている。改善はしてきているが、令和2

年の生産量は昨年より伸びているものの単価が下がり、結果

として販売額が下がっている状況。 

布施委員  水の問題は初めて聞いた。井戸水への物質混入は初めから

わかっていたのか、懸念されていたのか。今後の分譲につい

てもかかわってくるだろうが、どのように考えているか。 

農林振興課長  ＴＣが入られる段階で井戸水の調査はしている。その時点

で若干マンガンや鉄分が多い状態ではあったのだが、ＴＣト

マトさんは水耕栽培で水のことは調べたがその時点の判断で

は問題ないとされた。ただ、その後できが悪いため再調査し

たときに、マンガンの量がかなり増えていた。詳しい要因ま

ではわからないが、それが影響していて令和2年に水道水に切

りかえた。 

  水耕栽培だとそういう部分がかなり問題になってくるが、

露地でやる場合はそこまでは問題ない。 

布施委員  それがわかった以上は何らかの科学的根拠の部分で要因が

あると思っている。しっかり調査しておいてほしい。 

  もう一つ、産直市場の売り上げが載っているが、黒川店が

何％で、周布店が何％か。 

農林振興課長  産直市場の内訳であるが、黒川店が1億4800万円、周布店が

1879万、あとはまんてんなど。 

布施委員  ほぼ市街地での売り上げだと。前年より下がっているが金

額的には大差がない、安定的な売り上げである。黒川、周布

店だけでなく他の店舗も寄与していると思う。質問したのは、

出荷数が少ないとか天候不順で農産のものがないとか言われ

る部分がある。断り文句の一つかもしれないが。この数字だ

け見ると極端に悪くない。産直市の出荷取り扱いについては

ＪＡと話しているか。 

農林振興課長  ＪＡとは随時話をしている。確かに今年若干減ってはいる

が、順調に推移しているものと考えている。 

川上委員  先ほどの広島事務所の報告事項でも確認したのだが、農業

産出額の中に生乳と牛、これはメイプル牧場だと思うが、こ

れは広島事務所として扱っていないから先ほどは出なかった

のか。 

農林振興課長  出荷先までは確認していないので、また確認する。 
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川上委員  せっかくなので、松永牧場は東京や大阪でも有名なので、

広島でも扱っていただく必要がある。 

  トマトは約8千万円の売り上げだが、あれだけの施設で8千

万では即赤字だと思う。営業的に大丈夫なのか。 

農林振興課長  おっしゃるとおり、あれだけの施設でこの金額は、当初計

画から見ても低い金額となっている。営業的にも厳しいとこ

ろにあるが、水の問題や営農指導の部分は県からも新しい普

及員が来られて、しっかり立て直しを図っていくとのことで、

県と一緒になって営農改善を進めている。 

川上委員  せっかく水の話が出たので確認するが、当初は井戸という

話だったと思う。それが水道に変われば、井戸より水道のほ

うが単価が高くなる可能性があるのだが、市としてその辺の

カバーは考えているか。 

農林振興課長  確かに井戸から水道にして水道料がかかっている。いつの

議会だったか詳細は把握していないが、水道水の部分につい

て市から補助金を出している。何年か分かは市で補助を出し

ている。その補助が切れてからもしっかり経営ができるよう、

営農指導をさせていただいている。 

川上委員  市から補助が出ている。それは間違いないか。 

農林振興課長  補助金を出している。 

川上委員  井戸水の予定が水道水に変わったために単価が高くなるか

ら補助金を出すのだろうが、もう一度井戸を掘る考えはなか

ったのか。そうするとトマトは助かると思うのだが。 

農林振興課長  恐らく今の土壌的にどこを掘っても同じような水が出るの

ではという判断だと思う。詳細な経緯は承知していない。 

川上委員  何が言いたいかというと、井戸水でないと経営的に難しい

という話だったと思う。何年間か補助を出すかもしれないが、

それ以降はまともに水道代を払うとなると非常に経営が難し

いだろう。事実、先日行ったら水道の話になるとむきになっ

て回答された。それだけ水に対しては思いがあると思う。 

  せっかく誘致した企業なので、大事に育ててもらいたい。

同時に地域の水道を使うので、住民に影響が出ないようにし

ていただくことが大切である。今福地区の約5分の1の水をあ

そこが使っている。非常に影響が大きいので何かよい方法で

井戸水が掘れて影響が出ないようにしていただけばうれしい。

何か考えをお持ちか。 

産業経済部長  水のことはこの間上下水道部長からも話があり、冬季・凍

結時には使用量を控えるお願いもしないといけないと話して

いる。上下水道部とも話しながら対策を進めたい。 

川上委員  今の言葉が出たので産業経済部へお願いしておきたいのだ

が、雲城地区の企業とは協定を結ばれているが、ＴＣについ

ては使い始めもわからなかったし協定も結んでいないと。な
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ぜかというと井戸を掘るはずが井戸がだめだったから水道に

したという経緯があるので、市としては弱いかと思うが、住

民の生活水を使うので、しっかり協力いただくよう協定を結

んでいただきたい。 

産業経済部長  協定については上下水道部と企業とも協議を進めながら、

検討していきたい。 

笹田委員  赤梨がかなり打撃を受けているが、浜田市としてどう捉え

ているか。 

農林振興課長  赤梨についてかなり、2年連続で被害を受けている。今回は

確かに天候の影響が大きいのだが、赤梨はこれ以上の規模拡

大が難しい中、生産者の高齢化や後継者不足もあり、これか

ら産出額増加を図っていくのは大変厳しいと認識している。

すぐに効果が出る具体策はなかなかない状況だが、まずは老

木化が進んでいるので、果樹の新植・改植を進めるとともに、

現在はジョイント栽培も導入して何とか園地の維持を図りた

い。 

  また農業全般に言えることだが、営農活動を安定的に継続

するためには、個々で頑張るのではなくオペレーターや農業

機械の効率化も考えていかねばと思っているし、集落営農の

推進や生産者団体の広域連携、生産者同士の連携なども進め

なければと思っている。これらすぐに効果が出るものではな

いので、少しずつでも着実に進めていきたい。 

笹田委員  赤梨は旭が合併前から地域の売りとして頑張っている。高

齢化が進み、収入がないと継続が難しいと言われていた。地

域の特産と言っても過言でないと思うが、より協力的にしっ

かり支援していかないと。老木化のこともあったが切りかえ

の計画も立てないと地域の特産が減っていく。2年連続被害が

出て、もし今年も減少すると継続が難しくなってくるのが目

に見える。すぐに効果が現れるようなことをしないと、2、3

年度には梨農家が激減している可能性もある。どのようにお

考えか。 

農林振興課長  大変厳しい状況だと思っている。まずは果樹の新植・改植

を進めるのと、ジョイント栽培が、園地を維持するために必

要である。収入については収入保険制度を活用してもらい、

何とか補填して安定的な経営ができるように加入促進してい

きたい。 

  認定農業者や梨の生産者の中でも何人かは認定農業者にな

って中核的な経営体としてされているところもある。そうい

う方と周りの生産者の連携を図っていく。すぐに効果が現れ

る妙案がないのだが、皆と相談しながら経営ができるように

連携を図っていきたい。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 
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  （ 「なし」という声あり ） 

  暫時休憩とする。再開は11時35分である。 

 

〔 11時 25分 休憩 〕 

〔 11時 34分 再開 〕 

 

⑻ 漁業別水揚げについて（報告） 

串﨑委員長  執行部から補足説明はあるか。 

水産振興課長  1点補足する。どんちっちアジは5月23日から出荷が開始さ

れた。 

串﨑委員長  委員から質疑はあるか。 

道下委員  2ページの国府の一本釣りがかなり増えている。これはそも

そも何かあったのか。 

水産振興課長  特に増えた要因は把握していない。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

 

⑼ 浜田漁港周辺エリアの施設整備状況について（報告） 

串﨑委員長  執行部から補足説明はあるか。 

水産振興課長   （ 以下、資料をもとに説明 ） 

串﨑委員長  委員から質疑はあるか。 

布施委員  3月に仲買棟が一部オープンしたときより感染者が出て、今

は余計に状況が悪い。グランドオープンしないと相乗効果が

難しいと委員会で言ったが、オープンすると決めたというこ

とは何があってもこの日にやると理解してよいか。 

水産振興課長  もちろん第一ビルサービスと協議して、これ以上延ばせな

いだろうと。入っていただく予定の業者と仲買業者ともに了

承いただいている。 

布施委員  4号荷さばき所だが、7号ができたときに産業観光、競りを

見ていただくのに水産都市浜田としてよい部分があるが7号で

はそれができなかった。4号については産業観光ができるよう

回廊をつけて、競りや荷揚げができるように。高度衛生なの

でいろいろな雑菌が入ってはいけないのでその辺にも配慮す

るとか。食育のために部屋を設けて子どもの調理実習ができ

る場所なども整備してと、前の委員会のときに提案したと思

うが、それらについてどのように考えているか。 

水産振興課長  4号荷さばき所には見学スペースを2階に設け、競り場が見

渡せるような状況にはなっているので、産業観光についても

積極的にＰＲして、お魚市場とも連携できる仕組みを考えて

いきたい。 

  食育についても小学校では今でも見学を受け入れている。

浜田でとれるお魚の紹介など。まだ実現はしていないが、さ
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ばき方なども考えていきたい。 

川上委員  4号の岸壁耐震化工事は順調か。 

水産振興課長  もちろん発注に当たっては県との調整も必要である。岸壁

工事も順調に進みスケジュールどおりに完成すると考えてい

る。 

川上委員  順調なのは非常に喜ばしい。特殊工事が始まると県外から

作業員が入ってくるだろう。コロナ対応について県などと打

ち合わせはされたか。 

水産振興課長  具体的にコロナ関連の協議はされていないので、また確認

したい。 

川上委員  三隅の火電に今3千人くらい行っている。宿舎がある方はよ

いが、ホテルに泊まっている人もいて、重なると思う。どこ

かでコントロールしておかねばまずいのでは。ぜひ対応策に

ついて島根県に確認していただきたい。 

  これから7月になれば臨港道路が始まる。臨港道路は地元業

者が施工すると思うがその辺もコントロールしてもらいたい。 

野藤委員  お魚市場のグランドオープンに向けて、イベントの実施と

して第一ビルサービス以外の、近隣施設の連携イベントや、

海の日なので水産高校の船の乗船体験や、そのような企画を

お願いする予定はないか。 

水産振興課長  現段階ではここにある状況しかお示しできないが、今ご意

見をいただいたのでワーキンググループ、プロジェクトチー

ムでも意見を踏まえて協議していきたい。 

野藤委員  ぜひ海の日をキャッチフレーズにグランドオープンされる

ので、何かちなんだような体験もあれば違うと思う。ご検討

いただきたい。 

道下委員  商業棟のフードコートに3店舗が決まっていて、店舗を選定

するのに随分難儀されたという経過があったかと思う。予定

の和食・洋食・中華として選定したのか、どういう流れでこ

の3店舗になったのか。 

水産振興課長  市とすれば水産物を使った店舗という考えは伝えている。

その上で第一ビルサービスが入ってもらえる業者を当たった。

なかなか発表できなかったのは、オープン時期が遅れたのも

一つの要因だが、2月くらいにはあらかた店舗も決まり話が

徐々にできる状況になったのだが、なかなか発表機会がなか

った。 

道下委員  臨港道路の改良について、旧仲買市場のほうへせり出す格

好になるのだが、あそこは交差点が複雑な形になっている。

あのあたりはどのようになるのか。 

水産振興課長  両端の交差点があり、前の全面道路は通行どめになるが、

この交差点はなるべく通行できるように検討している。片側

通行になるかもしれないが、その両側は通行はできるような
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形。仲買売場の前面道路については通行どめになる。 

道下委員  工事が完了したときの交差点の状況は。現状は一時停止と

か表示があってわかりにくいという声があるがその辺もっと

複雑になるのでは。 

都市建設部長  臨港道路をどのような形にするか県とも協議させていただ

き、市の建設整備課で設計していた。当然公安委員会と協議

して、どういう交差点がよいかは島根県の公安委員会が示す

ので、形状について指導いただき、それに基づいて設計し工

事する。今の交差点を少し南側に振る形になるが、公安委員

会が了承した交差点になる。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

 

⑽ 浜田市ふるさと体験村施設の活用について（報告） 

串﨑委員長  執行部から補足説明はあるか。 

弥栄産業建設課長  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

串﨑委員長  委員から質疑はあるか。 

川上委員  9月ごろを目指すとのことだが、特別にこれ以外に考えてい

ることがあるか。 

弥栄産業建設課長  資料で示しているように、これに関連すると条例改正、施

設改修の補正予算、指定管理関係の提案となろうかと思う。 

川上委員  メインとなるふるさと交流館は活用しない形で書いてある

が、ふるさと交流館は今後どういう形で取り組むのか考えが

あるか。 

弥栄産業建設課長  交流館と隣接する大浴場は、過去いろいろ検討してきて、

やはりかなりコストがかかるということで、運営は当面休止

という形でいきたい。 

川上委員  当面休止ということは将来的には使う考えもあるというこ

とか。 

弥栄産業建設課長  実は交流館側への電源供給だが、高電圧のものを使用して

いるがキュービクルの老朽化などでかなりお金をかけないと

それが復帰できないことがわかっている。そういった現状を

考えると、今後そこに市が投資して使うのは難しいのではと

思っている。 

  それがわかった上で民間事業者なりがみずからお金をかけ

てでも活用したいということなら、そういう可能性は排除す

るものではない。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

 

⑾ その他 

串﨑委員長  執行部から何かあるか。 
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水産振興課長  「まき網漁業の状況と水揚げ確保対策について」の資料に

基づき説明する。 

  吉勝丸の第一吉勝丸が海難事故にあったのは3月11日ではな

く3月8日の間違いである。失礼した。 

  吉勝丸はまずは事業再開を目指すと報道にもあったが、実

質4月26日付けで役員・従業員を除いた乗組員全21名が自主退

職あるいは解雇となった。乗組員は全てやめた状況である。

すぐには操業再開できない状況である。会社で将来的な方針

については協議している。 

  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

串﨑委員長  委員から質疑はあるか。 

野藤委員  非常に厳しい状況には変わりない。漁場が形成されるのが

一番よいのだが、入港するのも近隣漁港との魚価を比較して

入港すると思う。魚価対策、ドック、船を上げる設備が老朽

化しているとか、制御、それに関係する鉄工所関係など、そ

ういうものもかなり船団は見るので。何か起こっても浜田で

対応できないなら入ってこない。そういうことも含めて説明、

誘致することも必要では。 

水産振興課長  ドックはＪＦが運営しているので、ＪＦに受け入れ体制を

しっかりしていただくようにまず働きかけになる。魚価だが、

アジは境港より魚価はよいと言われる。 

  例えば日御碕の競合港となるのが浜田港と境港。山口県三

島沖、博多唐津、松浦なども競合港となっている。ぜひ浜田

に来ていただけないか、そういう視点で検討している。 

  魚価については相場があるので難しいが、ブリやワカナな

どは処理能力の高い境港が選ばれる。ただしやはり決め手は

魚価を見るようである。総合的に考えてどういう支援策がよ

いか検討している。 

野藤委員  燃油などはセーフティネットでもある。プラスそれにかわ

るインセンティブ、例えば博多に入らず浜田に入ること、同

じ距離なら入ってもらうインセンティブを考えることも必要

かと思う。 

水産振興課長  ご意見を踏まえて検討させていただく。 

笹田委員  非常にきつい状況である。水揚げ確保対策で吉勝漁業と協

議中で吉勝の方針によっては支援策を検討するとのことだが、

これが決まってから新たな事業経営体を組成するのか、並行

しながらうまくいけば2か統増えると考えてよいのか。 

水産振興課長  吉勝漁業の状況がこうならなければ前に進まなかった。市

の考えとしては、吉勝漁業ともう一つあり、もう一つ地元に

まき網が必要だろうと、ＪＦの会長から言われて、もちろん

市長もその考えである。今は支援策もない中でいろいろなル

ートで浜田でやらないかという話をしてきたのだが、今1か統
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だけなので、吉勝漁業がどうなるかわからないが、並行して

やっていく必要があると考えている。 

笹田委員  相当厳しいと思う。浜田漁港は古くなってきて、船の管理

にはあまりよいイメージがないので、その整備も並行して必

要になってくるのではと個人的に思う。 

  あと地元外のまき網船を誘致するとのことだが、かなりの

インセンティブがないと難しい。日御碕で取ったものをわざ

わざこちらに水揚げするとか、博多に近いのにわざわざこち

らまで来て水揚げするとなると、魚価が相当変わらない限り

実際にはあり得ない。浜田で水揚げするとなるとかなりのイ

ンセンティブがないと揚げてくれない。どこでも揚げてくれ

とポートセールスをしている。その中で6月補正に上程といわ

れたがどのようなインセンティブを市は考えているか。 

水産振興課長  検討の一つには、水揚げ実績に対する奨励金である。金額

は検討中である。浜田に来るまでの燃料代も踏まえて、やり

方とすれば水揚げ金額に対する幾らかの奨励金の形で検討を

進めている。 

笹田委員  それがほかの漁港と比較して、プラスになればやってくれ

るだろうが、奨励金のほうが高いのであれば。船はそんなに

速くないので遠くで水揚げして近くに揚げたいというのは当

たり前の話で。しかもすぐに漁に出られるので浜田からまた

現地まで行くことになるとかなりのプラス材料がないと難し

いと思う。課長が言うように漁場が近くに形成されるのが一

番だが、それがないなら県外船に来てもらうのは、今の状況

ではかなり難しい。6月の提案内容がわからないが相当な覚悟

がないと県外船誘致は難しい。しっかり考えていただき、浜

田の漁港で水揚げのない港とならないような支援を考えてい

ただきたい。 

水産振興課長  意見を参考に進めていきたい。 

串﨑委員長  ほかに執行部から何かあるか。 

産業経済部長  国県重点要望事項について、県知事要望分についていつか

ら始まったかということでお答えする。1番の海上自衛隊が平

成28年度。2番の米軍機平成25年度。3番の石油・天然ガスが

平成31年度。4番の地域交通が令和4年度の新規。5、6、７、8

については合併以降ずっと。9番の教育も新規である。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 

水産振興課長  漁業別水揚げについて、道下委員から国府の一本釣りが増

えた要因について質疑があった。昨年に比べワカメの数量が5

トンとれている。今年はよかった。特にアワビ、ケンサキイ

カが増えた。 

９串﨑委員長  ほかにあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 



令和3年5月26日_浜田市議会_産業建設委員会 

 21 / 24 

  以上で執行部からの報告事項が終わった。6月4日の全員協

議会へ提出し説明すべきものを決定したい。執行部の意向を

確認する。 

商工労働課長  ⑼浜田漁港周辺エリアの施設整備状況について、⑽浜田市

ふるさと体験村施設の活用について、この2件を報告したい。 

笹田委員  最後のまき網の件も報告いただきたいのだが。 

串﨑委員長  笹田委員から案が出た。委員の皆はそれでよろしいか。 

  （ 「はい」という声あり ） 

  では3件を全員協議会にて報告いただく。 

 

2. 所管事務調査 

⑴ 浜田港周辺の整備状況について 

串﨑委員長  続いて浜田港周辺の整備状況について報告いただく。 

水産振興課長  （ 以下、資料をもとに説明 ） 

串﨑委員長  説明が終わった。委員から質疑はあるか。 

布施委員  漁港周辺のみなとオアシスの考えだが、新たな企画やそう

いったものを、今決まっている分については計画性があった

が、これにかわるような事例、中長期についてこれをやるべ

きという部分が、漁港活性化、ワーキング勤務やいろいろあ

る、そういうところの提案なり、我々委員会の中で今からや

るような、大きな事はできないが提案したら入る余地はある

のか。 

水産振興課長  みなとオアシスの考えは、港が整備されて関係者だけでな

く一般客・観光客にも開かれたにぎわい創出を生む場所とい

う目的で制度がある。山陰浜田港公設市場、はまだお魚市場

が中核施設となっている。あともう一つは浜田ポートセンタ

ーだがあれは事務所的なものなので、にぎわい創出となると

中核施設はまだお魚市場を拠点にして港のにぎわいを図って

いく必要があると思っている。 

  それでは今後どうするかは明確に決まってはいないが、ワ

ーキングであったりプロジェクトチームの中で肉づけしてい

きたい。今、拠点となるはまだお魚市場で定期的に月1回は何

かにぎわいイベントをしたいということで、市の考えも示し

ながら、前回のワーキンググループで話をさせてもらった。

にぎわい施設として、渚の交番ｂｅと体験事業という観点で

連携ができないか具体的な話を進めようかと思っている。港

周りでにぎわい創出をするのはよいことだと思うので、相乗

効果や競争力が生まれて盛り上がればよいと思っている。何

とかはまだお魚市場を拠点に具体策を考えていきたい。 

布施委員  ドローン活用して農産物や宅配を届けることを美郷町で試

験的にやっている。水産浜田として、鮮魚までとは言わない

が調理したものをドローン活用して中山間に配送するなど、
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そういう発想はできる気がするので研究して。県有地の第1線、

2線、3線があったが県有地でもドローン離発着場所として確

立する。輸送が農産物や宅配便に限られているが水産都市浜

田として水産物を、買い物難民に定期的に運ぶ。そういう運

送業者と手を組んで、新たなみなとオアシス活性化のために。

実現可能かわからないがチャレンジすべきである。 

  これは今までの経過であって目新しいものがない。全国で

注目してもらおうと思えばよそにはないみなとオアシスの取

り組みをしていくことが大事だと思う。可能性があるものは

アンテナを伸ばして。これだけ漁獲量が減ったら、関連商品

も売り上げを伸ばさないと、水産都市浜田として弱い。 

串﨑委員長  ほかにあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

  所管事務調査を終了する。 

 

3. その他 

串﨑委員長  執行部から何かあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

  委員から何かあるか。 

  （ 「なし」という声あり ） 

  では、執行部は退席いただいて結構である。 

  暫時休憩する。 

 

《 執行部退席 》 

〔 12時 32分 休憩 〕 

〔 12時 38分 再開 〕 

 

4. 産業建設委員会の取組課題について（委員間で協議） 

串﨑委員長  前回の委員会で各委員から提言に盛り込みたい項目があれ

ば提出いただきたいと申し上げていた。出された委員の気持

ちなどをお聞きしたいので、追記された内容について各委員

からの説明を受けたい。 

川上委員  中についてはこれでよいが関係人口について少し手を加え

た。遠くの関係人口と近くの関係人口の取り扱いをしっかり

考えていただきたいということを、この中にうたいたいと思

ったのでそれだけ加えた。 

野藤委員  原案という形で送ってきたので、全体的に追記したところ

もあるが、そういう形で私は直した。 

  関係人口と周辺エリアの⑤は、後半部分に浜田応援団の組

織があるので積極的にかかわっていただきたいのでこのよう

に書かせてもらった。 

  文章の流れ的にはこれがよいと思って⑥の高度衛生管理型
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荷さばき所はこのように書いた。来られた方へのおもてなし

ということでボランティア組織、以前紺屋町におられた方が

競り場の見学ということでボランティアでいろいろされてい

たがそういった組織があったほうが、ただ市場へ行って見て

くれというだけではだめなので、こういうことが必要だと思

った。景品と書いてあるが例えばどんちっちステッカーなど

を使ったものなどを来られた記念品にどうか。全体的には委

員長の案をもとにしているので取捨選択してほしい。 

飛野副委員長  基本的には委員長の出した内容でよい。ただ少し文言を変

えている。あと⑦のプロジェクトについては私の考えと違う

ので全体的に自分の思いを書いた。ご検討いただきたい。 

布施委員  加筆というより、提言1から出店関係、販促、その他の部分

で今日も報告があったが書かせてもらった。初めは加筆にし

ていたので文章がつながらなかった。 

  目的のところで、そういう目的で提言するということを強

く言っておきたい。お魚市場は第一ビルサービスが指定管理

を受けてやっているので、顧客獲得のための分析を考えた上

での販促策として集客を求めている。提言4はその周辺のもの

の活性化について述べた。 

道下委員  書いてあるとおり、2点ほど。強い文言で入れていただきた

い。 

笹田委員  委員長の文言で大丈夫だと思った。 

川上委員  いろいろ意見が出た。加筆・訂正もあったので、その点を

つかんでもらい正副委員長でつくっていただきたい。「最後

に」を入れていただければと思う。 

飛野副委員長  私も同意見である。諮ってほしい。 

串﨑委員長  皆にいただいたものを正副委員長で見直して、新たにつく

ったものをまた皆に見ていただいて進めていく方向でよろし

いか。 

  （ 「異議なし」という声あり ） 

  そうすると、次に集まるのは6月18日、それに間に合えばそ

こに出す。できるだけ早く副委員長とまとめて皆にお示しし

たい。 

川上委員  せっかく6月18日があるので、ぜひ間に合わせていただきた

い。 

串﨑委員長  できるかぎり間に合うよう頑張る。 

  ではこの議題は以上で終了する。 

 

5. はまだ議会だより読者アンケートに寄せられた意見等への対応協議について 

（委員間で協議） 

串﨑委員長  4月12日の全員協議会で、議会広報広聴委員会から集約した

意見を所管委員会へ割り振り、各委員会で取り扱いを協議す
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ることとして説明がなされた。これを受け、議会広報広聴委

員会から所管委員会宛てに通知をいただいている。依頼内容

は2件ある。1件目、寄せられたアンケートの意見等について

の協議結果及び結果を、6月21日までに議会広報広聴委員会へ

報告することとしている。その後9月1日のはまだ議会だより

に記載されるとのことである。 

  2件目ははまだ議会だよりに記載している読者アンケート特

集ページを活用して、調査を行いたい項目について。こちら

はこのページを活用して、委員会活動で聞きたいことでの活

用を求めるものである。 

  まず1点目の、読者アンケートに寄せられた意見について、

当委員会には4件振られているので確認いただきたい。これに

ついて皆どのような意見か。 

川上委員  4件とも考えて意見を出していただくのが一番よいのでは。

それをどこかで取りまとめたほうが。 

串﨑委員長  6月18日にそれぞれ。 

川上委員  それまでに意見を出す。 

串﨑委員長  21日には決めなければならない。18日までに出していただ

きたい。15日ごろまでに出していただき、整理して、18日に

皆の意見を見ながら、議会広報広聴委員会に出すということ

でよいか。 

串﨑委員長  暫時休憩とする。 

 

〔 12時 49分 休憩 〕 

〔 12時 51分 再開 〕 

 

串﨑委員長  委員会を再開する。これについては6月15日までに皆の思わ

れる形のものを事務局に提出いただきたい。お願いする。 

  以上で全ての案件が終了したが、これで委員会を終了して

も構わないか。 

  （ 「はい」という声あり ） 

  では、以上で委員会を終了する。 

 

〔 12 時  53分  閉議 〕 

 

浜田市議会委員会条例第65条の規定により、ここに委員会記録を作成する。 

                 産業建設委員長  串﨑 利行  

 


