
日要問質 日要弁答

一 東 日本大震災による道内経済影響調査の中間報告
について

(吉川委員 )

ただ今、「東 日本大震災による道内経済影響調査の

中間報告」について、ご報告をいただいたところでご

ざいます。
この結果を見ますと、特に宿泊 。飲食業、運輸業、

旅行業・娯楽業といったところに、観光関連の産業に
ついて、大変な影響を受けたということでございます。
この大きな原因はやはり、福島原発事故による風評被

害であるというふうに思うわけですが、これに対して、

道としてもしっか りと対応 していかなければな らない

というふうに考えてお ります。

で、以下、数点にわたって質問をさせていただきた
いというふうに思います。

(一)国の中間指針策定等に係る道の取組について

(吉川委員 )

東京電力福島第一原発の事故の影響で損害を受けた

方に対 して、国の原子力損害賠償紛争審査会が 8月 に
「原子力損害の範囲の判定等に関する中間指針」を示
しました。東電の賠償における国の指針を示 したもの

と認識をしておりますが、被災地とは異な り、本道の

場合は、間接的な被害が主体であり、賠償の範囲や損

失の立証において大変厳しい条件が課されているもの

という報道もございます。

民事の問題ではございますけれども、道として無関

心でいるということにはな らないと思いますので、国
のこうした指針策定の動きに対 して、観光・畜産をは

じめ大きな風評被害を受けた本道の状況を鑑みて、道
としてこれまでどのように取り組んできたのか伺いた
いと思います。

(二)今後の本道への観光客誘致対策について

(吉川委員 )

本道への観光客誘致の対策についてもお伺いした
いと思いますが、先月下旬、韓国ソウルの江西 (カ

ンソ)区 というところがあるのですが、姉妹都市提

携を結んでいる小樽の市議会、あるいは民間による

視察団が、観光委員会などと懇談をしたそうでござ

います。その際のあちらか らの質問というのが、ほ

とんどが 日本の放射能に関する質問であり、小樽市
は大丈夫なのかというような質問だつたということ

です。この例か らも分かるように、風評被害という
のは根深い問題であるというか、その払しょくは大

変だということがうかがえると思うのですけれども

先ほどの調査結果でも、道内の関連産業は、厳 しい

状況に置かれているということですけれども、こう

した現状を踏まえて、道として、今年度、残 りの半

年、また、来年度に向けては、本道の観光客誘致に

どの様に取 り組んでいかれるお考えでしょうか。

(梅辻緊急産業対策室参事 )

国の中間指針策定等に係る道の取組についてでござ
いますが、道では、福島第一原発事故に伴いまして、

道内の観光業などの方々が大きな風評被害を被 りまし

たことか ら、国の原子力損害に係る「中間指針」の策

定に向け、事故発生県 と同一の基準により公平に賠償
を行うよう、本年 7月 に、国に対して要請いたしまし

たほか、北海道東北地方知事会においても、同様の要

請を行ってお ります。
また、8月 に中間指針が策定されたましたことから、

その具体化に向けまして、先月中旬に行った国の第 3

次補正予算要望に際しては、観光業や畜産業など損害
を受けた事業者の方々の実状に応じ、東京電力による

損害賠償が十分かつ迅速に行われるよう、国が責任を

持って対処することを強く求めてきたところでござい

ます。
さらに、こうした要請活動と併せまして、中間指針

の内容などについて道内の事業者などに対し、道のホ
ームページや会議の場な どを通 じまして周知するな

ど、必要な情報提供を行ってきているところでござい

ます。

(観光局長 )

観光客誘致の取組についてでございますが、道に

おきましては、東 日本大震災や原発事故の影響によ

り、大幅に減少いたしました外国人観光客を回復さ

せるため、知事 。副知事による トップセールスやホ
ームページなどを通じて、北海道が安全で魅力ある

観光地であることを広 く世界に情報発信 してきたと
ころでございます。

外国人観光客につきましては、徐々に回復 しつつ

あるものの、依然として前年度を下回つている状況
にあることから、今後、さらに 12月 までの間に、

台湾、韓国及び中国などで実施をいたします交流事

業に併せ、観光と物産が連携 したプロモーションを

行うとともに、引き続き、東アジアを中心に、さま

ざまなメディアを活用 した集中的なキャンペーンを

実施 してまいります。

併せて、震災以降、厳 しい状況が続 く本道観光を

支えるため、秋冬に向けた首都圏や中部圏などでの
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日要問質 日要弁答

(三)東京電力による道内に関連する賠償基準の内容
について

(吉川委員)

一方で、東電による、このような道内関連産業への

賠償の問題も非常に大きな問題であるというふうに思

います。国の中間指針に基づき、9月 末に東京電力が、

この福島第一原発事故の影響で損失を受けた事業主に

対する、具体的な賠償の基準を公表したと存 じてお り

ますが、観光や牛肉など、道内に関連する賠償基準の

内容についてはどのようになっているのでしょうか。

(四 )賠償請求に係る団体の動きなどについて

(吉川委員)

只今、 」A北海道中央会の動きについてはお示し頂

きましたけれども、それでは観光についてでございま

すが、観光業の業界団体の動きと、また、道などの相

談体制、道に寄せ られている、その相談の状況と内容
については如何でしょうか。

宣伝誘致活動や年末から年明けにかけて、道内各地

域が行う札幌でのPRイ ベントヘの支援など、国内や

道内の誘客促進にも取 り組んでまいる考えでございま

す。
また、来年度以降も、外国人観光客の誘客に向け、

中国や韓国をはじめとした東アジアを対象に、よリー

層の戦略的・効果的な取組を進めるとともに、国内は

もとより、国際的にも通用する質の高い滞在型の観光

地づくりに向けた地域の取組を支援するなど、本道観

光の振興に取 り組んでまいる考えでございます。

(緊急産業対策室参事)

東京電力が公表した賠償基準の内容についてでござ

いますが、本道の事業者に関る、いわゆる風評被害の

賠償基準につきましては、観光業では、 3月 11日 か

ら 5月 末までの外国人観光客の予約解約による減収分
が賠償の対象とされております。

また、農林水産物の加工業・食品製造業・流通業で

は、主たる原材料が風評被害の認定対象となる商品な

どの取扱事業者の減収分が対象となったほか、輸出に

関しましては、輸出先国の輸入拒否により生じた減収

分と、輸入規制により生じた証明書等の発行費用等の

追加経費などが対象とされてお ります。

なお、牛肉では、未だ具体的な賠償基準が示されて

いないため、 」A北海道中央会が、既に東京電カヘ仮

払請求している他県の例を参考といたしまして道内の

算定方式を組合員等に示した上で、申請を行 うと聞い

ているところでございます。

(中 村参事 )

賠償請求などに係る団体の動きなどにっいてでござ

いますが、被災後に外国人観光客の予約キャンセルが

発生している宿泊業につきましては、シティホテルを

構成メンバーとする日本ホテル協会が、賠償請求を本

部で一括して行う予定と伺っているところであり、温

泉地などのホテルや旅館で構成される国際観光旅館連

盟や 日本観光旅館連盟などは、現在、対応策を協議中
でございまして、近く、その方針が決定されると承知
しているところでございます。また、日本バス協会で

は、現在のところ、対応は未定と伺ってお りますが、

道といたしましては、今後 とも、関係団体 との情報交

換を密にしなが ら、その動向の把握に努めてまいる考

えでございます。
また、道への相談につきましては、これまでに 3件

の相談がございまして、その内容といたしましては、

賠償の対象となる「観光業」の範囲や、国や東京電力
の窓口についての照会などでありましたことか ら、道

内事業者が損害賠償に係る情報を的確に入手できるよ

う、道や観光機構のホームページを通じまして、国の

考え方を示した 「中間指針」や東京電力の損害賠償基

準などをお知 らせしてきたところであり、道といたし
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日要間質 要弁答

(五)外国人観光客に関する観光消費減少額と入込み

等の状況について

(吉川委員 )

是非相談に対しては、丁寧に対処 して頂きたいとい

うふうに思います
先ほどの影響調査の中間報告では、外国人観光客の

減少に伴う観光消費減少額については示されていない

と思いますけれども、本年 3月 から5月 までの観光消

費減少額はどのようになっているでしょうか。

また、外国人観光客の 6月 以降の入込み等の状況と

あわせて伺います。

(六)風評被害への賠償について

(吉川委員 )

徐々に回復傾向ということですけれども、その影響
は大きいなとの印象を受けました。

そ こで、外国人観光客の減少等については、やは り、

円高等の要因もありますけれども、今回の原発事故の

風評被害の影響が一番大きいと考えてお ります。只今
の観光消費減少額についての試算をお答をいただいた

けれども、今回の賠償基準により、損害が十分に補填
されるものかという懸念は残っていると考えてお りま

す。 6月 以降の減収分が賠償の対象外とされたことに
ついても、業界としても大きな影響もあると思います

が、これについての道としての見解を伺います。

(七)道内中小企業に対する経営支援対策について

(音川委員 )

先般、震災の影響による道内企業の倒産が 9月 現在
で 31件とな り、これは関東地区に次いで全国では 2

番 目に多い件数だという報道があったと思います。今

回のこの調査においても、観光関連業者はもとより、

そうした道内中小企業全般に影響が及んでいるものと

考えます。

道では、震災の影響により、厳 しい経営環境にある

そうした道内中小企業の経営支援対策に向けて、震災

以降、どのような取組を行い、さらに、今後、どのよ

うに取 り組んでいくのか伺います。

ましては、今度とも、事業者か らの相談や照会に引き

続き、適切に対応するとともに、関係団体とも連携い

たしまして、損害賠償手続きが円滑に進められるよう、

努めてまいる考えでございます。

(神 田参事)

震災後の外国人観光客の観光消費額などについてで

ございますけれども、本道を訪れる外国人の約 8割が

利用いたします新千歳空港における 3月 から5月 まで
の入国者数は、前年と比較いたしまして 59.8パ ー

セントの減少となってお り、この減少率をもとに推計
いたしますと、この 3か月間における外国人観光客の

観光消費額は前年同期との比較で約 65億円の減少と

試算されるところでございます。
また、 6月 以降の新千歳空港におきます外国人の入

国者数は、前年との比較で、 6月 はマイナス 37.0
パーセント、 7月 は 33.2パ ーセント、直近の 8月
は、速報値ではございますが、マイナス 17.0パ ー

セントとなってお り、徐々に回復傾向がみられるとこ

ろでございます。

(観光局長 )

風評被害への賠償についてでございますが、東京電

力が示してお ります 「原子力事故による補償基準」に

よりますと外国人観光客に係る風評被害は、 3月 H日
の事故発生時点での予約分について、各国の渡航自粛

勧告等がある程度緩和されました 5月 末までに解約さ

れたもののうち、通常年での解約率を上回るものに係
る利益相当分を損害賠償額としているところでござい

ます。
しかしなが ら、通常年の解約率の算定方法など、補

償基準の詳細が未だ不明でありますことなどから、企

業が賠償額を算出できない状況にあり、また、 6月 以

降の外国人観光客の入込状況につきましても、徐々に

回復傾向はみられるものの、いまだ前年を下回つてい

る状況にあり、その要因といたしましては、国の機関
においても 「急激な円高Jに加え、「原発事故の処理

が完全に収束せず、安全 。安心への懸念が残っている」
との見解が示されているように、道といたしましても、

未だ風評被害が払拭されていない状況にあるものと考

えてお り、こうした厳 しい状況におかれてお ります観

光業界の実態を十分に踏まえた賠償措置が、国及び東

電において、しっか りと行われる必要があると認識し

ているところでございます。

(金融担当課長 )

道内中小企業に対する経営支援対策についてであり

ますが、道といたしましては、中小企業の経営 。金融

支援を行うため、大震災発生後直ちに、全道で特別相

談会を開催いたしましたほか、災害貸付の適用や、東

日本大震災等関連特別貸付を創設いたしてお りまし

て、こうした震災関連融資制度の信用保証協会の保証

承諾実績につきましては、 9月 末までで、1,464件、
292億 7,200万 円となってお ります。

このほか、道内及び岩手県、宮城県、茨城県、東京

都に専門のコーディネーターを配置いたしまして、道

内企業と東北・関東地域の企業との受発注を橋渡しす
る事業に取 り組みますとともに、大震災で特に大きな

被害を受けた函館朝市の復旧に必要な予算を今議会に
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日要問質 日要弁答

(八)今後の風評被害の防止と損害賠償に対する道の

取組について

(吉川委員)

ここまで、観光対策、また中小企業の経営支援対策

等について、道の取組について伺ってまいりましたけ

れども、原発事故の影響の長期化は、本道産業の活力

を削いでいくことが懸念をされます。

今回の震災の本道産業への影響を最小限に止めるた

めに、道として原発の風評被害の防止を図るとともに、

すでに大きな影響を受けている観光をはじめとする本

道の事業者に損害賠償が しっか りと行われるよう、道
として努めていくことが必要と考えますけれども、お

考えをお伺いいたします。

提案をいたしておるところでございます。

今後とも、大震災に加えて急激な円高の影響により

まして、中小企業は依然として厳 しい経営環境が続き

ますことか ら:道といたしましては、引き続き関係機

関との連携を一層密に致 しまして、きめ細やかな経営
・金融相談を行 うとともに、制度融資の利用促進を図
るなど、資金供給の円滑化をはじめとした中小企業の

経営支援に努めてまいる考えでございます。

(経済部長)

今回の大震災、またそれに続 く原発の事故に関して
の風評被害に関しましては、先ほど中間報告でもご説

明をさせていただきましたけれども、企業の皆様にと

つてみれば、64%の 企業が影響が収束をしていない、

また収束の見込みが立っていないという、言ってみれ

ば企業のマイン ド、経営者の方々のマインドは冷えに

冷えているというふうに厳 しく、私 どもこの調査を受
け止めているところでございます。

したがいまして、まず私 どもがや らなければならな
いこと、風評被害に関しては 3つ あると思ってお りま
して、まず第 1点は、発生した被害に対 して、やはり

きちんとそこを賠償するということでございまして、

先程来答弁をさせていただいてお りますけれども、観

光客の落ち込みや牛肉の価格の下落などの被害に対し

ましては、東京電力の賠償が、事業者の方々が被った

被害の実状に応 じて十分かつ迅速に行われるように、

国にまず求めてまいりたい。これに関してはやはり、

損害の実情に応 じ、まずはこれを回復 していただくと
いうことが第 1点 として必要かと。

2点 目は、やはり風評被害がこれから発生しない、

言ってみれば未然の防止ということでございまして、
これに関しましては、やは り正確な情報の把握とその

的確な発信が何よりも重要だというように考えている

ところでございます。このため道としては、大気や水、

土壌や水産物など様々な放射線のモニタリング調査を

現在行い、その結果をホームページにより5カ 国語で

情報発信いたしてお りますが、このホームページをリ
ニューアルし、分か りやすく公表 していくほか、海外
でのPR活動、道産品の産地証明の発行などにも努め

てきたところでございます。
これはあくまでも情報発信、正確な情報発信による

未然防止でございますが、加えまして、やは り経営者
の方々にとって、収束 という不安を除去するためには、

経済が今後向かって行 く方向、ないしは道がこういう

対策をするんだということをきちんとお示しをしなけ

ればならないと考えているところでございまして、先
ほど担当局長か ら観光についてはご答弁をさせていた

だきました。やはり今の落ち込み、風評被害での損害
の賠償とともに正確な情報発信をする、さらに新たな

誘客について様々な対策を講 じることによって、経営

者の方々に、今後の震災か らの復興に向けての道筋と
いうものを私 どもとしてはっきりさせて、経営者の方
々に積極的な投資、また企業活動に取 り組んでいただ

くということが非常に重要だと思ってお りまして、そ
のようなことに関しましてはやはり、先ほどは、東京

電力の関係に関 しましては JAの活動もございます
し、また観光団体 とも連携をとらなければいけないと
いうように考えてございますが、今回の大震災等に関

する被害というものは様々な業種業態で発生し、そし

て時間もかかるため、しっか りと取 り組んでいかなけ

ればならない問題だと思ってございまして、今後とも
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今、部長か らも大変力強いご答弁だうたかなと思い

ますけれども、繰 り返 しになる部分もありますが、最

後に申し上げたいと思います。

今回の原発事故に起因する風評被害は、本道経済に

本当に大きな影響を与えたと思ってお ります。東電の

賠償による観光客の減収分の補填は 5月 のキャンセル

分までということですけれども、例えば、例年海外か

らのスキー客に好評を博しているスキー場など、今後

またキャンセルが相次ぎ、経営に大きな打撃を与える

ことも懸念されると思います。また、放射能汚染の影

響で価格が下落している牛肉につきましては、未だに

賠償の基準す ら示されていないということで、関係者

か らは大きな不安の声も上がっているということでご

ざいます。道として、国に要望を重ねていくというこ

とでありましたけれども、こうした道内の方々の不安
が解消され、また被った損害の実情に応 じた、適切か

つ迅速な賠償が行われるように、国に対しても引き続

き強 くはたらきかけていただきたいというように申し

上げ、質問を終わらせていただきます。

情報収集に努めなが ら、道内の関係団体などとも密接
に連携を図りなが ら、対応 して参 りたいと考えてお り

ます。
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