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について 
  ②第８次浦幌町農業振興５カ年計画に係る平成２７年度（第３年次）事業の取組 

について 
 ③平成２７年度農業関係事業予算について 
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浦幌町議会一般会議会議録 
 
平成２６年１２月２４日（水曜日） 

開議 午後 ４時３０分 
閉議 午後 ６時１６分 

 
○会議次第 
 １ 開会あいさつ 
 ２ 出席者紹介 
 ３ 意見交換 
   ①第８次浦幌町農業振興５カ年計画に係る平成２５年度（第１年次）事業報告書 
   ②第８次浦幌町農業振興５カ年計画に係る平成２７年度（第３年次）事業の取組に 
    ついて 
   ③平成２７年度農業関係事業予算について 
   ④浦幌町議会の取り組み及びお知らせについて 
 ４ 閉会あいさつ 
 
○出席者 
 議会議員 
  田村寛邦、髙橋利一、阿部 優、河内富喜、杉江 博、森 秀幸、福原仁子、 
  二瓶 隆、安藤忠司、差間正樹、関井雅明 
 【事務局】前田事務局長、中田議事係長、松田事務員 
 
 浦幌町農業協同組合 
  馬場幸弘、梅田 武、舟橋敏行、谷川明弘、篠原伸一、坂口慶二、我妻博昭、 
  大木正幸、影山隆則 
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○二瓶議員 時間となりましたので、始めさせていただきたいと思います。改めまして、

皆さんこんばんは。それでは、ただいまより一般会議を開催させていただきます。 
 私は、本日の進行をさせていただきます産業建設常任委員会副委員長をやらせていただ

いております二瓶でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
 それでは、開会に先立ちまして田村議長より一言ごあいさつをいただきます。 
 
     ○開会あいさつ 
○田村議長 皆さんお晩でございました。 
 今日は、もう残すところ１週間という大変公私ともに多忙な中、こうして農協の常勤さ

ん、管理職の皆さん方とともに町議会一般会議にお集まりをいただきまして、心から厚く

お礼と感謝を申し上げる次第でございます。また、日頃から町議会に対しまして、ご協力

を賜り心から厚くお礼を申し上げるところでもございます。 
 現在の地方自治体を取り巻く環境は、地方分権が叫ばれ、地方自治法などの法律改正に

より、それぞれの町が独自でまちづくりが可能となり、執行機関である町がさまざまな施

策を展開しておりますが、議決機関であります議会の役割においても、重要性を増してき

ているところでもございます。 
 執行機関である町は、時代の変化に対応するため、自治基本条例や町民参加条例などを

制定し、議員個々の活動だけでなく議会全体として監視機能の充実や政策提言をしていき、

町長と議会の二元代表制のもと、互いの立場で良いまちづくりを進めていくことが求めら

れているところであります。 
 そんな中、浦幌町議会は、平成 23 年の改選後、すぐに議会の活性化に取り組み、今年

で丸４年を迎えました。議会の活性化におきましては、これまで杉江代表とする議会運営

委員会や議員協議会を 50 回以上開催し、協議をするとともに先進地視察や研修会を重ね

ながら、ようやく昨年４月に十勝管内４番目となる議会基本条例をスタートさせることが

できたところであります。 
 本日の一般会議は、議会基本条例に規定している会議でございまして、各種団体の方と

議会が自由に情報交換や意見交換をし、今後の議会活動につなげていく趣旨のものであり、

第１回は商工会の方との一般会議を去る 11 月 25 日開催したところでもございます。 
 議会といたしましても、まだ２回目ということでありますが、皆様のご指導、ご協力の

もと有意義な時間とさせていただきたいと思いますので、よろしくご協力のほどお願いを

いたします。 
 本当に本日は、皆様方にお集まりをいただきまして、心から厚く感謝とお礼を申し上げ

まして、一言ごあいさつに代えさせていただきます。よろしくお願いいたします。ありが

とうございます。 
○二瓶議員 大変どうもありがとうございます。 
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     ○出席者紹介 
○二瓶議員 次に出席者紹介ということでございますけれども、本日、副議長であります

野村が欠席をしております。その点については、ご容赦をお願いしたいと思います。 
 それでは、早速議長の方から順次自己紹介していきたいと思います。 
○田村議長 ただいま司会者の方から自己紹介をすれということでございますけれども、

もう小さい時からこの歳を重ねるまで皆さんが熟知しておられます、そのままでございま

すので、別に改めてどうのこうのということもございませんので、今日の会議よろしくご

協力を賜りますようご指導よろしくお願いいたします。田村でございます。 
○森議員 森と申します。産業建設常任委員長、広報編集特別委員会の委員長を仰せつか

っております。よろしくお願いいたします。 
○二瓶議員 先ほど申し上げましたとおり、産業建設常任委員会の副委員長、それと広報

の副委員長を仰せつかっております二瓶でございます。今日はどうぞよろしくお願いしま

す。 
○髙橋議員 皆さんお晩でございます。髙橋利一と申します。私も森委員長の下にいます

産業建設常任委員会並びに、杉江委員長の議会運営委員会の副委員長をやっております髙

橋と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 
○阿部議員 阿部でございます。議会の方では総務文教厚生常任委員会の副委員長という

ことで、よろしくお願いします。 
○河内議員 監査委員をやっています河内でございます。前組合長の神谷さんと浦幌町の

財政についてチェックをしております。今後ともよろしくお願いいたします。 
○杉江議員 こんばんは。杉江です。農家ですから皆さん方のことは存じておりますけれ

ども、私も広報委員会、産業建設常任委員会に所属をしております。そして、議会運営委

員の委員長を仰せつかっております。今日はよろしくお願いいたします。 
○福原議員 こんばんは。総務文教厚生常任委員長の福原と申します。それと議運の委員

を仰せつかっております。私は元農協ＯＢでございます。うん十年も前の職員だったもの

ですから、全然知らない方ばっかりで、馬場組合長のお父さんの時代の職員です。今日は

どうぞよろしくお願いいたします。 
○安藤議員 安藤です。どうぞよろしくお願いします。産業建設委員会と議会運営委員会、

それから広報委員会に所属しております。どうぞよろしくお願いいたします。 
○差間議員 差間です。今日はよろしくお願いいたします。議会では、総務文教厚生常任

委員を仰せつかっております。今日は、よろしくお願いします。 
○関井議員 産業建設常任委員会、広報委員会に所属している関井です。よろしくお願い

します。 
○前田議会事務局長 事務局長の前田です。本日どうぞよろしくお願いいたします。私の

方からスタッフ紹介させていただきます。議事係長の中田です。 
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○中田議事係長 よろしくお願いします。 
○前田議会事務局長 事務の松田です。 
○松田事務員 よろしくお願いします。 
○前田議会事務局長 どうぞよろしくお願いいたします。 
○二瓶議員 ただいま議会側から自己紹介をさせていただきました。 
 次に、農協さんの方から恐れ入りますがお願いいたします。 
○梅田専務理事 馬場組合長がいませんので、私の方から自己紹介をさせていただきます。 
 本年、私、常勤ということで８年目に入っております。まだまだ未熟者でありますけれ

ども、よろしくお願いをしたいと思います。地域としては、上浦幌地域の合流という所に

住んでおります。どうぞよろしくお願いいたします。 
○舟橋参事 舟橋と言います。本日は、大変どうもご苦労様でございます。今年４月から

参事をやっております。ひとつ本日は有意義な会にしたいと思いますので、よろしくお願

いいたします。 
○谷川総務部長 総務部長の谷川です。本日は、よろしくお願いをいたします。 
○篠原金融部長 金融部の篠原と申します。今日は、よろしくお願いいたします。 
○坂口農産部長 農産部長の坂口です。よろしくお願いいたします。 
○我妻畜産部長 畜産部長の我妻と言います。よろしくお願いいたします。 
○大木購買部長 購買部長の大木です。よろしくお願いいたします。 
○影山上浦幌支所長 最後になりました、上支所の支所長をやっております影山と申しま

す。よろしくお願いいたします。 
○二瓶議員 大変ありがとうございます。 
 
     ○意見交換 
○議員 それでは、早速ではございますけれども、意見交換に入らせていただきたいと思

います。なお、意見交換の際、議事録をとりますのでその辺皆さん十分注意をしていただ

きながら、始めさせていただきます。 
 それでは、一般会議の進行を産業建設常任委員会の委員長にお願いします。 
○議員 それでは、意見交換ということで、私の方で進行をさせていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 
 本日のテーマとなっております、農協さんの方から３項目ございます。４項目めの浦幌

町議会の取り組み及びお知らせにつきましては、議会運営委員会の方から説明をさせてい

ただきますのでよろしくお願いをいたします。 
 それでは、初めに①番、第８次浦幌町農業振興５カ年計画に係る平成 25 年度（第１年

次）事業報告について、それと②番、第８次浦幌町農業振興５カ年計画に係る平成 27 年

度（第３年次）事業の取組について一括で農協さんの方から説明をいただきたいと思いま

す。よろしくお願いいたします。 
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○農協役職員 私の方から説明させていただきたいと思います。 
 ①の第８次浦幌町農業振興５カ年計画に係る平成 25 年度（第１年次）事業報告につい

て、まず内容説明に入る前に、本日は、ＪＡうらほろ本所事務所ではなく、この西町事務

所にお越しいただきまして本当にありがとうございます。この西町の施設群といいますの

は、農産物の集荷、販売、その間に行われる調製、加工、保管等々を行う施設群、また畑

作物にかかわらず粗飼料、土壌基盤整備、地力の維持増進にかかる農作業支援を行う拠点

となっております。 
 これらの施設の業務の効率化と集中化を図る意味で昨年 12 月に完成いたしました。ま

だ丸１年しか経っておりません。この施設があるということを、今日来ていただいて実感

していただければと思っております。 
 説明に入る前に、配付した資料について確認していただきたいと思います。資料の右肩

の方に①、②、②－１、そして③、④、⑤がこちらから配付している資料ですので、ご確

認願います。 
 ①の資料につきまして、説明させていただきます。①の資料は、平成 25 年度、今年の

６月に行われた総会の資料の抜粋です。１枚おめくり下さい、事業報告ということで、ま

ず国内の情勢とかＴＰＰ交渉にかかる情勢、ＴＰＰにかかわってＪＡグループでの運動の

展開について書かれています。 
 そして、中段ぐらいから平成 25 年の営農を振り返りますとということで気象の状況、

作業の状況、作物の状況について記載されております。 
 下から５行目、作物全体を通しておおむね昨年を上回る収量を確保して畑作物では前年

に比べて 102.4％、45 億 5,100 万、１億 800 万円の増加となりました。 
 生乳生産の関係は、各種対策を実施したものの、酪農家戸数の減少によって乳牛頭数が

減少、それを補うことができず、３ページ目の２行目の中段以降から、生乳生産量は前年

比 98.2％の３万 4,915 トン、金額ベースでいきますと、前年比では 98.3％の 29 億 4,600
万となりました。 
 一方、畜産物の方では、高値で推移したということと和牛素牛の取扱頭数が増加したと

いうこともありまして、畜産物全体では前年比 105.9％の 47 億 2,000 万で、農畜産物取扱

全体では、前年比 104.2％の 92 億 7,100 万、前年に比べまして３億 7,200 万の増加で、農

産物の価格の取り引きの改定がされてから最高水準になりました。 
 ３つ目のセンテンスの組合施設整備では、先に説明させていただきました、この西町事

務所の新築工事、そして小麦のコンバインはじめ各種作業機を更新いたしました。 
 最後のセンテンスですけれども、当期純利益１億 2,600 万を確保し、出資配当として 521
万 4,000 円、事業分量配当で 3,000 万円を行い、そのほか内部留保をしたというような経

緯にあります。 
 つづきまして、主要な事業活動の内容ということで、まず４ページ目の（１）総務部事

業となっております。総務部事業のグラフの関係ですけれども、まず固定資産につきまし
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ては、12 億 7,600 万、前年比 135.3％、そして２番目が純資産ですけれども、23 億 6,800
万で、この中に組合員出資金が 10 億 4,300 万ほど含まれております。そして３番目に外

部出資ですけれども、10 億 400 万という水準となっております。5 ページ目の方に企画振

興、組織情報でこれら記載の事業を行っておりまして、土地改良につきましては、暗渠排

水、明渠排水等の事業を行っております。特に受入補助金の科目ですが、これは町から、

暗渠、明渠合わせて 714 万 2,880 円の助成をいただいております。 
 また記載にはありませんけれども、鹿で 1,297 頭、熊で 14 頭の駆除を行っておりまし

て、これも助成を拡大した結果、24 年に比べますと 173％の駆除を行い、これも報告した

いと思います。 
 つづきまして、６ページは信用事業でございます。信用事業の貸出金ですけれども、合

計で 40 億 2,300 万、前年比２億 6,200 万の減となっております。グラフの方では、受託

資金といって主に政策金融公庫の資金も含めますと 49 億 1,400 万、前年に比べますと３

億 9,400 万の減となっております。 
 特に、６ページの表の中の貸出金貸出先ですが、組合員、括弧して組合員みなしを含む

ということで、全体の 40 億 2,200 万のうち、37 億 8,500 万 94％が組合員の皆さん方にお

貸ししているということを表しております。 
 つづきまして、７ページ目貯金ですけれども、貯金の残高の合計は、142 億 8,600 万、

前年に比べますと２億 1,200 万、1.4％の減となっております。これも同じように７ページ

の下の表ですが、預かり先ということで、142 億のうち組合員の皆さんからは 105 億 4,700
万ということで、74％が組合員の皆様方から預かっているという中身になっております。 
 つづきまして、８ページ目には組合員勘定ですけれども、これは組合員の皆様方の営農、

生活の資金を供給する仕組みであります。この仕組みの借方の合計で 103 億 1,000 万、貸

方の合計で 105 億 7,000 万という金額を供給しております。これは１月、12 月の営農年

度の区分でして、下の②番目には事業年度区分では、26 年の３月末で、借方で３億 6,800
万、貸方で４億 6,700 万という期末の取引残高となっております。 
 つづきまして９ページですけれども、信用事業借入金ということで、転貸資金の借入で

す。 
 つづきまして、預金、預け金で、主に北海道信連、系統機関に 109 億 6,300 万ほど預け

ております。あと債務保証だとか、為替の関係を記載しております。 
 つづきまして 10 ページは、共済事業であります。長期共済保有高ということで、真ん

中の表の右側に当期末保有高というところを見ていただきたいのですけれども、長期の合

計と年金共済という部分がありまして、これを合わせますと保障額で 438 億円、前年に比

べますと 17 億 5,000 万ほど減っておりますけれども、438 億円を保有しております。 
 この表の上側に短期共済ということで表の真ん中に受け入れ共済掛金ということで、１

億 7,000 万の掛金を預かっております。11 ページの下の方ですけれども、共済金支払状況

というグラフです。25 年におきましては１億 5,300 万の共済金を支払っております。 
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 つづきまして 12 ページですけれども、購買事業ということで生産資材、車輌・農機、

燃料ということで、生産資材につきましては、農薬の経理処理を 25 年度で一部変更した

ということもありまして、前年に比べますと、４億 4,000 万ほど多い 30 億 3,900 万とな

っております。 
 車輌・農機につきましては、国のリース事業、消費増税前の駆け込み需要ということも

ありまして、７億 2,600 万、前年に比べますと１億 9,300 万の増となっております。燃料

の事業につきましては、取扱量が増加、特に浦幌乳業さんの重油の取り引きが増加し、ま

た燃料の価格が上がっているということもありまして、８億 700 万、前年比 8,900 万の増

ということになっておりまして、この購買事業全体では 45 億 7,200 万、前年に比べて７

億 2,300 万の取り扱い増となっております。 
 12 ページのグラフが生産資材の関係の推移、そしてめくっていただきまして、14 ペー

ジは農機、15 ページには燃料事業の年間の推移等々が載っておりますので、後ほどご確認

ください。 
 つづきまして 16 ページは、販売事業であります。農産物、畜産物合計で総支払額が 92
億 7,000 万という取扱いになっております。農産物では 45 億 5,000 万、畜産物では 47 億

2,000 万という取扱いになっておりまして、その下のグラフの関係ですけれども、てん菜

では 15 億 1,200 万、前年に比べますと 600 万の減、馬鈴しょでは 10 億 2,400 万、前年比

2,400 万の増、小麦では 12 億 4,200 万、前年比 6,200 万の増、豆類では６億 3,600 万、前

年比 1,500 万の増、その他農産物では１億 3,800 万、前年比 1,200 万の増で、生乳の関係

ですけれども、29 億 4,600 万、5,200 万の減、その他畜産物では 17 億 7,300 万、前年比

３億 1,500 万の増ということで、先ほども言いましたけれども、92 億 7,100 万で、前年比

３億 7,200 万の増となっております。 
 17 ページの方には農産の事業のそれぞれの内容が載っておりまして、生産振興としまし

ては、試験圃合計で 32 カ所を設置しております。採種事業では 106.8 ヘクタールの種を

つくる畑を設けまして、全体で２万 915 俵を生産しております。種子斡旋としましては、

馬鈴しょで１万 8,135 俵、小麦と豆類を合わせまして 5,471 袋を扱っております。 
 つづきまして 18 ページには、生産支援の事業ということで、これは主に基盤整備、土

地改良にかかわる事業でありますので、総体では２億 6,800 万、前年比 2,100 万円増の取

り扱いとなっております。特に心土破砕につきましては、24 年の 12 月に降雪がありまし

て、心破作業ができず、これを繰り越した経緯もあり 25 年は 24 年に比べて 240％という

実績で心破では 2,628 万 8,000 円の作業を行っております。 
 つづきまして 19 ページは、畜産事業の実績です。事業としましては酪農振興対策とし

て １）の粗飼料分析・飼料給与設計から始まりまして６番目の良質粗飼料増産対策事業を

これらの戸数、これらの数字を実施しております。 
 つづきまして、家畜消流対策ですけれども、取扱実績で乳用牛、肉用牛、馬、全体合わ

せまして 5,882 頭、家畜登録事業は乳用牛、肉用牛、馬含めまして 6,410 頭の登録をして
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おります。４番目の牧場事業ですけれども、幾千世牧場、豊北牧場合わせまして、559 頭

を預かっております。 
 以上、25 年度の決算状況、事業報告の内容であります。 
 つづきまして、資料②をごらんください。これは昨年の意見交換会の場で説明した浦幌

町農業振興５カ年計画書のこれも一部抜粋であります。特に 27 年に向けた取り扱い重点

事項ということで次第の②の項目を説明させていただきたいと思います。 
 ページをめくっていただきまして、２ページは、一つとして、持続可能な生産基盤の構

築及び農作業支援体制の強化ということで課題と目標の枠の中では、農家組合員の減少、

そして高齢化の進行、その背景で離農跡地の施設や家畜、そして土地等々の流動化と集積

に努めるとともに、後継者の育成、新規就農者の受け入れ、また農業生産法人の設立など

の対策、また農業経営年齢の延長を図ることが重要ですというようなことが書かれていま

して、そのためには農作業支援体制の更なる充実が必要、もう一つでは、近年、地球温暖

化に伴う気象変動、異常気象、また有害鳥獣によっての被害があります。排水対策などの

生産基盤の基礎となる農地の基盤整備や土づくり等々に取り組みますということが書かれ

ております。課題解決に向けた取り組みとしましては、ここに○で 10 個の大きな項目が

ありますが、特に 27 年に向けて取り組むことといたしましては、相談体制の構築、そし

て作業支援については、重大な課題であろうということで 27 年も引き続き取り組んでま

いります。 
 ２番目の農地流動化・集積支援につきましては、ＪＡ生産法人、農協出資型法人の設立

も検討すべきだということで、今進めているところであります。 
 つづきまして後継者の育成及び新規就農者の受け入れ促進につきましては、もちろん新

規就農者の受け入れの手はずも整えつつ、今、労働力の確保では、多様な方法を検討しな

ければならないところです。また後継者の育成ということについては、海外研修の参加も

引き続き取り組んでいるところであります。 
３番目の土地基盤整備と排水対策及び地力向上対策につきましては、土壌物理性の改善

に向けた耕盤層破壊作業、堆肥センター設立等々の検討をしております。 
 次の○の酪農・畜産生産基盤の維持強化ということで、生乳生産の維持、拡大、また畜

産の方では繁殖和牛の維持、増頭に向けた継続した取組が必要と考えております。 
 つづきまして、有効な作業支援体系の確立では、受託作業の拡充、酪農ヘルパー事業の

推進、農業生産法人、ＴＭＲセンターの設立支援、有害鳥獣被害防止対策、各生産部会活

動への支援ということに取り組む考えであります。 
 つづきまして、２番目として生産性向上と生産コスト低減の取組では、課題と目標には、

肥料、農薬、配合飼料の燃油等、すべての生産資材が上がっており、またＴＰＰの問題な

どもあります。その中で、生産技術の向上、そして作物、生産物の品質向上、コストの低

減が必要不可欠で、農業経営の維持安定を図るという意味での取り組みを行う必要がある

ということが書かれております。 
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 課題解決に向けた取り組みとすれば、７項目の○がありまして、一つ目の各種システム

を集積活用した生産性向上への取り組みとしましては、オールＪＡ、各部を横断した形で

の経営診断指導体制の構築を図っていこうと思っております。 
 また病害虫予察情報の充実と安定生産対策につきましては、情報ネットワーク、いろい

ろな情報を早く取り入れ、活用できる、こういうネットワークの構築が必要だろうと考え

ております。 
 つづきまして病害虫対策による豆類の安定生産、これは助成の対策をしている事業です

けれども、これの継続を図り、緑肥の事業、かさ枯れ病対策事業について、今年 27 年も

取り組んでいこうということです。 
 ５ページにつきましては、ジャガイモシストセンチュウの侵入防止対策ということで、

必要種子量を絶対確保すること、使いやすい種イモをつくっていくということがポイント

だろうと考えております。 
 つづきまして、自給飼料生産性の向上と飼料設計の充実、そして、生産コスト低減対策

としましては、各部との連携を行い、土壌分析、粗飼料分析、内部指導体制の強化を図る

ということ、各種生産資材費が高騰していっている中で、コスト低減への取り組みも強化

する必要があると考えております。各種補助事業、担い手対策の有効活用ということも引

き続き取り組む課題であります。 
 つづきまして、６ページですけれども、安心・安全な農畜産物の生産と販売強化という

ことで、課題と目標のところですが、消費者の皆様方から信頼の得られる質の高い農畜産

物の供給産地を目指しまして、生産履歴の記帳、農業生産工程管理、いわゆるＧＡＰの取

り組みを強化して、常に消費者、取引先への情報の開示ということの体制づくりに取り組

んでいこうということと、もう一点では、各ユーザーとの連携強化により、消費者ニーズ、

ユーザーニーズを的確に把握しながら、差別化、あるいは付加価値、農畜産物の拡大にも

取り組みますということが書かれております。 
 これにつきましても、課題解決に７つの大きな項目が載っておりまして、安心・安全な

農畜産物の生産につきましては、先ほどもお話しましたけれども、生産履歴、ＧＡＰを行

っていくこと、豆類の安定品質維持のための低温・常温保管設備の検討、バルク乳温遠隔

監視システムの有効活用、７ページ目の方では、乳質改善と新規乳房炎感染・慢性化防止

対策、家畜疾病予防対策の啓もう、販売強化の取り組み、また作物選択と蔬菜類の契約栽

培の拡大が引き続き取り組む課題であります。特に 26 年、今年の秋から、薬草につきま

しての一部取り組みを開始いたしました。また家畜消流対策の強化ということも挙げてお

ります。 
 つづきまして８ページの方では、地域に貢献する農業の展開ということで、農村環境の

保全に努めるとともに、さまざまな地域活動に積極的に参加し地域に貢献し信頼されるＪ

Ａを目指しますということで、課題解決に向けた取り組みとしましては、環境に配慮した

農業の展開、２番目で生産者と消費者との交流及び農協事業の利用促進、３番目として食
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と農への理解を深める取り組みとなっております。４番目として健康福祉活動の展開とい

うことで、これらの項目は毎年の積み重ねで、地域に貢献する、地域に理解されるＪＡを

目指そうと考えております。 
 特に食育活動では、今年の６月に、みんなのよい食ＪＡ親善大使ということで、コンサ

ドーレ札幌の小野選手はじめ選手・コーチの方々がみえまして、浦幌のサッカー少年団の

少年の方々と食育のイベントを開催したという経過にもあります。 
 つづきまして、10 ページは、５番目として農協財務基盤の強化と事業運営体制の整備と

いうことで、課題と目標では、経営収支の安定と自己資本の充実、財務基盤の強化に努め、

コンプライアンス、いわゆる法令遵守、会社としてのモラルという部分についての啓もう

を図るとともに、リスク管理体制の強化、職員の資質向上に努めてまいりますということ

で、課題解決に向けた取り組みでは、８個の項目が上がっております。 
 特に 11 ページの方で二つ目のＪＡの経営戦略を担う人材の確保・育成への取り組みで、

職員教育に力を入れ、一番最後ですが、女性農業者のＪＡ運営参画に向けた取り組みとい

うことでは、女性農業者の中心組織、婦人部が現状ＪＡうらほろではございません、そこ

で各部のいろいろな事業を通じて女性の方々が積極的に参加してもらえる環境をつくって、

その点のステップアップを図ろうと考えております。 
 これが主な取り組みでありまして、12 ページ、13 ページには、農産物の生産取扱い計

画が 24 年度実績から 25 年度、29 年度計画の数字を載せております。25 年度実績につき

ましては、先ほどもお話しましたように、25 年度の目標を大きく上回る数字になっており、

29 年度の目標にもわずか足りないレベルまで生産実績を上げております。 
 つづきまして、14 ページ、15 ページでは、畜産物が載っておりまして、25 年度の目標

をはるかに超える実績を確保しました。また、29 年度の目標を大きく超える 25 年度の実

績でございました。この 14、15 ページの下の方には、農畜産物合計の数字が載っており

まして、先ほども説明しましたけれども、全体では 92 億 7,100 万ということで、目標は

84 億 6,000 万でしたので、目標に比べますと８億円も多い取扱いになっております。29
年の目標が 90 億 200 万ですので、それも大きく超過するような実績でありました。 
 つづきまして 16 ページでは、購買事業関係、17 ページでは信用事業関係が載っており

ます。18 ページ、19 ページでは、総合収支計画ということで、25 年から 29 年の数字が

載っておりまして、総合収支におきましても 25 年の一番下の数字で当期未処分利益剰余

金ということで3,577万3,000円の計画に対し、１億3,100万の実績で、計画に比べて9,600
万多い剰余金を確保できました。 
 この②の方の説明につきましては、私の方で以上ですが、つづきまして、②の１につい

ての説明をさせていただきたいと思います。 
○農協役職員 それでは②の１ということで説明させていただきます。 
 会議次第の中にあります、ＪＡ出資型法人設立及び畜産クラスター事業の活用という内

容ですが、ＪＡ出資型法人設立という部分では、現在協議中ということで資料は添付して
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おりませんので、口頭でご説明させていただきたいと思います。ここに記載しております

ＪＡ出資型法人、酪農法人にかかわる話になりますけれども、当然酪農家個々の経営基盤、

強化のためにやらないとならない部分と、一方で酪農法人設立ということも考えていかな

いとならないという浦幌農協にとっての課題があります。 
 資料２の１の方になりますが、酪農法人設立にあたりまして、補助事業を当然活用しな

ければ、なかなか進まない多額の資金になるものですから、その中の事業の説明というこ

とで、２の１の資料を説明させていただきます。 
 これにつきましては、平成 27 年度予算の概算要求という中身であります。中ほどにあ

ります、主な内容ということで、畜産クラスターの実証に向けた支援、２といたしまして、

畜産クラスターの全国的な推進という部分があります。この畜産クラスターというのが、

浦幌町の関係機関、当然農協、町なり、それにかかわる関連会社と、浦幌町の農業につい

て、今後どのような取り組みをしていかないとならないのかという協議会の設立をしない

と、この事業に参加できないことになっております。その中で、現在、町産業課と協議会

立ち上げのための話し合いをしているところであります。年明けには、ある程度構成員等

をメンバーの中で決めさせていただいて、進めさせていただきたいというふうに思ってお

ります。 
 ３ページ目以降、畜産クラスターの推進ということで資料を載せてございます。現在、

町産業課と進めている部分は、４ページの下の方にあります畜産クラスター計画の記載項

目ということで、この１から５番目の部分、協議をとりすすめている最中でございます。 
 この畜産クラスターの中身でどのようなことができるのかという取り組み内容等が５ペ

ージに記載されている部分になります。この中で見ますと、増頭にかかわる取り組みです

とか、先進技術の普及のための取り組みということで、例えば、搾乳ロボットの導入等が

あります。また新規就農のための取り組み、自給飼料増産のための取り組み、それから繁

殖性の向上のための取り組み等々ここの部分に書いてあるのですが、浦幌町にとってまず

何を優先してやらないとならないのかという取り組みをその協議会の中で検討し、実行し

ていく中身になっております。 
 ページをめくっていただきまして、12 ページ、13 ページになりますが、畜産競争力強

化整備事業と畜産収益力強化支援事業、ここには二つの事業を記載させていただいており

ますが、まず上の競争力強化整備事業につきましては、施設整備等が補助事業の対象とな

ります。下の収益力強化支援事業という部分でいきますと、機械的なもの、ロボットです

とか、自給率向上のためにかかわる機械等の導入ができる事業になっております。 
 現状、法人ではないと対応していただいていない補助事業でしたが、家族経営に対する

補助事業ということで、これら組み込まれている状況になっております。 
 また進んでいただきまして、17 ページになります。今ご説明したクラスター計画という

部分で、浦幌町の仮称となっておりますが、酪農畜産協議会という部分を立ち上げる計画

になっております。目的としては、飼養管理施設の新設、省力化に対応した機械の導入に
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よる労働力の低減、飼料基盤整備による高品質自給飼料の増産、それから飼料費の低減、

性判別精液、和牛の受精卵を活用した優良後継牛の確保、和牛生産の拡大を図り、酪農・

畜産の収益向上を目指すという目的になっております。 
 また２といたしまして、関係機関の協力を得ながら目的について、取り組んでいく、そ

れから実証、検証をしていき、今後の浦幌町の農業・畜産について、検討していくような

作業を行っていくようになっております。 
 18 ページ目以降ですけれども、現在、協議会での取り組みを考えている部分になります。

１といたしまして、畜舎増棟増産タイプ、それから先進省力技術導入タイプ、３といたし

まして、自給粗飼料増産タイプ、４といたしまして、酪農生産基盤強化タイプという４項

目について考えております。 
 25 ページですが、これらに取り組んだ場合の効果ということで、地域全体、浦幌町とし

て６億 3,300 万円の効果が期待されるという一応計画になっております。協議会設立につ

いては、年明け早々に進める内容となっておりますが、これら事業につきましては、現在

実施要領、実施要項等が決まっていない状況であります。 
 協議会につきましては、１月の中ぐらいには設立しないと 27 年度事業には間に合わな

い状況になっておりますので、その辺もご理解をいただきながら進めたいというふうに考

えております。以上です。 
○議員 ありがとうございました。ただいま農業振興計画５カ年計画にかかわる 25 年度

の事業報告並びに 27 年度に向けた事業の取り組みということで、それぞれ説明をいただ

きました。 
 説明が終わりましたので、議員の皆さんからご質問を受けたいと思います。質問ありま

せんか。また最後の方でも質問を受けたいと思いますので、次に、平成 27 年度農業関係

事業予算について説明をいただきたいと思います。 
○農協役職員 それでは、資料の③に基づきましてご説明を申し上げます。 
 事前にお渡しした資料を、ただいま説明されました５カ年計画に基づいて整理した資料

となっております。なお、この内容につきましては、平成 27 年度農業関係事業予算で、

現在、役場産業課に要請、あるいは協議をしている内容でございます。 
 最初に、持続可能な生産基盤の構築及び農作業支援対策の強化の項目では、土地基盤整

備と排水対策及び地力向上対策で、１番から５番目の事業です。この土地基盤整備は、第

８次５カ年計画樹立に際して、組合員へアンケートをとった結果、農協で最も積極的に取

り組むべき事業のトップでしたので、農協におきましても力を注いでいる事業の一つです。 
 特に排水対策は、本町にとって重要な課題であります。また平成 26 年度事業から町と

協議をし、小規模暗渠排水事業の設計規格の見直しを致しました。このことによりまして、

より有効活用を図っております。 
 ただ、排水対策は、暗渠排水も重要な事業ですが、あわせて明渠排水の整備、そして心

土破砕等の対策等、３つ合わせて行わないと効果が十分に表れないということもあります
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ので、心破事業の必要性につきましては、後ほど農産部長より説明いたしますが、事業の

継続をお願いしているところでございます。 
 また４番目の良質堆肥生産奨励事業、また家畜排せつ物処理施設整備事業、これらにつ

きましては、前年同額で要請をしているところでございます。 
 次に、６番目、７番目ですが、酪農畜産生産基盤の維持強化について、緊急課題となっ

ているのが生乳の増産対策です。酪農家戸数の減少に伴い、乳牛頭数が減少しており、乳

牛を増やすには、新たな牛舎や飼料畑も必要になることから、規模拡大という部分では、

なかなか難しい状況です。搾乳能力の低い牛を更新することで増産につながる対策という

ことでは、乳牛の導入に対しての支援をお願いしております。これにつきましても後ほど

畜産部長より説明致します。 
 また８番目の肉用牛生産基盤強化対策事業につきましては、和牛関係の事業ということ

で、前年同額でお願いをしております。 
 また９番目ですが、酪農ヘルパー有限責任事業組合への助成継続についてお願いしてお

りますが、現行ではヘルパーが定員割れで、募集はしているもののなかなか集まらないと

いう状況です。10 番目の乳牛検定組合につきましても、前年同額でお願いしております。 
 また大きい２番目の生産性向上と生産コスト低減の取り組みは、11 番目、12 番目で、

病害虫対策やジャガイモシストセンチュウ侵入防止対策、また 13 番目では、自給飼料生

産性の向上と飼料設計を充実する取り組みとして、良質粗飼料増産対策事業の継続を前年

同額でお願いをしているところでございます。 
 また大きい３番目につきましては、安心・安全な農畜産物の生産と販売強化の取組で、

14 番目はヘプタクロル残留対策事業、また販売強化の取り組みでは、高級菜豆産地づくり

事業、これらにつきましても前年同額でお願いしています。16 番目から 21 番目につきま

しては、町の条例あるいは規則、役場の事務局関係ということで、説明の方は割愛させて

いただきます。 
 最後に、22 番目ですが、この事業は農協、役場の事業ではありませんが、この事業で鹿

柵の整備もできます。町内の鹿柵は、平成９年から順次補助事業等により設置され、現在、

全長が 454 キロメートルに及んでおります。 
 近年、老朽化による破損も見られますので、多面的機能支払交付金に係わる専任の事務

局員の配置について、町と協議をしているところでございます。 
 つづきまして、先ほどの３番目、あるいは６番目、７番目の事案につきまして、それぞ

れの担当部長から説明致します。 
○農協役職員 それでは、私の方からは資料はございませんが、３の緊急農地排水不良改

善対策事業についてお話をさせていただきたいと思ってございます。この事業は、平成 24
年度から 26 年度の事業でありました。これまで排水不良対策として行われてきた心土破

砕作業ですが、近年、気候の変化から短時間での集中的な降雨に見舞われるなど、既設の

暗渠を有効的に活用するために、土壌の耕盤層を破壊し、透水性をよくする必要がござい
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ます。基盤整備のメニューの一つとして効果的な位置づけとなってございます。 
 また農家組合員が自家の作業で心土に亀裂を入れる作業機、サブソイラーがございます。

これは透水性の効果はあまり見込めないことと大型作業機の導入で従来より踏圧による深

い位置での耕盤層が確認されてございます。 
 ＪＡで行うハウソイラー、パンブレーカーでの施工作業は、サブソイラーとは違い、破

砕心土がより深く、破砕部も幅が広いので、透水性、また通気性も高まり、効果的な施工

を行うことができ、また重粘土地帯の多い圃場でも土壌構造が改善されてございます。 
 破砕機自体も非常に大型なことから、ＪＡ所有の 200 馬力以上のトラクターやブルドー

ザーを使用して施工をするため、生産者が機械を所有する負担や労働力の軽減にもつなが

っております。 
 今後は、さらに生産費の増大や生産物の販売状況の悪化が予想される中、安定的な生産

供給をしていくため、生産性の向上となる基盤整備事業の重要性は皆様方におかれまして

もご理解をいただいているところでございますが、近年の多様な気象状況に対応できるよ

うな排水不良改善していくことにより、より良い土壌をつくることが重要となっているこ

とから、ＪＡとしましても組合員の要望が多く、また負担軽減のため助成を考えてござい

ます。 
 町におきましても引き続きこの事業の継続をお願いいたしたいと思います。どうぞよろ

しくお願いいたします。 
○農協役職員 つづきまして、畜産になりますが６番の酪農生産基盤拡大緊急対策事業に

ついてご説明させていただきます。この事業につきましては、26 年度で終了の事業という

ことになっております。増頭に対する助成ということで実施されておりました。農協につ

いては、導入に対する助成という形で町と若干仕組みは違っている状況の事業ではありま

したけれども、先ほど、説明がありましたように、現状、増頭となりますと施設の新設と

いう部分が伴ってまいります。25 年度の実績を 26 年の酪農家さん 50 戸にアンケートを

とった結果なのですが、今後、牛舎の新設を考えているという方が 50 戸のうち５戸 10％
になります。また現状牛舎の空きスペースという部分なのですが、50 戸のうちないと答え

られた組合員さんが 36 戸の 72％という状況になっております。 
 このような状況の中で、乳量確保という部分では、一頭あたりの乳量の増加ということ

にかかわってくる部分がありますが、それらの部分に対して農協と同じような導入に対す

る助成をお願いしたいということで現在産業課の方と打ち合わせをしている状況にありま

す。 
 また、７の優良後継牛確保緊急対策事業、こちらにつきましては、Ｘ精液、雌の精液を

使用した生産の取り組みによる後継牛の確保という目的で進められた事業であります。こ

の事業についてですが、人工授精で、現状、浦幌で言いますと 44、5 パーセントの受胎で

すが、Ｘ精液につきましては、30.1％という非常に確立の悪い精液になっております。 
 24 年度につきましては、525 本、500 の予定でしたが、25 本オーバー、25 年の実績に
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ついては 464 本、26 年見込みですが 350 本程度の本数となっております。やはり先ほど

言いましたように、とまりが悪いということで生産性が上がらないという事でいくと、農

家はやはり後継牛はほしいが、とまって産んで搾れていくらという所があります。例えば

Ｆ１の生産のため和牛の種を使ったり、ホルの種を使ったりということで、数字的には減

っております。 
 そういう部分でいきますと、農家、主要体系によって若干パーセンテージというのも変

わってきますが、やはり後継牛を確保したいという農家さんが多数おられます。ただ、こ

の事業と中身は同じなのですけれども、先ほどご説明いたしましたクラスター事業の中で、

この部分もできる事業がありますので、現状でいきますと、そういう部分を活用しながら、

後継牛確保については、今後、進めたいというふうに考えております。 
 また８の肉用牛生産基盤強化対策事業、こちらにつきましては、本年度から実施されて

いる事業であります。今後、年明け実績をとりまとめて進めていく事業となっております

ので、現状、数字的なものというのは、把握しておりませんが、同額ということでお願い

している状況にあります。 
 また９、10、それから 13 にかかわる部分ですけれども、こちらについても同額という

ことでお願いしたいというふうに思っております。以上です。 
○議員 ありがとうございました。 
 ただいま平成 27 年度農業関係事業予算につきまして、詳細的にご説明をいただきまし

た。中でも土地基盤整備、排水の関係の事業、それと特に酪農関係での強い要望がござい

ました。これ全体を通しまして、このことにつきまして議長の方からお話をいただきたい

と思います。 
○田村議長 それぞれ私どもも農家でございますし、うちの議員の大半が農家にかかわっ

ている議員だという認識のもとでございますけれども、来年が統一地方選挙ということで、

理事者側もなかなか骨格予算ということで具体的なことは恐らく事務的な中で処理してい

くんであろうというふうに思っておりますけれども、実際的にこうやって要望を聞く中で

は、これは議会として我々ができますよと言いたいのですけれども、そんなこと言えるわ

けもないし、そういうような仕組みでもございませんことは皆さん承知のとおりだと思い

ますけれども、皆さんの要望に対して我々はいかにして、その要望を援護して理事者側に

伝えながらやっていくかということが基本になるんだろうというふうに思ってございます

けれども、今日もここへ来る前に町長と多少の時間をお借りしながら、今日は農協の常勤

さんと管理職の皆さんとお話を一般会議を開くんですと、そんな中で、おそらくや重点は

要望事項であるでしょうというようなことで町長にお伺いを立ててまいりましたけれども、

町長もやはり今ちょうど来年度予算の副町長の査定を受けている所だけれども、４億

5,000 万ほどちょっとお金がないんだというようなことで、かなり厳しい状況の中で予算

組み、例え骨格と言えども予算組みをしていかないとならないのかなというふうに思って

ございます。 
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 しかし基本的には、やはり基幹産業である農業、畜産、林業、漁業をどうやって守って

いって、そこに携わる人をどう守るかというのが一番の基本だろうというふうに思ってい

るところでもございますので、先ほど１番目、２番目の中でもお話がございましたけれど

も、男というのは、どんな職業においても大した役に立たないそうです。なぜ女性が叫ば

れるかというような問題になってくると、昔はそれは身分が違うようなことを言って女性

の方はあたかも労働者みたいな考え方を持ちましたけれども、今の女性の方々というのは、

独り立ちをしたいというような考え方を持つ人が多いようですけれども、男がなぜ駄目な

のかというと、ものをやる前に先の夢ばっかりぼったくって失敗をするというのが男の特

徴なそうです。 
 だけども、女の人は、熱意を持って、その熱意というのは、これをやらなければならな

いという熱意は、男の何十倍も強いようです。そして、その中で女性の方というのは、手

元にあることを一つひとつ必ず片づけて前進するという所に成功のもとがあるんだという

ような話を聞いてございますけれども、確かにそうだなということで、やっぱり女性の方

の参入をいただきながら、協力をいただきながらやらなければいけないというのは、どの

職種においても同じだろうというふうにも思っております。 
 そんなことで、駄弁を申しましたけれども、我々も一丸となりまして、予算についてた

だいま要望にございました事項については、最大限努力することをお誓いを申し上げて答

弁に代えさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 
○議員 よろしいですか。 
 質疑につきましては、この辺で打ち切りたいと思います。 
 次に、④の浦幌町議会の取り組み及びお知らせについて、議会運営委員会の委員長から

説明をさせていただきます。よろしくお願いします。 
○議員 私の方から議会のＰＲを少しさせてください。時間も迫っておりますので、簡単

にさせていただきます。 
 これ皆さんのところにいっているでしょうか。ありますか。これは議員が４年に 1 回変

わりますから、その都度に新しくなったり、内容変われば変えるのですが、全体の構成に

ついて表記をしてございます。 
 次に、議会活性化の取り組みというのがございますけれども、ご承知のように、議長も

冒頭ごあいさつ申し上げました議会の活性化に向けて取り組みました。50 回以上の研修や

会議を重ねてようやく昨年４月に議会基本条例制定しましたが、しかし、町民に理解を得、

わかってもらうためには、いろいろな活動しなければならないということで、これからが

課題です。 
 そういう中で、少し説明させていただきますが、議会報告会を開催するということで、

今年は既に４カ所でするように決まっておりまして、今年度の予定なのですが、２月の９

日に昼間厚内公民館、夜中央公民館、10 日には、上浦幌公民館、吉野公民館ということで、

このメンバーで２班にわけてそれぞれ４カ所で開催をさせていただくというふうになって
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おります。 
 次に、議会モニターですけれども、基本条例では 10 名定員ということにしてあります。

今、５名の方に議会の会議、本会議、常任委員会、いろいろ含めて参加をしていただいて、

意見をもらっているところであります。 
 それから裏面であります。一般質問の一問一答方式ということで、今もそうなのですが、

あれとこれとこれ聞きたいよと言ったら、話が分散しちゃうものですから、一回に一問聞

いて一問答弁もらうという方式でやりますので、非常にわかりやすくなりました。このこ

とを導入しております。 
 それから町長等の反問権の付与、議員がわけのわからないことを言って、理事者責める

とご無理ごもっともで終わっていたのを、理事者も反問してもいいよということで、ここ

に書いてあるように、特定の人しか反問権与えていませんが、議会の我々の勉強程度も問

われるという状況であります。 
 それから、その下研修等の充実ということで、みずからの研修、事務局も含めてですが、

一生懸命しよう。それから、広報の充実、情報提供ということで、これはもちろんであり

ますが、モニターさんからも言われております、議会中継ですね、ネット中継をやろうと

いうことで、29 年、選挙終わりましたら、新しい議員で内容等について精査をしていただ

き、29 年から予算がとれれば実施したい。 
 ご承知のように、安いのもあるのです。80 万でやっているとか、100 万かけてやるよと

あるのですが、いろいろテロップ、例えば、議会中にテロップに書き込みがあって、入っ

てきたり、そういうの困りますから、正式なものでやりたいなということになると、ちょ

っと桁が違う金額かかりますから、その辺の整備をしていこうということで相談をしてい

るところでございます。 
 先ほどの説明に加えてですね、日曜議会、ご承知のように先日の日曜日、７日の日に実

施をさせていただきましたが、29 名の傍聴者来られました。南浦幌の区長会、上浦幌の区

長会、そして一般の方の傍聴含めて 29 名でした。大変盛況になっておりまして、私たち

も自己満足ですが、感謝をしております。 
 それから先ほど、議会報告会も申し上げましたが、この次の３月には、ナイター議会、

夜の議会を実施して、町民の皆さんに少しでも知っていただきたいなということで、実施

する予定でおります。どうぞこれからも議会に対してのご理解をよろしくお願いしたいと

思います。 
 以上です。 
○議員 議会活性化の取り組みにつきまして、今説明がありました。 
 このことにつきまして、農協さんの方から何かご意見等ありましたら、お願いしたいと

思います。ありませんか。 
 そうしましたら、本日、テーマとなりました４つの議題がすべて終了させていただきま

す。大変私の進め方が悪くてですね、時間が長くなりましたことお許しをいただきたいな
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というふうに思っております。 
○議員 以上をもちまして、一般会議を終了させていただきます。本日は、どうもありが

とうございました。 
 


