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令和３年 浦幌町議会 産業建設常任委員会 

 

令和３年 ９月 ７日（火曜日） 

開議 午前１０時２８分 

閉議 午前１１時３２分 

 

○出席委員（４名） 

  委 員 長   澤  口  敏  晴   副委員長   栗  山  博  文 

  委  員   高  橋     匠          安  藤  忠  司 

 

○欠席委員（１名） 

  委  員   阿  部     優 

 

○出席議会事務局職員 

  局 長   小  島  師  紀 

  議事係長   川  上  信  義 
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開議 午前１０時２８分 

      ◎協議事項 委員会調査報告書について 

 

○澤口委員長 今日の委員会調査報告書についてということでありますが、２日の所管事

務調査の報告書の確認ということでやらせていただきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは、協議事項につきまして、（１）の委員会調査報告書についてということで、作

物の方の部分で確認していきたいんですけど、お願いします。 

○川上議事係長 文書の確認をしていく前にですね、前段で安藤委員の方から事前に確認

してですね、修正箇所のご連絡がございましたので、そちらの方をご報告させていただきた

いと思います。 

 委員会調査報告書の案をご覧いただきたいのですけれども、まず表の下段に馬鈴しょの

文書がございます。まず馬鈴しょ（コナヒメ）は、その行の萌芽期は平年より３日遅れたと

なってございますけれども、資料では２日遅れたとなってございます。ここを２日に修正願

います。同じく一番下の段に、上いも数が平年より少なくと書いてありますが、平年より多

くと修正をお願いいたします。 

 次に裏にいっていただきまして、てん菜の部分なのですけれども、ここも２行目の移植・

直播栽培とありますけれども、直播の播という字がですね、販売の販になっていましたので、

左斜め上に直播という字がございますけれども、そちらのほうに修正をお願いしたいと思

います。 

 ちょうどページの中段にですね、小豆（エリモショウズ）の話がございます。エリモショ

ウズの文書の３行目、飼育の遅れをとありますけれども、生育の遅れを取り戻しの間違いで

すので、ここの修正をお願いします。 

 白花豆の文書が２行ございますけれども、白花豆は、高温に弱い作物であり、昨年はとご

ざいますけれども、今年は５月から７月の高温で中間部分の花がという形で、今年と修正を

お願いいたします。 

 以上、安藤委員の方からご指摘いただいた部分の修正とさせていただきます。 

 それでは、１ページ目に戻りまして、最初の前段の文章の方からご確認をお願いしたいと

思います。 

 記書きの下からお願いいたします。１ 調査事件、農作物の生育状況調査について、２ 

調査実施期日、令和３年９月２日、３ 調査の経過と結果、本調査事件については、十勝農

業改良普及センター十勝東部支所の協力を得て、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点

から、常任委員会開催前に教育文化センター視聴覚室において、農業委員会委員と全議員が

出席し、当該普及センター職員からの講義研修を受け、その後、常任委員会を開催し所管事

務調査を行った。 

 本年度の気象状況については、４月にまとまった雨があったものの、５月から７月にかけ
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高温少雨傾向が続き干ばつの影響も心配したが、全般的には天候異常の影響も少なく、病害

虫の発生も僅かで農作物全般的には平年並みの状況で推移している。 

○澤口委員長 ご説明あったとおり、今の前段の部分で何か気づいた点ございませんでし

ょうか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○澤口委員長 次、お願いします。 

○川上議事係長 各作物の状況では、小麦（きたほなみ）については、すでに収穫作業は終

了しているが、昨年同様融雪期も平年より早く雪腐病の発生は少なかったが一部凍害によ

る廃耕もあった。幼穂形成期までは高温傾向で早く推移したが、５月に平年並みとなり生育

は鈍化し、出穂期は平年並みであった。出穂後は好天により、開花は順調に推移した。７月

中旬から高温傾向となり、登熟が早まったことにより収穫作業も早く始まり平年並みに終

了した。乾麦収量は 12.6 俵（反当）、品質は良好で１等のＡランクになる見込みである。 

○澤口委員長 小麦（きたほなみ）について、何かございますか。よろしいですか。 

○川上議事係長 馬鈴薯（コナヒメ）は、降雨による植付作業の遅れに伴い、萌芽期は平年

より２日遅れた。萌芽後は高温多照で平年並みに着蕾を迎えたが、６月中旬からほとんど降

雨がなく、さらに７月中旬から高温が続いたため、茎葉の軟化による倒伏、枯れ上がりが見

られた。９月１日現在、上いも数が平年より多く、１個重はやや小さい傾向である。 

○澤口委員長 馬鈴薯（コナヒメ）については、よろしいでしょうか。 

（「いいです」の声あり） 

○澤口委員長 次、てん菜お願いします。 

○川上議事係長 てん菜について、これまでは移植栽培が大半であったが、直播栽培が非常

に増えてきており、今年の作付面積の約４５％が直播栽培となっている。移植・直播栽培の

は種作業は平年並みに行われたが、途中４月３０日の降雨で中断され、降雨で土壌表面にク

ラストが発生し、直播栽培では出芽が抑制され、ばらつきがありながらも平年よりかなり遅

れて出芽を迎えた。６月中旬以降は高温多照により生育は旺盛となり、移植・直播ともに平

年を上回る生育となった。７月中旬から高温少雨で生育がやや緩慢になったが、８月上旬以

降の降雨等で再び根部の肥大が進んでいる。病害の発生は少ない。 

○澤口委員長 てん菜について、よろしいですね。 

 次お願いします。 

○川上議事係長 大豆（ユキシズカ）は、は種作業は平年並みに行われたが、降雨による土

壌表面のクラスト化の影響で出芽期は平年よりやや遅れ、その後の初期生育もやや緩慢で

あった。７月中旬以降の高温多照で生育は旺盛となり、開花期は平年より２日早かった。９

月１日の着莢数は 916 個/㎡（平年 739 個）となっている。 

○澤口委員長 大豆の件については、いかがですか。 

（「よろしいです」の声あり） 

○澤口委員長 よろしいということで、次、小豆お願いします。 
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○川上議事係長 小豆（エリモショウズ）は、は種作業は平年よりやや早く行われたが、５

月下旬の降雨により出芽期は平年より遅れ、ばらつくほ場が散見された。その後好天に恵ま

れ生育の遅れを取り戻し、平年並みの茎葉となり、開花期も平年並みとなった。９月１日の

着莢数は 231 個/㎡（平年 246 個）と平年よりやや少ない。 

○澤口委員長 小豆につきましては、どうですか。よろしいですか。 

○安藤委員 は種作業は平年よりやや早く行われたと書いてある、そっちの調査表に。 

○澤口委員長 早く行われた部分を追加しますか。平年並みが早く行われた、は種作業は平

年より早く行われた。いかがですか。 

 平年よりやや早く行われた、いいですね。 

 次、よろしいですか。続きまして、金時お願いします。 

○川上議事係長 金時（福勝）は、は種作業は平年より２日遅く始まったが、平年並みに終

了した。６月中旬までは好天で出芽も早く、初期生育は順調に進み開花期も平年並みで、着

莢は順調であった。９月１日の着莢数は 104 個/㎡（平年 112 個）で、着莢したものの稔実

しない莢も見られる。 

○澤口委員長 金時については、いかがですか。 

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○澤口委員長 手亡お願いいたします。 

○川上議事係長 手亡（雪手亡）については、は種作業、出芽、初期生育とも順調で、開花

期は平年並みに迎えた。９月１日の着莢数は 208 個/㎡（平年 210 個）で病害虫の発生は非

常に少ない。 

○澤口委員長 手亡につきましては、いかがですか。 

（「いいです」の声あり） 

○澤口委員長 それでは、白花豆お願いいたします。 

○川上議事係長 白花豆は、高温に弱い作物であり、今年は５月から７月の高温で中間部分

の花が落ち、８月末で着莢数は 22 個/㎡となっている。 

○澤口委員長 白花豆よろしいですね。 

 それでは次、牧草お願いいたします。 

○川上議事係長 牧草は、一番草については好天に恵まれ収穫も平年より２日早く始まり、

平年より３日早く終了した。収量は 2,712 ㎏/10a で平年比 102％であった。乾物率は 20.7％

と平年より低い傾向である。二番草は、一番草の収穫が順調に進んだため、生育も順調に進

んだが、一番草の収穫作業が遅く乾草利用を主体としたほ場では、７月中旬からの高温少雨

および多照が牧草の再生に影響し、生育の停滞が見られた。 

○澤口委員長 一番牧草、二番牧草について、これはいかがですか。何かございませんか。

よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 
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○澤口委員長 それでは飼料作物。 

○川上議事係長  

飼料作物（飼料用とうもろこし）については、は種作業は早まっている傾向にあるが、今年

は４月中旬から下旬にかけてまとまった降雨があり、土壌水分が高かったため、平年並みの

は種作業となった。適度な土壌水分となり、平年より２日早い出芽期となり、その後も高温

に恵まれ茎葉の生育は旺盛となり、９月１日現在の稈長は 297 ㎝と平年を上回る生育とな

っている。 

○澤口委員長 飼料用作物について、何かございますか。 

 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○澤口委員長 あと、今後、みのる豊穣の秋を迎えるというのは当たり前のことなのでいい

と思いますが、最後の文章のところでつけ加えることがあれば。これは昨年と同じですよね。 

 全体的に何かございますか。 

○川上議事係長 議長の方からご連絡がありまして、今回のてん菜、ビートの関係で国内消

費の砂糖の消費減少の関係と北糖さんのこともあるのですけれどもそういったてん菜（ビ

ート）の関係の情勢の部分、町としてもそういった部分にも留意してもらいたいというよう

な内容の文章をつけ加えてというお話がありました。 

○澤口委員長 いま、事務局の方からいわゆるビート、砂糖の需要をなんとかしていただき

たいという話、文章をつけ加えたらどうですかという話、最もな話だと思うので、わかりや

すい文章でつけ加えていってよろしいですか。 

○安藤委員 それはコロナ禍の影響ということ。普及所の方で最後に画面に出していたや

つ、あの中でその関係は言っていなかったけれど、加工用とうもろこしの作付け休止という、

缶詰の関係も言っていた。これもコロナ禍の影響。とうもろこしは、今回の作況には入って

いないけど、ビートは入っていますので、その辺文章にしていれてください。 

○澤口委員長 供給とバランスの絡みだから、いれましょう。 

 ということで、まとめの所で入れるということでよろしいですか。 

 全体的にありますか。忘れたところがあれば。 

○安藤委員 今回のコロナ禍に      

○川上議事係長 別で考えちゃったんですけども、てん菜については、製糖工場の統合やコ

ロナウイルスで国内砂糖消費の減少に拍車がかかるなど、事業環境の急速な変化に町全体

としてしていただきたいというようなことでどうかなと。 

○安藤委員 それはてん菜の所ではなくて、最後の全体のところに入れた方がいいと思い

ます。 

○澤口委員長 そういうことでお願いします。 

 いまの報告書について、最後に係長の方から需要と供給のバランスだと思うのですけれ

ども、その点について文章を入れるということでよろしいですか。 
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（「はい」の声あり） 

○澤口委員長 （２）の所管事務調査について、①の所管事務調査の件名なのですが、令和

３年度町道等の除雪体制ということで、いかがですか。 

（「いいです」の声あり） 

○澤口委員長 ②調査日ということで、予定をしなければならないと思いますが。 

 11 月 12 日を調査日ということで、14 時から。資料提出期限が 11 月１日まで、委員会協

議会勉強会を 11 月８日午後３時からでよろしいですか。よろしくお願いいたします。 

○安藤委員 依頼するときにですね、さっき話してた各公民館、各小中学校と支所、団地セ

ンターの駐車場どのように行われているか、それらを資料の中につけ加えて。 

○川上議事係長 提出してもらう資料の内容、町道の関係の基準ですとか、除雪機械配置計

画、地域別除雪体制、路線図ですよね。市街地と全体ですよね。それにプラス施設の除雪と

いうことで、各公民館、各小中学校、上浦幌の団地センターの駐車場、町立診療所、項目と

しては４つですけれども、除雪体制というか、その部分についての資料をつけるという。 

○澤口委員長 あと足すものありますか。よろしいですか。 

 それでは、所管事務調査日を 11 月 12 日、資料の提出期限を 11 月１日、勉強会というこ

とで 11 月８日、時間は午後２時または３時ということです。よろしいですか。 

 それではよろしくお願いいたします。 

 ３番目のその他に入りたいんですけれども、何かその他ございますか。 

（「ありません」の声あり） 

○澤口委員長 それでは、常任委員会を閉じさせていただきます。ご苦労様でございました。 

 

閉議 午前１１時３２分 

 


