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浦幌町議会一般会議会議録 
 
平成２７年１２月１６日（水曜日） 

開議 午後 ４時０８分 
閉議 午後 ５時３８分 

 
○会議次第 
 １ 開会あいさつ 
 ２ 農業協同組合代表理事組合長あいさつ 
 ３ 意見交換 
   ①東部十勝農産加工農業協同組合連合会施設の現地視察 
   ②平成２８年度農業関係事業予算 
   ③農畜産物取扱状況について 
   ④ＴＰＰ大筋合意に係る農畜産物への影響について 
   ⑤その他 
 ４ 閉会あいさつ 
 
○出席者 
 議会議員 
  田村寛邦、森 秀幸、阿部 優、河内富喜、福原仁子、二瓶 隆、安藤忠司、 
  差間正樹、澤口敏晴 
 【事務局】新川事務局長、中田議事係長 
 
 浦幌町農業協同組合 
  馬場幸弘、梅田 武、舟橋敏行、大木正幸、篠原伸一、浅川勇二、坂口慶二、 
  我妻博昭、佐藤幸一 
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○河内議員 皆さん、こんにちは。これより一般会議を開催したいと思います。 
 本日の一般会議の全体的な進行をさせていただきます議会運営委員長の河内でございま

す。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ごあいさつをいただきます。 
 
     ○開会あいさつ 
○田村議長 もう暗くなってきましたから、皆さん、こんばんは。開会に当たりまして一

言ごあいさつを申し上げたいと思います。 
 本日は年末の大変お忙しい中を特段のご配慮を賜りまして、浦幌町議会一般会議という

ことでこのように皆さんお集まりをいただきましたことに心から厚くお礼を申し上げます

とともに、日ごろより議会に対しまして、馬場組合長を初めとし常勤の役員さん、また管

理職の皆さんには重ねて感謝とお礼を申し上げる次第であります。 
 今、地方自治体を取り巻く環境は、地方分権が叫ばれる中、少子高齢化や人口減少問題、

さらには地方交付税の減額など大変厳しい状況にあるところであります。過日１４日の日

に閉会いたしました第４回浦幌町議会定例会では、特別審査委員会を経て第３期まちづく

り計画後期５カ年の基本計画と実施計画の一部変更を可決させていただいたところであり

ます。この計画は本町の史上最上位の計画でありまして、浦幌町の将来を見据え、町民の

皆さんが安心して生活のできる内容が網羅されており、今後の浦幌町のまちづくりに大い

に期待をしているところでもございます。 
 そんな中、浦幌町議会では、これまで議会の活性化として平成２３年から平成２７年の

４カ年にわたる協議を重ね、平成２５年の４月には議会基本条例を施行し、議会の活性化

に取り組んでいるところでございます。 
 平成２６年度議会改革度調査では、１，５０３議会中、全国１３７位、全道では７位と

いう評価をいただいたところであります。また、本年の第１０回マニフェスト大賞では優

秀成果賞ということで２，５００ぐらいの応募の中から６議会として選出され、先般、東

京で表彰に出席をさせていただいたところでもあります。 
 また、議員定数及び議員報酬についても協議を重ね、本年の統一地方選挙から議員定数

１３人から１１人としたところでありましたが、皆さんご承知のとおり１０人の立候補の

無投票当選で、欠員１人という残念な結果になったところであります。このことは二元代

表制である議会の意義や議会民主主義の根幹を揺るがす問題でもあり、こうした議員のな

り手不足は今後の浦幌町のまちづくりにおいても影響を及ぼしかねないというようなとこ

ろであります。 
 浦幌町議会では、この状況を踏まえまして改選後すぐに第２次議会の活性化をスタート

させ、特に議員のなり手不足につきましては最優先課題として町民の皆様とともに協議を

していくことを決定したところであります。今後は、町民のアンケート調査の結果の分析
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も含め議会のあるべき姿を捉え、私たちなりに積み上げていき、町民の皆さんとともによ

いまちづくりの発展のために寄与していきたいと考えておりますので、本日ご参会の皆様

の特段のご支持を賜りますよう心からお願いを申し上げる次第であります。 
 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ます。

浦幌町農協の皆さんとは昨年に続き２度目の一般会議となりますが、浦幌町の活性化と発

展のためご指導賜りますようお願いを申し上げ、簡単粗辞でございますが開会の言葉とい

たします。 
 本日は、どうかよろしくお願いをいたします。 
◯河内議員 次に、馬場組合長にごあいさつをお願いします。 

 
     ○農業協同組合代表理事組合長あいさつ 
○馬場代表理事組合長 それでは、会議に先立ちまして私のほうからもお礼を込めてとい

うことで一言ごあいさつをさせていただきたいと思います。 
 きょうは、このような機会を農業協同組合に与えていただきましたこと、まずは心から

感謝とお礼を申し上げさせていただきます。また、先ほどは東工連のほうの視察をしてい

ただき、あわせてお礼を申し上げます。 
 また、当町議会におかれましては、偶然でありますけれども自分もＴＰＰの大筋合意を

受けて、１２月の２日出発ということで東京のほうに十勝管内２４農協の全組合長による

農林水産省、国会議員の先生方への要請の際、田村議長さん、森副議長さんと同じ便で上

京ということに相なりまして、それぞれの用向きを確かめ合ったところ、はえある全国表

彰ということで、本当に議会の皆さんの日ごろの町の活性化そしてまた議会の活性化、そ

のことが町民の幸せにつながるということに対する取り組みにつきましても心からの敬意

を表する次第でもございます。 
 今、農業を取り巻く環境も、ＴＰＰの大筋合意を受けて、それぞれ今後起き得るであろ

うことをいろいろ審議をいただいているところですが、いずれにしろ批准には国会での議

決が必要で、今は政府与党のいう枠組みの中でいろいろな話が出ております。それら対応

の中、しっかりと我々はその裏づけとして潤沢なる財源と法律による子供や孫につながる

農業というものをお願いをしているということで、まだまだ道はこれからということであ

ります。町を初め議会の皆さんにも、一次産業を代表させていただきながら今後とも指導

もしっかり仰ぎたく、今後ともよろしくご指導、ご鞭撻のほどお願いをするところであり

ます。 
 きょうは一般会議ということで、我々もそれぞれ役員を三つに分けて農産委員会、畜産

委員会、購買委員会と、それぞれの委員会も開催をしており、また、我々も今の国際競争

の中では太刀打ちできない仕組みの中でそれぞれ事業を展開しておりますので、ご要望な

りご相談をさせていただくことはそれぞれの担当のほうから、ことしの結果の報告も含め
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て説明させていただきたいと考えているところでございます。 
 きょうは、我が町に東工連が立地しているということもありますので先ほどは視察をい

ただきましたけれども、少し補足説明させていただきたいと思いますが、今、北海道には、

再編は進んだといえ、農協系のでん粉工場が１０カ所、うち十勝が３カ所です。ただ、２

カ所のでん粉工場を除いて一つの農協が責任を持ち、近隣の農協が運営協議会的な形で参

加をして運営をしているのが士幌農協のでん粉工場であります。中札内に立地している南

十勝農産加工農業協同組合連合会、通称「南工連」でありますけれども、ここも連合会の

形式をとっております。 
 東工連も連合会ということで、先ほど資料にもありましたように東部９農協が運営に携

わっており、自由闊達な議論の中、理事会の中で協議をして運営をしておりますが、ここ

数年間、非常に悩みがありまして、水の問題、これは浄化設備ということで自己資金で対

応をして、今、水については万全な体制でやっておりますけれども、何といっても袋詰め

が問題ということでありました。議会の皆さんの協力も得ながら行政、浦幌町が申請母体

となって事業が完了し、我々も安心して操業できたということでありますので、改めてお

礼を申し上げるところでもあります。 
 ただ、自由にやっているということの中では、それぞれの農協には、それぞれの町村と

密接な関係にあるのが現実でもあります。何が言いたいかというと、我々も運営には協力

しているけれども、立地町村に税金だけは入るのではないかということは、半分冗談、半

分本気、「おまえ頑張れよ」というようなことで言われるのも多々あるわけでありますけれ

ども、やはりこの町でそれぞれいろんな形で行政からの見えない形、見える形ということ

の中で東工連は運営している。そして、そのあかしとして今回は本当に補助事業の申請に

産業課の皆さんに大変お世話になって懸案を一つ片づけることができたというような話も

折々しているところでもございます。 
 そういうことの中では、これからも、イモの面積は減少傾向ですが、十勝の中でも最低

の加工料で運営している工場でありますので、それにはこの浦幌でなければできないとい

う環境のおかげということがあるわけです。それは、この空気、そしてまた湿度、そうい

うものが関係して、一番金のかかる排水設備が、ああいう池で曝気をして、そのバクテリ

アの力で排水を浄化している、その仕掛けが一番最低限の加工料で済んでいるということ

であります。また、それぞれ浦幌町内そしてまた周辺の環境を守っていくということの中

では、農業だけではなくいろんなことが複雑に絡み合いながらその環境というものができ

ているわけでありますので、そういう部分についての議会の皆さんのご配慮もあわせてお

願いをするところでもございます。 
 結びになりますけれども、冒頭申しましたように、ＴＰＰで、我々もそうでありますし、

我々の組合員も非常に不安な思いをして来年の営農計画に年が明けたらすぐかからなけれ

ばいけないという現実もございますので、そんな中では、今回、我々そしてまた農民連盟

と連名で出しましたＴＰＰに対する要望・意見に対しての議決をいただき、そしてまた手
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続をしていただきましたこと心から感謝とお礼を申し上げながら、きょうこの時間が有意

義な形で終わりますこともあわせて祈念をさせていただき、簡単粗辞ではありますけれど

もお礼のことばにかえさせていただく次第でございます。 
 きょうは、よろしくお願いいたします。 
○河内議員 大変ありがとうございました。 
 それでは、本日の日程について説明をさせていただきます。 
 先ほど東工連の施設を見学させていただきました。大変ありがとうございました。この

後、意見交換を早速行っていきたいと思いますが、本日、出席者の自己紹介についてはレ

ジュメの裏面にそれぞれ載っておりますので、確認をした中で進めさせていただきます。 
 それでは、まず初めに「平成２８年度農業関係事業予算」ついてご説明を受けます。次

に「農畜産物取扱状況について」、そして最後に「ＴＰＰ大筋合意に係る農畜産物への影響

について」のご説明、質疑を行っていきたいと思います。 
 時間については、おおむね５時半ごろをめどに終了したいと思いますので、限られた時

間でありますのでよろしくお願いをいたします。 
 それでは一般会議の本題に入りますが、この後の意見交換については産業建設常任委員

会の委員長が進行しますので、よろしくお願いいたします。 
 
     ◯意見交換 

◯議員 それでは、これより意見交換をさせていただきます。 

 ただいま紹介がありました産業建設常任委員会の委員長を仰せつかっております二瓶で

ございます。どうぞよろしくお願いします。 

 進行については私のほうで進めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 １番目の「東部十勝農産加工農業協同組合連合会施設の現地視察」でございますが、こ

れにつきましては、現地へ行って、先ほど組合長のあいさつの中にありましたように説明

をいただきました。 

 それで、２番目の「平成２８年度農業関係事業予算」について農協のほうから資料の説

明をお願いしたいと思いますけれども、座ったままで結構でございますので、ひとつよろ

しくお願いします。 

◯農協役職員 それでは、「平成２８年度農業関係事業予算」についてご説明をさせていた

だきます。 

 日ごろより農協事業全般にわたりまして町議会の皆様におかれましてはご理解、ご支援

をいただいていますこと、また、農業関係事業予算につきましても毎年度、町理事者のほ

うに要望を出させていただきまして、町議の皆様方には議会で議決をいただいております

ことを、この場をかりまして改めてお礼を申し上げます。当ＪＡといたしましても、貴重

なこの補助金につきましては農協の事業計画に盛り込み、各種対策事業に活用させていた

だいております。 
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 別紙の資料になりますけれども、「平成２７年度予算額」の部分については、お目通しを

いただきながら説明をさせていただきます。また右端には「平成２８年度予算に対する農

協の要望等」を記載しています。 

 まずⅠ番目、「持続可能な生産基盤の構築及び農作業支援対策の強化」について説明いた

します。 

 「土地基盤整備と排水対策及び地力向上対策」についてですが、この土地基盤整備等に

ついては、生産性の高い優良農地の確保を図るため暗渠排水等による農地の整備事業に継

続的に取り組んできております。また、第８次浦幌町農業振興５カ年計画においてもメー

ン事業として積極的に力を注いでいる事業でもあります。 

 排水対策につきましては、特に本町では重要な課題となっております。平成２６年度か

ら町のご理解をいただきまして、小規模暗渠排水事業の設計規格が見直されており、有効

活用を図っているところでもあります。ただ、排水対策につきましては、暗渠排水とあわ

せまして明渠排水の整備、心土破砕等の対策を行わないと効果が十分にあらわれてこない

ということもあります。このようなことから平成２８年度以降もより有効な対策として事

業の継続をお願いいたします。 

 まず１番目の小規模暗渠排水事業についてですが、耕地内の停滞水を除去するためにこ

の事業を実施して農畜産物の増収を図るものであります。 

 ２番目の明渠排水溝掘削事業につきましては、暗渠排水効果の回復及び停滞水の排除並

びに隣接地からの浸透水を排除するため明渠排水路の床作業を実施いたしまして、農畜産

物の増収と農業機械等の効率の向上を図るという事業であります。平成２７年度の事業量

は１万５，０３０メーター、事業費は６００万という計画であります。 

 ３番目の心土破砕事業については、経営面積の増加あるいは労働力不足による大型機械

化ということがあります。この大型機械の踏圧により硬盤層が形成されることが畑の排水

不良や農畜産物の生育不良などの原因となっており、心破を実施することによって排水不

良の改善と農畜産物の増収を図るという事業でもあります。平成２７年度の事業量は、心

土破砕で面積が５０１ヘクタール、時間数では６５１．１時間。サブソイラについては、

面積が３７６．４ヘクタール、時間で約３０１時間ほど。事業費は１，７３７万１，００

０円という計画です。 

 ４番目の良質堆肥生産奨励事業についてですが、この事業は生産性の向上と安全で高品

質な食料生産が求められていることから土づくりが重要な課題となっております。このた

めには良質な有機質を生産するとともに土壌に継続的に還元することが必要なことから、

毎年度、堆肥の切り返しを定期的に行い堆肥の熟成を促進しているという事業です。事業

量は、時間換算になりますが１，１３０時間。事業費は１，７２４万８，０００円の計画

となっています。 

 ５番目の家畜排せつ物処理施設整備事業につきましては、畜産環境整備リース事業で設

置された堆肥舎のリースの助成とあわせまして、家畜ふん尿適正管理の啓蒙に努める事業
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です。 

 以上５項目の事業について平成２７年度の予算額が示されております。平成２８年度に

つきましても本年度同額の予算で実施したいと思っております。 

 次に「酪農・畜産生産基盤の維持強化」ですが、６番目の肉用牛生産基盤強化対策事業

であります。この事業は、十勝和牛改良目標の推奨と育種化情報を基本に優良肉用繁殖雌

牛の導入を促進し肉牛生産基盤の整備と強化に努めるという事業です。 

 ７番目の生乳生産基盤強化対策事業補助金の事業についてですが、酪農家の生乳増産意

欲と収益向上に向けた取り組みを支援し生産基盤の維持と酪農経営の安定化を図るという

ものです。 

 この二つの事業についても、本年度同額の予算で実施したいと思っております。 

 Ⅱ番目の「生産性向上と生産コスト低減の取り組み」についてですが、８番目のジャガ

イモシストセンチュウ侵入防止対策事業です。この事業は、土壌採取によるシストセンチ

ュウの診断経費の補助を行いまして忌避意識の高揚を図るというものです。また、検査・

診断を行うことにより浦幌からセンチュウの発生を防止するということです。今年度で期

間満了となりますけれども、来年度以降も継続事業として予算計上で実施したいと思って

おります。 

 次に「自給飼料生産性の向上と飼料設計の充実」について、９番目の良質粗飼料増産対

策事業になります。この事業は、酪農経営を維持・拡大するために採草地の植生改善並び

に栄養収量の向上が急務と考えており、計画的な更新及び飼料用トウモロコシの作付拡大

を関係機関等と連携しながら支援する事業です。この事業も本年度同様の予算で実施した

いと思っております。 

 Ⅲ番目、「安心・安全な農畜産物の生産と販売強化」についてですが、「安心・安全な農

畜産物の生産」ということで１０番目のヘプタクロル残留対策事業となります。この事業

は特にカボチャ関係の農薬の残留関係となります。この事業は国の動向で変わるものです。 

 次の「販売強化の取組」では、１１番目の高級菜豆産地づくり事業」となります。この

事業につきましては、白花豆の新規作付及び増反に係る女竹の購入費用の一部補助を行っ

ております。補助を行うことで高級菜豆の面積拡大を図るという事業です。今年度の助成

対象数量は女竹３万７，３００本となります。この女竹の価格につきましては、昨今の情

勢といいますか資材等の高騰から今年度の１本５３円から来年度は１７％値上げの６２円

が見込まれており、本年度以上の増額予算を計上したいと思っております。 

 次にⅣ番目の町条例の関係では、１２番目の新規就農者営農促進事業、１３番目の農地

流動化資金利子補給事業になります。この事業は、それぞれ該当者がいれば町条例・規則

に基づいての事業となります。 

 Ⅴ番目の「各種団体補助金、負担金」では、１４番目の浦幌町農業振興連絡協議会、１

５番目の浦幌町家畜共進会協議会、１６番目の浦幌町家畜伝染病自衛防疫推進協議会、１

７番目の浦幌町酪農ヘルパー有限責任事業組合、１８番目の浦幌町乳牛検定組合のそれぞ
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れの団体事業に対する予算となりますが、本年度同額で実施したいと思っております。 

 最後になりますが、「有害鳥獣被害防止対策」の関係になります。１９番目の多面的機能

支払交付金に係る専任事務局員の確保についてです。ご存じのとおり浦幌町は、山側を見

ますと古くなった柵がうかがえると思います。平成９年に順次、川上のほうから補助事業

により全長４５４キロにわたりシカ柵が設置されております。いずれにいたしましても、

平成９年当初に設置されました柵は、１８年ほどがたち老朽化による損傷が激しい状況で

あります。多面的機能支払交付金事業の活用も進んでいますが、それぞれの地域におきま

しては事務的作業がなかなか大変なこともあり、事務局員の確保が必要となっています。

今後も他地域での取り組みがふえる場合、その確保のご協力もお願いしなければならない

と考えております。 

 私のほうからは以上でございます。 

◯議員 はい。大変どうもありがとうございます。 

 次に、③番目の「農畜産物取扱状況について」、資料に沿った形で説明のほうをひとつよ

ろしくお願いします。座ったままで結構でございます。 

◯農協役職員 日ごろより農産事業の推進にご支援、ご協力をいただいていることに対し

まして、この場をかりて厚くお礼を申し上げます。 

 それでは、私のほうから平成２７年農畜産物取扱高についてお話をさせていただきます。 

 項目の説明でありますが、Ｈ２６実績については平成２６年４月から平成２７年３月ま

での取扱実績になっております。また、平成２７年見込みについては平成２７年４月から

平成２８年３月までの見込みでございます。 

 それでは、農産物の説明をさせていただきます。 

 小麦についてでございます。平成２７年見込みについては、生産量９，７８８トン、取

扱高１４億４，１９２万９，０００円。説明でありますけれど、「きたほなみ」については

１０アール当たり１１．６俵となっております。また、「ゆめちから」は１０アール当たり

９．４俵でありました。平成２６年と平成２７年の比較でありますけれど、２，５６７ト

ン増の４億７，４４４万２，０００円の増となっております。 

 続きまして豆類であります。平成２７年見込みの大豆でありますが、生産量３８０トン、

取扱高１億２，４１５万２，０００円。面積でありますが、５７ヘクタールの増になって

おります。比較でありますが、８１トンの増で４，０１５万４，０００円の増になってお

ります。 

 続きまして小豆であります。平成２７年見込みについては、生産量６４８トン、取扱高

１億３，７２６万円。説明でありますが、面積が昨年より９０ヘクタール減になって、相

場が安くなっております。比較でありますが、３８６トンの減で８，８４８万７，０００

円の減であります。 

 続きまして菜豆他であります。平成２７年見込みが１，４５０トンの生産量、取扱高３

億７，０５６万７，０００円。説明でありますけれど、大正金時、大手亡の相場安という
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のが現状であります。比較といたしまして、３４８トンの減、取扱高で３，３１５万８，

０００円の減になっております。 

 豆類小計でありますけれど、平成２７年見込みが生産量２，４７８トン、取扱高６億３，

１９７万９，０００円。比較といたしまして、６５３トンの減、取扱高で８，１４９万１，

０００円の減になっております。 

 続きまして馬鈴薯であります。 

 種子馬鈴薯については、平成２７年見込みが１，０６８トン、取扱高８，６４４万円。

比較といたしまして、２３３トンの減、取扱高は１，７８８万８，０００円の減。 

 続きまして食用・加工用馬鈴薯であります。平成２７年見込みが１，６０１トン、取扱

高８，００２万５，０００円であります。比較といたしまして、１８３トンの減、取扱高

については７９９万５，０００円の増になっております。 

 でん原馬鈴薯については、平成２７年見込みが２万６，８５１トン、取扱高が８億９，

１７０万９，０００円。説明でありますけれど、本年の平均反収は１０アール当たり６５

俵でありました。また、ライマン価については２１％でした。比較といたしまして、生産

量１，６４７トンの増、金額といたしまして８１５万１，０００円の増となっております。 

 馬鈴薯の小計でありますけれど、平成２７年見込みの生産量が２万９，５２０トン、取

扱高１０億５，８１７万４，０００円。比較でありますけれど、１，２３１トンの増、取

扱高については１７４万２，０００円の減となっております。 

 続きまして、てん菜です。平成２７年見込みについては１０万４，３５２トン、取扱高

で２０億１，０９６万７，０００円。説明でありますけれど、ことしの反収見込みについ

ては１０アール当たり６．２トンとなっております。また、平均糖度については、１７．

２％であります。比較といたしまして、９，３７０トンの増、取扱高で１億６，３８８万

９，０００円の増であります。 

 続きまして野菜関係であります。平成２７年見込みについては、生産量４，６９８トン、

取扱高が１億７，６６２万９，０００円。主な取扱高内訳でありますが、加工スイートコ

ーンについては５，４００万円、タマネギについては３，１６０万円、長いもについては

４，０００万円、大根については３，６００万円となっております。比較といたしまして、

生産量については８６２トンの増、金額といたしまして４８万１，０００円の増となって

おります。 

 次に、そばであります。平成２７年見込みの生産量が１６トン、取扱高が８０９万１，

０００円。説明といたしまして、韃靼そばが約８ヘクタール、普通そばの「北の摩周」が

約３ヘクタールございます。比較といたしまして、生産量で１トンの増、取扱高で１４９

万３，０００円の増となっております。 

 農産物合計です。平成２７年見込みが１５万８５２トン、取扱高が５３億２，７７６万

９，０００円。比較といたしまして、１万３，３７８トンの増、取扱高で５億５，７０７

万２，０００円の増となっております。 
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 以上です。 

◯農協役職員 続きまして、畜産物のご説明をさせていただきます。 

 まずもちまして、畜産業務の推進に際しまして日ごろからご理解、ご協力を賜りまして、

この場をおかりいたしましてお礼を申し上げます。 

 下段のほうになりますけれども、まず生乳からご説明させていただきます。平成２７年

見込みといたしまして、生産量で３万５，４７８トン、取扱高につきましては３３億６，

５４６万１，０００円と見込んでおります。対比で見ますと１０２％、生産量では７４４

トンの増加と見込んでおります。この要因といたしましては、生産量もふえてはいるので

すけれども、乳代単価の増加によるものであります。 

 続きまして、畜品の乳用牛になります。平成２７年見込みですけれども、生産量といた

しまして１，２０２頭、取扱高につきましては３億８，６９２万１，０００円ということ

で、こちらにつきましては取扱高では金額は少ないのですが２万１，０００円の増となっ

ている状況であります。 

 肉用牛につきましては、平成２７年見込みは、生産量４，８４３頭、取扱高が１８億２，

８１０万８，０００円となっております。こちらにつきましては取扱高が前年比１１８％

となっており、２億７，７９１万３，０００円の増となっております。 

 続きまして馬ですけれども、平成２７年見込みは生産量９頭、取扱高で５７７万２，０

００円。こちらにつきましては前年比７２５万８，０００円の減という中身になっており

ます。 

 畜品の小計ですけれども、生産量といたしましては６，０５４頭、取扱高が２２億２，

０８０万１，０００円となっております。個体販売の主な増額の要因といたしましては、

販売単価の増加によるものが大きな要因となっております。 

 畜産物合計ですけれども、平成２７年見込みの取扱高といたしまして５５億８，６２６

万２，０００円、前年比４億３，８０２万４，０００円の増となっております。 

 農畜産物合計ですけれども、平成２７年見込みといたしまして、取扱高１０９億１，４

０３万１，０００円となっており、取扱高対比で見ますと前年比９億９，５０９万６，０

００円の増となっております。 

 取扱高につきましては以上です。 

◯議員 はい。どうもありがとうございました。 

 今るる説明していただいたわけでございますけれど、議員の皆さんのほうから何か聞き

たいことがありましたら挙手をお願いします。 

 何かございませんか。 

◯議員 よろしいですか。 

◯議員 はい。議員。 

◯議員 平成２７年見込みの取扱高が１０９億となっていますが、見込みの取扱高が１０

０億を超えたということは今までにあったでしょうか。 



- 11 - 
 

◯農協役職員 ございません。初めてです。 

◯議員 初めてですか。おめでとうございます。 

 いろいろな単価等も上がったりして本当にすばらしい数字が出たと思うのですけれど、

このまま本当は継続していっていただいたら。職員の皆さんも大変なのでしょうけれど、

下がることのないように私たちも見守っていきたいと思います。 

◯議員 ほかにどなたかございませんか。 

◯議員 さっきスイートコーンの話が出たのですけれども、スイートコーンだとか、加工

イモのカルビーに行っているものは、農協を経由して販売されて、この実績に入っている

のか入っていないのか。それをちょっと聞かせてください。 

◯農協役職員 加工用スイートコーンは農協経由でございます。カルビーは直接取引でご

ざいます。 

◯議員 そうしたらカルビーの分のイモは、この中に入っていないということですね。 

◯農協役職員 入っていないです。日罐のスイートコーンは農協経由であります。 

◯議員 そうしたら、日罐に入っているスイートコーンは全部農協を通るのですか。 

◯農協役職員 農協経由です。 

◯議員 ああ、そうですか。はい。わかりました。 

◯農協役職員 ちょっと補足で説明させていただきます。 

 前段で資料の説明の中で話をすればよかったのですけれども、この平成２７年見込みと

平成２６年実績というのはＪＡうらほろの取扱分の数字というふうに押さえてほしいので

す。それで、右から三つ目の平成２７年生産実績という部分は全町の生産額ということで

すので、今の話でいきますと、カルビーに出荷した分というのはこちらに入っているとい

うふうに解釈していただいてよろしいです。お願いします。 

◯議員 はい。わかりました。 

◯議員 ほかにございませんか。 

 一つ私のほうから。数字とは直接関係ないのかもしれないけれども、乳用牛。これにつ

いては、地元に乳業メーカーがあるということの中で徐々にはふえているのかなと思うの

ですけれど、今後の乳用牛に向けた取り組みなどはされているのか。数字とは関係ないの

ですけれども、この機会にちょっと聞いておきたいと思います。 

◯農協役職員 今言われたのは搾乳牛の頭数の関係だと思われるのですけれども、現状は

毎年減っている状況であります。ただ、先ほどご説明がありましたように町の事業であっ

たり農協のほうの事業等も活用して生産者の方には頑張っていただいている状況ではある

のですけれども、去年より乳量が多くなっているという部分でいきますと、やっぱり粗飼

料のできがよかったということで、町の農業予算にありますけれども、こういう部分の土

地改良ですとか草地にかかわる助成金等の効果がやっと出てきているのかなということで、

頭数は減ってはいるのですけれども個体自体の乳量が、えさの品質がよかったということ

でことしは伸びているという状況であります。ただ、来年以降も頭数が極端にふえるとい
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う見込みはないです。 

◯議員 そのために農協として何か施策的なものを考えておられるのかも含めて。 

◯農協役職員 町の事業は町のほうで単独でやっているのですけれども、農協として生乳

増加分１キロに対しまして５円の奨励金を助成するという中身で平成２７年度から助成し

ている状況になっております。 

 また、農協出資型法人等も含めて複数戸での協業化というか、そういうものを平成２９

年に向けて今準備している状況ではあります。 

◯議員 はい。ありがとうございます。 

 ほかに誰かございませんか。 

◯議員 済みません。いいですか。 

◯議員 はい。 

◯議員 先ほどの平成２７年生産実績の右側の「ＴＰＰ大筋合意による影響試算額」とい

うのは、後ほど説明いただけるのですか。 

◯農協役職員 はい。 

◯議員 ああ、そうですか。はい。 

◯議員 なければ次に移りたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」という声あり） 

◯議員 次に、④番目の「ＴＰＰ大筋合意に係る農畜産物への影響について」、資料の説明

をよろしくお願いします。 

◯農協役職員 はい。③の資料をお手元にお願いします。ひとつよろしくお願いします。 

 議員の皆様方には日ごろより農業振興に深いご理解とご協力をいただきまして、まこと

にありがとうございます。 

 また、冒頭、組合長からもお話がありましたが、せんだっての第４回定例会におきまし

てＴＰＰの合意内容に関しての情報開示、検証を求める意見書につきまして議決していた

だきまして、この場をかりまして厚くお礼申し上げます。 

 早速資料説明に入りたいと思いますが、この「農業をめぐる情勢」という資料につきま

しては、農水省が公表された合意内容と、ＪＡ北海道中央会帯広支所が作成した影響と懸

念される事項について当町の主要な農畜産物について抜粋してあります。 

 また、先ほど議員からもお話がありました資料の②番目、右から二つ目の「ＴＰＰ大筋

合意による影響試算額」という部分も並行してごらんになっていただきたいと思います。 

 まず、小麦に関することです。 

 ２ページ目の基礎データ、交渉結果、結果分析の記載が農水省公表の資料です。３ペー

ジ目の懸念される事項・課題についてはＪＡ北海道中央会帯広支所のほうで取りまとめた

内容です。 

 まず、２ページ目の小麦の交渉結果の合意内容を見ていただきます。下段のところで「マ

ークアップを９年目までに４５％削減」とあります。結果分析では、中段の矢印の下に「輸
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入増大は見込み難い」というような農水省の話となっております。 

 それで、実際現実にはどうかというのが３ページの記載です。まず①では、マークアッ

プによる財政収入の減少、そしてこの財源をほかから捻出しなければいけないということ

が懸念されます。また②番目では、国産小麦価格の基準につきましては輸入価格と連動し

て決定されております。 

 資料の②に戻っていただきたいのですけれども、輸入価格が下がることによりまして、

先ほどの取扱実績の小麦の欄に示してある金額が減少として見込まれます。 

 また③の資料の内麦優先の原則とは、国産麦の不足分を輸入するという原則になってい

るのですが、現状でもこの原則は形骸化されており、比較的国産麦が不作であった昨年産、

平成２６年産ですら平成２７年産の新麦を収穫する前に１６％の麦が在庫になっていたと

いうのが実態です。在庫になりますと当然、保管料とか横持ち運賃、それら掛かり増し経

費が生産者の負担となりますので、これらの負担増というものも懸念されます。 

 ４ページは砂糖の関係です。合意内容では、粗糖・精製糖等で高糖度の原料糖に限り関

税を無税とし、調整金を少額削減とあります。また結果分析では、中段の矢印の下に「特

段の影響は見込み難い」と記載されております。 

 ５ページでは砂糖の価格調整制度の仕組みをあらわしており、グラフの左側、輸入品と

書いてあるところの上側に調整金とありますが、この上乗せされている調整金と国費を合

わせて生産者と糖業者を支援する仕組みとなっております。 

 ６ページでは、この調整金の収支が現状でも赤字であるということを示しております。

グラフの右側の表の中では平成２４年末には１６７億円のマイナスとなっております。左

側の棒グラフの途中途中に「砂糖生産振興資金残高の充当」とか「糖価調整緊急対策交付

金の充当」ということで、いわゆる国のお金を使って赤字を埋めていくという方策をとっ

てきましたが、それでも平成２４年末には１６７億円の赤字となっております。 

 その結果、７ページの①では、調整金が削減される、または安い加糖調製品が輸入され

ることによってこの赤字がさらに拡大して、ほかからの財源捻出が必要になってくるとい

うことが懸念されます。②番目では、砂糖価格の引き下げによりまして原料価格が引き下

げられます。また③では、豊作によって生産量が増大した場合や消費量の落ち込みによっ

て生産者価格が大きく減少するという取引ルールがあります。②番目の砂糖価格の引き下

げと③番目の取引ルールの制約による影響額として、資料②の「てん菜」の欄の金額が減

少すると予測されます。 

 続きまして資料③の８ページ目、でん粉の合意内容ですが、関税割当枠の設定、また、

コーンスターチでは米国に対して無税の関税割当を設定すると書かれております。これら

の米国を初めとする輸入品への置きかえによる影響額が②の資料の馬鈴薯（でん粉）に記

載されている金額です。 

 さらに、でん粉で懸念される材料としましては、９ページの右側に記載されている輸入

加工でん粉デキストリンというものです。フローチャートを見てください。これはありと
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あらゆる用途に利用され、年々輸入量が増加し、平成４年から平成２４年までの２０年間

で２．５倍以上増加しております。この輸入加工でん粉は７年後の関税撤廃により、さら

なる輸入の増大、結果として需給への影響が懸念されます。 

 １１ページと１２ページが小豆といんげんです。合意内容はそれぞれ同じで、枠内関税

の即時撤廃と書かれており、１３ページを見ていただきたいのですけれども、これによっ

て価格が下落する。その価格の下落の影響額として試算されたのが資料②の豆類の小豆と

菜豆他の記載額です。 

 さらに懸念されるのが１３ページの②と③で示している点です。小豆やいんげんにつき

ましては、関税割当制度で小麦と同様に国内生産で不足分を輸入するという仕組みですが、

現状でも輸入量が増大し、特に加糖あんの輸入増大により国内生産の１年分以上が在庫と

して繰り越されているのが実態です。その結果さらなる価格の下落が懸念されております。 

 続いて、資料にはございませんけれども野菜の関係です。 

 まずタマネギにつきましては８．５％の関税が６年目に、またスイートコーンでは６％

の関税が４年目に撤廃されます。それによる影響額が資料②の野菜他の欄に記載されてい

る額でございます。 

 続きまして、１４ページの牛肉の関係でございます。合意内容では、段階的に引き下げ

られ､最終税率は９％となります。 

 １５ページには国産牛と輸入牛の価格と品質の関係を示しており、和牛や交雑種につき

ましては輸入牛肉と差別化されておりますが、それ以下の乳用種の雄や廃用牛につきまし

てはアメリカのセレクト、プライム、チョイス、オーストラリアのグラス冷蔵、グレイン

冷凍というものとまさに競合しているような状況になっております。このことにより国産

牛肉の価格の大幅な減少が明らかで削減率につきましては、和牛・交雑種では１０％強、

乳用種では９０％と試算されており、この影響額を資料②の畜産物の畜品、肉用牛の欄に

示しております。 

 続きまして１７ページ、乳製品の関係です。 

 交渉結果につきましては、脱脂粉乳、バター、ホエイ、チーズ、それぞれの合意内容が

記載されておりますが、１８ページ、１９ページに記載されているように国産の脱脂粉乳・

バター価格の下落、無税の全粉乳やホエイ及びチーズの輸入拡大による国産需要の喪失あ

るいは価格の下落が懸念されており、影響額としては資料②の生乳の欄に記載されている

金額が予測されます。 

 資料②の影響額の試算ですけれども、繰り返しになりますが、この試算額は関税や輸入

差益などの減少による影響をまとめたもので、代替品、加工品など、先ほどもお話ししま

した加糖あん、加工でん粉の輸入拡大、また、国産の生産物が輸入物に置きかわることに

よる国産需要の喪失、また、今後予想されるヨーロッパとのＥＰＡ交渉やアジア諸国のＴ

ＰＰ参加などの影響は試算しておりません。逆に、試算できません。したがいまして、こ

の影響額はあくまでも話題提供の域を超えるものではございませんので、この数字が一人
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歩きすることのないよう、資料の右上にもあるように、この会議限りの扱いでお願いいた

したいと思います。 

 最後になりますが、資料③の２０ページに衆参農林水産委員会決議の内容を添付してお

ります。再度お目通しをお願いしまして、この交渉結果との整合性について再考していた

だければ幸いと考えております。 

 今後もＪＡは町内の農業生産の拡大と地域経済の発展に向けましてＴＰＰ関連対策も含

めて各種の取り組みを行いますので、ご理解とご指導、また叱咤激励のほどよろしくお願

いいたしたいと思います。 

 以上です。 

◯議員 はい。大変どうもありがとうございます。 

 ただいま詳細な説明をいただきました。議員の皆さんから何か質問がありましたら受け

たいと思います。 

◯議員 いいですか。 

◯議員 はい。議員。 

◯議員 ＴＰＰに関する農畜産物への影響ということで詳細に説明をいただきました。大

変ありがとうございます。これ、実際にどうなのですか。ＴＰＰに進むといったら、まだ

何年かは先でしょう。 

◯農協役職員 発効するのは、もう１２月に入っているので最短でまだ２年２カ月かかる

と思います。ただ、先ほど冒頭にも言ったように、今、現実に議論しているのは政府と自

民党の小委員会ということで、国会でどうだこうだという話はまだ一つもされていない中

で、新聞で報道されているのは要するに既成事実化なのです。だから、こうならないため

に今、政策提言だとか、しっかりお願いしますよということを、頼んでいるのが現実です。

これからまだまだ長丁場になりますが、今は補正の中でいろいろな対策が走り出している

から、何もしなくていいよということにならないのでお願いしている状況。 

◯議員 はい。わかりました。 

◯議員 ほかに何かございませんか。 

◯議員 確認。 

◯議員 はい。議員。 

◯議員 ＴＰＰ大筋合意による影響試算額というのは、これはあくまで（参考）平成２７

年生産実績に対するものですか。 

◯農協役職員 先ほど言いましたように関税とか上乗せしている輸入差益というものがこ

の率で減少したら、例えば小麦で申しますと４５％マークアップが下がるということです

ので、小麦生産額にその分を掛けた数字を試算しております。 

◯議員 よろしいですか。 

◯農協役職員 福岡かどこか県が公の機関という形の中では影響額を発表したが、まだ道

はそこまで全然行っていない。ただ、制度がいろいろあるものだから、そこら辺ちゃんと
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対応してもらってということなのだけれども、一番最後のこの国会決議は、与党の先生た

ちは「守られた」という表現をしている。ただ、その「守られた」という表現の中でも、

きちんと国内対策をするから守られたということなので、その国内対策をしっかりと求め

ている。 

◯議員 はい。ありがとうございます。 

 ほかに質問ございませんか。 

○議員 １点だけ、ちょっと素朴な質問。 

◯議員 はい。議員。 

○議員 このマークアップというのは調整関税か何かの意味合いに聞こえる。 

◯農協役職員 マークアップは、売買差益とも言います。輸入小麦の取引は、国が一元的

に輸入し国内の製粉企業に売渡す国家貿易制度を取り、国内の製粉企業に売る際にマーク

アップという関税類似のものを上乗せした価格で販売します。国家貿易による売買差益を

徴収することはＷＴＯ（世界貿易機関）協定で認められており、このマークアップ財源を

用いて国内生産を支援する仕組みを取っております。 

○議員 おおよそわかりました。 

◯議員 ほかに何かございませんか。 

 はい。農協役職員。 

◯農協役職員 先ほど委員長のほうからも乳業の伸びについてお話がありましたが、我々

も、９割９分が家族経営ということで、まずは家族経営はしっかり下支えをしながら伸ば

していっていただく。あわせて、将来に向かってさらなるステップアップには法人化とい

うことで、今進めているというよりも、どうしてもしていかなければならないことなわけ

です。 

 酪農は装置産業なので、一回廃業すると、その牛舎を引っ張っていって隣のうちが仕事

をするということにはならないので、やはり既存のものを守りながら伸ばそうと対策して

いる最中ですが、どうしても労力というものが家族経営も含めて法人でもネックになって

いるのはご案内のとおりなので、それを解消するために、一つの方法は分業なのです。え

さはＴＭＲ、そして哺育などの部分はそれぞれの町村で取り組みが違う形でやっています。

そして、なるべく哺育に貴重な労力をとられないようにして、残った労力でしっかり搾乳

に取り組んでいく。そして個体管理に取り組んでいく。 

 哺育については行政の力をかりながらそれぞれの農協、町村がやっており、うちは模範

牧場に指定管理者という形の中で受け持っていただいております。しかし、うちの酪農家

のほうが余り預けたがらない部分もあったり、１日当たりの預かり賃は非常に安くありが

たいのだけれども、飼養管理がねというような部分で、どうも酪農家のほうから我々には

そういう声が聞こえてくるということがあります。 

 そしてまた、町外の牛も今かなり預かっているということもお聞きしておりますし、反

対によその組合長から、おまえのところの町にうちの牛を預けるんだというようなことも
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聞こえております。もともと自分も模範牧場の委員をやっており、飼養管理なども含めて

運営のあり方について委員会を設けていた。しかし、今は指定管理者と行政との部分のや

りとりだけであって、模範牧場の運営や何かに例えば専門家なり、エンドユーザーはうち

の町の酪農家なのですから、そこら辺の意見が反映されているのかなと。やはり意見を反

映する場がないから我々のところにそういうことが茶飲み話やら何やらの中では寄せられ

るということがあります。だから、ユーザーと、建物なり、仕事の発注者である行政、そ

してまた指定管理者をしっかりつなぐ。そして、目的は何かということ。預かった牛を、

次の日から生産性の上がる牛にして酪農家に戻してもらう。それが哺育に携わる仕掛けの

大事な使命ということであるので、そういう意味においてできれば一考をお願いしたいと

思っております。 

 あと、先ほど総務部長が説明した竹のことですが、ことしの秋、１０月のあの強風で破

損されました。常日ごろ行政のほうも議会の皆さんも企業誘致、企業誘致ということは言

われますし、どの町も企業誘致はしっかり取り組んでいるという現実は理解もしておりま

すけれども、やはり十勝というのは基本的に労働力が豊富であるわけではないので、労働

力目当ての企業誘致なんか絶対成り立つわけがないのです。だから、やはり、しっかりし

た原料を安定生産するということ。今は急がば回れということだと我々も思っているし、

十勝の農業関係者もそう思っております。これはＴＰＰ対策も関連することですが、しっ

かりとしたよそにない産物が安定的に生産されていることが次のステップにつながるとい

うこともありますので、それ以上のことはこちらから数字を挙げてということは控えさせ

ていただきますけれども、今、ああいう自然災害で被害を受けているという現実がありま

すので、どうかいろんな角度の中でご一考を賜って行政のほうに意見を出していただけれ

ば我々としても非常にありがたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

◯議員 はい。どうもありがとうございました。 

 ほかに何かございませんか。議長。 

○議長 申しわけありません。 

 ただいま組合長のほうからお話をいただいて、模範牧場の件につきましてもご指摘され

るとおりと私ども自覚をしているつもりでおります。ただいま組合長のほうから申された

ことについては産業建設常任委員会が中心となってずっとその協議は進めてきたところで

すけれども、行政と指定管理者の間だけでの運用というようなこともありましたけれども、

生産者、預託者、利用者の方々もその運営にご意見を具申できるような体制をとってくだ

さいということで、それが恐らく構築されているものだと思っておりますけれども、そう

いう側のご意見は痛いほどお聞きしておりますので、それについては十分心して対応して

まいりたいと思っております。 

 それから二つ目の問題ですけれども、組合長の言うとおり、私は浦幌町に企業誘致、ま

た観光といっても、これは金になるだけの観光ができるわけでもないし、企業誘致などと
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いうのは大変難しいことで、口で言うように簡単にはいかないであろうと思っております。

これまた私見でございますけれども、今残された浦幌町の基幹産業、これをどうやって守

るかと。私も農業者ですからもちろんそれは考えておりますけれども、いかに守って、そ

こで働く者をいかに減らさないかというのが私は浦幌町の人口を最低限度確保する最大の

武器だと思っていますから、そのことは皆さんに十分理解をしていただきながら、皆さん

のご指導も賜りながら基幹産業、農林水産、これはきちんと守って、そこに従事する人が

確実にやっていけるような状況を構築しなければいけないと思っておりますので、その辺

も曲げてご理解をいただきながらご指導賜ればありがたいと思っております。 

 また、それぞれ農業関係事業予算につきましても十分勉強させていただきながら対応し

てまいりたいと思っておりますけれども、このことにつきましても議会としては、やりま

すよ、やりませんよということは一切申し上げられない。たとえ腹で思ってもそうは言え

ませんが、これから新年度の予算に入ってまいりますので、そのときに十分それぞれきょ

う来た同志一丸となって地元地域の基幹産業を守るために最善を尽くすという約束はでき

ますので、そんな中で十分協議し審議しながらそういう方向に向かって努力をしてまいり

たいということで、それぞれ担当されている農協さんのご期待に少しでも沿えるように最

善の努力をしてまいりたいと思っていますので、そのことだけは申し上げます。 

 そんなことで、お約束をさせていただきますので、今後ともご指導またご指摘賜ります

ようお願いを申し上げておきたいと思っております。ありがとうございます。 

◯農協役職員 よろしくお願いします。 

◯議員 これで本日の一般会議のテーマの意見交換は全て終了いたしました。本日は、ど

うもありがとうございました。 

○議員 レジュメには「その他」とありますけれども、特に皆様方からないということで

あれば、これで一般会議は終了したいと思います。 

 最後に森副議長より閉会のごあいさつを申し上げます。 

 

     ◯閉会のあいさつ 

◯森副議長 本日は年末の本当にお忙しい中、浦幌農協さんとこうして意見交換ができま

したこと、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、本日は東工連の施設を見学させていただきました。私どもも、きょうのようにあ

あいう中まで見たのは本当によかったと思っております。いろいろ説明を聞きましたけれ

ども１回ではなかなか把握ができなかったのではないかと思っておりますけれども、でん

粉を入れる工程につきましては、こういうふうになっているのだなと理解ができたのでは

ないかと思っております。 

 また、きょう三つの議題についてそれぞれ丁寧に説明をいただきましたこと、厚くお礼

を申し上げたいと思います。 

 また、平成２７年度の取扱高、１００億を超えまして、農家さんの努力もございますけ



- 19 - 
 

れども、各農協の皆さん方の営農指導の結果でもあるのではないかと思っております。 

 冒頭、田村議長からごあいさつがありましたように、本町議会も議員定数が１名欠員と

なったことはまことに残念であり、また二元代表制の根幹を揺るがす問題でもあると考え

ております。今、議員のなり手不足問題につきましていろいろ協議をしている中身でもご

ざいますけれども、今後とも皆様方から、議員のなり手不足に関することでも何でも結構

でございますのでいろいろとお話を聞かせていただきたいと思っております。 

 今後とも浦幌町の農業振興・発展のために浦幌農協さんが中心となってご活躍いただく

ことをご祈念申し上げまして、大変簡単ではございますが閉会のあいさつとさせていただ

きます。 

 本日は、まことにありがとうございました。 

○議員 どうもありがとうございました。 

 これで一般会議を終了させていただきます。ありがとうございました。 


