
 
産業建設常任委員会 会議記録 

 
 

平成２５年４月２２日 開催 

 

 所管事務調査 

 １．模範牧場の運営状況について 



- 1 - 
 

平成２５年 浦幌町議会 産業建設常任委員会 
 
平成２５年 ４月２２日（月曜日） 

開議 午前１０時４５分 
閉議 午後 ０時０６分 

 
○出席委員（５名） 
  委 員 長   森     秀  幸   副委員長   二  瓶     隆 
  委  員   関  井  雅  明          安  藤  忠  司 
         髙  橋  利  一 
 
○欠席委員（１名） 
  委  員   杉  江     博 
 
○職務出席者（２名） 
  議 長   田  村  寛  邦 
  副 議 長   野  村  俊  博 
 
○出席説明員 
  町 長   水  澤  一  廣 
  副 町 長   門  馬  孝  敬 
  産業課長   大  山  則  幸 
  課長補佐   岡  崎  史  彦 
 
○出席議会事務局職員 
  局 長   前  田     勇 
  議事係長   中  田     進 



- 2 - 
 

開議 午前１０時４５分 
      ◎模範牧場の運営状況について 
 
○森委員長 改めましておはようございます。 
 今日は、大変寒く感じておりますけれども、農家の方も今年は雪が多く、また下の方も

凍結がなかったものですから、意外に融雪が早く済みまして、今年は早く農作業に入れる

のかなというような思いをしておりましたが、ごらんのように雪が降りましたり、非常に

気温がまだ低いということで、毎日天気予報とにらめっこをしているような状況でござい

ます。 
 本日は、早朝より現地を確認ということで、大変ありがとうございます。また、行政の

方から理事者、産業課の皆様方には、早くから現地視察ということでですね、大変ありが

とうございます。本日の委員会よろしくお願いしたいと思います。 
 本日、杉江委員は病気のため欠席する旨の連絡がありました。ただいまの出席人数は 5
名であります。定足数に達しておりますので、ただいまより会議を開きます。 
 本日は模範牧場の運営状況についての所管事務調査といたします。早朝よりですね、現

地を確認をさせていただきました。昨年度造成になりました、バンカーサイロの確認、ま

た今後進められていきます畜舎の確認、そして機械の更新等をそれぞれ視察をさせていた

だきました。 
 初めに、町長からごあいさつをいただきながらですね、資料もいただいておりますので、

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。 
○水澤町長 産業建設常任委員会の所管事務調査、大変ご苦労様でございます。強風の中、

寒い思いをされたのではないかなと思いますけれども、いろいろ視察をしていただく中で、

また模範牧場につきましては、当初予算で哺育舎実施設計、また畜舎の建設、そして作業

機械の更新等々、予算を計上させていただいておりまして、第 1 回の中でご審議をいただ

き、議決をいただいたところでありますけれども、模範牧場の指定管理経営について、今

日は審議をいただく、運営状況について審議をいただくということになっておりますので、

皆さんの方でいろいろご質問等々に答えさせていただきながら、対応させていただきたい

なと思っていますので、よろしくお願いいたします。 
○森委員長 説明を願います。 
 産業課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 本日はありがとうございます。 
 提出を求められた資料について、若干ご説明させていただきたいのと、今後のスケジュ

ールについて補足の説明をさせていただきたいと思います。 
 事前にお配りいたしました、調査資料ということでございますけれども、ページ振って

おります 1 ページから 4 ページにつきましては、今年度予算計上させていただきました、

畜舎の建設にかかる平面図、関係資料を用意させていただきました。 
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 まず 2 ページ目をごらんください。 
 位置については、先ほどご確認いただいたので、補足の方は省略させていただきますけ

れども、これが平面図となります。ちょうど中央部のところに通路を設けまして、新しく

購入するトラクター、それからミキサーフィダーという先ほど見ていただいたバンカーサ

イロでつくったえさをですね、細かく刻んで両サイドに牛の食べるところに巻くような機

械ですけれども、そういうものを広域化しまして、この通路をトラクターで引きながら、

両サイドにえさを落としていくような形で考えてございます。 
 それから 3 ページ目につきましては、立面図でございますので、このような形で建つと

いうことでご確認ください。それから 4 ページ目ですけれども、これが設計図になります。

今先ほど平面図でご説明しました、真ん中中央部分、この部分がトラクターとえさをやる

機械が走るスペースになりまして、両サイドが牛のえさを食べるところ、それから一番両

サイドは、牛床ということで牛が休むところになってございます。 
 それから 5 ページでございますが、これも現地で確認していただきましたけれども、模

範牧場が保有する車両機械等の一覧でございます。 
 なお、すいませんこちらの方失念しておりまして、追加分ということで新しく購入した

機械については、別途資料を用意させていただきました。 
 それから 6 ページ、7 ページですけれども、これはですね、3 月の定例会の時に追加資

料、模範牧場の関係を求められておりましたが、実績が 2 月までしかございませんでした

ので、3 月確定したということで 23 年度トータルの数字を示させていただいております。 
 それから今後のスケジュールについてでありますが、畜舎につきましては、いま 4 月 30
日の入札で仮契約を結ぶ予定となっております。その後、議会の方で工事契約の議決をい

ただいた後、6 月上旬あたりから畜舎の建築を始めまして、9 月ぐらいには竣工、それか

ら 10 月に引き渡しを行いまして、先ほど見ていただいた牛床ですね、牛の休む場所をバ

ーク材と火山灰でつくる作業があります。それが 2 週間程度、それで準備ができましたら、

今年度の冬期舎飼から 11 月 1 日からは新しい牛舎の方で皆様の牛をお預かりするという

ことで考えてございます。 
 なお、関係機械につきましては、トラクターにつきましては、同じく 4 月 30 日の入札

において、それから牛のえさをあげるミキサーフィダーという機械ですけれども、それに

つきましては 5 月の末の入札ということで準備を進めております。以上でございます。 
○森委員長 ありがとうございました。 
 ただいま説明がございました。皆さんから質疑を受けたいと思います。 
 髙橋委員。 
○髙橋委員 いま、補佐の方からも説明ありましたけれども、基本的に利用していただい

ている方々の対応をお聞きしたいと思いますけれども、両者との継続的な信頼関係は整っ

ているのか、まず第一点としまして、そのほかにですね、両者との意見交換をされたが、

何戸集まって、どのような意見が出たのかということもお知らせください。 
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 さらにまた、両者から出された意見、要望について、どのような対応をしていくのか、

さらに両者が離れていくことがないのか、この 4 点についてお答えをいただきたいと思い

ます。 
○森委員長 産業課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 ただいまのご質問につきまして、お答えをさせていただきます。 
 まず意見交換の場のお話ということで、どのような人数が集まったのかということでご

ざいますけれども、開催は 3 月 15 日に模範牧場の事務室、奥の方に休む場がありますの

で、そちらの方で開催をしております。 
 対応については、三宅社長、それから町の方からは前亀山課長、私、前畜産係長であり

ました髙橋が同行しております。なお、預託農家につきましては、団体が 1 名ということ

になりまして、そこから 2 名参加されております。あとは 1 戸ということで、いま 2 団体

3 名になりますか、そういうことで人数は少なかったのですけれども、こういう形でやっ

ております。 
 なお、参加された方はですね、大口のご利用をされている方ということで、利用者の中

では三、四頭のところから何百頭という所がありまして、一応牧場の中では大口のお客様

が 2 件ですね、お見えになっております。 
 その中で出された意見ということでございますけれども、出された意見につきましては、

なかなか牛が小さい状態で帰ってくるという話がありました。それからなかなか、受精卵

が止まらないという言い方していましたけれども、授精した状態にならないというような

お話がありました。 
 そういう部分についての対応策ということで、会社の方からはですね、お返しする 2 カ

月前から別飼をしているということで、その中ではですね、実際に預託されている農家さ

んに来ていただいて、状況を見ていただいた中で対応していきたいということで改善策を

申し上げております。 
 また受精卵ですね、なかなか授精が止まらないというお話につきましては、3 回程度や

って止まらない場合は、同じように預託農家さんの方にお話をするというのと、若干ホル

モン剤を使うと止まりがよくなるというお話も聞くということで、利用者の方からもそう

いう対応はできないのかというお話がありましたので、そちらについても預託農家さんの

方からご希望があれば対応するように考えたいということで、その場合出された意見につ

きましては、改善策をその場で提供させていただいております。 
 またですね、その他の意見としましては、子牛の集荷等ですね、曜日が決まっていない

という中では、非常に牛を用意するのが大変だということもありましたので、そういう中

では定期的に決まった日に集荷してもらえないかというお話がありましたので、それもで

すね、毎週何曜日という形で決まった日にやりますということで、改善をさせていただく

ということでございます。 
 2 時間程度の懇談だったのですけれども、前段にですね、牧場の状況、経営状況から牛
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の状況等を社長の方から説明ありまして、その後に質疑を行って、改善策の検討という形

で進めさせていただきました。 
 今回、参加された方が非常に少ないという部分もありましたので、そこが終わった後で

すね、社長の方と改善策を検討しまして、時期的な部分ですか、場所とかも検討しなけれ

ばならないねということで、今後につきましては、より多くの預託農家さんに出席いただ

く中でご意見をいただいて、改善をしていきたいというふうに考えてございます。以上で

す。 
○森委員長 髙橋委員。 
○髙橋委員 いま、補佐の方から確認させていただきましたけれども、その中で授精が止

まらないという関係で 3 回程度ホルモン剤を使用するという状況の話もございました。そ

ういう中で、ホルモン剤を使用することによって、また別件でお金の方もかかるんですよ

ね、こういう中身については。 
 さらにですね、説明につきまして預託、預けている人たちの参加が少ないという中の対

応ですね、この関係にも何かまた先ほど言いましたように、場所あるいは時期的な問題が

あるのではないかというようなことをですね、そういうことを検討しながら、今後ですね、

またさらに預けている方々の対応をもっと積極的に来ていただけるような、そういう状況

を確認していこうという話も今聞きました。 
 それとさらにですね、今現在の希興自体が経営状況についても、そういう中でもっと改

善策といったものがあるのかなと思いますけれども、そういうことも含めてですね、やは

り町の方としては、きちっとしたアドバイザーとして対応していく必要性があるのではな

いかなと思います。 
 そういったことで、今現状の中身で今後ですね、対応していくような状況があろうかと

思いますけれども、その辺ですね、どのように考えてこれから対応していくのか、今考え

ている思考があれば、またお話を聞きたいなと思います。 
○森委員長 産業課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 ただいまのご意見でございますけれども、おっしゃるとおりですね、

やはり皆さんの多くの、何分大口の方だけということではなくて、少なく入れている方も

お客さんですので、その辺は声を聞くような場面を設ける対応は必要だというふうに、こ

ちらの方も考えております。なかなか面と向かって言えない状況という話も聞いています

ので、その辺はちょっと工夫をしながらですね、対応したいというふうに思いますし、あ

とは利用者さん的には個人的にも知っておりますので、そういう中で聞いた部分を社長の

方に話していくというような、形式的になかなか来て面と向かって話せない場ということ

もありますので、そういうところはいろいろなコネクションと言いますか、いろいろ使い

ながらですね、意見を牧場の方に伝えていきたいというふうに思います。 
 それと先ほどホルモン剤の使用にお金がかかるのかという話でしたけれども、その金銭

のやり取りについては、確認がとれておりませんけれども、新たな対応をするという部分
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では必ず預託農家さんの意見なり希望を聞いてやるということでございますので、まずそ

こが第一段にやってもらうということでございます。 
 あと経費の分については、ちょっとその場ではどちらが持つというような話にはなって

いませんでしたので、今後確認をとらせていただきたいというふうに思います。 
 いずれにしましても、町内の酪農家さんがですね、預けて良かったということで町とし

て模範牧場を持っていまして、そういうことを常に頭に置きながらですね、希興の方とも

相談しながら、対応していきたいというふうに思っています。以上です。 
○森委員長 髙橋委員。 
○髙橋委員 今ですね、補佐の方からお話がありましたように、今まで預託の皆様方につ

いては、町という大きな組織の中から安心感を持って預けたという状況があろうかと思い

ます。しかしながら、町の方から今回、また指定管理者という、そういう状況に変わった

中身も含めてですね、先ほど言いましたように、町の方としては、よきアドバイザーとし

て預託の皆さんに指定に変わったけれども、全く間違いありませんよという安心感を与え

るような努力が必要かと思います。 
 そういう中で、今後、ますますですね、いい意味でのアドバイザーとして、希興の会社

に対して、そういうアドバイスをしていくことが大事かなと思いますので、その辺、当然

考えていらっしゃると思いますので、そのような対応の中でやっていただけるように私か

らもお願いをしておきたいと思います。 
○森委員長 二瓶委員。 
○二瓶委員 今、同僚委員からお話あったこととかぶるかと思うのですけれども、2 団体

3 名との話し合いとのことだったのですけれども、戸数的には五十数戸あると思うのです

けれども、実際頭数の大小は別にしても、総体的に何戸ぐらいなのか、その辺お聞かせい

ただきたいと思います。 
○森委員長 課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 ただいまのご質問ですけれども、最新のは持っていないのですが、

25 年 1 月現在で町内で 21 戸、町外 3 戸、豊頃ということで聞いております。あと若干、

何年か前からの増減につきまして、ご説明させていただきますけれども、3 件が前年比に

比べて減っております。その内 2 件はですね、1 頭ずつお預かりしていただいたという部

分でございますので、大きな頭数の差はそんなにないかなと思っていますけれども、そう

いうことで現状押さえております。 
○森委員長 二瓶委員。 
○二瓶委員 先ほどから同僚委員から何度か繰り返し言われているように、預託される

方々がやはり安心して預けられる牧場でなきゃならないだろうと、そういった中で、残念

ながら育ちが悪いことも含めて、不評が若干出てきた部分、これはちょっと残念かなと思

いますけれども、そういった中で、今後改善をされるということでございますけれども、

当然、これは改善すべきものはしていかなきゃならない。そして先ほど、補佐の方から説
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明あったように、直接というのはなかなか言いづらい部分があるとすれば、やはりそこは

行政が中に入りながらもですね、聞き入れていただくような方法というのをとっていただ

きたいなと、そうした中で先ほどもありましたように、授精についてもなかなか止まりづ

らいという部分があったとすれば、やはり責任の中である程度はやっていただかなければ

ならない部分が出るのかなというふうに思います。 
 今後のことについても、先ほどから何回かお話されておりますけれども、やはりなんと

言っても 50 数戸ある畜産の方々がそれだけよければやっぱり自分の頭数を増やして、こ

れから乳量を増やす目的を持ちながら、預けてでもやっていけるような牧場になっていた

だきたいなと。 
 皆さんご承知のように、森永もこうやって浦幌に新しい施設を設けられたわけですから、

町としても、そして各畜産農家の人にとってもですね、これを機にふやしていただけるよ

うな方法、それはやっぱりある種、畜産農家の方々にもこういった形で牧場もやっていき

ますのでというような言い方の中で、ふやす方法をとっていくのもやはり行政の力も必要

なのかなと思いますけれども、その辺について今後の持っていき方と言いますか、そうい

ったものも、もしあるとすれば、お話をちょっと聞かせていただきたいと思います。 
○森委員長 産業課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 ただいまのお話ですけれども、当然ふやしていく方法というのは、

目減りした部分はですね、当然ふやしていかなければならないということありますけども、

現状今回の建て替えということでですね、畜舎は増設ではございませんので、パイの部分

がありますので、あまりそこにお預かりしすぎてもということもありますので、そこの辺

は限界があるのかなというふうに考えております。 
 あとやはりですね、これまでいろいろお話をさせていただくと、やっぱりちょっと指定

管理者と預託農家さんの思いなり、満足度に乖離があるということがこちらの方も考えて

おりますので、まずそこを何とかですね、改善するような形で考えていきたいというふう

に思っています。以上です。 
○森委員長 副町長。 
○門馬副町長 先ほどのご質問の中で、育ちが悪いと言いますか、そういうようなご意見

もございましたけれども、利用者の方々にもですね、先ほどの満足度の関係で、実際に自

分で飼われている状況と預けた時の状況を比較と言いますか、そういうようなことも含め

てご意見があることは確かでございますけれども、ただ、数字的、データ的にですね、模

範牧場でも預けた時と出す時の比較と言いますか、そういうこと含めてデータをとってお

りまして、それで増体の成績という中で、まだ 24 年度出ておりませんけれども、平成 23
年度と平成 22 年度、平成 22 年度は直営でやっていた時期ですけど、23 年度から指定管

理者ということで、その数字で比較しますと、夏期の増体の成績と冬期の増体の成績で言

いますと、どちらも 22 年度よりも 23 年度がふえているという状況になっています。 
 また若齢群、授精群、妊娠牛ということで 3 つにわかれてデータとして出しております
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けれども、それぞれ 3 つのデータについてもそれぞれ前年度よりも状況としてはふえてい

るという結果になっておりますので、ただそれが満足度という部分でどこまでのところが

実際に預けている人たちに対して満足をできるのかという部分についてはですね、いろい

ろと研究しなきゃいけない部分でございますけれども、そういう中で平成 24 年度につい

てはまだ数字が出ておりませんので、それら指定管理者になった段階で成績が悪くなった

とか、そういうことではないのかなというふうに私ども受け止めておりますので、その辺

についてはご理解をいただきたいというふうに思います。 
○森委員長 課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 今、副町長のお話に補足させていただきますけれども、ちょっと古

いのですが、2012 年 3 月にですね、アンケート調査をやりました。その中ではですね、

便利だとか、指定管理者でよくなったという意見もあるということでご説明させていただ

きまして、副町長がおっしゃったように、数多く預けている酪農家さんの中では、やっぱ

りちょっと物足りないなという部分があるかもしれないのですけれども、すべてがそうい

う意見ではなくてですね、アンケートの中ではそういうプラスと言いますか、指定管理者

よくなったという意見も若干ありましたので、こういうアンケートもですね、たくさんと

りながら全体的にどうなのかなというデータの方もうちの方で蓄積しながらですね、模範

牧場の方と協力して対応していきたいというふうに思っております。以上です。 
○森委員長 関井委員。 
○関井委員 畜舎建設についてお伺いしたいのですが、木造と鉄筋造りでは耐用年数、価

格面でどうだったのか、それとまた設計する段階でどこかに相談したのか。それともう一

つ、建設費 9,600 万円の中身なのですけど、造成費と建築費の内容はいかほどかを 3 点ち

ょっとお伺いします。 
○森委員長 産業課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 まず 1 番目の構造の件に関しましては、一応木造ということで考え

ています。耐用年数というところの話は直接はしていなかったのですけれども、近隣の同

じようなやられているような部分ですとか、そういうのを参考にしながら、実際には鹿追

とかいろいろなところを見せていただきまして、同じような形のものがいいのかなという

ことで、計画の段階からは建築係等に入っていただきながら、検討をしてまいりました。 
 それから、1 番 2 番、同じような形で説明させてもらいましたけど、3 番目の工事費の

内訳ですけれども、予算が 9,600 万のうちですね、本体工事費ということで 9,500 万、あ

と外構工事ということで 100 万ということで考えてございます。以上です。 
○森委員長 造成費と地ならしのことだと思うのですけれども、その部分と建築費という

のですか、上物というのか、どのような内容なのかという質問なのですけれども。今出ま

せんか。 
 これ建築費につきましては、中の仕切りだとか全部込みになっているということなので

すね。課長補佐。 
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○岡崎産業課長補佐 若干造成費の方もですね、含まれてということで、外構 100 万とい

うのが周りの部分の造成という意味でありまして、関井委員がおっしゃっているのは、そ

この下のならしと建物本体がいくらになるのかというお話ですね。添付資料がございませ

んので、設計の方と確認してこないと数字が出ませんので、すいません。 
○森委員長 関井委員、よろしいでしょうか。 
○関井委員 木造で今考えていると言ったのですけれども、鉄筋は全然考えていなかった

のですか。 
○森委員長 課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 構造の部分の考え方ということでございますけれども、一応経費の

部分とかすべていろいろな部分ですね、建築の方にも相談しまして、木造で同じようにや

っている部分がありましたので、木造でいこうということで検討いたした結果でございま

す。 
○森委員長 ほかにありませんか。安藤委員。 
○安藤委員 今日も大変な風強かったのですけれども、今木造でやられるということで、

構造的には結構がっしりした梁とかそういう柱も含めて部材も多少大きくやっているのだ

と思うのですけど、窓というか、電動の巻き上げカーテンなんていうのがあるのですね。

そういうので風に対してどうなのか、ほかでやられているとこと風の勢いというのは相当

違うのではないかなと思うので、その辺について何か設計上で何かあるのかどうか、その

辺をお聞きしたいと思います。 
○森委員長 課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 申しわけございません。風に対する強度という部分では、ちょっと

資料がございませんけど、風の強い時、風を入れたいという部分では、やはり窓という対

応にはならないので、風を遮ったりというそういう部分では、構造上ですね、そういうも

のが必要だということで、準備の方はしていきたいと思っております。 
 風の部分については、ちょっと確認をとらせていただき、当然あそこに建築するという

ことで、建築係の方とも話ながらですね、進めてまいりましたので、その辺のことは若干

考慮には入っているかなと思っております。 
○森委員長 安藤委員。 
○安藤委員 どちらにしても、建物も大規模ですし、9,500 万と言いますか、建築費です

ね、高額な金額なので、やっぱり何か支障あればまたいろいろ修繕だとか、そういうもの

も出てくると思うので、やはりやる前にはその辺も含めてそろそろ入札だけれども、ちょ

っとその辺吟味しながらやっていただきたいと思います。 
○森委員長 安藤委員。 
○安藤委員 今、模範牧場も指定管理者ということで三宅社長さん、私らと大体同じ歳な

んだけれども、今後、雇用体系と言いますか、その会社の中身と言いますか、三宅社長が

何年もずっとやっているというわけでもないのかなと思うので、そういう雇用の人員だと
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か、体系をどのように、町の方で指導というか、何かしているのかどうか。ちょっとその

辺お聞きしたいと思います。 
○森委員長 課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 会社の状況でございますけれども、町からですね、指定管理者に変

わった時点で、社長の方は専属社長ということで、牧場長という今まで町営でやっていた

牧場長という立場の部分は、新たにですね、元いた従業員の方に牧場長ということでやっ

ております。 
 また経理的な部分はですね、常務が一人おりまして、その辺で会社の運営全般のところ

を仕切っているということがあって、社長は全体的な総括の部分ということもあります。

実際今後会社をどういうふうに考えているか、私どもで聞くあれではないのですけれども、

自分も年齢的なものも十分承知されているようで、そういうふうな形で後継者ということ

では考えながらですね、そういうふうにやっていっているように伺っております。 
○森委員長 ほかにございませんか。 
 二瓶委員。 
○二瓶委員 数字を見ればおわかりのとおり、利用料金とも減少している部分があるとす

れば、今後の運営においても厳しいものも当然出てくるのかなと。そういった中で、当然、

先ほどから説明あるように、頭数も含めて現状を維持する形、あるいは若干でもプラスし

た利用料、利用していただける方をふやそうという考えはあるように思いますけれども、

今後においてもですね、やはり預託農家の方々が安心して預けられるような育成方法をと

るとすれば、やはり飼料と言いますか、俗に言うえさ等においても十分な対応をしていか

なければならない。 
 そういった中では、経営にも若干の圧迫と言いますか、負担がかかる部分も出てくる可

能性としてある場合において、行政としてどのような考えを持っておられるか。当初から

町は負担しないということの中であるわけですけれども、その辺の考え方というのをちょ

っと聞いておきたいと思います。 
○森委員長 課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 今ご質問の関係ですけれども、今の指定期間がですね、25 年をもっ

て満了するということもありまして、今年度にですね、新たな指定期間に向けての準備を

進めていくという形になりますけれども、前回の時にはですね、過去 3 年の実績をとりな

がらということで、指定管理料は使用料収入で賄っていただくということで、協定を結ん

でおります。今後につきましては、状況が若干変わっており、飼料上がっています、燃料

上がっていますという中では、たしかに同じでいけるのかなとはちょっと感じております

ので、その辺につきましては、今年の今後の指定管理の指定方法を検討していく中では、

かなりシビアに拾っていかなければダメかなということで、考えております。 
○森委員長 二瓶委員。 
○二瓶委員 確かに飼料の高騰なんかがあると、大変な思いをするだろうというふうに思
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います。それで最後に町長にも伺っておきたいのですけれども、灯油なんかについても、

急にあれだけ高騰したということの中で、補助を出す云々経過としてあった中で、飼料に

ついてもやはり急激な高騰がある時に、それらやっぱり何かの対策を考えていかなければ

ならないのかなという思いはあります。 
 しかしながら、50 数戸ある酪農家の中で、大口の何戸かという中で、果たしてそれらも

含めて、そのことがどう理解することがいいのかなとは思うのですけれども、町長の考え

として、今後飼料の高騰云々ということもあった時に、どこまで補助と言いますか、指定

管理は今 25 年度支払いはないわけですけれども、考え方の一つとしてそれらをもってで

も畜産農家に対して、何とかやってもらう考えとか、そういったものも含めてちょっと考

えを伺っておきたいと思いますけれども。 
○森委員長 町長。 
○水澤町長 この模範牧場を指定管理者制度にした時に、たしかお話したと思いますけれ

ども、契約の中で指定管理料ゼロということで引き受けていただきました。 
 ほかの町のそういう牧場体系をそれぞれ比較させていただきましたら、ほかのところは

やはりもう 2,000 万超える指定管理料を払っているのが現実にあります。 
 うちは、経営努力の中で、今までも特別会計の中での一般会計から出さないで今までず

っとしてきました。そういうことも含めて、今指定管理料はゼロということで引き受けて

いただいているわけです。 
 ただ、その中で、経営環境がそれぞれ変わってきているというのも事実関係だろうとい

うふうに思います。そういう面では、今までの経過とそしてこれからの状況等判断しなが

ら、指定管理料としてどうとらえていくかというのが今度の指定管理、新たに変わった時

の契約内容にかかってくるのではないかというふうに思っています。 
 そういう面では、今どうこうということは言えませんけれども、指定管理料がゼロでい

けるのかどうかというのは、今後の切りかえの時の判断にゆだねられるのではないかなと

いうふうに思います。 
 今のところ、特にこの前に指定管理者でやるって言った時に、単価を預託料下げた経緯、

議会の皆さんにご理解いただいて、単価を下げた経緯があります。そういうものも確かに

こたえていることはこたえているのだろうと思いますけれども、だからと言って、それを

すぐまた元に戻すというようなことは今のところ考えておりませんし、いろいろな状況を

経営状況を見ながら、指定管理料を考えていかなければならないのかなというふうに思っ

ています。 
 そういう面では、今までの出てきている数字を見ると、それほど経営の圧迫感はないの

かなというふうに思っていますので、最終的に今度の契約継続切れる時に、判断はそこで

判断しなければならないというふうに思います。 
○森委員長 二瓶委員。 
○二瓶委員 端的にそういった考えもあるということでよろしいですね。含みを持ってい
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るということで。 
○森委員長 町長。 
○水澤町長 指定管理料ですから、継続する時にどのような形になるかというのは、今何

とも出すとか、出さないとか、そういう話は今の段階ではできないのではないかなと。 
○二瓶委員 出すとか出さないとか、そういう含みはあるということですね。 
○水澤町長 当然、経営していかなければならないということでありますから、積算した

中でどういう数字が出るか、それによって考えていかざるを得ないというふうに思います。 
○森委員長 ほかにありませんか。 
 私の方から 1 点質問させていただきます。今、模範牧場にかかわる運営管理費というこ

とで、質問をされました。これ私の方からですね、一番最初に指定管理者から上限額の算

出ということでですね、年間利用料金の見込みということで 1 億 1,500 万の資料も渡しを

いただいております。今年度 24 年度ですね、委託料、また捕縛料を含めましたら、ここ

にも資料をいただいているのですけれども、1 億 227 万というような数字が出ているので

す。 
 当初から見ますと、1,200 万なにがしが減少しているのですよね。この辺のやりくりと

いうのは、これはどのように行っておられるのか、先ほどもお話が出ましたように、非常

に飼料代も非常に高騰しているというような中身もございまして、1 年間に 1,000 万も減

少すると大変なのかなというふうにも思っておりますけれども、その辺のやりくりという

のは、どのようになさっているのかお伺いしたいと思います。 
○森委員長 町長。 
○水澤町長 数字的なものは別にあると思いますけれども、ただ、これだけ言わせていた

だきたいと思いますけれども、指定管理者制度ですから、当初 3 年だったら 3 年、5 年だ

ったら 5 年の指定管理者を決めて、その中でやっていただいているということです。指定

管理者、希興という民間会社ですから、民間会社の中で例えば模範牧場で赤字が出た部分

については、民間会社の中でそこで相殺するという基本的なことでやっていただくという

ことが指定管理者制度の趣旨だろうというふうに思います。 
 ですから、その辺でやりくりはあるのかもしれませんけれども、今のところ、その指定

管理料に云々跳ね返ってくるというような話は、今は聞いておりませんし、民間の中でそ

の指定管理者の指定管理料の中で運営していただいているのだというふうに思っています。 
○森委員長 ただ、私ら思うのは、やはり 1,000 万円から減少しているということになれ

ば、当然、何かかにか、従業員もいるところから、やはり利用者からみれば、極端な話、

何かおさえないと当然やっていけないのであろうかというような考えも出てくるわけなの

ですよね。 
 私どもも当然やはり 1,000 万も減少すれば、当然何か中身的にどのようなやりくりとい

うのは、非常に疑問を持っているところなのですけれども。産業課長補佐。 
○岡崎産業課長補佐 条例上ですね、実績については 4 月 30 日までに提出するというこ
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とになっておりまして、最新の数字につきましては、まだ手元にきてございません。その

中ではですね、収支内訳をつけるような形にもなっておりますので、その中でやりくりし

ているのかという分析はしたいと思いますけれども、去年の段階ででもですね、収入して

いる部分、経費も抑えながらということで、若干 13 万の赤字で 2012 年がですね、13 万

の赤字ということで、2011 年度ですね、出ております。 
 今年については、そういうような話もどういう状態か経営がという話は聞いてございま

せんけれども、今申し上げましたとおり、4 月 30 日までの年度の実績報告を考えながらで

すね、どういうような運営形態をしていくのかという分析しているのと、次年度に向けて

の指定管理の中の積算の中で話させていただきたいと思っています。 
○森委員長 それともう 1 点なのですけれども、夏期入牧と冬期の舎飼の頭数でございま

すけども、先ほども副町長からも説明がありましたように、頭数的には決して少なくなっ

ていない状況だというような説明ございました。 
 また 4 月につきましては、まだその分のはっきりした明確なものがないですよというよ

うな説明をいただいたわけでございます。冬期舎飼の頭数につきましては、やはり施設の

面からいきますと、やはり六百二十、三十ぐらいが本当に施設の頭数からいけば、それぐ

らいがやはり限度なのかなというふうに思っております。 
 ただ、夏場につきましては、牧場に放牧をするということもございますので、もう少し

ふやしてもいいのではないかなというふうにも思っております。ただ、先ほどの説明の中

では、町内の利用者の酪農家の数が 21 戸、そして町外が 3 戸と聞いてございます。 
 そういう面ではですね、やはり町内の酪農の方々をもう少しふやしてもいいのかなとい

うふうにも思っております。本来からいきましたら、やはり町内の酪農家さんの預託が優

先するだろうということなのですけれども、頭数が減少したり、足りない時には町外も可

能ですよというような話も聞いてございますけれども、やはり今後につきましては、酪農

家、町内を優先するような形、そして今 50 数戸あります酪農家のもっともっとやっぱり

多くですね、利用していただけるような体制というのは必要であろうというふうに思って

おりますけれども、この辺につきましては、どのようなお考えなのでしょうか。 
○森委員長 副町長。 
○門馬副町長 全体的にですね、預託の頭数等は減っているという状況が原因というのは

ですね、まず 1 点は、聞き取りの中では、各農家にある程度えさが余裕が出てきて、預託

をしない、頭数等が減ってきているのではないかという話と、あともう 1 点、農協で豊北

牧場があるのですけれども、これは以前安愚楽の牛を預かっていたということで、それが

なくなったために、一般の牛も今度受け入れ可能になって受け入れるという状況で、若干

そちらの方が模範牧場よりも安いと、これは夏期の受け入れの関係ですけれども、そうい

う状況が一つあるということで、若干影響を受けているのかなというところがあります。 
 あと冬の部分については、先ほど満足度の関係で出ておりましたけれども、それぞれや

はり乳量をふやすために、それぞれ農家さんも結構濃厚飼料をですね、結構多く食べさせ
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ているというのが現状になってきているようでありまして、模範牧場については、条例の

規則の中である程度必要与えるえさの量を決めておりまして、その中で実際やっておりま

す。 
 そういったところが一つの満足度の中で差として表れてきているのかなというところを

感じておりまして、そういった満足度を達成するとなると、飼料をかなり多く濃厚飼料を

与えなければいけないということになりますと、先ほどの濃厚飼料の高値、安定という状

況含めてですね、今後それらがですね、どの程度必要なのかというのは、専門家の方の意

見聞きながら、どの程度必要なのかという部分については考えていかなければいけないと

いうことになりますので、それは総体含めてですね、いろいろ検討する中で、やはり受益

者の方々に満足を与えるためのそういった方策をある程度もうちょっと具体的に決めてい

く必要があるのかなということで感じておりますので、今後、先ほど指定管理者の今後 25
年で一定期間切れますので、来年度に向けてですね、全体的な中でいろいろ問題、課題を

整理していく必要があると、そういう中で、受益者さんの皆さんにできるだけ信頼を受け

る形をとっていくことが必要かなというふうに考えています。 
○森委員長 私も今回、哺育舎を見せていただきました。やはりですね、社長さんは今酪

農家さんに喜んでいただいていますよというような話をいただきました。どこが変わった

のですかと聞きましたら、えさを今までどおりより少し多め、そして増体をよくしている

のですよというような話も聞きました。そういうその結果が表れましてですね、この冬も

病気になる牛も以前から見たら少なくなりましたよというようなお話もいただきました。 
 そういう面ではですね、やはり改善面がみられているのかなというふうにも思っており

ますけれども、いずれにいたしましても、利用者との継続的な信頼関係を構築していくた

めに、やはり利用者との意見交換、これは随時行っていくことが必要であろうというふう

にも考えております。 
 それともう 1 点ですけれども、平成 23 年 1 月 1 日から指定管理者制度に移行しまして、

それから 2 年と 3 カ月が過ぎたところでもございます。初年度ということで、指定管理者

の任期はあと 1 年ということでございますけれども、この 2 年と 3 カ月ずっとやられてき

たわけでありますけれども、行政としてですね、模範牧場に今対する評価というのですか、

この辺につきましては、どのように行政として思っておられるのか、その辺お尋ねしたい

と思います。 
 町長。 
○水澤町長 行政としてどのように評価するという話ですけれども、私どもとしては、模

範牧場のあり方というのは、酪農経営に対する経営を補助するというか、酪農の根幹をな

す部分を模範牧場で酪農家の皆さんにサポートするというものがあるのだろうなというふ

うに思っています。 
 そういう面では、模範牧場での位置づけというのは、大変酪農経営においては重要であ

るというふうに考えていますし、根幹と言えば、それが私どもが目指す指定管理者、そし



- 15 - 
 

て模範牧場のあり方だろうというふうに思っています。 
 今までいろいろな意味で酪農家の皆さんからいろいろなご意見をいただいているという

ことでありますし、今後とも模範牧場の重要性と言いますか、必要性というのは、揺るぎ

ないものがあるだろうというふうに思っていますから、当然これについては、これからも

継続してまいりたいというふうに思っています。 
 ただ、いろいろな部分での指定管理者制度に移行するかしないかにかかわらず、やはり

こういうものというのは、利用者の皆さんに満足していただけるということと同時に、や

はり競争原理も働いてくるわけでありますから、そういうことも含めていろいろな皆さん

に酪農家の皆さんに本当に利用してもらえる、そういう施設でありたいなというふうに思

っていますので、そういう面ではいろいろなご意見をいただきながら、利用者の皆さんと

意思疎通を交わして、今後の指定管理者制度の継続を図ってまいりたいというふうに思っ

ているところであります。 
○森委員長 ほかに意見ございませんか。 
 模範牧場の整備につきましては、大変大きな予算をとって、大変大きな事業であるとい

うふうにも思っております。今後の計画などをですね、町内の全戸の酪農家にですね、周

知をして、多くの方々を利用していただきたいというふうにも思っております。 
 また、利用者との意見交換もですね、継続的にこのことは行っていただきたいなという

ふうにも思っております。また、畜舎につきましては、設計図を見せていただきました。

また現地も確認させていただきました。非常に効率的に管理作業ができる状態の施設であ

ろうというふうにも考えております。 
 また、機械類につきましては、非常に古い機械も見せていただきました。また、今後の

更新する計画の方も説明をいただきました。 
 今、載っている機械の更新につきましては、機械の状況から見れば、少ないのかなとい

うふうにも思ってございますけれども、今後、機械の状況を見ながらですね、やはり更新

にも計画を立てながら行っていただきたいなというふうにも思っております。 
 議長、副議長の方から何かございませんか。議長。 
○田村議長 今日は本当に大変ご苦労様でした。指定管理者の関係については、それは業

者の方できちっとやっていただけるものと思ってございますから、町の行政としての考え

方をちょっとお聞かせいただきたいなというふうに思ってございます。 
 まず牧場の利用状況の中で、約 2 戸の方が今現在の利用 519 頭ほど預かっている牛の状

況の中で、2 戸の方が 70％占めているというような中で、頭数的にですね、そんな中で、

53 戸もある中で、2 戸の方が 70％を占めているということは、あと 1 頭から 30 頭くらい

までの方々がいるわけですけれども、そんな状況の中でこの酪農振興のためにこんな状況

が本当にいいのか、全体的な浦幌の酪農振興のためになっているかどうかという判断は大

変厳しいものがあるのではないかなというふうに思いますので、その考え方とそれから今

投資する中で、もちろん今日本国内騒がれているＴＰＰの問題、今協議に入ることが決定
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した中で、将来の見通しとしてそれだけの投資がしていく中では、果たしてその先の見通

しというのは、どのような判断で見通して、投資をしていくのかって思っておられるのか、

それちょっとお聞かせいただいておけば、ありがたいなというふうに思ってございます。 
○森委員長 町長。 
○水澤町長 利用者、二つの大口で 70％を占めているということで、これが残りの複数の

人たちにどうだろうかという話だろうと思います。私どもとしては、模範牧場のあり方、

先ほど申し上げさせていただきましたけれども、酪農経営をどうやってサポートしていく

かということが大事なことでありまして、それに対して預託者がどのような使い方をして

いただくかということは、やはり千差万別いろいろな使い方があるのだろうというふうに

思います。 
 そういう面では、大口、これから経営にだんだん移行していく、法人化も含めてなった

時代に、やはりそのために模範牧場というのは使いやすいものである必要があるだろうと

思いますし、そういうことが一つは大口の 70％に移行してきているのかなというふうに思

います。ただあとの残り 30％については、やはり小口の人たちにも利用していただいてい

るというのが模範牧場のあり方だろうというふうに思います。 
 そういうことでは、使い勝手のいい模範牧場であり続けたいなというふうに思っていま

す。あともう一つＴＰＰの見通し、これについては本当に大きな問題でありまして、まさ

に我々としては、今のところ交渉が今度の 7 月から実質的に交渉に入るというふうに言わ

れていますけれども、重要品目の関税撤廃は、なれば当然ＴＰＰから離脱してもらうとい

うのが私どもの考え方でありますし、衆参両議院で決議をされているわけでありまして、

これに対して今のままＴＰＰがそのまま通って酪農に対して大きな影響を与えるというこ

とについては、私どもは決してあってはならないことだというふうに思っています。 
 そういう面では、ＴＰＰの見通しということになると、当然そういう重要品目について

の関税は撤廃については、反対だし、当然それについて撤廃はないということを見通しの

中でやらざるを得ないだろうなというふうに思っています。 
 ＴＰＰについては、それ以上のこと申し上げることもできないのかなというふうに思い

ますけれども、ＴＰＰが通ったとか、通らないとか、そういう判断のもとで、今模範牧場

を運営するということは、なかなかできないのではないかなというふうに思っています。 
○森委員長 議長。 
○田村議長 それぞれ考え方をお聞きしたわけですけれども、特にＴＰＰの問題について

は、北海道は輸入牛でないというところに問題があるのであって、加工乳製品ということ

になれば、完全的に一番初めにまずやられるであろうというふうに考えてございますけれ

ど、まずそんな後ろ向きで物を考えていたのではまずいかなというふうには、承知はいた

しますけれども、その辺も考える時に、果たしてそれだけの投資をすることが本当に浦幌

の酪農の振興につながっていくであろうかというような件について、疑問があるというふ

うに考えられたものですから、お聞きして、行政としての考え方がそういう考え方を持っ
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て、前向きに行くという姿勢としてはありがたいことだなというふうに思っていますので、

いいかなというふうに思いますけれども、特に、1 件目の問題についての 53 戸の酪農家の

中での 323 頭、519 頭のうちの 323 頭が 2 軒のうちで占められているのだということにな

れば、これはやっぱり町全体の投資する上では、やっぱり浦幌町の酪農振興のためには、

何とか指定管理者とも十分どころでないぐらい協議をしていただきながら、やっぱりみん

なの人が最低限度でも半分の人ぐらいが利用できるような環境をつくってあげるというこ

とは、大事なことではないかなというふうに思うのですけれども、その辺の対策等どのよ

うに考えておられるのかなという部分で、できたら補佐の方の考え方、よくわかっている

と思うので、お聞きしたいなと思いますが、どうですか。 
○森委員長 町長。 
○水澤町長 2 戸で 70％ということですけれども、利用者としては 53 戸のうち 21 戸利用

していただいているということでありますから、そういう面では半分は模範牧場を利用し

ていただいているなというふうに認識しています。 
 ただ、その頭数は、それぞれ大口の経営しているところとそうじゃないところとありま

すから、それぞれの違いはあると思いますけれども、やはり半数以上の方が模範牧場を利

用していただいているということだろうと思います。 
 それと同時に先ほどもちょっと申し上げましたけれども、今、酪農経営をやはり私ども

としては、より大口化していただくように働きかけはしておりますけれども、なかなかそ

れは実現はしていませんけれども、今後やはりそっちの方向に経営として、形態としてや

っていただくという方向に向けていく中では、やはり模範牧場の重要性というのは、もっ

とふえていくのではないのかなというふうに認識はしているところです。 
○森委員長 よろしいですか。 
 ここで暫時休憩をいたします。 
 

午前１１時５０分 休憩 
午前１１時５９分 再開 

 
○森委員長 それでは休憩を解き、会議を開きます。 
 休憩前に引き続き、審議を続けます。本日は、模範牧場の運営状況についてということ

で、各委員の方からそれぞれ意見をいただきました。模範牧場の管理状況、また運営状況、

また今後建設にあたります畜舎の建設について、また既にできあがりましたバンカーサイ

ロの件で、それぞれ意見をいただいたところでございます。 
 今後につきまして、報告書の関係で皆さん方にですね、意見をいただきたいなと思いま

す。報告書の内容でございますけれども、どのような内容で報告をしたらよろしいでしょ

うか。 
 それぞれ意見をいただきたいなと思います。二瓶委員。 
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○二瓶委員 最終的には委員長に一任というか、そういう形になる部分もあるのかと思い

ますけれども、いずれにしても、皆さんから出ていたように、預託農家の方々が安心して

預けられる牧場を目指してほしいというのが全般的な意見だろうと思います。そういった

中において、あとは委員長に一つ骨を折っていただければと思いますけれども。 
○森委員長 ただいま、二瓶委員の方から内容につきましてはですね、皆さんから意見を

出たような内容をまとめ、そしてまとめたところでまた皆さんに報告をしたいなと思って

おります。こんな内容でよろしいでしょうか。 
 副議長。 
○野村副議長 その件について、この間の議員協議会、議運の中でも話されたとおり、一

任という形じゃなくて、やはり今日議論されたことを当然事務局も議事録とっております

し、原案を委員長が作成するという形で、それをもって皆さんと検討して、委員会として

報告書という形にしていかないと、今までどおり一任、一任という形になっていく可能性

がありますので、だからステップがちょっとふえますけれども、そうしていくことがこれ

からの報告書のあり方だと思いますので、ひとつ。 
○髙橋委員 そういう意味で言ったので間違いないです。 
○森委員長 確認でございますけれども、私が原案として一応作成させていただきます。

そして、また皆様方のご意見をいただきたいなというふうにも思ってございます。こんな

内容でやらせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 皆さんの方から何かございませんでしょうか。安藤委員。 
○安藤委員 さっきこの審議の中でですね、農協の牧場の話ちらっと出たのだけれども、

模範牧場のある程度、この経営内容というか、それはわかるのだけれども、農協の経営内

容というわけじゃないけど、その預かり料がなんぼで、どういうふうにやっているのかと

いうのがちょっと私わからないのだけれども、結局はそっちもやっていて、こっちもやっ

ているから、先ほどから言っている戸数にしても少ないのだろうというのもあるしね、そ

の辺、わかる範囲でいいのだけれども、誰かに聞くなりなんなり、そういうことはできる

のでしょうかね。 
○森委員長 一応ですね、農協の価格につきましては、昨年度から夏場しかないのですよ

ね。10 円下げているのですよ。ということは、農協は、町外からも預かっているのですよ

ね。ところが、町外の額は農協よりも 10 円安いということで、浦幌農協は、よその農協

に価格を合わせた状況なんですね。 
 ですから、値段的にも違うということなのと、模範牧場の夏期の価格につきましては、

今の価格よりもちょっと高かったのですよね。農協の価格と結局一緒にした経緯なのです

よね。昨年から農協がそういうことで下げたものですから、今日の説明の中では、農協の

価格と模範牧場の価格がいくらか違いますよというような説明だったと思いますね。 
 よろしいですか。ほかにございませんか。 
 今日は、早朝からまた大変寒い中ですね、今回の模範牧場の運営状況についてですね、
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所管をとらせていただきました。本当にそれぞれ寒い中ありがとうございました。どうも

ご苦労様でございました。 
閉議 午後 ０時０６分 


