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開議 午前 ９時００分 

      ◎「模範牧場の運営状況について」 

 

○二瓶委員長 皆さん、おはようございます。本日は、所管事務調査であります模範牧場

の運営状況についてさせていただくわけでございます。公務多忙の中を町長、副町長を初

め関係課の職員の皆様にご出席をいただき、ありがとうございます。また、議長において

も大変公務多忙の中をご出席いただき、ありがとうございます。 

 本日は、早朝から福島、宮城のほうで大変大きな地震があったということで、皆様方に

とりましても大変緊迫した中でいたのではないかと、このように思いますけれども、私ど

もの所管事務調査に対しましてご協力をいただきたくよろしくお願いします。 

 それでは、早速座って進めさせていただきたいと思います。 

 本日の出席委員は４名でございます。 

 定足数に達しておりますので、ただいまより所管事務調査であります模範牧場の運営に

ついてを始めたいと思います。 

 それに先立ちまして、町長のほうから一言ご挨拶をよろしくお願いします。 

〇水澤町長 おはようございます。本当にきょう７時から福島沖地震ということで驚かさ

れまして、３メートルの予想ということで、私も途中までしか見ていないのですけれども、

また１メートルの津波が来ているということで、その後ちょっと見ていませんけれども、

東日本大震災のときは浦幌町の厚内に4.4メートル津波が来た、その程度の津波が押し寄せ

る可能性があるということで、まだはっきりわかっていませんけれども、大きな地震がま

た引き続いて来たのかなと。考えてみれば、今年４月に熊本県での大地震があって、災害

が引き続きまた起こっているのかなという感じがしているところです。 

 先日全国町村会の会議がありまして、そのときに来賓で山本まち・ひと・しごと創生大

臣が来て挨拶の中で実は徳島県神山町の話が出まして、うちともいろいろ今うらほろスタ

イルの中で祁答院さんが来て神山町といろいろタイアップしながらやっているので、そう

いう面では全国の先進地域の話が出て、浦幌町の話出るかなと思ったのですけれども、残

念ながら浦幌町の話は出ませんでしたけれども、神山町とも引き続きＩＴ企業関係のそう

いうプロジェクトをこれからも浦幌町は進めていくという意味でいい話が聞けたのかなと

いうふうに思って帰ってまいりました。 

 きょうは所管事務調査ということで、模範牧場の件でまたご協議をいただくということ

でありますので、どうかよろしくお願い申し上げまして、説明を担当のほうからさせます

ので、よろしくお願いいたします。 

○二瓶委員長 説明を。 

〇岡崎産業課長 それでは、本日はよろしくお願いいたします。 

 資料のほうは、事前にお手元に用意させていただきましたので、資料の内容につきまし

ては担当の小川係長のほうから説明させたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
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○二瓶委員長 小川係長。 

〇小川畜産係長 おはようございます。それでは、事前に提出を求められました資料につ

いてご説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、資料の１ページをごらんください。１の施設の概要についてでございますが、名

称、所在地につきましてはごらんのとおりでございまして、平成23年の１月から指定管理

者による管理運営を行っております。次に、施設規模についてでございますが、草地につ

きましては３団地及び賃借地、こちらを合わせまして356.2ヘクタールございまして、施設

設備につきましては昭和52年開設ということで施設の老朽化が著しいことから、平成24年

度から平成26年度にかけましてバンカーサイロ４基の新設、畜舎１棟及び哺育舎１棟の更

新を実施している状況でございます。 

 続きまして、２つ目としまして指定管理の業務等についてでございます。初めに、施設

の管理運営に関して行う業務の範囲につきましてでございますが、直営時と同じ業務内容

としておりまして、指定管理に移行するに当たっても特段変更はございません。 

 次に、利用料金制度についてでございますが、模範牧場については利用料金制をとって

おりまして、料金は指定管理者が定め直接収受をしております。なお、料金は条例で定め

る使用料の額と同額となっております。 

 続きまして、２ページをごらんください。３、指定管理者等についてでございますが、

指定管理者につきましては導入時から現在まで株式会社希興が引き続き管理運営を行って

おりまして、従業員数につきましても導入時と同人数で維持されている状況でございます。

指定期間につきましては、平成23年の１月から指定管理を導入しまして、平成26年４月に

更新いたしまして、平成31年３月までの５年間を指定期間としております。指定管理料に

つきましては、導入時はゼロ円、更新後の平成26年４月からは年間560万円でございました

が、電気料金の値上げに伴いまして平成27年度からは年額589万8,000円に変更をしており

ます。 

 次に、利用料金についてですが、１ページの利用料金制度の部分でご説明したとおり、

導入時の金額は条例で規定する使用料と同額でありまして、更新時から現在においても導

入時の金額と同額となっております。なお、料金につきましては、平成13年の条例改正に

より現在の金額となっております。 

 続きまして、３ページをごらんください。４、利用実績・利用料金実績についてでござ

いますが、こちらにつきましては指定管理者から協定に基づきまして毎月提出されており

ます月次報告書、こちらをもとに牧場使用料と捕縛料の実績につきまして、平成26年度と

平成27年度を比較したものでございます。 

 初めに、牧場使用料の状況についてでございます。まず、夏期入牧料、こちらについて

ですが、期間が５月20日から10月31日までの165日間ございまして、比較しますと町内頭数

で9,443頭の増、町外頭数で１万6,473頭の減、合わせまして7,030頭の減、金額にしますと

204万7,193円の減となっております。続きまして、冬期舎飼い料についてですが、期間が
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11月１日から５月19日までの200日間ございまして、比較しますと町内頭数で8,432頭の増、

町外頭数では１万6,634頭の減、合わせまして8,202頭の減、金額にしますと491万7,828円

の減となっております。続きまして、哺育育成料についてですが、期間は通年でございま

して、比較しますと町内頭数が6,309頭の減、町外頭数で6,127頭の増、合わせまして182

頭の減、金額にしますと47万2,626円の増となっております。これらを合わせました合計に

ついてですが、比較しますと町内頭数が１万1,566頭の増、町外頭数が２万6,980頭の減、

合わせまして１万5,414頭の減、金額にしますと649万2,395円の減となっております。 

 続きまして、捕縛料の状況でございます。まず、人工授精捕縛料についてですが、比較

しますと62頭の減、金額にしますと12万4,000円の減となっております。続きまして、受精

卵移植捕縛料についてですが、こちらは比較しますと76頭の増、金額にしますと38万円の

増となっております。続きまして、入退牧捕縛料についてですが、比較しますと54頭の減、

金額にしますと５万4,000円の減となっております。これらを合わせました合計についてで

すが、比較しますと40頭の減、金額にしますと20万2,000円の増となっております。 

 続きまして、５の運営状況についてでございますが、こちらは平成26年度と平成27年度

の収支状況を記載しております。比較しますと、牧場使用料で649万2,395円の減となって

おりまして、捕縛料については20万2,000円の増、指定管理料で29万8,000円の増、収入合

計で見ますと599万2,395円の減、支出の合計については301万8,829円の減、収支で見ます

と297万3,566円の減となっております。指定管理の導入時は、初期投資や預託頭数の減少

などによる赤字決算もございましたが、平成25年度以降については預託頭数の回復や経営

努力などによりまして黒字に転換し、現在運営されているという状況でございます。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○二瓶委員長 どうもありがとうございます。 

 ここで皆様のほうから質問等があればお聞きしたいと思いますけれども。 

 澤口委員。 

〇澤口委員 それでは、質問させていただきます。 

 現在までの利用状況についてどのように把握をされているのかをお聞きしたいと思いま

す。 

○二瓶委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 ただいま利用状況ということで、どのように把握しているかということ

でございましたが、先ほどの資料の説明の中でも係長申し上げましたとおり、毎月月次報

告ということで提出をいただいておりまして、入牧頭数の確認は行っております。それに

つきましても毎月、毎年ごとということで、指定管理導入時点から推移は把握をしてござ

います。また、利用者につきましては、特段報告義務はないのですけれども、決算ですと

か予算の時期に模範牧場から利用農家ということで、どのような方々が利用されているの

かということでの把握は行っております。 

 以上です。 
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○二瓶委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 利用者の哺育等に関する不満の声が私ども聞こえてきているのですが、行政

側として何か聞いていることがございましたらご答弁願いたいなと思います。 

○二瓶委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 哺育に関するお話でございましたけれども、模範牧場のほうでは利用者

アンケートをやっておりますので、その結果については報告をもらうような形になってご

ざいますので、そちらに関しては把握をしています。また、個人的にも役場に来られた際

ですとか知っている方からお話を聞くこともございまして、そういう話は内部で共有しな

がら指定管理者のほうにその都度お話を引き継ぐようにはしております。 

 以上です。 

○二瓶委員長 澤口委員。 

〇澤口委員 中期、長期的な牧場の利用計画について、現在どのようになっているのかを

お聞きしたいのですけれども。 

○二瓶委員長 岡崎産業課長。 

〇岡崎産業課長 中長期の計画ということでございますけれども、先ほど冒頭係長から説

明しましたとおり、老朽施設の改築につきましては何年かを通してやってきたということ

でございます。実際どれぐらいのキャパが必要なのかという部分ですとか、利用、これか

らの農家さんがどれぐらいニーズがあるのかという部分では、将来展望というのが大変必

要になってくると思ってございますけれども、現在のところ中長期的に立てた計画という

のは持ち合わせてございません。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 今２番目に言ったアンケート調査、牧場でやっていると聞いたのですが、町

のほうではそのアンケート調査の結果とかそういうのは把握されているのですか。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 アンケート結果につきましては、基本的には年次報告、４月中に前年度

の報告をいただくことになっていますので、そのときに言っていただくような形をとって

おりまして、その結果と対応については評定いただいていますので、そちらに関しては把

握をしてございます。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 牧場使用料の関係で平成26年と27年ということで、また比較も説明をいただき

ました。この中で町内の方々、これ利用している件数というのがわかれば教えていただき

たいのですけれども。それと、町外のほうも。 

○二瓶委員長 小川係長。 

〇小川畜産係長 利用者の関係でございますが、28年度の利用のあった部分でございます

が、町内で申し上げますと、戸数としましては放牧で18戸、舎飼いでも18戸、あと哺育に

つきましては６戸ございます。また、あと町外についてですが、28年度の利用としまして
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は１カ所、浜中町のほうで利用がございます。 

 以上でございます。 

○二瓶委員長 産業課長。 

〇岡崎産業課長 26年、27年とお話ございましたけれども、毎月報告の中で頭数の報告し

かもらっていないものですから、細かなどちらの方がということでは押さえてございませ

んので、町内に関しましては私ども町内どういう利用があるかということでは件数として

押さえているのですけれども、町外に関してはどちらかということで、今話もありました

けれども、浜中町ということで個別の件数ということでございませんので、ご理解いただ

きたいと思います。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 これは、哺育のほうも同じ浜中町からなのですか。26年度、27年度を比較しま

すと、哺育の関係では、全体的には頭数はふえてはいるのですけれども、哺育の関係でい

きますとやはり27年度が町外の哺育頭数が多い資料なのですけれども、この辺につきまし

ては件数がふえているのか、この辺の理由をお聞きしたいなというふうに思います。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 町内の利用件数に関しましては、頭数はふえていますけれども、利用件

数に関しては余り差異がないと、増減はないということで、27から28を比較しますと２件

減っているという形になっています。放牧、舎飼いに関してです。それから、哺育に関し

ましては、町内に関しては利用の戸数の変化はなくて、哺育に関しては町外に関しては今

浜中ということで、27利用終わりましたけれども、28も一部利用があったということでご

ざいます。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 ということは、件数はそのままで、町外の哺育に関しては頭数がふえていると。

今まで少なかったものが１件に対して頭数がふえているというような理解でよろしいので

すか。 

○二瓶委員長 小川係長。 

〇小川畜産係長 町外の浜中の利用の状況でございますが、戸数でいいますと、放牧につ

きましては10戸、舎飼いにつきましては８戸、哺育につきましては10戸という状況でござ

います。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 哺育の部門で町内が減って町外がふえたということについて、何か理由といい

ますか、この辺の要因というのは何だろうか。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 町内の利用戸数は減っていないのですけれども、そこの部分はちょっと

はっきりした原因というのは押さえておりませんけれども、町外に、それが26、27から比

較しますと町外の利用者がふえてきているという部分でありまして、こちらとしても施設
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整備しながら町内利用者をふやしていただきたいということがございましたので、そちら

のほうは利用促進についてお願いをしてきたところです。年度の比較ができないので、27

年度までしかつけておりませんけれども、28年度の今現在のところですと、町内のほうが

かなり前年より6,000頭ほどふえまして、町外に関してはほぼ横ばいということで、数字の

ほうは大分戻ってきております。 

 以上です。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 哺育部門というのは、非常に牛としては一番大事な期間なのです。そんな関係

では、哺育舎も新しく建設されて、本来でいけばこれは町内の方々がほとんど使っていた

だくべきなのかなというふうにも思っています。ただ、私も前からお話をしましたけれど

も、やはり一回預けたのですけれども、何かの事情で離れていって、そしてまたそれが呼

び戻すというのですか、できるだけ町内の方を使っていただくというような働きかけとい

うのは、その辺はどうなのでしょうか。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 哺育に限りましては、利用者の増減というのは余り変わりなくて、戸数

が減ったということではありません。舎飼いに関しては、若干利用者が育成に切りかわっ

たですとか減ってしまったという部分もありますので、そちらに関してはやはり50戸程度

の酪農家さんいらっしゃるので、一人でも多くの方に利用いただくということと、まさに

育成で大変な部分を町が保有する模範牧場のほうで保管しながら、あとは搾乳のほうに目

を向けていただきたいという設置の趣旨もございますので、そういう形ではうまく利用し

ていただけるような形でということでは利用促進に関しては引き続きお願いをしていきた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 その辺の働きかけのお話というのは、どのような形で行っているのか、その辺

お聞きしたいのですけれども。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 具体的には、直接利用された方が利用しなくなってという働きかけの部

分については声かけをしてくださいという話なので、具体的にどう動いているかではない

のですけれども、現在利用される方に関しましては、さらなる利用をしていただくという

ふうに行ったときにお話をして、聞き取りをしながらという形で進めているところです。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 そのときに、やはり利用者の方々から牛の管理状況を非常にもうちょっとしっ

かり見ていただきたいとか、そういうような話も伺うのですけれども、当然これ行政のほ

うにもその辺の話は行っていると思うのですけれども、その辺についての対応というのは

どのようになさっているのか。 
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○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 今お話しされた話につきましては、従来からずっと聞いておりまして、

なるべくそこを改善するようにということで、どういった対応をとっているのかという部

分につきましては、これまでは下牧の際に社員が行って話を聞いて、それを社内で共有し

ているという部分だけでございましたが、最近なかなかそういう声も減ってこないという

部分においては、もうちょっと踏み込んだ、なかなかできないのかという話をしたところ、

今回10月末で夏期の放牧が終わったのですけれども、その際ちょうど舎飼いに切りかわる

ということで、社長のほうは全部の利用農家さんのほうに直接出向きまして、その中で引

き取りを行ってきたということで、要望に対する対応策につきましても開始するというこ

とで、その内容につきましては先日牧場のほうから資料提供いただきまして、どういった

ことがあったのか、どういうふうに対応するのかというのは確認をしました。今後また期

別ということで、今度舎飼いが終わった時期にも同じようなことでやっていきたいという

ので、そういうことを丁寧にこれからもやっていっていただくように話をしたいと思って

いますし、また個人的にも利用農家さん知っていますので、なるべく声かけさせていただ

きながら、なかなか言えない部分があればそのまま伝えていくような形で対応していきた

いというふうに思っていますけれども、なかなかこれまでの話、こういうことが多いので、

そこを丁寧に長く根気よく話をして詰めながらやっていきたいというふうに思います。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 今後に向けてということなのですけれども、飼養管理につきましては、やはり

利用者と、また指定管理者、そして行政がここへ入って意見交換という形だということで

お話もしていたのですけれども、以前模範牧場の運営委員というのですか、審議会という

のですか、そういうのをやられて、いろんな話、また意見交換ができたと思うのですけれ

ども、指定管理者にかわってからこの模範牧場の審議会というのは廃止になったというこ

とも聞いているのですけれども、ただやはりこのようにいろんな利用者からの意見、また

不満の声がありながら、今までにもこういう意見交換をやってくださいということについ

ては、私ども再三お話をしてきたつもりなのです。そして、今の説明でいきますと、これ

からそのようなことをやられていくということなのですけれども、今までなぜこれできな

かったのか、その辺お伺いしたいと思います。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 25年程度一回やったということで、全部の飼養農家さんに声をかけてい

ただいて意見交換ということでやりましたけれども、そのときは３名ということで、声か

けをしてもなかなか集まらないという中では、そういう部分はありましたので、どのよう

な形で声を拾うかというところを考えたところ、３者あるとやっぱり言いづらいという話

もありますし、そうなるとなかなか本音、集まっても来ないしというところがあるので、

どういった声の拾い方ができるのかなということを自分たちで考えながらという部分では、

社長がみずから出向いていって話をしていただくとか、私どもが直接話をするとかという
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形がとりあえず声を拾える方法としてはいいのではないのかなということの判断の中で対

応してきたというところでございます。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 今まで24年の１月30日にこの産業建設委員会で模範牧場の管理状況というこ

とでやっているのです。それと、25年の４月にもこの委員会を開いて、そのときにも運営

状況。このときは、ずっと利用者との意見交換をふやせとか、そういうことを再三言って

きていると。今課長言われたように、そこの指定管理者やってから一回はやったのだけれ

ども、集まらなかったということなのですが、そのやり方だと思うのです。ですから、前

からこの指定管理者が議決された平成22年の議会の議事録読みましても、やっぱり運営委

員会が廃止されたので、今後協議会をつくっていく方向で検討したいということも言われ

ているのです。町が言っていることを実際やっていないということなのです。ですから、

今回もそういうことでいろいろ利用者から不満の声があると。結局何年たっても不満が払

拭というか解消されていないということなので、利用者の代表者さんが何人か集まってい

ただいて、協議会だとかそういう設置する考えがないのかどうか、その辺お聞きしたいで

す。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 今の代表者等が集まっていただいてという話もあったので、私のほうか

ら今すぐ協議会をつくるということではなくて、それら利用されている方の話を聞きなが

ら、どういう形をとれば意見を集約していくか、それに反映できるのかというような部分

についてはちょっと相談をさせていただきながら、どういうものがいいかというのはこの

場で言えませんけれども、それら踏み込んで対応の仕方というものを検討させていただき

たいというふうに思います。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 前向きに検討願いたいと思います。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 これ牧場の運営というのは一番大切なところなのですけれども、牛の管理状況

についてお聞きしたいのですけれども、それぞれ哺育部門、そして預かった牛の人工授精

部門、そしてまた舎飼いだとかあるのですけれども、それぞれ牛を見ていただく方という

のは専門的にどういうような割り振りというのですか、行っているのですか。割り振りと

いうのですか、常時牛を見て、この牛はちょっと健康状態でないとか、その辺の判断を見

られる方というのはどういうようなポジションにおいてやられているのか、その辺お聞き

したいのですけれども。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 直接どのような形、人の動きというのはこちらでは詳細は把握しており

ませんけれども、組織的には役員のほかに牧場長がおりまして、総括ということで、その

ほかに草地部門の責任者、それから家畜管理の中の責任者、それから事務部門という形に
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なっています。管理部門の中に哺育部門の、その下になりますけれども、責任者を置いて、

それら全体を総括する形で３名の社員が当たっているという形になってございます。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 前こういう話も聞くのですけれども、下牧の際、時間を指定されて、下牧で到

着する車が１時間もおくれたと。そんな関係で理由を聞いてみますと、何か積み込みの際

にけがをされて、何か１人で積んでいておくれたということなのですけれども、そういう

管理体制というのですか、これは下牧するといったら本当に大事に扱うべきであろうなと

いうふうに思いますけれども、そういった感じで誰か応援だとか、そういうような手配と

いうのですか、与えられたら全部が１人でやらなければならないのかと。そういうことの

話を聞かされるのですけれども、その辺のやり方、また行い方というのはどのようにやら

れているのか。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 会社の中の社員の人の回し方なので、実際どういうふうな部門でどうい

うような部門が忙しくてとかというところまで詳細を把握しておりませんけれども、先ほ

どお話あった下牧の際の対応につきましては、先ほどお話しさせていただいた各農家さん

行って聞き取りした中でもお話があって、頭数が多いときには人が足りないので、増員対

応してくれという意見があったということで、増員で対応しますということで回答したと

いうことは把握をしております。私どもが社員さんを動かすわけではないので、どういう

状況の中でどういうふうな動かし方をしてくれということは申し上げられませんけれども、

利用されている方がそういうところで不都合を生じているという部分については解消する

ような形で内部でも対応するようにという話はさせていただきたいというふうに思います。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 わかりました。 

 そして、下牧したときに非常に牛の状態も悪いのですよというような声も聞いておりま

す。その辺につきましては、下牧の際にいろんな要望等を聞かれているということも聞い

てはいるのですけれども、そういうときの対応というのですか、これはこういう牛ですか

らやせていますよとか、その辺の利用者との話し合いというのですか、その辺はどんなふ

うになっているのかお聞きしたいのですけれども。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 個体のばらつきに関しては、その都度聞き取りをしながらということで、

群編成の中で調整をしていくとか、その事案ごとに発育状況を確認しながら見てもらって

指示をいただくとかということで、個別の対応はしているということで確認をとっており

ます。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 それと、もう一点、聞くところによりますと牧場を管理されている方の従業員

の方の何か入れかえというのも聞いてはいるのです。そういう面では、何かベテランの方
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が退職されたとか、そういう話もまた聞いておりますし、またかわりに入った方々の人材

確保、そして育成だとか、そういう研修についてはどのように行っているのか。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 今おっしゃられたとおり、直営から指定管理に移行した後、職員さんの

入れかえはあったということで、こちらのほうでも把握はしております。今一番短い社員

さんで４年を経過しているということで、それ以上の方は４年以上経過しているという部

分と、今までどおりやっている方ということで状況は把握をしております。人材確保につ

いてですけれども、人数的な部分だけで申しますと直営のときと人数変わっておりません

ので、総体的な部分の人数に関しては確保されているというふうには思っています。今お

っしゃられたとおり、職員さんが新しくなると技術面がどうしても落ちるという部分もあ

りますので、そういうところは研修の中どうやっているかという話だと思いますけれども、

研修につきましては各種研修会の参加をしているという部分と、それから他の公共牧場の

ほうに、期間は確認してございませんけれども、そこに職員を派遣して、他の公共牧場の

運営方法を確認しているという部分、それから年に１度外部から講師を招いて模範牧場内

で検証しているということでの確認をとってございます。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 今議員の関係で導入のときから同じだということで、この表を見ても同じな

のですが、役員３名、きっと社長とほか２人だと思うのですけれども、このほか２人の役

員の方も牧場の経験がある方なのか、またそういう飼育といいますか、そういうものもず

っとやっているベテランの人なのか、その辺ちょっとお聞きしたいのと、現在話聞くと、

いろいろ自己事業というか、そういうものもやられていると。この役員３名の中でその自

己事業も含めてやっているということになると、模範牧場に対する人員ですね、やっぱり

若干手薄になってきているのでないかなと思われるのです。その辺についてどう思われま

すか。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 役員につきましては、１人社長と、それから２名おりまして、１名の方

は模範牧場ができた当時からということで、模範牧場の仕事をしていただいているという

ことです。新しい方につきましても、今年の１月からということで役員さんの状況となっ

ています。経験については、直接のほうは余り私どもについてはそこまでのところちょっ

と確認はしておりません。どういう人物なのかというところまで踏み込むこともできない

ので、行ったときにお話はしていますけれども、過去の経歴等については確認をしてござ

いません。 

 それから、自己、別な事業との絡みですけれども、基本的にはあの牧場の中では模範牧

場の管理施設ですので、それ以外の業務を当然しているということはあってはならないこ

とだと思っていますし、それも理解されていると思います。やっている業務の中身につき

ましては、正直なところ指定管理部門に関しては指定管理料と利用料の中で運営をしてい
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くという部分で、経理も完全に分けられているものですから、そちらに関しては、状況に

関しては詳細は把握してございません。 

 以上です。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 質問を変えて利用料金なのですが、平成13年に最終決定している金額という

ことで、今後この料金改定というのは何か考えているのか。また、町外から来ているとい

うのもありますけれども、やはり哺育だとかそういう面に対しては非常に安いということ

で、利用者にとってはいいことだと思うのですけれども、その辺についてもどう考えてお

るのか。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 今利用料金の話をされました。係長から説明あったとおり、利用料金に

つきましては条例の使用料の範囲を上限として決めておりまして、条例を改正して利用料

を見直さない限りは料金は上がらないという形になってございます。考え方なのですけれ

ども、今現段階ではというところでは考えてございませんで、消費税を10％、住民レベル

の考え方ですけれども、消費税10％になるときに検討のタイミングかなというふうに思っ

ています。料金安くするという話もありまして、部門によっては不採算的なところもある

ので、そういう見直しも必要なところもあると思いますし、一方個人的にいろいろお聞き

した中では、安いから何とか預けているのだと、これ以上高くなったらうちは無理だねと

いう話もあるので、その辺のところのバランスは非常に難しいかなと思いますので、そこ

の検討の際にはどういった形が利用者の方のニーズなのかという部分を把握して検討をし

ていきたいというふうに思っています。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 料金の関係なのだけれども、この指定管理者の26年から電気料が上がったと

いうことで、若干指定管理料を支払っているということですが、今言われたように消費税

の関係も今後どうなっていくかわからないと。やっぱりそういうときにあわせて若干とい

うことになると思うのですが、使用料も検討していかないとだめでないかなと思うのです。

ただ、指定管理料に上乗せしていくのであれば、はっきり言って町税を出しているという

ことにしかならないので、そうやって利用者負担というのも少し考えていかないと、もう

平成13年から一回も上げていないよと。したら、今はまだ模範牧場として利益は上がって

いるからいいのですけれども、ただその利益上がっているのも町で補填しているから上が

ったのだなとしか思われないのです。ですから、そういう改定もそういうときには考えて

いければいいかなと思うのですけれども、その辺についてどう思いますか。 

○二瓶委員長 町長。 

〇水澤町長 模範牧場、料金の改定の件についてでありますが、私のほうから答弁させて

いただきますけれども、そもそも模範牧場というのはやっぱり酪農経営者のための牧場と

いう側面は高いというふうに私ども考えていますし、そういう面では今までもそういう役



- 13 - 
 

割を果たしてきたのだろうなというふうに思っています。そういう面で、料金改定をどう

いうふうに持っていくのか、どこがやっぱり一番ベストなのかということは常に考えてい

かなければならないだろうなというふうに思っています。確かに直営のときは、直営です

から、人件費も含めて多額の費用をかけながら直営でやっていたということで、当初は模

範牧場に移行するときには委託料ゼロで何年かやりました。ただ、現実的には運営してい

くための経費がかかってきているということも事実でありまして、そういう面では酪農家

の皆さんの負担がどこまで耐えられるのかということもいろんなことを考えながら料金を

設定していく必要があるだろうなというふうに思っています。そういう面で、電気料金の

ときには委託料を上げることによってカバーしたということもありますし、今課長が言い

ましたように今後消費税の改定のときにやるのか、これはよくユーザーの皆さんと話をし

ながら決めていく必要があるだろうというふうに思っています。そういう面では、本来で

あれば独立採算が一番いいわけでありますけれども、なかなかそうはいかないということ

で、町の情勢といいますか、経営に対するそういう補助をどこまで持っていくのかという

のは、これからも慎重に考えていきたいなというふうに思っています。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 もう一つ、25年の第４回定例会で26年度からの指定管理者の議案が出たとき

に、町側からこれに対する補足説明書というのが出ていまして、その中で模範牧場につい

ての安全対策ということで、事故防止のための対策や体制ということで毎日の朝礼の際、

取締役から作業及び家畜の安全の指示をしているということが述べられているのですが、

この観点について本当に毎日そうやって朝礼もやられているのか。それと、機械等も常時

使うと。これについても事故等があっても大変なことになると思うので、これの資料点検、

また作業点検、この辺についてどのようにされているのか。また、社員と朝礼もいいので

すが、打ち合わせ会議といいますか、週１回なのか月１回というか定例の打ち合わせ会議

とか、そういうのを持たれているのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○二瓶委員長 小川係長。 

〇小川畜産係長 ただいまのご質問でありました、まず安全対策の部分についてでござい

ますが、こちらについてはただいま委員がおっしゃられたとおり、毎日の朝礼の際に取締

役社長になりますが、社長のほうからその作業の安全であるとか家畜の安全について指示

を行っているという状況でございます。あと、それ以外に万が一事故があった場合につい

ては、速やかな連絡体制をとるようにということで、必要な部署なり職員に対応等を指示

するというような体制をとっているということで確認をしております。また、機械の維持

であったり管理という部分についてでございますけれども、こちらについては基本的に毎

日従業員が作業開始前に機械の状態を確認してから作業を開始するというような体制とし

ておりまして、あと機械の走行距離であるとか不良箇所、また修理状況等については社内

のコンピューターのほうで記録をしまして管理を行っている、そういう体制をとっており

ます。 
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 あと、月１回の会議等の関係なのですが、社内のほうで月１回、課長以上、取締役と各

課長が集まっての管理職会議を月１回、それから職員全体での会議ということで、こちら

も月１回実施しているという状況でございます。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 利用者の方何人か伺ったのですけれども、そうやって今言われたように朝礼

だとか打ち合わせ会議とかなされていれば本当にいいと思うのですけれども、なかなか社

員の方から社長まで本当に意見が通っているのかという不安な話も聞いております。本当

に上司に言ってから順番に多分言われているのだと思うけれども、どこかでとまってしま

っているのかなという、そういう話も聞かれるのですけれども、その辺については何か聞

いておりますか。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 大変申しわけありません。正直、社内の連絡体制、下から上につながっ

ているのかという部分とか、そのような部分については承知してございません。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 こういうところで会議をやって、実際には模範牧場というのは町が管理をして

いる状態だと思います。それを今委託して管理者にお願いをしているということなのです

けれども、どうもその辺の連携がとられていないのかなというふうには思うのですけれど

も、その辺につきましてはどうなのでしょうか。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 私どものほうとしましては、議会のほうからいろいろお話もありました

し、個人的にも利用者の方からお話も聞いておりまして、どういう形がいいのかというこ

とで当然思いながら活動はしてございます。連携とれていないのかという部分、必ずいろ

いろ話をしに行くようにしていますし、情報をもらうようにしていますけれども、連携を

とれていないのかというふうに見えているようであれば、その部分はそういうところを理

解いただけるように、さらにまた深めていきたいというふうに思っています。 

 また、直営から指定管理になったときも、私どもさらに利用者さんのサービス向上だっ

たり満足いただけるようなということで指定管理に移行したという大前提がございますの

で、そこがそうなっていないということに関しましては、私どもに関しても指定管理して

いる意味がないのではないかというふうに思います。ですので、指定管理に移行した当初

の目的達成できるよう、さらにいろいろご意見いただきながら指定管理者とも、それから

利用者さんともお話をしながら改善に努めていきたいというふうに思っています。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 26年度と27年度の比較を見ると、先ほども詳しく説明いただきましたけれど

も、町内牛がふえてきていると、哺育を抜かして。こういうふえているということは、や

っぱり地元の酪農家さんは模範牧場を頼りにしているというか、そういうことで預託され

ているのだろうなと思います。収支についても25年が688万4,000円とか、26年、それも580
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万、27年280万とか、そういうふうに黒字経営されていると。本当にそこの模範牧場の経営

というのは、ある程度適正管理していい牧場になってきているのだなと。ただ、そうやっ

て聞こえてくるのが何ぼか……何ぼかといいますか、利用者の不満といいますか、そうい

うのも聞こえてくるので、これだけ立派にやっているのだから、もう一息かなと思うので

す。そんなので、先ほども言ったように町と模範牧場と利用者の協議会か何かつくってい

く方向で検討願えないかなと思いますけれども、町長、どう思いますか。 

○二瓶委員長 町長。 

〇水澤町長 指定管理者制度については、皆さんご存じのとおり民間活力を利用しながら

ユーザーの利便性を高める、また施設の利用性を高めるということが本来の目的でありま

して、そういう面での模範牧場も指定管理者制度に移行して数年たっているわけでありま

す。そういう面では、今いろいろきょうご審議をいただいている中で出てくるのは、やは

りユーザーと経営者との、指定管理者との信頼関係がなかなか構築できていないのでない

かというのが主なご質問だろうなというふうに、委員さんが疑問に思っている点だろうな

というふうに思っております。そういう面では、数度の産建委員の中での質問等でもこれ

までもありましたし、町としては指定管理者にきちんと管理してもらいたいし、ユーザー

とはきちんと信頼関係を構築してもらわなければ当然利用者が減るということになります

し、模範牧場の意味もなくなるということは常にお話をさせていただいているところであ

ります。また、協議会という話もありましたし、前にもそういう話を受けて、ユーザーと

経営者との会議の席を持ったわけでありますけれども、なかなか直接対話が、遠慮という

面もあるかもしれませんけれども、成り立たないというのがありまして、それについて今

後どうしたらいいのかというのが確かに今苦慮しているところであります。もっとざっく

ばらんな話し合える、そういう体制づくりが必要なのだろうなというふうに思っています

し、今後ぜひそういうスパンを、今までの協議会とかこういうかた苦しいものではなくて、

もっとざっくばらんに話し合える場をつくる必要があるのかなということもそれぞれ経過

の中でも対応を考えて今いるところであります。そういう面でも、今いろんな話を伺いま

したけれども、いずれにしましてもこれは指定管理者が民間ベースでやっているというこ

とでありますから、なかなか町が細かいやつを指定して、これをやれということができな

いわけでありまして、皆さんのいろんな質疑、またユーザーから受けている疑問等々につ

いて個別に対応させていただいているというのが現実だろうと思います。そういう面では、

これからもそういうユーザー、特に大口ユーザーからのそういう苦情がない、そういう指

定管理者に注文をつけながら町としては今後とも管理していきたいというふうに思ってい

るところであります。どうかこのような質疑が重ねてないように、これからも取り組んで

まいりたいというふうに思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 違う質問、十勝ほ育育成牛受託協議会というのができたということで、15年

の６月26日の、これは北海道新聞の記事で大きく載ったのです。この中に浦幌町の希興さ
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んも載っていて、全部で７法人といいますか、そういうところでやって、16の賛助会員が

いると。こういう哺育育成牛の協議会が十勝管内のそういうあれでできたということで、

本当にお互いそういう技術力といいますか、そういうのもお互いに勉強し合って研修も積

んでやっていると。事務局が事務局運営研修会開催に当たってはということで、十勝総合

振興局の農務課、十勝農業改良普及センターの支援を仰ぎということなので、その辺行政

も入っているということなのですが、町としてその辺についてはどうなのでしょうか。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 今言われた協議会の内容については、細かなところは直接行政絡んでお

りませんので、承知しております。その中で模範牧場の指定管理者で希興も入りながらと

いうことで、活動としては年に１回の農場研修ですとか哺育技術研修をされているという

ことで、そういう研修の案内を振興局を通じて来ている形になっています。事務局のほう

は、普及センターのほうがやっていると、お手伝いをしているというふうに聞いています

けれども、活動の細かな詳細等については直接行政のほうに流れてきませんので、そのよ

うな活動はされているということで、１回目なのですけれども、模範牧場のほうで農場視

察ということで受け入れたという話は聞いてございます。 

 以上です。 

○二瓶委員長 森委員。 

〇森委員 先ほども町長のほうからもお話がございましたように、やはり信頼関係という

のが一番大事であろうなというふうに思っております。以前からこういう話が出て、これ

言いましたし、今後につきましてはやはり早急な対応、また対策をとっていただきたいな

と、このように思います。牧場運営、また経営されているところで利用者の方から不満の

声というのは私聞いたことないのです。やはりこれ経済につながることですから、牧場の

運営体制というのはいかに利用者に喜んでもらえるかということが私は一番のモットーで

あろうなというふうに思いますので、どうぞこの辺も十分に考慮していただいて、今後に

向けてやっていただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

○二瓶委員長 ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○二瓶委員長 なければ、私のほうから１つ聞きたいのですけれども、現在模範牧場にお

いて受け入れている牛の中で疫病の発生等はあるのかないのか、それらを確認しているか

どうか伺っておきたいと思います。 

 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 病気に関しては、法律上、家畜伝染病予防法の中で法律的に届け出なけ

ればならないもの、それから法律上対応しなければならないもの、いろいろ分かれていま

して、その中での対応は当然しなければならないですし、そういうような事態が発生した

場合についてはこちらに連絡も来ますし、そういう場合につきましても農済さんですとか
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家畜保健衛生所さんですとか連携とりながら対応しているということでございます。 

○二瓶委員長 疫病が発生したという連絡は来ていないということでよろしいですか。 

〇岡崎産業課長 家畜伝染病予防法による疫病というものはございませんで、法定伝染病、

それから届け出伝染病という形の中で分かれていることでございます。それ以外にもいろ

いろな病気がありますけれども、そちらに関する病気に関しては発生したときに連絡来る

ようになっていまして、法定伝染病並びに届け出伝染病による病気については、発生に関

してはありません。 

○二瓶委員長 今法定的なものについては連絡がない。それ以外のことでも別にそういっ

た疫病といいますか、病気的なものは連絡はあったのかなかったのかも含めて。 

 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 今答弁させていただきましたとおり、法律上のものはありませんけれど

も、疑似等、そういうものに関しては発生している部分に関しては連絡を受けておりまし

て、それに関しては家畜保健衛生所、農済さんと対応しながら、そのものに関しては届け

出伝染病ではないということで確認をとりました。その後の対応等につきましても、連携

をとりながらやっているということでございます。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 先ほどもちょっと言いましたけれども、今の指定管理者の方の実施事業です

ね、何件かやっているという話は聞いております。これは、会社の経営安定上、必要なも

のだと私も思っております。ただ、模範牧場に対して影響が及ばないようにということで

やられていただきたいと思いますが、この指定管理者の当初の議会のときにこの実施事業

の関係については毎年の実績報告書で確認するよということで出ておりました。この辺に

ついて、今後もそういう実績報告書の中で深くどうのこうのということでなくて、報告書

の中で確認していくのかどうかお伺いしたいと思います。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 ただいま自主事業の関係ですけれども、会社として別部門でやる経営と

いう部分と分けて考えてございまして、模範牧場において、あの場所を使って、その中で

やる事業に関しては自主事業という部分になってございますので、それに関しましては当

然報告をもらって事前承認をした中で自主事業をやっていただくという形になっています。

ということですので、別部門の会社の牛をそこに入れるということもあるかと思うのです

けれども、それに関してはそちらの経費のほうでやって、使用料については模範牧場の利

用料収入という形になっていますので、それは自主事業ということになりません。あくま

でもあの中でやる事業に関して、今こちらからお願いしている事業以外のものをやる場合

については自主事業という形になりますので、それに関しましてはルールどおり事前承認、

それからそれに伴った報告ということは求めていきたいというふうに思います。 

○二瓶委員長 安藤委員。 

〇安藤委員 したら、自己牛を模範牧場で飼うということは許可得ればいいよということ



- 18 - 
 

で議会の議事録には書いてあったと思うのですが、その辺についてはどうなのですか。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 当初は別部門がなくて、自分の牛をその場で飼って、それで売るという

ことで、模範牧場内の完結ということだったので、模範牧場の中で自主事業となりますと

いうことで、それに対しては事前の報告をもらいながら承知をして、実績報告の中でも報

告していただいたという形になります。現在につきましては別部門ですね、会社別と考え

ていただきたいのですけれども、こちらの部門から牛を預けて、それに関してはそちらの

部門の会社が使用料を払ってということなので、それは育成が終わればまた帰るという形

になっていますので、会社の別部門の事業ということで押さえておりますので、指定管理

者の当時の自己牛の自主事業ということと考え方としては違っているということでご理解

いただきたいというふうに思います。 

○二瓶委員長 ここで暫時休憩をとりたいと思います。 

 

午前１０時１２分  休憩 

午前１０時１８分  再開 

 

○二瓶委員長 再開をしたいと思います。 

 全体を通して何か皆さんのほうからございませんか。 

 議長、何かありましたらお願いします。 

 議長。 

〇田村議長 それぞれ担当課の課長さん並びに職員の皆さん、答弁に大変苦慮しておられ

るのに身をもって感じております。だけれども、この模範牧場についてそれぞれ同僚議員

のほうから大変厳しいご意見が出ておりますけれども、まだまだこの厳しさはこんなもの

でないということは自分も承知しているつもりです。そんな中で、希興の会社の問題につ

いては我々どうのこうのということはないけれども、世間一般的で言われているのでは、

うちの牧場長は会社の社長さんは浦幌の社長でなく十勝の社長でなく北海道の社長でなく

世界の社長だと言われているぐらい忙しい方だそうに聞かせていただいております。そん

な中で、今同僚議員からは出ませんでしたけれども、牧場で牛舎に顔を出すことはまるっ

きりないということ自体が僕は浦幌模範牧場の危機管理者として失格であろうというぐら

いの気持ちを持っております。そんな中で、今とやかく言っても仕方ないので、これは初

めから決まっていたことなのだけれども、業務仕様書、それから事業計画書を町のほうへ

出すということになってございますけれども、その中で毎年度の実績報告と指定管理者の

自己評価の義務づけをしているはずだから、このことの自己評価を、毎年出されているや

つを提出していただければありがたいなと。それによって、内容を評価させていただきな

がらやったほうがいいのでないかなというふうに思っておりますし、それぞれ預託者、管

理者、両方の意見を聞いているわけでもなく、預託者の内容を聞いているだけですから、
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その報告書を我々委員会で目を通して再度評価して、本当に預託者との意見が整合性があ

るかないかということをやったほうがいいのかなというふうには思っております。 

 そのほかとしては、基金の残高なのだけれども、ここに基金残高ずっとあったのですけ

れども、基金の残高は今ふえているのか減っているのかという状況も報告していただけた

らありがたいのと、それからここ４年ぐらいでトラクター３台も４台も入れているのです

けれども、これもまたうわさですから、余りなことを言うことは差し控えますけれども、

公私混同が激しいよというような情報が入ってございますので、入れかえたトラクターの

古いほうのトラクターはそのまま持っているのか、それとも下取りに出してしまったのか、

その報告だけちょっと教えてください。 

 以上です。 

○二瓶委員長 岡崎課長。 

〇岡崎産業課長 まず、お答え今できる部分でさせていただきます。 

 まず、基金に関しましては、設備投資をするときに全部特定財源として充てましたので、

基金条例についても廃止しておりますので、基金に関してはございません。 

 それと、トラクターに関しましては、基本的には更新ということでご説明させていただ

いているので、今まで入れてきた機械に関しましては、古い機械は廃棄をしております。

今年入れた分についてはこれからということになっていますけれども、それ以前に入れた

トラクターに関しては古い機械については全て廃棄してございます。 

 以上です。 

○二瓶委員長 副町長。 

〇鈴木副町長 ただいま議長のほうからお話ございました実績の報告に関する自己評価の

点検表みたいなものがあるだろうということで、その提示を求められたわけでありますけ

れども、おっしゃるとおり自己評価、また役場内でも評価ということをさせていただいて

おります。ただ、このことにつきましては、指定管理選定委員会の中でも議論の交わすこ

とでございまして、今後の実績の把握ということについても委員会としても携わっていき

たいという一部意見のある方もおられまして、実際に模範牧場ではないですけれども、ほ

かの指定管理における実績評価について、実証試験といったことも昨年度……たしか昨年

度だったと思いますけれども、実証してまいりました。今後は、その扱いについてどのよ

うに具体的にしていこうかという現段階だということと、あわせていわゆる選定委員会と

のかかわりがあるということと、それから実績について自己評価という部分について情報

公開という町の条例上の取り扱いでどうなるかというのをちょっと、その辺まだ今の段階

では全て把握しておりませんので、このことについてどのような取り扱いになるか後ほど

検討させていただいて、本日の中では即答できませんけれども、おっしゃる趣旨について

は十分わかっているつもりでございますので、何らかの対応ができるか含めて検討させて

いただきたいと思います。 

○二瓶委員長 議長。 
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〇田村議長 実績評価はそれとして、今我々がどうしても預託者からの、もう２年の間こ

うやってずっと、バンカーサイロをやるときからこういう苦情がずっと出てきていて、そ

してその対応を担当課でやっている、これはもう大変な思いしてやっていると思っている

のです。その苦労は本当に痛いほどわかるし、答弁の中でも十分わかるのですけれども、

やっぱりプロはプロの答弁するなと思って聞いておりますけれども、そんな中では指定管

理者の自己評価、自己評価というのは義務づけしているのですから、その辺副町長、十分

ご理解いただきながら対応していただきたいなというふうに思います。 

〇鈴木副町長 本当におっしゃるとおりで、恐らくは現実の声と実際に行っている者との

認識がどのように合っているのかという部分でないかと思います。それが実際に評価とし

てあらわれてくるだろうというような意味合いだと思います。そのことについて、重々こ

ちらのほうについても理解をしているつもりでございますので、先ほど申し上げましたと

おり２点ほどお話しさせていただきましたけれども、そのことについて前向きな中でなり

得るのであればという思いの中で、公開という部分についての取り扱いも含めて検討させ

ていただきたいなということで、その辺については本日の中では即答はできませんけれど

も、そういうことで調査検討させていただきたいという旨のことでご理解をいただきたい

と思います。 

○二瓶委員長 あと全体を通しては、ほかにございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○二瓶委員長 ないようなので、この辺で暫時休憩といたします。 

 

午前１０時２７分  休憩 

午前１０時４０分  再開 

 

○二瓶委員長 それでは、休憩を解き再開いたします。 

 これより皆さんから今まで質問された中、また答弁された中で疑問点等もございました

ら自由に発言をいただき、取りまとめをしていきたいと思いますので、お願いを申し上げ

たいと思います。 

 まず、今発生している問題等について、皆さんのほうから何かございましたら。先ほど

から質問されたことも含めての中からの意見でも結構ですので、お願いしたいと思います。 

 それぞれ皆さんのほうから質問され、答弁した中で、やはり何といっても預託業者と指

定管理者の間の意思の疎通というものがちょっと少なかったのかなというものが最終的な

ものになろうかと思いますけれども、そのほかに皆さんのほうから、このことだけは行政

に伝えておきたい、そういったものがあればそれらも含めて皆さんのほうから意見をいた

だきたいと思います。 

 森委員。 

〇森委員 今回各委員の中からそれぞれ質問等があったと思います。私は、やはり利用者
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の満足度、これが一番強調すべきだというふうに思いますし、これも何年も続いていて、

ある程度は改善されたものもあるのですけれども、まだまだやはり改善する点があると思

います。そんな関係では、やはり早急な対応、対策をとっていただくようなことも所見と

して書き入れるべきであろうなというふうに思っております。 

○二瓶委員長 先ほどから質問の中でもあったように、いろんな問題、課題等々があった

と思いますけれども、それらについてでも行政として言い切れるもの、言い切れないもの、

それぞれあると思いますけれども、特にこのことだけはぜひやってもらいたい、そういっ

たものも含めて皆さんのほうからありましたら意見をとりたいと思います。 

 安藤委員。 

〇安藤委員 先ほど議長からも言われた毎年出る実績報告書なり自己評価について、町の

ほうとして確認して把握されたいということで、これはお願いになるのか、あれですけれ

ども。 

○二瓶委員長 今言われたように、これはオープンにできるもの、できないもの、それぞ

れあろうと思いますけれども、できる限り評価書も含めて議員として知っておくことも必

要なのかなと。そういった面で、要請といいますか、そういった方向づけで所見に出して

いくというような…… 

〇安藤委員 そうではなくて、町のほうでそれを把握していただきたいと。 

○二瓶委員長 失礼しました。以上のことの中で所見に出していきたいと思います。 

 自由討議なので、皆さんのほうからこれはというもの意見を出していただいて、その中

でそれらを産建として出していくか出していかないかも含めて話し合っていきたいと思い

ますので、自由に発言をいただきたいと思います。 

 安藤委員。 

〇安藤委員 どちらにしても、この指定管理者制度に移行した経緯ですね、元職員の場長

が技術面ですぐれているということで、町はある程度その方に会社をつくってもらって委

託するということになったはずなのです。ですから、やっぱりその方が誠心誠意模範牧場

に対して常駐とまではいかなくても、そういうふうに管理をしていただきたいということ

で、これを所見に書いていいのかどうかというのは私もあれですけれども……と思います。 

○二瓶委員長 今の意見について、皆さんのほうからも何かございましたら。 

 森委員。 

〇森委員 それと、もう一点なのですけれども、やはり模範牧場の趣旨と申しますか、そ

の辺のことも要綱的にしっかり補ってもらうと。あくまでも酪農家のサポートというか、

酪農家の皆さんを手助けする模範牧場であるのですから、その辺のこともやっぱりしっか

りやっていただくことと、また人材確保について、やはり牛の管理にかかわる研修という

のですか、そういうのも力を入れてやっていただきたいなというふうに思います。 

○二瓶委員長 今研修も含めて森委員のほうから発言あったのですが、皆さんのほうから

何か。 
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 正直言って、研修といってもやはり素人が……素人という言い方は失礼ですけれども、

そういう人が入った場合には当然研修をし、牛に対する知識というものを十分に理解をし

ながら、預託された乳牛も含めて管理体制等を整えていかなければならないと。そのこと

も含めて研修等が当然必要であろうということになろうと思います。いずれにしても、こ

の模範牧場、そしてまた指定管理者制度にするに当たっては、かつての模範牧場以上の預

託業者に喜ばれるといいますか、預託業者にとって利益のあるような牛に育てる牧場とい

うのが一つの、それは民間の活力を生かしたものということなのでしょうけれども、それ

が森委員のほうから先ほど発言があったように、不満の声がちょっと多過ぎるのかなとい

う点で、これらについても改善の余地があれば十分にそれらを検討しながら改善をしてい

ただくというようなことだと思います。 

 皆さんのほうから何かございましたら。 

 森委員。 

〇森委員 意見交換の場と申しますか、利用者、そして指定管理者、行政のほうへ入って

ということ。これは、以前からお話をさせてもらっているのですけれども、なかなか単独

的に聞き取りだとかそういうこともあるのですけれども、やはり不満が出るということは

そういうことをきちっとやっていかないことには、そういう中で議論をただせば不満の声

がなくなっていくのかなというふうに思いますので、そういう話し合いの場というのは、

これはもう絶対に必要であろうなというふうに思います。 

○二瓶委員長 今森委員のほうからもお話あったように、この指定管理者にあっては運営

委員会の廃止ということの中で利用者との意見等の交換も要るのではないかということの

中で質問され、またその中にあっては意見交換の場ということも含めてでしょうけれども、

協議会的なものをつくって進めていきたいという答弁もいただいております。これらにつ

いても、早急にそのような形を持っていけるよう検討していただくような形になろうかと

思いますけれども、これらについて皆さんのほうから何かございましたら。 

 澤口委員。 

〇澤口委員 せっかく預かっている牛を信頼を失うようなことが今起きているという状況

の中で、やはり原点に返って信頼をもっと深めていけるような体制を願うのが先ではない

かなと。今までの流れの中での答えというのはそこだと思います。だから、原点に返って

やはりやっていくような方法を願っています。 

 以上です。 

○二瓶委員長 今澤口委員のほうから原点に返ってのことを十分に踏まえながらというの

は、先ほどから言われているようにやはり業者との意見交換、話し合いというのが当然必

要になるだろうと。先ほど森委員、安藤委員からも言われたとおりだと思いますけれども、

皆さんのほうからこれにかかわってでもよろしいですし、またそのほかのことでも何かご

ざいましたら。 

 いずれにしても、預託される農家の方々にどの程度満足していただけるかというのは、
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これは生き物ですから、かなり難しいものもあろうかと思いますけれども、どこが基準に

なるかというものもあるのですけれども、その基準に近いものにしていただきたいものと。

それが利用者の満足と、そして浦幌町の模範牧場であるのではないかと。 

 先ほど議長のほうも言われたように、町にとってもすばらしい方であるゆえに、なかな

か預託農家の方々から物申しても、それに対して答弁はいただくのですけれども、再度こ

うしてほしい、こうであるべきだということがなかなか述べられない。そんなことも含め

て、議員協議会になるのか何になるのかわかりませんけれども、話し合いの場というもの

は必要ではないかと。皆さんのほうからも、それも含めて何かございましたら意見をいた

だきたいと思います。 

 いずれにしても、100％の理解度を得られるというのはお互いが難しいと思うのですけれ

ども、その 100％近いような形に持っていくために、先ほどから言っているように協議す

る場があってもいいのかなと。それは、早急にやっていただくような方向づけで所見等に

おいてもその方向になってくるのかなと思います。皆さんのほうから…… 

 ほとんどの意見が出されたのかと思いますけれども、よろしければ報告書等については

副委員長も含めて委員の中で進めていきたいと思いますけれども、そんな形でよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○二瓶委員長 なければ、皆さんとご相談をさせていただきながら、自分の責任の中で報

告書の作成、また報告をさせていただきたいと思います。それでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○二瓶委員長 全体を通して皆さんのほうから何かございませんか。その他として、その

他皆さんのほうから何かございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○二瓶委員長 議長のほうから何かございませんか。 

〇田村議長 ありません 

○二瓶委員長 事務局のほうからはないですか。 

〇新川議会事務局長 ありません。 

○二瓶委員長 全ての意見が出たのかなと思いますし、皆さんのほうから忌憚のない意見

をいただきながら、今後もまた模範牧場がいいものにでき上がるように願っております。 

 以上で産業建設常任委員会を終わらせていただきます。本日は、どうもありがとうござ

いました。 

閉議 午前１０時５６分 


