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○議長（山須田清一君）：次に１番、金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：一般質問通告書に従い、

２項目５点ほどお伺いいたします。 

まず、酪農支援対策についてでございます。酪農

は今、大変厳しい状況にあります。２年前、菅（直

人）総理大臣が急に、ＴＰＰという言葉を初めて聞

いたのですけれども、関税なき完全自由化というこ

とで、そういう話題を提供されました。また、野田

（佳彦）総理になっても、参加のための協議に入り

たいということで、大変、国の政策に、農業は随分

と左右されかねない状況下にあります。そういう中

で今回、酪農支援対策ということで、お伺いいたし

たいと思います。 

平成１８年からの行財政改革により、農業予算も

縮小し、新たな酪農振興対策を打てないまま、今日

になっていると考えます。この間、離農も進み、農

業の限界集落といわれるようなシネシンコ地区３戸、

鬼志別地区２戸、豊里地区１戸に見られますように、

農地も保全管理するにも大変に なってきている状

況になっております。村長の大変な御苦労もあり、

ポロ沼地区防災事業も昨年度からスタートをしてお

ります。本格的な農地整備は来年度以降になります

が、それに伴い、農家の負担も、かなりの額になり、

厳しい農業状況の中、負担に耐えられるか、大変心

配です。また、浅茅野地区は大型法人も多数でき、

糞尿処理のために草地整備が必ず必要になります。

そこで、お伺いいたします。 

個人負担による農地整備等、及び農地管理に必ず

必要となる石灰、この散布に対して、村として助成

をする考えはないか、お伺いしたいと思います。な

お、行財政改革の前に、助成措置ということで、１

０年ほどでしたか、やられた経過がありますので、

その辺の復活という意味でもいかがか、お伺いいた

したいと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。村では、安定した酪農経営の確立のため

欠くことのできない主要施策として、草地基盤の適

正な維持管理を掲げ、国営総合農地防災事業ポロ沼

地区により、泥炭土に起因する農地の排水不良など

の機能回復を図るとともに、平成２５年度から着工

予定となっております道営草地畜産基盤整備事業シ

ネシンコ地区により、不陸や野草混入による作業効

率などが低下した草地の整備を推進しているところ

であります。これらの事業につきましては、国営事

業では、暗渠排水を中心とした農地保全部分までが

全額、国、道の負担で賄われることとなっており、

道営事業におきましては、不陸整正を中心とした草

地整備改良の事業費のうち７５パーセントが、国、

道の負担と、少しでもですね、村内酪農家の負担軽

減となるよう、事業を精選してまいってきたところ

でございます。 

積算気温が低く、草地比率も高い地域を、農業生

産条件不利の一つとする中山間地域直接支払制度に

おいても、村が交付金の一部を負担し、この制度の

目的でもあります農業生産性の維持や、多面的機能

の確保として、農用地の適正な維持管理を推進して

きたところでございます。 

こうした施策を展開している中、酪農支援対策と

して、さらなる草地基盤への助成につきましては、

大変厳しい状況にあると言わざるを得ませんが、御

質問にあります石灰散布に関しましては、越年経過

で収量が低下した草地の酸性矯正に欠くことのでき

ない作業であることを十分理解しておりますととも

に、整備面積の増大に伴い、石灰質資材及び、その

散布作業に多大な経費が必要となることも理解して

いるところでありますので、取りまとめ団体となっ

ていただく東宗谷農協と協議、調整の上、直接、間

接を問わず、どのような方法での支援が可能なのか

検討してまいりたいと思っております。以上でござ

います。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：農協との協議とか、よ

ろしくお願いしたいと思います。また、猿払農業の

中心になるのは、やはり農地の整備であります。こ

の地域、御存じのようにトウモロコシもできません

し、ほかの作物転換というのは、できかねる気象状

況の中、やはり草地を整備し、良い草を牛に与えて、

健康な牛から良い牛乳を生産するという、そういう

仕組みを作り上げないと、なかなか消費者の方にも
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良い牛乳を供給できないと思いますし、そういう意

味では、村長も先ほどお話ありましたように、土壌

が酸性化していくと、やはり美味しい草でもなくな

りますし、良い牛乳も生産できませんので、そうい

う意味からいきましても、アルカリの石灰を散布し

たり、草地更新のときに土壌に注入するということ

は、生産性向上を、ますます上げていくということ

で役に立つと思いますので、農協のほうとも協議願

いながら、良い方向に進んでいってほしいと思いま

す。 

この際ですので、どうして、この農地にこだ  

わって今回、質問したかということを、お話しさせ

ていただきますけれども、このことに関しては村民

の皆さん始め、役場職員の皆さん、議員の皆さんに

も御理解してほしいと思います。 

現在、農地が保全されているということに関して、

使用する農家がいて、また、農業委員会が農地を管

理するというか、目を届かせて、農地が、きちんと

管理できてるいるのだな、ということを見届けてい

るからこそ、今の現状が保たれていると思います。

また、離農も進んでしまいますと、使われない農地

が出てきて、将来的には、何といいますか、農業委

員会は今、農地ですので目を配らせていることがで

きるのですけれども、何年かして原野化すれば、原

野になってしまいますと、農業委員会の目の届くと

ころになく、自由に売買できるようなことになりま

す。要するに、大手の外資資本なりが入ってきても

売買できるということになってしまうので、そうい

うことからも含めて、農業を、今の農業を守ってい

かなくてはならない。また、農地を守っていかなく

てはいけない。そうしなければ、将来的に海とか。 

現在、海にはホタテが日本一ですし、川はイトウ

が棲んでいる村ですので、こういうものを守ってい

くという観点からも、やはり農地を、きちんと管理、

収穫してもらうことが一番だと思うのですけれども。

このことについて、何かコメントがあれば、お伺い

いたしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：三浦副村長。 

○副村長（三浦高志君・登壇）：私のほうからも少

し、お答えをさせていただきたいと思います。今、

議員のほうから、農地保全をすること、そのことが

国土の保全、そして、不要な土地の活用といいます

か、本来、村が活用すべき、地元に住んでいる住民

が産業等に活用すべきところを、できないという、

そういうおそれが出てくるという御指摘でありまし

た。確かに、農地として、きちんと、その目的に沿

って活用するためには、農地としての効果的な使い

方、それができないと、当然、雑種地になってです

ね、使用目的が不明化してしまうということによる

危険性というのは、確か、そのとおりだろうと思い

ます。したがって、農地としてですね、正しく使い、

農地としての本来の目的を上げていくというために

は、そこに携わる農家の方々と、そして、農地を管

理する側と、それから村がですね、そこの農地を使

って生産を上げていただく方々と一緒に連携をして

いくと。共に、それぞれの立場で農地の管理ができ

るようにしていくという、その努力は必要だという

ことで、行政としても押さえているというふうに、

お答えをしておきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：そういう理解の上で、

今後とも、よろしく対策をお願いしておきます。 

２番目に、村道及び農道の砂利道の補修管理を、

村の責任で予算計上、管理していただきたい、とい

うことですけれども、中山間の役員さんのほうから

随分、話題提供で、是非、聞いておいてくださいと

いうことだったので、御質問したいと思いますけれ

ども、中山間事業では、毎年、１地区ずつくらい砂

利道の整備も行っております。また、途中で砂利道

の整備を行わなくてはいけないような所が出たとき

には、中山間の予定にない部分がありますけれども、

そのときに、過去には何回か、中山間でどうにかな

らないかという旨の話を、村のほうからとして、あ

ったということで、砂利道が果たして、どのくらい

になっているのか。また、管理が、きちんと、なさ

れているのかというのを、一度聞いてほしいという

ことだったので、お伺いいたしたいとと思います。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えい

たします。村道及び農道の維持管理につきましては、
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御質問のとおり村が管理実施しております。村道延

長２４２キロメートル中、砂利道においては９１路

線で延長１３０キロメートルと、村道の約５４パー

セントとなっており、砂利道全線において、その機

能に影響が及ぶ場合に回復補修を行うよう努めてお

ります。また、利用頻度により損傷の状況が違って

おり、走行車両に支障が生じる場合や、工事等によ

り轍掘れや穴凹等が生じる場合に、現状に応じて砕

石の補充や敷き均し等を実施しております。 

その中で、村道の一部、主に、農作業で頻繁に使

用する路線においては、猿払村中山間事業集落推進

協議会と協議し、現地を確認し、協議会が共同取組

活動として、砂利補充や路肩の草刈りを実施してい

ただいており、大変ありがたいことと 思っており

ます。今後におきましてもですね、集落推進協議会

との協議において、実施していきたいと思っており

ます。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：先ほど、私のほうから

も中山間事業で行っているという話をさせていただ

きましたけれども、年度初めには、やる予定地を計

画するのですけれども、年度途中になりますと、村

のほうに何とかお願いしたいと言っても、なかなか

進まないということなので、是非、計画的に砂利道

の整備は、これからも農業、中山間だけではなくて、

最初から村の想定される中山間との協議を経て、計

画していただきたいと思います。 

３番目ですけれども、預託事業牛舎について、お

伺いいたします。村営牧場の預託牛舎も、かなりの

年数が経過し、毎年修繕されております。農家の労

働力の低減のために、預託頭数の多いときには、東

宗谷農業協同組合所有の牛舎を利用したりして、管

理もしている状況にあります。これ（一般質問通告

書）、「平成２６年度」と書いてありますけど、確

認したら「平成２７年度」とのことなので、訂正を

お願いしたいのですけれども、平成２７年度には牛

舎の整備も１棟、用意されているようですけれども、

なかなか、１事業１棟ということでは、希望すると

いうか、修繕のほうが大変で、なかなか新しい施設

整備ということには難しいのかなと。 

１事業というのは、要するに、計画して５年、事

業実施５年、経過措置５年。１５年くらいの経過に

なってしまうのです。そういう中で、１５年に１棟

くらいずつ、ということになると、本当に、今の預

託牛舎そのものも維持管理できるかというのは、ち

ょっと、修繕だけで対応できない部分も出てくるの

ではないかと思いますけれども、村長の考えを、お

伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。御承知のとおり、村営牧野における預

託事業に関しましては、乳牛育成期の管理施設設置

や飼養管理に係る労力の軽減により個別経営を側面

から支援し、その体質強化を図ることを目的として、

現在は東宗谷農協を指定管理者として運営をしてお

ります。特に近年は、熟練スタッフによる確かな飼

養管理に加え、大規模法人経営の出現などにより通

年にわたって預託の要望が旺盛な状況が継続してお

り、この事業の効果が存分に発揮しているところと

考えております。 

しかし、御指摘にありますとおり、村営牧野施設

の老朽化が進行しており、預託牛の生育に支障の来

すことのないよう計画的に修繕を実施しております

が、特に、設置後３５年ほどとなる牛舎が２棟あり、

畜舎の形状により、給餌や除糞といった作業性に難

があることなどから、道営事業において１棟の新設

を計画しているところであります。 

さらなる牛舎の設置の考えはないかという御質問

でありますが、多額の費用を要する牛舎の建設が村

単独では非常に困難であることから、道営事業によ

る建設を計画したところでありますが、補助事業に

おいては、単なる施設の更新は認められず、規模の

拡大や、作業効率の向上などが牛舎建設の要件とさ

れており、これ以上の牛舎建設の計画は、自給飼料

の確保や既設牛舎の実態から、難しいと言わざるを

得ません。 

村営牧野における預託事業につきましては、当面

は、現状の施設の長寿命化を図るとともに、東宗谷

農協所有施設利用の御協力を得て運営することとし、

経営体質の強化を図ろうとする村内酪農家の意欲を
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削ぐことのないよう、その動向を注視しながら、施

設や機能の充実を図ってまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：村長のおっしゃるとお

りで、なかなか補助事業となると、かなり難しい制

約もあり、理由付けとか状況を理解してもらうのに

大変だということもあります。そういう中で、やは

り、預託事業を本当に欠かせない、猿払の農業に関

して本当に預託事業は欠かせない事業に なってお

りますので、来年度から計画されている事業もあり

ますけれども、何か有利な補助事業を探すというの

も、今のうちから認識していただいて、職員の方も

勉強してもらって、これからの村の負担が少しでも

少なくなっていくような事業を、常に目を光らせて

いいただきたいと思います。 

４番目になります。村営牧野設備基金であります

けれども、修繕等、年度初めから分かっている経費

について、基金でなく一般会計予算に計上すべきで

ないか。私は、そう思いますけれども、基金につい

ては年度途中、例えば、この前の、爆弾低気圧みた

いなのが来て屋根が飛ばされたとか、そういうとき

のための基金になっていくべきではないのかと。 

最初の村営牧野整備基金ができるときに、  ５

０００万円を上限に、使用したら積み増しをして、

という形でやっていくということで始めた基金であ

りますけれども、御存じのように、一昨年４０００

万円あったのが、修繕費で３０００万円になり、今

年が使われて、おそらく１９００万円か、そのくら

いの基金にしか、もう残りなくなると思います。そ

ういう中で、基金として、また積み増しをするので

あれば、年度初めに分かっているものであれば、や

はり当初予算で、一般会計で組んだほうが分かりや

すいのではないかということで、質問させていただ

きます。村長のお考えをお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。村営牧野施設整備基金につきましては、

基金名が示すとおり、村営牧野内にある村所有施設

の修繕等の費用に充てるため平成１８年度に創設し

た基金であり、同時期に廃止した酪農経営振興資金

の運用益を活用したものであります。 

先の答弁でも述べましたとおり、村営牧野施設に

つきましては老朽化が進行しており、第６次総合計

画の実施計画に基づき、指定管理者であります東宗

谷農協の担当者との連携を密にしながら、計画的な

維持修繕に努めているところであります。特に、明

日の経営を支える後継牛を育成するという重要な役

割を担っていることから、日々の飼養管理に支障を

来すことのないよう、予防的な修繕なども視野に入

れることを指示しており、必要な経費は当初予算に

計上しているところであります。 

御指摘のとおり、基金は年度途中の緊急を要する

修繕に対して使用すべきという考え方も承知してい

るところでありますが、その年度の財源の状況によ

り、年度当初から基金を取り崩して、その経費に充

てるといった処置を取らざる得ない場合があります

ことを御理解いただきますとともに、緊急を要する

修繕が発生した場合には、指定管理者との連携の下、

村内酪農家の大切な財産であります預託牛に損害を

与えないよう対応してまいりたいと考えております。

以上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：やはり、基金というの

は突発的なことの修繕とかで使用すべきだと思うし、

また積み増しを今年の決算でどうなるか分かりませ

んけれども、使用した分は、やはり基金として積ん

でおかなければ、これまた不自然な形になりますの

で、何とか、そういうことで対応を。年度初めに分

かっている修繕費だとかというのは、やはり、そう

いう扱いをしてほしいと思います。 

２項目目ですけれども、公共施設の営繕化計画に

ついてお伺いいたします。公共施設については、各

課も管理する施設もあります。そういう中で、営繕

等については、６月定例会の一般質問で行いました。

そういう中で、質問に対して、各課から集約し、優

先順位を付けて検討し、計画を策定するとの答弁を

いただきましたが、これ（一般質問通告書）、「本

定例会補正予算」という言葉がありますけれども、

今回は取り下げられているということなので、これ
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は削除させていただきますけれども、臨時議会につ

いても、９月の定例会のときでも、必ず修繕費とい

うのは見込まれておりました。そういう中で、緊急

性があるものと、ないもの。本来なら、６月の定例

会で質問して半年が経過しようとしておりますけれ

ども、そういう状況下で、ある程度、どこまで作成

されて、どこまで進んでいるのか、現時点での見通

しをお伺いいたします。 

○議長（山須田清一君）：巽村長。 

○村長（巽昭君・登壇）：ただ今の質問にお答えを

いたします。公共施設などの営繕につきましては、

御質問がありました定例会後、管理職会議で検討を

行い、１０月に公共施設及び車両管理基準を決定し

ております。検討の中で、これまで基準がなかった

ことにより、既に法定耐用年数を大きく経過した車

両や、また、耐用年数まで残り１０年ほどとなった

施設への対応を議論してまいりました。 

現在は、その基準を基に、それぞれ所管する施設

や、車両の今後１０年間の営繕等の計画を取りまと

めているところであります。また、来年度に修繕や

更新を予定してるものは、事務事業評価や予算査定

の中で、その必要性を審査する予定であります。以

上でございます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：一応、村長のほうから

は、来年度については、そういうことで、という答

弁いただいたのですけれども、営繕計画というのは

要するに、単年度単年度の考え方でなくて、５年な

り１０年で、どういうことをしていかなくてはいけ

ないかということを、やはり計画的に上げ、また、

予算措置をして計画していくというものが筋だと思

います。それで今回、なくなったのですけれども、

やはり、きちんとした計画を各課の担当から優先順

位をきちんと付けてね、本当に議論していかないと、

行き当たりばったりの対策しか取れないので。 

ですから、６月の一般質問のときにも話しをさせ

てもらいましたれども、雨漏りしていて、中まで、

みんな木まで腐らせて、そして、本当に雨漏りして

くると。そうしたら、雨漏りしたときには、もう、

みんな、土台から何から、みんな駄目に  なって

いる。そういうことであれば、大修繕になりますよ

ね。そういうことじゃなくて、きちんと計画的に進

めていくべきだというのが、６月に質問させてもら

ったことなのですけれども、そういうことを踏まえ

て、もう少し。１０月に公共施設管理とか、車両に

関してとかという基準ができたと言いますけど、も

う少し、きちんと煮詰めて  いってほしいと思い

ます。いかがでしょう。 

○議長（山須田清一君）：坂本財政企画課主幹。 

○財政企画課主幹（坂本秀喜君・登壇）：ただ今の

御質問にお答えさせていただきたいと思います。的

確な答弁になるか若干不安ではありますけども、現

状について、お答えさせていただきたいと思います。

村長からの答弁にもありましたとおり、  ６月の

定例議会終了後、管理職会議で議論しています。そ

の中で、明らかになった、と言いますと、ちょっと

語弊はありますけども、現状、普通乗用車について

も、２０年を越えて使用している実態があったり、

２０万キロメートルを超えて使用している実態があ

ると。それらを、この更新、営繕という中で、どの

ように対応していくかということの議論を、まず、

してきました。 

先ほどの質問の中でもありました緊急性というと

ころと、計画性というところは、若干、内容は違う

というふうに思っています。あくまでも、この営繕

計画につきましては、導入してから廃車にしたり、

建物を壊すまでの間に、一般的に、どういうような

修繕を。例えば、屋根であれば、屋上防水の耐用年

数は、どの期間にあるので、どういう工事をやりま

しょう、というものを作っていくものですから、緊

急性とは若干違いますけども、一応、平成２４年か

ら１０年先を、それぞれ   見込んでくださいと

いうふうな形で計画をしています。 

その中で、先ほどの村長の答弁にもありましたと

おり、耐用年数が残り１０年ぐらいの建物も、やは

り、あります。先ほど野村議員から質問がありまし

た村営プールなども同じような形ですけども、そう

いう施設については、もしかすると必要な修繕を経

ず、行わず、ここまで来たということも考えられま

すので、それらも含めて今後１０年、どのような形
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で担当として考えているのかを聞き取っている段階

です。それを、基本的には年内に整理をして、より

優先度の高いものを審査をしながら必要な予算を組

み立てていきたいというふうに考えておりますので、

まとめとしては、もう少し、今月中に整理をしたい

と思っておりますので、御了解をいただきたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子清君・登壇）：今、答弁いただきまし

た。確かに、緊急性と計画性は違いますので。本当

に、我々も年間どのくらい、将来的に一般会計で負

担が必要なのか、全く分からない状況の中で今回も

質問させてもらっていますが、やはり、こういう施

設の状況なり何なり判断して、そういう計画が各課

から出されて計画されるということになれば、大体

の予算も分かってくると思うので、やはり早めに、

そういうことを計画して、我々にも是非、早めにお

知らせ願いたいと希望いたしまして、私の一般質問

を終わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 


