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○議員（金子 清君・登壇）：それでは一般質問通

告書に基づいて質問したいと思います。 

 大きく２点あります。１点は酪農の現状と将来に

ついて、もう１点は猿払村地域新エネルギービジョ

ンについての２点を質問したいと思います。 

 まず酪農の現状でございますが、猿払村の基幹産

業とされている酪農経営なのですけれども、今まで

に経験のないほど厳しい状況にあります。今までは

世界の自由貿易での外国の圧力、つまりＷＴＯです

とか、オーストラリアとの二国間協議だとか、そう

いうことで影響を受け少しづつ厳しくなるのかと思

われていたわけですけれども、昨年度から穀物価格

の上昇、これは皆さんもご存知だと思いますけれど

も、地球にやさしいエネルギーということでバイオ

エタノールが注目されてきたわけです。その中でト

ウモロコシが主なバイオエタノールということで、

供給がそちらの方に向かって価格が高騰した。 

また、トウモロコシ畑作農家が値段がいいという

ことで、大豆を作付けしていた農家や小麦を作付け

していた農家がみんなトウモロコシの栽培に切り替

えたということで全体的に穀物相場が上昇いたしま

した。 

また、原油価格の上昇ですが、これはお金余りの

現象と言われている中で、先物投資ということで原

油に先物が集中して上昇を続け、今はもう１バレル

１００ドルを超す状況にあります。こういう中で約

１０％位の経費コストの上昇を受けまして大部分の

酪農家が今赤字経営に陥っております。異例のこと

ですが年度途中にもかかわらず農業各団体も乳価を

上げろという運動を各自展開しております。その中

で先程と言いますか、１２月に入ってから１１日か

１２日だと思いましたけれども、３０年振りに飲用

の牛乳が値上げされると１０円値上げされると、こ

れは３０年振りのことなのです。それで乳製品も来

年度から大幅にまた値上げになっております。その

中で私達は１年こういう上昇の中での大変な赤字経

営の中で耐えてやっているわけですが、今の状況を

村長はどう思われているのかお伺いしたいと思いま

す。まずこの質問を１点よろしくお願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：金子議員さんのご質

問にお答えしたいと存じます。 

 議員も申しているようにかつてない厳しい状況に

あると考えているところでございます。ＷＴＯ・Ｆ

ＴＡ・ＥＰＡの関係につきましては重要品目の取扱

いについては今現在継続中のようでございます。私

も国の方の経済連携局の方に一応その内容等につい

ても聞いてみた状況にありますけれども、このよう

な関係につきましては来年度、今ちょうど首相の交

代期という時期もございまして、これが就任される

とまたその考え方も若干変わってくる要素もあると

いうようなこともございまして、一応この関係につ

きましては来年度再度話し合われるというような形

になっているようでございます。関税等の関係につ

きましては以前と同様な考え方で話し合いをしてい

かなければならないものだろうと思っているところ

でございます。それにも増して今議員さんからお話

しがありましたように穀物価格の高騰、また原油価

格等の高騰の上昇は大きな問題として考えていると

ころでございます。これら穀物等の関係ですが、日

本でも自給自足出来るものではなく、海外に頼らざ

るを得ない実態から、なおかつ厳しいものがあろう

かと存じます。これは一貫に穀物価格の上昇だけに

は終わらず、関連製品全てが値上がりしていると、

これは原油価格等の高騰に伴うものではございます

けれども、そのような感じを持っているところでご

ざいます。上がっても下がることはないだろうと私

は考えているところでございます。よって以前から

執行方針等で申していましたように海外貿易摩擦に

対抗する足腰の強い農業経営を目指すということは

このようなことを指すのであって、自らもまた指導

もなされていない状況ではなかろうかと考えます。

集約・分業化というような話しも以前もしておりま

したけれども、法人化をしてこのような時に対応す

る備荒資金なりの資金保全も必要なことではないの

かと考えているところでございます。さらに農業者

は、直接農林水産省へ出向いて陳情等をしているの

かどうか、私には解りかねるところがございますけ

れどもホクレン等、さらには農協の中央会等に要請

しているような状況。また、個別大手酪農企業家に
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要請しているというような状況になっているのでは

ないのかと思っているところでございます。ただ、

ホクレンと農協中央会等に要請しているような状況

では問題は解決しないと私は思っているところでご

ざいます。失礼とは存じますがこれは団体は国とつ

うつうで情報開示がないのが通例ではないかと感じ

ております。これはＢＳＥ対策の時もそうでござい

ました。５～６年前から国と農協中央会とは日本も

今出るぞというようなことを知りつつも酪農家個々

にそのような情報化がなされていなかったというこ

とも事例としてあるわけでございます。そういうよ

うな状況の中で地域の経営者の方達、住民の生の声

を国に直接ぶつけていくということをしないと国は

なかなか腰を上げないということでございます。議

員はご承知のことと存じますが、このような現状を

申し上げたいと思います。 

 また、本年の４月から１１月までの生乳の生産量

は全道で前年同期に対し１００．３％、２４６万ｔ、

宗谷管内だけでは９８．７％、約１８万ｔ、東宗谷

農協の猿払支所分においては１１月現在では、前年

対比１０１．４％上回ったものの、トータルとして

は１００％と前年並みに推移しております。議員が

指摘されるとおり、生産費が９％位上昇し、これら

の対策として生乳生産価格を６％上げるよう酪農関

係団体は国に要請中と聞いているところでございま

すが、先にも申しましたが自分達の経営のことです。

国と対等関係に渡り合うというような考え方も持っ

て、十分それらを意識し団体は団体として自分達で

直接要求する積極的姿勢が必要と考えますし、村と

しても連動してまいりたいと考えているところでご

ざいます。例年と違いますので早くに相談していた

だきたかったことでございますが、これらの運動を

支援し管内統一的要請行動についても推進してまい

りたいと存じます。これらに関連し本村においても

様々な基盤・施設整備事業の導入や公共育成牧場の

体制整備を行い、酪農経営の近代化を目指す農家の

支援対策を検討協議しております。基盤整備につい

ては国営総合農地防災事業の導入、中山間地域等直

接支払交付金制度を活用した集乳道路整備、また牛

舎等施設整備、飼料供給体系の近代化と効率化を目

指し、公社営事業の導入等、酪農経営の効率化を目

指した意向を踏まえた農協や関係機関と協議をし、

合理的かつ効率的な推進を計画し事業着手に入って

おります。これら事業にかかる農家負担の軽減を図

る観点から制度資金の借入に対する利子助成につい

ても応分の負担を議会を始め、村民のご理解をいた

だいた中で対応していかなければならないと考えて

おりますことを議員ご理解をお願いしたいと存じま

す。この関係につきましてとりあえず以上を申し上

げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：先程、村長からご指

摘ありました農業の上部団体ということなのですけ

れども、確かに私達にとっても見えない部分という

のも随分正直あります。その中でどうにかして我々

の声を届けて欲しいという農協の役員さん、また宗

谷管内の農協組合長さん始め、伝えて一生懸命やっ

てもらっているところなのですけれども、実際乳価

と言われるのは９０円の時代ありました。それがこ

れ不思議なことに経営努力してどんどん下げるよう

に努力していったらだんだんこれも乳価も下がって

くる。だから所得がいつも増えないという状況に陥

っているわけなのです。その中で今回のようにコス

トが上がった時は、そのコストを上げてくれるとい

う運動を我々も強くこれからまだやっていかなくて

はいけないし、村民の方また皆さんの力を借りて取

り組んでいかなくてはいけないのではないのかと思

うのですけれども、そういうことでお願いというか、

もう一度道なり国なりに村長行かれた時には今の農

家の現状を強く訴えていただいて、また私達も一緒

になって頑張りますのでどうかよろしくお願いした

いと思うのですけれども一言お願いします。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：先程、一時９０円と

いうようなお話しもございましたけれども、経営し

ていく上において努力してそのような状況になった

わけでございまして、「努力するものが馬鹿をみる

」というようなことは言葉は悪いですけれども、こ

れは大変おかしな話しでありまして、努力するもの

は努力するなりに報われなければならないというの
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は実態かと存じます。そういう面におきましては、

地域の方達がこのような環境を十分国に届くような

手法を考えていかなければ私はならないと思ってお

りまして、先程地域の生の声を国にぶつけていくと

いうことが必要であろうと思った次第でございます。

これは乳価ばかりでなくして、地方交付税の関係に

おいてもそうです。猿払村におかれましては第一次

産業、かなり努力して国に対して税金を納めており

ます。それが一定程度カットされる、これは交付税

の財源調整機能という考え方からいたしますと、致

し方ないと言えば致し方ないのですけれども、努力

している団体には何らかのそれなりの制度というも

のもあって、然るべきだろうと私は考えております

ので、一律的なものではなくしてそれぞれの町村の

地域の実情等もあろうかと思いますけれども、努力

しているものが報われるそういう時代を今後築いて

いかなければ一生このような状況が続いていくし、

また地域の声が国に直接届いていかなければ国はこ

れで良しというような考え方を持っているのが多い、

そういう状況の中では地域の実態を生の声を実際に

ぶつけるということが私は是非必要なことであろう

と、重要なことであろうと考えている次第でござい

ますので、その点よろしくご理解の程お願い申し上

げたいと存じます。 

 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）：それでは将来という

ことでお伺いいたします。 

先程、村長の方からも踏み込んで２番目の方もお

話しあったのですけれども、ポロ沼地区の農地防災

事業、この予定見直しを示していただきたいと思い

ます。それと来年から協議計画されている畜産担い

手育成総合整備事業、これは公舎営の事業でござい

ます。この事業というのは村が事業主体となるわけ

でございます。ただ、村がその中で金を支出すると

いうことはないのですけれども、受益者が負担して

やるわけなのですけれども、これで農協と農家の希

望に添ったなかなか今まで事業をやってきている中

で、施行の時期だとか色んなことが我々の希望どお

りにいかないという部分あったものですから、そう

いうことで出来ればそういうことも協議実施してい

ただきたいと思うのですけれども、村としての考え

方をお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：次の農地防災事業、

また担い手総合整備再編事業の関係でございます。 

 事業主体は村ではなく、防災事業関係につきまし

ては国に直轄でございます。それと担い手関係の事

業については、これは農業公社が事業主体となると

いうような形になりますのでその点ご理解、ご承知

おき願いたいと思います。協議実施は一向に私は構

いません。財政的な問題になると議員ご承知のとお

りでございます。前段の質問でも答弁したとおり事

業制度上、村としても上乗せをしているところでご

ざいます。希望に添えるかどうかそれこそ重要な協

議になろうかと存じます。第一次産業の発展を目指

すことから、また他の産業にも多大な経済的波及効

果をもたらすものと考えますので、緊密な協議をし

ていかなければならないと考えているところでござ

います。 

 また、昨日農業公社の常務がまいりました。これ

は担い手育成事業の関係で、早期整備という形の中

でうちの方としてもそういうような話し合いをして

いる関係上、これは農家の希望も取り入れた形の中

でそういう協議をしている関係上、常務が来まして

村に対するお礼と言いますか、そのような形で来て

おりましたので色々とお話しをしておいたところで

ございます。それと合わせまして地元の人が自分の

思うようにその整備が出来ないということについて

は、他の業者が入ってきて設計どおりに事業を実施

するというようなことが一番大きな要因になってい

るのではないのかとこのような私は感じをもってい

るところでございます。地元の業者でしたら顔見知

りでもあり、この部分をこういうふうに直してくれ

というようなことも大変言いやすいということもあ

ろうかと存じますので、私も出来るだけ公社の常務

に対しても出来るだけランク付けという問題もあり

ますし、入札等の問題については全部札幌の農業公

社の方でやるわけでございますけれども、是非地域

の方達これらの例えばジョイント組んででも指名願
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いを出して受けるというようなことも常務の方にも

申し上げております。常務の方といたしましては、

今かなり問題となっております一般競争入札だとか、

公募制度こういうものは確かに重要な要素を占める

今の行財政分野の中では大きな位置を占めるもので

はあるけれども、地元の関係については地元で出来

るだけやりたいというような意向も若干示しており

ましたので、その点についてもまた今後再度話しを

してまいらなければならないと感じたところでござ

います。 

また、具体的に申しますと国営総合農地防災事業

等につきましては順調に設計・計画が推移している

ところでございます。１０月３日から５日にかけて

調査結果の中間説明を受益者に行っておりまして１

１月２日に本事業促進期成会役員会を開催いたしま

して、国これは稚内の開発建設部からの説明を受け、

本事業の必要性を訴えたパンフレットを作成して計

画をしているところでございます。また、平成１７

年の９月には整備要綱の農家聞き取り調査を行って

おりますし、１８年から１９年にかけて農地の泥炭

地域の確認、機能低下の判定を行っているところで

ございます。また、平成１９年３月には地形地図の

作製を行っておりまして、通常４年かかるものを若

干早まっている状況ではないのかと感じているとこ

ろでございます。現在、受益面積整備工費の中間確

認を行っており来年度内に受益面積の確定をするこ

ととなっておりまして、一応計画事業費はとりあえ

ず全体として８０億というような形になっていると

ころでございます。一方、畜産担い手育成総合整備

事業の再編整備型の現在の状況でございますけれど

も、事業主体については農業開発公社でございます。

計画事業費、今の段階におきまして１９億９，９０

０万円となっているところでございます。事業実施

期間は平成、来年度から２０年度から２３年度とな

っているところでございます。受益者は２５戸で３

法人、１利用組合、個人は２１戸で事業内容は草地

造成１３．３５ｈａ、草地整備は２６１．２ｈａと

畜舎他建物１２棟、スラリーストア及びバンカーサ

イロ３基１ヶ所という形になっておりまして、その

他農機具等、作業機１２台と事業内容がなっている

ところでございます。この事業を展開した場合にお

かれましては、当然債務負担行為が必要となってま

いります。また、基盤強化資金を対応した場合にお

いては村の利子補給等も予想額として２０年間で１，

９６０万円程度の額が発生すると見込んでいるとこ

ろでございます。このような債務負担行為も出てく

るというような状況にもあります。そういう状況の

中での事業でございますので、出来るだけ関係団体、

農協等も十分この関係についても対応しながら協議

しながら進めてまいりたいとこのように考えている

次第でございますので、ひとつよろしくお願い申し

上げたいと存じます。 

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）：この問題につきまし

ては、これから事業をやっていく上で色んな不都合

とか出てきましたらまた質問したいと思います。 

 続きまして、猿払村地域新エネルギービジョンで

ございますが、平成１８年度に委員会が出来まして、

１９年度も委員数が拡充されて協議されていると思

うのですが、６つのこの大きなプロジェクトという

ものがあります。水産系バイオマスエネルギーとか、

ウエットバイオマス、村営牧場堆肥センター、風力

発電、役場周辺公共施設とか色んな６つのこの重点

プロジェクトというものが示されております。その

中でタイムスケジュールということで予定では短期

・中期ということで長期のやつもありますけれども、

２００８年度からということでこの冊子には載って

いるわけですけれども、果たして２０年度から事業

展開を考えているのか、また実施するとすればどの

プロジェクトをまず優先的にやっていくお考えなの

か。予算との規模との関係もございますので今考え

られていることをお伺いしたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：猿払村新エネルギー

ビジョンの関係につきましてご答弁を申し上げます。 

 先般行われました１２月８日の自民党の自由民主

党の移動政調会でもこの関係につきましては確実に

要請をしたところでございます。２０年度からソフ

ト的な事業展開につきましては、猿払村新エネルギ
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ービジョン策定調査報告書に基づいたもの６点の重

点テーマの事業の内、村に賦存し特に循環資源とし

て有効利用度及び事業として実現性の高いテーマに

ついて現在未活用エネルギー事業導入可能性調査を

猿払村地域新エネルギービジョン推進検討委員会で

詳細に検討を行っているところでございます。今後

の予定といたしましては、今年度中にバイオマスタ

ウン構想案及び未活用のエネルギー事業導入可能性

調査をまとめあげた結果、事業の経済性・採算性・

実現性が高いと判断された場合には平成２０年度に

は北海道開発局と協議、ヒアリングを進めながら雇

用申請に向けて事業申請案の検討をしてまいりたい

と考えているところでございます。この事業申請案

の検討が順調に進みますと、平成２０年度中に補助

申請が出来るものと考えております。その後、補助

金決定がありましたら平成２１年度に事業展開が出

来るものと考えているところでございます。 

次にプロジェクトですが、計画事業申請は村とな

りますが、事業主体は特定目的会社を設立し運営に

あたるという考え方でいるところでございます。事

業資金につきましては、国からの補助２分の１とな

っておりますので残りの２分の１につきましては公

募による参画企業からの融資や出資とプロジェクト

ファイナンスの利用等を考えているところでござい

ます。どれが一番優先的であるかということについ

ては、今後これらを十分見極めていかなければなり

ませんし、また財源的な問題もありますので十分そ

の点見極めた形の中で、また未活用資源の賦存量の

調査等の関係から将来にわたってこの関係において

温暖化防止の効果を上げれるような活用も必要とな

ってまいりますので、十分な選定をしていかなけれ

ばならないと考えているところでございます。予算

規模でございますけれども、原料の未活用ウエット

バイオマスをどの程度の品目にするか事業費用が大

きく変わりますことから、今のところ全体事業費は

出ておりませんが、現在推進委員会で協議検討して

いただいているところでございます。調査報告書が

作成されましたらお知らせをしたいと思っていると

ころでございます。 

また、先に述べました未活用ウエットバイオマス

の原料につきましては帆立ウロ、家畜糞尿、生ゴミ、

下水汚泥、廃食用油につきまして検討しているとこ

ろでございます。このような関係で一応色んな角度

から考えてこの事業の推進、大変これから重要な事

業になってくるのではないのかと思っているところ

でございまして、猿払村といたしましても地域新エ

ネルギービジョンにつきましては「頑張る地方応援

プログラム」というような形の中で十分対応してい

かなければならないと考えている次第でございます。

こういうことでございますので内容等決定次第、議

員さん始め村民の方々に広報をして理解を求めてい

かなければならないものと存じているところでござ

いますので、ひとつよろしくお願いを申し上げたい

と存じます。 

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）：今説明あったのです

けれどもまだ具体的にということは、まだ検討委員

会で検討している段階ということなのですけれども、

この冊子見させていただいて感じたのですけれども、

確かに素晴らしい事業運営管理協議体というのがこ

れが出来るのであれば素晴らしいことだと思うので

す。だけど現実的に考えると疑問符正直あります。

というのは建物とかそういう施設だとか、そういう

ものはどうにかして予算確保したり、村も支援した

りした形の中でたつとは思うのですけれども、実際

運営の中で運営が一番問題だと思うのです。その中

でこういう理想的な公募による業者の人とか、色ん

な携わっている企業の人とかでやれれば一番いいの

ですけれども、最終的にはエネルギーにした時のコ

ストになりますよね。だからこのコストがきちんと

出てこなければ、我々としても議論しようがないし、

またこういう組織表が組織図あたりが出来るのかど

うか。というのも疑問に思います。それと土曜日の

日でしたかアンケートを農家の方にアンケート、ま

ちづくりの方から堆肥の具合はどうですかというこ

とでアンケートきたのですけれども、正直言って今

村営牧場でリサイクルセンターあります。それは１

０戸位の農家があそこに持って行って堆肥の水分を

飛ばして、リサイクルしてるというセンターあるの
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ですけれども、もしこのバイオマスとなると堆肥で

は難しいと思うのです。液でないと対応出来ない部

分があるのではないかと思うのです。液肥となると

村営牧場に搾乳施設でもやらない限り液肥はあそこ

で出ないので、このフリーストールとかやっている

人は液肥ありますけれども、そこから今度運んでき

たりしたりするというコストは大変な莫大なコスト

かかります。だから今の堆肥センターでエネルギー

生産を考えるのは難しいと思うし、将来的に搾乳施

設でもあそこでやれればそういう液肥の部分出ます

から、それは全道何カ所かやっている所ありますけ

れども、かなりそれも普及しないというのはなかな

かきつい難しいコスト割れを起こしているのではな

いかと想像しているのですけれども、だからこれを

議論していく詰めていく段階で資源はありますよ、

いっぱいありますよね、確かに色んな資源がありま

す。だけど最終的にはその中心になって運営してい

く所のコストになると思うので、その辺をくれぐれ

も間違わないようにと言うか、判断を間違わないよ

うなことで委員会も検討していただきたいと思うの

ですけれどもいかがですか。 

○議長（山須田清一君）：伊藤協働まちづくり推進

課長。 

○協働まちづくり推進課長（伊藤浩一君・登壇）：

確かに議員さんのおっしゃるとおり特定目的会社を

設立して、後の部分につきましては企業、もしくは

市民ファンドだとかそういうものを利用して行政が

なるべく携わらないような形で検討していきたいと

考えております。ただ、今議員さんおっしゃるとお

り、色んな牛糞の関係で液肥だとか敷ワラだとか色

んな部分がありますので、その部分につきましては

策定推進委員の中に酪農経営者の方ですとか、浜鬼

志別の牧場のあそこの堆肥センターの工場長とか色

々入っておりますので、そういう有識者の方から色

々、議員おっしゃられたような意見を反映させなが

ら今後その目的会社が、行政が経営していくわけで

はないのであくまでも特定目的会社というものを設

立して推進していきたいということで、そこの出口

コストの部分、それから入口コストの部分と出口の

部分についても、しっかり検討していって赤字が出

るようであれば当然やっても意味がありませんので、

その部分は黒字になるような形に果たして出来るの

かどうか。そういうのも今後検討して策定としてま

とめてまいりたいと思っております。 

 以上です。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君・登壇）：最後になりますけれ

ども、くれぐれも情報を公開していただきたい。だ

からそのコスト計算にしても、色んな仕組みの中で

入れなければならないものを入れなかったりという

のは今までも私達もそうなのですけれども、色んな

ことがあったのでそういう情報は正しい情報を公開

していただきたいというのを最後の質問にさせてい

ただきたいと思います。 

○議長（山須田清一君）：森村長。 

○村長（森 和正君・登壇）：お答えいたします。 

 これらに関しましての一応情報公開というものに

ついては当然のことでございます。従いまして情報

公開した形の中で村民の皆様からまたその情報をい

ただくというようなことが、この事業をやっていく

上においての必要性というものが大きなものが、大

きな意味があると考えておりますので、そのような

方向で進めていきたいと考えている次第でございま

す。それと合わせて、またこれにつきましては一つ

は大きな目的としては地球温暖化と、化石燃料を使

わないような形の中でこのような新エネルギーとい

うものを作成していくというような考え方を持って

いる関係上、一村だけで出来るような問題ではこれ

はないと考えているところでございます。数多くの

市町村等、また目的会社等が立ち上がってこれらを

クリアしていかなければ京都議定書に基づく分野だ

とか、この前行われました会議の関係、直近の会議

の関係でも４５％程度のエネルギーの削減というも

のについてはなかなか難しい状況にあろうかと思い

ますので、村だけの問題でなくしてこれは全世界的

な問題でもあると、非常に大きな問題であると考え

ておりますので私達も一つのこのようなものを作り

上げた形の中で成功させ、それを他の方達に普及さ

せていくということが与えられた使命ではないのか

とこのような考え方を持っておりますので、その点
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につきましてもひとつご理解を賜れればありがたい

とこのように感じておりますのでよろしくお願い申

し上げたいと存じます。 

○議長（山須田清一君）：金子君。 

○議員（金子 清君）：以上で終わります。 


