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令和３年 第１回猿払村議会（定例会）会議録 

 

令和３年 ３ 月 ９ 日（火曜日）第１号 

 

○議長（太田宏司君）：休憩前に引き続き会議を開

きます。 

一般質問を続行いたします。 

小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：一般質問通告書に

基づき、１項目６点について、質問させていただきま

す。 

令和２年度、猿払村では、IoT技術を活用した新産

業の創出のため、旧芦野小学校の敷地内に、ハウス

２棟を実証研究のため建設しました。 

冬期間に、葉物野菜の栽培。夏期間は、イチゴ栽

培の計画で、約３年間でのデータ収集を行い、最も

猿払に適した栽培方法を確立していくことを目的に

するとのことですが、今期の葉物野菜の定植から収

穫までと、１期目の上期が終了しました。 

今期の実績、野菜の種類、収穫量、天候、ハウス

内の気温等や加温、無加温のデータ等、またデータ

の取得方法と問題点、課題についてお聞きします。 

１期２クールといいますか、冬野菜、夏野菜のうち

の６分の１の作業で、非常にデータ的には少ないと思

いますが、３年間という短い期間の中で、データを確

立するためには、この半年間のデータだけでも、非

常に重要なデータがあると考えられますので、質問

にお答えしていただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまの小山内議

員のご質問にお答えをさせていただきたいというふう

に思います。 

まず、今期において、栽培した葉物野菜の種類と

定植数につきましては、リーフレタスが２種類で、それ

ぞれ800株と600株。ミニ白菜が370株。チンゲン菜が

800株。ホウレン草が700株。小松菜が千株で、それ

ぞれ行っており、また村内でのニーズ把握のための

実証販売として、昨年の12月下旬から先月上旬まで

の間、村内小売店での販売をいたしました。 

売上げにつきましては、リーフレタスが２種類で、

合計430袋。ミニ白菜が20袋。チンゲンサイが138袋。

小松菜が177袋の販売実績となり、金額にして、８万

1399円となっております。 

そのほか、保育所での給食材料としての提供をは

じめ、やすらぎ苑への食材提供、浜鬼志別保育所園

児による収穫体験、芦野地区住民対象の施設見学

時での試食用に使用いたしました。 

次に、取得したデータにつきましては、屋内の温湿

度、二酸化炭素濃度、日射量、水分含有量、土壌温

度、土壌の限度温度、屋外日射量、屋外温度、風向

き、雨量があり、現在、結果をまとめているところであ

ります。 

また今年度の葉物野菜の栽培は、２棟のビニール

ハウスで、無加温での実施を行ったところですが、１

棟には、天井と側面の窓から空気を入れ、もう１棟に

は、空気を入れない方法での実施を行い、温度差や

作物の成長度合いについて、深く検証をしておりま

す。 

また今後の課題としましては、全ての葉物野菜を

同じ時期に定植したことにより、野菜の成長度合いが

同じようになってしまったため、作付け時期を区画単

位で変更するなど、収穫まで見据えた作付け計画の

構築や、収穫物の計画的な使用が課題と考えており、

北海道立総合研究機構上川農業試験場へ、相談を

現在しているところであります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：12月に、村内で試

験販売を行ったということで、基本的には、20％から

25％くらいの葉物野菜が売られて、実際の売上げは、

８万１千円ということでございます。 

２棟のハウスで、今回は無加温の状態で栽培した

ということでございますが、当初、計画の中でも収穫

量によっては、葉物野菜、イチゴの両方とも販売を村
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内、宗谷管内等で目指すということでしたが、今回、

村内で販売をした葉物野菜についての２棟での収穫

量と収支のバランス、売上げのバランスというのが、３

年後に、実際に産業として成り立つためには、収支

バランスが非常に重要であると考えます。 

１期目の手探りの状態での販売ではありますが、実

際、この葉物野菜を販売できるのは３回しかないわけ

です。試験としては。 

ほんとに３年後に、この８万１千円という売上げが、

参考になるのかならないのかは別として、このたびの

売上げ、また収支バランス等について、お聞きしたい

と思います。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えをさせていただきます。葉物野

菜については、10月から実際に定植を行いまして、

種からの定植と苗からの定植ということで、２種類に

ついて、定植したわけでございます。 

種代、あと苗代については、大体５万円程度かか

っておりまして、そのうち８万１千円程度の売上げとい

うことで、この８万１千円程度の売上げというのも、リー

フレタスですとか、そういった部分を５袋ずつ販売しま

した。PRも何もしないでということで、５袋ずつお売り

した経過なのですが、だんだん口コミによって、最終

的には15袋を売ったということで、実際には８万１千

円程度だったのですが、来年度については、先ほど

の課題でも申しましたとおり、種や定植については時

期をずらしてということで、いかに長く取って、それを

売ることができるかということも検証しながらやってい

きたいと思うのですが、１年目にしては、８万円程度と

少ない部分ではあるのですけれど、来年度に向けて、

これをもっと多くして、売上げも多くしながら、どういう

ふうにやったら多くなるのかも含めて、行って検証を

していきたいなと思います。 

またQマートのほうでお売りした部分については、

村民の皆さんは、新鮮な野菜ということで大変好評で

ありまして、もう売り切れて置いてないのというふうな

声も相当大きかった部分もあるものですから、それも

含めて、来年度については、もっと村民のほうに食べ

ていただくような機会も設けながら、また今回、販売

だけではなくて、時期もちょうど12月の中旬ぐらいから

お売りしたということで、それも、もうちょっと早めに定

植もしながら行うことによって、例えば、いろいろな事

業のときに、料理教室ですとか、こっちについてはコ

ロナの関係で、いろいろな事業が中止になった部分

もあったのですが、そういったいろんな事業にも活用

していただいて、村民に、こういう葉物野菜を、新鮮

な野菜を食べる機会をもっと多くしてあげれば良いな

というふうに考えております。 

質問のほうにもありましたとおり、実際には、収入と

しては、８万１千円程度だったのですが、もっと多くな

るような形で、来年度は、例えば、Qマートだけではな

くて、違う部分とかにも販売ですとか、そういった部分

も検討したいと思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：先ほどのデータの

件。今の収支の件。それと計画の中で、後の質問で

も出てきますが、いろんな効果ですとか、新しい挑戦

として、様々のことが考えられる計画の中で、１つの

計画の中で、村長のお言葉でしたかと記憶している

のですが、健康野菜として売ってみたいというような

お話も過去にありました。 

このたびは、気象データや温度、土壌の水分とか

のデータを取りましたが、無農薬ですとか、有機とか

というような形でのデータ取りをしなかったのかしたの

か、お願いいたします。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問について、お答えをさせていただきます。A棟も

B棟もナメクジが今回発生して、そのナメクジ除去の

ために、農薬を少し使いました。 

その程度の使用で、あとは農薬というのはほとんど

使っていないということなのですが、今回については、

農薬を少し使って、ナメクジを除去したという状況で

あります。 

ほとんど無農薬に近い野菜ができたのではないか

なと思っております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 
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○議員（小山内浩一君・登壇）：害虫が出たという

ことで、その際に農薬を散布したということで、極端な

ことを言いますと、害虫が出ても、１棟くらいは無農薬

でもいいのかなと。 

害虫に食べられて製品にならなくても、それはそれ

で、実験施設として認められて、できれば無農薬や

有機とかを目指すというのも、来年に向けて１つの課

題として、挙げていっていただきたいと思います。 

２番目の質問に移ります。 

１つのハウスの中で、冬は葉物野菜、夏はイチゴと、

非常に国内でも珍しい、栽培の実証実験施設である

と思います。 

昨年の秋に、架台から畑へ切り替えと、今月は畑

から架台へと、イチゴ栽培への切り替え作業が行わ

れたと思います。その作業に当たって、多くの人的作

業があったと思いますが、その作業量や課題等につ

いて、お聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

葉物野菜の工事終了後に、イチゴの高設栽培用

設備一式の撤去と旧芦野小学校校舎への資材一式

の運搬、野菜栽培に係る圃場の整備として土壌の高

運、区割り、マルチ割り、野菜の定植を行い、実働７

日間、延べ24人での作業となりました。 

現在は、土耕栽培からイチゴ栽培への切り替え作

業を行っておりますが、その作業内容としましては、

マルチの撤去、葉物野菜の根の撤去、土耕の地なら

しをしたあと、防草シートを張り、旧芦野小学校に保

管していたイチゴ高設栽培設備一式の搬入後の高

設ベッド架台一式の設置、冠水パイプの設置、培土

の設置、イチゴの苗の定植作業となり、実働18日で、

延べ30人程度を予定しております。 

現在の課題としましては、イチゴの公設栽培設備

の設置、撤去並びに高設栽培用ベッドを水平状態に

する作業の省力化、イチゴ栽培から葉物野菜栽培へ

の切り替え時期の見極めなどとなっております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：秋に切り替え時、７

日間で延べ24人ということは、約１日で約３名程度の

地域おこし協力隊や職員、また今回は、18日間と30

人ということで、１日２名程度の職員が必要と考えられ

ます。 

３番の質問にも関わりますので、３番の質問にいき

ますが、当初、計画の中の各委員会の中で、この実

証事業の担当職員については、地域おこし協力隊を

新たに複数年雇用することによって、施設運営を行う

ということで、計画ではお聞きしておりました。 

現在の担当職員、地域おこし協力隊の人数、作業

内容についてお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

施設園芸実証事業を担当する地域おこし協力隊

については、３名での体制を想定しておりましたが、

現在は、主として、協力隊員１名と北海道からの派遣

職員１名で作業を行っており、内容によっては、企画

政策課の他の職員も加わり、作業を手伝っておりま

す。 

また作業内容につきましては、栽培に関する日常

管理のほか、施設の点検、収穫作業、収穫した作物

の運搬、冬期間においては、除雪作業等も行ってお

ります。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：当初、３名の地域

おこし協力隊の担当を予想しておりましたが、今現在

は一人ということで、道の派遣の職員が一人、また課

の中から担当が行くということで、非常に人的な労力

が不足していると考えられます。 

役場内にしても、職員が潤沢にいるわけではなく、

他の業務もある中、やはり、普段の業務はスマート農

業という形で、データをある程度、日照管理やハウス

の巻き上げ等も、自動になるようにはなっているとお

聞きしておりますが、早急にですね、人的措置をとら

なければ、この新産業創出で、私たち議員や村民も

期待している新産業、前段の同僚議員の中にもあり

ましたIoTでスマート産業進めて、農業を進めて、ほ

んとに久々の新しい産業ということで、期待度も大き
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い中、やはり予想通り、地域おこし協力隊が集まって

いない。 

早急な対策として、村では手当てをしているのか。

また、このままでいけば、企画の職員が施設に行か

なければならない。 

またリモートカメラも３台設置していて、遠隔での確

認や温度とかも撮れるとは思います。 

その辺もどのように活用して、人的な余剰を取るの

か、計画についてもお聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えをさせていただきます。 

当初、予定としては、地域おこし協力隊を３名で、

ローテーションで実証事業をという計画でおりました

が、先ほど、村長からの答弁にもありましたとおり、今

のところ協力隊は１名ということで、現在の備えにつ

いて募集をしているところです。 

現状では、村のホームページですとか、無料の求

人サイト、村公認の移住情報サイト猿払村ぐらしでの

投稿やSNSを行っているということなのですが、コロナ

禍もあって、なかなか今、そういった分では手を挙げ

てくれる方もいないということなので、新年度で上程

する予定でございますが、今、地域おこし協力隊の

PRということで、お金をかけて、まず広告を打とうとい

うことで、今、考えているのが、新年度にバイトルとい

う日本有数の求人サイトでホームページに掲載する

とともに、バイトルの会員が相当いるということで、会

員数は741万人がいるということで、それを一気に、こ

ういう地域おこし協力隊を募集していますよということ

で、募集を行いたいというふうに考えております。 

また次の質問でもありますので、その辺について

は、来なかったらどうするんだという部分もあると思い

ますので、今、考えているのがそういうことなので、地

域おこし協力隊の募集をかけて、PRをするということ

を考えております。 

もう一点、質問があったかと思いますが、遠隔のカ

メラの関係ございますが、現状では、A棟とB棟の中

のハウスに一つずつ遠隔のカメラがありまして、作業

小屋の外に一つカメラがありまして、３棟ありまして、

これについては、企画政策課のパソコンからも見れま

すし、私の携帯からも見れるということで、常に状況を

把握しているような状態です。 

この３棟についても、すぐ見れるような形で、三つ

のカメラをズームですとか、あとは角度も振ったりして、

常に見れるような体制を取っておりますので、どういう

ふうな形の作業、作業内容も含めて、現地で見れるよ

うな形になっております。 

例えば、今年は雪も多くて、積雪も芦野のところも

多かったのですが、そういう状況を見ながら、役場か

ら見て、その状況によっては、除雪作業に行くという

ことを取っておりました。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：すいません、どうし

ても地域おこし協力隊となると、相手の意識といいま

すか、猿払でイチゴですとか、葉物野菜をやってみ

たいという受け身の体制が、村としてはならざるを得

ない。 

今、課長が、４番目の質問を早く答えたいみたいな

ので、４番目の質問に移りますが、各委員会の中でも、

前回の委員会の中でも、やっぱり人というのが重要で

すと。地域おこし協力隊で、興味がない人が来たらど

うするんだということがあったのですが、４番目の質問

で、施設園芸の実証事業の計画から事業推進に当

たり、村民への情報提供が非常に少ないと考えま

す。 

計画にありましたように、村民の雇用や定職、収穫

期の繁忙期にスポット的な雇用、ボランティア等の募

集も有効な雇用促進や住民への周知の期待等が持

てると思いますが、村長の考えをお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

議員の見解と若干異なるかもしれませんけれども、

昨年12月号から今年の３月号までの間に、広報さる

ふつにおいて、この実証実験の事業内容について、

栽培状況なども含めながら、情報を連載でお知らせ

しております。 

また新聞報道等にも掲載していただくなど、積極

的に情報提供を行っているつもりではあります。 
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議員のご提案と同様に、繁忙期には、短期雇用に

よる人員確保をしております。 

また状況によっては、ボランティアの募集も含めな

がら、今後、検討させていただきたいというふうに考

えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：村長の言うとおり、

広報のほうでは、３か月にわたり、私もシリーズで読ま

せていただいております。 

また新聞、マスコミのほうにも最北端の村の挑戦と

して、朝日新聞のほうにも掲載されているのを、偶然、

私も見させていただきました。 

そういう意味では、村側としては広報をしていると

は考えているのでしょうけれど、実際に、ハウスに足

を運んで、実際どんなことをやってるいるんだという機

会を村としてつくったのか。 

広報の中でも、浜鬼志別保育所の園児を収穫体

験させた。地域の方に見ていただいた。私が記憶し

ているのは、その２回だけなのですが、各自治体に

振ったり、各団体に振ったり、各農協団体に振ったり

として、新しい産業の創出のためであれば、もう産業

の垣根を越えて、漁業者の方々ですとか、そういう団

体にお声がけをして見ていただくですとか、新しい産

業を創っていることに対して、独自産業への道筋で

すとか、新商品開発ですとか、また海と山との繋がり

ということができると思いますが、その辺の考えにつ

いてお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えをさせていただきます。 

小山内議員の言うとおり、今回については、芦野

の住民の方々にまず見ていただくということで、葉物

野菜の現地に行って、見学会ということを行った経過

がありますが、それ以外については、今回行っては

おりませんでした。 

これからなのですが、イチゴの栽培の関係なので

すが、検疫の関係で、いろんな不特定多数の人がハ

ウスの中に入ると、病原体の持ち込みにもなるという

ことで、イチゴ博士の方もそういった形で言っておりま

して、その辺を含めて、イチゴ博士の方が来週こちら

のほうに来て、定植の指導をしていただける形になる

のですが、特定多数の方がハウスの中に入ることに

ついては、一つ間違えれば、いろんな病原体が入っ

て、実証事業のイチゴにそれが付いて、だめになる

可能性もあるということで、今、調整しているのが、１

棟は完全に入らせないと。 

もう片方については、半分は入らせて、奥は入らせ

ないという形をとりますので、村民の方に、できれば

見ていただく機会を多ければいいと思うのですが、そ

ういうのを含めて、なるべくそういう機会を設けたいと

思うのですが、検疫の関係も含めて、ちょっと調整を

させていただきたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：猿払村にハウスを

開放するに当たっては、病原菌ですとか、害虫です

とかを持ち込むのに、非常に懸念されるということで

あれば、今、課長の言ったとおり、一つは完全に閉鎖

して関係者以外入らせない。 

一つは半分だけ入らせて、半分は入らせないとい

うことですが、基本計画的には、観光農園、イチゴ狩

りということも計画の中にありました。ということは、不

特定多数が入り込むことは大前提であります。 

それであれば、非常に危険な実験、挑戦ではある

かもしれませんが、一つは入っていただく。 

このコロナの状態で、村外からですとか、いろんな

ところから来ることは少ないと思いますが、村内の

方々には、積極的にハウスの中に入っていただいて、

収穫や定植、育ち方とかを見ていただいて、村の新

産業としての周知をどんどんどんどんしていくことが、

私は優先かなと。 

確かに、病気も怖いことは怖いですが、それは、実

証実験が終わって施設が動いたときには、そのリスク

は常に背負っていく施設であると考えられますので、

そこは、実験のときになるべく、研究事業としてどうや

ったら菌や害虫を持ち込まないか。当然、履いている

ビニール靴ですとか、靴の消毒、手指消毒ですとか

含めてですが、そういうことも今年の夏から、すぐ実験

に取り入れるべきであると考えます。 

５番目の質問に移ります。 
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IoTを活用した新産業を創出する期待として、新規

就農、新たな雇用創出、地元企業の他産業の進出、

企業誘致人口の維持、交流人口の増加など、様々な

効果や期待が考えられます。 

これからの猿払村にとって、非常に大きな事業と考

えられます。 

３年間という限られた時間の中、半年間が過ぎまし

た。これから２年半後に、新しい産業として自立する

には、より具体的に現実に即した計画が不可欠と考

えます。 

１クール時の計画と目標。２クール、３クールと、３

年間の計画について、お聞きしたいと思います。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

１クール目の計画としましては、今後、定植し栽培

する４品種の夏イチゴ1920株の栽培を予定しておりま

す。 

目標につきましては、品質の良いイチゴの収穫を

目指すこととし、収穫したイチゴについては、学校給

食や保育所の給食、楽楽心、やすらぎ苑などへの食

材提供、牛乳と肉の館での乳製品とのコラボによる新

商品開発、保育所園児対象のイチゴ狩り体験、村内

での試験販売、ふるさと納税返礼品としての活用、販

路の検討に向けた素材の提供などを検討してまいり

ますが、具体的な関係各所との調整につきましては、

新年度に実施する予定となっております。 

また２クール目以降の計画につきましては、北海道

立総合研究機構上川農業試験場などとも相談をさせ

ていただきながら、順次、進めてまいりたいというふう

に考えております。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：１クール目で、牛乳

と肉の館とコラボして新商品の開発。２クール目、３ク

ール目は、上川農業試験場などと相談をしながらと

いうことなのですけれど、イチゴができた段階の１クー

ル目で、すぐ新商品開発に向かうという認識でいい

のですか。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えをさせていただきます。 

今、考えているのが、まず、すぐできるというのが、

牛乳と肉の館で作っているアイスクリーム。それに、

今回収穫するイチゴを混ぜて、商品化しようと考えて

おります。 

ただし、すぐ商品化といっても、いろんな成分です

とか、いろんな部分を外部に出して、それで許可がな

らないと販売ができないということで、足して２か月程

度かかるということで、例えば、そのイチゴも冷凍をし

て、冷凍イチゴを使って、それをアイスクリームに入れ

るですとか、生食の普通のイチゴを入れるですとか、

そういう味見もしながら、いろいろ実証事業をやって

いきたいと考えております。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：夏イチゴを作るイ

チゴ1920株と聞きましたけれど、多分、イチゴには

様々な特徴があると思います。 

生で食べておいしいものや加工用、見た目が変わ

っていてブランド化できるものとかがありますが、４品

種の特徴とかが分かれば、イチゴの目的というか、ど

ういうふうにこれは使うのかというような形が分かれば、

今回やる４品種について、お教えしていただきたいと

思います。 

○議長（太田宏司君）：阿部企画政策課長。 

○企画政策課長（阿部真人君・登壇）：ただいまの

質問についてお答えをさせていただきます。 

先ほどのイチゴの種類なのですが、もう来週には４

種類の苗が届くということで、まず、信大BS８－９、す

ずあかね、桃薫、エンジェルエイト、この４種類を行う

予定なのですが、まず、夏イチゴについては、信大

BS８－９というのが994株ということで考えております。

すずあかねについては400株。桃薫のほうは228株。

エンジェルエイトというのが228株で。 

まず、信大BS８－９というのが、夏イチゴの定番の

イチゴで、栽培がやりやすいということで、これを多く

考えております。これについては、当然、生食も可能

なのですが、加工品もということで。 

すずあかねについては、足寄町ですとか、北海道

のいろいろなところで作っているのですが、これにつ

いても、甘酸っぱいということで、どちらについても向
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いているのかなと思っております。 

桃薫というのは、ピンク色のイチゴで、普通は赤い

イチゴなのですが、ピンク色になっておりまして、これ

は珍しいイチゴで、北海道でもなかなか栽培していな

いような状態ですので、希少価値のあるイチゴではな

いかなと思っております。 

もう１つは、エンジェルエイトというイチゴなのです

が、これは白いイチゴで、北海道で、今少しずつはや

っているのですが、かなりこれも希少価値のあるイチ

ゴですので、当然、加工品よりは生食で、いろんな付

加価値の多いイチゴということで、この４種類を定植し

て、４種類もありますから、例えば、セット品にして売

るですとか、ふるさと納税にするですとか、そういうの

も含めて、いろんな商品を考えられないかなというふ

うに、企画政策課の中では考えております。 

以上です。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：この施設は、確か

に実証実験の施設なので、この４品種のイチゴが全

て大成功で、実が束になって収穫物として収穫でき

るかどうかというのが、これからの実証実験にかかっ

ていると思うのですが、今、聞いたところによると新品

種はない。 

もう市場に全て、４品種とも出回っているイチゴとい

う認識で間違いないと思うのですが、できれば、最北

の村で、このイチゴが育っているというブランド化に向

けていけるようなイチゴ栽培、販売に向けての計画が

絶対必要であると考えます。 

これに向けては、役場ばかりというのではなくて、

各産業団体とともに、このイチゴを製品化するために、

いろいろな場面で村民の参加や各業界の参加等も

願って、進めていければと私自身は考えております。 

最後に、６番目の質問に移ります。 

まだ実証事業については始まったばかりで、産業

として成り立ち、２年半後には、稼げる事業になって

いなければならないと考えます。 

実証事業が完了したあとの計画や目標について

お聞きします。 

先ほどの計画や目標は、まだ２クール目、３クール

目については、上川農業試験場と相談しながら決め

ていくのだという村長の答弁でしたが、３年後、実証

実験が終わったあとは、実際に新産業として、成り立

っていかなければならない施設であると、私は考えて

います。 

いつまでも、役場サイドで実験が続くような施設で

はなく、これから短い時間ではありますが、短期、中

期、長期計画を立てて、３年後、どういうふうに移譲を

していくのか。新しい産業として。 

基本的には、あの２棟のハウスは、公設で作られま

した。あの施設を公設民営型で役場も携わって、経

営に参画していくのか。まるっきり、民間に移譲して、

有償で売るのか、無償で譲るのか等も計画の中に入

ると思いますが、民設民営の形で進めていくのか。そ

れも、あくまでも応募者がいなければならない話で

す。 

そうなれば、３年後に終わった段階で、誰かやりま

せんかと募集した段階ではもう遅いですよね。できれ

ば、民間でやるのであれば、民間の経営計画等をす

るのであれば、最低でも１年前に募集をして、事業者

が最低でも半年前ぐらいには決まって、移譲をしてい

くというのがベターではないかと考えています。 

３年間で、あの実証研究施設のイニシャルコスト、

ランニングコストでざっと計算してところ、１億円強の

村の予算が使われます。 

今年度では、施設に５千万円強、あとランニングコ

ストで、1800万円ぐらいが使われて、あと２年、３年と

使われるわけですが、計画の中では、あの施設で新

規就農者を増やしたいと。2026年度までには、目標

が、新規就農者で10世帯、移住者を20人くらい見込

んでいると、計画の中ではお話がありました。 

実際、非常に高い目標であると考えます。2026年、

あと５年後に、あの施設園芸の施設を使いながら、新

規就農者が10世帯あそこに来れるのかなという懸念

も考えられます。 

これで、芦野小学校の跡地に、あの施設を建てた

という付加価値をつけるために、計画にはまだないで

すが、芦野小学校を使った施設園芸の計画。体育館、

教室、まだ廃校になってから５年くらいになりますが、

何の計画もなく使われず、今は施設園芸の物置状

態。 
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できれば、事業を広げるのであれば、水耕栽培や

LED照明による葉物野菜の栽培の実証も、そちらの

ほうでやるという計画も、あっても良いのではないかと

考えます。 

この３年間という短い期間でありますが、完了した

後の計画や目標についてお聞きします。 

○議長（太田宏司君）：伊藤村長。 

○村長（伊藤浩一君・登壇）：ただいまのご質問に

お答えをさせていただきたいというふうに思います。 

今、議員のほうから、いろいろなご提案をいただき

ました。 

私も考えつかなかったようなご提案もいただきまし

たので、そのこともしっかり含めながら、今後検討して

いきたいというふうに思っておりますし、まずは、この

施設園芸効果の猿払システムという部分をしっかり確

立するため、データ収集と分析を行った上で、実証

事業等の利活用も含め、新規就農者や企業誘致、

村内法人などの参入も多角的な検討をしていきたい

というふうに思います。 

今、議員のおっしゃられたとおり、最低でも１年前

から、しっかりと検討していかなければならないという

ところがありましたので、今、地域おこし協力隊１名の

ところを、３名、４名という形の中で増えてきて、極端

なことを言いますと、彼らが法人を立ち上げて、この

棟をやっていただくというところが、一番、私としては

ベターであるというふうに思っておりますけれども、そ

ればかりに頼っていくわけにもおりませんので、村内

の企業等も含めながら、ご協力をいただけるようなこ

とも含めて、担当課も含めながら、検討していきたい

というふうに思っております。 

この事業のほかの目的にもありますけれども、まず

は、村民の食育、それから健康づくり、新商品開発に

もしっかり寄与できるものというふうに思いますので、

これらも含めて、今後の計画をしっかりと進めていき

たいというふうに考えております。 

○議長（太田宏司君）：小山内君。 

○議員（小山内浩一君・登壇）：私も、村長のおっ

しゃるとおり、新しい風が村内に入ってきて、地域お

こし協力隊の方々が、この猿払村の冷涼な地域で、

イチゴ栽培、葉物野菜栽培をして、実際、ここに移住

から定住へと繋がり、産業も興すということが理想とは

考えますが、それに一つプラスして、地域おこしでこ

の地に入ってきた方が、２年、３年でこの地域に定着

して、うまくやっていければいいですけれど、基本的

にはうまくいかなければ、この地から離れてしまうとい

うことも考えられます。 

ぜひ、その点に関しては、地域の企業ですとか、

村民ですとか、バックアップができる体制も１つかな

と。 

地域おこし協力隊が２人、３人で集まってNPOなり、

法人なりをつくって、事業を立ち上げるというのも良

いですが、そこに、村民も携わるということも一つのバ

ックアップになるのではないかと考えます。 

以上、６点について質問させていただきました。 

これで質問を終わります。 

○議長（太田宏司君）：暫時休憩いたします。 

４時15分まで。 

 


