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所管事務調査中間報告書   

 

 

産業経済建設常任委員会 

 

 

１ 調査事項  

（１）安全・安心な農畜産物の生産・販売の調査に関すること 

（２）商工・観光振興の調査に関すること 

（３）その他、産業経済建設の調査に関すること 

            （平成２７年９月１８日承認議決） 

 

２ 調査期間及び調査地 

（１）調査期間  平成２７年１０月１９日から２１日まで  ３日間 

（２）調 査 地  伊達市、江別市、夕張市 

  

３ 調査目的 

（１）農業（家畜糞尿処理） 

本町の基幹産業である農業は、経営面積の増加、機械の大型化、農業法人の参入等によ

り、経営の大規模化が進み生産量や生産額は目覚しく増加してきている。酪農業を中心と

する畜産業についても、大規模化により家畜飼養頭数が増加しており、今後においても増

加することが想定されている。家畜排せつ物法の施行により、本町においても堆肥舎の整

備が進められたが、増頭により堆肥舎の容量不足、圃場散布等による自家処理の限界、臭

い等環境の問題が発生しており、家畜糞尿の適正処理が喫緊の課題となっている。 

近年増えつつあるバイオマスエネルギーによる発電施設等を調査し、本町の家畜排せつ

物の利用促進及び農業振興施策の参考とするものである。 

（２）農業（農産物の生産・販売） 

ＴＰＰ交渉にみられる農畜産物の輸入自由化や生産資材高騰等により、農業を取り巻く

情勢は益々厳しい状況にあり、大規模化が進む一方、後継者不足等により農家戸数は年々

減少している。担い手の育成や人材の確保、消費者ニーズを意識した安全・安心な農産物

の生産、付加価値を高めた商品等の開発が求められている。 

これら課題に対応するため、生産と加工・販売の一体化や、地域資源を活用した販売・

流通体制を調査し、まちづくりや議会活動に活用するものである。 

（３）商工・観光（道の駅） 

  道内には１１５ヶ所ほどの道の駅があり、それぞれ歴史、名所、特産物などの情報を活

用した多様で個性豊かなサービスを提供し、集客に向けた努力を行っている。しかしなが

ら全ての道の駅が順調に運営されているとは言い難い状況にある。 
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上士幌町については平成３０年度の建設に向け計画を進めているところであるが、議会

としても機会を通じて特色ある道の駅を調査してきており、道路利用者のための「休憩機

能」、農産物や特産物の販売や観光資源、特色あるまちづくり等地域の「情報発信機能」、

活力ある地域づくりを共に行うための「地域の連携機能」など、今後における総合的な町

づくりとしての課題整理が必要である。 

 

４ 調査結果 

 

◎ 伊達市 

 

(１) 調査地  道の駅「だて歴史の杜」 

(２) 調査日  平成２７年１０月１９日 

(３) 説明者  (株)伊達観光物産公社 代表取締役 大坪鐵雄 氏 

(４) 調査内容 

① 経緯 

   本町においても国の事業選定により道の駅建設に向けた調査検討が開始されたところ

である。他町村ですでに開設されている道の駅において、経営体制や収支などにおいて

順調に管理運営がされているのはごくわずかである。このような中で先進的な取り組み

を展開している道の駅「だて歴史の杜」を視察地として選定した。 

 

② 取り組み経過（先進的な取り組み） 

   道の駅オープン前の観光物産館は、総合公園だて歴史の杜内に建設された黎明館内に

あったが、国道からの視認性が悪いことや物販スペースが狭く、野菜などの本市の基幹

産業である農産物を販売するスペースを十分に取れなかったことから、売り上げが伸び

悩んでいた。このようなことから国道３７号線から見やすく、駐車場から近い場所に十

分な販売スペースを有する施設、道の駅として集客能力を生かし地場産品の販売やＰＲ

に資することを目的に、既存の観光物産館を移転新築することとし、平成２４年４月１

日に道の駅「だて歴史の杜」としてオープンした。 

   来館者と売り上げが建設時の想定を大きく上回ったことから、販売スペースの拡大の

ためさらに増築し、平成２６年４月１日リニューアルオープンした。 

   施設は、敷地面積 2,160㎡に鉄骨造平屋建の床面積 1,388.15㎡（H25増築、当初は 993

㎡）で内部は物販・バックヤード・インフォメーション（イベント）・テナント・トイレ・

ＦＭスタジオ・事務所に区分（コーナー分け）されている。このうち特徴的な面ではテ

ナントとして「食堂」、「パン工房」、「だてのかまぼこ」の３店舗が営業し、ＦＭスタジ

オは室蘭市のコミュニティＦＭ局びゅーが放送を行い、災害緊急時の緊急放送としても

活用されている。 

   主な販売品は地元農家の生鮮野菜を中心とする農産物で、野菜を販売する農業者の組

織「観光物産館農産物販売協議会」が設けられ、共通ルールや販売規格などを定め、公
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社とともに産直コーナーの運営・管理を担っている。 

 

        休憩スペース              ハンサム食堂に並ぶ人たち 

 

   施設設置（建物）は伊達市で、総事業費は増築分（H25）を含めて 359,478千円で主な

財源は市町村合併（大滝村との合併）による合併特例債となっている。 

   施設の管理運営は、伊達市・伊達市農業協同組合・伊達商工会議所・ＮＰＯ法人だて

観光協会で出資構成する「（株）伊達観光物産公社」が指定管理者となっている。 

   売上額（直営分）及び入館者については、年々上昇傾向にあり、売り上げ・入館者と

もに全道一となっている。 

売上額（直営分）及び入館者の年度別推移 

年 度         売上額      入館者数 

平成 23年度（参考）     110,842千円    173,068人 

平成 24年度（4月～12月）  307,160千円    749,664人 

平成 25年度（1月～12月）  476,564千円    989,368人 

平成 26年度（1月～12月）  567,243千円   1,256,932人 

 

 

③ 参加者の主な報告内容 

  札幌などの大都市圏から日帰りでき交通の便もよく、近くに観光地も点在しているこ

とから立地条件に恵まれ、集客力に優れていると考えられる。 

   伊達市の農業は、１戸あたりの耕作面積が限られる中で温暖な気象条件を生かした野

菜栽培などが営まれ、道の駅での販売を通じて生産者同士の良い意味で競い合い、刺激

となっている。 

   今後も野菜などの品目を増やしたい考えだが多種少量生産で経営が厳しく、現状は後

継者不足の状況でもあるとのことであった。 

   観光物産館農産物販売協議会では、出品する商品管理が徹底され、消費者に新鮮・良

質な野菜を販売するという意識の高さと熱意、定期的なイベントの開催などがリピータ

ー、来館者の増に繋がっている。 
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   店内にはスーパー並みにレジが８台あり、日曜祭日には予備のレジも使用するとのこ

とで、入込客、売り上げが多くあることを実感した。 

   道の駅周辺には、亘理伊達家の旧宅や資料を展示する開拓記念館、藍染め体験等の基

盤・条件が整っていると感じた。 

   道の駅サーモンパーク千歳も見学したが、サーモンパークは学習見学と憩いの場とし

ての道の駅で食事の提供が主な経済行為と見えたが、伊達道の駅は農産物の販売を主眼

に置いていると感じられた。 

ずらりと並ぶレジコーナー 

 

生産者を写真付きで表示              担当者に質問する議員 
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④ 成果と課題 

   道の駅建設の検討を本町も開始しているところであるが、地域住民に愛される施設で

あるとともに、独創的、差別的な魅力づくりが大切であり、人が集う周辺の集客・コミ

ュニティ環境も大切と感じた。地域の特色を十分踏まえて検討することが重要と思われ

る。 

 

◎ 江別市 

 

(１) 調査地 小林牧場 

 
(２) 調査日 平成２７年１０月２０日 

 (３) 説明者 (有)小林牧場 代表取締役社長 小林紀彦 氏 

（４） 調査内容 

① 経緯 

   本町における酪農・畜産業においては、経営規模の拡大、家畜飼養頭数の増加により

家畜糞尿の適正な処理が喫緊の課題となっており、バイオマスエネルギーによる発電な

どの検討が開始されていることから、先進的な取り組みを展開している牧場を視察地と

して選定した。 

 

② 取り組み経過（先進的な取り組み） 

   小林牧場（平成 13 年に法人化、（有）小林牧場）は、現代表取締役社長である小林紀

彦氏の祖父、政吉氏が昭和 7年に札幌郡厚別熊の沢（現厚別区もみじ台）において酪農

を開始し、昭和３１年に父の惟彦氏に経営が引き継がれている。また、札幌市近郊での

宅地開発が進む中で昭和４３年に厚別上野幌に移転し、更に昭和５６年に現在地、江別

市西野幌に再移転している。 

   平成２年には、カナダでの１年間の酪農実習を終え帰国した紀彦氏が経営に参画。そ

の後、経営規模の拡大（増頭）に伴い国の補助制度等を活用しながらフリーストール牛
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舎、パーラー搾乳、バンガーサイロ、育成舎などの整備を順次進めてきている。 

   平成２２年には、畜産担い手育成総合整備事業によりフリーストール牛舎（300 頭）、

搾乳舎及びパーラーシステム（パラレル 20 頭Ｗ）、育成舎などの再整備を行っている。 

   経営の現況として農地 135ha、飼養頭数 580頭（成牛 310頭・育成牛 270頭）、生乳出

荷量年約 2,700ｔであり、作業は紀彦氏と弟、従業員４名の計６名で大学の学生アルバ

イトも雇用している。 

   生乳は、新札幌乳業（株）に出荷され、「小林牧場物語」ブランドで牛乳やチーズなど

の製品として販売されている。 

   バイオガスプラント（嫌気性発酵施設）は、近郊に住宅地や大学等があり環境対策も

必要なことから担い手育成事業により平成２３年に整備を行っている。 

バイオマスプラント仕様 

・１日の処理量      29㎥/日 

・発酵槽・貯留槽の容量  1,160㎥（40日間滞留）・5,396㎥ 

・発生バイオガス量    600㎥/日 

・メタンガス濃度     55％ 

・脱硫方式        生物脱硫と活性炭 

・ガス・温水の利用    ガスボイラー10万ｋｗ/ｈ（発酵槽加熱） 

6万ｋｗ/ｈ（機器洗浄） 

・消化液の利用      液分：圃場散布 固：牛床に利用 

 

③ 参加者の主な報告内容 

  近郊に住宅地や大学などがあり、臭気対策や河川の汚染対策など環境に配慮した経営 

がされている。 

 バイオマスプラントでの消化液固形分が牛床敷料として再活用され、余剰電力の販売 

により経営費の縮減に繋がっている。 

 出荷される生乳は、付加価値の高い商品として販売されている。 

 

消化液は圃場に散布    敷料として再利用される固形分について説明する小林代表 
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④ 成果と課題 

   本町でも急がれる課題となっているが、バイオマスプラント建設に向けては、今後の

酪農情勢を十分考慮して、ランニングコスト、耐用年数などの十分な検討が必要である

と感じた。 

関係者による検討が進められているが、今後の議会審議に向けた参考施設となった。 

 

◎ 夕張市 

 

(１) 調査地 夕張ツムラ 

(２) 調査日 平成２７年１０月２１日 

 (３) 説明者 担当木村 氏、清野 氏 

（４） 調査内容 

① 経緯 

  本町の畑作農家においては、漢方薬の材料（生薬）となる「おおぎ」を契約栽培して

いるところであるが、生薬・漢方薬の現状や将来動向を把握するため、視察箇所として選

定した。 

 

② 取り組み経過（先進的な取り組み） 

  株式会社夕張ツムラは、株式会社ツムラの子会社として、自社農場での栽培効率化の

研究や種苗生産、道内農家で契約栽培された生薬の一次加工と保管を目的に、平成２１

年７月に設立され、翌２２年１１月に生薬加工場、保管倉庫及び事務所が竣工している。 

  従来から生薬は中国等から輸入されているが、価格が不安定で上昇傾向にある中、国 

内での今後の需要が高まっていく予測から、国内でも特に道内での生産に力点が置かれ

ることとなっている。 

 生薬の保管には温度１５度以下、湿度６０％以下が適しており、夕張での保管環境は

コスト軽減にプラスとなっている。 

 

説明に聞き入る議員              加工状態を確認する議員 
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③ 参加者の主な報告内容 

   今日の医療行為において、漢方薬は重要な役割を果たしており、今後も生薬の安定的

生産が必要となっていると感じた。 

   障害者施設との連携や冬場の雇用拡大、６次産業化として地域に貢献している。 

 

④ 成果と課題 

  今後も生薬の需要が高まると予想されるが、契約面積は横ばいの現状にある。収穫や

その後の乾燥作業等に手間がかかることや人手不足等が横ばいの要因のようである。収

益性などツムラとの契約条件や本町畑作にどのように位置づけていくか、農業関係者に

よる検討が必要である。 

 

  以上、産業経済建設常任員会の所管事務調査中間報告といたします。 

 

 


