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第１回第４期石狩市農業振興計画策定委員会会議録 

 

日  時 平成２８年７月４日（月）１４時００分～１６時３０分 

会  場 石狩市役所第一委員会室（5F） 

出席委員 小林国之会長、大田富夫副会長、長谷川司委員、増田崇紘委員、加藤孝委員、 

増子優子委員、中村成樹委員、佐橋進委員、尾山忠洋委員、菅野哲哉委員、 

藤沢和恵委員、羽田美智代委員、長良幸委員、若林厚一郎委員、佐藤武三委員 

欠席委員 川崎寿子委員、久慈貞子委員 

その他出席者 田岡石狩市長 

事務局 [企画経済部] 百井産業振興担当部長 

[農政課] 尾崎課長、吉田主幹、佐藤主査 

[厚田支所地域振興課] 角田主査 

[浜益支所地域振興課] 木村課長、羽立主幹 

[農業委員会事務局] 吉井事務局次長 

[農業総合支援センター] 竹内主査、白倉課長 

[石狩農業改良普及センター石狩北部支所] 山口係長 

[JAいしかり営農課] 橋本課長 

[JA北石狩販売購買課] 藤田課長 

傍 聴 人 ０名 

                                          

会議次第 1. 開会 

(1) 委員委嘱状の交付 

(2) 市長挨拶 

(3) 委員紹介 

(4) 会長及び副会長の選任 

     2. 提言依頼 

     3. 会長挨拶 

     4. 議事 

       (1) 議事録署名委員の指名 

            (2) 第 4期石狩市農業振興計画の策定について 

       (3) 第 3期計画及び施策の評価について 

       (4) 農業経営に関する意向調査の実施について 

       (5) 石狩市の農業の概要について 

     5. その他 

     6. 閉会 
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○次第 1 開会 （1）委嘱状交付 

 

＜委嘱状交付～机上配付＞ 

 

 

 

○次第 1 開会 （2）市長挨拶 

 

（田岡市長） 

皆さんこんにちは。 今、皆さん委員のお引き受けを頂きまして有難うございます。今ま

での農業計画というのは、大体、役所がつくる計画というのは、方向性は出ますけども中々

現実感のないという傾向があったのですが、そういう中でも大きく時代を振っていくとい

うか、ある意味では方向感というのは石狩の農業計画は時代、時代で担ってきたと思ってお

ります。最初は当然その農業生産をどう維持するか、増やしていくかというところに視点が

置かれた、まさに生産者計画といっていいというものでありました。ただし、その中でユー

ザーというものをどう意識するかというのは想像の議論をした問題として、次の時代を予

感するという感じでありました。その後、消費者とかあるいは市民とかそういう形の概念と

いうものが段々農業の中に入ってきて、多くの町の人たちも生産者に近づくといいますか、

そういう意味では農業というのは意外に生産者の顔が見えたり、あるいは消費者が直接畑

に入るような例が見られるようになったと…。３期の計画では国が６次産業化計画という

ものを推進した関係もございます。都市近郊型農業という意味では、時代、時代のその要請

に比較的具体的に取り組んできたのではないかと思っております。ただ問題が全くないわ

けでなく、むしろ課題は山積みであります。そういう意味ではこれからの先行きをどう今回

読むか、という問題があります。ＴＰＰがこの先の不透明感を代表するように思いますが、

私共はこのＴＰＰの問題というのは、大変マクロな意味では大きいと思いますが、私たちの

受け持つ農業計画という意味においては、やはり、外的な要因というのは当然意識せざるを

得ないと思いますが、石狩というこの風土の中で石狩市民という、それから札幌市という大

消費地を抱えた強みをどうやって生かしていくかということになろうかと思います。さら

に石狩湾新港地域における物流確保機能というのは、ほとんど今、連携プレイができており

ません。これらは何も石狩の農業政策がサボっていたというよりは、物流があの非常に北海

道全体の大きなロットを集めて、海外に持っていくというような方向性もあったせいもあ

ります。一部事業者におきましては、石狩の生産物に加工を加えて連携プレイをして商品を

作った、というような例が見かけられます。ただ、これからはまたそれを拡大すると共に、

大きな出店が、例えば石狩市農協であります。「とれのさと」は、オープン以来、大きく販

売を拡大しております。生産者が自分で持ち込むことによってどう消費構造に繋がるか、と

いうことを実感したという意味では大変大きな役割を持っていると思います。それから、地
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域の中に生産者としての誇りを持つためには、さらに道の駅というのは単なる販売所とい

うのには考えておりません。地域のアンテナショップで、その地域の歴史や様々な思いがそ

こに表現されていくという道の駅となろうかと思いますので、ある意味では先輩が築いた

歴史の中に乗って、これからどう道を切り開いていくかという意味では大変大きな期待感

と試みが入っていると思っております。たった今まで石狩湾新港の物流会社の社長と今後

の物流のあり方などについてお話をしておりました。何で石狩のものが石狩の港を通らな

いで、下関に行くのだろうとか、そういう話をしていたところでありますが、やはり物流と

いうものが、ストックアンド加工というか、倉庫にどう滞貨するか、それからどう加工され

て物流に乗ってくかということが不透明であるというか、不鮮明であるということで、この

辺の情報もしっかり掴みながら、かつてのように農家と市役所と消費者が、三角関係の計画

にはなりたくないと思っております。皆さんのそれぞれのご経験、お立場の中で大変示唆に

富んだご意見が頂けるのではないかと思っておりますが、死んだ計画にはしたくないとい

う意味では、文言よりある意味ではプロジェクトのような具体性を持った方向、そういう例

示、モデルをこれからの計画の中ではどうしても必要ではないかと思っております。お手元

に後程ご案内あろうかと思いますが、今回の計画は他の関連する地場企業等活性化計画と

か、漁業振興計画とか、そういった１次産業との連携を今回の旗印にしております。したが

って農業は農業とか、漁業は漁業というのはやめて、石狩の生産物をどう物流に乗せていく

か、加工するかというテーマも半分ずつ持ちながら進めて行きたいと思っておりますので、

少しは味の違った計画の方向性を持つことになろうかと思っております。是非、実行性のあ

る、これは市役所にも課せられる問題でありますが、企業や多くの市民の団体の皆様の協力

なくしてその実効性が出来ないという事も含めて示唆に富んだ計画が出来上がる、ご意見

を頂ければと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。以上、開会に当たっての

挨拶にさせて頂きます。どうも有難うございました。 

 

 

 

○次第 1 開会 （3）委員紹介 

 

＜各委員による自己紹介＞ 

 

 

 

○次第 1 開会 （4）会長及び副会長の選任 

 

＜会長：小林国之委員（北海道大学大学院農学研究院准教授：学識経験）＞ 

＜副会長：大田富夫委員（JAいしかり営農部長：団体推薦）＞ 
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○次第 2 提言依頼 

 

＜田岡市長より小林会長へ提言依頼書を手交＞ 

 

 

 

○次第 3 会長挨拶 

 

（小林会長） 

皆さん改めまして、お忙しいところご苦労様です。先程会長にご指名頂きました北海道大

学の農学部、小林と申します。今回は第４期の５ヵ年計画を来年度からの５ヵ年計画を策定

する事となってございます。後程、第３期までの計画の総括というかですね進捗状況の説明

等あると思いますが、先程市長もおっしゃっておりましたが、今、いろいろ農業の分野で、

あまり明るい話が日々ない中ではありますけれども、やはり石狩市という事で見れば、色々

立地的な条件ですとか、作物の構成だとか、そういうものを拝見しても、非常に、今までの

農業の仕組みから見ると、例えば規模があまり大きくないとか、そういう色々な不利な条件

と見られたものもあったかもしれませんけれども、これからのこう、付加価値型の農業とい

う事で見れば非常に、社会的、経済的な条件に恵まれている地域ではないのかなと思ってお

ります。皆様も先程からご挨拶の中でおっしゃっていました様に、やはり札幌という消費地

に近いという事もありますし、海に面していてそういう輸送の為のインフラも整っている

という様な事もございます。多分、次期、第４期の計画も、そういったもの、今まで皆様が

取り組まれてきた道を踏まえながら、それを更に一段飛躍させる様な計画、更に市長は具体

的なプロジェクトに落とし込んだ様に提案まで、という事をおっしゃっておりましたので、

そういった方向性に向けて限られた回数ではございますけれども、委員の皆様からのご意

見と、それから事務局の皆様方のお力を頂いて、この計画、実行性のある計画に作り上げて

行きたいと思っております。宜しくお願い致します。 

（大田副会長） 

副会長にご指名いただきました、改めてＪＡいしかりの営農部長をやっています大田で

す。お話、ご挨拶の中でも申し上げましたけれども非常に目まぐるしく環境が変わる状況に

なっております。環境だけでなく天候状況、そういったものも常に対応した中で、この都市

近郊型と言われる石狩市の農業を、ご意見、そういったものを拝聴しながら、守るべきとこ

ろは守る、攻めるべきところは攻めるという中で、これからの成長プランの方に活かせて活

きたいと思いますので、どうぞご協力の程、宜しくお願い致します。 
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○次第 4 議事 （1）議事録署名委員の指名 

 

（議長：小林会長） 

それでは、議事に移らせて頂きます。議長の方から１点ご連絡ですが発言される際には、

挙手して頂きまして、私の方で指名させて頂いて後に、ご発言頂きたいと思います。審議会

ということで、議事録を残すという関係もございますので、ご協力の方をお願い致します。

それでは次第の方です、４、議事というところから入らせて頂きます。それでは、（１）の

議事録署名委員の指名ということでございますけれども、こちらにつきましては、ＪＡ北い

しかりの長谷川支所長の方にお願いできればと思います。宜しいでしょうか。 

（長谷川委員） 

はい。宜しくお願いします。 

 

 

 

○次第 4 議事 （2）第 4期石狩市農業振興計画の策定について 

 

（小林会長） 

今が議事の１番目という事でございます。続きまして（２）、第４期石狩市農業振興計画

の策定についてということで事務局の方から説明頂きます。宜しくお願い致します。 

（尾崎課長） 

それでは私の方から説明させて頂きます。まず説明に入る前に、本日配付しております資

料の方を確認させて頂きます。まず「資料１」とあるのが、これが市で定めました本策定委

員会の設置要綱でございます。それが「資料１」となります。これにつきましては、また後

程説明させて頂きます。それから「資料２」につきましては策定委員会の委員の皆様の名簿

になっています。それぞれ氏名、それから所属団体等記入しております。で、実はその裏側

に、事務局のメンバーのお名前も入れさせて頂きますので、ご活用頂きたいと思います。続

きまして、「資料３」につきましては第４期石狩市農業振興計画の策定について、２枚もの、

ホチキス止めしたものがお手元にあるかと思います。「資料４」につきましては、カラーで

Ａ３版の縦長、これは農業振興計画以外、冒頭市長もおっしゃっておりました、産業振興関

連計画、今年、奇しくも４計画、同時に作る事になります。それらの関連性のイメージを図

にしたものです。これも後程説明させて頂きます。「資料５」は、これから各農業経営者を

対象に行おうと考えております農業経営に関する意向調査表があるかと思います。それか

ら、別冊になりますが「第３期農業振興計画」、２４年度から２８年度までの現計画になっ
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ています。少し分厚くて、大体５０ページくらいの冊子になっているかと思います。その次

に「３期計画の施策の総合評価」で、３年間分、２４年度から２８年度の計画なのですけれ

ども、現段階で２４年から２６年度分までを評価としてまとめております。２７年度分はこ

の後、まとめることになるのですけれども、２６年度までの分をまとめたもの、これも後程、

内容をご説明したいと思います。最後になりますけれども、「平成２７年度いしかりの農業」

という冊子、以上が資料で、それにレジメと座席表を配付させて頂いております。以上です。

全部揃っておりますでしょうか。不足されている方はおりませんか。大丈夫ですか。それで

は早速資料の説明の方に入らせて頂きたいと思います。 

 

＜事務局より資料に基づき説明＞ 

「資料 1：第 4期石狩市農業振興計画策定委員会設置要綱」～尾崎課長 

「資料 2：第 4期石狩市農業振興計画策定委員名簿」～尾崎課長 

「資料 3：第 4期石狩市農業振興計画の策定について」～尾崎課長 

「資料 4：産業振興関連計画について」～吉田主幹 

 

（小林会長） 

有難うございました。それではここまでですが、委員の皆様から質問等ございましたら、

挙手を頂いてご発言頂ければと思いますが如何でしょうか。 

（羽田委員） 

策定の中で農業者の意向調査というのが７月から８月にかけてやるのですね。この意向

調査を今、ぱっと目を通しただけですので、内容等はまだよく分かりませんけれども、前回

もこの意向調査っていうのはやってらっしゃるのかどうかというのと、この意向調査とい

うのは、最終的には何を意図とするかっていう事がはっきり分かるものですから、ここに力

を入れようっていう様な、そういう設問というのがどこら辺なのかという事と、また前回と

違うところもあるのかどうかも伺っておきたいと思っております。 

（尾崎課長） 

ただ今の質問ですけれども、この後、議事の４番目で、これらの意向調査についてご提案

申し上げようかと考えておりましたが、先に説明して構いませんか。 

（小林会長） 

過去にやったかどうかだけ。 

（尾崎課長） 

過去にもやっております。この後説明する予定でいたのですけれども、この第３期の石狩

農業成長プラン、今日お渡ししたばかりでしかも結構厚くて皆さん大変でしょうけれども、

この中にも前回の調査も含めて調査結果を反映させたもの、まるっきり調査した分を載せ

た訳ではございませんが整理しております。今の市の置かれている現状、例えば中には面積、

これからも増やして担い手として主体として取り組んでいきたいのかどうなのか、一部で
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高齢化が騒がれている中できちんと後継者が確保されているのかどうなのか、更には、新た

な取り組み、例えば振興作物やこれから目を向けていきたい作物など、広い視野を持ちなが

ら皆さんの意見を聞いてみたいとことや、今置かれている課題は担い手なのか、後継者なの

か、農地そのものが足りているのか、石狩にあう振興作物も含めて検討していく必要がある

のか…。それから、例えば６次産業化も含めた中で、ただ農業だけではなく別なチャレンジ

もしてみたいのかどうなのかなど、少しでも垣間見られればと思っております。一番期待す

るのは、後に説明しますが、自由記載欄を設けます。ここに皆さん、自分の考えている思い

を書いてきてくれます。その辺をどんな事を考えているか、どんな事を感じているのかを具

体的にキャッチしたいと考えております。 

（小林会長） 

有難うございました。宜しいでしょうか。後程もうちょっと詳しくご説明頂けると思いま

す。他の方はいかがでしょうか。 

（長委員） 

先程の事務局の説明の中で、私の理解がちょっと悪かったらいかんと思いましたので、確

認したいと思いました。実はここにあります様に４つのそれぞれの振興計画が新しく作る

ことを迫られておりますと、その中で共通の重点的な事項を見つけ出して、それを解決する

為にプロジェクトチームを作ろうと、このプロジェクトチームには専門家の意見を取り入

れて作り入れて作り上げていこうじゃないかということで、最終的には石狩市の産業と生

活の向上を図るという、その４つの計画を合わせたものにしたいと理解したんですけど、そ

んな事で宜しいでしょうか。 

（小林会長） 

この計画、４つの計画の関連の趣旨を今のご理解で良いかという事でしょうか。 

（尾崎課長） 

先程、資料４でも説明させて頂きましたけれども、プロジェクト会議というよりも調整会

議的なものです。長さんがおっしゃられたとおり、この４計画、それぞれ我々が担うのはこ

の農業振興計画です。他に漁業振興計画、地場企業活性化計画、それから観光振興計画。策

定についてはそれぞれ同様の策定委員会、審議会的なものをそれぞれ設けています。それぞ

れで策定しますが、根っこにある産業振興という点で捉えたときに非常に共通性がござい

ます。そのなかでそれぞれ独自に計画が作られた場合、整合性が図れないことがあるのでな

いかと考えております。そのなかで特にこの資料の１番上に４つの四角で囲った部分で、例

えば「人口減少化社会で産業を支える担い手の育成」という部分については、農業だけの問

題ではなくて他の産業にもいえる同様の課題であり、「地域資源を守り育て活かす基盤づく

りの推進」、これは、地域資源が基となって産業が発展していくということでは、基盤づく

りも含めて資源を大事に作りあげる、育てあげる、活用していく事が重要となってきます。

それも農業だけの問題ではなく、他の計画についても当然重要になってきます。さらに、「農

水商工連携による石狩ブランドの確立」では、それぞれの分野が連携して石狩のブランドを
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確立していく必要があり、農業だけが良ければいいという問題ではなく、水産物も素晴らし

いものが沢山あります。それらを加工する技術だったり、ＰＲして販売だったりをどうする

か、だと思います。それらの連携が非常に大事であり、うまくＰＲなり消費に繋がっていけ

ば、物流確保も含めて、総体的に進めていければ、ある意味、石狩ブランドとして一本立ち

して市を代表するものになるだろうと考えます。 

全体的にはそれら産業振興を通した地域づくりが、まちづくりにも繋がるだろうと考え

た時には、それぞれの計画だけではなく、４計画で総体的に目指す方向性を見出すためのす

り合わせが出来る調整会議的なものの開催を想定しております。そこには専門家、例えば物

流だとか、ＩＴだとか、加工も含めた中で専門家の意見も取り入れながら、ケアしながら計

画づくりに繋げていきたいと考えています。それらは当然、この策定委員会に会議の調整内

容を含めフィードバックして情報を共有しながら、それをどう農業振興計画に反映してい

くか、それと農業部門独自の視線で何かあるのではないかも含めて検討し、この１つの計画

の他に、調整会議、アドバイザーの意見を加味した進め方をしていきたいというものです。 

（小林会長） 

ご説明有難うございます。長さん、如何でしょうか。 

（長委員） 

  若干それでは分かないところがありまして、実はここに集まっている第４期石狩振興計

画の策定委員会とそのプロジェクトチームというのですか、それとの位置付けだとか、お話

になる内容については分かるのですけども、こう言っちゃあれなのですけども、例えばこの

委員会はある程度、法的にとまで言うのかどうか分からないですけども、仕組みとしては、

きちっと型に嵌ったものにあると思うのですけども、このプロジェクトチームというのは

この委員会の中から何人かが出て、他の委員会から何人か出てきて、それで共通の事項につ

いて打ち合わせをしようというだけのものなのか、そこである程度のものを作って、それを

またそれぞれの委員会に持ち込んで、落とし込もうというものなのか、その辺のウエイトの

置き方がちょっと分からなかったので…。 

（尾崎課長） 

先程の資料３をご覧頂きたいのですけども、１ページで検討体制を説明しておりますが、

まさしくこの策定委員会が中心に計画は作りこんでいきます。ただそのなかに、右側に外出

ししている部分で、市長から提言依頼を受けて最終的に作り上げたものを提言という形で

返すというものを図示しておりますが、この他に専門家やアドバイザーからの意見聴取と

産業振興４計画との調整がそれぞれにございます。そのなかであらゆる角度、立場からそれ

ぞれ検討していきます。先程の例であげた４つの共通する課題やテーマも含めて、それぞれ

の策定委員会でも検討は進めますが、それぞれの検討内容を含め摺り合わせて、総じて産業

振興に繋がることもあるものですから、調整が必要になる場合もありうると考えておりま

す。基本的にはそれぞれ策定委員会があるので、それぞれの思いはあるかとは思いますが、

調整、摺り合わせをすることによって、それぞれの計画に乖離が出ないように、せめて共通
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しているところは整合性を持たせ、例えば農業については細かく計画に盛り込んでいるけ

れども、別の計画では全然触れてないという時に、どう検討するか、ケアするかなど、調整

会議は必要かと考えています。 

 

 

 

○次第 4 議事 （3）第 3期計画及び施策の評価について 

 

（小林会長） 

次の議事もありますので詰めたいと思いますが、基本的な確認事項として、この委員会は

いわゆる他の計画をどのくらい意識して作らなきゃいけないのかという事ですが、それに

ついては農業の計画はこちらの委員会がオリジナルというか、そういうところには基本的

に捉われずに皆さんから意見を出して頂いて、それを事務方で、これは共通の部分があるな

という事を、括れるものについては括って頂いて調整するというようなイメージで、私は今

お聞きしました。ですから皆さんの意見が、まず皆さんの意見をご自由に出して頂いて、基

本的には他の産業計画との摺り合わせも必要ですが、まずはこの農業計画の方にご尽力頂

いて、という事でよろしいのかなと思っております。その辺につきましても、この分野横断

的な計画、非常に私も大事なポイントだと思いますし、こういう調整会議を作って進められ

るというやり方自体は非常に重要な事だなと思います。ですけれどもそれぞれの委員会と

調整会議との役割分担、その辺は委員の皆様も若干見えていなくて、どこまでどう発言すれ

ばいいのか、そして調整会議に別途呼ばれて、そっちで何か検討会議に出る事があるのかど

うなのか、その辺も含めてまだ見えない部分が委員の皆さんにはあろうかと思いますので、

その辺は申し訳ありませんが、事務方でちょっと整理して頂いて、この試みを位置付けて頂

ければと思います。他はよろしいでしょうか。すみません。座長権限で次進めさせて頂きた

いと思います。それでは議事、次に移りまして、３つ目、第３期計画及び施策の評価という

事について事務局の方からお願いします。 

 

＜事務局より資料に基づき説明＞ 

「別冊：第 3期石狩市農業振興計画（成長プラン）」～尾崎課長 

「別冊：第 3期石狩市農業振興計画（成長プラン）施策の評価」～尾崎課長 

 

（小林会長） 

現第３期の計画について、概要のご説明と、２６年段階での評価のご説明をいただきまし

た。時間もありますけれども、特に評価のほうは皆さんざっとなっていると思いますが、こ

れを見た感想とか、この辺は私がやっている活動ではこんなふうにやっていますよとか、何

かその辺でご感想等あれば御一方、御二方、ご発言頂ければと思いますが如何でしょうか。
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宜しいですか。増田さんは今青年部の部長さんということで…。 

これからの地域農業担っていく皆さんと色々議論されている中で…。 

多分、自分達、これから何を、どんな作物作っていけばいいのだろうかとかですね。 

逆にそういうの、その辺で皆さん先について不安になっていることがあるのではないか

なあと思うのですけども、石狩、今これ見ると色々新しい作物に取り組まれています。その

辺でも何かご意見とか、最近こんなことやっているとか何かあればご意見聞かせて頂けれ

ばと思うのですけども如何でしょうか。 

（増田委員） 

今も若者の悩みといいますか、後継者がいないので各々負担が大きくなっていくのです。

受け持つ面積が。そうなるとやっぱり機械だったり、土地の売買だったりで、結構な金額が

動くので、ちょっとウエイトが重たいよって…。そういう支援とか、機械購入代の支援とか

があれば助かるんですが…。ということが挙りますね。 

（小林会長） 

そうすると、今、結構、畜産だと色々な支援だとかもついて色々ありますけども、これか

らの地域農業の基盤づくりとかですかね。 

（増田委員） 

はい。 

（小林会長） 

はい、わかりました。もう一方、その結構販売の面で、消費者との交流とか、地産地消の

推進とか活動もされていて、基本構想の３だと割と達成率も高い項目も色々出てきていて、

これ項目ごとに見ると結構進捗率に差があるなという事もあると思いますけれども、その

辺りで例えば地産地消の推進だとか観光との関係ですとか、何かご意見、商工会議所さんだ

とか観光協会様で何かご意見あれば、感想でも構いません。 

 はい、佐橋さんお願いします。 

（佐橋委員） 

評価の１ページ目、聞きたかったのは認定農業者数、あの現状と目標値を平成２６年度で

非常にオーバーしているのは何か特別な理由があって…。努力されたとか、どのような理由

が考えられるのでしょうか。 

（尾崎課長） 

これは目標２００人に対して、計画策定当時の現状が２１１人。２６年の実績が２２２人

で、２２人は、実は目標よりオーバーしているので、先程説明したように、２００人が丁度

いい数字ですから、実績が多くても少なくても達成率が１００を下回るという成果の出し

方になります。特に増えた分につきましては、国から緊急的に用意された補助金の関係で、

水稲作付けされている方に対する国の追加政策が出され、それに合わせて給付要件を満た

すために、認定を申請する農家が急遽増えたもので、駆け込みで認定農業者が増えたという

経緯がございます。 
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（小林会長） 

宜しいでしょうか。 

（佐橋委員） 

私もあまり理解してなくて伺ったのですけども、要するに新しい制度か何かが出来て、そ

れをクリアするために計画を立てた方が該当になったというそういう事ですか。 

（尾崎課長） 

そうです。経営改善計画を作り、それを認定することになります。 

農家さんが、これだけの耕作面積で、何を作付けして、これだけの所得をあげるという、

農業経営の計画、指針を作成して認定申請するものですが、現状と５年後くらいの将来の目

標を含めた農業経営改善計画を策定し、それがある程度の一定基準を満たすと認定農業者

として認定されます。一方で、国からの補助金を受ける段階で、要件に認定農業者であるこ

と、というものが加えられていると、それをクリアするために認定農業者の申請をして認定

を受けるための手続きを取られる場合がございます。なかには十分に要件が備わっている

にも関わらず、認定を受けるメリットがなければ手続きを見送る農業者もおります。必要と

するケースとしては、補助金を受ける場合や融資を受ける場合があげられますが、そんな中

で、補助金を受けるための要件を満たすために、駆け込みで手続きをされた方が増えたとい

う分がございました。 

（佐橋委員） 

はい、わかりました。 

 

 

 

○次第 4 議事 （4）農業経営に関する意向調査の実施について 

 

（小林会長） 

はい、有難うございます。その他、宜しいでしょうか。それでは、次第の４の（４）です。

農業経営に関する意向調査の実施ということで、事務局からご説明頂きます。お願いします。 

 

＜事務局より資料に基づき説明＞ 

「資料 5：農業経営に関する意向調査表」～尾崎課長 

 

（小林会長） 

はい、有難うございます。こういうアンケート、農業意向アンケートは例えば普及センタ

ーとか農協でも、定期的にはやられていると思いますので、その辺りと被ってもしょうがな

いですし、そういう所では聞けないような項目を追加して欲しいですとか、あとは先程、羽

田委員からもありましたように、我々が今ある程度想定しているようなその振興計画にダ
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イレクトに反映させることができるような項目、そういったものも追加した方がいいので

はないかなと、私はざっと見た感じですが思っております。そういった視点からでも、どな

たからでも盛り込めるかという事も…。まだ発送まで１０日しかないということでしたが、

忌憚なるご意見を頂ければと思いますが、普及センター、増子さん如何ですか。 

（増子委員） 

意向調査の前提条件、前回の部分で確認したいと思います。この調査は対象となるのは経

営者を前提とした調査となりますか。 

（尾崎課長） 

はい。 

（増子委員） 

１件１枚というか、１部の調査なのですね。わかりました。年齢が２０代から８０代まで

と非常に幅が広いのであの一件で複数の方に聞くのかなと最初ちょっと思ったのですよね。

もし、幅広い年代の方から色んなご意見を聞きたいということであれば、発送する時の前提

として、その立場、あなたの立場は経営者なのか、経営者の妻なのか、後継者なのか、後継

者の妻なのかっていうのを書くような欄があってもいいのかなと思いました。あるいは立

場で回答って変わってくると思うのですよね。経営主と息子さんだと回答する内容がかわ

ってくると思いますので、やはりその立場を明記して頂いて、こういう立場の方はこんなこ

とを考えていると後で検討できるようにした方がいいのかなとは思いました。 

（小林会長） 

宜しいですか。 

（増子委員） 

はい。 

（小林会長） 

多分、先程コメント頂いた増田さんが、今は経営主になられているのですか。 

（増田委員） 

 いいえ、まだです。 

（小林会長） 

では先程おっしゃっていたご意見というのはこのアンケートでは汲み取れないとなって

きますので、私も増子委員のおっしゃった様に、今までの農業振興計画ってこれまでに経営

主をベースとした計画なのですが、今回の柱４つがありますけれどもどれをとっても農業

経営、いわゆる親方だけの意見では実現できない項目が多分に盛り込まれております。そう

いう場合、女性ですとか若い方、そういった意見を可能であればより多く汲み取れるような

工夫っていうのはやはり石狩市だからこそ必要ではないかなと私も強く思います。可能な

範囲で構いません。ご検討いただければなと思います。その他は如何でしょうか。 

（佐藤委員） 

このアンケートの中身を見ますと、なんか、ありふれた様な内容なのですよね。それで石
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狩農業成長プランの４１ページから出ているところが現状の問題点なんでないかと思うの

ですが、だからこれを反映したアンケートになっているのかなとちょっと疑問に思います。 

（小林会長） 

はい。コメントというよりは、この辺も考慮した内容を考えて頂きたいというご意見かな

と思いますが、検討可能かどうかという点も含めて如何でしょうか。 

（尾崎課長） 

検討可能です。その辺も意識し更に精査して…。 

（佐藤委員） 

その方が今度のためのアンケートになるのではないかと私は思います。 

（尾崎課長） 

はい。有難うございます。 

（小林会長） 

ご意見有難うございます。他は如何でしょうか。では、羽田委員お願いします。 

（羽田委員） 

先程の意見でも言ったのですけども、農家さんと話をするとやっぱり後継者問題って非

常に大きく、問題点として経営の中で大きな問題となっているのを私たち市民もよく感じ

ていることですけども、例えばさっき増子さんがおっしゃっていた部分と被ると思うので

すけど、問１１であなたの家の後継者の状況について、２つの選択肢しかないと…。後継者

がいる、いない。確かにいないは未定の場合は２に○つけてください、となっているのです

が、策定計画つくるにあたって、もうちょっと想像していくと、もうちょっと何かあるので

はないかと…。私は一般市民の人たちが農業に触れたときに必ず言うのは、ちょっとやって

みたいという人たち結構いるのですね。ただ普及センターにまで行けないのだけど、土曜、

日曜だけだったらやってみたい人もいると…。もしかしたら何かきっかけになって、そうい

った人たちがもしかしたら、農業者に途中から転向したい人がいるのではないかと…。だか

らどっかの農家さんに修行させてくれたら、なんて話が聞こえてくるものですから、ただ農

業後継者がいる、いないだけじゃなく、その後、後継者がいないためとか分かってその若手

農業者への担い手、農地の提供者と、項目はあるのですけども、何かこうもっと柔軟性のあ

る聞き方ってないのかと…。折角計画を作ってもっと未来に夢膨らませたいなと思うので

すけども、勿論、現実とのギャップというのは確かにあろうと思うんですけども…。その辺

をもっと考慮するような設問の仕方って、なんかあまりにも紋切り型じゃないかなと…。い

る、いないだけで聞くのは…。だからこうこういう状況があったら、まあ後継者が生み出す

というのも、きっと農業者さん、多分、立場によって相当考え方がお持ちでないかと…。そ

ういう考え方の基本を聞いてみるというのも必要なんではないかと思うのですけども…。 

（小林会長） 

はい。今のご意見を整理すると、１点は、それぞれの経営に対しての後継者のいない状況

についてもっと丁寧に、今現在就学中だから未定とか、今、仕事に出ているけれども、帰っ
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て来るかもしれないと、まず、結構農協だとか農業普及センターでやるアンケートとかです

と、もうちょっと具体的なイメージがつく、担い手としてなりうるかどうか、帰って来るか

どうかのイメージがつく項目をもうちょっと考慮した方がいいのでないかなという点が１

つかと思います。もう１つ、これ石狩市のひょっとしたら特徴となるかもしれませんが、い

わゆる府県、本州だとその、土日農業みたいなこと結構あるのですが、北海道ではなかなか

受け入れ側の農家がまあそういう素地が無いという事ではないのですけども、そういう受

け入れ、新しい他所から受け入れる…。それでバリバリ農業をやるわけではないのだけども

農業のちょっとした担い手というか、担い手を担ってくれるような位置付け、そういったも

のに対しての農業者側からの意見というものも何らかの形で聞いて見たらいいのではない

かという事のご意見なのかなと、私の中で整理させて頂きましたので、そのあたりもちょっ

とご検討頂ければと思っております。ひょっとするとユニークな振興計画になる可能性が

あるかなと思います。他は如何でしょうか。 

（長委員） 

今のアンケートの内容とはちょっと違うのですけども、実は今回の資料の中に平成２３

年度に行ったアンケートの結果がちょっと載っていたので、地域を石狩、厚田、浜益に分け

てあって、石狩では６５％の回答率と、厚田、浜益については１００％の回答率だというこ

とで、これから見ると石狩の方の意見、石狩地区の方の意見は１００％反映されていないの

かなという気がしたのですけども、これは何か事情があってこういう数字になっているの

か、もし分かれば教えて頂きたい。 

（小林会長） 

はい、ご質問有難うございます。ご回答は頂けますでしょうか。資料でいうとこちらの３

６ページのところ、そこに地区別の回答率っていうのが記載されておりますが、石狩地区が

低いのは何か回収、配付等で何かあったか等々も含めてわかる方、まあ数年前のアンケート

なので、担当も変わられているかもしれませんが。分かる方いらっしゃいますでしょうか。

事務方の方で…。 

（尾崎課長） 

はい。すみません。５年前の取り組みなので、憶測が入ってしまうかもしれません。それ

を踏まえてお聞き頂きたいと思います。これらについては、厚田、浜益、石狩それぞれ農業

経営者に送られてはいるのですけども、なかには家族で記入して答えてくれるケースも…。

これらについてはあくまでもお願いでしかないものですから強制は出来ないということ…。

基本的にアンケートなものですから、返ってきたものに係る率直な回答集計であったのか

なということ…。これらについては回収方法が今定かでないのですけども、例えば農事組合

にお願いするとか、ＪＡさんに持っていってだとか、支所に持ってきてくださいだとかとい

う方式ですると、やはり回収率はいいのです。どなたかが集めに行きますと言ったら、やは

り回答してくれるケースもあるので、我々もどうしたら回収率が上がるだろうかと、実は今

検討しておりまして、返信用の封筒を入れた方がいいのか、それだとむしろだめなのか。そ
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れから、例えば農協に届けてもらうだとか、支所に届けてもらうだとか、ただ、農事組合に

はあまり迷惑はかけられないと思うのですけども、工夫する必要があると思っています。

我々の課題として検討させて頂きたいと思いますけれども、回収率がなるべく高くなるよ

うな仕組みを考えたいと思います。回答になっているかどうか疑問ですけれども、前回の回

収でばらつきがあるのは、先程申したように、経営主に対してお願いしているのですけども、

代わって家族が書いたり、という方も中にはいたかと思われ、地区で回答率が異なったとい

うものです。 

（小林会長） 

はい、分かりました。長委員如何でしょうか。宜しいですか。 

（長委員） 

結構です。 

（小林会長） 

はい、有難うございます。その他、如何でしょうか。 

（大田副会長） 

私もこのアンケート、前回の策定の時を踏襲した様な基本ではあると思うのですけども、

今まで頂いた意見はごもっともだというのは乱暴な、簡単な、設問が多いのかなと…。もっ

と掘り下げてというような設問が端々にあるのかなと…。実際ちょっと個人的な意見もあ

ればですが、恐らく担い手だとか生産基盤とか多様な販売戦略とかそういった課題点は、一

般的に北海道の農産物含めて課題点がそれぞれの地域独特なものがあるというものもある

のですけども、基本的な共通な課題点、取り組まなくてはならないものは、いくつかもう確

定していると思います。この石狩市においても、そういった課題点は全道に負けず劣らず同

じ共通の課題点があるか、ないかでいくと、そういう明らかな課題点というものについては、

もうちょっと掘り下げた項目で意見を幅広く聞き取れるようなものへと足した方がいいの

かという感じがしました。 

（小林会長） 

はい、有難うございます。確かに全道共通というか、施策的に共通というか、ぱっとやれ

ているものがありますけれども、そのなかでも石狩市の進捗状況が違いますので、その点、

なぜこの点は全道で進んでいますけども石狩では進まないのか、それは進めるべきものじ

ゃないからなのか、もしくは進め方が悪いのかっていうのを、例えばこの辺がわかるような

項目にするだとか、この新規参入の数値を見ても、こんなに少ないのだと私もちょっと驚い

て、勝手なイメージで石狩近辺はもっといるのかなと思っていたのですが、入っているとこ

ろには年に数人の単位で新規が入っている地域もあって、条件的には札幌にも近いという

のもあって新規も入りやすいイメージもあるのですが、その辺も何かもしかするともうち

ょっとメリハリをつけた項目が必要かなと思います。いずれにしても忙しい時期に農家の

方に書いていただくので、あまり膨大には勿論できませんし、なるべく選択肢を選んで頂く

ということが大前提でありますけれども、その辺のこちら側の意図をもっと汲み込んだよ
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うな項目の強弱、メリハリづけをして頂ければいいかなと思います。 

（増田委員） 

ちょっとお聞きしたいのですけども。問１８です。売り込む作物を聞いているのですがち

ょっと意図が分からなくて農家側からしますと、あの野菜作っているのだったら、いも・大

根・人参って書かさるのです。大きくやっている人だと米・麦・大豆って書かさるのです。

作っている内容によってこの答えって変わってくるのですけども、それとも何か新しいっ

てことを書くのですか。 

（尾崎課長） 

この設問については、先程も少し付け加えさせて頂きましたが、ブランドとして売り込む

農作物は何か、に主眼を置いております。これから石狩の農業、石狩の野菜を主体的、対外

的に売り出していくかとした時に、これからは米、麦だけではなく、例えばこんな作物もい

いのではないかだとか、それぞれ農家さんが感じているもので、これは勝負できる。むしろ

作り込みによっていいものが出来るし、流通も拡がっていく中で、石狩のこの野菜というも

のをもし作り込んでいけるとしたら、その可能性の高い野菜、作物は何だろうという農家さ

んなりの思いを伺ってみたいと思っております。むしろ、今作っているというよりも今後…。 

（小林会長） 

そうすると、ご質問の流れでいうと、今は普通に農協とか普通の販路で売れているもので

はなく、自分でちょっと作っているけど周りで一緒に作っていきたいものだとか、いわゆる

新規作物も…。 

（尾崎課長） 

はい。含めて。 

（小林会長） 

今、増田さんがおっしゃったような作物という括りですか。 

（尾崎課長） 

それも有りかと思いますが…。 

（増田委員） 

でも、これ受け取り方は、その人によって違うのではないですか。それ、僕の予想だけで

ブロッコリーが一番。この聞き方だったら…。 

（尾崎課長） 

そうですね。今の石狩の農業で言えば、ブロッコリーやキヌサヤはすごく良い値段を付け

ていて、もう北海道一、全国一かなというところまできておりますので、その様に、これか

ら着目していくべき農産物は何だろうという農家さんの手応えなり、思いを書いてもらえ

ればという考えもございます。 

（加藤委員） 

何かこの聞き方だと本当に今作っている、今あるもの、それで伸ばしていこうというもの

しか出てこないと思います。 
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（尾崎課長） 

そうですね。それでは、うまく伝わるように、質問の仕方を工夫します。 

（小林会長） 

キヌサヤ、ブロッコリーだと今想定されて、皆さんが頑張っている作物なので、それが出

てもいいですけれども、市として知りたいもので、キヌサヤ、ブロッコリーという声が大き

く出て、それに向けてドンとやろうということの位置づけが欲しいのであれば、そういう聞

き方でもいいと思いますし、そうではなくて新たな石狩ブランドというものを農家の方の

声から作って行きたいというのであれば、さっき加藤さんが言ったように、もうちょっと違

った聞き方もあるかなと思います。 

（加藤委員） 

石狩地域ならそうです。絶対そうです。厚田地域だとまた別です。それは絶対動かないと

思うので…。新たに厚田で何かしようと考えている人も勿論いるのですけれども、それがこ

こに反映されるかどうかはこの聞き方だと多分無理だと思います。 

（佐藤委員） 

皆さん言われているように確かに他の地域でもブランド。ブロッコリーだとか、キヌサヤ

だとか、大体全道同じ様な経営体で作っています。ちょっと足元に目を落として、全く発想

を転換して、石狩あたりは偽アカシアがものすごいですよね。あの花を売っているところが

あるのです。皆さん天ぷらにして食べたことある人はこの中に多分何人かいらっしゃると

思うのですけれども、あんなもの売れるのか、というのは徳島県の上勝町というのは木の葉

っぱで全国的に有名です。去年あたりから「とれのさと」で少しは出ていますけど、セリ。

稲作農家の田んぼに行きますとセリが釜で刈るほどあるのです。農家に聞いたらそんなの

食べたことないと…。それで、「とれのさと」行っても売っていない。私は採ってきて、あ

ちこち配ったら非常に喜ばれました。あれもほとんど農薬無しでも作れるのではないかと

思います。発想の転換で、確かに大規模農業というのも確かにいいのだろうけれども、おじ

いちゃん、おばあちゃん達が元気にやれるような農業でもひとついいのではないかと思う

のですけども…。 

それで、農産物エキスパートの講座に１期生で入ったのですけれども、農業総合支援セン

ターに行って、熊倉さんに石狩はハマボウフウが有名ではないかと…。ハマボウフウの全国

的な会合を石狩でやったことあるのです。だけど石狩ではほとんど売れていないのです。各

農家の直販みたいなところで置いていた所ありますけれども、去年、今年あたりから「とれ

のさと」でそれなりに売られていますよね。 

だから、もうちょっと視点を変えて…。 

 

 

 

○次第 4 議事 （5）石狩市の農業の概況について 
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（小林会長） 

視点を変えた作物を、という事ですね。はい。有難うございます。今のお話、実は違うベ

クトルの話がありまして、一つは話の流れでの新規作物というものの括りをもうちょっと

意図とするもの出した方がいいのではないか。まあ、分けるなら分けたで良いと思うのです

が、先程市民の農業との関わりという視点の同じジャンルかと思いますが、高齢者の方でも

関われる農業というか、そういう接点づくりということ。まあこれは農家の方に聞くのがい

いのかどうか、またちょっと別の様な気もしますが、これは別のそれも計画の中の視点とし

て盛り込んで欲しいという様な佐藤委員のご意見だったと思います。すみません。予定の時

間オーバーしておりまして、まだご意見あろうと思いますけれども、いずれにしてもこうい

う形でアンケートを農家の方にできるというのは、今、我々研究者も非常にやりにくくなっ

ておりまして、多分、普及センターなんかでも、中々アンケートをやるというとやりにくい

中で、市の振興計画の中でやるというのはかなり大きなプライオリティをおける、お願いし

やすい機会だと思いますので、この機会に農家の方には極力、分かりやすい形で貴重なデー

タとなると思いますので、アンケートの項目も最後のブラッシュ・アップをお願いしたいと

思います。それでは議事の５の方に移らせて頂いて、石狩市の農業の概要についてというこ

とでご説明頂きたいと思います。 

 

＜事務局より資料に基づき説明＞ 

「別冊：いしかりの農業（27年度版）」～佐藤主査 

 

（小林会長） 

はい。ご説明有難うございました。今のご説明につきまして、何かご質問ございますか。

非常に多様な活動を市としてはされているという事を改めて認識をさせて頂きました。宜

しければ、５、その他の方に入りたいと思いますが、その他事務局の方からございますか。 

 

 

 

○次第 5 その他 

 

（佐藤主査） 

先程の議事録の確認方法でございますが、冒頭議事録署名委員を指名して頂きましたが、

今回、そして、これからの会議に関しましては、ポイントだけを抑える議事録もあるのです

が、この会議に関しましては全面議事録として進めさせて頂きます。 

こちらで作成した議事録を議事録署名委員の方に確認をして頂き、内容に間違いがなけ

れば署名、確定という進め方をさせて頂きます。 
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次回の開催日程でございます。今のところは９月の予定をしておりますが、まだ間が空い

ておりますので９月の下旬と考えておりますが、日にちが決まりましたらまた改めて、皆様

方にご案内、ご連絡をさせて頂きたいと思います。また、次回からは、事前に資料を作成致

しまして皆様に事前配付致しますので、事前に目を通していただければ、ある程度、速い活

発的な会議をして頂けるかと思っております。 

（小林会長） 

はい。日程に関しましては宜しいでしょうか。それでは、部長さんの方から一言お願いし

ます。 

（百井部長） 

はい。私の方から２点、お礼を申し上げます。１点目につきましては資料の配付など準備

が滞りまして本日となりました。その様な中で大変多くのご意見頂戴致しまして大変有難

うございました。事務局から説明ありました通り、次回までは少し期間があります。そのた

め今回お出しした資料についてのご質問、また次回、このような内容であろうというものを、

かなりアバウトな状態で皆さんにお送りして、会議の前にやりとりっていうことも少し想

定させて頂きたいなと思っております。ご提案申し上げているように会議の回数自体が少

ないです。従いまして、会議と会議の間のやりとりも大事にさせてい頂きたいなと思ってお

りますので、その点、ご理解い頂きたいと思っております。次に、２つ目ですが、前半の方

でご質問頂きました、４計画の位置付けとか、皆様の関わりについてです。概略説明申し上

げましたけれども、本来はこの策定委員会は農業計画を作って頂く、また、他の３つの計画

もそれぞれの策定委員会がそれぞれの計画を作っていく、これが原則であります。しかし、

この４計画の関わり、また実行性というのを非常に大事にしたいという事でございますの

で、４計画全体の策定につきましても必要に応じて、お関わりを頂きたいと思います。本来、

この４計画の全体の策定委員会があれば、本当は分かりやすいのですが、今回この計画づく

りをなるべく関連付けたいという試みを初めて執り進めます。従いまして、作りながら、進

めながら、作っていくという様な事ですので、先程、会長の方から、前向きな、非常に必要

性をご理解頂いたご発言、感謝しております。そのようなことで我々もまだ、作り方自体を

かっちり決めているわけではありませんので、都度説明させて頂きながら、よりよい、なる

べく関連性を持ちながら計画づくりをして参りたいと思いますのでどうぞ宜しくお願い致

します。 

 

 

 

○次第 6 閉会 

 

（小林会長） 

はい。有難うございました。その他、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。それで
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は、以上をもちまして、第１回目の第４期石狩市農業振興策定委員会を閉会いたします。ど

うも有難うございました。 

 

 

 

平成 28 年 10 月 14  日 議事録確定 

 

 

 

 

 

議  長  （自署：小 林  国 之）   

 

 

署名委員  （自署：長谷川    司）   

 


