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第２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１０月１４日（金）１４時００分～１６時０５分 

会  場 石狩市役所４０１・４０２会議室（4F） 

出席委員 小林国之会長、大田富夫副会長、川崎寿子委員、加藤孝委員、長谷川司委員、 

増子優子委員、中村成樹委員、佐橋進委員、藤沢和恵委員、長良幸委員、 

若林厚一郎委員、佐藤武三委員 

欠席委員 増田嵩紘委員、久慈貞子委員、尾山忠洋委員、菅野哲哉委員、羽田美智代委員 

議事録署名委員 中村成樹委員 

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 

[農業委員会事務局] 吉井事務局次長 

[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 

傍 聴 人 ０名 

                                          

会議次第 1. 開会 

     2. 会長挨拶 

     3. 議事 

       (1) 農業経営に関する意向調査集計結果について（報告） 

            (2) ワークショップ（グループ討議）について 

     4. その他 

     5. 閉会 
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○次第 1 開会  

 

（尾崎課長） 

本日は、ご多忙のところご出席いただきまして、誠にありがとうございます。それでは、

ご案内の時間となりましたので、第２回第４期石狩市農業振興計画策定委員会を開催させ

ていただきます。 

本日の会議はおおよそ 2時間程度とし、終了時刻は午後 4時頃を予定しております。 

なお、本日の会議には、ＪＡいしかりの増田委員、ＪＡ北石狩の久慈委員、石狩北商工会

の尾山委員、石狩観光協会の菅野委員、いしかり食と農の未来づくり推進委員会の羽田委員

の５名より欠席の報告を頂いております。 

開会に先立ちまして、小林会長より一言ご挨拶を頂戴いたします。宜しくお願いします。 

 

 

○次第２ 会長挨拶 

 

（小林会長） 

皆さんこんにちは。本日はお忙しいところご苦労様です。本日２回目となりました第４期

の石狩市農業振興計画策定委員会ということで、前回の委員会から回収集計がまとまりま

したアンケート調査の結果と、それを含めて後段の部分ディスカッション、意見交換を行う

ということで予定されております。いよいよこれから計画づくりの本題に入っていくわけ

ですけども、皆様のご意見を賜りたいと思いますので宜しくお願いします。 

（尾崎課長） 

小林会長、どうもありがとうございます。それでは早速議事に入りたいと存じます。 

これより、小林会長の進行によりまして進めて参りたいと思いますので宜しくお願い致

します。 

（小林会長） 

それでは私の方で進行を進めていきますが、議事録署名委員という事で、議事録署名委員

を私の方から指名せよ、という事ですので、石狩土地改良区の中村委員にお願いしたいと思

います。宜しくお願いします。 

（委員：中村） 

お願いします。 

 

 

○次第３ 議事 （1）農業経営に関する意向調査集計結果について（報告） 

 

（小林会長） 
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それでは議事の方に入らせていただきますが、１番目、「農業経営に関する意向調査集計

結果」ということで、事務局の方から説明をお願いします。 

 

～事務局（佐藤主査）より、「資料 2：農業経営に関する意向調査集計結果」及び 

「資料 3：農業経営に関する意向調査集計結果（補足資料）」を説明～ 

 

（小林会長） 

他の事務局の方、補足はよろしいでしょうか。 

それでは、かなり数字も出てきていると思いますが、ご質問等ありますでしょうか。 

（増子委員） 

一点確認だけ。現在、約４割弱の回収率ですけれども、まだ回収は継続されているのです

か。それとも一旦ここで打ち切りっていうことですか。 

（佐藤主査） 

一応ここで打ち切りという形にさせてもらっています。当初８月いっぱいということで

募集をしたのですが、それでも回収率が低かったので、約半月くらい延ばして、それで締め

させていただきました。 

（小林会長） 

その他、ご質問いかがでしょうか。 

（長委員） 

ここにＪＡいしかりの方も、ＪＡ北いしかりの方もお見えになっていると思うのですけ

れども、その他、小林先生などがお見えになっているので、このようなアンケートというの

は、公になっている、あるいはアンケート見ましたっていうのがあると思うのですけれども、

今回のこの結果と皆さんのご記憶で、知った事と特別かけ離れている結果とか、あるいはこ

こもそうだというところがありましたら教えていただきたいと思います。 

（小林会長） 

そうですね、他の地域とのアンケートとの結果についてということですけれども大田さ

ん、もしありましたら。   

（大田副会長） 

事前にこのアンケート結果、回収率が気にはなるところで、傾向としてはすごく出ている

のかなという感じはあります。いろいろと組合員の方と話している中で日頃出ている中の

そのままの数字が、素直に出ていたので。ただその中で非常に気になったのが、特にＪＡい

しかりについては、自分のところの組合員さんといろいろ話している中で、兼ねてから厚田

地区、浜益地区という方ともお話はしてはあるのですけれども、傾向がこの地区別に分ける

とやっぱり全く違うのかな。それぞれの地域に対する農業と将来性に対しての考え方、そう

いったものがすごく現れているのかなというのが、今回非常に参考になったという感じが

あります。作っている作物とか、そういったものとか希望的なもの、元からそれぞれものが
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違うっていうのがありますので、そういう傾向が出ているというのは非常に勉強になった

という感じはします。 

（小林会長） 

ありがとうございます。それではＪＡ北石狩の長谷川支所長お願いします。 

（長谷川委員） 

ＪＡ北石狩につきましても、やっぱりこのアンケートの結果というのは、農家さんとも話

しているのと似ていまして、例えば問の２３では、農業経営の中で困っていることは何かと

いうのに、機械や資材が高くってという事は、非常に声が反映されておりますし、これに関

係していると思うのですけれども、同じく２４番で各種補助金制度を充実させてほしいと

いうのはやっぱり数字として大きく出ているところは、農家さんの話とアンケートの結果

とかなり似かよっているのかなと。それとちょっと面白いと思ったのが問２０番で主産地

化を目指すべきと考える農産物は何かという事で、米がやっぱり厚田、浜益のパーセントが

高いですよね。この辺は米に力を入れているというのか、米を作っているっていうそういう

意気込みみたいなのを感じられると思います。 

（小林会長） 

他は。増子さん。 

（増子委員） 

普及センターの増子と申します。私はこの４月に石狩に参りまして、まだ石狩に勤務して

半年くらいですから、ちょっと石狩の細やかな情報だとかがまだまだ足りないのですけれ

ども、日頃農業者の方と接している中で、聞いている内容とまあほぼ同じ回答が出てきてい

るのかなと思います。この春までは例えば十勝だとかオホーツクだとかって結構大きな専

業地帯に畑の専業地帯の勤務が長かったもので、そことの大きな違いっていうのはやはり

あの販売先が十勝、網走だと本当に農協オンリーっていうスタイルなのですけれどもさす

が石狩だなって思ったのは、販売先ですよね。問の１７だとか１８は半数が農協さん、半数

が自分で、要は自分で、自社努力をして販売されているというようなところが他所の地域大

きく違うのだなという、まあ石狩らしい取り組みなのかなっていうのを感じました。以上で

す。 

（小林会長） 

ありがとうございます。川崎委員、どうですか。 

（川崎委員） 

私は夫が経営主で配偶者の立場なのですね。配偶者になりますけれど、そしてこの回答用

紙にありますけど後継者、次男が後継者で、第一次産業で経営していますけれども、５年後、

１０年後、資料拝見したときに、遡ってからの農家戸数、そして現在の戸数って年々とかな

りの数減少しておりました。資料を拝見いたしましても、我が家は現在、とれのさとの会員

として自分で直売の方もやっていますけれど、やはり後継者が張り合いの持てる今後の経

営について、さて５年後、１０年後、親としてでも、立場としてでも頑張って経営を続けて
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いきたい意欲はあるのですけれど、あの環境的なものが、これからの災害とか、今年特にあ

りましたので、そういうものがいかに自分の経営に響いてこないかだとか不安な材料もい

っぱいありますので、今後の経営に対する不安を抱えながら、かつ意欲的な経営になるよう

なことを考えながら、今、実際に頑張っているところでありますが、その先のシミュレーシ

ョンを考えると不安な面もあるというのが、これからの石狩市農業の農家戸数とか、農業経

営の中身を考えますと、如何なものかなという不安なところが多少あるというのが現在の

正直なところです。 

(小林会長) 

ありがとうございます。後継者の方に継がせたくないという中でも、やはり将来に対する

不安が大きい、割合も高くなっていますから、将来まで亘ってある程度安心して取り組める

環境整備っていうのもやはり求められている。そういったところが資材費の高騰だとか、無

理な補助事業があるとか、それは要望すればきりがないのですけれども。当然、安い資材が

ほしいとかそれはそうなのですけれども、若い世代がこれならやってみようという風に思

える環境整備っていうのは間違いなく求められるというのはあると思います。他に全道、か

なりその担い手の問題ですとか、そういう意味では、全道的なものと反映するとかなり同じ

ような中身の部分は多いかなと思いますけれども、その中でもかなり地域性が大きいとい

うことと、作物構成に影響される販売先が市内の中にあるのだというのと、その辺でかなり

細やかな地域性に配慮した、かなり細やかな部分というのはかなり求められるだろうとい

うのが、多分他の地域、もちろん農地いろいろありますが、ここがかなりポイントかなと思

います。あとは、気になるのは未回答が結構どの項目にもかなり多くて、こう見るとかなり

半数くらいが未回答というのがあるので、これでも多分一生懸命集めた結果が未回答で返

って来たと思うので…。 

ちょっとその辺でどういう集計の仕方がいいのかという、未回答を割合にいれるとちょ

っと見えにくくなってしまうというのもあるので、その辺の書き方が難しい。 

はい、他の委員の方からなにかご質問は。 

（長委員） 

大丈夫でしたらもう１点いいですか。 

（小林会長） 

はい、お願いします。 

(長委員) 

問２３だったと思うのですが、現在の農業経営の中で困っていることという事で、経営に

余裕がないとか、あるいは資材が高いとかだと最もだと思いますけれども、その中でいう８

番目に価格の、農産物の価格かなと思うのですけれども、それで価格の低迷で作物の選定が

難しいよ、というようなことがあったのですけれども、これについて小林先生、増子さんあ

たり、これも、ワークショップやった後からの方がいいのかも分りませんけど、こう今国内、

北海道の農業でも、価格の低迷で、今年は特に水害等があってちょっと価格が高くなってい
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るみたいですけれどもなかなか何を作っても合わないし、何を作ればいいのかなというの

が、農協も頭を悩ましていることだと思うのですけれども、何か、この辺で。 

（小林会長） 

そうですね、これざっと見ても、割合が高い地域と低い地域と、ある意味全般的に作物に

よっても、お米なんかはある程度良い産地であれば今下がってはいますけど、なんとか米で

やっていけるかなっていうのはあると…。 

多分どういうアンケートとっても、この価格が低迷でというのはこれくらいの割合にな

るのかなっていう気はしますけれども、中身のどれを指して、成果なのか。 

（大田副会長） 

そうですね、なんとなく厳しさ感というのは、裏を返せば、いや高くて高くてという、今

年の一部がさっき長さんの言われた作物が高い。馬鈴薯なんかは典型的に高い傾向にある

のですけれどもまあ感覚的には高いイメージ、皆さんなら厳しさがあるって思ってないと

思うのです。 

その中で価格低迷っていうのはずっと課題にはなるので、作物選定が難しいっていうよ

りもそういうイメージの中でつけられたのかなというのが確かに、そういう感じ方するの

ですよね。 

これ新たな作物選定だけに考えていうと、色々組み合わせて、当然営農類型含めて考え方、

いかにコストを下げて効率的に生産するかっていう話ですから、組み合わせの中ではいく

らでも、こう規模等あわせて、十分生産性は高くなるとは思うのですけれども、なんとなく

その先程の後継者と同じく、今現状があの農産物かと云々からつけられたのかなっていう

感じ方はしたのですけどね。 

（小林会長） 

ちょっとアンケートから見たら、畑作物なのか、生産物なのか。地域性とか分からない。 

こういうアンケートって、その数字だけで判断するとかなり危険なので、気になったポイ

ントだけにして、一体これから何を読み取らなくてはいけないのか、ちゃんと議論するとい

うのはすごく大事だと思います。往々にして、こちらでやりたい施策の方向を出して、それ

をやっちゃうのがアンケートによくある。やっちゃいけないことの１つなので、そういう意

味でもうちょっと丁寧に見ていく必要があるのかなと思います。他はいかがでしょうか。 

（間） 

 

 

○次第３ 議事 （2）ワークショップ（グループ討議）について 

 

（小林会長） 

それでは、このアンケートもその辺にしながら、もうちょっと特別課題で落としこんで、

２番目のワークショップ、各グループ討議に移りたいと思います。それでは事務局の方でお
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願いします。 

（尾崎課長） 

それでは、今日は２班に分かれてグループ討議して頂きたいと思います。 

小林会長からお話があったように、アンケート結果も踏まえた中で、疑問に感じているこ

と、心配に感じていることを少しでも払拭できるような計画を立てていければということ

も含めて皆様方からご意見を頂きたいと思います。 

会場につきましては後ろの方に、２つに分けています。それぞれ、班編成の表に基づきま

して、席を移動していただきたいと思いますので、宜しくお願い致します。 

着席されてから進め方も含めてご説明させていただきたいと思います。宜しくお願いし

ます。 

 

――――――――――――――――席移動――――――――――――――――――――― 

 

～2班に分かれて、グループ討議～ 

 

（尾崎課長） 

まずＡグループの雇用労力の担い手対策について、検討発表頂きたいと思います。発表は

川崎委員にお願いします。 

（川崎委員）「テーマ 雇用・労働力・担い手の確保対策について」 

現在、花屋でもグリーンサポーターを利用している立場で、実際にグリーンサポーターが

まだ周りに知らされていないという観点から、まずは農業の魅力をもっと周りに PRして人

を集めるという事がお話の中で出ました。その中にやはり賃金も少し安いからではないか、

がしかし、現在働きに来ている人の中には農家の体験をしながら、現在特に平均年齢が６０

代、定年退職した人が主流であるという事から賃金だけではなく、農業の良さを求め、健康

を考えながらそういうことを求めながら働いている方も多いということから、農業の魅力

をとにかくＰＲして人を集めていくのがいいのではないかと、そして出た意見の中では農

業を、単に農業をではなく例えば作物単位の、作業体験とか、それぞれ様々な重労働、軽作

業とかあるのでそういうことも少し、細かくＰＲしていくことで私ができる、そういう事だ

ったら私も農作業に関わることができるのではないかっていうことももう少し、こう深く

掘り下げて、広告なり出していくときに、細かく農業の魅力を発信していくという事が労働

力、担い手に対しての確保の対策として話し合われました。 

(尾崎課長) 

ありがとうございます。それでは、Ａグループ２つ目、「地産地消、いしかり農業の未来

づくり」と、さらに３つ目、共通テーマですけれども、「とれのさと、道の駅の活性化につ

いて」、関連があり、あわせて意見交換していたようですので説明をお願いします。 

（川崎委員）「テーマ 地産地消、いしかり農業の未来づくり」 
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次のグループ討議に関しましては、やはり地産地消、石狩の農産物イコールです。現在、

石狩市では「とれのさと」の直売所が年々多くの方に農産物を買って頂いて、かなりそこが

大きな石狩の農業の発信地点になっているという事で、やはり話の中身は「とれのさと」か

らの新鮮な野菜の販売とか、加工品、あと石狩市内での加工品もかなり多くそちらで販売さ

れているということで、「とれのさと」での話からこう広げていくような感じで、そこから

農業体験プラス農産物の収穫体験をして、例えばそれから「とれのさと」での加工体験とか

そういうバスツアーだと体験型のこととか、あと今これから「とれのさと」は冬の間も通年

営業ということで、その中でイートインがあると、更に人が来るのではないかと。「とれの

さと」から石狩市の農業を更に発信していこうという事で、色んな方達から、そこから消費

者の方達から応援を頂き、そこから更に連携を深めて更に石狩の農業を様々なところに発

信させていこうという話をＡグループでしました。 

「とれのさと」中心だったのですけれども道の駅も含めてこのような取組みが共通だろ

うという形であります。Ａグループは以上です。 

（尾崎課長） 

ありがとうございます。それではＢグループの発表をお願いします。 

（増子委員）「テーマ スマート農業と、農作業の省力化」 

テーマ１の「スマート農業と、農作業の省力化」です。すいません。付箋に書いてしまっ

たので小さくて見えなくて申し訳ないです。 

テーマの１が「スマート農業という農作業の省力化」がテーマです。ＩＣＴ農業、非常に

今、分かるのだけどもなかなか今石狩市ではまだ導入が進んでいない、導入されていてもご

く一部の個人の方、というような話を前段で大田部長の方からお聞きしました。やはり現地

で活用するにしても、例えば厚田の水稲だと面積が小さい、小さな畑であり、使い勝手が効

率的な使い方が出来ないじゃないかとの声も出されまして、やはり現地で活用するにあた

っては基盤整備が必要であろうと、そういったことが進んだ中で、やはり環境整備、スマー

ト農業を実施するにあたっての環境整備が必要だと、それに向けて検討する必要があるで

しょうという話になりました。ＧＰＳを使うためにはやはり基地局を作るという事が絶対

条件、というか必要になるという事とやはり自動操舵を含めると数百万円の投資が必要に

なるのでそれに向けては、これは企業さんに努力していただく必要があると思いますけれ

ども、低コスパとか、それに対する補助とか助成だとかも必要なのじゃないかというお話が

出ました。それとスマート農業の事業の中に、最後にアシストスーツなど、という人間工学

に人を楽にしようよっていう項目も実はあります。そこには機械が全面に非常に出ていて、

人の部分って１番後ろの方にちょっと載っているくらいなのですけど、実はそういう試験

研究も進んでおりまして今、北大の田中先生とか道総研工業試験所の吉成研究主幹のグル

ープでは既に実用されて販売されているというような状況はあります。その作業着のよう

に着用できるもの、リュックのように背負えるもの、体に身に着けて人の腰痛を軽減したと

か、体幹を整えて腰を痛めないというようなものが既に実用化されているので、まずは健康
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寿命を延ばすという意味でもそういうアシストツールを使った軽労化っていうのを考えて

もよいのではないかと…。機械と別な部分で、人に視点を置いて考えてもよいのではないか

というようなお話の中で、セミナー等を開いて試着、体験等をそういったところで、石狩で

出来たらいいねっていう事が話し合われました。１番目は以上です。 

(尾崎課長) 

ありがとうございます。では２つ目をお願いします。 

（増子委員）「テーマ 補助、助成、支援制度」 

２番目の課題が、「補助、助成、支援制度」についてということで、何でも応援してもら

えたら非常にありがたいなというのが正直なところなのですけども、今回このメンバーで

話し合った中では大きく３つのテーマが出されました。１つは「農地、土地」の部分で先程

も申し上げたような背景もありまして基盤整備、やはり必要でしょうというのが１点目で

す。２点目に「新規参入、新規就農者対策、担い手対策」です。やはり今、農業就業人口が

少ないという中で、他所から新たに人が入ってきていただいて、地域の農業の担い手になっ

ていただく仕組みづくりが必要でしょうということで、法人で受け入れるだとか、研修農場

を作って受け入れるだとか、受け皿づくりっていうのは必要ではないかというのは大きな

ところで、具体的に今、市で研修生に対して家賃の助成なんかもしていただいているのです

けれども、そういった助成とか、こういった支援できているよっていうのをもっと拡充して

ＰＲすると、対外的にＰＲして石狩ではこんな事を新規参入者に対して応援できています

というＰＲが必要じゃないかっていう話が出ました。３点目の「有害鳥獣対策」です。やは

り今の電牧だとかくくりなわでしたっけ？箱わなだとまあ限界があるので、やはり個体数

を減少させるためになんらかの手立てが必要だろうという事です。で、ハンターさんが少な

いだろうから、いろんな課題があるのだというお話がでましたけれども、まあ個体数の減少

に向けて何らかの手を打つ必要があるという事で、簡単ですが以上です。 

(尾崎課長) 

ありがとうございます。それでは、3番目の発表をお願いします。 

（増子委員）「テーマ とれのさと、道の駅の活性化について」 

「とれのさと、道の駅の活性化について」という事で、Ｂグループは主に道の駅の話で時

間がなくなりました。道の駅の活性化というか運営していくにあたって、「とれのさと」と

連携をする。道の駅に来たら、今度「とれのさと」に流れていくような作りだとか、来年の

９月に当別町の道の駅が開業しますので、そういう近隣の道の駅と横の繋がりをもつ、連携

をするだとか、あとは地域、厚田浜益の観光農園だとか農業体験、受け入れてくださるとこ

ろだとか、そういった農場と連携をするだとか地域内外での、石狩管内での連携ということ

が１つあってもいいのかなと話されています。 

来客というのが厚田と札幌の少し距離があるというのもあるので、集客のためには先程

Ａグループの方からも出ていましたけど収穫体験を、その場で収穫体験をして食べるまで

のそういったイベントをしたらどうかという事だとか、地域のお祭りであるとか、イベント
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をうまく活用して道の駅にこう流れて行っていただくというような仕組み、それもＰＲだ

と思うのですけども、そういう事をしたらどうかという話が出ました。 

あと、道の駅の中に、地場特産品コーナーというのがあります。場所が厚田なので米が多

いのですね、厚田って…。米の生産者さんが多い地域なので、その野菜の直売といっても、

あの恒常的にここに出荷するために野菜を作るっていうのは結構大変かなっていう事が考

えられるので、まずは自家野菜を有効活用しようとするあたりでちょっとハードルを低く

して始めて、あとは口コミでこう道の駅に出したら良かったよっていうような感じで、口コ

ミで広げて生産者、出荷者を増やす、アイテムを増やすという風に繋げていけたらいいのか

なっていうような、そういった話をしたところで時間切れでございました。すみません、拙

い説明で申し訳ない。 

（尾崎課長） 

ありがとうございます。 

それでは今、Ａグループ、Ｂグループより、それぞれ発表していただきました。その中で

何か、ご意見なり、ご質問なり、私はこういう事も実は考えていました、などあればお話し

ていただけると有難いのですけども…。まずＡグループは雇用の問題、今、非常に生産現場

で１番困っていることですけれども、ＪＡさんでグリーンサポーター制度がある中で人集

めに苦労しているという事をお話していました。それから、地産地消では「とれのさと」を

拠点にするか、道の駅を拠点に魅力ある農業を発信していくと地産地消、それから道の駅、

これらの活性化にも繋がっていくだろうという説明でした。これらの中で何かございまし

たら…。 

（長委員） 

Ａグループであったみたいに農作業を体験ってグリーンサポーターの方もやっぱりなか

なか辛いよって話も聞いたりはします。私共の方でアシストスーツにしたら楽になる。試着

会も兼ねてこういう面白い農業が石狩に行ったら出来ますよっていう、何処どこの農家に

行くとスーツは５着か１０着あるのですよとか、あれば３０キロの米が簡単に持てるよう

になるのですよ、みたいな。 

（尾崎課長） 

体験講習会みたいなこと、増子委員も言っていましたけれども、それから雇用に繋げてい

くという観点で…。何処でしたか、瀬戸内海の方で果樹栽培はどうしても重いものを持って

腰に負担がかかるというところからスタートして、今では完全に色んなとこで実証実験さ

れているようです。 

（長委員） 

メーカーさんと太いパイプがあるみたいですから…。直接市役所に繋いで、そのまま農家

に卸してもらえたら…。 

（尾崎課長） 

やはり、すごい観点だったのか、機械による省力化という考え方もありますが、もう１つ、
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働く皆さんの体の負担軽減も考えましょうという部分のアシストスーツにつきましては、

またちょっと違う視点で、それもやはり長く農家を続けていただくには大事かなと…。     

小林会長、スマート農業で何か情報はありますか。 

（小林会長） 

地域によってはスマート農業研究会っていうのが、北海道にも今出来まして、かなり若い

後継者世代に、何処で聞いても今関心あるテーマは何かって言ったらスマート農業、スマー

ト農業と言っても広いですけども、そういうのはかなり全道的にすごく注目されているテ

ーマで、色々学習する機会ですとか、情報提供ですとか、どんどん今メーカーごとに出して

きた企画をどうやって統一するか、そういうことが出来ないのか議論もどんどん進んでい

るので、そういう最新の情報って言うのは常に特に若い農業、後継者世代の方に提供してあ

げるっていうのは有難いことだと。 

結構若い人たちは自分で調べて、これいいなとカタログを見ていたり、俺が入れるならこ

のメーカーとかの話はしていたりしますので、そういう人たちとちゃんといつも情報交換

していこうっていうのは大事なことだと思います。 

（尾崎課長） 

今、会長が言われたように、北海道の方でスマート農業協議会が出来ていて、参加無料で

募集しているというサイト、道のホームページで紹介しておりましたけれども、国でも同じ

ような形で導入の検討も含めて進めており、今後、目を向けていく必要があるのかなという

事は、Ａグループでは色々話し合われたのも参考になるのかなと思います。 

あと、いいですか。（間）それでは、また最初の席に戻ります。 

 

――――――――――――――――――席移動――――――――――――――――――― 

 

 

○次第４ その他 

 

（小林会長） 

議題ですけども、最後４です。その他、何かございますか。 

（尾崎課長） 

事務局の方から何点か。最初に活発なご意見、議論頂きましてありがとうございます。こ

れらの意見をきちんと整理して計画に反映できるよう頑張って参りたいと思います。 

まず、それでは、今日の配付資料のうち、説明はしておりませんが、配付したものがありま

す。「３期計画の施策評価」、平成２７年度分の評価をプラスしております。第１回、７月の

時にもお配りしておりますが、それは平成２６年度までの成果ですけど、平成２７年度の成

果もプラスしておりますので後ほどご覧ください。 

それから「石狩の農業」につきましては、同じく、平成２７年の取り組んだ分を紹介した
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もので、平成２８年版として整理しておりますので、こちらも後ほどご覧いただければと思

います。詳しい説明は省かせていただきます。 

次に、第１回の策定委員会の時にもお知らせしましたが、今年、我々今、農業振興計画の

策定作業をしております。この他に、実は別な組織で漁業振興計画、それから地場企業等活

性化計画、それから観光振興計画、産業振興を進める上で、農業を含める関連の深い、重要

な４つの計画が、今、同時に策定作業に入っております。非常に共通性、関連性があること

から、それぞれ横の連携をとりながら、それぞれの共通する課題、それから取組についても

調整しながら、かけ離れた計画にならないよう、調整会議を開催したいという提案をさせて

頂きました。１０月２４日に１回目の調整会議が開催されます。そこに各策定委員の方から

１、２名程度出ていただいて、そこで意見交換など、少し調整しようということになってお

り、前回、事務局に一任して頂けるということでした。調整した結果、小林会長と大田副会

長に代表で出て頂いて、農業振興計画の進め方や考え方について、調整会議に臨んでいただ

きたいと考えておりますので、小林会長と大田副会長のお二人にはよろしくお願いします。 

最後になりますけれども次回、３回目の開催です。次回は、１１月７日の月曜日に開催し

たいと思います。次の３回目とその後の４回目で、具体的に事務局の方で、アンケート、そ

れから頂いたご意見を基にたたき台を作り、本格的に皆さんに議論していただき、色々なご

意見をいただきながら、良い計画を作れるようにそこに反映させていきたいと考えており

ます。１１月７日、日程を調整していただいて、今からそこには他のスケジュールを入れな

いように何とかご配慮賜りますようよろしくお願いします。 

なお、４回目は、１１月２１日月曜日と考えております。ここで、計画のほとんどを確定

させたいと思います。そして最終的に他の計画と調整が出てくるかもしれません。１２月以

降、パブリックコメントを行い、一般市民からもいろいろご意見いただきながら必要な修正

を加えて、３月の上旬くらいに、最後、パブコメを行って反映する、しないを含めた結果を

皆さんにご報告して、それをもって市からこの策定委員会に対して提言依頼を受けており

ますので、この委員会から市長に対し、計画提言を行いたいと考えております。事務局から

用意していたものは以上です。 

 

○次第５ 閉会 

 

（小林会長） 

私から１点だけなのですけども、今回のアンケート、大変な思いをされて回収も取り組ま

れたという事で、配偶者の方と後継者用ということでわざわざ分けてこられていて回収率

自体も意外とそれなりにしっかり回答されていると思いますので、その辺もちゃんと配慮

した経営者だけでなく、配偶者や後継者はどう違ったのかという事、その辺からどういう事

を考えてこういう計画を立てたのかという事を、イメージ的に計画の中に盛り込んでいた

だくとアンケートに答えられた若い方や、経営者の方もしっかり我々の意見も聞いてくれ
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たのだなという事がちゃんと分るような仕組みにしていただいた方がいいのかなというの

が、私からの要望でございます。 

それでは４計画の全体会議は、私と副会長の方で出席します。 

次回またご参加、都合のつかない方もいらっしゃるかもしれませんけれども、ご出席のほ

ういただければと思います。 

それでは、これにて第２回目の第４期石狩市農業振興計画策定委員会を終了させて頂き

たいと思います。どうもありがとうございました。 

 

平成２８年１２月２１日 議事録確定 

 

 

 

 

議  長   小 林 国 之              
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