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第３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１１月７日（月）１４時００分～１６時１５分 

会  場 石狩市役所第１委員会室（5F） 

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、 

中村成樹委員、佐橋進委員、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 （13） 

欠席委員 増田嵩紘委員、久慈貞子委員、増子優子委員、尾山忠洋委員 （4） 

議事録署名委員 佐橋進委員 

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] 吉井次長 

[石狩農業改良普及センター石狩北部支所] 山口係長 

[農業総合支援センター] 竹内主査、白倉課長 

傍 聴 人 ０名 

                                          

会議次第 1. 開会 

     2. 会長挨拶 

     3. 議事 

       (1) 第４期石狩市農業振興計画（H29～H33）の素案について 

          4. その他 

     5. 閉会 

                                          

 

○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３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いしかり青年部の増田委員、ＪＡ北石狩女性部の久慈貞子委

員、農業改良普及センターの増子委員、石狩北商工会の尾山忠洋委員の４名より欠席の報告

を頂いております。 
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○次第２ 会長挨拶  

 

（尾崎課長） 

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。 

（小林会長） 

皆様お忙しいところご苦労様です。本日は、いよいよ、本格的に素案に対する検討に入り

ます。向こう５年間の石狩の農業をどう考えるか、皆さんの忌憚のないご意見をよろしくお

願いいたします。 

１回目の会議で事務局から説明もありましたが、現在、市では農業の計画のほかに漁業で

すとか観光の計画も策定中で、これらの計画で横の連携を図るための会議が、先月 24日に

開催されました。各策定委員会からそれぞれ 2 名ずつ参加したのですが、この委員会から

は、私と大田副会長が出席いたしました。会議では、担い手の育成・労働力の確保について

などについて意見交換をしました。農業だけではなく他の産業においても同様の課題を抱

えているということがわかりました。今後は、それぞれの委員会でこの共通テーマに基づい

た対策や戦略などを計画に反映させていけることが大切ですので、皆さんのご理解、ご協力

をよろしくお願いします。以上です。 

 

 

 

○次第３ 議事 （1）第 4期石狩市農業振興計画（Ｈ29～33）の素案について  

 

（尾崎課長） 

早速議事に入ります。これより先につきましては、小林会長の進行により執り進めさせて

いただきます。よろしくお願いいたします。 

（小林会長） 

 議事に入る前に、議事録署名委員を指名させていただきます。今回は石狩商工会議所の佐

橋委員にお願いできればと思います。よろしくお願いします。 

 議事に入ります。(1)の「第４期石狩市農業振興計画（Ｈ29～Ｈ33）の素案について」を

議題とします。事務局より資料の説明の前に、相当のボリュームがありますので、進め方に

ついては、序章と４つの基本方向がまとめられていますので、その５項目ごとに区切って検

討・ご意見をいただきたいと思います。最初に 1～9 ページ（序章）を事務局から説明をお

願いします。 

 

～事務局（尾崎課長）より、「第４期石狩市農業振興計画（素案）」内の策定の趣旨、 
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計画の性格、計画期間、策定の体制、計画の進行管理、石狩市農業の特徴、施策の展開 

（P1～9）を説明～ 

 

（小林会長） 

皆さんからご質問や気づいた点等あればご意見いただければと思いますが、いかがです

か。 

（長委員） 

４ページの策定の主旨の最後に「石狩市の地域特性を生かした更なる農業発展と、地域活

性化を目指し」云々と書いてあるのですが、先ほど説明があった健康づくりや食育の関係も

今後絡んでくると説明があったので、できればこの中に市民目線から、ただ農業者だとか農

村地域だけとかではなく市民レベルでも石狩市の農業政策が重要だ、こう関連するのだと

いうことを一言入れていただければと思いました。例えば、「豊かな食生活」などでもいい

のかと思います。 

（尾崎課長） 

前向きに検討させていただきます。 

（小林会長） 

次に 10 ページから 13 ページの基本方向１について、事務局より説明をお願いします。 

 

～事務局（佐藤主査）より、「第４期石狩市農業振興計画（素案）」のうち基本方向１ 

多様な担い手の育成と経営の効率化（P10～13）を説明～ 

 

（小林会長） 

説明のあったところについて、ご質問やご意見があればお願いします。 

（川崎委員） 

女性農業者としての立場から発言いたします。めざす方向の部分で６次産業化の担い手

として期待されるとありますが、現状、個人では難しい点があるかと思います。やはりＪＡ

のバックアップで地元企業との連携をとりながら進めていくほうがより進むのではないか

と感じました。現在ＪＡ女性部では農産物加工に取り組んでいますが、現在の部員数ですと、

年４回地元農産物を使ったものを作っているが、正直、現状で精一杯というのが実際のとこ

ろです。これ以上、販売先を開拓となるとかなり厳しいです。 

現在は、「とれのさと」で販売しておりますが、この度、三越の大創業祭に、ホクレンさ

んの方から、少し注文受けまして出店はしましたが、かなり頑張ったというところが現状で

す。 

（小林会長） 

農協さんもそうですが、やはり実際にそれを売ってくれる企業など売り先があるという

事であれば、例えば仲間、メンバーを増やすための取り組みもできるかもしれないですけれ



第３回 第４期石狩市農業振興計画策定委員会 

平成 28 年 11 月 7 日（月）14:00～16：15 

第１委員会室 

 

4 

 

ども…。 

（川崎委員） 

メンバーが増えたからできるという問題だけではないと思います。生振にも加工グルー

プがあり、ＪＡいしかりとは離れたところで活動をされているところもありますので…。今

はＪＡ女性部の現状を少しお話させていただいたところです。 

（小林会長） 

最初におっしゃっていた地元企業との連携などについてはどうですか。 

（川崎委員） 

６次産業化を進めるのは、できる方はできるのでしょうけど、一個人としての女性農業者

の立場では、周りの農家さんを見ていると、個人では少し無理があるのではないか、やはり

地元のＪＡなど、もう少しバックアップをいただきながら地元企業と密接な繋がりを持ち

ながらお互い商品、販売先について、話し合いなどをもちながら進めていくほうが、方向性

があると感じておりました。 

（小林会長） 

貴重なご意見だったと思いますので、どういう記載にすればよいか、直ぐには出ませんが、

その辺りの表現については、いががですか。 

（尾崎課長） 

基本方向３では地産地消について触れておりますが、確かに６次産業化は、独自では難し

い部分があるかと考えております。 

（小林会長） 

基本方向３の４の例えば農商工連携推進のところでも同じような記載があります。後で

説明してもらえるとは思いますが、「生産者と実需者とのマッチングをします」とあります。

今、おっしゃっていただいたことを、企業と連携してという部分のバックアップをするなど

を入れてもらうと良いと思います。他にこのことでありますか。 

（羽田委員） 

川崎さんもおっしゃっていた６次産業化の担い手として女性農業者の支援のところです

が、確かに女の人の発想っていうのは結構色々なところに、農産物を加工するためには、結

構良い知恵を働かす方がいらっしゃるのですけれど、現実的には何かやろうと思うと法律

的なものが分らないとか、色々な制度上の手順を踏まなければならないことになり、加工す

るためには色々法律的なものをクリアしなければならないというものが、実際には誰に相

談していいのかわからないというのを私自身も作っていてよくわかります。だから、そうい

うのが本来、農協なのだろうか、農政なのだろうか、支援センターなのだろうかと…。いつ

も思いながらわかるような人を手繰りながら行くというような感じなのですけど、農業者

のアンケートの中にも、経営相談みたいのがわからないとか、現実には結構わらないことが

多いと、何か具体的にやりだすと必ず法律にぶつかる。本当は市のなかに法律的な農業との

接点を持っている方とかがいれば、非常に相談しやすく具体的になるというところにぶつ
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かっていきます。支援すると書くだけじゃなく何をどう支援するのかわかり易くどういう

羅列をしたらいいか、私もどこに入れたらいいのかと思っていたのですけど…。後の方で入

れたほうがいいのかどうかも含めて、私も疑問を持ちます。折角良くても形にならないと…。 

（小林会長） 

今の農産加工のことでいうと場所的には基本方向３、３の販路拡大のところでしょうか。

その他にはありますか。 

（長委員） 

ＪＡ北石狩も同じようなことで、農協婦人部でしそジュースを作ったり、味噌を作ったり

していますが、お互いに連絡しながら、何日、何人集めなければならないと頭を抱えていま

す。注文もあるのですけど、ちょうど加工の作業の時、農作業のピークとぶつかったりして

うまくいかないということがあるようで、この次の時間にその辺の話をできたらいいと思

ったのですけれども…。 

他に少し気になったことは、前回の計画のうち、目標達成率が３割ちょっとしかいかなか

った事業が出ており、後継者の育成のところですけども、前回から見ると三割三分くらいだ

ったと思いますが、今回新たに 12 ページの一番上にありますけども、関係機関と云々とい

う文章がありまして、本当にこれは有効なやり方だとは思うのですけど、実際これが稼動す

るのかどうか、例えば、これを稼動させるということになれば当然、地元の農協、農業委員

会、あるいは北海道の農業関係のヒューマンセンターみたいなところとうまく絡み合って

いかないとできないかと思っていまして、本当に有効な取り組みだけども実際にこの３年

でできるかもう少し揉んだ方がいいという気がしました。 

参考までにインターシップというのですか、良い評判のところもあるし、悪い評判のとこ

ろもあるのでけども、職場体験みたいな感じで実際に三笠だとか恵庭でイオンアグリとい

うイオンの関連企業なのでしょうけども、一週間程度農業体験をさせているということが

あり、そういうのから上手く新規就農者の確保に繋がっていけばいいのかなと思ったりは

していますけども、その辺のことを実際に進めていくのに具体策があるのかをお尋ねした

かったのです。 

（小林会長） 

具体的なイメージをお持ちでしたら…。 

（尾崎課長） 

農業者の意向調査で、農業後継者がいるかという切り口の観点でお聞きしているなかで、

経営面積が小さくてとても継がせられないとか、自分が苦労していたので継がせられない

という方も中にはいます。その一方、順調に親元就農で入って継がれている方もいるという

なかで、本市では平成 26 年から取り組んでおります農地中間管理事業がまさしくここにか

かってくるものではあります。担い手への窓口ということでは利用集積という制度もあり

ます。年々率が減っているものの、農地の出し手には経営転換協力金という交付金を国でも

準備しているということで、親としては自分の子や後継者にという方もいるでしょうし、自
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分の代で終わりという時には地域の担い手や新たな新規参入者に繋げるケースもございま

す。この点については、農業総合支援センターがＪＡいしかりの中に入っています。市内全

地域を網羅して取り組みをしていますけれども、そこが相談窓口になって、営農に入る前の

準備の段階から営農相談に乗って本人がめざす農業の姿、地域で農業経営していくのに今

は何が有効かも踏まえながら方向性を位置づけていく。さらに可能であれば、農地中間管理

機構をうまく活用しながら進めることで、基本的にはこれまでと大きく変わるわけではあ

りませんが、担い手への利用集積を中心に考えていきたいと思っております。これについて

は農業関連機関で連携する必要があるものですから、それを含めての書きぶりということ

で考えております。 

（小林会長） 

農協のほうから今の点についていかがですか、コメントなり要望なり。 

（大田副会長） 

今の回答のなかで、中間管理機構、農地利用集積というところで、経営資源の引継ぎとい

う感じでしたが、聞いているお話しのなかでは、この関係機関との連携で離農を考えている

農業者への新規就農者への橋渡し、今、一部道内でもやっている農業経営継承、そういうも

のに対して、本当に大丈夫か、可能かという趣旨だと捉えていたものですから、この点は私

も気になっていて、なかなか農業経営の経営継承というシステムづくりが、この地域ではま

だ作ってないものですから、いきなりそのようななかで協力支援という形だと当農協など

も関わりながら、色々なルール決めということもあるものですから、この書き方というか流

れを今後執り進めるという感じが妥当なのでは…。今現在このシステムは支援センター含

めてやっていないものですから、そういった形ではどうなのかとは思うのです。 

（長谷川委員） 

やはり離農される方はいますが、現状としては離農する地域に近い方の後継者なり若手

がいる方に土地を買ってもらうなどして、実際にその土地を売買して離農していくという

ような形が多い。そういう方向で行くと引き受ける方、若手のいるところの方も無限大に引

き受けられる訳ではないですから、そういうところが今後土地利用型の作物に変えていけ

るかというところが問題として残ると思います。 

（小林会長） 

その辺りでは、今現状認識としては第三者継承などよりも現存の農家の方が、土地を受け

て規模拡大してくケースが中心になるということですか。 

（長谷川委員） 

今はそういう方が多いです。 

（小林会長） 

そのあたりはどの地域も同じなのでしょうか。数値目標をたてるときにもどの項目につ

いて数値目標を立てるかということとも関係すると思うのですが、担い手対策でこれをパ

ッと見ると新規就農を第三者継承は何件ぐらいで、Ｕターン、Ｉターンをどれくらいいるか
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という目標でみると、実際どのくらい第三者継承の方に力を入れるか、現状でいうと新規就

農者アンケートなどでもニーズもあると思いますが…。 

（尾崎課長） 

この項目としては、11 ページに書いていますけど、２番目として新規就農者、新規参入

者の受け入れ環境の整備ということで、先ほど説明したことが全てではないのですが、それ

らも含めて新規就農者や新規参入者の受入環境の整備に当るということで書いたつもりで

す。新規就農者、新規参入者がいきなり農地を買ってというのも大変ですから、利用集積、

買う、借りるなども含めた中で、いきなり農地中間管理事業での実績がないので厳しいです

が営農相談のなかで取り組んでいけるところかと…。新規就農には繋げられる一つの手段

での記載になります。 

（大田副会長） 

そういう意味合いなのであれば、表現的には経営継承よりも経営資源の引継というよう

な言い回しですとか、そこに若干の手直しがいるのかなと思います。農地利用集積など、今

現在新規就農に対しての農地の斡旋、そういった就農時の色々な対応を支援センターでや

っていると思いますので、今言われたようなそういう実態もあるからという意味でつけて

いるということであれば、経営継承っていう話にはならないので、その辺りの修正を…。 

（尾崎課長） 

経営継承となると少し重いかもしれないです。 

（大田部長） 

昔でいうと居抜きみたいな話になりますから、そういった面ではシステムづくりがまだ

できてはいないので、少し内容等記載についてはその辺、今お話したことを含めて、次回ま

での修正をしたほうがよいと思います。 

（小林会長） 

結構大事な点で、現状ないからということでいいのか、やるのだということを掲げるべき

かという話だと思います。 

（長委員） 

先ほど申し上げましたように、３期の計画では３割強しか達成されていなかったので、改

めてこういうことを取り上げて、新規就農者を確保していくことによって石狩の遊休農地

の解消とか、あるいは農業の継承とか、そういうことを考えてあるのかと思って、とてもい

いことだけれども、すぐこれには取り組めないだろうけども、５年、10 年と考えるともう

これをやらなければ地域はもう疲弊してしまうというような気がしましたので、もう少し

現況と合わせていきながら、言葉をかえて将来性を含ませるというようなことは、賛成です

けども、やはりもう一歩踏み込んだ施策を取らないと目標の 15 人、低い目標ですら３割し

か達成できていないという点が、気になったものですから…。これは、今後石狩の農業にお

いては、やはり大きな課題になってくると思いましたので、文言の改定だけでなくて、前回

の施策よりもう少し有効なものを取り入れていければと思っております。 
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（小林会長） 

非常に大事な点であるとともに、基本方向１ですから、一番大きなところになると思いま

す。 

（大田副会長） 

先ほど質問の中でインターンシップを含めた農業体験的なものにも触れていたと思いま

すが、そういう意味合いも掲げたなかで、今後より踏み込んで新規就農者を呼び込むという

ように聞こえたものですから、そのような意味合いもこのなかに含めていったほうが、どう

でしょうか。 

（小林会長） 

そうですね。強い声があるのであれば、現状ではここまでだけど、この計画では、何をや

るのか、やらないのか、こういう方向を目指すのだ、例えば、そのために検討することにつ

いて、現状でそこまではできないかも知れませんが、そこまで踏み込んで記載していただい

たほうが、アンケートも踏まえて何々をするなど。時間もあまりないのでまた後ほどに…。 

（尾崎課長） 

検討させていただきます。 

（小林会長） 

それ以外のことについて基本方向の１について何かありませんか。 

次に 14 ページから 17 ページの基本方向２について、事務局より説明をお願いします。 

 

～事務局（佐藤主査）より、「第４期石狩市農業振興計画（素案）」内の基本方向２環境 

と調和する農業と超省力化を可能とする新たな農業の展開（P14～17）を説明～ 

 

（小林会長） 

皆さんからご質問や気づいた点等あればご意見いただければと思いますが、いかがです

か。 

（長委員） 

クリーン農業の推進で YES！clean への取り組みについて、３次計画でそれを推進する

ということで 24 年から 26 年の３カ年間で５団体という目標があって、実績は２団体だっ

た、40％しか目標を達成していないということで再度挙がっているのですけども、私も

YES！clean の中身をいくらかは知っておりますが、実はこの YES！clean は道の制度で減

農薬、減化学肥料を実践する農家を認定するという制度ですけども、ただ個人でなくて、団

体でないと駄目なのです、例えば厚田で１人か２人やりたいって言ってもなかなかできな

い。やはり地域で集団、団体にならないとできないというのがネックとなってなかなか増え

ていかないのでないかと私は推測しているのですけども、これをこのまま続けていっても、

ある程度数値目標をおいて 50パーセント以上の数字に持っていくのは難しいと思うのです

が、何か具体的には…。 
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（尾崎課長） 

YES！clean については、市内では、北生振、志美などを中心に水稲で、高岡を中心にミ

ニトマトで取り組んでいます。これら減農薬、低農薬については、非常に手間のかかること

もあり、その後なかなか伸びていない。特にこの５年間では実際に増えていない一方で、長

委員が会長で活動していただいております環境保全型農業があります。こちらは今７戸で

活動していただいておりますが、食の安心安全という観点から YES！clean や環境保全型

農業の推進として、さらにその輪を広げていくような取り組みを目指していければという

イメージです。第３期の目標が５団体でしたが、どういう目標を持つかを今後検討させてい

ただきますが、その５団体というのが適正な目標値として次の計画でも生きるのかは、実績

やこれからの状況を踏まえたなかでシフトなり見直しはしていかなければなりません。環

境保全型農業の推進につきましても、国の補助制度を活用しながら、取り組めている農家の

方に頑張っていただいております。それぞれ共同で取り組んでいる活動であります。一般消

費者向けへのＰＲ活動も含めて行っておりますので、この両方の側面からクリーン農業の

推進を図っていきたいと考えております。 

（加藤委員） 

YES！clean の場合は、先ほど言ったとおり１戸ではできないというのが一番大きくて、

省力化をめざすなかで減農薬が入っていて、それを取り組むためにはやはり手間が増えて

いくので人がいなくてはいけないというのがあります。また、エコファーマーの支援という

のがありますけど、栽培の中で減農薬は、自分達の取り組みの中で必ずやっています。エコ

ファーマーの１戸に絶対入っているのです。ですから、取得してもあまり意味がないのです。 

（小林会長） 

新たにやらないということで…。 

（加藤委員） 

うちでは、南瓜で取得したのですけども、それを付けたところで価格に跳ね返ってくるわ

けでもなく、消費者の方に響いているのかさえわからない。自己満足で終わっている気がす

るというのが正直なところです。 

YES！clean の場合はもちろん厳しいので、まだわかるのですが、エコファーマーの取得

というのは多分、新規取得しますと言ったら皆さん確実にできると思うのです。絶対取り組

みの中に絶対入っているので自分の中で…。あまりここで取得のための支援と、エコファー

マーでと言われると思います。これは入れる必要あるのかなと…。 

（小林会長） 

そういう取り組みをやっていることを知らしめるということなら…。 

（加藤委員） 

やっていますよと言うのはいいと思うのですけども、見ている、食べる側に全然伝わって

いないのならば意味ないことなのであまり…。だからＣＭなどで使っている YES！clean も

そうなのですけども、どのようにしてやっているかをわかっているのかなというのが一番
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大きい点です。 

（小林会長） 

道の農政部でもそれはすごく言われています。やっているけど全然伝わってないのだっ

ていつも…。 

（加藤委員） 

不思議といつも思うのです。推すのはいいのです、推すのは…。取り組みとしては、いい

ことだと思うのですけど…。 

（小林会長） 

クリーン農業の推進と言ったときに、既にあるエコファーマー、YES！clean を増やすと

いうだけでいいのかということですね。 

（加藤委員） 

そうですね。 

（小林会長） 

やっていること自体をもっと伝えてほしいということで整理されるかと…。 

（羽田委員） 

消費者側から言いますと、YES！clean ってトマト「ishikari DE CHU」という石狩ブラ

ンドの高岡のミニトマトは YES！clean でやっていると思いますがどこにも書いてないで

す。あのパッケージに書いてありますか。 

（大田副会長） 

小さくシールで…。表示は、道の基準で全て決められていますので…。 

（羽田委員） 

この間もあるところにバスで行きまして、「Ishikari DE CHU」というブランド名知って

いますかって聞いたらほとんど手が挙らなかったということありました。 

（小林会長） 

地元の方ですか、バスは…。 

（羽田委員） 

石狩市内の人。YES！clean というのは、さらに全然わからなかったです。ということが

現状であった。だからやはり言われたように、取得して何になるか、価格に跳ね返らないと

いうのは確かに知らないのです。その手間をする、知るといやこんなに手間だったのかって、

ミニトマトはみんな手でもってとらなければならいないなど、みんなわかりますから。そう

いうのがわかるのですけど、ほとんどがわからない。だからこういうこと出すのであれば、

表示をきちんとわかるようにするとか、やっているものくらいは、きちんとわかるようにす

るとか、何かもっと伝える手段を持たないと消費者はわからないです。 

もう一つ気になるのは、地域バイオマスの資源活用というのは非常にいいことなのです

が、一体今までどれくらい活用していて、例えば稲わらであれば、米を作っている農家さん

は石狩で多いですから、どれくらいの農家さんが今まで参加していて、これからさらにどれ
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くらい増やすのかなんて思いながら、掲げるだけ掲げても、農家さんのアンケートを読むと

何か少し気持ち冷めているという感じが私には見えるものですから、農家さんも参加でき

るような、みんなに稲わらを集める仕組みがあるとかという、なかなかあっちに持っていき

こっちに持ってこいと言っても難しい部分が…。だからシステムなしでこれだけ言うだけ

だったら簡単と、その計画ってそれでいいのかと思いながらどこまで踏み込むのがいいの

かなと、さっきの議論じゃないですけどやはり、そのどこまで計画に書き込むのかというの

がやはり良いこと言っているけど、少し心に響くものになるかどうかというのはその辺り

かなと思うのです。 

（小林会長） 

これは皆さんの意見もあるかと思いますが、やはりメリハリが少しないかなと全体的に

そんな感じを受けます。網羅的過ぎるかなと…。その辺りいかがでしょうか。 

（佐橋委員） 

例えば商売・会社経営の事で、あまり農業詳しくないものですから…。会社経営について、

よく会社を作るのが目的な方がいらっしゃいますが、実は、会社をつくることではなく、経

営が目的なのです。経営するための知識を習得して販路を開拓するのは非常に目的として

は大事なことなのです。例えば今のお話でいくと、当然エコファーマー取得の支援は当然大

事なことですし取得した人、どうやって農業をしていくか、どうやって支援をしていくかっ

ていうところを見せながら当然、取得したメリットをＰＲするというか、それがこれからの

お話になると思うのですが、そういう事なのかなと、今のお話について聞いていました。 

（小林会長） 

羽田委員のお話のうち、地域バイオマスの資源活用についてはいかがですか。 

（尾崎課長） 

農業者が基本にされていることとして、昔から土づくり、そういう環境は当然大事だと皆

さんがご存知だと思うのです。一方で化学肥料に走るというケースもあるのでしょうけど

も、折角ある地域資源をうまく活用できないかという視点でもあります。例えば畜産農家で

は堆肥がたくさん出ますが、処理について畑に撒くなど活用しています。稲わらについても

同様にそれぞれ取り組まれているという部分では、今更ながらという部分なのでしょうけ

ど、農業の基本中の基本。まず土づくりからという意味ではそういう取り組みも既に北部の

方では地域を挙げて組合として取り組んでおります。土づくりのための１つの活動として

助長はしていきたいと考えております。それからもう１つ、環境保全型農業として平成 27

年度から新たに組合も作って、今年も増えて７戸くらいで活動していますが、これらの取り

組みに賛同していただける方がいればと。その組合では自分達の活動も含めＰＲしていく

ことを共同の取り組みとしてやっておりますので、そこで土づくりと、安心、安全な農業の

展開について、共感してもらえる仲間も増やしながら進めていければと考えております。 

（佐藤委員） 

このクリーン農業で、エコファーマーについては農家の方のメリットがあまりないと聞
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きました。YES！clean についてはどうなのですか。 

（尾崎課長） 

YES！clean については今、２団体で取り組んでいます。 

（佐藤委員） 

それで、実際にそれでやった場合は、何か価格に上乗せできるとかメリットはあるのでし

ょうか。 

（大田副会長） 

メリットでいうと、農協の方もこうやって YES！clean の米を中心に扱っているのです

けども、生産者が求めるほどのメリットは正直言って出てないというのはあります。ただ、

当地域で YES！clean 米の出荷を取扱っていますが、実際には出荷、卸先などから加算金の

追加とか、目に見える形で一定の価格差があります。また、売れる米づくりという点に関し

て言うと、米の出荷契約などの際に、従来の慣行栽培と YES！clean を比較すると、当然の

ことながら YES！clean 米が先に契約、そして売れるということがあり、そういう意味では

安心・安全を含め YES！clean 米の方が、プレミアが付いているというのが実際メリットと

なります。実際の生産者さんの方にしてみれば所得にダイレクトに反映される、そこまでの

メリットを期待されているというのが現状ですから、まだそこまでは至っていないですけ

ども、ある程度価格では反映されているのは確かです。 

（佐藤委員） 

もう 1 つ、バイオマスも同じだと思うのですけども、これは実際に労力が大分かかるこ

とから、メリットばかりを考えるわけじゃないのですけど、実際どうですか。これについて

の補助はありますか。 

（尾崎課長） 

特に畜産農家は、堆肥化した牛用の飼料などを自身の圃場にすき込んだりしていますが、

有機質飼料による土づくりをすることにより、例えば、畑で飼料を作るにしても良いものを

作るためには、化学肥料だけでなく有機肥料も時には必要で、家畜排泄物や稲わらというの

は地域で取り組んでいること。家畜を飼育されている農家の視点では処理に困りますから、

きちっと計画的に圃場にすき込み、さらに他の農業者から要請あれば畑に持って行きすき

込んでというケースもあるかと見ております。 

（小林会長） 

他に基本方向の２について何かありませんか。 

次に 18 ページから 21 ページの基本方向３について、事務局より説明をお願いします。 

 

～事務局（佐藤主査）より、「第４期石狩市農業振興計画（素案）」内の基本方向３石狩

ブランドの確立と協働による地産地消の推進（P18～21）を説明～ 

 

（小林会長） 
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事務局から説明いただきましたが、皆さんからご質問や気づいた点等あればご意見いた

だければと思いますが、いかがですか。 

（菅野委員） 

石狩ブランドの確立ということで、ミニトマトは「ishikari DE CHU」という名前で石狩

というのを売りにしていると思いますが、農業の関係について素人ですけども、他の野菜で

も例えば石狩大根とか、名前なんていうのは簡単につけていいものなのか、愛称としてなら

いいのかも知れませんが、そういうことができるのかお聞きしたいと思います。 

（大田副会長） 

あくまでも独自商品といいますか、今言われた愛称という形でネーミングも含めた販売

戦略ということ自体は方法の１つであり可能です。確かにミニトマトを新たに振興作物と

して施設園芸として入った時に力を入れたので、そういうネーミングで進めましたが、言わ

れてみれば、他の作物に対しては特にそのような考え、従来の既存作物に対しては持ってい

なかったものですから、今後のご意見として参酌したいと思っています。 

（菅野委員） 

東京圏などＰＲで野菜を持っていく時に、大体が石狩産大根やキャベツとなりますが、頭

に石狩鍋じゃないですけれども地域の名前が出ていると何となくブランド力が上がるかと

いう感じで、いつも持っていっています。 

（尾崎課長） 

野菜を直になると、国外だとやはり葉物とかは特に厳しいです。一例としてこういう挙げ

方させていただいているのですけど、例えば川西農協の長いもというのは海外にも進出し

ていますが、外国まで出されている長いもだというイメージがある程度できて、いいものだ

というのが何となくイメージとしてあるのかなということ。ここでいう国外の販路開拓に

ついて、品目は限られてくると思いますが、ＴＰＰを意識したアンケートのなかでも、今何

をこだわらなきゃいけないかっていう時に、良質なものの生産に心掛けるという回答がす

ごく多かったのです。農家の方も良いものを作ればそこで販路もできるし、ブランドとして

もできていくだろうと農家の皆さんも感じていらっしゃるのです。そのなかで、少し例えば、

国外という言い方をしていますが、広い意味で販路が確立されることにより、先ほど言った

石狩の野菜はこれだというものが確立でき、あとネーミングについてもそれと付随するよ

うに整理していくことは必要かと考えています。それも１つのＰＲの方法や必要な仕組み

かと考えています。 

（佐藤委員） 

この海外の試験的に輸出する品目は、何か具体的なイメージはありますか。 

（尾崎課長） 

まだ具体的な話には入ってはいませんが、和牛は検討したいと思っています。ただし、ま

だ地元農家との調整、更に海外で試験的にとなれば関係機関との調整が必要になってきま

す。色々な面での調整が出てくるので今後の調整次第というのはあります。少しでも海外チ
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ャレンジできるものができた中から良いものだというイメージづけ、更にはそういう取り

組みがマスコミへの露出によって、石狩では海外向けに取り組まれているということが見

えてくることによって、一つのＰＲ効果も出てくるのかという意味では、是非、検討・チャ

レンジすべきかと考えています。 

（藤沢委員） 

海外戦略もすごくいいとは思いますが、海外まで飛ばなくても、もっと近場でということ

を考えられてもいいかと私は思います。よく私は色々なものが好きで新聞の広告など見ま

すが、札幌市内のホテルでよく地域のフェアとかやっています。けれども今まで石狩のフェ

アを見たことがない。フレンチだとかイタリアンだとか和食などもやっていますけども、そ

ういうのにはまだ取り入れられたことがないと。そういう所に、誰が推して使っていただい

ているか分かりませんが、観光協会さんや商工会議所さんの役目もあるのかとは思ってい

ます。イコロの会では出てきていますが、私はそばの製粉会社をやっていますが、たまたま

今回ご縁ありまして、すぐ隣のシャトレーゼ・ガトーキングダムに紹介されて、総料理長と

お話しましたら、石狩がこんなに近くで、多分、石狩の大きな会などホテルを利用する場合

はシャトレーゼでやっていると思いますが、お話しましたら、こんなにたくさん石狩市に農

産物、水産物、酪農の物があるなんて知らなかったとおっしゃるのです。うちでは、製粉加

工しているますが、粉だけだと卸の方に行くので、今６次化だとか地産地消という意味で乾

麺にまでにしているものがあり、それをご案内したら、すぐに採用になりました。今も定期

的に宴会にそれを入れていただいているというのが、こちらも良く出るなというのは感じ

ていて、お話を聞いたら、もう使いますということで使っていただいて、それは全部石狩の

そばということでやってもらっています。石狩にまだまだ物があるのだという言われ方し

たのですが、誰もそれをご案内してないのだなっていうのと、ホテル側も石狩でこんなに物

が穫れているのを知らないと。だから海外も勿論ゆくゆくは大変結構なことだと思います

が、もっと近場で広めていった方が色々知っていただける近道になるのではないかと私は

思います。ホテル側のお話を聞いても何かマッチしていないのだなという気はしました。 

（小林会長） 

料理長さんによっても人が変わるとまた全然仕入れが変わったりするので、前には使っ

ていたけれど今は使わなくなったとか色々あるのかもしれません。言われたようなことが

あるならば販路も含めて、札幌で今、観光客が非常に増えていて海外からの観光客も非常に

増えているので、わざわざ海外にＰＲを持っていくのを隣のホテルでやるのでも十分、海外

に情報が発信できるぐらいの効果はあると思いますので、工夫していただくと、もっと可能

性が広がるのでは…。立地的にも石狩市は恵まれたところにあると思います。 

（羽田委員） 

１点だけ、めざす方向の最後のところに、平成 30 年オープン予定の重点道の駅を起点に

厚田・浜益区を中心に地産地消を推進と、あえてこれだけを書くという、確かに平成 30 年

度には道の駅ができますから、そういうものがあるのは非常に良いのですけど、「とれのさ
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と」とかは書かなくていいのかと。折角地産地消なのだから見せ方の問題ですけども。勿論

「とれのさと」を推進している訳ですけれども、これだけ突出して見えるものですから。も

う少し何かに盛り込む必要性があるのでないかなと思いました。 

（小林会長） 

「とれのさと」については、どうやっていくのかと。現状のところには「とれのさと」の

記載もありますが。 

（羽田委員）  

それはそうなのですけども。 

（若林委員） 

石狩産農産物のブランド化ということで、どのようなことが必要かというアンケートで

２８．５％の方が安定供給・良質生産にこだわると書かれていますが、具体的にどのような

方向で進んでいくか、何かお考えはありますか。 

（尾崎課長） 

アンケートでそういう結果という点では、農業者が良いものを作るという意識が大事で、

それは農業者の方もしっかり捉えていて、中途半端なものよりも良質にこだわって石狩の

野菜はこんなに素晴らしいというものに突出した考え方を持っていて、具体的にとなると

回答としては、やはり自分で取り組んでいるなかで、良質なものをどう見出していくかとい

う点については、行政としても支援していける部分、ＪＡとしても連携していける部分、そ

れから農業者として取り組める部分も含めていたなかで、今後も更に検討していかなけれ

ばならない。例えば先ほど言っていたクリーン農業など、石狩の特徴としてどういうものを

出していくかという中で、減農薬、低農薬や有機栽培というもの１つの方法かもしれません

し、環境保全型農業に拘わっていくことや、YES！clean だとかというものかもしれません

し、それぞれ農業者が考えていく部分もあるのでしょうけども、関係する機関が連携しなが

ら協議していくことが必要かと思っています。 

（小林会長） 

 他に基本方向の３について何かありませんか。 

それでは、次に 22 ページから 24 ページの基本方向４について、事務局より説明をお願

いします。 

 

～事務局（佐藤主査）より、「第４期石狩市農業振興計画（素案）」内の基本方向４ 魅

力ある農村づくりと消費者との交流（P22～24）を説明～ 

 

（小林会長） 

事務局から説明いただきましたが、皆さんからご質問や気づいた点等あればご意見いた

だければと思いますが、いかがですか。 

（長委員） 
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先程も農産物のブランド化や加工という話があり、今回、道の駅ができる、または、「と

れのさと」で農産物の販売がされることが大きいですけれども、通年農産物を売るというこ

とになれば、やはり加工品がなければ駄目なのです。その時だけあるというものでは駄目で

すし、先ほど農家のご婦人も言われていた農産加工する時は、原料がたくさんある時には農

作業もピークの時で、収穫だけで精一杯で加工する時間はないのだと…。大変な状況のなか

で農家の婦人の力が求められていると言われても無理だと…。それはごもっともだと思う

のです。私も山加さんにお願いをして、そばを粉にして乾麺を作ってもらっているのですが、

そばは健康にいいものだと皆さん欲しがっていて、石狩でもたくさんそばが穫れています

が、数字的な統計では上がってきていないです。以前の計画でもそばの収穫は生産高にあま

りなかった気がするのですが、そういう意味では、そばとかお米というものを中心とした加

工品を開拓していくことが将来的に農家の所得も上げていくことになるのかなと…。６次

化、あるいは商工連携というのはすごく期待をしているので、大きく広げていくような計画

になればいいと期待しております。 

（尾崎課長） 

３つの項目の中で、３が総括的な部分で入っています。、ご指摘のとおり１、２とは重複

する内容になっていると感じましたので、大きく言うと道の駅を中心とした農業振興や地

域活性化というのが３で総括的な部分。１、２についてはさらにスポットを当てたものとい

うつもりでは書いていますが、確かに言われるとおり感じられる。特にこのコンシェルジュ

機能は、イメージ的に、農業を基盤とした体験的な部分、周遊体験など、それは農業だけで

はないかもしれませんが、そのような機能を道の駅に持たせるという意味合いがあります。

それを強調したかったのですが工夫します。また、「とれのさと」について、先ほどの地産

地消の中では、「とれのさと」を中心に周りで作った加工品などを販売するということはあ

りますが、北部の地域など道の駅ができることをきっかけとして、新たなものを作りこんで

くことも必要という思いからこのような書き方になっていますが、ここでは、グリーンツー

リズムという観点から「とれのさと」の機能拡充、非常にナイーブな部分ですが、ここは、

ＪＡいしかり直営の施設です。あまり踏み込んで現すとＪＡへの影響、農業者への過度の期

待ということにも影響するかと思い、少し和らげた表現をしています。ここでは体験的なも

のを「とれのさと」の新たな機能として拡充していけないかと、少し読み取らせたいと思っ

ています。 

（若林委員） 

22 ページで、都市住民の受入態勢が十分と言えない状況とありますが、ＰＲが少し足り

ないという気がします。市の遊休農地が結構あるので、札幌市民は自分達の畑がないのです。

有効的に石狩の遊んでいる土地を積極的に貸すことで、例えば高齢者が自分で色々作って、

細かいものが作れないということであれば農家の人が指導する。あるいはオーナーシステ

ムを作って欲しいと言われたら農家の人が作ってくれて、種などを植えるのは来た人が行

って、土地を貸すというような方法で、有効的に土地を利用するような方法を考えるという
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アイディア。もう少し積極的にやれば都市住民を受ける体勢が上手くいくのではないかと

いう気はします。 

（小林会長） 

ご意見ありがとうございます。言われたような中身が道の駅を拠点に作っていくのかと

いうことを考えていくことで、地域農業の活性化を図りますと…。そういう方向で道の駅と

か拠点にして進んでいきますというような、もう少し突っ込んだ中身にした方がめざす方

向を踏まえて、もっと突っ込んでもいいかということは私も感じます。他はどうでしょうか。 

それでは、次に 25 ページから 29 ページの地域別戦略について、事務局より説明をお願

いします。 

 

～事務局（佐藤主査）より、「第４期石狩市農業振興計画（素案）」内の地域別戦略（P25

～29）を説明～ 

 

（小林会長） 

事務局から説明いただきましたが、皆さんからご質問や気づいた点等あればご意見いた

だければと思いますが、いかがですか。 

（長谷川委員） 

厚田地区の現状と課題ですが、「農業生産としては…」から始まる文面がありますが、メ

ロン、アスパラガスの次のすいかは、厚田地区ではそれほど多くはないというイメージがあ

ります。更に「拡大する一方…」という文言も入っていますが、どちらかと言えば拡大する

ような感じではないかと…。やはり人口も減っている現状もあるので、少し文言の整理をし

ていただきたいと思います。 

（加藤委員） 

現状としてはアスパラガスの作付けは減っています。 

（長谷川委員） 

一時増えた時もありますけれども、今現在としてはピークから見ると大分減ってきてい

るというのは現状としてはあります。 

（小林会長） 

実態を反映した文章に変更していただければと思います。 

（若林委員） 

全部の文章を見ると高齢化によると書いてあるのですが、高齢化じゃなく、農業をやる若

い人がいないことに過ぎないと思います。農家では食べていけないと考えている若い人が

多くいるのでないかと思うので、農業に魅力があると感じさせるようなことを考えること

が必要ではないかと思います。高齢化は仕方ないもので、むしろ農業をやる若い人がいない

ということに他ならないので、もう少し、こういうやり方をすればよいだとか、食べていけ

るのだとか、具体性に目に見えるようなことを示していかないとこれからやる人がいなく
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なるのでないかという気がします。限界集落などと言われますので、もう少し農業に対する

魅力を発信できるような方法を考えていくことが必要だと思います。 

（尾崎課長） 

 農業者の高齢化や担い手・後継者不足は石狩だけの問題ではなく、全国的に騒がれていま

す。農業の魅力を伝えること、一つの生業として成立させることなど難しさや課題はまだま

だ整理できていません。少しでも魅力が伝わり、挑戦してみたいと思う若い人が一人でも増

えるよう努力は継続していきたいと考えておりますが、現状として難しい点が多々ある問

うのが実情です。具体策を含め、アンケートからそのヒントを紐解けたらとは考えています。 

（小林会長） 

他にはありませんか。 

それでは、次に 30 ページ以降の参考資料から最後まで事務局より説明をお願いします。 

 

～事務局（尾崎課長）より、「第４期石狩市農業振興計画（素案）」内の参考資料、農業

経営に関する意向調査（集計結果）（P30～59）を説明～ 

 

（小林会長） 

事務局から説明いただきましたが、皆さんからご質問や気づいた点等あればご意見いただ

ければと思いますが、いかがですか。 

（羽田委員） 

意向調査ですが、回答率が全体で 38.2 パーセントと低いという感じがして、何か要因の

分析はあるのか、回答期間が短いのかとか思いながら、非常に少ないと感じます。個別の意

見だと、切ないことを書いている方もいるので、出さない理由は何があったのか、私達も認

識しておく必要性があると思いました。 

（尾崎課長） 

分析した中で要因と思われる点は、まず、調査期間を８月の１ヶ月でお願いしまして、途

中でＪＡさんに出し忘れていないのか、再度の周知をお願いしました。また、今回は無記名

方式で実施した点があります。自分の名前を書くと、記載に遠慮してしまうこともあること

から、むしろ突っ込んだ回答をもらいたいと、敢えて特定できないようにしたことなど、未

提出の人を把握できなかった点が一つにあります。また、忙しい時期ということが少し率と

しては低かったかと思っています。 

（小林会長） 

農協などで何かやる時の回答率っていうのはどのような感じですか。 

（大田副会長） 

以前、ＪＡでやったのはそれでも６割くらい。絞ってやれば回収があるのですが、記名式

でないと回収の対応が難しいです。 

（長谷川委員） 
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多分、半分返ってくればいいかと思いますけど。 

（加藤委員） 

最盛期だし、小麦も刈っており作業が終わったら疲れてしまう時だから。 

（若林委員） 

他のところのアンケートで、答える人にどうして出さなかったのかということを聞いた

ことがありまして、何回アンケートを出しても、それに対する影響、対応、結果報告が何も

ない、出してもあまり意味が無いということで出さない人もいるそうです。アンケート出し

てもらう以上は、それを分析して答えを返さないと駄目ではないかと。その点きちんとすれ

ば、もう少し回収率はよくなると思います。 

（小林会長） 

ご意見など出尽くしたようですので、次に、先ほど事務局からも説明がありましたが、こ

の計画、石狩市農業振興計画という名前の他にサブタイトルです。現在、仮で「石狩農業次

世代成長プラン」となっていますが、このサブタイトルと、キャッチフレーズみたいなもの

を付けてはということで、これを検討したいと思います。 

皆さんには、予め案を考えてきてくださいとお知らせしてはいましたが、何か良い案など

がありましたらご提案いただきたいと思います。いかがですか。 

（川崎委員） 

キャッチコピーだけですが、「新たなチャレンジ、さらなる情報発信で地域密着型農業を

目指そう」。あくまでも個人的な意見です。 

（尾崎課長） 

この次世代成長プランも含めてこの辺については、スマート農業の取り組みなどか若い

世代への魅力の見せ方など意識していかなければならない部分かと…。女性経営者が参入

できるよう超省力化農業にも目を向けていかなければいけない。さらに次の世代に繋がる

足がかりにこの５年がなればという思いで仮題をつけさせていただきました。 

（小林会長） 

若林委員からも若い人が農業やりたいな、楽しそうだなというような事が伝わるような

計画にということだったのでよいのではないのでしょうか。この件につきましては、次回引

き続き検討することと致します。 

（佐藤委員） 

こういう会議に初めて参加して素人ですが、石狩の振興計画にもう少し具体的なことは

謳えないものですか。石狩はこれを重点にやるという項目があれば、もう少し具体的にこう

しますと…。これを見ると、全部、活性を図りますとか、支援いたしますとかでは具体的に

どうするのだっていうのが計画に載ってこないのかと思うがどうですか。 

（尾崎課長） 

非常に難しいところではありますが、基本的に計画には基本構想や実施計画など色々な

タイプであります。実施計画については言われたとおりそこまで踏み込んでいない部分、そ
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れから、何々をやりますとなった時に、基本的な裏づけというのがまだ取れてないことや、

表現の仕方には少し自分達も気をつけないといけないと思うこと。例えば先ほども言いま

したが、「とれのさと」についても市で考えていること、それから実際に運営するＪＡいし

かりは組織として役員会や理事会など決定機関があることなど、そこをないがしろにして

やりますと言うのは中々難しい。しかし、めざす方向としてはそういうことも必要であると

いう表現はしたいところです。ここにやりますって書いたから絶対やらないといけないこ

ともないですし、だからといって、予算も出やすくなる、議会の通りもよくなるって事でも

ないのです。基本的にはめざす方向を示していきながら実際にその予算措置の段階では、こ

れに基づいて、今年は具体的にこの事業を行いますということを形付けていく。そのバック

ボーン、基本になるのがこの計画かと考えております。 

（百井部長） 

２点申し上げますが、１点、この農業の計画を含め産業関係４つの計画を作っているとい

うのはご案内のとおりですが、特色が多少それぞれ違いますが、案ができましたら１２月に

その案を市民の方にさらして、パブリックコメントを実施します。この時点で４計画全て揃

って市民に提示していきたいと思います。一方その間に、市議会にも状況をお伝えしようと

思っておりまして、来週ですが、私どもの分野が関わっている常任委員会に今の経過につい

てお知らせだけをしておきたいと思います。お知らせの方法は具体的なことまで言えませ

んが、例えば今回の計画書の９ページをご覧いただきますと、体系図が載っています。今大

きくはこんな項目を中心にお話合いを進めさせていただいていますと、確定ではないので

すが、こういった視点で今進めておりまして、１２月に案を作るように目下ご意見をいただ

いております。というようなご報告をさせていただきたいということでご理解をいただき

たいと思います。 

もう一点は、先ほどから会長や委員の皆様からもこの計画の具体性という部分について、

お考え、ご意見を頂戴していると思います。４計画全体完全に統一されているわけではあり

ませんが、あまりにも時代の変化が大きいものですからカッチリ細かいところまで書き込

んでしまうと中々対応できないというところもあって、基本的な考え方、方向性を示そうと

いうのが基本となっております。しかし一方で、ご指摘のあるように、あまりにも姿が見え

ないのではないか、また積極性に欠けているのではないかという点もありますので、メリハ

リとの言葉がありましたので、ご意見幾つかいただいています。できるだけ重点のいくつか

については、より具体的にめざすところが表現できるように、短期間ではありますが工夫し

ていきたいと思いますのでご理解いただきたいと思います。 

 

 

 

○次第４ その他  

 



第３回 第４期石狩市農業振興計画策定委員会 

平成 28 年 11 月 7 日（月）14:00～16：15 

第１委員会室 

 

21 

 

（小林会長） 

次第４、その他を議題といたします。 

折角の機会ですので、皆様から何かございますか。 

事務局で何かご用意ありますか。 

（尾崎課長） 

特にございません。 

（小林会長） 

それでは、次回の開催を確認しておきます。次回の開催は、11 月 21 日の月曜日と致しま

す。時間は今回同様、14：00～16：00。場所はこの会場といたします。皆さんご出席をお

願いします。 

 

 

 

○次第５ 閉 会  

 

（小林会長） 

以上をもちまして、「第３回第４期石狩市農業振興計画策定委員会」を閉会いたします。

ご苦労様でした。 

 

 

 

 

 

平成２９年３月１３日 議事録確定 

 

 

議  長    小 林 国 之      

 

 

署名委員    佐 橋  進       

 


