
第４回第４期石狩市農業振興計画策定会議 

平成 28年 11月 21日（月）14:00～16：00 

第１委員会室 

1 

 

第４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２１日（月）１４時００分～１６時００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、増田嵩紘委員、加藤孝委員、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 （12） 

欠席委員 川崎寿子委員、久慈貞子委員、長谷川司委員、増子優子委員、尾山忠洋委員 （5） 

議事録署名委員 菅野哲哉委員 

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) 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） 

これより第 4 回目となります第 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時間程度として、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 いしかり女性部の川崎委員、JA 北石狩女性部の久慈委員、JA
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北石狩厚田支所長の長谷川委員、農業改良普及センター石狩北部支所長の増子委員、石狩北

商工会事務局長の尾山委員の 5名より欠席の報告を頂いております。 

 

 

 

○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。本日が実質的に最終的な検討を行う場ということで、

今後 5 年間の石狩市の農業振興計画を我々が託された最後の意見を述べる機会となってお

りますので、前回の委員会に参加されなかった方もいらっしゃると思いますけど、本日で大

まかな内容を決定していきたいと考えてございますので、皆様からの活発なご意見、忌憚な

いご意見を頂ければと思います。 

 

 

 

○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。 

（尾崎課長） 

小林会長どうも有難うございます。それでは早速議事に入ってまいりたいと思います。 

これより先、小林会長の議事進行により執り進めて頂きたいと思います。どうぞ宜しくお願

い致します。 

（小林会長） 
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それでは議事に入ります前に、議事録署名委員を指名させて頂きます。今回は石狩観光協

会事務局長の菅野委員にお願いできればと思います。宜しくお願い致します。 

 

 

 

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

 

（小林会長） 

お手元の式次第によって議事を進めて参りますが、先程申しましたように今回最終的な

検討の場という事になっておりまして、大きくは 3点程あろうかと思います。1つ目は今資

料を事前にお送り頂きましたが前回を踏まえた修正点がございますのでそれについての確

定という形。最終的なチェック、そしてもう 1 つは前回も出して頂きましたがサブタイト

ル、ここの部分の決めをする事と、キャッチコピーの部分も前回、川崎委員が出して頂いた

のでこれも踏まえてこれで良いか決定すること。新規に前回参加されなかった委員も本日

いらっしゃっておりますので、新規の修正点等あればその点についてもお伺いしていきた

いと思っておりますので、今言いました 3 点について確認できればと思っております。事

務局の方から修正点等踏まえてのご説明を願い致します。 

 

～事務局（佐藤主査、尾崎課長＝補足）より、「第 4期石狩市農業振興計画（素案）」内

の策定の趣旨、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）、施策の体系（P10）、基本事業（P11～27）、地域別戦略（P28

～32）を説明～ 

 

（小林会長） 

補足も含めまして全体、ご説明頂きましたので、最初の前段、1ページ目から基本方向 1、

15 ページまでの間で皆さんから気づいた点等あればご意見頂ければと思いますが如何でし

ょうか。 

（羽田委員） 

計画の中で、いわゆる大枠 4 つの中で都市住民という言い方に、消費者というのを変え

ておりますけれども、果たしてこれで通じるかというのは、何の計画にしても都市住民とい

う、魅力ある農村づくりと都市住民との交流、ややちょっと言い足りないなと感じてしまう。

消費者というのはある意味、もう少し幅広いものであるという感じはあるのですが、この都

市住民という言い方に変えていいのか、それが少々違和感を持たざるを得ないかなと…。 

（小林会長） 

経過も含めて事務局よりご説明頂きます。 

（尾崎課長） 



第４回第４期石狩市農業振興計画策定会議 

平成 28年 11月 21日（月）14:00～16：00 

第１委員会室 

4 

 

基本方向の 3の「石狩ブランドの確立と協働による地産地消の推進」がむしろ市民向け、

市民との交流という観点で整理させて頂いております。この市民というのは当然石狩市民

も含めて、近隣の札幌市民も含めてと広い意味になるかと思うのですけども、そういう意味

合いで、基本方向 3では整理させて頂いて、基本方向 4は「魅力ある農村づくり」という観

点ですから、地元の住民はさておいてという事ではないのですけども、むしろここは、グリ

ーンツーリズムの観点からすると、魅力ある農村づくりをしていく一方で、都市住民や都市

との交流を進めていこうというもので、3と 4で役割を決めさせて頂いたところです。4に

ついては、魅力ある農村づくりでは、むしろグリーンツーリズムを意識した書き込みを中心

としていますので、グリーンツーリズムの推進や、道の駅を起点としたということを前面に、

決して消費者とか市民という意味合いをなくした訳ではございません。 

（小林会長） 

農村に対する都市ということで宜しいですか。 

（尾崎課長） 

そのような意味合いで整理をさせて頂いたのが経緯です。石狩の住民だから駄目、札幌市

民でなければ駄目という事ではなく、都市との交流という大前提にあるものの表現に近づ

けた形で整理させて頂いたというのが経緯です。 

（小林会長） 

今のご説明で 3 と 4 で大きく位置づけを明確にしたという事で、消費者という意味合い

は 3の方、実際ものを買ってくれる人たちとの繋がりを作ろうという事と、4の方では敢え

て都市住民としたグリーンツーリズムということを念頭において、農村に来て遊んで楽し

んでもらおうと、そういう人達との交流を意識して都市住民という言葉に変えたという様

なご説明でしたけれども如何ですか。 

（羽田委員） 

意味合いというのは何となく分かりますが、消費者という言葉が全く見当たらないもの

ですから。どこかにありますか。 

（小林会長） 

消費者というのはなく、市民という言葉で 22ページにあります。 

（羽田委員） 

分らないわけではないが、消費者というのは 1 つの塊でもありますから、すごく大事な

ことと意識するのですけど、私、消費者の代表だと思ってきているものですから、なおさら

そう思うのかもしれません。 

（小林会長） 

大きな分け方は、今のご説明いただいた内容だと思いますが、基本方向 3 のところで消

費者という言葉、実際 21ページにも出てきてはいるのですけども、目立つ様な消費者とい

う言葉を全面に出すということは如何でしょうか。例えば基本方向 3 ですけども、石狩ブ

ランドの確立と協働による地産地消の推進となっていますが、石狩ブランドの確立と消費
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者との協働による地産地消の推進など…。その様にすると第 3、基本方向の 3は消費者とち

ゃんと手を取り合ってやっていきましょうという様なニュアンスが、今、羽田委員が言われ

た様な消費者の目線というのがしっかり文言の中には散りばめられてはいますけど…。そ

の様な方向でご検討いただければと思いますが。その点は如何ですか。宜しいでしょうか。 

（長委員） 

羽田さんが言われたように、消費者と都市生活者というのは、どう違いがあるかはよく分

らないですけれども、これを石狩にお住まいの消費者というか、都市生活者というのは、地

域で行っている農業を実際に見られており、或いは、例えばエキスパート事業とか食と農の

カレッジなど色々な形で農業に手を掛けた方がいるので、そういう意味では、農業を理解し

てくれる消費者と考えて、片や、グリーンツーリズムは、あくまでもこういう田舎に来てゆ

っくり余暇を過ごし、お金を落として頂くという様な使い分けであろうかと思いますので、

その様なこともう少し言葉で盛り込んで欲しいのですが、分けを入れればいいかと考えて

おります。 

11 ページに雇用労働力の状況ということで、今、実は、北石狩農協でもコンストラクタ

ーや農業を手伝ってくれる人を増やすということで、今度説明会をやる予定で、都市住民を

農業の応援団という様にしていくグループと、あるいは本当に買う人、お金を払えばいいよ

という人と分けて考えないといけない気がします。ホクレンの広報で小林先生が農村での

人材のことについてお書きになった記事を見せていただいた。その中に地域の労働力の循

環だというような言葉を使っていたので、地域の力を活かして地域の消費者の力を活かし

て何か石狩の農業をより良くしていくのだっていう農業が持続的に継続出来るように、や

はり加藤さんでも増田さんでも人手が足りなくて、こういう事やりたい、だけども出来ない

というのが多いのだと思うのです。そういうところがクリア出来ればと思います。 

（小林会長） 

今言われたような事とは、多分、グリーンサポーター事業や消費者の連携づくりだという

中で個別には書かれているのですけども、1つの核に地域の人達と一緒に支えながら歩んで

行くということを全面に押し出した方が良いじゃないかというご意見だったのですか。そ

うなると、今から個別の施策になるというと、コンセプトとしてあとで検討して頂こうかと

思いますが、キャッチコピーだとか、そういった中に、今、仮にいうと地域密着型農業と書

かれていますが、今、長委員も言われた様なニュアンスを含んでいる概念かと思いますので、

そこの検討の時に今言われたようなことを、もう少し分かり易く、市民と共につくる持続的

な何とか、そのような形に反映していただくという方向で、後ほど議論させていただこうか

と思いますが宜しいでしょうか。 

（佐橋委員） 

21 ページの石狩ブランドの表記、石狩がカタカナになっていますが、何か意味があるの

かどうか。 

（小林会長） 
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タイトルには石狩ブランドですが、21 ページのところはカタカナになっていますが、こ

れは海外を意識したことですか。 

（尾崎課長） 

特に意味はないです。石狩ブランドを少し強調するために、平仮名かカタカナかで少し悩

みはしましたけれども…。 

（小林会長） 

タイトルとせめて基本方向 3のタイトルは整合性をとらないといけないとは思いますが、

皆さんは普通に石狩ブランドを 21ページは漢字に戻すことでいいのか、どうですか。 

（佐橋委員） 

通常だと、漢字若しくは平仮名の方が受け入れやすいと思いますが…。括りが石狩ではな

く、石狩ブランドで括った方がもっとわかりやすいかと…。 

（小林会長） 

他の色々な施策ではタイトルも平仮名でいしかりとなっているので、基本計画自体そこ

は統一した方がいいかと思いますが、どうしましょう。 

（大田副委員長） 

問題ないんじゃないですか。 

（尾崎課長） 

特にないです。そこにはそんな強い思い入れはございませんので…。 

（小林会長） 

例えば、JAでそれを使ってやっているなどバッティングすることは…。 

（大田部長） 

今度見直すならそっちに、市の方に提出するような従来そんな感じだったかと。それは可

能です。 

（小林会長） 

鍵括弧して石狩、平仮名いしかりブランドというので 1つのキーワードで…。 

（佐橋委員） 

前文に、石狩産品というのは漢字になっているので、平仮名の方が受け入やすいかと思い

ます。 

（小林会長） 

他の委員の皆さんはその方向でよろしいでしょうか。その方向でお願いします。 

（増田委員） 

話はちょっと変わりますが、2回目、3回目会議出席できなくて申し訳ないと思っている

のですが、資料を見ると小規模農家のことを言っているとしか感じ取れないです。中規模や

大規模農家は全く書かれてないというか、どうしようか話にも載っていないという感想を

受けました。はっきりさせたいのですが、農家、農作物を扱っている人たちをどうしようか

という会議なのですか。それならこれで宜しいと思うのですけど…。 
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（小林会長） 

今、農産物を扱っている人というのはどういう意味ですか。 

（増田委員） 

買って販売しているとか、それを料理して出しているという意味合いです。買ってくれて

いる人の顔知らないので。それくらいの量出ちゃうので。小規模の農家の方を対象にしてい

るとしたら変ですけど。 

（小林会長） 

直接直売をしている農家とか、小規模しか目配りしていないかという事ですね。 

（尾崎課長） 

基本的には規模に関係なく石狩農業全般です。面積大小に関わらず。ただ農業だけの分野

じゃなく農業をいかに活かしていくかということについても、当然、今のご時勢で地産地消

やグリーンツーリズムも含めて、農業の応援団や市民の方々も視野に入れた中で、計画とし

てはあるべきかと考えております。以前は確かに計画をつくり始めた当初は、生産者がいか

に生産を持続し拡大していくかに視点、趣をおいたもので推移しておりました。 

前回、第 3 期の計画くらいから国全体、一般的に地産地消や 6 次産業化という視点が出

てきた中で、少し、このような書き込みも増えてきたように思えますが、原則的に農家がよ

り農業者として力を発揮できる計画になるべきかなという事で、あまり経営規模に固執し

たつもりはございません。 

（小林会長） 

今のご意見は非常に重要なご意見だと思いますので、基本方向 1 や 2 はまさに規模を拡

大した、いかに効率的な力強い農業経営体を作っていくか、それを支援していくかという中

身には確かになっていますけども、キャッチコピーとした時に、地域密着型とどうもそのあ

たり見えなくなってしまうという事ですか。 

（増田委員） 

ピンと来ないのです。これ仮ですけけれども、どうしても地域密着型となると、とれのさ

とや道の駅がメインになって、そう考えると限られた量としか。 

（小林委員） 

そこは重要なご指摘ですので、後ほどキャッチコピーに入れ込むのは難しいですが、皆さ

んで検討して頂きたいと思います。15 ページくらいまでのところで細かい点の修正もある

とは思いますが、宜しいですか。 

（大田副委員長） 

今回出た 15ページ、評価指標の下から 2段目、新規就農者、新規参入者の受入環境の整

備が書かれていますが、書かれた中で、具体的な施策事業に受入相談実施となっているので、

受入環境というよりも募集について書いているような気がするので、受入環境であれば、募

集から始まった後の研修とか、一連の担い手育成などへの具体的な表現になるのではない

かと…。 
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（尾崎課長） 

これが基本方向事業の 12ぺージにあります２のこの部分がそのまま引用されます。基本

事業で 6 つある事業のどの事業についてどのような視点でどういう目標を立てるかと…、

その前段にあるには上の数値目標、この中では新規就農者、新規参入者の数を平成 33年ま

でに 10 人獲得しようという目標です。10 人を獲得するためにはどんなことをするかとい

うのが下の方の具体的な施策と KPI 評価指標の書き方です。新規参入者、新規就農者含め

て 10人獲得するために担い手センター、農業総合支援センターで行っております新規就農

担い手相談について、具体的な施策と評価目標、指標という形で、年 1回新規就農相談会を

開催しながら、件数についても年、最低でも 3件くらいは戸別に相談していく中で年間 2人

ずつくらいは獲得していけないだろうかというものです。ある程度今の実績に近い形では

ありますが、何とか 5年間で新規就農者、参入者含めて 10人くらいで獲得していこうとい

う目標です。 

（小林会長） 

更にいうと、受入相談から更に踏みこんだ今副会長言われたような、その項目には書いて

いますが、新規就農支援としてのビニールハウスに対する助成とか、具体的数値目標、今回

はあげて取組まないという事で。それくらいの踏み込みでいいのかという意図もあったの

ではないかと思われます。 

（尾崎課長） 

前段で、助成や補助の内容は記しています。ここでは新規就農者獲得というところにスポ

ットを当てたものですから、新規就農者、参入者については、市の補助制度に乗りますので、

むしろその制度を活用するためには新規就農者、新規参入者の獲得が前提となっていきま

すので、今回の目標としては新規就農者、新規参入者を獲得していこうという数値目標を設

定させて頂きました。 

（小林会長） 

他は如何でしょうか。 

私から 1点、今の数値目標ですけれども、今後５年間で新規就農者、新規参入者 10名と

書いてありますが、新規参入者ならわかるのですが新規就農者も含め 10名というと、新規

就農者には農家指定のUターン・Iターンも含まれます。それも含めて 10名という事です

か。 

（尾崎課長） 

そうです。 

（小林会長） 

今、400何名いて、60歳以上の方が 50～60名。実際に 50代くらいの方も入れると 200

名近くいる中で、今後、石狩農業、新規就農、新規参入を含めた農家認定は 5年間で 10と、

実際見通しはそんなものなのですか。 

（大田副委員長） 
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 後継者なり、新規就農を含めた農家認定とすれば、今会長の言われたように、もう少し数

字的には、従来使っている新規就農者というのが、通常は新規参入者の枠組みに括られるの

で…。そうであれば農家認定の後継者を見越した中で、ある程度の数字的なものを見込むべ

きかと思う。非常に低いと思いますが…。 

（小林会長） 

実際に、この 5年間で農家認定はこんなにいないのですか。 

（佐藤主査） 

過去 5年間で、新規就農オール石狩で大体 9人、参入で 7人、計 16人くらい。 

（尾崎課長） 

実は、新規就農者、親元就農含めてですが、一時期多かったのですが、今はもう落ち着い

てきたというのが傾向として伺えます。ですから大きく目標を持つのは吝かではないので

すが、今年の春、2月から 3月くらいにかけて手続きされた方が、一気に 5～6人増えまし

た。そのペースで今後も増えるだろうと見込むのは難く、固まりつつある傾向にあり、全体

の農業者、生産者の年齢構成、組合のあるべき姿を考えた時にはやはり新規で入ってくれる

若い層が重要になってくるので、最低でもこのくらいとして目標にさせて頂きました。これ

をもう少し希望の持てる数字にすれば、更に 5人でも 10人でも目標ですから増やすことも

吝かではないのですが、一気に増えた分もあるので厳しいかなとも思っています。 

（小林会長） 

年令構成とか、その時の農家の方のいくつくらいの方、何人いるかというので、かなり年

次毎に変動があると思うのですけども…。どうですか。 

（増田委員） 

その年によって違うので一概には言えないのですが、10 人というのはいいんじゃないで

すか。クリア出来そうな数字で。 

（尾崎課長） 

決してクリア出来そうな数字という事ではなくて、我々が考えているのは 10人も厳しい

かなと、実は思っています。 

（小林会長） 

そうすると頑張って 10人という事ですね。 

（尾崎課長） 

15人とか 20人となる可能性も無いわけではないと思っています。 

（小林会長） 

どのくらいの積極性を出してきたかというのは、先程、副会長が言われたとおり、簡単に

相談回数だけ増やせばいいのかということだと思いますが。 

（尾崎課長） 

相談については、新規就農者の獲得に繋げるための相談でもありますので。   

（小林会長） 
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相談を別に考えると無理があるので、相談と経営体制というのは一体になっていないと

あまり意味ないことです。相談をする時には当然受入態勢の話があって初めて相談体制が

強化になることになるので、相談だけでなく、折角そういう様な方向目指すのであれば、少

し書き込んだ方がいいかという気はしますが、それはお任せします。 

続きまして基本計画、戻りましても構いませんので基本計画の 2、3 あたり、4 も含めて

27ページまでで何か皆様のご意見頂ければと思います。 

（尾崎課長） 

先程、羽田委員から頂いたご意見の部分の整理をさせて頂いて宜しいでしょうか。先程会

長からも案として示して頂きました 20ページの施策の体系そのものの、消費者との協働に

よるという書き加えはどうだろうかという点について如何でしょう。 

（小林会長） 

その点について先程羽田委員からもあったご意見の部分ですけども宜しいですか。 

消費者との連携というのを念頭において、色々な施策が打たれていると思いますので、そ

れを方向のタイトルにも明示する。特にご意見なければ、今ご提案頂いた内容で一度修正を

加えて頂きます。他の点含めてご意見頂ければと思います。 

（長委員） 

25 ページ、2 の都市住民との交流の取組みの内容の右側に食への理解や農業体験機会の

提供というのが書いていますが、この農業体験機会というのは、具体的にお書きになったら

どうかと思いまして…。先程言ったとおりエキスパート事業とか、食と農のカレッジとかで

…。グリーンサポーターはこの中には入らないんですか。 

（尾崎課長） 

入りません。基本方向 4 につきましては、先程も申したとおり 3 と 4 の棲み分けを市民

向けも含めて、今農政課で行っている講座については 3の方。4については、都市住民との

交流という意味合いでは、農業体験機会というのは、今ニーズが多い収穫体験については都

市住民が地方に向けて希望を持っているということもありますので、例えば、グリーンツー

リズムではバスツアーなどを行っており、都市住民という言い方していますが、石狩市民の

方も参加して頂いてはいます。そういう方々との収獲体験も含めた中で、石狩農業について

広められるような取組みに繋げて行きたいと考えています。それらが食そのものとして理

解されていくのだろうという意味合いで整理させて頂きました。 

（小林会長） 

如何でしょうか。区別させているという事で宜しいでしょうか。 

（増田委員） 

青年部で行っている事業で 4Ｐ連というのがあるのですが、親子、幼稚園児で収獲体験し

て、機械展示、まあ座るだけなのですが、それを石狩市と一緒に青年部と協力してできれば

回数増やしたり、もっと大規模で行ったりということは可能ではないかと思います。 

（小林会長） 
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現状は、来るお客さんというのは石狩市内も含めて。 

（増田委員） 

そうです。石狩市の幼稚園、今後小学校とか、授業受入にも繋げていけるのではないかと

思います。 

（小林会長） 

前向きな、積極的なご提案ですけど。 

（尾崎課長） 

それについても 22ページの中で地産地消の推進・市民との交流では、その市民との交流

の部分を具体的に。今、市で取組んでいる食と農の未来づくり事業、その中で市民カレッジ

など色々な取組みをしています。今のメニューも含めてその中で取組むことも可能かと思

いますので、今後、そこを含めて農業を一般の方にも理解してもらえる機会はたくさん作り、

理解してもらえるような取組みは必要だという思いは持っています。そういう形で宜しい

でしょうか。 

（増田委員） 

大丈夫です。これならすぐに来年から実行できるなと思いますので。 

（小林会長） 

22ページの今のところに、青年部との連携によるというのを書くことは可能ですか。 

（尾崎課長） 

可能ではありますが、食と農の未来づくりは色々な講座がありますが、そこまで須らく表

現はしていないものですから、それも含めて検討させて頂きます。多くの方々に様々な講座

を持って頂いており、市民や生産者の圃場をフィールドに色々な体験してもらうような取

組みはしているのですけども。その箇所を少し具体的に書いた方が良いということで宜し

いですか。 

（増田委員） 

青年部とかで絞るのではなく、大きく括って書いてもらいたい。実行はすぐ協働で一緒に

出来るとの思いなので」。 

（尾崎課長） 

講座は年間約 50講座位、複数、10回程度の講座など様々です。そこから大きく食と農の

未来づくり事業に統括してしまっていますが、その中に講座の種類でいうと長委員のとこ

ろも含めて、羽田委員のところも含めて。 

（長委員） 

農業体験で、今、青年部でお子さんたち相手に農業の面白さ、例えば機械に乗せて喜ばせ

たり、そういう事も含めてやっているので、こういうのも石狩農業として役割、ひとつの特

徴だと思います。農業を市民に理解してもらう、石狩農産物を市民から買ってもらうという

行動に繋がっていけば良い事であって、そういうのをどこかで具体的に入れる事が出来た

ら、石狩の市民も行政も農家もやっている事自体が石狩農業の絶対的みたいな姿が見えて
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きて良いと思っていました。ただ、どこに入れたらいいかというのは考えてもらえばいいわ

けです。 

（小林会長） 

副会長何か宜しいでしょうか。 

（大田副会長） 

先程の都市住民と消費者の話じゃないですけれども、どうしてもこの 22 ページと 25 ペ

ージ、農業体験含めては都市住民に対してという表現じゃないですけども、それと地産地消

に対して両方にあるのですけれども、丸っきり表記的に同じものを載せている中で、色分け

の必要ではないですけれども、食の理解や農業体験機会の提供を通して食育推進に活かし

ますと。食育推進幅広い意味では使えますけど、両方 25ページにもある中で。どちらか考

え方、重点に絞った方がいいのかなという、両方幅広い意味はありますけどちょっと気にな

るかなと。丸っきり同じ表記の中で方向性の項目書いていますので。 

（小林会長） 

2点出ていますけど、1点目、先程青年部の活動についてもありましたが、そこの部分は

直接、こういうのに載っていると青年部の皆さんも市の政策の基本プランに載っているぞ、

これやらないといかんなということでやる気も起きるので、結局そういうのって結構大事

だと思います。我々のやっている活動が公的なところで認められているというのは…。他の

皆さんも活動色々やられていると思いますけども、それを書いてあげると私は若い世代に

とっても、良い事かなとは思いますけれども、バランスもありますのでお任せはしたいと思

います。 

（尾崎課長） 

少し他の講座含めて何か良い表現で一項目、それらも含めた中で。今、重複している部分

については、それぞれ視点、同じ書き方なのですけども。産業振興関連 4計画もそうなので

すけども、健康づくり計画や食育推進計画とも密接な繋がりがあって色々関連性持ってお

ります。農業が例えばそれらの中で貢献できる部分というのが、多分、例えば健康づくり計

画の中であれば地元の野菜を沢山食べて健康な体をつくろうという部分だとか、食育推進

計画につきましても農業の担う部分というのが結構ウェイトがあります。地産地消や色々

な取組みの中で…。その中で、この点については、それらの計画とも連動しているという視

点で、片一方は市内向けということではございませんが、地産地消の観点、それから 4の方

については、魅力ある農村づくりとそこに都市から来て頂く方にもそういう観点で取組ん

で参りたいという意味合いで書かせて頂いております。 

（小林会長） 

私も 2 点目で今のところの話をしようと思いましたが、確かに同じ文言でというのはち

ょっと思います。25 ページの方はこの文言で広く、都市住民に対しての食育というのでい

いと思いますが、22 ぺージのところは長委員も言われたように、石狩市の農業をサポート

してくれるサポーター作りではないのですけども、そうなると単なる食育というよりも一
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緒に例えば農業体験をやる。それを通じてグリーンサポーターになって農作業も手伝って

もらうとか、そういうような発展性も意味すると食育推進というよりも、石狩農業のサポー

ター作りとか、少し分けて、より直接的に石狩の農業の担い手を一緒に育てるという様な色

分けにすると、課長がご説明頂いたような事も含めて反映できるのかなという様な気は致

します。 

（尾崎課長） 

先程青年部の活動、他の講座の部分も含めて少し整理させて頂きたいと思います。 

（小林会長） 

宜しくお願いします。その他何かございますか。5の地域別戦略も含めて、最後のアンケ

ートも含めてですが、全体的に最終的な皆さんのご意見頂ければと思いますが如何でしょ

うか。 

（長委員） 

写真の事ですが、26 ページと 31 ページ両方とも新しく造られる道の駅の写真だと思う

のですが、石狩の農産物のブランドの事も含めて書いてありますので、どちらか、31 ペー

ジの方は、例えば厚田で作ってある紫蘇のジュースや味噌の写真の方がいいのではないか

と私は思いますが。 

（小林会長） 

今のお話ですと 31ページの方の建物ではなくて、物、商品、商品やそれを作っている人

たち、風景でも良いかもしれませんが、そういうような写真が良いじゃないかということで

すが。 

（尾崎課長） 

現計画では紫蘇ジュースや加工品が載っています。あまり同じものよりも少し変えたい

というイメージを持っております。最初の方の道の駅のイメージと次のページ、今の部分は

同じものではなく少しイメージは変えてはいますが。この 5 年間で厚田が劇的にどうして

いくかという点については、やはりこの道の駅がポイントになってくるかと。これらの取組

みによって加工品も含めて、それぞれ、皆さんが取組まれていることがより実が結ばれ、そ

ういうイメージで載せさせて頂きましたが、拘りはございません。むしろこれが良いという

ものがあればその方向で。できれば同じ写真やイラストは使いたくないと思ってはいます。 

（長委員） 

前は加工品でしたか。 

（尾崎課長） 

メロンと加工品、てん菜畑の風景です。 

（小林会長） 

今の点もどうですか。長委員はどうしますか。 

何かこのままで道の駅、載せていいのか、他の皆さんもどうですか。何かご意見あれば。

どちらがいいでしょうか。 
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（加藤委員） 

このままでも別にいいとは思いますが、変えるなら変えてもいいと思う。ただ何を推すの

かいまいち分らない。市としては新しく造るものだから推したいのは分かりますが…。話の

伝わり方には道の駅とは何だろうみたいなところにいるので私は。あまり別にそんなにど

ちらを載せても宜しいんじゃないですかという感じです。 

（小林会長） 

他に何か具体的な写真探して頂いて、ありそうであれば。何か物の写真使って頂いてちょ

っと特にこれだというのがなければ、このまま道の駅でお願いできればと。 

（尾崎課長） 

前回の加工品、紫蘇ジュース、てん菜畑とメロンという形だったのですが、また再登場さ

せるのも吝かではないと考えます。 

（小林会長） 

前回というのは第 3期のということですか。 

（尾崎課長） 

第 3 期の計画です。先程長さんが言われた加工品は、実はトップページで紹介しておい

ます。 

（小林会長） 

第 3期と同じ写真というのはあまり宜しくないですね。 

（尾崎課長） 

最初にこの厚田区のページで道の駅というのは考えたのですが、その前段に道の駅の紹

介があったことから、同じものを使いたくないのでイメージパースを使ったところです。 

（小林会長） 

前回と同じ写真は使うわけにはいかないと思うので。何をやっていたんだこの 5 年間で

という事になるので新しい道の駅の写真で私はいいかと思います。 

（長委員） 

道の駅の中の農産物の直売所のイメージ図みたいなものがあれば。何かあまりにも平面

図だけでは。 

（尾崎課長） 

今のところはある程度の構想の間取りみたいなのはあるのでしょうけれども、営業を開

始しないと写真はやはり無いものですから…。他の写真で引用するというのは難しいです。

あるとすれば、例えばこだわり隊が沿道で直売しているとことなどはあるかと思います。 

（小林会長） 

そういう少し温かみのある写真という事だと思うのですけど、ただ建物じゃなくて、もし

あればお使い頂いて、なければそのままお使いください。 

（羽田委員） 

2 つほどあります。地域別戦略の写真に関連した部分なのですけども、30 ぺージの漢方
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生薬の里づくりで、こういう事もやっているのだという事で非常に良いのですけど、一般の

市民がこれを見たときブクリョウとは一体何だと。多分きのこだろうと私は思っているの

ですけど、ハウスを写すのであったら、その物を写した方がイメージ、生薬になっているの

というイメージができます。 

もう 1 つ、厚田区で、それが現状と課題で今まで計画の中にあまり議論されていなかっ

た主産地に位置づけられている伝統野菜札幌大球について書いていますが、非常に農政課

も力入れているはずなのですが、これが計画の中にはどこに力入っているのかと思いなが

ら、これを計画の方にあるのか、課題だけなのかと。私達も市民と一緒にやっているにしん

漬け講座に札幌大球を使っておりますので、だからどのように考えているかと、それだけ少

し聞きたいと思っております。 

（小林会長） 

2点ですが 30ページの写真について、ブクリョウの写真などはどうですか。 

（尾崎課長） 

写真については、実際にこの施設が現在建設中なのです。 

（小林会長） 

物の写真があれば載せて頂ければ。 

（尾崎課長） 

まだございません。 

（小林会長） 

ブクリョウ自体の著作権の時の写真は。 

（尾崎課長） 

写真をみてもよく分りません。里芋のような黒いだけで分かりづらいです。用語解説には

一応簡単にブクリョウとは何かということ書いています。ブクリョウ自体は国内産の物が

殆どありません。露地はありますが菌床栽培は石狩が初めてで、国産プロジェクトの某生薬

メーカーと連携で進めていており、地方創生で去年の目玉事業でも認めて頂いて取組んで

おり、今間違いなく国内で注目されるところかと思われます。 

これまでは殆どが中国での露地栽培です。1年に 1回しか取れない物を生薬メーカーの方

で輸入していたのですが、今回、市内の農業生産法人と共同で研究を進めていて、椎茸など

と同じなのですが、菌床で栽培する方法を確立できて、試験では既にある程度大きいもの出

来ています。露地栽培の写真はありますが分かりにくいです。ブクリョウについては、国産

化プロジェクトの取組みでイメージキャラクターを作成しており、このイラストが作成し

たものです。 

（小林会長） 

ハウスの写真、これを何か他にもう少し今言われたような事を含めて探して頂いて、無け

ればこれでいきましょう。しかもハウスもイメージなので、ハウスでも無いとすれば、これ

何なのかという事になるので…。 
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どのような生産システムで作ろうとしているか、その他、地方創生絡みのプロジェクトの

ものがあると思いますので、その中で使えそうな、こういう事を今やろうとしていますとか、

そういう様な方にもう少し工夫して頂くと宜しいかと思います。 

（増田委員） 

出来上がりは何になるのですか。出来上がりはこれですよ、みたいなの載せても良いので

ないですか。 

（尾崎課長） 

明確にはしていません。結局は漢方生薬の原料でしかないなので。例えば滋養強壮剤など

生薬の含まれる商品というイメージですか。 

（増田委員） 

そうです。だからこんなのになっていくのですよという様なイメージでも良いのでない

ですか。ドリンク剤ならドリンク剤でもいいですし。 

（尾崎課長） 

実は生薬会社の方で、一概にそうとも言えないからあまり出さないでくれと言われてお

ります。国内には幾つかの生薬メーカーがあるので、特定の商品を載せるのは好ましくない

かとも考えます。我々のイメージだとドリンク剤だとか、養命酒などにも入っているとある

程度認識しています。全て特別なものではなくて市販されているものが中心。医薬品だけで

はなくて、健康飲料などとは聞いています。 

（増田委員） 

分りました。 

（小林会長） 

多分計画出した時にそういうのも含めて図だとかイラストがあったと思うので、これを

作るとかいうのではなくて、こういう様なものになりますよとか。 

（尾崎課長） 

あるのですが、結構なボリュームにはなります。 

（小林会長） 

お任せしますので、適宜、適切なものがなければこれで構いません。 

（尾崎課長） 

それを説明すると結構なボリュームになるので、使えそうな部分を抜粋するなど検討し

てみます。それから大球ですが、担当の想いで入れさせて頂きました。生産農家さんが減っ

ていく中で、頑張って作り続けて…というだけで中々活用出来なく、羽田委員にも漬物講座

など色々ご尽力頂いて助かっているのですが、伝統野菜として後世に繋げるためには活路

を見出すことが重要とは考えてはいますが、説明だけに止まっています。様々な課題が厚田

地区にあり、その中から地域の課題を中心に整理させて頂きました。１つ１つ全部書くと結

構なボリュームになりますので、疎かにしている訳ではなくて、大球についても具体的に活

用を検討していく必要があるとは思っています。 
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（大田副会長） 

今の関連ですけど、主産地に位置づけることは実務担当者会議の時、色々な捉え方で表記、

どうするかと言っていた経緯があると思うのですけども、札幌でも今改めて大球の復活の

取組みもしている中で、主産地、前はそういう表現の中で出ていたという時から時間が経っ

ているので、改めてこの表現がどうかというのが、気にはなってきています。 

（加藤委員） 

札幌大球自体は、この前の計画出た時に、うちの地域で作っている人がもう 10件くらい

しかなくて、今その半分以下になっています。困難というか維持というか、もう何年もしな

いうちにやめてしまう人が多いのでどうするのかというのがあります。 

（小林会長） 

そこに対して課題として挙げられているのであれば何の問題もないのですけれど。 

（加藤委員） 

対策が何も載ってないので、どうしようかという感じですね。個人的に思ったのは。 

（尾崎課長） 

大球農家ですが最初は 10 件くらいが、２年位で５件に減り、今 3 件まで減っています。

主産地ですが、伝統野菜という表現、スローフードという世界的な取組みでイタリア発祥の

取組みの中で、伝統野菜として保護していこうという位置づけになっています。現段階で、

全国で 34くらいが指定を受けています。そのうち北海道では 4つ。この大球、札幌黄、マ

サカリ南瓜、八列とうもろこしの 4つで、大球は昨年７月に認定を頂きました。その認定登

録書に主産地として石狩市厚田地区と１番最初に明記されています。札幌市ではなく、石狩

市厚田地区、それから日高町門別地区などと書かれている経緯があるものですから。今言わ

れたように具体的な取組みとはしていないものですから、ただ気持ちだけでは駄目ですね。 

（小林会長） 

具体的な取組み内容として出せなくても、ここに課題として提起したのであれば、それに

ついて生産は縮小しているけれど、厚田地区の貴重な食資源として確保するための検討を

します、とか何かないと。 

（羽田委員） 

私も札幌大球と大球の違いがよく分らなかったのですが、同じキャベツだけど種が違う

とか、普及センターの人に言われたのですけど。でも本当に残さなきゃいけないのは札幌大

球だと言われたのだけど、何をどう残すか具体的なところがちょっと見えないなと。折角だ

ったらやっぱり伝統野菜と書かれているところをなんとか残さないと。 

（小林会長） 

勿体ないですよ。味の箱舟の日本で、北海道で 4 つしかないうちの 1 つを 3 戸しかなく

て、市としても諦めたら、きっとスローフード協会が頑張って色々プロモーションするので

すけど、日本のスローフード協会ってそのへんの力が弱いので、任せてられないので。やる

としたら市か生産者だけじゃ出来ない。サポートするしかないと思いますけど。 
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（尾崎課長） 

少し工夫させてください。 

（加藤委員） 

具体的なものとして入ってないとここに載っている意味がない。ここに提起している以上

は。 

（小林会長） 

悩ましいところだと思いますが、是非。 

（尾崎課長） 

この 3 つの項目に当てはまりそうなところが無いので新たに起こすとなるとスペースの

問題だけなので何とかしますか。 

（小林会長） 

もしくは直売所のところでブランド、道の駅の 1 つの目玉据えるという事も検討しなが

ら札幌大球の可能性を探っていくと、道の駅の活性化とか含めると可能性があるかもしれ

ない。時間が無いので、他に何かまだご発言頂いていない委員の皆様にも、今日は最後の検

討になろうと思いますので発言いただければと思っていますので宜しくお願いします。全

体的で構いませんのでお願い致します。 

（佐藤委員） 

全く関係ないような話ですが、オリジナルキャラクターのブクリョウ君ってありますけ

ど、これは何のキャラクターですか。 

（尾崎課長） 

ブクリョウっていう漢方生薬の原料です。初めて生振地区を基盤にして農事組合法人が

生産する準備に入っています。そのイメージキャラクターです。 

（小林会長） 

左に持っている本、これ何を持っているのですか。この緑色は。 

（尾崎課長） 

詳しくは分らないのですが、ブクリョウとブックを掛けたのではないかと勝手に推察し

ています。これは推測の域でしかないので分りませんが、事業者が独自につくったキャラク

ターです。 

（小林会長） 

そんな気がしました。 

（尾崎課長） 

正式に登録されているもののようです。 

（小林会長） 

分りました。最後キャッチコピーも含めて 15分ほど検討時間作りたいと思います。皆様

から、その前段で全体の中身の修正点含めてのご意見ありましたらお願いします。 

（大田副会長） 
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今更ですが、27 ページの数値目標の中で中山間と多面的の目標載せていますが、現状と

同じ数字を掲げていくということでいいですか。 

（尾崎課長） 

いずれも現状の数字です。 

（大田副会長） 

それを維持していくということですか。 

（尾崎課長） 

農業離れではないのですが、むしろ中山間は、国でも条件の悪い所は離農、遊休農地にな

りがちだということもあり、交付金を活用して維持していくという考えもあるのですが、市

内でも集落組合、資源保全組合はある程度固定されてきているので、新たに増えるというこ

とは考えづらいので、それぞれが優良農地として維持して、活動を継続して頑張っているの

で、何とか維持してもらいたいという思いを込めた数値目標になっています。 

（大田副会長） 

分りました。 

（尾崎課長） 

増やすという事はかなり厳しく、現実的では無いと思っています。 

（大田副会長） 

そう思います。 

（小林会長） 

他は如何でしょうか。最後という事でキャッチコピーとサブタイトルです。サブタイトル

というのはこの表紙にあります、石狩農業○○プランのところがサブタイトルで、これが必

要かどうかも含めてと、キャッチコピー、新たなるチャレンジ更なる情報発信で地域密着型

農業を目指そうという箇所、これについて今日決められれば良いですが、もうちょっと皆様

からこの様なキーワード盛り込んだ方がいいのであればご意見いただければと思います。 

キャッチコピー先程のお話ですと地域密着型農業というとどうしても、小規模な直売を

やっているような、まあ大規模で直売やっている人もいると思いますが、そういうイメージ

が先行していしますのでという事で、計画の中にもあります多様な担い手とか、多様な担い

手の育成というのが言葉にありますので。 

（増田委員） 

密着型を、参加型とかに変えるとグリーンサポーターとかでも参加出来るし、そういう事

業、農業体験とかの事業でも参加出来るという様な意味合いもあってどうかと思うのです

が。 

（小林会長） 

地域参加型。 

（増田委員） 

そうです。農業者も参加するし、住民の方も参加できるという意味合いで。 
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（小林会長） 

非常にいいですね、地域参加型参加型農業を目指そう。他の皆さんどうですか。キーワー

ドで出たのを言いますと、先程の都市住民もキーワードに出てきていますし、参加型だと先

程長委員も言われた部分も入ってくるかという気はします。この、新たなチャレンジ、更な

る情報発信でというところの検討も。 

石狩ブランドって入れなくていいですか。あまり入れない方がいいのか。新たなるチャレ

ンジ石狩ブランドの情報発信地域参加型農業を目指そう、ちょっとくどい。 

情報発信というのは、やはりこれまで色々な活動、農業で良い活動していても中々市民と

か、地域、札幌圏内含めてなかなか伝わっていないところがあったので、そういう部分があ

ると思いますけども。 

（長委員） 

 先程増田さんが言われたように生産者の顔まで消費者は分らないのだという話をしてい

たと思うのですけど。最もだと思うのですが、消費者は増田さんの顔知っています。例え

ば生協行くと誰々さんの南瓜を使ったコロッケとか、そういうので消費者の人は知ってい

るのです。情報を発信したら皆受け取ってというのは、受け取ろうが勝手なのです。だか

ら更なる情報って、もっとどんな情報じゃないとだめなのかという事になるので。それで

あれば知りたい人は来て、一緒にやったらいいじゃないかって。私の説得力のない考えで

すけれども。 

（小林会長） 

情報を発信するだけじゃなく、先程、増田さん言われたように参加してもらって一緒にと

いう事。趣をおいた方がいいかもしれないですけど。 

（増田委員） 

石狩農業新たなチャレンジ更なる情報を消して、石狩ブランドにして新たなチャレンジ

とか。 

（藤沢委員） 

それが合うかどうか分らないけれど、勝手に私が今思って、石狩農業再発見プラン。石狩

ブランドを参加型農業で創生みたいな感じ。ちょっと言葉が違うのかもしれないけど。要す

るに参加型農業で、皆で石狩農業を作りましょうみたいなイメージなのですけど。 

それで、もともと石狩農業色々あるのですが、もう一回見直しませんかという感じで、石

狩農業再発見プランみたいな感じで。だったらスッキリするかなって勝手に思いました。 

（小林会長） 

整理をすると、石狩ブランド、新たなチャレンジ石狩農業の地域参加型創生プランとか。 

（藤沢委員） 

みんなとなんか作っていけたらいいなと思って。 

（小林会長） 

先程増田さんが言われたのが、石狩ブランド、新たなるチャレンジ、地域参加型農業って
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事ですね。 

（藤沢委員） 

石狩ブランドどっかに入れたい。でもその石狩ブランドを作るのに、１人では多分出来な

いので、みんなで作り上げられたらいいなと思います。 

（長委員） 

石狩市が良く使う「協働」っていう言葉はどうですか。 

（藤沢委員） 

協働というなら、今の言葉で言ったら「コラボ」が今風じゃないですか。 

（羽田委員） 

協働という言葉だと全部行政が作ったって感じがする。 

（小林会長） 

サブタイトルも含めてご意見いただきましたが、その他こういうキーワードもっていう

ものございますか。 

（佐藤委員） 

石狩農業ブランドアッププランってどうでしょう。 

サブタイトルは、会長言われていましたように、石狩ブランドの情報発信で地域参加型農

業を目指そう。そうすると一般の人も参加できるかなと。 

（小林会長） 

サブタイトルがブランドアッププランですね。ブランドアップっていう言葉はあります

か。ブランド作りのプランってことですよね、今言われたのは。ブランド、創造プラン。 

（藤沢委員） 

キャッチコピーって何字以内にまとまるとスッキリするってあるのですか。 

（大田副会長） 

普通は短いほどいいです。 

（藤沢委員） 

何文字くらいなのですか。 

（小林会長） 

多分ここに一行で入るのが美しいと思います。そうすると 30～35文字くらいじゃないで

すか。 

（尾崎課長） 

第 3期は「石狩農業成長プラン」で、キャッチコピーが「地域資源を活かし、市民との連

携により成長する石狩農業」というものでした。 

（小林会長） 

ここでカチッと決めた方がいいですか。 

（尾崎課長） 

できれば。今日参加されている方で決めてもらえれば助かります。 
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（小林会長） 

今出た意見を事務局の方で整理して頂いて、それで投票という形にしましょうか。 

まずサブタイトルですが、1つありましたのは、石狩農業、ブランドアップという言葉が

皆さん共通として理解、というかそういう言葉が適切かどうかっていうのが分りませんが、

いずれにしてもブランドを作っていこうと、ブランド化していこうというプラン、ブランド

化プランでも良いかもしれませんが、というのが 1 つと、あとは藤沢委員からありました

様に、石狩農業再発見プラン。 

（藤沢委員） 

あと、未来づくりとかも。 

（小林会長） 

石狩農業未来づくりプランとかですか。未来づくりだと計画の方がいいですね。未来づくり。 

それではサブタイトルは、ブランドアップ、再発見、未来づくり、この 3つでいきましょう

か。キャッチコピーはちょっと私も、メモがごちゃごちゃになっていて。 

石狩ブランド新たなるチャレンジ地域参加型農業を目指そう、が 1 つ。もう 1 つは、藤

沢委員の方からもう 1回仰って頂くことは可能ですか。 

（藤沢委員） 

合っているかどうかは分からないのですけど、石狩ブランドを参加型農業で作るみたい

な感じなのですけども。 

（小林会長） 

前段で申し上げた１番と、参加型。 

（藤沢委員） 

参加型が堅いから、そこもう少し石狩ブランドを皆で一緒に作りましょうみたいな感じ

なのだけど、カタカナの方がもっと柔らかい感じ、参加型農業のことをなんか横文字でスッ

キリくると。 

（小林会長） 

みんなで作り上げたいという希望ですか。今仰っていた、石狩ブランドを皆でつくろう。 

（藤沢委員） 

それでいいのでないですか。簡単な方が皆さん頭に残って。 

（小林会長） 

みんなでつくろう石狩ブランド。地域参加型農業ってすごく良いキーワードですね。 

（増田委員） 

550万人サポーター的な意味合いも。 

（長委員） 

550万人。少なくとも石狩では 5万人。 

（小林会長） 

5万人石狩農業サポーターづくり。石狩サポーターというのはいいかもしれないですけど。
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参加型をサポーターってするのはいいかもしれないですけど。 

（長委員） 

いっそのこと 500万人サポーターでいくか。500万サポーターで石狩農業づくり 

（小林会長） 

細かい文言は最終的に調整あるとして、1 つは先程出た「石狩ブランド 新たなるチャレ

ンジ 地域参加型農業を目指そう」ですね。もっと簡単に言うと、石狩ブランドをみんなで

作ろう、もしくは、みんなで作ろう石狩ブランドですね。あとは石狩農業サポーター作り、

それだけでは少し淋しいので地域参加型農業をめざそうという感じですね。これを多数決

で。今の案で読ませて頂けますでしょうか。読み上げて頂いて、まずサブタイトル 3つ宜し

いでしょうか。 

（佐藤主査） 

1 つ目が「ブランドアッププラン」。2 つ目が「未来づくりプラン」。3 つ目が「再発見プ

ラン」。この 3つだけで宜しいでしょうか。 

（小林会長） 

この 3つで宜しいですか。 

（藤沢委員） 

10くらい出た方が面白いのでは。 

（小林会長） 

もう 2案くらい出しますか。 

再発見プランの前とのことですか。今のとりあえず 3つにしていいですか。そこから 1つ

選んで頂くということで。では皆さんで決めて頂いて１つに決をとっていきます。 

１番目のブランドアップがいいという方いらっしゃいますか。2人ですね。次、未来づく

りプラン。9名いらっしゃいますね。再発見プラン、そうすると、未来作り、石狩農業未来

づくりプランとしたいと思います。そしてキャッチコピーをもう一度、4つ出たかと思いま

すのでお願い致します。 

（佐藤主査） 

1つ目が、「石狩ブランド新たなるチャレンジ地域参加型農業を目指そう」。2つ目が、「石

狩ブランド参加型農業みんなで作ろう」かと。明確じゃないのですが、石狩ブランドを参加

型農業で作ろうでとか、みんなで作ろうという表現だったかと。3つ目が石狩農業サポータ

ーを目指そうという事だったかと。 

（小林会長） 

1 番目が前後しますけどキーワードで石狩ブランド新たなるチャレンジ地域参加型農業

を目指そう」。2番目が、「石狩ブランド地域参加型農業みんなで作ろう」。 

（羽田委員） 

みんなで作ろうが前にあった方がいいんじゃないですか。 

（小林会長） 
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みんなで作ろう石狩ブランド、確かそんな感じです。2番目がみんなで作ろう石狩ブラン

ド。3番目が石狩農業サポーターづくりで、その後に地域参加型農業を目指そうっていうの

とセットがいいかなと。もう一度いきます。 

1番目が、「石狩ブランド 新たなるチャレンジ 地域参加型農業を目指そう」 

2番目、「みんなで作ろう いしかりブランド」 

3番目、「石狩農業サポーターづくり 地域参加型農業を目指そう」。 

ちょっと言葉を小洒落れた方がいいと思いますが大きく分けて、今申し上げたような 3 点

で宜しいでしょうか。 

～（宜しいです。の声） 

それでは 1番目が宜しいと思う方。 

～（挙手） 

6名ですね。2番目がいいと思う方。 

～（挙手） 

5名ですね。3番目がいいと思う方。 

～（挙手なし） 

石狩農業サポーター、いらっしゃらない。6 対 5 接戦です。多数決の原則では、１番目。 

（藤沢委員） 

皆さんなんか石狩ブランドを作りたいって気持ちは一緒だけど、その言葉の文言が今し

っくり来ないと思うので、ここスッキリすればそれでいいじゃないですか。 

（小林会長） 

石狩ブランドという事をみんなで作るってことだと。スッキリさせるとみんなで作ろう、

石狩ブランドって事に。そういう気持ちはみなさん一緒ですね。 

（増田委員） 

みんなで作ろう、石狩ブランド地域参加型農業。これだとスッキリきます。 

（藤沢委員） 

いいんじゃないですか。スッキリきます。今言われた 2 番目にそれがつくならスッキリ

するなって思いました。 

（小林会長） 

みんなで作ろう、石狩ブランド地域参加型農業。 

 ～（宜しいの声、多数） 

農業で終わっていいですか。農業の確立とかいらないですか 

（長委員） 

確立までしたらプレッシャーが大きいから。 

（小林会長） 

それでは、「みんなでつくろう 石狩ブランド 地域参加型農業」びっくりマーク 2つ。 

（長委員） 
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あるいは「で」くらい付けてやれば。 

（小林会長） 

地域参加型農業で。そうすると、地域参加型農業でつくろういしかりブランドだとどうで

すか。 

（藤沢委員） 

石狩ブランド先の方がインパクトあるかなと。 

（小林会長） 

それでは時間になりましたので、先程の「みんなでつくろう石狩ブランド！！地域参加型

農業」ということで宜しいでしょうか。先程の 1 案 2 案でハイブリットという事でお願い

したいと思います。 

 

 

 

○次第４ その他 

 

（小林会長） 

以上で、今日の議事としますが、事務局から何かありますか。委員の皆様からでも最後、

一言ということでございましたらお願いします。 

（尾崎課長） 

熱心なご議論有難うございます。大変助かります。事務局の方から今後のスケジュール・

予定についてご報告させて頂きます。今日頂いたご意見をもとに原案を作成させて頂きま

す。予定と致しましては来週中には完成をさせて頂き、皆様方にも完成版を送付させて頂き

たいと思います。それを踏まえながら 11 月 30 日に議会の方にお示しするつもりでおりま

す。更に 12 月 20 日頃から 1 ヶ月間パブリックコメントを実施致しまして、市民の方から

も様々なご意見を頂きたいと考えております。それらの経緯を踏まえて、必要な修正がござ

いましたらそれらを加えた中で、来年、年明けて 2 月に 2 回目の産業振興関連 4 計画の調

整会議も予定してございますので、それらを踏まえた中で決定をさせて頂きたいと思いま

す。そして、最後 5回目になると思われますが、2月下旬から 3月上旬頃に策定委員会を開

催し、皆さんに最終計画の確認をして頂き、会長から市長に計画提言をさせて頂きたいと考

えております。以上が大まかなスケジュールとなりますので宜しくお願いします。 

 

 

 

○次第５ 閉会 

 

（小林会長） 
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その他皆さんから何かございませんか。 

～（なしの声） 

それでは以上を持ちまして第 4回の第 4期石狩市農業振興計画策定委員会を閉会します。

皆さんどうもご苦労様でした。 
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