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－意見の対応－ 

採  用：意見に基づき案を修正するもの 

一部採用：意見の一部に基づき案を修正するもの 

不 採 用：意見を案に反映しないもの 

そ の 他：意見として伺ったもの 

 

 

 

石狩市新農業振興計画一部改訂案 

－パブリックコメント及びその検討結果－ 

 

 

 

 

 

 

～検討経過～ 

平成 18 年７月 11 日（火） 

     ７月 11 日（火） 

     ８月 １日（火） 

     ８月 14 日（月） 

     ９月 27 日（水） 
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～

 

 

８月 31 日（月）

８月 10 日（木）

９月 15 日（金）

 

石狩市営農技術指導班会議において改訂原案を説明 

石狩市営農技術指導班会議構成員から原案に対する意見聴取 

上記意見を踏まえ、改訂案策定 

改訂案に対するﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄ実施 

石狩市営農技術指導班会議においてﾊﾟﾌﾞﾘｯｸｺﾒﾝﾄに対する検討



－1－ 

－1－ 

石狩市新農業振興計画一部改訂案に対する意見とその検討 

意見の要旨 意見の内容 検討内容 

第２の３で、「･･･おります」を「･･･います」

に訂正しているが、「おります」は文中いたる

ところで使われている。「です、ます」に統一

するなら徹底すべきではないか 

【採用】 

全文を「です、ます」表現に修正します。 

第３の基本方向４の３で、「他の品目につき

ましても」とあるが、「他の品目についても」

ではないか 

基本方向６の２で、「今後他の地域におきま

しても」とあるが、「今後他の地域においても」

ではないか 

言葉じりの表現について 

基本方向６の３で、「市におきましては」と

あるが、「市においては」ではないか 

【採用】 

ご指摘のあった表現に修正します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－2－ 

－2－ 

石狩市新農業振興計画一部改訂案に対する意見とその検討 

意見の要旨 意見の内容 検討内容 

「２ クリーン農業の推進」の（１）の文章

「･･･協議会を設置し、土づくり、減農薬・減

化学肥料による栽培、廃プラスチックのリサイ

クル、バイオマスの利活用などに取り組みま

す」を「･･･協議会が主体となり、クリーン農

産物の生産、環境の保全、バイオマスの利活用

などに取り組みます」とし、その具体的内容の

ひとつの「（４）廃プラスチックの適正処理」

を「（３）エコファーマーの認定･･･」と入れ替

えるべきではないか 

【一部採用】 

ご意見の趣旨を踏まえ前文を、「クリーン農業とは･･･（略）･･･という概

念です。クリーン農業を推進するためには、１で掲げた土づくりの推進の

他に生産者や農業関係機関・団体等で構成する石狩市クリーン農業推進協

議会が主体となり、土づくり、減農薬・減化学肥料による栽培、廃プラス

チックのリサイクル、バイオマスの利活用などに取り組むほか、エコファ

ーマーの認定の支援など積極的に取り組みます。」と修正し、「（１）クリ

ーン農業推進協議会の設置」を削除します。これにより「（２）減農薬・

減化学肥料による栽培の推進」を「（１）減農薬・減化学肥料･･･」に、「（３）

エコファーマーの認定、イエスクリーン（YES！clean）の登録の奨励」を

「（２）エコファーマー･･･」に、「（４）廃プラスチックの適正処理」を「（３）

廃プラスチックの･･･」に、「（５）トレーサビリティの導入」を「（４）ト

レーサビリティ－の･･･」に修正します。 

第３の基本方向３の２につ

いて① 

バイオマスの利活用に具体的なものがある

なら「（４）バイオマスの利活用」として内容

を記載すべきではないか。更にバイオマスに関

する記述を加えたならば、「（５）トレーサビリ

ティ－の導入」を「（５）エコファーマーの認

定･･･」とし、「（５）トレーサビリティ－の導

入」を「（６）トレーサビリティの導入」とす

べきではないか 

【その他】 

このたびの改訂は、合併に伴う旧３市村共通の振興計画として改めるこ

とが主たる目的であり、特に「バイオマスの利活用」については現時点で

は具体的な方策等が無いことから、このたびの改訂計画案には「バイオマ

スの利活用」に関する記述は加えないものとします。 

なお、このたびの意見を踏まえ、平成１９年度に策定を予定している平

成２０年度から始まる後期実施計画策定時に、「バイオマスの利活用」に

関する記述を加えることについて検討します。 



－3－ 

－3－ 

石狩市新農業振興計画一部改訂案に対する意見とその検討 

意見の要旨 意見の内容 検討内容 

「２ クリーン農業の推進」を「２ 環境保全

型農業の推進」とし、前文を、「環境保全型の

農業は「食料・農業・農村基本法」の中で、国

内で農業の持続的発展を図るために自然循環

機能維持増進ができるとされています。21 世

紀の農業が多面的機能を持ち自然環境を保持

して、安全・安心な農産物を供給することが生

活者に求められ、国際的にも各国で持続的な農

業政策が重視されています。環境保全型農業を

推進するために、１で掲げた土づくりの推進及

び石狩市クリーン農業推進協議会によるエコ

ファーマーの認定や JAS 有機認証支援などに

積極的に取り組みます。」とすべきではないか。

第３の基本方向３の２につ

いて② 

更に「（３）エコファーマーの認定･･･」を「（３）

エコファーマーの認定、JAS 有機認証、イエス

クリーンの登録奨励」とし、文章を「環境保全

型農業の取り組みとして、法に基づくエコファ

ーマーや JAS 有機認証及び北海道が定めた農

産物の表示制度に基づく農産物に有機 JAS マ

ークやイエスクリーン表示をして有利販売に

結びつけるよう推進します。」とすべきではな

いか。その上で注釈として「JAS 有機農産物と

【その他】 

「有機 JAS」への取り組みやその認証取得については改正 JAS 法が平成

13 年 4 月に施行され、その意義が確立されたこともあり、有機 JAS を推

進することの重要性については認識しております。しかしながらこのたび

の改訂は、合併に伴う旧３市村共通の振興計画として改めることが主たる

目的であることから、この度の改訂計画案には「有機 JAS」に関する記述

については加えないものとします。 

なお、このたびの意見を踏まえ、平成１９年度に策定を予定している平

成２０年度から始まる後期実施計画策定時に「有機 JAS」に関する記述を

加えることについて検討します。 



－4－ 

－4－ 

は」として、「・堆肥等による土づくりを行い、

播種・植付け前２年以上及び栽培中に（多年生

作物の場合は収穫前３年以上）原則として化学

的肥料及び農薬は使用しない。・遺伝子組み替

え種苗は使用しない。石狩市内では平成１８年

３月末現在、４戸の農家が JAS 認証されていま

す。」を加えるべきではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



－5－ 

－5－ 

石狩市新農業振興計画一部改訂案に対する意見とその検討 

意見の要旨 意見の内容 検討内容 

第３の基本方向４の４につ

いて 

「４ 地産地消の推進」に「地産地消の意義」

を加えるべきではないか 

①地産の農水産物はより新鮮であり、特に果菜

類は完熟度が高く、従って栄養価が高い 

②輸送には炭酸ガスの排出など環境汚染を伴

う。産地から消費地までの距離が少ない方がそ

れだけ環境汚染が少ない。わが国の自給率は

40％で先進国の中では飛びぬけて低くなって

おり、農産物の多くを輸入に頼っているわが国

の国民一人当たりのフードマイレージは韓国

の約 1.2 倍、米国の約 8倍になっている。 

③農産物１㌧の生産に必要な水量は、麦や豆で

1,000 ㌧、肉では 7,000 ㌧とされている。 

④食の安全、環境や地球規模での水資源への配

慮を、農業側から一般市民へ発信する必要があ

る。 

【不採用】 

地産地消の「意義」については、新計画策定時における実務担当者会議

や策定協議会、農業者との意見交換会を通じて、既に一般市民にも十分浸

透しているとの認識から、この意義については既存計画に記載しなかった

ところです。そのため、既存計画には「地産地消」を進めるにあたっての

事項について記載したところであり、このたびの改訂計画案には「意義」

に関する記述は加えないものとします。 

 

 

 



－6－ 

－6－ 

石狩市新農業振興計画一部改訂案に対する意見とその検討 

意見の要旨 意見の内容 検討内容 

第３の基本方向５の３につ

いて 

「３ 農業教育」に「食育の推進」を加える

べきではないか 

①文部科学省、厚生労働省、農林水産省は、３

省連携による食育推進連絡会議を14年11月に

設置し、「食生活指針の推進について（12 年 3

月閣議決定）」及び食品安全行政に関する関係

閣僚会議の趣旨を踏まえ、国民各層に対し食生

活の改善や食品の安全性に関する情報提供等

を内容とする食育を推進していくこととした。

これに基づいて食料・農業・農村白書にも施策

として「地産地消」、「食育」が盛られている。

②「食育の必要性」について「食育推進基本計

画」の「基本的施策」のひとつに「都市と農村

漁村の共生・対流の促進」があり、「施策の効

果」として「環境と調和の取れた農林漁業の活

性化」及び「農産漁村の活性化」があげられて

いる。 

③「食」に関する知識と「食」を選択する力を

習得するための食育を、推進し、健全な食生活、

農林水産業・食品産業等に関する適切な理解、

食品の安全性、食文化、地域固有の食材等につ

いて適切な理解を促す必要がある。 

【その他】 

「食育の推進」については食育基本法が平成 17 年 7 月に施行され、そ

の意義が確立されたこともあり、食育を推進することの重要性については

認識しております。そのため既存計画には記載されてはおりませんが、市

役所内の各所管は無論のこと農業関係の各機関においても食育に関する

事業をそれぞれ実施しているところです。しかしながらこのたびの改訂

は、合併に伴う旧３市村共通の振興計画として改めることが主たる目的で

あることから、この度の改訂計画案には「食育の推進」に関する記述につ

いては加えないものとします。 

なお、このたびの意見を踏まえ、平成１９年度に策定を予定している平

成２０年度から始まる後期実施計画策定時に「食育の推進」に関する記述

を加えることについて検討します。 



－7－ 

－7－ 

石狩市新農業振興計画一部改訂案に対する意見とその検討 

意見の要旨 意見の内容 検討内容 

第３の基本方向６の地区の

数について 

既存計画では「本市は高岡・五の沢地区･･･

の４地域に区分されますが･･･」とあり、改訂

計画案では「本市は、旧石狩市域で６地区、厚

田区で･･･」とあるが単純な間違いなのか。こ

の場合、改定計画案の「本市は経営形態などで

大きく１５地区に分けられますが･･･」も「本

市は経営形態などで大きく１３地区に分けら

れますが」に、「･･･浜益区で３地区の計１５地

区･･･」も「･･･浜益区で３地区の計１３地

区･･･」ではないのか 

【不採用】 

既存計画における地域区分（４地区若しくは４地域）は、旧石狩市域に

おいて慣例的に用いられていた地域区分であり、特に公的に示されたもの

ではありませんでした。そのためこのたびの旧３市村共通の振興計画とし

て改めるにあたり、この地域区分の設定にあたっては「石狩市農業振興地

域整備計画（※）」に基づき区分された“旧石狩市域６地区”、厚田区６地区、

浜益区３地区の合計１５地区としました。 

（※）「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき策定された計画で、合

併に伴い平成１８年２月に改訂した。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



－8－ 

－8－ 

石狩市新農業振興計画一部改訂案に対する意見とその検討 

意見の要旨 意見の内容 検討内容 

第４の２の（５）について この度の改訂計画案では基本方向４の「３

特産品の開発、ブランド化の推進」に「浜益区

における和牛など他の品目につきまして

も、･･･」と加えている。一方、第４の２の（５）

には「①作物毎の専門技術者の育成」とある。

肉用牛の専門技術者も含むとしたらこちらに

もその旨加える必要があるのではないか 

【不採用】 

肉用牛飼養農家は、多種多様な品目のある野菜などの生産農家と違い、

既に専門的技術を習得した者であり、更に肉用牛生産農家で構成する“浜

益和牛生産改良組合”として技術向上に関する活動を従前より取り組んで

いることから、第４の２の（５）を例えば「①品目毎の専門技術者の育成」

とはしませんでした。そのため、「基本方向２ ４振興作物の推進」に（４）

として「果樹栽培・和牛生産の推進」を、「基本方向４ ３特産品の開発、

ブランド化の推進 （２）ブランド化の推進」にそれぞれ和牛に関する事

項を追加する改訂計画案としました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



－9－ 

－9－ 

石狩市新農業振興計画一部改訂案に対する意見とその検討 

意見の要旨 意見の内容 検討内容 

全体を通して 厚田・浜益との合併による数値、文言の訂正

及び実施されている事による数値、文言の変更

であることを確認したが、これによる既存計画

の一部改訂は問題ないものと考える。 

合併により作付作物の種類が増え、畜産業が

多種になっていることが分かり市の農業が多

様化していることが実感できた。食を取り巻く

環境がどんどん変化してきている中、日本全体

は無論のこと、市における農業の重要性が高ま

るものと思われる。今後の農政に期待してい

る。 

【その他】 

当計画に基づき、今後とも関係機関との連携を強化し、市農業の振興を

図って参りたいと存じます。 

 


