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第５回 第３期石狩市農業振興計画策定委員会 

 

日 時 平成２４年２月２日（木） １４：００～１６：００ 

場 所 石狩市役所 ５階 第１委員会室 

出席者 中原准一会長、氏家暢副会長、加藤孝委員、河野幹男委員、荒関委員、東海林委員、 

吉田公委員、池田信委員、中村成樹委員、有田祐司委員、喜多委員、藤沢和恵委員、 

矢野信子委員、住谷栄一委員、石丸千登勢委員 

    【事務局】 企画経済部      部長 佐々木隆哉 

農林水産課      課長 重田康男、主査 宮原和智、主査 佐藤賢司 

厚田支所地域振興課  主査 吉井重正 

傍聴者 ０名 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

【中原会長】 

  それでは、定刻になりましたので、第５回目の第３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。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。なお、本日、農業

者の一員でいらっしゃいます、ＪＡ石狩推薦の林太一さん、同じくＪＡ石狩の伊藤佐智子さん、それ

からＪＡ北石狩推薦の加藤美津子さん、浜益の久慈貞子さん、それから北商工会の岡林位和委員、こ

の都合５人の方から欠席するということで事前にご連絡を頂いております。それから農業委員会の吉

田委員が若干遅れていらっしゃるという事でございます。また、消費者協会の矢野委員が、中途とい

いますか、だいたい終わりぎわに退席いたしますというご連絡をいただいております。 

  私たちの、この策定委員会も１２月まで４回ほど重ねてまいりました。今日大事な最後のまとめと

いいますか、そういう段階になっております。あとで事務局の方から石狩農業成長プランの素案とい

うことでご紹介いただきますけれども、事前に目を通していただいていると思いますので、率直なご

意見をいただきたいと思います。 

  それでは資料について、まずみなさんのお手元に多彩な形で配布されていますので、資料のご説明

を事務局からお願いします。 

【事務局（宮原主査）】 

はい、それでは事務局のほうから資料の説明をさせていただきます。まず、石狩農業成長プランと

いうことで、あらかじめ配布させていただいております。お手元にございますでしょうか。 

この、石狩農業成長プランは、前回までいただいたご意見など踏まえてまとめたものです。主な変

更点としては、普及センターの池田支所長からご指摘のあった点で、２ページになりますが、１の都

市近郊型農業の進展の中の表現で「水稲育苗後のビニールハウスを活用して施設野菜の導入を図る」

という表現がありましたが、残留農薬の観点から好ましくないということでこれを削除しました。 

また、この計画全体に亘る表現として、安全・安心ですとか、または安全と安心の順序が逆になっ

た安心安全という表現が数カ所に出てきていたところですが、「安全・安心」の表現に統一しており

ます。また、加筆した点として、１７ページ一番下に、取組みとして、農村地域における再生可能エ

ネルギーの利活用について加筆しております。 
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また、２７ページでは、浜益区の取組みとして「肉用牛の振興」の一番上の表現ですが、「生産農

家による市営牧野の関与を高め、生産者自らが経営感覚を発揮しながら、生産環境の改善に向けて主

体的に取り組む体制を作ります。」といった加筆をしております。この委員会でも河野委員が、水稲

などのほか肉用牛生産をされていて、市営牧野も利用していただいております。浜益区の農業振興に

おいて肉用牛は一つの大きな柱となっておりますが、なかなか、販売額の低迷などもあり、飼育頭数

としては伸び悩んでいるところもありますので、その辺りを、市営牧野をより有効に活用しつつ、ど

うすれば増頭につながるかなど、畜産農家の方も交えて話し合いながら、肉用牛振興につなげていき

たいというような趣旨で加筆しております。 

以上が内容の主な変更点ですが、それに加えて、取組みの内容を視覚的に分かっていただけるよう

写真とイラストをいれ、また、巻末に参考資料としまして、計画策定の体制と経過、また、以前の策

定委員会でもご説明した石狩市農業の概況、農業者意向調査の集計結果、用語解説を加えております。 

その他、参考資料としていくつか用意させていただいておりますが、まず、「いしかり食と農のカ

レッジ」という表題の一枚ものがあるかと思います。これは、計画の１２ページに数値目標として掲

げているもので、重点戦略４「市民との協働による地産地消」に関係する取組となっています。 

案の段階ですが、内容としては、資料をご覧のとおり、「いしかり地産地消・食育コース」として

農産物や農産物加工に関する１５～２０講座の中から、１０講座以上を受講していただいた方を修了

認定するものです。これにはキッズコースもあります。また、さらに進んだコースとしてその下の「い

しかり食農マイスター養成コース」を設けていますが、１０講座以上受講していただいた上で、さら

に圃場での実習やレポート提出していただいた方をマイスターとして認定するものです。今後さらに

内容を煮詰めた上で、皆さまにもご案内する予定となっていますのでよろしくお願いいたします。 

また別途、お手元に新聞と広報の記事を配布させていただいております。１ページから７ページは

今年度北海道新聞に掲載された記事の一部ですが、６月９日は、ＪＡいしかりまるしぇ便による移動

販売の記事となっています。続いては施設によるミニトマト生産が盛んな高岡地区において、収穫体

験を行った時の記事で、これはミニトマトのＰＲや、都市と農村の交流につながる取組かと思います。 

８月２５日の記事は、地産地消の店を紹介したマップについて紹介したもので、このマップは今回お

手元にも配布させていただいております。８月３０日の記事は、写真はいしかり地産地消の店で、記

事の内容としては、さくらんぼを使ったフルーツビールやミニトマトを使ったシフォンケーキなど、

加工業と連携した商品開発について掲載されております。９月２３日は、地物市場とれのさとでの生

産者による対面販売の記事。１０月６日は、後継者の育成や加工品開発につながる取組で、いしかり

塾が天使大学と連携して加工品開発を目指し始めた記事。１月２１日の記事は、鮭しょう油ラーメン

と、今いしかり地産地消の店で行っているクイズキャンペーンの記事です。クイズキャンペーンにつ

いては、２月２９日まで対象１４店で飲食や買い物をするとクイズ付き忚募用紙がもらえ、当選する

と地元産品の詰め合わせなどが当たるというものです。 

いずれも、取組みの方向性としては、ますます力を入れていくこととしております。農業関係の記

事も意外に多く新聞に載りますので、ご注目いただければと思います。 

また、８、９ページは、配布されたばかりの２月号広報の表紙と記事で、いしかり地産地消フェス

タのご案内となっております。今年は２月１８日（土）に行われますが、そちらにあるとおり石狩産

小麦をテーマに開催し、講演やパネルディスカッション、小麦を使った商品の試食会を予定していま
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すので是非お越しください。 

続きまして、石狩市農業総合支援センターで発行した「アグリいしかり」というカラー刷りのもの

があると思います。農業総合支援センターは、ＪＡいしかり、農業委員会、石狩市を構成団体として

設立され、担い手対策やブランド化事業などを行っているところですが、そこで４半期に１度発行し

ているものです。１２月号は、試験圃場での取組みや、いしかり塾と天使大学の共同事業などについ

て、掲載していますので、ご覧いただきたいと思います。 

また、パンフレットなどについては、先ほど記事にもありました地産地消フェスタのチラシのほか、

直売所のガイドマップやいしかり地産地消の店を紹介したマップなど配布させていただいておりま

すのでご活用いただきたいと存じます。 

以上、非常に簡単ですけども、プランの変更点と、その他ＰＲを兹ねまして事務局からのご説明で

した。 

【中原会長】 

繰り返しになりますけれども、まず２ページのところで、前回あった水稲育苗施設使用後に何か新

規作物とあったのですが、これはやはり残留農薬とか、そういう問題があるので、この文言について

は削除したということであります。それから表記の仕方として、安全・安心という表現に統一したと

いうことでございます。 

それから加筆したのが、１７ページの一番下の段で、再生可能エネルギーについて言及していると

いうことであります。 

それと２７ページが、肉用牛の振興ということで、市営牧野等の活用を視野に入れて取り組みを強

める、そういうところを加筆しているという事でございます。 

あと会長としても、道新で石狩の記事をなるべく注目するようにしている訳ですけれども、わがま

まを言って、まとめていただいたのがＡ４の全部で９枚つづりですか、広報を含めて記事を中心にま

とめていただきました。あと、３４店舗の地産地消のお店のマップであるとか、あとは農家さんの直

売所のマップであるとか、大変、見て楽しいですね。そういう資料になっていますので、活かしてい

ただきたいと思います。 

それでは本題に戻りまして、石狩農業成長プランについて、活発なご議論をいただきたいと思いま

す。これを一読いたしまして、私はいくつかのキーワードがあろうかと思うんですが、やはり、根底

に流れている考え方はですね、この２ページのところでも石狩市の農業の特徴という事で、都市近郊

型農業という形で打ち出しています。これは、私が思うには、前回の２期計画で打ち出された路線だ

ろうと。そこをテイクオフ、離陸ということで考えますと、この３期においては巡航コードといいま

すか、安定した成長を続けていく、そういう都市型農業になっていくのではないだろうか。ただ、都

市型農業というと、府県サイドの感覚で言うと、小規模な、集約的で回転が速くてというように受け

止める訳ですけれども、そうではなくてやはり一定の規模をもっている、そういう中での都市近郊型

である。しかも厚田や浜益に行きますと、平場の農村、あるいは中山間、そういう傾斜地も含むとい

う事で、後者に至っては観光的なグリーンツーリズムとか、そういうもののウエイトが高まってくる

のかなと。またＪＡ石狩の方では多彩な、多様な作付様式で市場性を高めていく、それは厚田や浜益

でもそういう風になっていくんですけれども、後者の方では観光という側面も強まってくるのではな

いかと受け止めたわけです。これはあくまでも会長の印象ですので、それで見解を統一するとかでは
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ありませんけれども、そのように受け止めた次第です。 

  それから、市町村合併で、厚田、浜益と一緒になったという事で、本格的に石狩、厚田、浜益とい

う３地区を網羅した基本計画というのは、今回が実質最初ではないかと。そういった意味でも非常に

重要な策定の作業になるのではないか、そういう位置づけを与えたいと思っております。それぞれの

エキスパートの方々ばかりですので、いろんなご意見をいただけると思いますので、率直に出してい

ただきたいと思っております。ご意見、あるいは質問、あるいは今後このプランを進めていく上で、

こういう点を留意してはどうかという要望なども含めて、また私、計画策定を通じての感想のような

ものも述べましたけれども、感想含めてご意見ご見解をいただきたいと思います。 

【池田委員】 

事前に読ませていただきまして、４点ほど意見といいますか内容についてお話したいと思います。

まず最初に６ページに、成長を担う人づくりというところがあるんですが、その中に現状と課題、そ

れと対策、それと取組みと３段階示されています。その取組みの中に女性農業者の支援ということで

７ページの上の方にございますけれども、現状と課題や対策のところに女性農業者のことが一言も書

かれていないので、例えば現状と課題でしたら、やはり農業従事者の女性は恐らく半分以上占めてい

るので、そういう意味からして重要な位置づけがあるというようなことですとか、対策の中に何らか

の文言がないと取組の内容として唐突な印象を受けますので、ぜひご検討いただければというのがま

ず一つ。 

【中原会長】 

これが一点目ですね。 

【池田委員】 

はい。それと、続きまして二つ目ですが８ページでございます。８ページの上段の方に現状と課題

がありまして、丸の２つ目に地域バイオマス云々というところがあります。その下から２行目のとこ

ろに、農作物の生育にとって重要な土壌改良資材となるというような文言がございます。ここで述べ

ているのは、家畜排せつ物で作った堆肥が、すなわち土壌改良資材になるという風に読み取れるんで

すけれども、言葉の定義からいきますと土壌改良資材というと、一部堆肥の中でバーク堆肥というも

のを含みますけれども、普通の一般的な堆肥は資材というのに含まれないですので、この言葉はちょ

っと不適切なので別な表現を検討された方がいいと思います。 

それと同じページですが、その下の取組の内容の丸の３つ目に、土壌特性に忚じた…という記載が

ございますけれども、この土壌特性というのは非常にあいまいな表現で、恐らく意図しているのは、

石狩市には砂地、砂丘未熟土ですとか、八幡町には重粘土壌というのがありますので、その土壌の種

類ですとかタイプに忚じて、ということを意味して書かれているのだと思いますが、特性というのは

非常にあいまいな表現なので、より具体的な表現にされた方が分かりやすいと思います。 

【中原会長】 

はい、ありがとうございます。 

【池田委員】 

それと、たくさんあって申し訳ないのですが、２２ページの一番上に「環境美化活動の推進」とい

うタイトルがございます。対策の方向ですとか、取組の内容等を読ませていただいたんですが、ここ

に書かれているのは環境美化ではなくてですね、環境美化活動というのは非常に古い言葉なんです。
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今はどちらかといいますと、魅力ある農村景観づくりですとか、もしくは快適で魅力ある生活の場づ

くり、というような言葉が一般的には使われておりますし、ここに書いてある取組の中身も、まさに

そういう中身だと思いますので、是非検討していただければと思います。 

【中原会長】 

ありがとうございます。タイトルを変えろということですね。 

【池田委員】 

そうですね。 

【中原会長】 

はい、ありがとうございます。土壌改良資材のところですね、８ページでございますが、これは表

記をどうしたらいいでしょうか。 

【池田委員】 

ちょっと考えたんですが、「また、家畜排せつ物については、各畜産農家において堆肥化して利用

するなど適切に処理されているところですが、」以降を、例えば「土壌の理化学性改善にとって重要

な資源となるものであることから」というようなことで、理化学性という言葉がちょっと難しければ

もっと噛み砕いた表現があるかと思うんですが。 

【中原会長】 

ありがとうございます。事務局でいかがですか。今のご意見を受け止めてという事になりましょう

か。 

【事務局（宮原主査）】 

参考になりました。ありがとうございます。そのような方向で変えさせていただきます。 

【中原会長】 

今のご指摘を受け止めて、本答申では改善していただけるという事でございます。ありがとうござ

います。あと表記、表現で気になるところなかったでしょうか。 

【喜多委員】 

表記等ではないのですが、石狩の農業の魅力という部分で、担い手などの話がありましたが、担い

手がアンケート調査などでいくと大変尐ないということがあって、石狩の農業はこのままでいくと担

い手がいなくて事業の継続が難しくなるのかなと、そんな気もしておりました。そんな時に２ページ、

３ページにありますけども、石狩の農業の魅力をどう高めることができるのか、一つの方法としては、

農業の所得を上げる施策を掲げるのも一つかと。というのは、昨年の１２月２０日に食の先生であり

ます、小泉先生という方が、地域ブランドなどの関係で、大分県の大山町の話をされました。そこの

町では、農業所得が一戸あたり５７０万円ということで、高いところは２７００万円という話もあり

ました。そうすると、国民の所得がいま３６０万円くらいと言われておりますので、農業の魅力を高

めることによって、実際に農業から離れている後継者がまた戻ってくるというようなことも話をされ

まして、特に石狩の場合は旧石狩、それから厚田、浜益の参加を含めて、大変魅力がありますので、

そういう農業所得の向上に対する取り組みが表記の中にあってもいいかなという思いをしておりま

す。 

もう一つは、新港のＬＮＧのガスの関係で、このたび北電で火力発電が建設され、その際に冷熱、

温熱と両方出るわけです。すでに北ガスさんの方は、ガスの方の供給体制を今年度から開始するよう
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に進めております。そういう中で冷熱、温熱をうまく農業にも活かすようにできないか。一部バイオ

の関係は、８ページに出ておりますけれども、この計画は５ヶ年ですので、そういったものもちょっ

と視野に入れて、されたらどうかなあというのが意見でございます。 

それからもう１つは、会議所でブランドの関係を進めておりますけれども、食品関係、特にスイー

ツ、お菓子の製造の関係でいきますと、酪農関係の生乳、あるいは乳製品を、石狩には酪農家もいる

と思いますので、そこが地元に供給する体制ができないのか、というのがあろうかと思います。その

ことが農業者の所得の増につながる。先ほども言った大分県の大山町は、原料だけやるのではなくて、

１次加工あるいは２次加工をして付加価値をつけて高く売ると、１００円のものを２００円、３００

円にして売るようなことで、農業者の所得を上げている。それによって雇用が創出されたり、地元へ

の回帰というのもあるというお話を承りまして、大変感銘したものですから、このようなことも、石

狩の農業振興計画の中に取り入れることが出来得ないものかなという思いでございます。以上でござ

います。 

【中原会長】 

  ありがとうございます。繰り返すまでもないのですが、石狩農業の魅力をどうアップしていくか、

そのひとつの手立ては、農業者自体の所得向上といいますか、目指すものをもっと強く打ち出しては

いかがかと、それはひいてはＵターン効果とか、そういうものにつながるのではないだろうか、とい

う事であります。 

  それから２点目は、ＬＮＧの火力発電所が設置される。それの冷熱あるいは温熱の利用、これを農

業へ利用するという事ですよね。その点の見通しというか目標を掲げてはいかがかという事でござい

ます。 

それから石狩の魅力アップのひとつで、ブランド化を目指している訳ですけれども、その決め手の

一つはスイーツの打ち出し方で、乳製品が欠けているのではないかと。地元の生乳を使うような取組

みが必要だろうという事で、非常に具体的なご提言をいただいております。この点事務局はいかがで

しょうか。 

【事務局（重田課長）】 

  答えになるかどうかわかりませんが、農業所得のことですけれども、具体的な数字で掲げてはあり

ませんが、全体としては、当然個々の農業者の所得を向上させることを前提として、この計画を作っ

ております。そこで、目標として掲げるということも、強く打ち出すことも必要ですけれども、実際

の影響力としては、高額の所得が確保できるような、そういう農業の実践、事例といいますか、そう

いうものを作り出していくことが非常に重要だと思っています。そういう事例づくりをして、それを

さらに拡げていく中で、石狩の農業の魅力を高めていきたいなと考えています。もし、どこかトーン

として上げるためには、ここをこうしたらいいというのがあれば言っていただきたいのですが、考え

方としては、同じように農業所得を高めて、石狩の農業の多くの人が関わっていくようなことを考え

ています。 

また、冷温関係のエネルギー利用の話ですが、どこが主体的にやるかというのはありますが、こう

いう形の農業、生産といいますと、大体、企業的な経営が入ってくると思います。それについては一

忚、振興計画の中では、そのような法人の参加という事もうたっております。この計画の中にその考

え方を入れるというのは我々も思っていましたし、具体的な形では載っていませんけれども、法人の
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農業の参入という形では書いてあります。 

３番目の酪農家との関係ですが、石狩市の酪農家は件数的には１０戸ほどありますが、そこについ

ては全部サツラク農協なんです。本部が札幌にありますが、そこに搾ったものが行きまして、そこか

ら製品化されているということであります。どうしても実際に搾った生乳がそのまま使えるというこ

とにはなりませんので、サツラクとの関係で乳製品の活用という事については考えていかなければと

思っています。また同時に、酪農家の中でも自分たちでチーズを作ったりバターを作ったり、その他

の乳製品について開発するような酪農家の方が現れれば、よりいいなという風に思います。そこは、

いろいろ声かけはしているんですが、現状としてはそこまで至らないということがありますので、サ

ツラクとの関係でも、乳製品をどうするのかということについて、今後検討していきたいと思ってお

ります。 

【中原会長】 

はい、喜多委員いかがですか。 

【喜多委員】 

状況としては難しいというのは分かっていますので、ただ、施策の展開の中の農業の目指す将来像

といったところに、私が今申し上げたようなことを盛り込んで、具体的に各事業の展開をされればい

いかなと思っておりますので、意見という形で取り扱っていただければありがたいと思います。 

【中原会長】 

ありがとうございます。挙手された方、藤沢さん。 

【藤沢委員】 

牛乳のことでは、前に市内の飲食店からお話があって、たまたま食クラスターの関係で、うちにサ

ツラクさんに来ていただいて、使いたいという方何人かとお話したことがあるんです。それで、やっ

ぱり石狩のものは全部サツラクさんに入っている、この近郊のものが全部一緒になって、その一部に

石狩の牛乳が入っていますということでした。それを石狩だけでということになると、牛乳全部が石

狩市内で捌けるようなことができるのであれば、できるというお話をしたことがあるんです。一昨年

になりますけれども。 

そういう時に、例えば飲食店何軒かで使いたいとか、業務用でスイーツを作るためにというのは、

本当に尐量なんでしょうけれども、例えば一番いいのは学校給食だと思うんですけれど、学校給食で

使うとか、新港にいろんな企業があるので、そういうところで大量に石狩の牛乳を率先して使いたい

というところがあれば、それは可能になるというお話をされていた記憶があるんです。それで、実際

に使いたいという方は多いんだなというのはその時に思いましたが、まだこういうお話が出てくる前

の段階の話だったので、「まだ先の話ですかね。」とお話した記憶があります。その点、ちょっとお知

らせしておきます。 

【中原会長】 

ありがとうございます。資料にも石狩産の食材が、給食に 40 何パーセントという形で出ているの

ですが、これはお米とか、お野菜とかそういうもので、生乳なんかは入っていないんですよね？牛乳

とかは。 

【事務局（重田課長）】  

入っていません。 
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【中原会長】 

それはどうでしょう。これは給食センターの関係ですか？ 

【事務局（重田課長）】 

給食センターです。 

【中原会長】 

そこのさじ加減で、「やるよ」という形にはならないのでしょうかね。難しいでしょうか。まあ、

素人考えですけど、給食という定時定量をカバーできるかという点で、供給の方がカバーできるのか

どうかということもあるみたいですね。 

【事務局（重田課長）】 

生乳は毎日出てきますから、学校給食に仮に毎日出したとしても、週５日しかありませんし、小ロ

ットを絶えず加工するのは、お金がたくさんあれば別かもしれませんが、ちょっと難しいのではない

かという気がします。 

【藤沢委員】 

そういう生乳の中から、本当に飲む牛乳と、バターとかチーズとか余力は加工品にと、別途考えた

らどうなのかと思うのですが、どうですか。難しいとは思うんですけれど。 

【矢野委員】 

今のお話とちょっと関連すると思うのですが、地元のものは地元でというのが、これからの子供た

ちにも本当に望ましいことだと思うんです。生乳もサツラクさんで石狩のものを含めて全部、大きな

機械で殺菌・滅菌するんでしょうから、そういうところがないので、多分こちらの方では無理なのか

なと思うのですが、とれのさとに調理室がありますよね。そこを利用して、ＰＲの一つとして、石狩

の牛乳を農家さんから分けていただいてバターとか作るのはどうでしょう。バターって簡単に作れる

んです。本当にガシャガシャガシャと入れてすると、何分か、５分くらいでしょうかね。それで、市

販のバターと自分が作ったバターの食感というのが全然違うんです。そういう体験の機会を何回か設

けて、だんだんと広めるというのも一つかなあと今思ったんです。 

それからもう一点、冷熱、温熱という話が出ましたよね。こんなに石狩は毎年毎年雪がたくさんあ

るのに、なんで雪の利用がないんだろうっていうのがいつも不思議だったんです。沼田なんかでは、

雪を５千トンくらい売って利益を得たりとか、マンションも夏場は冷熱でやるようなことをしている

のに、何か石狩は遅れているのかなって思いますので、雪の利用、お米を貯蔵するところを作るとか。

それから今年は非常に野菜とかが高いですよね。これは本州の気候に左右されて高いんでしょうけれ

ども、北の方、和寒かなんかでは雪の中でキャベツとかを甘くして取り出していますよね。石狩もこ

んなに雪があって、しばれるところなので、農家さんも何か工夫して、石狩の人に提供するような形

をとってもらえないのかなと常々思っています。 

それからもう一つ、浜益はサクランボとか果物も豊富ですが、オーナー制というのは石狩はあるん

でしょうか。そういう果物か何でもいいんでしょうけれども、やってないんでしょうか。 

【中原会長】 

関係者はいないですか。サクランボの。 

【矢野委員】 

果物でもなんでも、１万円オーナーとか、そういうものは？ 
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【事務局（佐々木部長）】 

箱のオーナーというのが、確か１万円くらいでありまして、農家で採れたものを、その箱に入れて

送ってあげるようなことはやっています。ただ、作物、株とか木とかを直接対象としたオーナー制は

無いような気がするのですが。 

【矢野委員】 

そういうオーナー制を取り入れて、例えば果樹農家だけじゃなく、採れない時期もありますから、

その時は海産物やお米を入れたり、１万円とか非常に私たちの買いやすい金額でそういうことをやれ

ば、農家さんの収入も増えるのかなということもちょっと考えていたんですよね。 

【中原会長】 

写真甲子園で有名な東川町では、１万円とかを町に出資して、そのうち５千円はお米とか相当する

ものを送りますよ、ということをやっています。他にもあるかもしれませんが、僕の知る限りでは東

川でそういうことをやっていますね。 

【矢野委員】 

そうですね。ですから、そういう事もちょっと入れていただければいいのかなと思って言ってみた

んですが。 

【中原会長】 

はい、わかりました。藤沢さんの牛乳の活用、地元活用というのと、それから矢野さんの雪の利用

ということで、この点について何か事務局の方でございましたら。 

【事務局（佐々木部長）】 

雪の利用ですが、市としても雪を利用するための研究会をつくって検討しているのですが、現状で

は、イニシャルコスト、施設をつくるのにやたらお金がかかってしまうとか、また施設を安上がりに

済ますとすれば、今度は毎年の雪を夏までとっておくのにお金がかかるとかいうことで、どうしても

既存の電気冷房などと比べて、コストの面での優位性が見い出せないというのが現状です。 

ただ、沼田とかでは、お金ではなくて、恐らくお金の面ではかなり苦しいだろうと思うのですが、

そこに雪中貯蔵のような、別の面で付加価値をつけるようなアプローチの仕方をして、活路を見出し

ているのだろうと思います。その辺りをどう考えていくのかは、もう尐し研究の余地がありますので、

いいものだから皆で飛びついてできるかといえば、なかなかそうはいかないなと現状では思っており

ます。 

【中原会長】 

まあ沼田の場合は、北海道大学の農学部の先生との２０年か３０年来の研究といいますか、そうい

うベースがあるのではないかなという気はします。いずれにしても重要なご指摘ですので、それらを

受け止めて、どこまで言及できるかというのはありますが、ご検討いただければ有難いと思います。 

それから中原の方から、６ページの一番下、重点戦略の一番下の新規就農者の支援というところで、

ファームオンという言葉があるんですが、これは一般的に使われている言葉なんですか？ファームオ

ンというのは。 

【事務局（重田課長）】 

今まで経営している人が高齢になられたりして離農したときに、機械とか土地ももちろんですが、

経営全部を引き継いでそこに入っていくということです。まさに経営を継承するということですが、
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それをこういう形で最近は表現されております。 

【中原会長】 

農業指導機関の中で、こういう表現が通用しているということなんですね。 

【事務局（重田課長）】 

池田支所長、通用しているでしょうか。 

【池田委員】 

通用はしているのですが、ただ私も中原会長が気にされたように、ここにあってもいいと思うんで

すけれども、後ろの用語解説か何かにあった方がよろしいかと思います。 

【中原会長】 

どなたか英語の先生はいませんかね。英語的な表現ではないと思うんですね。ファームインという

のは、国際的に通用しますけれども、ファームオンというのは初めて見たのでびっくりしたというの

があるんですが。しかし実際に指導機関で使われているのであれば、目くじら立てるのもいかがかな

と思いますので、用語解説で原典みたいな文章があれば、どこかの指導機関でこう使っていますとい

うような例証付きで書いていただけるといいのではないかと思います。 

それから、会長がまたうるさい事を言って申し訳ないんですが、８ページの環境と調和する農業の

展開の、取組の内容の稲わらの回収、稲わらの堆肥化を推進し需要と供給のマッチングによる土づく

りとありますが具体的にどういう事ですかね？堆肥化というと耕畜連携の方の、具体的にいうと家畜

糞尿を稲わらに添加して何か作るのか？ただ、家畜排せつ物の管理法では酪農家自体が管理、きちん

としなさいということがありますので、１０戸なりなんなりの酪農家の中で、家畜糞尿は堆肥化され

て、他に供給されていないんじゃないかという気もするんですけれども。それともそうではなくて、

現在は利用されていて、それを稲わらを含めて、現在の取り組みをさらに強化するという意味なんで

しょうか。具体的なイメージとしては、稲わらだけを集めて堆肥を作るということ？ 

【事務局（重田課長）】 

現在は浜益で行っているんですが、中山間という事業の活動の一つで、水田から出る稲わらを集め

まして、それを堆肥場に持っていき、水をかけて堆肥化しています。１年くらいで堆肥になるという

ことですけれども、それをまた圃場に戻して利用したり、販売もしています。そういう形で稲わらだ

けで堆肥作りをしています。東海林支所長の方で詳しい話を。 

【東海林委員】 

詳しいといいますか、稲わらをできるだけ回収するということは、水田の乾燥にもつながりますの

で、中山間事業としてやっています。また、それを堆肥にしておりまして、農家さんに還元するとい

うのが始まりですが、ちょっと経費もかかりますが、販売もしています。 

【中原会長】 

それでは、管内の稲作農家というか耕種農家は、大体作られた堆肥でカバーできるような感じです

か。 

【東海林委員】 

そこは天候の状況もありますし、秋の天候により、去年みたく雤が多い年には、田んぼに入れず回

収もできない事もあります。まあ、出来るときには、なるべく回収しているという事でやっておりま

す。 
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【中原会長】 

回収の手立てというのは、特定の農家何戸かを指定してやってもらうような、そういう仕掛けなん

ですか。 

【東海林委員】 

農家さんで希望をとりまして、その部分をできるだけ回収しようという事でやっています。そして、

油代といいますか、回収する農家さんから若干料金をもらうということでやっております。 

【中原会長】 

わかりました。そのほか、ご質問とかご意見ありませんでしょうか。 

【矢野委員】 

あの、１３ページの５番の「農村の魅力を活かした都市との交流」の取組の内容のところに、グリ

ーンツーリズムの推進連絡会議の設立とありますよね。これに関連して、２１ページ、２２ページに

も出ていたようですけれども、これは大体いつくらいを目途にしているのか、お聞かせ願いたいと思

います。 

【事務局（重田課長）】 

はい。２４年度から、４月には組織としては立ち上げたいということで、話は進めております。具

体的には、例えばイチゴ狩りとか、サクランボ狩りとか、いろいろありますので、それらについても

この連絡協議会の中で議論しまして、その協議会が主体になって宣伝するような取組み、具体的に言

うと出来たらパンフレットなども作りたいと思いますが、そのような石狩市内のグリーンツーリズム

全体を拡げていくような取組みを、その時期に間に合わせた形でとり進めたいと思っています。 

【矢野委員】 

間もなく、設立、立ち上げという事ですね。そうすると、その中でどういう方向でツーリズムを広

めていくかとか、そういう事が出てくる訳ですね。 

【事務局（重田課長）】 

そうです。 

【矢野委員】 

それは何か、広報に呼びかけるとかそういう手段でなさるんでしょうか。 

【事務局（重田課長）】 

いわゆるグリーンツーリズムといっても定義が広いのですが、今の段階でも、調査ものなどがあり

まして、毎年調査を行っています。それに基づきまして、農業者の方に連絡をとって、連絡組織みた

いなものを作っていきたいということで考えております。 

【矢野委員】 

北海道かどこか忘れましたけれども、セカンドホーム・ツーリズムといって、随分定住する人が出

てきているというのを新聞かなんかで見たことがあるんですが、今までイチゴ狩りとか、サクランボ

狩りとか、個々の農家で農業体験をさせて、そして石狩に住み着いているようなケースはないんでし

ょうか。 

【事務局（重田課長）】 

ちょっと記憶にはないですけれども。 

【矢野委員】 
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退職した人たちが、例えば札幌という大都市で退職して、ああいう狭いところは嫌だ、石狩は広く

て魚もたくさん獲れるし、自分で耕せる所もたくさんあるのでということで、耳にしたことがあるも

のですから。セカンドハウス的に、ちょっと大きな農地を借りて、そこに家を建てて居を構えるとか、

そういう事もしていくと、石狩に税金も入るでしょうし潤っていくのかなあと。やはり宣伝の仕方な

んでしょうけれども、そういう風に考えたものですから、ちょっとお聞きしたわけです。 

【事務局（重田課長）】 

農地を借りるということになると、農業者にならなければいけないというのがありまして、ちょっ

とハードルが高いんですね。ただそれに近い形では、本州の方が退職を早めて、石狩市で農業研修を

受けて、実際に今も農業をやっているという方はおります。その人は退職金と、あと今は年金で、儲

からない農業でもやっていけるという事で、農業を堪能しています。 

【中原会長】 

そういう方は新規就農者の数に入っているんですか？ 

【事務局（重田課長）】 

はい。新規就農者としての手順は踏んでいます。研修を１年なり２年なりして、技術を身につけて、

それから実際に農業を始めるという形でやっています。 

【吉田委員】 

同じ石狩高岡地区で、札幌の方からこちらに農地を借りて、住まいは確か花川に構えていますが、

通って農業をやっている人もいます。私は農業委員会で農地法の手続きの関係をやっているのですけ

れども、簡単に、ちょっと家庭菜園みたいな形で農地を借りるというのはできません。 

就農という形だと、今の説明の中にもありましたように、年金と、それほど多くはないでしょうが、

収入でまかなっていると。これが若い人だと、とても生計は成り立たないのですけれども、年金があ

るので成り立っているというケースはあります。 

【中原会長】 

矢野さんよろしいですか。 

【矢野委員】 

ありがとうございます。 

【中原会長】 

会長から質問なのですが、これは市議会で、この成長プランの文言、一字一句、彼ら議員が吟味し

ての質疑忚答とか、そういう場面はあるのですか。 

【事務局（重田課長）】 

一忚、委員会の中で説明して質疑は受けます。事前には資料は渡しまして、その時にどこまで細か

いやり取りになるかというのはありますが、そういう場をもっての質疑は行います。 

【中原会長】 

例えば僕が議員だったら、１３ページの地域資源を活かしたグリーンツーリズムの推進ですけれど、

「観光事業などと連携し、観光農園や直売所など、地域資源を活かしたグリーンツーリズムの検討を

します」ということで、先ほど直売所のマップとかをいただいているので、それは見えて分かるけれ

ども、もう一歩この計画の段階で、「どこにこうグリーンツーリズムをアプローチしようとしている

のですか？」という質問をしたくなるんです。その場合、この段階ではこういうレベルのものを描い
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ていますとか、そういう点はいかがなんですか。 

【事務局（重田課長）】 

現状で言いますと、観光と結びついて、例えばＪＴＢとタイアップして収穫体験などを行うとかは

何回も行われています。また、個々のグリーンツーリズム的な取り組みは、例えば浜益で数年前まで

はかなり大規模にやっていたんですが、それが点で終わっているものですから、今回は連絡協議会と

いう形で、石狩市全体がつながって、これが推進されるような組織を作っていきたいというのが狙い

なんです。いろんなグリーンツーリズムの進め方があると思いますが、この段階では、方向性につい

てはあまり制約しなくてもいいかなと思っています。連絡協議会の中で、皆さんが思っていることを

出していただいて、その中から新しい方向が出てくるかなというのがありまして、あえて細かく、あ

れもこれもという事は、この段階では載せなかったということです。 

【中原会長】 

ご存じでしょうけれども、長沼町ではかなり長期間、府県の高校生とかに体験学習とかを２泊３日

くらいでやらせていまして、もう彼ら帰る時は泣いて帰るそうです。やはり親子のふれあいみたいな

ものとか、家族の温かさとか、土に触れるとか作物に触るとかで、がらっと変わっていくらしいんで

す。それで地元の農業者も感激するし、生きがいにもなってくるという、そういう体験の積み重ねを

されているんですね。また、むかわ町の穂別地区でも、うちの環境システムの学生が、そこに入り込

んでオルガナイザーをやるとかもしているのですね。ですから、大変長沼の人には失礼だけれども、

あそこの夏は大変冷たい風が吹いているし、なかなか条件的には不利だと思うのだけれども、それに

比べるとここは風光明美だし、何かそういうことを出来ないのかなというのが、岡目八目で勝手なこ

と言って申し訳ないんですが、条件的にはすごくいいロケーションを持っていると思うんです。そん

なことも協議会で活かしていただければと思っていますけれども。 

【石丸委員】 

一語一句ということでは、９ページの「石狩ブランドの確立」の現状と課題の３行目で、「他地域

で生産される農畜産物との差別化と知名度の向上が必要です」という文章ですけれども、意味は分か

るんですけれども、国語的に農畜産物との「差別化」という言葉づかいは、この言葉以外にはないん

でしょうか。当たり前ですか？ 

【加藤委員】 

この場合は多分、他地域のものとの差別なので、このままの表現で大丈夫だと思うんですが。特に

おかしいとは思いませんでした。 

【石丸委員】 

やっぱりそれも差別化？みたいな感じですが、私だけでしょうか。 

【中原会長】 

まあ、農業者はただ生産するだけじゃなくて、マーケティングや消費者もにらんだときに、やっぱ

り差別化というのは生産の段階から意識しないといけないというので、これは共有できていると思う

んですけれども。 

【石丸委員】 

わかりました。 

【中原会長】 
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はい、どうぞ。 

【池田委員】 

指摘とかではなく、一緒に是非やっていきましょうというお話ですが、１４ページの中ほど、基本

事業の１の農業後継者の育成支援の中の、取組の内容の黒点の３つ目ですけれども、そこに「指導農

業士や農業士など、地域リーダーの養成を図るとともに」とあるんですが、指導農業士も含めて地域

リーダーの養成が非常に重要だと普及センターも認識しておりますので、この辺、具体的に是非一緒

に取り組んでいきたいという風に考えております。 

指導農業士さんの現状をお話しすると、石狩市は旧石狩地区と厚田、浜益３つに分かれるんですけ

れども、今、指導農業士さんは、浜益に寺山さんという方がいらっしゃるんですけれども、その他の

２地区にはいらっしゃいません。旧石狩地区には指導農業者のＯＢといいますか、現役を退いた大嶋

さんという方がいらっしゃるんですけれども、旧石狩と厚田地区には、残念ながらいらっしゃらない

という現状がございますので、やはりいろんな後継者の育成ということで、農協なり、普及センター、

市から認められた地域のリーダーというのは是非必要ですので、普及センターも一緒に協力しますの

で、地域でそういう人を推薦するような仕組み作りを検討していただければと考えております。 

【中原会長】 

ありがとうございます。この成長プランの４２ページに浜益地区の農業者の声として、いま池田支

所長がおっしゃったのと同じことをおっしゃっていますけれども、「北海道指導農業士が石狩市では

私しかいないので、旧石狩地域から選出してほしい」ということと、「全道的に見ても、こんなに尐

ないのは石狩市しかないと思います」と言われていますので、がんばりましょう。 

【事務局（重田課長）】 

今の話の延長ですが、先ほど食と農のカレッジの話をしました。そこで、あえて指導農業士の出番

を作っています。カレッジをやるにあたっては、大学の先生も含めて運営委員会を構成したいと思っ

ているのですが、そこに指導農業士の方に入っていただいて、一緒に考えていきたいとは思っていま

す。それだけではもちろん解決しませんけれども、そういう出番を作っていくような取り組みは、意

識的に今後もやっていきたいと思っております。 

【矢野委員】 

その指導農業士というのは定年があるんですか？ 

【池田委員】 

６０歳以上になると一忚、特別会員という扱いになります。 

【矢野委員】 

そうすると、退いた方はＯＢという形で力を貸すことはできるんでしょうね。 

【池田委員】 

はい、そうですけども、なかなかね。指導農業士の方はよく後継者を実習で受け入れたりして、指

導したりします。あと、農協さんとか普及センターと、いろんな地域の問題を解決したりとか、そん

な事をするのですが。 

【矢野委員】 

そうでしたか。ありがとうございます。 

【吉田委員】 
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因みに、北海道指導農業士の第１号が石狩の林勝栄さんです。まあ当然退かれていて、ＯＢですけ

れども。 

【中原会長】 

はい、住谷さんどうぞ。 

【住谷委員】 

ちょっと教えて欲しいんですけども、先ほどのスイーツ関係の話も出ましたが、そのことも絡めて

なんですけれども、石狩市として、いわゆる加工センターみたいな、とれのさとにもありますけれど

も、あれ以外に例えば、今後農業者の方が作られたものを加工して販売していくようなものを、市が

中心となって作るというのはないんですか？ 

【事務局（佐々木部長）】 

今のところ、そういう計画はありません。厚田に農協の加工施設はあります。あと個人的に持って

いる方はいらっしゃいますが、市として新しい加工施設を造る計画というのは、今のところは持って

いません。 

【住谷委員】 

まだ詳細はつかんでいなんですけれども、さっきお話していた東川町で、第３セクターみたいな形

で出来るみたいなんです。そこは東川町の特産のものを、お菓子みたいな形で販売するらしいんです。

それをコンサルに依頼して、実際作ってくれる委託メーカーさんと今度やるみたいなんです。そこで、

実際それを作っても、今度は売る先が問題になっていくと思うんですよね。北見はハッカが有名だと

思うんですけれども、ハッカ樹氷とか色々なお菓子とかもあるんですよね。その中で、私の知ってい

る方が、今まではある特定の場所にしか売ってなかったお菓子を道内に広めたいという形で、先方の

社長から私の方に依頼があって、そこの息子さんと一緒に、今週、千歳、札幌市内、それから砂川と

３日間回って、そういうものを紹介してきたんですけれども、例えば実際に作っても、そういうＰＲ、

販売する人間がいないと広がらないと思うんです。だから、そういう人たちの育成とか例えばそうい

うセンターを作っていくとかいう考えはないのですか。 

【事務局（佐々木部長）】 

今、市でやっているものとしては、商品を売り込むために、例えば見本市のようなところに出品す

るとか、そういうことに対する助成などはやっています。やはり作ったとしても売れなければどうに

もなりませんから。 

あと、新年度は６次産業化を目指すような組織を立ち上げて、その中でも、似たような形になるか

もしれませんが、販路の開拓のお手伝いをするようなことは予定しています。 

【住谷委員】 

今言われたように、商品を作っても売り込む人が決め手になるんですね。相手にどれだけ顔がある

か、人脈があるか、それでほとんどが決まってくるんですね。お店でも、観光のお土産屋さんにして

も、やっぱり売れるものが欲しいと。中には商品を見て、すぐいらないという人もいますけれども、

大抵は、じゃあ一回置いてみようかっていうお客さんが増えてきているんです。だからそういうＰＲ

をかけられる人たちを、今後どう絡めて、育てていくかということが重要になっていくと思いますの

で、まあ作ることももちろんですが、そうすることによって石狩ブランドが確立する、ＰＲしていけ

ると思うんですよね。 
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【事務局（佐々木部長）】 

住谷さんがおっしゃっているのは、売り込み、セールスをする人を育成すべきという事ですか。 

【住谷委員】 

それもそうですし、やっぱり作るところ、場所をきちんとして、まあそれができなければどこかの

工場に委託するという。それで石狩の特産ものを使って作っていくということも、この会の中で色々

話題になっていましたけれども。 

【事務局（佐々木部長）】 

石狩としては、方向性としては、これだけの工業団地を持っていますから、自前で加工施設を造る

というよりは、やはり近隣にある企業の力を借りて商品にしていくことを、まず追求すべきだろうな

と考えております。 

【矢野委員】 

そのためにイコロの会というのができたんですね。 

【事務局（佐々木部長）】 

そういうことも狙ってです。 

【矢野委員】 

イコロの会は平成２０年に設立したと前出ていましたけれども、効果というのは結構出ているんで

すか？ 

【藤沢委員】 

出ていると思います。 

【矢野委員】 

そうですか。 

【藤沢委員】 

うちは市役所さんのお世話で、石狩のソバを使って、うちで挽いて、もう一軒で加工してもらって、

ということを地域でやっていますし、他にもまだ商品ができていますよね。あとスイーツなんかも、

木村果樹園さんの果樹を加工して、とれのさとなんかに置いていますし、ノーザンノーサンさんの卵

なんかもそうですけれども。 

【矢野委員】 

イコロ卵なんかもそうですものね。 

【藤沢委員】 

石狩でやっていますしね。飼料になるものを持っていって、その卵をまた加工してということで、

だんだんだんだん繋がっていっています。 

【矢野委員】 

そうですか。実は市役所から案内をいただいた時に、各団体におけるご意見等の集約にご配慮願い

ます、ということで一報入っていたんです。これは多分、２６日か２７日頃に手元に届いていたんで

しょうか。それで今日なので、なかなか私たちの団体の意見は聞く機会がなかったんです。そこで、

理事の何人かに電話をかけて「こういうことで、今度、最後なんだけれども」と聞いたとき、「ちょ

っとやっぱり、行政で出すの遅いよね」という話がありました。今回最後なのにごめんなさい文句言

っちゃって。 
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それで最終的には、５人に電話をかけて聞いたところですね、なんでもいいですって言ったら、と

れのさとに集中しちゃったんです。まったく申し訳ないんですが、次年度に向けて考えてくださいと

いうことで、とれのさとができた時には非常に期待したんだけれども、まず価格が高いと５人が５人

とも言うんです。それから、トウモロコシのできたシーズンに、いろんなトウモロコシが出ていたん

だけれど、消費者はどれがおいしいのか全くわからないと。なんかごちゃごちゃと置いてあっただけ

らしいんです。ですから、ちょっと手間がかかって農家さんも大変だと思うんですけれども、生で食

べられるトウモロコシもありますし、そういうことを書いてくれたら、もっともっと売れるんじゃな

いかと。また対忚する方も、わかっているのか、わからないのか、とにかく対忚が悪いということが

出ていましたので。 

私たち消費者としては、わからないものでも書いてあれば、「あ、使ってみようかな」となるし、

そして美味しかったら今度、石狩のものなんだよとどこかへ持って行ける。野菜でもなんでも主婦は

喜びますので。そこからまた、送ろうかな、という段階までいけばもっともっと発展するんじゃない

かと。５人から大体そういう意見が来ましたので、来年度はよろしくお願いします。 

【氏家副会長】 

  分かりました。ありがとうございます。 

【中原会長】 

意外と大事な事だと思うんですよね。というのは、まったく分野が違いますけれど、書籍で、本の

帯にその書店の店員さんが一言でいいんですよ、旪の言葉を書いてくれると「買おうかな。」という

ふうになるんですね。食べ物は、もう有無を言わさずパワーがあると思うので、そういうフレーズな

んかも、ちょっとかわいらしい字で書いてくれるとすごくいいんじゃないかなという気がします。 

【矢野委員】 

そうしてもらえれば今年の夏から、石狩産のものを本州にどんどん送ってやりたいと思っています

のでね。 

【中原会長】 

大人の方が難しいというのなら、うちにはゴロゴロしている学生がいますので、安く飯代くらいで、

使ってやってくれれば。 

【住谷委員】 

今、会長さんが言われたように、売る方の熱心さとかがお客さんに伝わるんですよ。一言ＰＲして、

なにかうたう事によって、文章に書き出してみたり貼ってみたりとかで全然販売が違う。我々が実際

携わった売り場、お土産屋さんでも、熱心な売り子がいる店は流行るんですよね。その人が、自分が

気に入ったらますますお客さんにＰＲするんです。そうしたら全然売上が違ってくるんですよ。 

【石丸委員】     

  今の話で、私もよく行かせていただいているんですけれども、商品のことでいうと、こんなこと言

っていいのかわかりませんが、卵が、前は３００円台くらいの普通の生卵があったような気がするん

ですけれども、途中からいきなり、何かすごい数が尐なくてもっともっと高いものしかなくなって。

イコロ卵っていうんですか。 

【住谷委員】 

  今奥さん言われたのは、そういう高い卵もあるけれども、安い卵もなんで置かないのかっていうこ
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とですか。 

【石丸委員】 

  家計を預かっていると、１０個くらい入って３００円代くらいのが普通で、確かにすごい卵なんだ

ろうけれども、６つくらい入って７００円くらいしたんじゃ…。 

【住谷委員】 

６つ入って、３００いくらくらいですよ。そんなにはしないですね。 

【石丸委員】 

そのくらいでしたっけ？じゃあちょっと勘違いしていたんですね。 

【住谷委員】 

  でもイコロ卵は高いですよ。それだけこだわって作っていますから。さっき藤沢社長が言ったよう

に、添加物とかそういうのは一切使わないよというやつですから。で、放し飼いもしているから、そ

れだけの価値がある。 

【石丸委員】 

  あと、お店の人ですけれども、別に対立するとかではないんですけれど、私はすごくいい印象があ

って、いつも言葉掛けもいいし、まだまだこう前に進む感じでいくと思うのですけれど、すごく気配

りをしてくださっているところも多々あるので、そういう事もお伝えください。またよろしくお願い

します。 

【中原会長】 

  あと、生産者の方もいかがですか。ご一読されて、現場の感覚でこうだとか、こうじゃないかとい

うのは、何かないでしょうか。河野さんいかがですか。 

【河野委員】 

  特にこの内容については、ないですけれども、浜益の事だけになりますが、先日、農水の係の方が

来ていただいて、肉牛のことで話をしていただきました。それが今回、その時の話の内容が載ってい

て大変ありがたく思っています。他の点については、特にありません。 

【中原会長】 

  そうですか。もし何かあれば後でお願いします。ありがとうございます。加藤さんどうですか。 

【加藤委員】 

  今すぐというのはあまりないんですけれど、クリーン農業の推進の中に入っている、再生可能エネ

ルギーの導入に関しての周知の中で、具体例がもっと書けていたらいいかなあとは思います。 

  施設園芸なんかをやっている人は、ボイラーを使ったりとか、冷房を使ったりするので、その辺の

システムのわかりやすい例が入っているとか、農業者の方は、だいたい調べているかと思うんですけ

れども。 

【中原会長】 

  今の加藤さんのご意見はあれですか、１７ページのことについてですか。 

【加藤委員】 

  そうです。１７ページの最下段です。ビニールハウスの暖房なんかでボイラーを使っている方は、

使う機会は多いだろうなと思いますけど、例えば熱交換システムの簡素な導入の仕方、コストがかか

るのが多いので。そこは色々調べて、やっている人もいると思うんですけれども、わからない人も多
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いので。 

【中原会長】 

今、オイル関係高いですからね。 

【加藤委員】 

  あとは冷房で温度を下げるときも、雪の堆積を作って囲って、ビニールを乗っけて、そこにパイプ

を通してとかやっている方もいますので、そういう紹介もあったらいいなと思います。部会の中では

やっていたりするかも知れないのですが、私はそういうところに入っていませんので。 

【中原会長】 

  加藤さんから、今お話があったように、現実に農家サイドで冷温利用を行っているところもあるん

ですが、そういう事例などもここに反映できないかということなんですが、いかがでしょうか。 

【加藤委員】 

今すぐこの中にということではないです。何か進めていく中でやっていただければ。 

【矢野委員】 

いいでしょうか。 

【中原会長】 

はい、どうぞ矢野さん。 

【矢野委員】 

  ９ページの３番目に石狩ブランドの確立とありますね。石狩ブランド、今あるのはミニトマトとか

なんでしょうね、ブランド化されたものというのは。それで今後はどういうものをブランド化という

形で、農家さんに力を入れてくださいとか、頑張ってくださいといっていくのでしょうか？ 

 ９ページには、別に商品が何とは書いてはいないんですけれど、２ページのところにも「いしかり 

ＤＥ ＣＨＵ！」というミニトマト、トマト部会さんで作っているトマトがブランド化されて、ずい

ぶん広まってきているんじゃないかと思うんですが、その他に、さやえんどうはまだブランド化され

ていないのですか？ 

  それからニンジンもですが、札幌あたりのデパートで買ってきたときに、色が薄いんですよね。そ

れで、石狩の生振かな、ちょっと取り寄せた農家さんのはニンジンの色がものすごく赤くて、たぶん

栄養的にも検査したら何かが多いんでしょうけど、甘みがあるんです。ニンジンとかもブランド化で

きるのであれば、石狩でたくさん作っていただいて、何とかならないのかなと。私はニンジンをたく

さん買って、すって使ったり、いろんなものをするものですから。これから農家さんはミニトマトの

他に何をブランド化して、消費者にアピールしていこうとしているのかなというのがあって、もしや

るのであれば、ニンジンとかさやえんどうもぜひやってくださいということです。 

【氏家副会長】 

  難しいんですよね、ブランドって。それぞれ多分イメージがありまして、何をもってブランドだと

いう部分がおありだと思います。たしかに私どもの農業サイドでいけば、おっしゃられていたニンジ

ンというのは、過去に東京の市場で一番高値だったと、ということは日本一高いということがありま

した。私どもは、それをもってブランドというような言い方をしていたのですが、じゃあそれが一般

的に、消費者の皆様にとっては石狩のニンジンがブランドなのか。そのブランドのとらえ方もそれぞ

れ違いまして、多分皆さんおっしゃるのは夕張のメロンとか、富良野の何々というのが、ブランドで
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あるんだろうなと思っているんですが、そういう意味でブランド化というのが、抽象的な言い方で、

なかなか私どもも突っ込まれて困るんです。今考えている中でいくと、農業サイドから見るところの

ブランドといえば、ミニトマトというよりもさやえんどうなんです。さやえんどうといえば、全道で

一番の生産量で価格もトップですから。ですが、皆さん一般的にはそう思われていないと思いますけ

れどね。 

ですから、これから何をブランド化するか、第２、第３のものを作っていくかということでは、こ

れからの話ではあるんですけれど、さやえんどうは、私どものいうところのブランド、ナンバーワン

で、その次はミニトマトなのかと。あと、もうひとつ言えば、米というのは、厚田、浜益さんを差し

置いて言うのも何ですが、大変美味しいお米の地区なので、売り方さえうまくやれば、それこそブラ

ンドになる、商品力のあるものだと思っています。すいません、具体的には言えないですけれども、

そのような感じに思っています。 

【中原会長】 

  会長がしゃべって申し訳ないんですけれど、この２６ページのメロン、パッケージに入っていて感

じはいいんですけれど、やっぱり私はどこで採れたんだとこだわりたくなるんですね。やっぱり厚田

とか、ネーミングをかわいらしい字で入れてもらわないと、買う気がしないといいますか。われわれ、

言葉は悪いですが、社会主義の経済じゃないんですね、市場経済だから、やはり言ったもんが先、勝

ちなんです。やはりちゃんと打ち出してこないと、このごろ消費者の関心も高いので。 

【荒関委員】 

  これ箱には厚田産と入っているでしょう。ただ、写している場所がメロンのところだけで、箱には

北石狩という農協名が入って、どこの産地ですよというのは入っています。 

【住谷委員】 

  多分、いま会長が言われたのは、それプラス何か名前をつけたらいいんじゃないかと言っているん

ですよ。 

【中原会長】 

  僕はやはり、厚田というのがピッとくるんです。 

【住谷委員】 

  それと厚田産と入っているなら、さっきのミニトマトようなネーミングを入れたらいいのではない

かという事を、多分言っているのではないかと思うんです。 

【荒関委員】 

  厚田産のメロンに別名というか、ニックネームというか、そういうものをつけた方がいいという事

ですか。 

【住谷委員】 

私はそう思うんですよね。どういうネーミングをつけたら消費者にアピールするかという事を、や

っぱりメーカーさんは非常に頭を痛めているんですよ。その名前によって、ものが売れる売れないと

いうのが結構あるんです。それがブランド名になるということですよ。だから根室のサンマでも、ネ

ーミングをつけています。名前によって、スイーツ関係も全然違ってくるんですよね、売れる売れな

いが。あとパッケージとか。 

【石丸委員】 
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でも、とれのさとで送ると、だいたい箱には、厚田ではなかったかもしれませんが、２玉でも６玉

でも、石狩という箱に入っているので、地道にそれを親戚に送っていますけれど。 

  とれのさとも、さっきも「高い」ということでありましたが、以前、安くするだけの路線ではない

という話もありました。その両方だと思うのですが、販売方法まで消費者の私たちが言うのも何です

が、時期によって物があるときはミニトマトも詰め放題にしたり、両方のお客さんが来れるような感

じにもっていくと、もっと集客できるのではないかと思います。 

  私は頻繁に行かせていただいているので、たしかに「高いなあ」と思う時と、「高くても美味しい

な」っていう時がありますので、多分、何か安い目玉だけでもあると、お客さんを捕まえられて、行

ったときに美味しいから、ついでにこっちもこっちもと広がっていくのではないかと思います。すみ

ません、戦略まで。 

【中原会長】 

いや、大事な事じゃないですかね。 

【喜多委員】 

  １ページに計画の進行管理がありますよね。毎年度、施策評価を行い、施策の展開をより効果的・

効率的なものにしていくとありますが、この評価は、計画全体が具体的に非常に見やすくなっていて、

数値目標も出されているので、各年度の公表みたいなことは考えているのかなと。特に農業者の方は、

数値目標というのを掲げて、実施状況を知らしめた方がいいかなと思います。その辺の考え方があれ

ばお聞かせいただきたいと思います。 

【事務局（重田課長）】 

  今までの、農業振興計画につきましても、関係団体おのおのの役割分担を行いまして、実施したこ

とに対する到達と評価を集約して、まとめております。それについては、担い手部会という農業関係

団体が集まってつくっている組織なんですが、その場において公表を行っていますけれども、農業者

を始め市民に対する公表というのは今までは行っておりません。今後についてですが、ご意見はもっ

ともだということもありますので、市民への公表も含めて、検討したいと思います。 

【中原会長】 

  はい、ありがとうございます。喜多さんよろしいですね。 

【喜多委員】 

  はい。 

【中原会長】 

  はい、ありがとうございます。そのほか、ご意見、ご要望ないでしょうか。有田さんいかがですか。 

【有田委員】 

  ブランドということでは、石狩産の何々というだけで十分ブランドではないか、というのがまず一

つです。それとちょっと思っているのが、これを実行していく中で、多分市が中心となってやってい

くのでしょうが、石狩市には二つの農協さんがあります。他の組織のことですから、とやかく言うこ

とではないとは思いますが、一つのものに向かっていくときに、それぞれの組織が同じ意識をもって

やっていけるのかなというのはあります。そこは市の方で調整して、もちろんここに参加している団

体も協力していくのでしょうけれども、ちょっとそのように感じました。 

【中原会長】 
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なかなか事務局に聞くのも、会長としてはちょっと躊躇しますけれども。 

【有田委員】 

変な意味ではなくて、地域によって採れるものとかも違うし、色々たくさんの事をやらなければい

けない中で、これはここだけど、これはこっちだよと、ちゃんと振り分けられるのかなと思ったり、

二つの組織があって、お互い意思統一してやっていけるのかなとは尐し思いました。 

【荒関委員】 

４２ページの厚田地区の農業者からの意見の３つ目に「行政とＪＡが違うので、不平等感がある。」

とあって、まさにそのことだと思うんですけれども、私自身もおととし、当別町、北石狩の本所地区

から異動になってきた人間で、当然、当別町の農業振興、石狩市の農業振興、それから石狩市農協の

農業振興と北石狩農協の振興、そこに厚田と浜益が入っているという中で、戸惑うことが今もまだ

多々あるんですね。 

  また、厚田区の組合員さんからも、部長さんや課長さんがいる中で言いづらいのですけれども、行

政が合併した中で、もともとある旧石狩市農協との取り扱い方がちょっと違うのではないかというよ

うな事も、直接私自身は耳にするんです。それは違うよ、市としてもいろいろ手立てはしてくれてい

るとお話はするんですが。この振興計画は、私たちも５カ年計画の農業振興計画を、来年また作成す

るんですけれども、非常に参考になる内容なんですね。石狩市農協がどうかは分かりませんが、私ど

もも、毎年地区別懇談会をやる中で、生産者の方から、やはり農協は６次産業をもっと取り組まない

と農業所得に反映されないし、農協の事業収支もよくはならないという事は、よく言われています。

ただ現実的に、それにはいろんな施設を建てていく必要があるという中で、農協も経済団体なので、

どうしても一歩踏み出せないというのが現状で、言われることはわかるんだけど、やりたいのはやま

やまなんだけど、できないというのが現状です。そこで行政がどこまで支援してくれるのかというよ

うな事もありますが、これも石狩市と当別町で全く農業予算というんですか、それが違う部分で、自

分個人的には石狩市さんは一生懸命、農業予算も出してくれているという風には捉えているんです。 

【中原会長】 

  ありがとうございます。あまり時間がなくなってきたんですけれども、本文の方ではなくて、３８

ページの問７「５年後の農業経営をどのように考えていますか」というのを、大変興味深く読ませて

いただきました。やはり石狩とか厚田地区では、面積を大きくするとかではなくて、新規作物とかそ

ういうマーケティングの方にウエイトがかかっているのかなと。 

一方、あくまでも相対的にですが、浜益地区は経営規模拡大したいというのが、両地域よりも１０

ポイント以上高いので、もう一段階ここは動いていくのかなと。その時に行政なり農協なりのスタン

スが、逆にまた問われるだろう、変化の要因というものを、私はこの浜益の規模拡大志向に一つのポ

イントを置いたのですが、これは現実化する場合には、どういう形になるんでしょうか。抜けた方の、

土地を取得して残存農家が大きくなっていくとか、そういう方向でしょうか。 

【事務局（重田課長）】 

  東海林さんの方でお願いします。 

【東海林委員】 

今の感じですと、数尐ないんですが担い手が中心となって、意識としても、そういう方向性で進ん

でいくと思っています。 
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【中原会長】 

はい、わかりました。ありがとうございます。 

【吉田委員】 

  浜益の場合は、絶対的に農地面積が尐ないという事があります。かつては漁業をやりながら、ある

いはニシン漁のやんしゅうの方が一時的に狭い農地でやっていたというのがありまして、石狩、厚田

に比べて昔からかなり小面積の農家が多かった。最近は尐しずつ集約をしていますけれども、それで

も一戸当たりの経営面積が尐ないです。小面積の経営はやはり経費がかかりますので、拡大したいと

いうのがアンケートに出てきたのだと思います。また、限られた面積の中で拡大していくというのは、

やはりリタイヤした農家の農地を借りるなり買い取るなりというような形になるのかなという気が

します。 

【中原会長】 

  ありがとうございます。そのほかご指摘することございませんでしょうか。氏家さんいかがですか。 

【氏家委員】 

 いえ、特にはありません。いいと思います。 

【中原会長】 

  では、みなさん、今日５回目という事で、相当突っ込んだ議論も一部ありましたけれども、だいた

いよろしいでしょうか。それでは、この成長プランの素案について議論を閉じたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。 

  それでは、今日の議事次第３のその他ということで、事務局からいただければと思います。 

【事務局（宮原主査）】 

 それでは、８月に石狩市長から本委員会に対して農業振興についての提言依頼がなされまして、審

議を重ねていただきましたけれども、内容の審議につきましては今回で終了ということになります。

今後、２月１４日になりますが、市長からの提言依頼に返す形で、本委員会から市長への提言を予定

しております。日時としては２月の１４日火曜日午前１１時からとなっております。こちらにつきま

しては、中原会長の方から市長への提言という形で行いますが、ご都合のつく委員の皆さまにおかれ

ましては、ご臨席いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。なお、その際、内容と

しましては、審議ということではないものですから、委員報酬や交通費の対象とはならないというこ

とで、大変申し訳ないんですが、ご了承いただきたくお願いいたします。また当日出席される委員の

皆さまにおかれましては、提言は１１時からを予定していますので、１１時より尐し前に市役所３階

の、農林水産課の方に来ていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

【中原会長】 

  はい、ありがとうございます。あと、みなさんのご了解を得るべきことがございました。というの

は、今この成長プランについては、色々ご意見をいただきましたので、それを踏まえさせていただい

て修正等を加えたものを、原案として本策定委員会から市長への提言として提出したいと思います。

その修正については、会長に一任させていただきたいと思いますが、この点ご了解いただけますでし

ょうか。ありがとうございます。 

  それでは今日の議事をこれで終了してよろしいでしょうか。皆さまから何かございましたらという

事ですが、よろしいでしょうか。  
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  それでは、ちょうど時計も１６時になりましたので、これで第３期の石狩市農業振興計画策定委員

会、第５回目を終了したいと思います。 

昨年８月以来、貴重なお時間を割いていただき、それぞれご熱心にご議論いただきました、本当に

ありがとうございます。私ども、それを真摯に受け止めて、事務局と一体となって市長の方にご提言

として、提出してまいりたいと思います。どうも本当にありがとうございました。お礼を申し上げま

す。 

 

 

 

平成２４年２月２９日 議事録確定 

 

第３期石狩市農業振興計画策定委員会 会長 中原 准一 

 

 


