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第４回 第３期石狩市農業振興計画策定委員会 

 

日 時 平成２３年１２月１５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、林太一委員、加藤孝委員、加藤美津子委員、河野幹男委員、 

吉田公委員、池田信委員、有田祐司委員、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 

厚田支所地域振興課  主査 吉井重正 

浜益支所地域振興課  主査 竹内昌彦 

傍聴者 ０名 

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

【中原会長】 

  それでは、定刻となりましたので、第４回第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。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。なお、私の手

元に、本日ＪＡいしかりの氏家副会長、石狩の伊藤委員、浜益の久慈委員、ＪＡ北いしかり厚田支所

の荒関委員、ＪＡ北いしかり浜益支所の東海林委員、土地改良区の中村委員、商工会の喜多委員、北

商工会の岡林委員、この都合８名の方から欠席のご連絡を頂いております。 

これまで３回に亘って次期振興計画という事で、多面的な形でご議論をしてまいりました。また、

今日それらの議論を踏まえて、事務局の方で新たに具体的な案をお作りになっておりますので、それ

をじっくりご審議頂きたいと思っております。 

  私も色々な道内の農業地帯を歩いているんですけれども、石狩は南北にこう細長くて、山あり浜あ

り、海ありといいますか、平坦なところもあれば山麓部もあるという、非常にバラエティに富んだ地

区、エリアでございまして、これを一括してあれこれという訳にはいかない、奥深い所もありますの

で、そういう石狩の特徴をどう次の発展につなげていくかというような視点で、この計画が実りある

ものになって欲しいと切に願っているところではあります。 

それでは議事に入ってよろしいでしょうか。では、本日は前回に引き続き農業振興計画の施策の内

容について議論する事になっております。施策の内容という事では、事前に皆さんのお手元に石狩農

業成長プランということで、お手元にいっているかと思います。これにつきまして、前回まで事務局

の方から説明頂いておりましたけれども、今回新たに加筆あるいは修正という部分もございますので、

その辺のところも含めて、資料について予め事務局からご説明をお願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

【事務局（宮原主査）】 

それでは予め送付させていただいた資料ですけれども、お手元にない方いらっしゃるでしょうか？  

それでは、今回「石狩農業成長プラン」ということで、振興計画として、ある程度体裁を整えた形

で提出させていただいております。 
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まず、目次をご覧いただくと、ローマ数字のⅠ、Ⅱ、Ⅲは新たに章だてして加筆しています。Ⅳ、

Ⅴ、Ⅵの各項目は前回本委員会で協議したものですが、加筆している部分がありますので、後ほど簡

単に説明いたします。また参考資料として、石狩市農業の概況や農業経営に関する意向調査などを巻

末に載せる予定ですが、第１回委員会ですでに皆さんに配布・説明しているものなので、今回の資料

には添付しておりません。 

続いて、１ページは策定の趣旨、性格、計画期間など、この手の計画に一般的な記載を加えていま

す。なお、５番には計画の進行管理ということで記載があります。これは現計画でも実施しているも

のですが、ある程度の役割分担を決めた上で、年度末に関係機関により施策の評価や数値目標の到達

率の把握を行い、次年度以降の施策の展開をより効果的・効率的なものにしていくことしています。 

２ページ、３ページには、石狩市農業の特徴を記載しています。１つ目に旧石狩市域における都市

近郊型農業の進展と厚田区、浜益区においてもその可能性が広がっていること、２に厚田区や浜益区

の豊かな地域性、３に地産地消の拡がりの状況、そして４には石狩市が 600 社以上が操業する石狩湾

新港地域を核として１次、２次、３次産業のバランスがとれたまちであり、農産物加工や販売につい

て十分に優位性をもつということなど、農業の特徴や取り巻く背景を記載しています。 

４から５ページは、施策の展開を説明したものです。本計画では、目指す将来像を設定して、その

実現のための４つの「基本方向」を定めています。将来像については「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」としておりますが、この「市民との連携」には、地産地消につながる

消費者との連携という意味もありますが、石狩湾新港地域などの多様な業種との連携という意味あい

もあります。市の豊かな地域資源を活かし、消費者や他業種と連携しながら成長する石狩らしい農業

を、目指す将来像としています。また、具体的な取組としては、前回も説明しました基本事業、重点

戦略、地域別戦略に分け、恒常的に行う事業を基本事業、この５年間で優先的に取り組む事業を重点

戦略、地域ごとの特徴、課題を明確化してその取組を示した地域別戦略となっていますが、その体系

を５ページに示しております。 

６ページからの、重点戦略ですが、見出しの強調として下線を引いてある部分もあるので、尐し紛

らわしくて恐縮ですが、下線を引いてある部分が、前回いただいたご意見などを踏まえて加筆した部

分です。１の「石狩農業の成長を担う人づくり」で主な変更点は、「現状と課題」で、新規就農、新

規参入の状況を記載しました。また、「取組の内容」では、「農業後継者の育成」として、大学との商

品開発を通じて農産物や加工に関する理解を深めるとともに、農業の魅力を発信できる人づくりを行

うこととしています。また新規就農者の支援として、ファームオン（経営継承）の協力支援を加筆し

ました。ファームオンとは、経営を譲りたい農業者や、逆に経営を継承したい新規就農希望者からの

申し込みを受けて、双方の希望を勘案し、最適な組み合わせを検討したうえで、経営委譲希望者の農

場に就農希望者を紹介・派遣するというもので、 派遣された就農希望者は、派遣先農場で、一定期

間の研修を受けた後、農業経営を引き継ぐこととなります。また、女性農業者の支援として、女性リ

ーダーの育成のため、リーダー養成研修への参加促進を加筆しています。数値目標については、新規

の就農者、新規参入者、研修会の女性受講者数を設定し、新規就農は５年間で 15 人、新規参入は５

経営体、研修会の女性受講者数は 50 人としています。数値目標については、事務局でも内容を精査

しておりますので、次回に変更があることをご承知ください。また、委員の皆さまからも目標値につ

いて、多い尐ないなどのご意見をいただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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８ページ、環境と調和する農業の展開については、「現状と課題」に地域バイオマス資源の利活用

の現状を記載しております。数値目標については、稲わら回収面積に加え、耕種農家と畜産農家の連

携による交換耕作面積を目標としました。 

続いて、３番については、加筆部分としましては、石狩農畜産物や加工品開発のＰＲに加え、実需

者とのマッチングなどにより販路の拡大を図ることを加えました。数値目標は、新たに「加工品販売

額」目標にしました。ここの販売額は、地物市場とれのさとにおける、石狩の農畜産物を使った加工

品の販売額としまして、現状の 1,800万円を 2.5倍 4,500万円にする目標としています。また、新規

作物の開発数を５、加工品の開発数を 25と設定しております。 

４の市民との協働による地産地消については、「現状と課題」にこれまでの取組みの若干の記載を

行っております。数値目標ついては、とれのさとの販売額と、仮称ですが地産地消カレッジ修了者数

を新たに目標値とした上で、いしかり地産地消の店認証店数を現状 34店から 50店に、とれのさと販

売額は、今年度１億 2000 万円でしたが、当面３億円を目標とすることとしています。また、地産地

消カレッジ修了者数は、この事業の詳細が決まっておらず今後変更になる場合がありますが、25人と

しています。 

続いて、５の農村の魅力を活かした都市との交流については、数値目標に項目として、新たに作る

こととしているグリーンツーリズム推進連絡会議の参加農家数と、農業体験の参加者数を加えており

ます。農業体験の参加者数は、注釈にありますとおり、グリーンツーリズム推進連絡会議の会員が取

り組む農業体験、これには観光農園の入場者数を含めますが、その参加者数としています。 

続いて、基本事業に移りますが、基本事業の基本方向１については、13ページの「効率的な土地利

用の推進」に関し、前回の委員会で出ました優良農地の確保や基盤整備の推進ということで２点加え

ております。また、14ページの数値目標については、目標値を各々ご覧のとおり設定したところです

が、認定農業者数について捕捉しますと、この数年で農業者の減尐とともに、認定農業者も減尐傾向

にあります。具体的な数字としては、平成 19年度 217人、平成 20年度 219人、平成 21年度 209人、

平成 22年度 211人となっており、21年度から 22年度にかけてわずかに増加したものの減尐傾向とい

えると思います。認定農業者のうち、現在 70歳以上の方は 25名おり、残念ながら今後５年間におき

ましても、減尐自体は避けられない状況と思われますが、目標値の設定については、70歳以上の方の

人数やその方の子供の数などから 200人という目標を立てております。 

基本方向２については、農産物の安全性に対する関心の高まりを受け、栽培履歴の記帳や開示に向

けた啓発について加筆しております。数値目標については、イエスクリーン登録生産集団数を現在の

米、ミニトマトの２団体から５団体へ、環境保全型農業直接支援対策取組面積を 13 ヘクタールから

20 ヘクタールとしています。 

基本方向３につきましては、数値目標として、市内農産物の学校給食使用率を設定し、現状の 45.5％

を目標 50％としていますが、これは重量ベースでの割合となっています。また、最近、石狩産小麦を

給食のパンに全量使うという動きも出てきておりますが、そうなると小麦だけで 50％くらいになる見

込みですので、その動きをみながら 55％に変更することで考えております。 

続いて、基本方向４では、数値目標に「加工体験の参加者数」として、加工体験施設で開催される

農産物加工講座や料理教室の参加者数を加えています。加工体験施設は、６月から利用されており今

年度もまだ月を残していますので、はっきりした現状の数字はつかめませんが、一忚見込みとして 250
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人とし、目標をその倍の 500人としています。 

地域別戦略については、主に関連する施策の枠組みとして、該当する基本方向と重点戦略を記載し

たほか、内容としては 21ページ生振地区と 22ページ厚田地区に「地域営農組織の設立支援」を加筆

しています。両地区は、経営耕地面積が比較的大きいことから、離農による遊休農地が大きくなりや

すい側面がありますし、また、誰かが引き受けて耕作するとしても、個人で引き受けるには限界があ

ります。このことから、それらをクリアする方策の一つである地域営農組織の設立支援を加えており

ます。 

以上、前回資料からの変更箇所を中心にご説明しました。事務局からは以上です。 

【中原会長】 

ただいまのご報告のように、成長戦略の１ページ目から、22、23ページまで含めてご説明がありま

した。早速、計画の主要部分である施策について、今回重点的にご議論いただくという事になってい

ますので、その点ご留意の上で活発なご意見を頂きたいと思います。 

まず手始めにこの成長戦略の１ページ以降の箇所で表現とか項目とか、そういうものについて確認

の意味で、お話をしていただきたいと思います。 

【池田委員】 

普及センターの池田と申します。ちょっと言葉の使い方、用語の関係で意見があります。例えば 10

ページの上の方「現状と課題」の「地産地消の意識の高まり」の１行目ですけれども、食の「安全・

安心」という言葉があります。それがその下の方の、対策の１行目では、「安心安全」という言葉に

なっています。これは、国とか道の場合では、必ず「安全・安心」という言葉を使います。これは、

安全と安心という言葉でそれぞれ意味が違っておりまして、安全というのは科学的根拠に基づく、デ

ータに基づくものを安全と言っています。安心というのは、情緒的なもの、例えば人によってＡさん

は安全と思うかもしれないですけれども、Ｂさんは安全と思わないというような、なかなか定量的に

計ることのできないものを安心と言っています。そういう意味も含めて、一般的に農業場面では「安

全・安心」という言葉を使いますので、中を見ますと両方の言葉が他のところでも混じっていますの

で、その点は統一された方が良いというのが一つ意見です。 

【中原会長】 

ありがとうございます。 

【池田委員】 

それと、もう一つよろしいでしょうか。２ページのところですが、上段の方に１としまして都市近

郊型農業の進展という項目がございまして、下の方の、「また」以降でございますけれども、「浜益地

区では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など」という所がありますけれ

ども、これについては表現を検討されたらいいんじゃないかという意見です。先ほど言いましたよう

に、この計画の中では食の安全・安心という言葉が沢山出てまいります。そこで、この水稲育苗後の

ハウスの後作に施設野菜を作るというのはですね、農薬のポジティブリスト制度というのが始まりま

して、それ以降、こういう水稲育苗後のハウスに施設野菜を入れるというのは非常に農薬の残留リス

クが高くなりますので、ほとんどの産地はそういう作り方から撤退しました。そういう意味からして

も、ちょっとこの表現は、内容と齟齬があるといいますか、誤解を招く表現にもなりますので、再検

討が必要かと思います。また、この内容につきましては、後段の方にも全く出てこない内容ですので、
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ちょっと検討されたらいいのではないかと思います。以上です。 

【中原会長】 

どうもありがとうございます。ただいま、池田委員からご指摘の「安全・安心」という言葉につい

て、安全なるものの定義、それから安心なるものの定義も含めて、表現を統一された方がよいという

ご意見です。それから２点目として、２ページの「都市近郊型農業の進展」の具体的な説明の中で、

水稲育苗後のビニールハウスを活用して何か施設野菜を、という表現がございますけれども、やはり

残留リスク、農薬の関係から、現実に採用されない農法になってきているのではないかと、こういう

ご指摘であります。事務局はいかがしますか。これを受け止めて直すという事でよろしいでしょうか。 

【事務局（重田課長）】 

  はい。修正します。 

【中原会長】 

では、表現を改めていただければありがたいと思っております。その他、表現も含めて、ご意見ご

質問等ございましたら、お願いしたいと思います。 

【住谷委員】 

教えてください。10ページ目のＪＡ地物市場とれのさとの販売額ですけれども、現状 1.2億円とあ

りますけど、これの正味期間はどれくらいなんですか。 

【事務局（宮原主査）】 

今年４月に開設してから、11月末に閉店するまでです。 

【中原会長】 

はい、矢野さん。 

【矢野委員】 

２ページの３番に「地産地消の拡がり」とありますね。そこの学校給食のことで、平成 18 年度は

38.6％で、このたびは 45.5％とアップしていますよね。この中身というのは一体、石狩の学校給食で

どういうものが主なんでしょうか。例えば、お米とかそういうものも全部、石狩産の物を学校給食で

出されているんでしょうか。 

【事務局（重田課長）】 

米は全量、石狩産のもので賄っています。 

【矢野委員】 

なるほどね。そういう何か具体的な食品名がわかれば。 

【事務局（宮原主査）】 

給食センターで扱っているもので、一忚、数値的に出しているものが、じゃがいもですとか、あと

は、たまねぎ、大根、人参、ごぼう、キャベツ、白菜、長ねぎ、きゅうり、キノコ類になります。あ

とはお米もそうですけれども、今ここに具体的にどれが伸びたというのは手元に資料がないのですけ

れども、米は元々100％ですので、野菜類で伸びた形だと思います。 

【矢野委員】 

ああ、なるほどね。実は今から５、６年くらい前でしょうか。おりんごが出来るのは浜益でしたか

ね、学校給食でその浜益のおりんごを使うので、北海道の消費者センターのテスト室に、農薬検査を

してくれと持ち込まれたそうなんです。私はたまたま増毛産のものを直接取っているものですから、



第４回 第３期石狩市農業振興計画策定委員会議事録（H23.12.15） 

- 6 - 

 

それを調べて下さいと言ったところガッチンコしたんですよ。それで道のテスト室では、青森県産の

テストも以前に入っていまして、農薬の数値がちゃんと出ていたそうなんです。それで増毛産の持ち

込んだ物も、浜益産の物も問題はない、大丈夫ですと回答したばっかりですよと、いう事だったんで

す。ですから多分デザートで、石狩市になってから浜益の物もどんどん入っていると思うので、目標

値が 50％でしたか、もっともっと上げるように努力していただいて。アスパラシーズンでも、有機で

作っていらっしゃる農家さんがいますから、そういうものも学校給食に入れていただければなと思っ

て。これも働きかけなのでしょうけれども、是非努力していただければなと思います。 

【事務局（佐々木部長）】 

一忚、給食現場の方では、できるだけ積極的に使うという方向では、はっきりしております。ただ、

どうしても市内だけでは調達できない肉類ですとか牛乳ですとか、重量ベースでいくとそういうもの

も入って来ますので、この５年間で大体どこまで伸ばせそうなんだというのを、ある程度想定した中

で数値目標は設定していきたいと思っております。 

【中原会長】 

矢野さん、よろしいですか。 

【矢野委員】 

ちょっと心配したのは、５日のニュースで出ていたのですが、コンビニで扱うようになるとか聞い

たんですよね。学校給食の食材をコンビニで扱って、コンビニ経由で出すというんですよね。そうす

ると、どこの産地の物か分からなくなると困るので、まず石狩はそういう風にならないようガードを

張っていただいて、とにかく第一は石狩産のもので、という形でやっていただけると非常にありがた

いです。今、若いお母さんたちが、放射能で自然界にあるような物にもヒステリックになっています

よね。そういうことも含めてさっき話された、安全・安心ということでいって頂きたいと思います。

以上です。 

【中原会長】 

はい、重田さんどうぞ。 

【事務局（重田課長）】 

教育委員会は、学校給食で冬場に地元の物を使えない状況があるので、それをできるだけ解消した

いということです。越冬野菜のじゃがいもや玉ねぎについて、秋に必要な分を教えるので、その分を

農協なりで保管して、冬の間に出すように出来ないかと相談されています。これについては、農業団

体とも協議して実現に向けて努力したいと思います。 

重量ベースで言えば、相当伸びることになると思うのですが、教育委員会の考え方として、基本的

には石狩産のものをベースに学校給食の食材を組み立てるという基本方針があります。それに対して

私たちも答えて行きたいと思います。 

【矢野委員】 

じゃあ安心して良いわけですね。ありがとうございます。 

【藤沢委員】 

今の学校給食の話ですけれども、札幌では学校給食会みたいなのがあって、そこが全市の小学校で

何を使うとか、どこの物を使うとかを決めるシステムだと思うのですけれども、石狩の場合は教育委

員会がそういう役目をなさっているんですか？ 
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【事務局（重田課長）】 

学校給食会というのは、たぶん石狩管内にあると思います。 

【藤沢委員】 

麺なんかは札幌の業者さんが石狩に話をしているのは聞いているんですけれども、どういうふうに

なっているのかなと。 

【事務局（重田課長）】 

いま小麦について教育委員会と話していますが、学校給食会の場合は米とパン類、あと麺類ですか、

それに関しては学校給食会を通して原材料を調達する仕組みが今もあるらしいです。今回、石狩産小

麦を学校給食に入れるという話になった時に、石狩産の小麦は石狩の平山製菓という所で加工しても

らうのですが、学校給食会の了解を得て話し合いをしていますのでシステム的にはあると思います。

ただその辺は、尐なくとも教育委員会の話だと、市の意思が働くことも十分可能だということです。

また野菜類については、全く学校給食会とは関係なく、教育委員会の方で選定する事ができるという

ことで聞いてはいます。 

【藤沢委員】 

わかりました。ありがとうございます。 

【中原会長】 

はい、どうぞ。 

【石丸委員】 

施策についてという事で、いつも理想論ばかりですみませんが、あえて言えば 10 ページで、先ほ

ども話にありましたが、とれのさとの販売額が目標的には３億円という事で、私たちは事業とかが分

からないので、ああそうかという感じでは聞くのですけれども、いろんな農家さんも頑張って、店の

方も頑張って、農協さんも頑張ってというのは分かります。 

それで、その上の方の「市民との交流の促進」の中の４つ目に「石狩農畜産物を購入できるシステ

ムについて、より買いやすくできるよう改良を進めながら、市民への浸透を図ります。」ということ

で、どうにでも取れるニュアンスですけれども、今さら言ってもというのと今日は副会長さんもご欠

席という事なのですが、ちょっと思ったのは、この時代、ネット販売ということを思いつくんですね。

私もよく使っているんですが、市民だけでなく全国への発信の意味も含めて、これをもし上手に上手

に活用していけば、今まで石狩の情報発信の問題点とかあったのを、大変苦労があると思うんですが、

突破できる入口になれるかなという感じはします。本当にきちんとしないといけなくて、ホームペー

ジでも見にくいと客が寄り付かないのですが、こういう成長プランにはそういうことを反映したり、

そういう含みみたいなのがあればいいと思います。 

【中原会長】 

はい。ご質問の趣旨は、数値目標で、例えばとれのさとで３億円という目標額が出ているけれども、

これは店頭販売というか、そこの実績額を狙っているのか、それともご意見のようにネットとか、販

売手段の変更も含めた目標値なのかということかと思います。その辺はどうでしょうか。 

【事務局（重田課長）】 

今まで取り組みとしては、店舗で売ることと同時にこの２年間、国の緊急雇用対策という事業を活

用して、ひとつは宅配というものを試みました。それは昨年 22 年度ですが、それを今年は移動販売
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という形で、拠点を 16 カ所市内でもちまして、そこを１週間周るという形での販売方法を試みてき

ました。正直、採算ベースでは、取組みとしては合いませんでしたが、今回は緊急雇用対策でやった

ので赤字にはなりませんでした。 

ただ、24年度から緊急雇用対策がないものですから、農協として単独で赤字にならないような形で、

より多くの農産物を市民の方に購入していただけるシステムを構築しようとしています。金額として

は、そういう取組みと合わせて３億円という事でいいと思うのですが、その中には先ほど言いました

ネット販売の手法というのも、当然検討されてくると思います。店舗で売るだけではなくて、採算ベ

ースにも合う様な形で、市民の方に購入して頂けるような形態なりシステムなりを構築していきたい

という事で取り組んでいます。 

【石丸委員】 

うまくいくと、全国に売るだけではなくて、農業の発信とか、今まで３回くらい会議があった中で、

足りない部分といわれていた問題点も、これをうまく使えば突破口にもなれるような気がしたので、

そういうのもぜひ含んで進めていってもらえたらなと思います。ありがとうございます。 

【矢野委員】 

今の話は、まるしぇ便ですよね。今初めて補助金が出てどうのこうのって分かったのですけれども、

月から金までしたか各地を歩いていたのは。実は昨日、消費者協会で理事会があって、「知っている？」

と聞いたところ、「回覧板で一度来たから分かったよ。」と。あとは、「やはりＰＲ不足だよね。」と言

う話になるんです。どこかのステーションに 30 分くらいですが、例えば、何か騒音の苦情が来るか

もしれませんけれども、もうちょっと「来たよ」という合図があると良いと思います。今、非常に北

地区も高齢社会で、近くで買いたいんですよね。そういう事で、もう尐しＰＲがあればいいと思いま

す。 

それと前も話しましたが、広報に毎度毎度、とにかく４分の１のスペースでももらって、まるしぇ

便、宅配便ということで書いていただければ、高齢者はインターネットでも出来ない人が沢山いるの

で、そういうスペースを是非確保していただきたいと思います。 

「利用したいんだけど、いつだか忘れたんだよね。」とか「音がないよね。」とかそういう話が出た

ものですから、「じゃあ明日伝えておきますね。」と話していたのですけど、もうちょっと工夫すると

利用する方がどんどん増えるのではないかと思います。 

それともう一点、とれのさとを利用した時に、生産者名は書いてあるんですよね。それで７月でし

たかしら、新しい商品でアイスプラントというのが出て、サラダにしたらとてもおいしかったんです

が、そういうものの料理の方法とかを、袋のところにちょっと書いていただけると、もっともっと利

用する人が増えるのではないかと思うんです。とても程良い塩分があって、じゃりじゃりと沢山食べ

られましたので。ただ、千歳とか道外でも沢山作りだしたところがありましたから、マンネリ化しな

いように、新しい商品を市民にＰＲするように、広報のスペースで、こんなのありますよとか書いて

くれたら、出向く人も結構出てくるのではないかなと思います。来年、ちょっと期待して見ています

のでよろしくお願いします。 

【中原会長】 

移動販売車のシステムで、いつ来るのかという事が事前にもっと分かれば、ちょっと足の遠のいて

いる、高齢者と言ったら失礼ですけれど、そういう方も足を向けるかも知れないということ。 
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それから、とれのさとでサラダとかのレシピを、かわいらしく何かイラストをでもつけてくれると、

もっと効果が大きいのではないかというご意見ですので、よろしくお願いしたいと思います。 

はい、藤沢さん。 

【藤沢委員】 

とれのさとの、28 年度の目標の３億ってあるんですけど、この場合も、やっぱり店舗は４月から

11 月までなんですか。 

【事務局（重田課長）】 

農協なりに色々模索しているみたいですけれども、23年度初めて、ああいう形でオープンしまして、

４月の初旪から 11月 30日までやりました。それで、声としては冬期間もやってもらいたいというこ

とで、特に加工関係者から要望が来ているものですからその声に忚えたいということです。通年運営

してさらに認知を高めたいという気持ちも農協にありますので、冬場も出来るだけなんとかしたいと

いう事は考えているみたいです。 

ただ、農協では、これもまた採算ベースという事で、除雪もやらなければいけないし、あと暖房の

関係もあります、それと売り上げとの関係でどうかということはあります。どうなるか今は言えませ

んが、例えば通年といっても冬場は土日だけやるという事も含めて、何らかの形で通年出来るように

対忚したいということは言っていました。 

【藤沢委員】 

氏家部長がいらっしゃらないので、いま意見を言っても通じないかと思いますが、とれのさとを冬

期間もやるとしたら、いま暖房費も何もっておっしゃっていましたけれども、例えば面積を半分にす

ればそんなにかからなかったりします。多分、あれを全部開くとなったら、生鮮野菜があった場所を

どうしようという事だと思うんですけれど、当然私たちも冬は加工食品かなとは思ってはいるのです

が、面積は半分なり３分の１でも構わないのではないかなと思いますし、例えばいらっしゃる方も５

人いるところ３人にするとか、そういう方法も何か考えられたらいいのかなと思います。 

それと、移動販売のお話ですけれども、確かに北地区は特に高齢者が多いというのはいろんなとこ

ろで聞いていて、とれのさとの移動販売が来た時にわからないという事ですけれども、例えばとれの

さとの歌とかミュージックみたいなものを作って、それが鳴ったらそこに来るみたいなことはどうで

しょう。昔のお豆腐屋さんってそうですよね。ラッパが鳴ったら駈け出して行った記憶があるんです

けれども、そういうことで集まること自体がお年寄りにとっては集いの場になって、近隣の方が今日

も元気だなとか確かめられる場になるのではないかと思います。 

例えば、生協の宅配でもお弁当とか何かを宅配して、そこにいるお年寄りが元気なことを確認する

ために、遠い所に住んでいる若い世代の方がわざわざ親御さんのために頼むというのも聞いています

し、何かそういうものも含めて、とれのさとの農産物の販売だけじゃなくて大きな枠で考えられたら、

色んなところと手を組んで何かできたり、より良い方向に行ったりするんじゃないかと思います。 

【住谷委員】 

それといいですか。今、とれのさとで販売している加工品がありますけれども、ここで言われる加

工品というのはどこまで、どういう範囲を言っているんですか。 

【中原会長】 

とれのさとで扱っている？ 
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【住谷委員】 

別にとれのさとでなくてもいいですが、ちょっと手を加えれば加工品になっちゃうのかどうかとい

うことです。 

あと、とれのさとで加工品を販売したりしますが、それはどういう物を取り扱いしているのか、例

えばケーキでもいいですけど、どういうメーカーさんが入って、どういう種類を販売しているのか、

そういうのは行ってみなきゃ分からないと思うんです。そういうＰＲをもっとすべきだと思うんです。 

【藤沢委員】 

それはやっぱり広報の半ページを、農協さんでもらって、農協さんで紙面を作ってもらうようなこ

とでもいいんじゃないですか。 

【事務局（宮原主査）】 

加工品につきましては、目標値として設定している部分もございます。９ページ目で、「加工品販

売額はとれのさとにおける石狩農畜産物を使った加工品」としていますけれども、具体的には、「石

狩手づくり食品の会」さんが出しているものですとか、石狩の大豆を使った豆腐、また「こむぎっこ」

さんで作っている石狩の小麦を使ったパンですとか、あとは「山加製粉」さんのおそば、そういった

ものを加工品という事で設定しております。 

【藤沢委員】 

ごめんなさい、もうひとついいですか。例えば、石狩の原材料を一部でも使ったら出せるのかとか、

50％なければ駄目なのかとか、そういうのはどうなのでしょう？ 多分、とれのさとに出したいとい

う加工業者さんはいると思うんですが、その辺の範囲がまだ分からないというのと、どうしたら売っ

ていただけるのか、売らせていただけるのかと思っている方がいっぱいいらっしゃると思うので、何

か基準みたいなのがあると申請しやすいのかなと思っています。 

【中原会長】 

取り扱いに何か目標値っていうのはあるんですか？大体 100％とか。 

【事務局（佐々木部長）】 

その辺りは、農協の方でどういうものを売るのかを決めている部分がありますので、ちょっと私ど

もの方では把握してございません。ただ今日、とれのさとに非常に期待するようなご意見をいただき

ましたから、これは農協の方にしっかり伝えていきたいと思います。 

とれのさとについては、我々としても地産地消の非常に重要な拠点いう位置づけにしておりまして、

ここの運営をどうしていけばいいのかという事については、農協と比較的綿密に意見交換をしており

ますので、そういう機会を捉えて農協の方に伝えていきたいと思います。 

あと広報については、実際、広報の紙面というのは取り合いなんです。そういう意味でうまく確保

できるかどうかはちょっと分かりませんが、そういうことも意識していきたいとは思います。 

【住谷委員】 

それとですね、旫川の東川町で松家農園さんというところがあるんですが、ここは実は近隣の農家

さんが、確か３軒か４軒集まって、発芽雑穀いわゆる五穀米とか十穀米とか、そういうのを作りまし

て、非常に今受け入れられてきているというんです。それで、以前、女性の方が話をしたドンありま

すよね。そのドンに似た円いせんべいを今ＨＡＧで販売しようとしているんです。食べたお客さんは、

味は全然ないけれども無添加だし、非常にいい感触を得ているんですよね。そういうものをどういう
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形で作りあげて行くか、そういう加工をする事によって今まで例えば 10 円であったものが、倍以上

とれるとかあるので、石狩の農業発展のためには、そういう加工品をどこが考えるのかという事もや

っぱりやっていかなければいけないと思います。 

またそうなりますと、売る先も増えていくし、さっき言ったインターネットなんかもそうですけれ

ども、問い合わせがいろんなところからきて、石狩でこういう物を作っているともっとＰＲしていけ

れば、販売も増えていくと思うんですよね。そういう発信をどこでするか、どこが企画するのかとい

うのを今後やっぱり考えるべきだと思うんです。それこそ今なら、とれのさとで売るとか、全国のア

パートに発信するとか、例えばこういうものであれば病院なんかもいいですよね。 

【藤沢委員】 

あと冬期間ですけれど、野菜なんかも今フリーズドライだとか冷凍だとか、いろんな加工技術があ

ると思うのですが、新鮮な時にそういう事をやっておけば、当然冬は売れると思うんです。 

それで皆さん、冷凍の物は、意外と「ふん、冷凍…」って思われがちなんですが、新鮮なものの冷

凍は、端境期の無理して作ったものよりよっぽど栄養あるんです。だから、そういう事も考えられた

ら、本当に売るものがないのかなと、ちょっと疑問に感じるところです。 

あと、とれのさとで売っているものとかは、農協さんがすごく一生懸命やっているのは分かるんで

すけれども、多分、日常の買い物とか、やはりそこに携わるのは女性が多いので、とれのさとの運営

とかに、意見が言えるような立場で女性も加えたら、とってもいいお店づくりが出来るのにという事

も、何となく見ていて思います。 

【中原会長】 

大事なポイントですね。今のご議論は既存の加工品だけではなくて、今後、新たに開発するところ

をきちんと定めた方がいいのではないかというご意見も含まれている気もします。新しい加工品開発

の可能性を探って行く、それでその場合に、身近にその食品を考えている女性の意見を反映させるよ

うな、そういう仕組みも含めて、この振興計画がやはりそこに踏み込んでいった方が、私は生きてく

るんじゃないかなという気がしましたけれども、これは市の方にじっくりとご検討頂きたいと思いま

す。 

【住谷委員】 

それと一つ余談なんですけれども、実はわたし上砂川の出身なんです。それで、札幌・上砂川の会

というのがあったんですよ。それが２年くらい休眠していたんですが、今度 10 月ですか、もう一回

再構築しようという形で札幌で開催されて、50人くらい集まったんです。 

それを開催したのは、やっぱり上砂川町として、企業誘致もかなりやったんだけど、炭鉱がなくな

り基礎ベースがなくなって、どんどん人がいなくなってきていると。そうなると、どうやって構築し

ていくかという事で、切羽詰まっている感じではないですけれども、そうやって集まった人達にいろ

んな情報を集めて行こうと。それで、そのためには、例えば上砂川でキノコ採れますよ、こういうも

のを作っていますよという、発信をもっともっと上砂川出身の人に知らしめるためにどういう事をし

たらいいか、例えば上砂川に主な人を招待して、作ったものを見てもらおうとか、そういう事もして

上砂川の事をＰＲして行こうという会がこないだあったんです。だからそういうことも考えるべきで

はないかなという気はするんですよね、石狩市の出身の人達に。 
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【事務局（佐々木部長）】 

さすがに札幌市にはありませんが、東京には今、石狩会というのがあります。もともと浜益出身の

人たちは、小樽とか関東地方でやっていたんですが、その関東の浜益会と東京の石狩会が確か一緒に

活動していまして、そういう場面では石狩の方からも市長や副市長なんかが行きまして、そのような

意味での意見交換はさせてもらっているはずです。 

【事務局（重田課長）】 

先ほど藤沢さんから出た新しい加工品の開発については、いまちょうど来年の予算時期ですが、市

で考えているのは、農業者とか農商工連携をしている組織が新商品の開発などを行う場合に、それに

対して支援していくような事業を考えております。正式に決まりましたらまたご連絡はしますが、そ

ういう中で新商品の開発が、新しい段階を迎える事が出来るのではないかという風には考えています。

また、広報等でもお知らせしていくと思いますが、新しい加工品の開発推進について市なりに行って

いくことは考えています。 

あと、とれのさとの運営の件ですが、これも皆さんにあまり認知されていない部分があるのですが、

一忚、運営に関わって意見を言える組織で、「とれのさと運営協議会」というのを、農協が事務局に

なって持っています。そこは、生産者の方と、地産地消に取り組んでいる市民グループの代表の方と

かが入っていまして、とりわけ地産地消に係わる運営や店舗の事を含めて、意見を言える組織になっ

ています。今まで３回会議をやって、いろいろ意見はあげておりまして、それがもっと見える形にな

って、さらにそれで改善されていけばいいと思いますが、一忚、そのような仕組みを作って対忚して

います。 

【中原会長】 

はい、ありがとうございます。あと、生産者の方いかがでしょうか。 

多様な担い手ですとか、議論として絶えず出てくるんですが、わが地区で多様な担い手とか何なの

かとか、また、それに限らず、おっしゃっていただければと思います。加藤美津子さんいかがですか。 

【加藤美津子委員】 

「とれのさと」には、恥ずかしい話、まだ行っていないのですが、加工品は販売して頂いているん

です。しそジュースとかジャムですとかを作っていますので。 

夏に農家をしながら、７月から８月、９月まで１カ月半くらいの中で１万本くらいつくるのが大変

で、グループには 21 人位いるんですけれど、１日に５人なり６人なりが出てつくると、３日か４日

には１回出ないといけないわけで、農家の仕事をしながら、お父さんに怒られながらやっているんで

すけどね。でも、おかげさまでしそジュースも販売させて頂いて、困るくらい売れているんです。そ

れを今度は、どうやって自分達で継続していくのか、やっぱり自分達も年をとってきて、なかなか後

継者もいないということで、どこでも同じなんですがそこが悩みです。 

【住谷委員】 

今、加藤さんがおっしゃったように、それを今後どういう風にしていくのかということでは、例え

ばいい委託先があれば、原料を供給してやるとか、そういう事も考えなければいけないですよね。 

【加藤美津子委員】 

そう、原料を作りながらなんです。シソは自分達の仲間の中で作って、それこそ農薬使わないでや

ることにしているから、なかなか大変なんです。 
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【住谷委員】 

それも私がさっき言った、松家農園さんが農家何軒か集まって作って発信しているように、どう発

展させていくか考えないといけない。 

【加藤美津子委員】 

主人なんかからは、「そこまできたら、誰かに委託とかした方がいいんじゃない？」と言われるん

ですけれど、やっぱり自分達で始めたものですから。まだ、どうしようというのは決まっていないん

ですけれど。 

【藤沢委員】 

あと私たちもそうですけれど、まだ小さい単位で、見える範囲だったら自分達でできるんでしょう

けれども、これがもう本当に売れるんだっていうのが分かった時には、やっぱり原材料のシソを作る

方に専念して、売る方などはどなたかにお任せした方が伸びる方法なんでしょうね。 

【加藤美津子委員】 

それでシソジュースも、皆さん結構、自作でも作りますから。大通りなんかに販売に行っても「自

分達で作っているよ。」という人が結構いるので、もうそろそろ潮時かなって考えたりするんですけ

れども、そこでいろいろ考えて、大きいビンだったのを 360ccの小さいビンにして、すぐ飲めるよう

なキャップに変えたりして工夫はしています。あと濃縮とか、色々作ってみたりしています。 

【住谷委員】 

それを今度どこに委託していくか、どこが安心できるのかというところで、なかなか探しきれない

部分もあると思うんですが、それが例えば藤沢さんのところとか、藤沢社長のところもいろいろ取引

があるし、私もいろんな食品に携わってきましたが、どこに頼めば安心できるのかというところだと

思います。そしてそれをいかに継続して、石狩の特産にして出していけるかというところだと思いま

す。 

【藤沢委員】 

あともう一つよろしいですか。この間、たまたま小麦の件で新港のある企業にお邪魔した時に、新

港にもいろんな加工業者さんがいるんですが、やっぱり石狩でとれるものを待っていたような言い方

をなさっていたんです。その辺がまだまだこう、マッチングしていないんだなあという事を感じまし

た。 

物を作った方は作った方で、それを出したいと思っているし、例えば新港企業で加工業者さんが石

狩の物を使いたいと思っているのに、そのツールが分からないっていうんですか、それは非常に感じ

ました。石狩産のものだと言ったら、本当に待っていましたとばかりで、「開発はいくらでもします

よ。」という言い方をなさっていたんですけれども、その辺がまだちょっと出来ていないのかなとい

う気はしています。 

たまたまうちは、直接、生産者からいただいて加工出来るものですから、その辺が割とスムーズだ

ったんですけれども、手だてがない方は、お互いに思っているけれども、なかなか商品化されないと

いうか、加工品までは行っていないのかなという気がします。 

【住谷委員】 

以前お話させていただいたんですけれども、例えば石狩市の庁舎なら庁舎の中で、生産者とそうい

うメーカーさんをマッチングさせるための商談会みたいなものもやればいいと思うんですよ。石狩で
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はこういう物もとれますよと現物を持ってきて、メーカーさんを呼んでという事を絶対やるべきだと

思うんですよ。 

あと以前、藤沢社長がお話ししたと思うんですけれども、例えば東京に役所の方が出張に行く時で

も、石狩の野菜をフリーズドライにしてお土産に持っていくとかしたらいいんじゃないかという話が

出ていると思うんですよ。それが、以前お話ししたきりになっていて、どういう風に進んでいるのか。

やっぱりこの会というのは、どうしたらいいかというのを含めて、進めるためにはどうしたらいいの

かというのを、やんなきゃいけないと思うんです。そういう途中経過というのがあって然るべきだと

思うんですよ。そうしないと、ただ集まっただけの、会合になっちゃうんですね。だったらやらない

方がいいと思うんですよ。 

【矢野委員】 

実はこの間、私たちのグループで、長いもで団子を作ったんですよ。普通はでんぷん団子ですけれ

ど、長いもで作ったらすごくおいしくて、市長も「わあ、こんなにおいしい物だったんだ。」ってい

うことでお話したんです。 

それで、「長いも団子美味しいよね。」って言っていたら、別の方から「生振かどこかの農家の方が、

長いもでケーキを作るよ。」ということを言っていまして、それは初めて聞いたんです。 

ですからそういう女性部ですか、農家のそういう方たちも、やはり広報あたりでとり上げてくれる

と、「講師に来てください。」とか色々頼めると思うんです。それで、それを商品化したりとか、材料

じゃなく加工したものもどんどん出していくとか、できるようになると思います。 

【藤沢委員】 

六花亭さんでも長いものシフォンケーキを出していますよね。 

【矢野委員】 

とても美味しく、上手に作る方がいるらしいですよ。ですから、そういう事をやはり農協さんと行

政と商工会でしょうか、一緒にそういうのをお話しするような場面があると、もうちょっと私たち消

費者はいいかなと。そして私たちも外に向かってお土産を持っていくとか、何かすればいいと思うん

ですよね。 

【藤沢委員】 

今、長いもの話が出たから思ったんですけれど、２週間前くらいかな、コンフォート栄養食物研究

所というのが札幌にあるんですが、そこの管理栄養士さんで糖尿病に割と強い栄養士さんなんですが、

自分でカロリーを全部計算したレストランをちょっとだけおやりになっています。北海道では割と名

前の通った北川さんという方ですけれども、そこで、ある生産者さんの長いもオンパレードのお食事

をいただいたんです。 

私も今まで、長いもは磨るか切るかぐらいで、味付けがちょっと変わるくらいのイメージだったん

ですけれども、本当に最初から最後まで、デザートまで長いもだったんですね。それで、とれのさと

にも長いもが置いてあるのを知っているものですから、これはこういう方に来て頂いて、一度そうい

う物を作って頂いて、色んなものが出来ることがわかったら、もっと皆さん買うだろうなって思いま

した。女性でも知らない事があって、いくら毎日食事を作っていてもマンネリ化したりというのがあ

るんですが、ああいう方にたまに来て頂けたらなあというのを、その時思ったんです。 

それと、とれのさとの加工施設での体験なんかも、いろんな方を呼んでくればいいと思うんです。
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だけどそういう所の経費って、例えば会費はもちろん払ってという事になるんですけれども、どこに

どういうお願いの仕方をしたら、あそこを使わせていただけるんですかと思ったりしています。 

【事務局（重田課長）】 

農協と相談していただければ可能かと思いますが、とれのさとでも独自に料理教室を持っています

ので、そうした中に組み込んでいくとか、色々方法はあると思います。 

【住谷委員】 

石狩に北コミセンと南コミセンとがありますよね。あそこに調理できる場所があって、私、おやじ

の料理教室という事で４回ほど出たんです。それは全部で４回で 2000 円だったんですが、それが終

わってから独自に、例えば入会金 3000 円で年会費 2000 円とか、１回 1000 円とか、そういう感じで

できるそうなんです。その中で実は有機野菜を作っている長さんが、６月だったかアスパラを使った

料理教室をやったのでそれも出たんですね。長さんは長さんで独自のものをやっていますが、そうい

うのも結構あるので、そういうのとタイアップしてやるとか考えるべきだと思うんですよね。 

【藤沢委員】 

そういう時に、石狩の野菜を使ってとかね。 

【住谷委員】 

そうそう。 

【中原会長】 

地産地消のメッセというかバザールみたいな場を作って、それを生産者と小売業者さんの出会い、

マッチングの場にしたり、あるいは新しい料理法とかレシピを消費者が共有できるような機会に作っ

て行くとか、何かふくらみがすごく出てくる場ではないかなと思いますので、ぜひ実現方を、農協さ

んとの打ち合わせになるのかもしれませんがお願いしたいと思います。 

僕の希望としては、プラプラしている学生でも、ネットを使わせれば、発信とか色んな事をやった

り、あるいはイラストなんかも可愛らしく作ったりするので、失礼ですけど安いアルバイト料で結構

な情報が出てくるので、その辺も柔軟に組み込んで、生産者と消費者のマッチングの場を作っていた

だければ、石狩は素材の良いものがいっぱいあるので、すごく発展するんじゃないかという気がして

おります。 

【事務局（重田課長）】 

一言だけいいますと、取組みというには不十分かもしれませんが、先ほど言った商談会の話も、今

年の２月に地産地消フェスタというのを行ったときに、そういう場を設定はしました。残念ながらご

相談に来られる方はほとんどいませんでしたけれども。 

それと、とれのさとの中で地元の農産物を使ったいろんな料理講習会を、今年だけでも毎月１回は

必ずやっていましたから、これまで 10 回以上はやっているんですね。そういう形で、いろんな仕組

み作りはやっています。ただ、皆さんに対する周知が不十分だとかいろいろありますので、今後努力

していきますし、そういう取組みについては我々も重視して行きたいとは思っております。 

【中原会長】 

どうでしょうか。お時間も経ってきているんですけれども、生産者の方も来ておられますので、生

産者の立場としてこの振興計画ですね、ここはこうではないかとか、自分達が主人公だけれども、こ

このところはこうした方がいいんじゃないかとか、そういう提言を含めておっしゃって頂ければあり
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がたいと思います。加藤孝さんいかがですか。 

【加藤孝委員】 

今のところ自分は、これからやって行くであろう仕事を覚えるのに精いっぱいで、これからどうし

ようというのはあまり意識の中にはないんですが、それでもこういう会とか、他の生産者や業種の方

とつながりを持っていく機会は沢山あった方がいいのかなというのがあります。 

【中原会長】 

河野さんいかがですか。この成長戦略ですね、地区別にも触れられていますので、それらも含めて

生産者から見てどうでしょう。 

【河野委員】 

特別にはありませんが、今日意見が集中した加工の分野ですね、いま原材料の生産だけでは先が見

えているという格好ですので、やっぱり重要かなとは思います。震災を受けた塩釜とか東北地方です

か、ああいう所の漁村とかでも加工業者が壊滅して、魚をとってきても買ってくれるところがなくて、

いつもの３分の１位の値段で買われているそうです。そこで、やっぱり次の段階の加工というのが非

常に大きいということで、それを目指すべきだと思います。私としては、ちょっと今のところ手が出

せない状況ですので、他の人に頑張って頂いて、私もちょっと足を引っかけて乗れたらいいのかなあ

と、そういう風に思います。 

あとここには載っていないんですが、この間から新聞に載っていたのは、太陽光発電、ビニールと

かのシートに発電する薄い膜か何かをくっ付けて発電するという商品の開発が進んでいます。原発の

事故以来、エネルギー生産・確保と言うのが、いろいろ議題になっていますが、ちょうど農家でいえ

ば、そういう資材を取りつける場所があるんですよね。 

今回の計画には載っていないですけれども、農村でのエネルギー生産というんですか、そういうの

を探る取り組みを持ってもらいたいなというのが、私のこのごろ感じた部分です。 

【事務局（重田課長）】 

大分議論になって、最終的には載せていなかったのですが、いわゆる再生可能エネルギーですね。

配水路を利用した小水力発電とか、今言った太陽光を使っての発電ですが、それらについては載せて

いなかったのですけれども、その辺含めて検討をしたいと思います。 

【事務局（佐々木部長）】 

例えば河野さんの周りでは、そういった太陽光ですとか小水力発電ですとか、あとはバイオガスを

使った発電とかに関心を持っている農家の方はいらっしゃいますか？ 

【河野委員】 

聞いたことはないです。 

【事務局（佐々木部長）】 

全体的な方向性としては、農業と再生可能エネルギーはマッチングするような方向で来ていますか

ら、そういう事の啓発を含めて、取り上げることは有りだなと、お話を伺って感じました。 

【中原会長】 

ありがとうございます。 

【河野委員】 

  確かに今はないのですが、昨年研修で石川県に行ってきまして、用水路から水を引いて水力発電を
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やっているところがあったんです。土地改良区というところでやっていたんですが、うちでもやった

ら経費削減、補てんになるかなと。実現するにはいろいろ問題はあるでしょうけれど、そういう事例

がありましたので。 

【事務局（重田課長）】 

国では非常に力を入れていまして、農業関係の予算付けとしてはこちらの方にシフトしてきていま

す、再生可能エネルギーの方に。 

【中原会長】 

はい、ありがとうございます。林さんいかがですか。 

【林委員】 

  農業後継者の育成というところで、僕もいしかり塾のメンバーとして入って、農家の若い人と交流

しているのですが、この間、天使大学の学生と長いもの収穫体験をして、その収穫した長いもを使っ

て一緒に料理をして、それを加工品としてどうかという交流会をやったんですね。 

いままで農家の若い人の会というと、農協の青年部という団体があるんですけど、どうしても農業

をやっている人としか交流の場がなかったものですから、今回このいしかり塾という会があることで、

農家以外の人達とも知り会えるきっかけになるので、これからはいろんな消費者の方とか農家以外の

人達と交流できる場を設けていったら良いのではないかと思います。 

【中原会長】 

  いま林さんがおっしゃったのは、10ページ辺りがひとつですかね。取組の内容で「市民との交流の

促進」というところがありますけれども、どうでしょうか市の側として、いまの林さんのご意見なん

かは今度の計画でどこかに入りますか。 

【事務局（宮原主査）】 

  ６ページになりますが、農業後継者の育成というところの三つ目になります。一つ目にも「いしか

り塾を対象とした研修会の実施」というふうな記載もございますけれども、今回、林さんがおっしゃ

っていた大学との商品開発等につきましては、こちらの方で記載している形にしております。 

【中原会長】 

  なるほど、農業後継者の育成のところですね。石狩市内の大学というと藤女子大さんですか。食品

の学科もあるということなら、それは有望な交流の場になりますね。 

その他いかがでしょうか。吉田委員いかがですか。 

【吉田委員】 

  農業振興計画で、今後の市の農業施策の方向性を示すということでございますが、この案を見ます

と大体その方向性は示されているかなと思います。先ほどから出ています地産地消や加工品について

も方向性としてはここでうたわれていると思いますし、あとはこれをもとにして実際に推進していく、

具体的な事業に入るときに、今日出されましたご意見というのが非常に参考になるのかなと考えてお

ります。 

それで一点だけ、15ページの環境に優しい農業の推進のところですが、数値目標の中で、YES！clean

の集団数は目標値としてありますが、エコファーマーはどうかというところです。 

敢えて載せなかったのかもしれませんが、YES！cleanについては集団になりますし、エコファーマ

ーは個人での環境に配慮した栽培方法ですが、エコファーマーの資格を取りますと農業者の方は生産
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とか販売に張り合いが出ますし、また消費者の方もエコファーマーが作った農産物ということで、や

はり反忚も違いますので、そういう面でエコファーマーの数値目標を入れてもよろしいのではないか

とちょっと考えました。 

【中原会長】 

  どうでしょうか、市側としては。15ページの数値目標のところにエコファーマーの目標を掲げた方

が良いのではないかというご意見ですけれども。 

【事務局（宮原主査）】 

  いま現在、石狩市内でエコファーマーは五十数名いらっしゃるのですけれど、全員がそうではない

のかもしれませんが、農業者からの正直なご意見として、労力の割にメリットがあまりないというよ

うなご意見もございまして。 

【加藤美津子委員】 

エコファーマーは、なにか今年の４月からマークが使えなくなりましたよね。だけれども取得がど

うとかいっているのは、どういう関係でそういうことになったのですか。 

【事務局（宮原主査）】 

  制度自体は残っています。それで、マークがなくなったのは、詳しい経緯は私も分からないのです

が、そのマークの権利を持っていたところが、なんらかの関係で今後は使わせませんよという形にな

ったと聞いています。 

【吉田委員】 

  エコファーマーのメリットといいますと、私もあまり詳しくは思い出せないのですが、例えば農業

機械を買う時の税の軽減とかがあるんですけれど、あまり生産者の方にはないかもしれません。ただ、

その取組みをすることによって、農業者の方が意識をしていただくことと、それから先ほどいいまし

た消費者向けのＰＲの部分かなという気がします。ただ直接的な、例えば金銭的なメリットは、ない

といったら語弊があるかもしれませんが、確かに尐ないかもしれません。 

【事務局（宮原主査）】 

  事務局としては、それよりは YES！clean の方が、集団的に行うことで商品自体のブランド化にも

つながりやすいということで、設定しております。 

【中原会長】 

  ありがとうございます。あと、有田委員いかがですか、この成長戦略をご覧になって。 

【有田委員】 

  良いものがあることは皆さん知っているんだけれども、ほかにそれが伝えられていない、要するに

コマーシャル不足という話は何度も出てきていると思いますが、やはりその辺だと思います。  

私は、作る側、生産者側については全く分からないんですが、消費するとか売るのは、たまたま観

光センターで物を売ったりしていますので、そういうことで考えますと、石狩にはこれだけのものが

あるよというのを、本当に小さいものから大きなものまで載せたカタログが欲しいなと思いました。 

そしてそれを、地産地消ということであれば全戸配布したり、もっと外に出していったり、そんな

の必要ないといわれるかもしれないですけれど、石狩でもこういう良いものあるよ、それはこういう

方が作って、こういうところで売っていて、というものがあればいいと思いました。 
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【中原会長】 

  ありがとうございます。たまたま、私、江別市に住んでおりますが、江別では、町村さんのところ

を起点にしてフットパスですとか、そういうルートがあって、そして直売所が全市にスポット的に置

かれているものですから、そういうものが一枚で分かるというのがあります。自分の体を使いながら

レクリエーションしながら何かおいしい物を巡って歩くルートがあったり、相当、多重な情報がコン

パクトに入っているので、いいのではないかという気がするんですね。そういうものも、特に石狩市

の場合、南北に細長く、バラエティという意味で非常に価値のあるところですので、何かそこのとこ

ろをご期待したいと思っております。 

  時間が近づいてまいりましたが、議論としていろいろ尽くさなければならない点があろうかと思い

ますが、ある程度のご議論はいただけたのではないかと思います。では、今日の成長戦略に関する議

論は一忚ここで閉じさせていただきます。どうもありがとうございました。 

その他の点でなにかございませんでしょうか。それでは事務局の方から次回の日程等も含めてご連

絡ください。 

【事務局（宮原主査）】 

  事務局から次回の開催予定です。次回、第５回策定委員会は現在のところ２月２日木曜日を予定し

ておりますが、正式に決まり次第ご案内させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

次回は、今日いただいたご意見も踏まえ加筆修正等しまして、素案という形でご提示する予定です

のでよろしくお願いいたします。 

【中原会長】 

  ありがとうございます。今日のご議論も含めて素案という形で、再度皆さんの目に触れる形にした

いとおっしゃっています。２月２日木曜日が第５回目の策定委員会になろうかと思います。どうぞよ

ろしくお願いします。 

それでは本日の議事をこれで締めたいと思います。皆さん長時間本当にありがとうございました。 
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