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第３回 第３期石狩市農業振興計画策定委員会 

 

日 時 平成２３年１０月２８日（金） 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、林太一委員、伊藤佐智子委員、加藤孝委員、 

河野幹男委員、荒関淳一委員、東海林豊委員、吉田公委員、中村成樹委員、 

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、主査 佐藤賢司 

厚田支所地域振興課  主査 吉井重正 

浜益支所地域振興課  課長 佐々木政人 

傍聴者 ０名 

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

【中原会長】 

  それでは、定刻となりましたので、第３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。ご多忙のところ皆さまにご出席いただきまして、誠にありがとうございます。なお、事務

局を通じて、加藤美津子委員、久慈委員、それから池田委員、喜多委員、この４人の方から欠席のお

知らせを頂いております。 

それでは第３回ということでご挨拶をさせていだたきます。この策定委員会、第３回を迎えました。

第２回目の委員会では、平成 15年から 24年に至る現行計画をどのように評価するのかという事で前

回はご議論いただいております。ただ私の議事のまずさもございまして、それが中途で終わっており

ますので、本日はそのやり残しの部分を仕上げた上で、次期の計画のマスタープランを資料に基づい

て議論をしたいと思います。  

それでは今申し上げましたように、現計画に基づく施策の評価、これが今日一点目の議題です。そ

れと二点目は、新計画の施策について、活発なご議論を頂きたいと思いますが、まず一点目を事務局

の方からポイントをご説明頂きたいと思います。 

【事務局（重田課長）】 

私の方から簡単に説明したいと思います。まず会長が言った事の繰り返しになりますが、前回、現

計画に基づく施策の評価という事で、皆さんから多くの意見を頂きました。その中で、基本方向２の

「生産性の向上と経営の効率化」、基本方向３の「安心・安全な農産物を提供するための環境に優し

い農業の推進」この二つの方向についての意見が尐なかったというのもありますので、皆さんに再度

この二点に関しご意見いただいて、この農業振興計画に基づく施策の評価について、皆さんの中でご

確認をいただきたいという風に思います。以上です。 

【中原会長】 

ありがとうございます。そのような事で、現行計画の基本方向の２と３を残しておりました。口火

を切る意味で、氏家委員と林委員の方から、これらの事柄についてご意見をたまわりたいと思います。

よろしくお願いします。 
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【氏家副会長】 

それでは，私農協の立場から現計画の２の分ですね、生産性の向上と経営の効率化につきましてお

話をしていきたいと思います。 

現計画の中の法人化・組織化の推進、これについてはまだまだ道の半ばというよりは、まだ始まっ

ていないという事で、一戸一法人でしかないです。集落的な部分が、まだ当初思い描いていた通りに

はなっていないことから、今後についても、企業的な農業者の育成というのも含め、この法人化・組

織化の推進というのを次の計画でも入れていきたいと思っています。 

またその中で、特に土地利用の効率化あるいは集約化という部分でいきますと、地域によって違い

ますけれども、かなりの比率ですでに土地利用されているという事で行きますと、もう尐し先を見据

えた、将来の担い手の部分を含めた、地域的な土地の利用形態を考えることが必要です。現時点では

特に大きな問題はありませんけれども、ある程度担い手が不足している地域については特に、近い将

来に向け地域が崩壊に向かっているという部分があるので、そのへんについても、継続して神経を入

れていきたいと思っております。 

あと、現計画の４番目に振興作物というのがあります。現時点ではある意味、力技で所得を確保し

ておりますが、これも先ほど申し上げました通り、担い手が不足しているという事でいけば、底地で

ある農地については変わっていないわけですから、ある程度の輪作体系を組みながら、それらの土地

利用を考えて行かなければなりません。ＪＡいしかり管内の話でありますが、道の方の指針でありま

す４年輪作の、４つ目の作物がある意味ないという部分がありますので、新たな土地利用作物がもう

ひとつある事によって、理想的な土地利用、輪作体系が組めると考えられますので、現在、支援セン

ター中心に、次の作物を模索している途中でありますけれども、施設園芸プラス土地利用型作物、畑

作含めた新たな振興作物を、次期計画でも改めてどういう物がいいのかという事を計画の中に落とし

込んで頂ければと考えています。 

生産性の向上と経営の効率化については、以上このような内容となっております。 

【中原会長】 

以上でよろしいですか。ありがとうございます。現行の担い手をどこに評価を置くかという事と、

担い手を安定化させる上で、４番目の新しい振興作物を視野に入れるべきではないかという事で、現

行計画を見ながら、なおかつ新規計画にこう生かして欲しいという視点でご発言をいただきました。 

それでは基本方向３の「安全安心な農産物を提供するための環境に優しい農業の推進」という事で、

林さんお願いします。 

【林委員】 

「安全安心な農産物」と書いてありますけれども、僕の住んでいる地域は志美ですけれども、そこ

の田んぼで、“Ｙｅｓ！Ｃｌｅａｎ”という、本州でいうと「特別栽培農産物」ですが、必要最低限

の農薬、最低限の化学肥料を使って、安全な米を作るということを、地域ぐるみで、地域の農家が数

件集まって約５年前から取り組んでいます。農薬を使う回数を限って栽培し、農薬の銘柄についても、

「こういう農薬を使いたいんだけど、どうだろう」とか、意見を皆から集めて１年間作業しています。

回数が限られているので、やる回数、やる日にちとかを、個人個人でそれぞれ決めるのではなくて、

地域全体で栽培に適した農薬をいかに効率よく散布できるかどうかを、皆で話し合って、「じゃあこ

の日にやろう」とか、風向きによって他の農産物にかからないように、皆で気をつけながらやって行
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こうとか、そういう今までの栽培している方法とはまた違う、地域ぐるみと言うか、協力をしながら

栽培をしています。 

また、栽培が終わった後、秋に自分の土を土壌分析しまして、来年作る作物には何が足りないか成

分を調べて、こういう肥料を使おうとか、という方法にも現在取り組んでおります。 

また、石狩は野菜類、ブロッコリーとかエンドウとかを本格的に栽培をしている事から、どうして

も連作をすると病害虫の発生とかが多くなり、それだけ農薬代など費用がかかるので、輪作体系、さ

やえんどうは豆科ですので、その翌年は麦を蒔いたり、あとは馬鈴しょとか、根物をつくるとか、そ

ういう毎年違う作物を作ることによって、病気に強い作物を作るよう生産者は心がけながら栽培して

います。大体うちの地域で取り組んでいるのはそのようなことです。 

【中原会長】 

ありがとうございました。基本方向の２と３を中心にご意見いただきました。 

【矢野委員】 

ちょっと聞きたいのですけど、よろしいですか。今、林さんのおっしゃった“Ｙｅｓ！Ｃｌｅａｎ”

の話ですが、これは農産物の表示ですよね。これは例えば、今お話にあったように、ブロッコリーと

かは連作がだめなので、次は何かを植えなければいけない。そうなると“Ｙｅｓ！Ｃｌｅａｎ”の表

示の有効期限というのでしょうか、勝手に自分で表示できるのではなく、認定されて初めてマークを

付けることになると思いますが、それはどのくらいの有効期限なんでしょうか。 

【氏家副会長】 

特に期間は定めておりません。道の方で認定しておりますが、毎年、秋に終わりましたら道の方に

は報告を上げて、次の年にまた計画を上げるということの繰り返しです。 

【矢野委員】 

そうですか。私たち消費者は、毎年“Ｙｅｓ！Ｃｌｅａｎ”のついた石狩産の何かを食べますよね。

これは安心できるもので、道の方で毎年検査をして、更新されているという認識で構わない訳ですよ

ね。そこで、石狩にはどのくらいの“Ｙｅｓ！Ｃｌｅａｎ”のマークがついているものがあるのでし

ょうか。全然、わからないのですよね。 

【氏家副会長】 

ＪＡいしかり関係ですが、お米とミニトマトのみです。お米は石狩市全体の約３分の１が“Ｙｅｓ！

Ｃｌｅａｎ”の認定をとっています。ミニトマトについては全量です。それ以外の品目については、

認証はとっていません。特に今、林さんがおっしゃられたように、道の基準の中では慣行の半分以下

とかいろいろありますが、“Ｙｅｓ！Ｃｌｅａｎ”をとっていないから基準を満たしていないのかと

いえば、必ずしもそうではないです。ただ道の認定をとっていないと言うだけで、そこをクリアして

いる作物は他にもいっぱいあります。 

【矢野委員】 

こういうことは私たち石狩に住んでいて、本当にわからないんですよね。いつも戻るのはＰＲ不足

ということかと思います。本当に広報に、広報もいつもびっちり書いていますけれども、常に毎月載

せるようなスペースをいただくようにしたら如何なものかと思います。そしてＰＲすると、目にする

機会が多いからですね。 

あと、石狩産のものは札幌のＨＡＧとか、さとらんどで扱っていますよね。他に扱っている所はな
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いんですか。 

【氏家副会長】 

石狩産の農産物が札幌のどこで買えるかということですね。色んな形で流通には乗っているんです

が、例えば近くでは生協さんの花川店でも買えますし、ヨーカドーの屯田店、屯田のホクレンショッ

プでもあるのですが、一つドーンと大きいコーナーで石狩産というのはないです。通常のレギュラー

品の中に、ブロッコリーだけ入っているとかスイートコーン、アスパラだけ入っているとかなので、

そういう部分で行くと店によってはＪＡ石狩産という表示をしない限りは、中々皆さんの目につくか

と言えば、そうではない部分があります。 

すみません、ＪＡ石狩の事ばかり言っていますけれども、厚田、浜益の北石狩農協の取り組みもあ

れば、支所長ちょっとお願い致します。 

【荒関委員】 

厚田支所、ＪＡ北石狩厚田支所管轄ですけれども、“Ｙｅｓ！Ｃｌｅａｎ”等関係については、う

ちで認証をとっているのはありません。あと販売関係では、地元の作物をどこで売っているのかとい

うと、厚田の方では女性部が作った加工品、いちごジャム、かぼちゃジャム、しそジュース等につい

ては、ＨＡＧマートとか、うちでも売っています。それにプラス、八紘学園とか、あとは市の図書館、

そういうところにも納めて、尐しでもＰＲというか、地場産のものを販売しています。ただ“Ｙｅｓ！

Ｃｌｅａｎ”認証は、自分の記憶では厚田地区ではとっていなかったと思います。 

【林委員】 

“Ｙｅｓ！Ｃｌｅａｎ”はなかったと思いますが、野菜関連でエコファーマーがあったように思い

ます。 

【荒関委員】 

“Ｙｅｓ！Ｃｌｅａｎ”については、厚田地区ではとっていないですが、ただ有機栽培とかは、個々

の農家さんで有機栽培の認証をもらって、農協を経由しないで自分で販売しているという方がいます。 

【矢野委員】 

そうですか。ありがとうございました。 

【中原会長】 

ありがとうございました。浜益支所はどうですか。 

【東海林委員】 

浜益支所については、厚田と同じく“Ｙｅｓ！Ｃｌｅａｎ”の認証を受けている人はおりません。

エコファーマーは、化学肥料と農薬をちょっと尐なくする取り組みで、ピーマンとサクランボの生産

者が、部会と言うんですか、自分達の組合でそういうことをやっております。 

それで、エコファーマーの表示と言うのは今年までの期限で、今まであった全国的なエコファーマ

ーの表示が、今度は、北海道は北海道、県は県での表示に変わるというんですが、北海道のエコファ

ーマーのマークがこれになりましたよということは、まだ聞いていない状況です。それで、うちらも

今年まではピーマンも、パッケージのＦＧフィルムに、エコファーマーのマークを付けているんです

けれども、来年からはだめですよと言う事です。 

浜益は生産物も尐ないんですが、２種類のエコファーマーをとっているという事と、エコファーマ

ーの基準が若干変わりますよという事です。以上です。 
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【中原会長】 

ありがとうございます。それでは現行計画の施策の評価という点では大体よろしいでしょうか。 

【石丸委員】 

今の話、林さんと浜益、厚田の話を聞いたんですけれども、矢野さんのお話にもあったように、農

産物が生協をはじめスーパーとかで結構目にすることも私も多いのですけれども、消費者としてはお

米なんですね。たぶん資料のどこかには、お米の割合がどうとかいろんな事が書いてあったと思うん

ですが、「とれのさと」に行けば積んであるのは見えるのですけれども、その米のパッケージを見れ

ばそれが北海道産とかではなく、石狩産だというのが解るようになっているのでしょうか？ 

【氏家副会長】 

オリジナルの名前をつけて、それを５キロの販売パッケージにしているものと、通常のホクレン販

売の「ゆめぴりか」とか、そういう通常のものも一部置いています。あと、精米していない玄米での

量り売りというのがありますけれども、今おっしゃっているのは、精米した物の方でしたか？ 

【石丸委員】 

そうですね。普通に私たちが買う物で。 

【氏家副会長】 

であれば、私どもがやっている、カムカムがそうです。 

【石丸委員】 

お米、田んぼというのが、石狩とイコールにならなかったりするもので、前も言ったように、農業

体験も子どもたちが違う県に行った時にやるとかいうイメージがあるので、スーパーに行った時に、

「石狩産」と目にする米が売られていたら、ＰＲイコール、また買ってみようというふうになると思

います。なかなか違う所に卸していたりとかで、難しい点があると思うんですけれども、一般の消費

者からすればそういうように、パッと石狩産の米が意識的に感じられたらすごいＰＲにもなるかなと

ちょっと思いました。 

【矢野委員】 

私もそう思いますね。やっぱり前回もブランド化というのもずいぶん議論が出たようですけど、一

つのブランド化になると思うんです。そのためにＰＲと言われるんですけれども、石狩は以前聞いた

時に、お米だと、どの地区はおいしいけれども、どの地区はおいしくないという、土壌の関係なのか

もしれませんが、そういうバラつきがあるというのを聞いたことがあるんです。それでそこのところ

を一度団体で食べたことがあるんですが、あれはたんぱく質で違ってくるんでしょうかね。やはりこ

ういうバラつきがあるんだねっていうことを話していました。 

私も今、大変申し訳ないのですけれども、蘭越の生産者から毎年とっているんですが、本当は石狩

の米を食べたいんですよね。そういう所をもうちょっと、せっかく石狩に住んでいるんだから、石狩

のお米という事で、多分袋を作るとお金がかかるんでしょうけど、「ホクレン」っていったら、どこ

でも同じようなき気がして拒絶反応を示すんですね。ですから、「石狩産」とか、「どこどこ産」とか

とできないものかと、いつも思うんですけれども。 

【住谷委員】 

たぶんそれはね、売る方からしたらやっぱり、数字持っている方がいいから。売れるものをやっぱ

りやりたいわけですよ。そうなれば「とれのさと」では、石狩のものを売っているわけだから、この
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方が言うように、石狩産を中心に売ればいいと思うんですよ。そういうＰＲをもっとやるのが良いと

思います。一般のスーパーさんなんかは数字を持っている訳だから、やっぱり広い範囲のものを売る

のが一般的だと思うんですよね。だから「とれのさと」では、そういうＰＲをもっともっとやってい

けばいいと思うんです。 

【氏家副会長】 

ありがとうございます。そのとおりだと思います。私ども確かに以前は色々とやったんですけれど

も、とれのさとが出来た以上は、あそこを私どもの核として色々発信していきたいと思っています。

ＰＲが下手だというのは分かってはいるんですが、尐しずつ努力させて頂きたいと思っていますので、

色んな機会を使いましてＰＲさせていただきます。 

その中で、矢野さんから色々うかがったんですけど、米に限った話ではないですが、確かに土地で

作物が変わるのは否めないです。そこで農協としては、地帯に応じて品種も変えますし、私ども施設

調整をしていまして、これはたぶん全道で一か所しかないと思うんですが、100％施設調整していま

す。昔でいえば一俵 60 キロの一個一個の検査だったんですが、今おっしゃられたような田んぼの違

いで、食味が若干違うとか品質が若干違うとかっていうのがバラバラあるわけですね。それを私ども

は施設で、用途別、地帯別にある程度分けながら、均一のものをと施設で調整をして、今言われたよ

うな、こっちはおいしい、こっちはおいしくないというものを尐しでも無くすための施設調整をして

おります。そういう努力はしておりますが、育ちという、持って生まれたものがあるので、そこはち

ょっと申し訳ないのですが、今の技術では出来ないという事です。 

【矢野委員】 

という事は、ＪＡいしかり産では地域性でいろいろなお米ができますよね。それをブレンドしてい

るという理解でいいのですか。 

【氏家副会長】 

そうです。すべて一発でまとめる訳ではなくて、ある程度近いものをより均一にするという事でや

っています。 

【矢野委員】 

そうですか。実は地方におりました時に、日高管内ですけれども、そこでとれたお米が非常におい

しいのですが、そこの農協さんでは、町の人にだけ「なになに産」として売るんです。あと、町以外

の人には、ホクレンか何かのネーミングをつけるんでしょうね。だからお店に行った時は「どこどこ

産のありますか。」ということで、こっちに戻って来た時も何回か送ってもらったことがあるんです。 

そういう風にして、おいしいお米を私たちが継続して食べられるような、安心して食べられるよう

なものができればなあと思いますけど、ブレンドするのも仕方がないですよね土地柄、それはわかり

ました。 

【氏家副会長】 

一つ言うと、今年の「ゆめぴりか」はおいしいです。それだけは間違いないです。 

【中原会長】 

もっともっとご意見をいただきたいとは思うのですが、基本的なものは出たのではないかと思いま

す。現行計画の施策の評価については、本委員会としておおむね妥当として、ここで議論をまとめて

よろしいでしょうか。 
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ありがとうございます。それでは二点目の新計画の施策について、事務局からご説明をお願い致し

ます。 

【事務局（宮原主査）】 

はい。新計画の施策についてという事で、まず資料の確認なんですけれども、先日送らせていただ

きました、資料１と資料２になりますけれども、お手元にございますでしょうか。 

資料１に施策の体系ですが、まずは、石狩市が目指すべき４つの基本方向と、それらを実現するた

めの基本事業、５つの重点事業、それと地域別事業からなりたっています。 

基本事業は、恒常的に農業振興策として行う事業、重点事業については、計画期間である今後５年

間で優先的にとり組まなければならない今日的な課題と位置付けています。さらに、石狩市は市町村

合併により広い面積を持つようになり、地域による農業の特色を持つことは以前お話させていただい

たところでもありますが、地域ごとの課題を明確にした上で、対策を進めていくために、地域別事業

の項目を定めて記載しています。 

２枚目は、基本方向と基本事業についての、現計画と新計画の対照表となっています。現計画の基

本事業について、終了したもの若しくは次期計画に登載する必要がないと判断したものは「終了」と

しています。 

変更の概要としては、現計画で内容が重複しているような事業の統合を行うほか、農業振興策全体

として、単独ではなく、いくつかの対策を複合的に関連させて行う必要性も出てきているのですが、

そういったものはまとめてありますので、全体的に項目としては尐なく、シンプルになっています。

なお、新計画で全く新たに事業立てしたのは、基本方向の１の６番「有害鳥獣などによる農業被害防

止対策」となっています。資料１については以上でご説明終わります。 

【中原会長】 

はい、次期計画の取り組み方、基本方向という事で、４本柱を立てていらっしゃいます。それから

基本事業という事で、恒常的に行政として取り組むもの、それから重点事業として５つ柱をたててい

る訳ですけれども、これはこの５年間で優先的に取り組んでいくことを、ここで盛り込んでいる。さ

らにこの地域別事業で、地域の特色に合わせての施策がどうなるのかという、計画の組み立てを資料

１を中心にご説明いただきました。これは次期計画の、取り組み方という事で提案されていますので、

その点に関わってご意見があれば出していただきたいと思います。 

ないようですので、具体的なご議論は次の資料などに則してという事で、とり進めてよろしいでし

ょうか？ありがとうございます。 

それでは資料２について事務局からご説明お願いします。 

【事務局（宮原主査）】 

まず、全体像を分かっていただくために、全体を通して簡単にご説明したいと思いますが、表紙に

載せております目次のとおり、重点事業、基本事業、地域別事業の順に資料に沿ってご説明します。

重点事業を先に記載しているのは、優先的に取組む内容を分かりやすくするため前面に出したという

ことでご理解ください。 

では１ページから、重点事業の１つ目として、担い手育成支援対策を挙げております。 

現状と課題にありますとおり、農業者数の減尐が進む中、担い手の確保対策が急務となっています。

そこで、新規就農者や農業後継者に対して、技術的経済的支援を行うことを通じて、担い手の育成確
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保を図ります。具体的な取組としては、農業後継者の育成として、いしかり塾を対象とした研修会の

実施や、独身農業者の婚活の支援、若手農業後継者の交流の促進などを行います。 

なお、いしかり塾は、ＪＡいしかり管内の概ね４０歳以下の若手農業者からなる会で、若手農業者の

横のつながりの強化、仲間づくり、技術の向上などを目的に作られた会です。その他、女性農業者の

支援や新規就農者の支援、石狩市への新規参入促進のための情報発信の強化、を行います。数値目標

は、新規就農者数を掲げておりますが、目標値など、今回お示し出来ていない部分が多くなっており

ます。項目や目標値については今後精査いたしますが、この部分についてもご意見等いただければと

思います。 

  続いて、重点事業２番目、地域バイオマス資源利用促進事業は、食品に対する安全意識と環境意識

の高まりを背景にしており、対策の方向としては、家畜排せつ物や稲わらなど地域で発生するバイオ

マス資源を有効活用し、農業生産の基本である土づくりを進めるものとなっています。  取組とし

ては、稲わら回収の推進と耕畜連携の推進となっています。なお、「耕畜連携」など多尐意味が分か

りにくいと思われる用語は巻末で説明していますので、ご参照ください。数値目標は、稲わら回収面

積をあげております。 

  重点事業３つ目 ブランド化推進事業は、農畜産物の価格が低迷する中、所得の確保と地域農業の

活性化のためには、高付加価値な加工品の開発や石狩産ブランドの確立など、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あることから、地域の特色ある資源を活かし、商工業や観

光業との連携によるブランドづくりなど、石狩ならではの食の総合産業化を目指すものです。取組み

の内容は、試験圃場による新規振興作物の開発や、農商工連携による加工品の開発、ブランド力の強

化となっています。数値目標は、新規作物の開発数と加工品開発数としています。 

  重点事業の４つ目は地産地消推進事業です。地産地消の動きはこれまでになく拡がっていますが、

これを進めることは、消費者の声に応えるだけでなく、農業者にとっては販路の拡大や地域農業の活

性化につながるものであり、環境負荷の低減にもつながります。市民と生産者が一体となって農業を

振興する「地産地消」の推進が必要となっています。取組は、「市民との交流の促進」として、石狩

農畜産物のＰＲの強化、とれのさとや地産地消フェスタによる市民交流、市民が買いやすいシステム

の検討、石狩市農業の応援団づくり、また、「石狩農畜産物の利用の促進」として、いしかり地産地

消の店の拡大、いしかり版麦チェンの取組みなどとなっています。数値目標は、いしかり地産地消の

店認証店数としています。 

  重点事業の５つ目、グリーンツーリズム推進事業についてですが、石狩市は、平成２２年に「農村

滞在型余暇活動機能整備計画書」というものを策定しました。これにより、市街化調整区域における

ＧＴ関連施設の整備が可能となりましたが、受入態勢は十分とはいえない状況にあります。  取組

の内容ですが、関係機関および農業者からなる、ＧＴ推進連絡会議を新たに組織し、会員相互の情報

交換を行うとともに、関連施設の情報をＨＰ等で発信します。また、「地域資源を活かしたＧＴ」の

推進として、観光事業と連携したＧＴの検討や、意向のある農業者に対しては必要な支援を行います。

数値目標は、ＧＴホームページアクセス数としています。 

以上、重点事業でした。次に基本事業に移ります。 

基本方向１「多様な担い手の育成と経営の効率化」には、６つの基本事業がありますが、１番 農

業後継者等の育成支援として、認定農業者や後継者の育成を図ります。２番 新規就農者の受入環境
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の整備として、新規就農相談の実施や、新規就農者の家賃や農地賃借料に対する助成、石狩市農業に

ついてのＰＲなどを行います。３番 女性の経営参画の推進としては、農産物加工についての支援や、

研修活動の支援を行います。４番目に地域営農組織の育成ですが、これは高齢化に伴う労働力不足へ

の対応や、機械施設に対する投資負担を軽減し経営の効率化を図るために行うものですが、取組みと

しては、地域の実情に応じた組織化の検討や共同組織化に必要な情報提供などを行っていきます。５

番 効率的な土地利用の推進は、農地利用集積円滑化事業などの活用により農地の集積化を図ります。

６番 有害鳥獣などによる農業被害防止対策は、アライグマやシカなどによる農業被害が拡大傾向に

あることから、その実態把握や対策を検討するものです。数値目標は、認定農業者数、新規就農者数、

家族経営協定締結数、農地集積化率を設定しています。 

続いて基本方向２環境にやさしい農業の推進については、２つの基本事業があります。１番 クリ

ーン農業の推進では、減農薬・減化学肥料農業の推進のため、取組みとしては、ＧＡＰの普及、エコ

ファーマーを取得するための支援、イエスクリーン農産物栽培の奨励などを行います。２番 地域バ

イオマス資源の利活用の推進としては、稲わらの回収や、それらを活用した土づくりを推進します。

数値目標は、ごらんの４つを設定しています。 

基本方向３「販売の戦略化と地産地消の推進」については、３つの基本事業を設定しています。１

番 新たな振興作物の開発としては、試験栽培圃場により、新たな振興作物の検討や開発などを行い

ます。２番 地産地消の推進・市民との交流として、市民に対する石狩農産物についての情報提供の

強化や市内飲食店における利用の促進などを行います。３番 農商工連携の推進では、異業種交流会

（石狩イコロの会）を通じた情報交換や連携の強化、観光業や大学と連携した特産品の開発を推進し

ます。数値目標は再掲含め４つ設定しています。 

基本方向４「魅力ある農村づくりと消費者との交流」では、３つの基本事業をさだめています。１

番 グリーンツーリズムの推進では、取組みとして地域の個性ある観光素材の情報発信などを行いま

す。２番 消費者との交流では、情報発信の強化や、直売所やイベントなどを通じた、消費者との交

流を促進します。３番 環境美化活動の推進としては、農村地帯の景観や農地の保全を目的とした取

組を行うこととしています。 数値目標は、２つ設定しています。 

以上、基本事業でした。地域別事業では、５つの地区に分けて記載しています。１番の北生振・美

登位地区は、多くの品種が栽培されており基盤整備も進んでいますが、近年は連作障害による収量の

低下が懸念されていることから、連作障害対策を行うこととしています。 

２番の高岡地区については、ここは、ミニトマトなどの施設栽培を中心としておりますが、施設園

芸の更なる推進に取り組むこととしています。 

３番 生振地区は、札幌に隣接し、飼料作物を中心に栽培していますが、立地条件を活かしたグリ

ーンツーリズムの推進と輪作体系の確立に取り組むとこととしています。 

４番 厚田区ですが、厚田区は販売農家１戸当たりの経営耕地面積が 11.5ｈａと、旧石狩地域、浜

益区と比べ最も大きい一方、認定農業者の平均年齢は他の地域に比べ高くなっています。農業生産と

しては、水稲のほか馬鈴薯、小麦、てん菜、南瓜など土地利用型農業が中心ですが、メロンやアスパ

ラガスなど野菜の生産も拡大していることから、対策の方向としては、共同組織化の推進による経営

の効率化と施設園芸の拡大とし、畑地かんがいの有効利用や直売施設整備の推進に取り組むこととし

ています。 
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５番 浜益区については、農業生産は、水稲が中心となっており、また果樹や肉用牛の生産など特

徴的な経営も見られます。このことから、これら地域特性を活かした農業振興策として、観光果樹の

振興、肉用牛の振興、米のブランド化の推進を行うこととしています。 

  事務局からの説明は以上です。 

【中原会長】 

はい、ありがとうございます。次期計画の枞組み、作業手順というものですかね、それに則して、

それぞれご説明をいただきました。そこで、事務局と私とで相談しまして、次期計画につきましては、

今日のご議論と次回の策定委員会、二回にわたって議論して参りたいと思います。まず重点事業とい

う事で５つの柱を立てているわけでございますけれども、この点についてご議論ください。はい、矢

野さん。 

【矢野委員】 

担い手の育成支援対策に関連して、第１回委員会で配られました資料がありますよね。それを見ま

したら、45 歳から 49 歳までは、2005 年度には 93 人、2010 年度には 110 人に増えているんですよ

ね。という事は、先がまだ明るいかなという感じを受けたのですけれども、そういう 45 ら 49 までの

方というのは、10 年たつと高齢者になってきますよね。そうすると、今しなければならないものは何

なのかというのを考えた時に、前回の報告書にもあったようですけれども、意識調査をした結果が出

ていました。これは回収率 100％と出ていたんですが、農家の子どもたちの調査を実施したことがあ

るのかないのか、というのを聞きたいんです。というのは、「お父さんお母さんが大変な思いをして、

苦労しているから、僕は大きくなったら農業は嫌だよ。」とか、そういう意識はあるのかどうか。楽

しくてやっているのであれば、子どもたちも「後を継ぐよ。」とか、そういう風になるのではないで

しょうか。大人の方だけではなくて、子どもさんの意識調査をやられて、今後を見通した方がいいん

じゃないかな、というのがまず一点です。 

【中原会長】 

矢野委員の方から、次期計画を立てる上で、現経営者の意識動向を調査するのは当然だけども、子

どもたち、次世代を担う子供たちの意識の調査をしたらどうだ、というご意見ですがいかがでしょう

か。 

【事務局（重田課長）】 

後継者たちに対する直接的な意識調査というのは、今まで行った時はありません。ただ、先ほど「い

しかり塾」という話がありましたけれども、農業後継者を集めての、意見の交換の場というのは最近

もっていまして、そこでその人達が何を考えているかを、徐々に我々も掴みつつあるというのが状況

です。いしかり塾の担当をしている者がいますので、どうですか。 

【事務局（佐藤主査）】 

農林水産課の事務局からですが、いしかり塾の事務局を担当しております。先ほど簡単に説明した

のですが、いしかり塾は 20 歳から 40 歳の方を対象者としております。ＪＡいしかり管内を対象者と

して、仲間作りという事で呼び掛けをいたしました。ただ人数が 40 名もいますので、全員にお声掛

けはしているんですが、集まってくるのは全員じゃないです。集まった中では、現状はどうなんだ、

将来的にはどうなんだという、危機感のある話は結構出てきています。アンケートとかはとっていま

せんが、石狩はどうなるんだ、この地区はどうなるんだというような、危機感を持っている方もいら
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っしゃいますので、そのような声は聞くことができております。以上です。 

【中原会長】 

矢野さんがおっしゃったことはこういう事ですかね。今は市のご担当の方では後継者として意識さ

れている、それに相当した年齢の方のご意向は伺っているけれども、もっと下の年齢の子供たちを含

めてというご意見なんですね。いかがでしょうか。 

【矢野委員】 

それにですね。石狩とか浜益では、馬鈴しょやお米を蒔いてから収穫までの農業体験をしていて、

でもそういうのはイベント的に終わってしまうのではないかという話がありました。でも石丸さんが

前回おっしゃった、子どもさんが岩手県で体験したことを、なぜ地元で出来ないのかという疑問点は

ありますよね。 

ここの問題ではなく、教育委員会との話し合いになるのでしょうし、教育委員会もぎゅうぎゅう詰

めで、そういう余裕が取れないとかはあるのでしょうけど、やはりちょっとイベント的になっても継

続する事によって、小学生が「ああ、こんなに楽しいものか。」とか、そういう感情を積み重ねて「あ、

やろうかな。」というような気持が起きるのではないかと思います。昨日でしたか、ＮＨＫで東北を

支援しようという事で、小学校だったかで、種をまいて作って収穫したものを売って、４万とか５万

とか利益を上げて、それを義援金として送るという事をやっていました。ああいう体験は、子どもた

ちが小さい時は非常に感受性が強いから、積み重ねていけば、これからどんどん農業をしたいという

人が出てくるのではないかなと、甘い考え方かもしれませんが個人的には考えています。 

【中原会長】 

はいわかりました。事務局としては、まだ子どもたちについての取り組みをしてないと思いますの

で、今後、教育委員会とかと連携しながらご検討いただきたいという事で、この点はここでまとめる

というか、そういう方向性を受け止めて頂くという事で、会長預かりですけれども、今後、ご検討い

ただければと思っています。 

その他、重点事業で何かご意見ございませんでしょうか。 

それでは、会長の職権で大変恐縮ですが、伊藤さん、重点事業で５つの柱を立てている訳ですけれ

ども、どこからでも結構ですが、実際に生産を担っている農業者としてご意見を頂ければと思います。 

【伊藤委員】 

私のところでは、ちょっと外れるかも知れないのですが、先ほど話が出ました稲わらですと、低タ

ンパクにするために、稲わらを取って、堆肥づくりとかはやっています。 

あと、観光農園でイチゴ作りをしていますが、減農薬ですね。前の年に植えるのですけれど、その

時に葉っぱに農薬をかけて防除をして、次の実がなる年には防除をしなくていい、という栽培の仕方

をしています。 

【中原会長】 

観光農園ですから、大体札幌の方が多いのですか？お越しになる方は。 

【伊藤委員】 

そうですね。札幌の方も多いですし、石狩、地元の方も多いです。 

【中原会長】 

何か、ふれあいで感じる事はないですか。 
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【伊藤委員】 

そうですね。始めて 13 年経ちますけれども、初めて来てくださった方でいまだに来てくださる方

もいますし、やはり農薬をかけていないということで、みなさん喜んで来て頂いているんですよね、

幼稚園の子供たちですとかも。 

【中原会長】 

どうもありがとうございます。それでは河野さんいかがですか。重点事業で５つの柱を立てている

わけですけれども。 

【河野委員】 

はい、一点ございます。浜益でも稲わら回収という事業をやっているんですが、意外と稲わらを搬

出する作業はまあまあ出来るのですが、その後作ったたい肥を、また春には元の田んぼに戻さないと

いけない、そういう所の方が大変かなと思います。 

耕作面積が多いと労力も半端じゃないものですから、機械の体系とかが、ちゃんと整っていないと、

全面積をやるとかいうのは中々難しいかなとは感じます。 

【中原会長】 

耕種農家と畜産農家の間のやりとりというのはないんですか？農協さんの方が詳しいかな。 

【事務局（重田課長）】 

河野さんは畜産、肉牛経営をしています。 

【中原会長】 

ご自分でちゃんとリンクしているんですね。わかりました、すみません。 

【河野委員】 

特別、他の方とやりとりというのはしていないです。 

【氏家副会長】 

すみません、浜益地区での稲わらの回収は、どのくらいの比率なんですか？ 

【東海林委員】 

今年は、田んぼが雤に浸かったので、大きくは無理という状況なんですけれども、去年でしたら中

山間事業で 150 町くらい、うちの面積の約半分位を回収している状況です。 

中山間事業で作った堆肥場がありまして、そこで堆肥にしているんですが、なかなか運ぶ運賃や、

稲わらを回収するのにかかる労賃、それと機械代、そういうお金を回収して販売するという事なんで

すが、なかなか堆肥の販売が伸びないというのが今の現状です。 

だから河野さんが言ったように、堆肥をただ手で撒くといってもそんな簡単なものではないですか

ら、堆肥はあるんだけど撒く手間が大変という農家さんはいます。畜産農家の方は自分の堆肥まきの

機械までありますが。まあ中山間事業でも、堆肥まき機械を導入して撒くところまでやらなきゃだめ

なのかな、と話し合っているのが現状です。 

【中原会長】 

ありがとうございます。 

【氏家副会長】 

それは機械があればできるんですか？機械がないから半分しかできない？それとも人がいないか

らできないんですか？ 
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【東海林委員】 

マニアスプレッターという、トラクターの後ろにつけて撒く機械あれば簡単ですけれど、手で畑に

撒くのはね…。それで進まないのかなと思います。家庭菜園等にも使っている人は若干いますけれど。 

【氏家副会長】 

地域内でとれたものを堆肥という形で還元するというのは理想的な農業だと思います。そこを

100％にするためには、機械なのか人なのかという部分さえどうにかなれば。 

【東海林委員】 

なかなか難しく、100％全て回収するまでには、ちょっといっていない状況です。 

【中原会長】 

今のご議論は、次期計画を考える場合の、一つの越えなければならないハードルというんですかね、

そういう貴重な状況と受け止めました。その他、この重点事業で何かご意見ございませんでしょうか。 

【吉田委員】 

農業委員会ですけれども、まず重点事業の１番目担い手育成支援については、非常に重要な事では

ないかと考えております。現状において、農家で後継者が確定しているのは非常に尐ないとというこ

とがありますので、高齢化して行く中で、将来的に危惧される部分というのは確かにあります。 

農家の子どもさんは生まれてからずっと自分の家の農業や地域を見たりして、自分が農家を継ぐか

継がないかという部分は、恐らく中学校、小学校の段階では色々動いたりしながら、最終的に決める

のが高校あるいは大学という部分ではないかと思います。それで、通常、新規就農者というと、農家

の子どもさんが、学校を卒業してすぐ就く新規学卒者、一回就職して戻ってくるＩターンとかＵター

ン、それと全く他産業から入ってくる新規参入者があって、その辺の表現の使い分けも出てくるので

すが、そのうち他産業からの新規参入者は、非常に尐ないです。過去、平成 12 年からは毎年一人な

いしは二人いたのですが、最近いないという状況ですので。 

今は、新規学卒者もしくは U ターン、Ｉターンが多いと思うんですが、新規参入者、他産業から入

ってくる人の技術指導あるいは経済的支援というのは必要です。ＩターンＵターン新規学卒は、もう

機械とか農地などの地盤があるので、比較的入りやすいという事はありますが、いろんな面で、例え

ばいしかり塾で若い人と地域の交流を深めて行くのは非常に有効なことと思います。 

新規参入というのは非常に難しいので、そういう部分での行政なり農協なり地域の支援が非常に必

要で、それは事業を展開する上では具体的なことに入っていくと思うんですが、この文章を見て、そ

れをひっくるめてかなりコンパクトに書いているという事ですね。状況が分かっている人は分かるん

ですが、分からない人は分からないという感じになりますので、実際の計画書ではもうちょっと詳し

くなって出てくるのかと思いますが、そういう状況があるので、新規参入者、あるいは新規学卒者、

ＵターンＩターンといった、それぞれのきめ細かい施策をそれに基づいてやっていくものと考えてお

ります。 

【中原会長】 

ありがとうございます。担い手育成という意味では、それぞれの出自と言いますか、それが非常に

大事ですので、どうか具体的な、今、吉田委員がおっしゃった事は施策の中で生かしていただきたい

と思います。何か事務局でコメントございますか？ 

【事務局（重田課長）】 
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そのように、気持ちとしてはあるんですけれども、文章の中でもぜひ表現していきたいとは思いま

す。 

【住谷委員】 

ちょっとわからないんですけれども、新規就農者、例えば異業種から入ってくる場合に、研修期間

とかは何年くらいあるんですか。異業種から入ったら、即やれる訳ではないと思うんですけど、石狩

であれば２年なら２年の研修をやってという事なんですか。 

【中原会長】 

事務局どうですか。異業種の方が参入してくる場合の何か制度がございますか。 

【事務局（重田課長）】 

色んな制度があるんですけれども、いちおう原則として２年間、農業技術を身につけてもらいたい

という事でやっております。ただ個人によっては、元々農業と関わっている仕事をもっているとか、

そういう方もいらっしゃいますので個人差はありますが、基本的には２年間の研修を受けて頂いて、

そのあと実際に農地を取得していただいて、農業を始めてもらうという手順で今までは進んでおりま

す。 

【住谷委員】 

それは２年間なら２年間終わって、農家をやりたいと思った場合、それに対する手当みたいなのは

充実しているんですか。 

【事務局（重田課長）】 

手当というか道の制度がありまして、道の制度の中で、研修期間の教材費等に対する補助金が出る

とか、実際、農業を始める前に機械を買う時の融資制度だとかが道段階ではあります。また、最近の

報道によりますと、国の方で来年度 24 年度から、研修期間の２年間と農業に実際に従事した３年間、

合わせて最大で５年間ですけれども、40 歳未満の方については、年間 150 万の支援をするという事

を言っていますので、制度化すれば今後それらについても有効な活用が出来るかと考えています。 

【住谷委員】 

例えば今、150 万という話が出たんですけれど、実際農家をやりましょう、土地を取得します、何

を取得しますということになると、普通大体どのくらいかかるんですか？ 

【事務局（重田課長）】 

どんな農業をやるかによって変わってくるんですけれども、一番経営的にお金がかかるのは、いわ

ゆる土地利用型といいまして、多くの土地を持ち、機械を買ってやるような農業、例えば水田とか畑

作とかはその部類に入ると思います。 

石狩の場合は、新規就農者といわれる人たちは大体、土地で言うと２町持ちまして、主に施設園芸

という形の人が多いです。ミニトマトであったり、花き、花であったり、そういう形で入りますと比

較的初期投資が尐ないというのと、農業としても入りやすいというのがあるんでしょうね。新規就農

者は、この間 10 年間で 10 名ちょっと入っているんですが、石狩の場合はほとんどそういう方たちで

す。 

【吉田委員】 

私もそういう関係を５・６年前までやっていたんですが、例えば、施設園芸、ビニールハウスとか

で、面積も比較的尐ない面積でやるとして、その時最低かかるのは、農地はもし取得するとしたら、
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当時ですと畑かんで 50 万円、今はもう尐し下がっていると思いますが、仮に 1 反 50 万とすると２町

ですとそれだけで１千万です。プラス、ビニールハウス１棟で、設備も入れて 100 万かもう尐しかか

る。それも１棟では生計が成り立ちませんので、それを５棟なり６棟とだんだん増やしていかなきゃ

ならない。プラス、トラクター、倉庫、そういうもろもろを入れると、１千万～３千万というお金に

なるのが、実際だと思うんです。 

事務局も言っていましたけれども、道の新規就農支援交付金とかで、当時２千何百万までは融資、

借りる事が出来るという制度がありました。就農５年以上すると返さなくていいとか、無利子で貸し

てくれるとか、研修資金とか、まあちょっと毎年制度が変わるのですけれども。 

それで支援を受けても、ある程度自己資金がないといけない。基本的に返していくお金が結構あり

ますので、毎年の経営の中で生計を立てて、次年度の運転資金も確保して、借りたお金も返していく

となると、先ほど他産業から入ってくる新規参入者が非常に尐ないというのは、そういう状況が実際

にあるためです。その割には、後継者として農家の子どもさんがなれば、土地もある、機械もある、

倉庫やそういう設備もあるので入りやすいというのは現実にあると思います。特にお金の問題ですが、

参考までに。 

【中原会長】 

はい、ありがとうございます。 

【住谷委員】 

となると結構難しいですよね。新規云々という話が出ていますけれども、その辺クリアしていかな

いと増えないという事ですよね。 

【藤沢委員】 

いまの土地を求めるという話ですが、違う地域でよく土地を借りるという話を聞いているんですけ

れども、石狩の場合は、そういう意味で土地を使えるという所はないんですか？借地といいますか。 

【事務局（重田課長）】 

いまある農地については、基本的に自分が使えない場合は人に貸してとか、時には売るというのは

あります。基本的には使いきっている状態ですけれども、保守的というのではないのかもしれません

が、新規就農者、あまり知らない人に土地を貸す事に対してはちょっと抵抗があるんですよね。とい

うのは、ちゃんと使ってくれるのかという、そんな事もありまして、貸すんだったら、売った方がい

いという考え方が相当あります。だから、相対で対応した場合に、新規就農者が来て、土地を貸して

くださいと言っても、なかなかうんと言わないところが現状としてありますね。 

【藤沢委員】 

農協さんが間に入るっていう事はないんですか？人間、１対１で話すとこじれるけれど、中に人が

入るとスムーズになるということがありますので。 

【氏家副会長】 

確かに農協を含め、何がしかが入って借りやすくなるというのはあるんでしょうけど、その前段に

色々整理しなくてはならない問題がいっぱいありますから、そこをひっくるめた部分で、パッケージ

でやっていかない事には駄目だと思うんです。 

そういう意味で、農業者の皆さんいらっしゃいますから、色々聞きたい部分もあるんですが、平た

く言うと、儲かれば後継者はやるんですよ。要は儲からない、もしくは儲からないと思っているから、
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後継者がやらない。一方で違う世界の人から見ると大変魅力あるように見えるといった中で、儲かる

のにはどうすればいいのかというと、どうしても自分の家の中だけしか考えていないから、それ以上

にはならないんですよね。そういう部分でいくと、法人といいますか、地域をあげて、一つの会社に

すればいいんですよ。自分の経営だけれども、会社としてやって、それで自分の息子なりが、その会

社に就職すると。自分の家を継ぐのではなくて、自分の会社に就職するという事でいけば、そこまで

行けば新規参入の皆さんも、その会社に就職して何年か稼いでお金をためて、会社の方では「こいつ

は将来有望だから土地を貸すからちょっとやってみろ。」と言うような形にじょじょになるだろうな

と。 

そういうのがないと、たぶん農協が入ろうが、役所が入ろうが、いきなりＡさんという若手の活き

のいいのが来たんだけど、ちょっと貸してくれないかという時に、ほとんどの皆さんはたぶん抵抗感

があると思うんですよ。その全部をある程度のシステム、パッケージにしない事には、たぶんその部

分は絵に描いた計画になるのかなというのが、ちょっとありますね。 

【藤沢委員】 

今現在、法人化されている農業者の方は、全体の何％くらいがされているんですか？ 

【氏家副会長】 

お恥ずかしいですけど、何％もないんですよ。法人で、今年二つ立ち上がったんですけど、それは

個人の家が会社の形にしようという事で立ちあがっただけで、中身的には、ある意味何も変わってい

ないと言えば変わっていないです。 

【藤沢委員】 

そういうのをバックアップする、市とか農協の制度はないんですか。 

【氏家副会長】 

気持ちは、市を含めていっぱいあります。ただ現場が、農業者の皆さん自体がどこまで考えてらっ

しゃるのかなあというのがあるんで、逆に聞いてみたいと思うんですけれども。 

【住谷委員】 

あと、例えば売りに出ている所だってあると思うんですよ。そういう所は、土地は売りに出ている

けど、働く所と住む所がセットになっていないとか、そういうのが結構あるって聞いているんです。

私３週間くらい前に鹿追に行って来たんですが、鹿追はどちらかというと畜産関係多いじゃないです

か。あそこは今、わりと年をとった方が町の方に住むようになって、反対に若い人がそちらの方に移

っている。それは転売とかをしている方が増えているというんですが、そういういい環境になってき

ている話を聞いてきているんです。石狩は売りに出ている土地はあるけど、住まいがセットになって

いないとか、結構そういう問題があるって聞いているんですよね。 

【事務局（重田課長）】 

  石狩の場合は、新規就農者の方でも花川の方から通ってやるとか、極端に言うと札幌の方から通っ

て農業をやるという、そういうパターンも結構あります。また、それも成り立つような距離感ではあ

るんですよね。要するに初期投資は出来るだけ抑えたいですから、住宅が近かったら一番いいと思い

ますが、なかなかそんなお金が出てくる場面ではないですから、通い作的な形でやっているパターン

はあります。それが良いか悪いかは別にして、形として石狩はそういうことが出来る場所ということ

は理解いただけたらと思います。 
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【住谷委員】 

  今わりと、高校生で農家さんのところにアルバイトに行って、そのままやってみたいという方もい

るという話を聞いているんですよ。ただそうなるとさっき言ったように、住む所がなかなかないと。

今言ったように、例えばあちこちから通うのは嫌だとか、そういう話を聞いてはいるんですよね。中々

売りに出ている場合はあるけど、住む所はセットになっていないとか。それをクリアするのは難しい

とは思うんですけれども。 

【氏家副会長】 

  かなり難しいとは思うんですけどね。ただ、難しいからといって、何もしない訳にはいかないです

から。その辺のところは、林さん、若手としてどうですかね。 

【林委員】 

  農家は規模が色々あったり、作る作物がそれぞれ違ったり、そういうのがあるんですが、僕は農家

をやろうとした時は高校生の時です。うちの親がケガをして、しばらく仕事が出来ない状態になって、

それで僕が学校を１カ月くらい休んで仕事の手伝いをやった事があるんです。それがやるきっかけに

なったといえばそうです。 

何しろ天候に左右される仕事なので、損得を考えるより、自分が好きになれないと絶対やれないん

じゃないかと思います。確かに物を売って儲けたいですけれども、何しろ良いものを採らないと売れ

ないわけですから。だからその辺の考え方を、本当に新規参入でやる人が、作物の気持ちに自分がな

って、作物についていけるかどうか。実際新規参入されてる人に会った事はないですけど、そういう

考えはあります。 

【氏家副会長】 

  畑は貸してもらえます？２町どうですか。 

【林委員】 

 その土地にもよると思うんです。色んな作物が採れるところは僕も欲しいですしね。 

【氏家副会長】 

  いやそうなんですよね、経営している訳ですから。土地を 10 町、20 町と持っていても、必ずしも

全部良い所ではない。良い所はやっぱり生産性も上がりますから作りたいですよね。そうすると貸す

所はやっぱりそうじゃない所、皆さん大体そうなっちゃうんです。 

  だから僕はあとで言おうと思ったんですけれども、時代的には逆行するかもしれませんけども、基

盤整備というのは、ある意味大事なのかなと思います。基盤整備というのは畑とか田んぼの水はけを

よくしたり、もっと効率的な形に作り変えたりすることです。今そっちの予算はどんどん減ってきて

いますが、逆に今これだけ色々の自然・天候異変、毎年異常気象だの色々ある中で、水はけが悪い所

では雤でかなり減収してると思うんですけれども、だからこそ畑なり田んぼなりの基盤整備をして、

どの田んぼで作ってもある程度とれるということになれば、当然その土地については、売れますし貸

せますし、使ってもらえると。基盤整備がこの中ではないので、その辺の項目を入れてもらう事で、

足腰の強い農業ベースができるのかなと思います。 

【中原会長】 

  どうもありがとうございます。志はあっても、足場を置く条件が、住居の問題だったり、土地の問

題だったり色々あるので、複雑な連立方程式になるんですけれども、やはり次期計画でその辺も視野
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に入れた、何か組み合わせを出しておく必要があると痛感しました。 

重点事業は一応このくらいにしまして、あと、基本事業の方でご議論して参りたいと思います。 

【石丸委員】 

 いいですか。今の重点事業で見た「いしかり塾」をはじめ、是非大事にしていただきたいというの

と、最近よく色んな事に取り組んでいるのを私たちの目にも入るので、だんだん色んな人が関わって

推進されていっている気がして、改めて感謝しています。 

ちょっと理想論みたいになってしまうんですけれども、たまたま今日広報誌がうちに入っていて、

浜益の木村果樹園さんのすごい幸せそうな笑顔が写っていて、とても良いなと。で、何が言いたいか

と言うと、その次をめくると石狩の広報誌は、写真に対しての色んなお話が書いてあります。広報誌

は各家庭にわたるんですけれども、私としては是非これを、ちょっと無駄な出費かもしれませんが、

石狩市役所に入って目につくところにポスター等にして貼って欲しいと思います。 

今回は果樹園ですけれど、前は「とれのさと」とか、キノコの会社とか、豆腐屋さんとか、色んな

事を推進して応援している石狩のイメージというのを、この写真を見た時にすごい感じたので。イメ

ージというのは結構あると思いますので、目に入る所に貼っておいて、お話も尐し付け加えてあった

ら、石狩はすごく各産業を大事にしていることが分かって、皆さんの努力も写真とか絵の持つ力で伝

わると思うので、是非それなりの立場の方は、こういう意見も出たということで、農業に関わらず役

所の会議とかで言っていただけたらと思います。 

【中原会長】 

強力な応援団のアシストという事ですので、よろしくお願いします。 

【矢野委員】 

関係があるのかないのか、ちょっと分からないですが、あとの方でＰＲとか色々出てきますよね。

行政では、例えば道外にトップの方、首長さんとかが行かれますよね。そういう時に石狩の何かを手

土産に持っていくとか、そういう事ってありますか。やっぱりそれも一つのＰＲだと思うんですよね。 

【事務局（佐々木部長）】 

農作物をそのまま持って行くというのは、あまりないかもしれません。結構多いのは佐藤水産など

で作っている水産加工品です。あと、サクランボを持っていくことはたまにありますが、それ以外は

あまりないような気がします。 

【矢野委員】 

そうですか。じゃあ石狩産以外のものを持っていくという事はないんですね。 

【事務局（佐々木部長）】 

それは、ありません。 

【矢野委員】 

それで安心したんですけれども、やっぱり首長さん達に大いにＰＲしてもらって欲しい。私、本州

出身なのですけれど、北海道は気候が涼しいので、稲作でも農薬のかける率が３分の１ぐらいと言わ

れていて、「いいところに行っているね。」とクラス会に出ると言われます。そういう所をもっとＰＲ

してもらいたいというのが一つと、あと、手稲山口のカボチャのペーストの話が、前回の報告書に出

ていましたけど、今、石狩でもおいしいカボチャが結構、厚田かどこかで出来ていますよね。そこで、

やはりブランド化に結び付けるように、石狩にはカボチャの粉末状の物ってありますか？ないですよ
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ね。ペーストより、粉末状の方が長期保存が出来て、いつでも牛乳で溶いてポタージュにしたり出来

るんです。そういうことをちょっと考えていただければいいかなあと。カボチャそのものを持ってい

くのは重いですが、粉末状にするとコンパクトになるので、トップの方も石狩のものだよと持ってい

くことで、もっとＰＲにつながるのではないかと思いました。 

【中原会長】 

ありがとうございます。カボチャというと厚田産ですか。 

【氏家副会長】 

支所長どうですか。 

【荒関委員】 

  女性部の関係としては記憶していないですけれど、加工品としてカボチャのジャムなどを、地元産

のものを使っていますので、そういうアイデアはどうかという提案はしていきたいと思います。 

【矢野委員】 

  ビンなんかだとちょっと重いですが、粉だと非常に便利です。 

【荒関委員】 

  提案してみます。 

【中原会長】 

  はい、では藤沢さん。 

【藤沢委員】 

  よろしいですか。重点目標にも入っていますし、加工という話の流れになってきたのでお話ししま

すが、石狩イコロの会というのに私も参加させていただいているのですが、一週間ほど前に石狩の産

物を使って、ピザフェスタというのをやらせていただき、非常に好評だったのです。 

今回は１回、フェスタという事でお祭りなんですけれども、口ぐちに「これ商品化しないんですか。」

というお話はありましたし、私たちも将来的にそういう事も考えながらやったことなんです。本当に

気持ちはあって、「石狩の物を使いたいね。」という話をしながら、チーズ以外全部、石狩のものでや

ってきたんです。それでこれをやったのは、石狩の新港企業の加工業者さんの力を借りてなんですね。

ですから石狩の農産物、水産物、全部そうですけれども、せっかくここにあるので、まあうちも新港

企業の一つですけれども、そういう方たちともっとお話しながら加工品が出来ていくのでしょうし、

これからもまだまだやっていきたいと思っています。 

  それとどこかにも書いてありましたが「麦チェン」っていうお話があるんですが、石狩産の小麦が

今年は非常に多く使えるようになったので、石狩産の小麦粉を待っている方たちの話も聞いています

けれども、かなり商品化という事ができると思っています。 

  また、カボチャの粉末のお話ですけれども、私もこの前大通りのオータムフェスタで、佐呂間産の

カボチャの粉末と、ジャガイモを買ってきましたが、是非いしかり産でもやった方がいいという事で

なら、そういう関連業者さんを知っていますので、ぜひご紹介して、もっと手軽に皆さんに使ってい

ただいたり、お土産として持っていってくださることができると思います。そういう事をこれからま

すます、やって行くべきだし、やりましょうという気持ちでいます。 

【中原会長】 

  どうもありがとうございます。石狩新港にインフラが、加工業者さんが控えてらっしゃるのは非常
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に強みだと思います。これを次期計画に施策化していただきたいなあと思います。会長としての希望

でもありますけども。 

【住谷委員】 

  前回、浜益の婦人の方が言っていたドンですね、浜益産の米の売り場をもっと広げていくのにこれ

は絶対必要だと思うんですよ。催事だけで売るのではなくて、継続していかないと意味がない。ちょ

うどこれから冬ですが、農業者の方は、冬になると多尐は暇になってくると思うので、そういうのに

力をいれてやるべきだと思うんです。 

  以前お話したと思うんですけれど、水産関係で、石狩のタコで、多尐気運が盛り上がったみたいで、

私のところにも相談が来たんですけれど、それが立ち消えになった。タコを使った粉末状のものを出

したいという話だったんですが、そういうのが立ち消えになって、もったいないと思うんです。そう

いう意味で、浜益産のドンも販売する形に持っていくといいと思います。藤沢社長が言ったように、

気運が盛り上がっているのに、どんどん時を逃さぬようにいった方がいいと思います。 

【中原会長】 

  ありがとうございます。応援団もいっぱいいるので、農業者の方で新規にこういう品目をやりたい

ですとか、現在取り組んでいるものでもっと力を入れたいですとか、アイデアも含めて何かあれば、

次期計画に施策化していきたいと思っているのですが、加藤さんはいかがですか。 

【加藤委員】 

  自分のところでやっているものに関しては、クオリティが今のところ良いとは言い切れないので、

それをブラッシュアップしていきたいとは思います。そこの所からうまく発展していけばいいと思っ

ています。 

【中原会長】 

  河野さんはいかがですか。 

【河野委員】 

  私も浜益なものですから、肉牛ですね。今まで繁殖中心に子牛を売るというスタイルをとってきた

んですけれども、これからだんだん浜益でも、肥育の牛を増やしている、力を入れている人達がいま

すので。やはり石狩の人で、あまり食べた事がある人はいないと思うんですね。 

【矢野委員】 

  あの、東京に直送されると聞いて、東京のデパートで買ってきたという友達がいましたが、なんだ

かすごく高くて、おいしいって言ってましたよ。 

【河野委員】 

  たぶんここで作った牛は、東京の芝浦市場、食肉市場に行って、あの辺で消費されます。 

【藤沢委員】 

  それを石狩の方で解体というような事をして、販売することはできないんですか？今、望来豚がよ

うやく「とれのさと」さんで販売されていますよね。前に私も、望来豚はおいしいと聞いているけど

なかなか流通していなくて、「どうしたら流通するんですか？」という話をしていたんです。 

【河野委員】 

  小売ということまで、今はいっていません。やりたいとは思うんですけれども、そこまでのパイプ

とかノウハウとかがないので。 
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【藤沢委員】 

  やりたいと言っているんですから、アドバイスして差し上げて。 

【住谷委員】 

  石狩ですと、屠場といったら、ホクレンのあの場所ですよね。 

【河野委員】 

  早来。 

【住谷委員】 

早来じゃなくて、早来もありますけれども、角山ですよね。 

【氏家副会長】 

  角山は、もうやっていないと思いますね。 

【住谷委員】 

  例えば枝肉にして持ってきてやるとか、方法はあると思うんですよね。 

【河野委員】 

  そういうふうな格好でやっているんですけれども。 

【住谷委員】 

  それが石狩の方には？ 

【河野委員】 

  今のところは、お祭り、産業まつりとかそういうようなイベントの時だけですね。 

【藤沢委員】 

  産業まつりとかに物がでますよね。例えば石狩バーガーとかもそうですけど、お祭りでやって、そ

の時に「おいしかったね。」っていって、じゃあ引き続きどこに常時あるんですかとなった時に、な

かなかないんですよね。今回、私たちがやった「イコロピザ」もそうなんですけど、本当に継続って

いうのが、非常に大事だっていうのがあります。だからここで今の流れを絶やさないために、その次

の事を考えなきゃいけないねと話をしているんですけど、そこが多分大事なのではないかという気が

しています。浜益牛も、フェスタでやっても、「じゃあそれを買いたいわ、おいしかったから。」と言

ってもその場が今ないんですよね。そうするとまた「あれ？」って思うのかなって。 

【東海林委員】 

  今年で４年くらい浜益牛を産業まつりで販売しているんですけど、量的にも、一頭そのまま買い取

りしないとだめというのがありまして、常時それを置いておくのもちょっと難しいですし、うちらも

肉を売る販売許可がないものですから。 

【藤沢委員】 

なかなか一般的に売れないんだとしたら、業者さんとかレストランの人とかに売るとかね。例えば、

シチューとか何かに加工するのも一つでしょうし。 

【東海林委員】 

まあそういうのも、どこかそういう業者が出てくれないかいう事で、産業まつり等で紹介しており

ます。 

【矢野委員】 

産業まつりでは、精肉そのまま浜益牛をだしているんですか？ 
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【東海林委員】 

真空パックというんですか。焼いてすぐ食べられるような感じで今年もやりました。ぜひ来年もや

りたいと思っていますのでよろしくお願いします。 

【藤沢委員】 

他の地域でも牛をやっている方がいて、一頭解体すると、全ての部位がきれいに売れないといけな

いから、なかなか難しいんだという話も聞いていますから、今おっしゃった話も非常に理解できるん

ですけれども、やっぱり売り先をそれだけ見つけなきゃいけないということだろうと思います。 

【中原会長】 

どうもありがとうございます。次期計画の中に何らかの形で、非常に具体的な提案が出ているので、

それをうまく打ち出していただきたいなと思います。 

大体時間ですが、まだ議論半ばですけれども、次回は基本事業を残している辺りから議論して、地

域事業の話に移るということでよろしいでしょうか。 

【事務局（重田課長）】 

時間の関係もありますが、私たちとしてはできるだけいろんな意見、疑問点、修正、追加、削除を

含めて、どんな意見でも今の段階では上げて頂きたいんです。それを受けて次回出そうと思っていま

すので、今日はちょっと時間がありませんが、この後ファックスでもメールでも何でもいいですので、

私たちの方に、事務局の方に提出してくだされば、それらを反映した形で次回提起したいと思ってお

ります。 

【氏家副会長】 

あわせまして、この計画の全体をみると農業者側の意見なりいろんな思いが、もう尐しなのかなと

いう部分があるものですから、いま重田課長がせっかく言っていただいているので、何でもいいそう

ですから、どんどん上げてください。本当に大事な計画です。皆さんそれだけの考えがあるはずです

から、よろしくお願いします。 

【中原会長】 

ありがとうございました。それでは一応、次期計画に関する議論はここで締めまして、議事次第の

「その他」ということで、事務局からご提案があればお願い致します。 

【事務局（宮原主査）】 

次回の開催予定についてですが、次回の開催日程は今のところ、12 月 15 日木曜日を予定しており

ます。ただ今回のように若干変わる可能性もございますので、また詳しい日程は決まり次第ご案内し

たいと思いますので、ご多忙な時期かと思いますがよろしくお願いします。その他に関しまして、事

務局からは以上です。 

【中原会長】 

ありがとうございます。それではもう終わりですけれども、皆さんの方から何かご意見等ございま

せんでしょうか。それでは閉会という事ですが、今後の施策の内容については事務局からも提示いた

だきましたけれども、委員個々でファクス・メール等で、基本事業あるいは重点事業、地域事業の方

も含めて、生産者としての思いとか率直なところを出していただければ、それは事務局として受け止

めて、加工・再構成できるとおっしゃっていますので、その辺を含めて次回対応していただければ、

ありがたいと思っております。 
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それでは本日の委員会はこれで終了したいと思います。皆さん長時間どうもありがとうございまし

た。 
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