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第２回 第３期石狩市農業振興計画策定委員会 

 

日 時 平成２３年９月９日（金） １４：００～１６：００ 

場 所 石狩市総合保健福祉センター（りんくる）３階 視聴覚室 

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、久慈貞子委員、 

荒関淳一委員、東海林豊委員、吉田公委員、中村成樹委員、喜多豊市委員、 

岡林位和委員、有田祐司委員、藤沢和恵委員、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２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、事務局の方に欠席の連絡を頂いていますのは、石狩地区の林委員、厚田地区の加藤美津子委員、

普及所の池田委員、消費者協会の矢野委員、この４人の方から事前に欠席する旨のご連絡を受けてお

ります。 

ご案内のように今日の議題は「第２回 第３期石狩市農業振興計画策定委員会」というタイトルで、

議事次第が記されております。「現計画に基づく施策の評価」では、現行計画の６本の柱について、

それぞれ数値目標も含めてどういう進行具合か、その評価も含めてまとめられております。大変親切

にまとめられておるかと思います。 

それから２点目は「石狩市の農業の概況、農業センサスの結果」と言う事で、2010年に最新の石狩

市の農業の姿が分かるようになっております。 

３点目として、「農業経営に関する意向調査の結果について」と言う事で進めるわけですけれども、

議論を行っていく上で、事務局の宮原さんの方から、おおよその我々の協議に関する柱立ての参考と

してご提示頂いて、それを受けてから議論の方に入って行きたいと思っております。それでは事務局

からの説明をお願いします。 

【事務局（宮原主査）】 

  それでは、事務局の方から議事の（１）から（３）までまとめて説明させて頂きます。 

まず、現計画に基づく施策の評価ですが、現在の計画は、表紙にもあるとおり平成１５年度か

ら平成２４年度までを計画期間として旧石狩市で策定されました。平成１７年１０月に厚田、浜

益と合併したことから平成１８年に一部改訂を行い、中間年である平成２０年に中間見直しを行

っています。 

この振興計画の全体像ですが、２３ページに施策体系を記載しております。１番「担い手の育

成及び確保」をはじめ６つの基本方向を示したうえで、主要施策と具体的な取り組みを示し、２
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７ページには重点施策と数値目標を掲げています。２８ページには実施計画を示しています。 

ここで、今回お配りしている資料１は、基本方向と主要施策を抜粋したものですが、各施策に

ついて評価をし、石狩市農業の現状の把握をすることで、新たに石狩市農業の目指す方向や施策

を構築しようとするのが目的となっています。 

施策の評価については、前回お配りした資料「石狩市新農業振興計画（現計画）に基づく施策

の評価について」になります。２枚目以降には、具体的な取組に対する評価を記述していますが、

評価は基本的にその取組を中心的に行った関係機関、石狩市のほか、農業委員会、支援センター、

普及センター、農協が行っており、達成度と新計画への必要性をＡ～Ｃで記載しております。ま

た、評価の概略については１ページと２ページに記述しています。 

続きまして、農林業センサスの結果から見た石狩市農業の概況ですが、資料はカラーの資料に

なります。まず、農業従事者数ですが、１ページ図１に人口と農業従事者の推移を示しておりま

す。人口は平成２２年の国勢調査において初めて、６６１人、１．１％の減尐となったところで

すが、農業従事者は、一貫して減尐しており、この１０年でも半分近くに減尐しています。 

農家戸数は、２ページの図２に戸数の推移を示しています。平成２２年の農家戸数は５２８戸

となり、５年前に比べ８３戸の減尐となりました。平成２２年の自給的農家を除く４０８戸の地

区別の内訳は図３に示したとおりです。 

図４は、経営耕地面積規模別経営体数ですが、１０ｈａ以上を経営する農家の比率が増えてお

り、農業者の減尐と相まって１戸当たりの経営耕地面積は拡大していることがわかります。図５

は、平成２２年の地区別の内訳を示しています。 

図６は、農産物販売金額規模別経営体数となっています。３，０００万円以上の農家が１戸増

加しているものの、２０００～３０００万円の農家戸数が１３戸減尐するなど、経営耕地面積の

増加にも関わらず、販売金額は伸び悩む状況が伺われます。 

また、４ページ図７からは、農業就業者においても高齢化が進んでいることがわかります。図

８以降は、前回ご説明した部分と重複する部分もありますので、割愛いたします。 

続きまして農業経営に関する意向調査の集計結果ですが、前回配布した資料になります。この

調査は、農業振興計画の策定にあたり、農業者の方に現在の営農の課題や５年後の将来を見据え

た経営の意向をお聞きすることを目的に行ったもので、調査の対象は４１１名で３３１名から回

答をいただいております。今回配布した資料２については、集計結果の概要を記載したものとな

っていますので、参考にしていただけばと存じます。結果についてですが、特に問１３以降、貴

重なご意見をいただいております。問１３は、農業経営で今後どのようなことに取り組んでいき

たいかですが、①施設面芸を進めたい、②省力化（機械化）を進めたいなど選択肢はご覧のとお

りですが、結果は、「省力化（機械化）を進めたい」と答えた農業者が約３３％と最も多く、次

いで「新たな作物を導入したい」、「施設園芸を進めたい」となっています。 

問１４「現在の農業経営の中で困っていること」については、「②施設や機械を整備したいが、

経営上余裕がない」と「⑧農業機械や生産資材価格が高く、経営負担が大きい」については、ほ

ぼ同様の内容ですが、１番目２番目に多く、全体で４５％となっています。次いで「何を作れば

よいか見通しが立たない」、「労働力の確保」、「後継者確保」、「基盤整備の遅れ」の順となってい

ます。 
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問１５「市の農業・農村の振興を図るにはどのようことを重視すべきか」については、「ブラ

ンド化推進」が最も多く、次いで「農地流動化の推進」、「地産地消の推進」の順。突出した回答

はなく、いずれも重視しなければならない課題と認識されています。 

問１６は、農業振興について、自由に書いていただいたものですが、ご覧のとおり様々なご意

見をいただいております。 

以上、非常に雑駁ですが、事務局からの説明を終わります。 

【中原会長】 

どうもありがとうございました。平成 24 年度をもって終える、現行計画の進捗度合いを中心

に、去年のセンサスを含めて、ご説明いただきました。またそれぞれの農業者のご意向も含めて、

ご紹介がございました。私たち次期の計画を作って行く上で、現行のこれらの取りまとめられた

ものを受けとめながら、そこからくみ取る所はくみ取ってやっていかなければなりませんので、

どうぞその辺の事をベースにご議論をいただければありがたいと思います。いかがなものでしょ

うか？ 

【石丸委員】 

どんな事でもいいのですか？ 

【中原会長】 

はいどうぞ。 

【石丸委員】 

始めに前回も自己紹介させて頂いたのですけれども、せっかくこういう場所なので一言お礼を

と思いまして。市民としまして生産者の皆さま、関係者の皆さまにはいつも本当にありがとうご

ざいます。あと、沢山今もご説明頂いたのですけど、沢山色んな事に取り組んでおられるなとい

うのがうかがわれました。 

私は本当に一市民として、詳しく知らないもので、時々皆さんカチンとくることもあるかもし

れませんがその上で話をさせて頂きますと、まず「担い手の育成及び確保」と言うことでも取り

組んでおられるのですが、担い手というのは、知っている人は募集を知っているかもしれないの

ですが、私たちが一般に暮らしていると、あまり意識した事がないのはありますけど、「石狩で

農業をやりませんか」というようなアピールをあまり目にしたことがありません。例えば無料の

広告誌が各家庭に配られたりしても、経営の形態が違うので一概に言えないのですが、厚田の漁

協さんとかが「一緒に水産やりませんか」とか「仕事をしませんか」というのは何回か目にした

事はあるのですけど、農業っていうのは私は見たことがなくて。 

例えば今は就職も中々厳しいですし、アルバイトという形態とかで、この時期だけでもアルバ

イトを募集したりとかしているというのもよく分からないですし、また話が他の課の事にいって

しまうのですけれども、子どもの事でいうと、修学旅行とか農業体験というのは学校とか教育関

係でも、何年か前までは修学旅行は岩手に行って農業体験をするんですね。 

私としては、なぜ石狩ではなく、あそこに行って？ということになります。今こういうふうに

見ると石狩には受け皿がないというか、色んな形態があるのだと思うのですけれども、ゆくゆく

は、そういう風に狙いを絞るのもいいんですけれども、前回もお話させていただいたんですが、

やっぱり目にして盛り上げていって、一般の人も農業を募集している、そして子どもたちもゆく
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ゆくはその受け皿が整ってきたら、他県とか他市じゃなくて石狩で農業体験をするっていうのも、

かなりの親にとっては「石狩の農業」っていうのを考えるつながりになると思います。ちょっと

バラバラになりましたけど以上です。 

【中原会長】 

話の口火を切る上で、地元の子どもたちが地元の農家さんで農業体験をできないかという、ご

提案的な事も含まれているかと思いますが、そのへんで現行のそれぞれの石狩・厚田・浜益の  

農業地帯の中で、こういう事をやっていますとか、地元の子どもたちとこういう取り組みをして

いるとか、そういう事があればおっしゃっていただければありがたいのですが。 

【加藤委員】 

厚田地区は、狭い範囲ですけれども、地元の小学校の生徒さん達と一緒に、米の農業体験とし

て、田植えと稲刈りと、自分達で脱穀して食べるというのをやっています。残念ながらそれが自

分のいる本当に狭い範囲なので、あまりよくはないですけれどそういう事はしています。 

【中原会長】 

加藤さん、小学校の何年生くらいなんですか。 

【加藤委員】 

今は人数が尐ないので、３、４、５、６年生くらいです。以前は５年生、６年生対象でやって

いました。面積はすごく狭いですけれども生徒さんたちはみな楽しんで、「またやってみたい」

なことを言ってくださっています。 

【中原会長】 

それは毎年やっているんですか？ 

【加藤委員】 

そうですね。うちの地域は毎年やっています。 

【東海林委員】 

浜益地区では、農協青年部で、確か３年生だったと思うんですけれど、農業体験という事で馬

鈴しょの種まきから収穫まで、青年部が手伝ってやっていると聞いています。 

【加藤委員】 

  浜益では植え付けと草取りと収穫をやっていると思います。 

【中原会長】 

どうでしょうか。石狩地区はそのような事は。 

【氏家副会長】 

農業体験は以前からだいぶ古くからやっていまして、一番一般的なものは田植えとか、稲刈り

とかを小学生が体験するということです。 

ただ、私がずっと見てきてですが、どうもイベント的になって、田植え稲刈りというのがイベ

ントで終始してしまうという部分があるのと、もう一つ旧石狩市の場合でいきますと、結局、学

校と畑なり田んぼなりという距離が遠すぎまして、学校側が限られた時間の中でそれらをやろう

とした時の制約がかなりあってですね、意欲の高い学校とそうではないところが完全に色分けさ

れています。もう何年もやっている中で、今、私どものやっているのは約１校ですね、花川の小

学校では１校程度しかやれていないというのが現状です。 
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ですから、やり方が学校単位がいいのか何がいいのか、まあ色々あると思いますが、小さい時

から農業に親しんでもらって、理解を深めてもらって、将来的に農業の親方になってもらうのも

一つの手法として否定するものではないのですが、学校教育の現場の制約の中で限界が見える中

では、やり方というのをこれから尐し変えない事には将来的な発展にはつながらないのかなとい

うのがあります。 

それは学校側もそうですけれども農業者側もそうで、先ほどおっしゃられたような個人の農家

さんなんかでもやっている人がいますけど、ほとんどの場合はボランティアでやっている中での、

青年部さんであり、女性部さんで発展性が中々ないのかなという部分でいくと、もう尐し学校現

場の皆さんと、私も教育委員会の皆さまとお話させて頂きながらやっているのですが、尐しでも

話し合いながらやっていかないと、どうも私どもが思っているような目的を達成するような行動

なり行為ができないかな、というのが課題として考えているところであります。 

【中原会長】 

氏家さんのおっしゃった事は、学校、子どもたちのニーズをきちんとくみ上げながら、なおか

つ、受入れの農家側でもそれなりの構えを示さなければということで、そう重たい考え方ではな

いのですが、人手は足りないけど、その中でフル回転している経営もあれば、お年寄りだけれど

もかなりゆったりとやっている経営もあると思うのですが、そのへん組み合わせとか、いろいろ

工夫のしどころがあるのではないかということで、もっとお互い情報を出し合って、どこでかみ

合わせたらいいかのか、そういう議論をしていく必要があるのではないかなというふうに受け止

めました。 

「やって良かった」だけで終わっては何なので、双方に子どもの感想とか受け入れた農家さん

の感想とかを結び合わせて、地域なり市なり全体で教訓を確保していくような形になっていけれ

ばいいんじゃないかなという。勿論されているとは思うんですが、そのように思います。 

どうでしょう、加藤さんはそのへん、ちゃんとやっているという事でしょうか？  

【加藤委員】 

なんとか。 

【中原会長】 

東海林さんその辺はどうでしょうか。 

【東海林委員】 

浜益地区はですね、青年部の事業としてやっていますので、それを消化していくという感じに

なっているといえばなっていると思います。ちょっとそこまで深い所までは行っていないのが現

状という気がしております。 

【加藤委員】 

後に残る自信として「こういうものです」っていうのは、うちも多分そういうふうにはなって

いないです。毎年のイベントの一つという感じになっているというのもありますけど、うちも青

年部でやっているのですが、人数がいないというのもありまして、具体的にどうしようっていう

のはなかなかやりにくい状況ですね。 

【中原会長】 

教育の現場、先生方も結構お忙しいというのは聞くんですけれども、先生方を巻きこんでなに
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かやるというのはどうなんでしょうか、空想的ですかね。先生方も喜んでくれると、それが児童

に反映して面白いのではないかと思うのですが。 

【加藤委員】 

年間の流れの中で、どうしても授業が重なる時にそういう事をしなければいけなくなっていて、

先生方もきついと思うのですが、体験授業なんかに参加している先生方は「楽しい」と言ってく

れて、「来年はこういう風にしたらどうだろう」という意見も多尐は出してくれているんですけ

れども、なかなかうまくはいかないですね。 

【中原会長】 

どうでしょうか石丸さん、親御さんもご一緒に、そういう体験をしてみるというのも一つのア

イデアではないのかと考えているんですけど、親にそれを求めるのは無理ですか。 

【石丸委員】 

たぶん子どもの年齢層によってそれは可能になるのかなと。うちの下の子は中学生なんですが、

全部受け入れるっていうのは、なかなか人数的にも難しいかと。 

中学生が前は岩手県に行って、石狩から行ったということで新聞にも取り上げられましたが、

「なんで岩手で？」という。子どもたちは新聞を見て喜んでいましたが、私としては「残念だな」

という感じでした。でも、高齢化で厳しいというのが、改めてここで聞かせてもらってわかった

ので、なんとか小さくても尐しずつでも進めばというのはあります。親っていうのはだんだん、

参観日もそうですけど学校への参加率が低くなりますが、子どもが小さい時ほど行きますので、

それを利用するっていうのはあるかと思います。 

【中原会長】 

担い手育成にもつながるような、一つの議論じゃないのかなと思うのですけれども、どうでし

ょうか。どこからでも結構です。こんな取り組みをして、石狩市全体に波及したら面白いのでは

ないかというのが、何かあればと思うのですが。 

【住谷委員】 

農業担い手・新規就農とかの関係の事になるかと思いますが、実は私の親戚が、鹿追で競走馬

を飼っているのですよ。その中で「農業大学」というものを主催しているのです。それは首都圏

の方から２泊３日くらいで人を呼んで、いわゆる農業の体験をさせて、その中で誰か体験してみ

てやりたい人がいれば、という取組をやっているんです。 

今、日本全国で物産展というものをやっています。北海道物産展というのをやる中で、そうい

う事を募集していますよという、そういうアピール的な事をして、興味をもってもらって、北海

道というのはブランド力が高いですから、そういう事をやることよって、例えば、石狩なら「石

狩で募集していますよ」とやるのも一つ面白いことだと思う。 

それと私があるところから聞いている話では、例えば高校生でアルバイトで来ている方の中で

も、「農業やりたいな」という人はいるのですが、土地を売る人はたくさんいるけれども、家を

売る人がいないと。働く場所と家は近い方がいいのだけれど、その家を売る人がなかなか尐ない、

だから二の足を踏むんだ、という話を何件かは聞いてはいるんです。そういう取り組みとか、物

産展による売り込みというのを、もっと石狩市としてアピールすべき。「こういう、物産のため

のこういう商品・加工品がありますよ」という取り組みが尐ないような気がします。 



第２回 第３期石狩市農業振興計画策定委員会議事録（H23.9.9） 

- 7 - 

 

【中原会長】 

どうですか、農協さんなり市役所さんなり。物産展ということでのご提言かと思いますが。 

【住谷委員】 

北海道の物というのは注目されていますよね。その中でそういうのをやっていかなければと思

うんですよね。 

【藤沢委員】 

物産展ということで話をしましたら、昨日まで北京に行ってきたんです。北海道物産の振興、

という事で行ったのですけれども、やっぱりこっちにいて見る中国と、向こうに行って、実際、

皆さんの要望がこういう風に違うんだなというのはすごく感じて来ました。底辺では本当に良い

ものが欲しいのだけれども、３月１１日以降、物が入らないのは、そこの政府、上の方の話であ

って、「とにかく自分達は良いものが欲しいから、アピールして欲しい」というのは非常に言わ

れました。「これはどういう風にして手に入るんだろう」ということを言っていて、また、私た

ちの方も物を出したいんですけど、その辺の流通っていうのですか、石狩新港の方も何人か出ら

れたのですけれども、その辺はまだわからないという手探り状態でした。 

それで、物産展に物を出すっていうのは農作物ではなくて、やはり加工品だと思うんです。だ

から今、「何を作ろう」とか「何をどうしよう」っていうのも勿論大事だと思いますが、売る所

から下がってきて、本当に「何を作ろうか。こうしなきゃならないよね。」といった方がもっと

明確に、色んな事が見えてくるのかなと感じました。 

それと、さっき農業体験の話をなさっていたんですけれども、私も 10 数年か 20 年近く前、子

どもが小さい時に、記憶を探ってどこに行ったかなと思うと、札幌に住んでいて、行ったのが長

沼とか新篠津とかその辺なのです。で、子どもと一緒に田植えをしたり大根掘りをしたりしまし

たが、子どもも多尐興味をもって農作物に接して、もう良い大人ですけども今でもそこを通ると

「そういうことをしたね」とか、お米一つでも「あの時こうやったよね」っていう、そんな話が

出たりします。その当時に石狩でそういうものはやっていなかったし、今も多分やっていないだ

ろうと思います。 

今回も行った方と話をしたのですけれども、「石狩って本当に良いものがあるのに、もったい

ないよね」という話がすごく出たんです。そのへんを、どうしたら引きつけられるのだろうとい

うのと、あと、石狩市民が石狩を見るのもそうですし、前回のお話でもありましたが、札幌とい

うあれだけの人口がいる消費地、その人達にむけて何かアピールすると、もっと人を呼べたり、

活性化して潤うんじゃないかなというのを非常に感じます。 

【中原会長】 

長沼は、本州の修学旅行生をステイ、２～３日泊めるという事で、実際に作業もやらせるわけ

ですよね。そうすると、別れ際には涙を流して帰って行くといいます。そこに親子のきずなだと

か、作物に触れる事の大切さだとか、色んな事を彼らは学びとっていくみたいですね。また、農

家の人もずいぶん感激して、それを受け入れようということでやってらっしゃいます。 

【藤沢委員】 

グリーンツーリズムの話をしていた方がたまたま取引先でいて、その話も聞いているのですけ

れども、本当に毎年「北海道のお父さんお母さん」といって、お手紙が来る話も聞いていますし、
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うちがそば製粉だからそばの話になってしまいますが、その地域ではそばを栽培していて、そば

の段位認定とかもあるんですけれども、皆さん農家の方がある程度そばを打てて、夕飯とか昼食

とかでその味を見せるんです。みんなで一緒にやって、自分達の作ったものを一緒に食べるとい

う話をしていて、今もやっていて盛んなんだなあと思いますけれども。 

たまたま、出かけてくる前ですが、石狩地区の中学校と小学校の先生だと思うのですが、「そ

ば打ちの体験をさせてください。」ということで数名見えられたので、今後、授業でそういう事

をなさるのかなと思ったりしましたが、石狩で採れる物を先生たちも子どもに伝えていくと、も

っと通じるだろうなって思うことと、それにプラスしてグリーンツーリズムみたいなことも盛ん

になっていくと、すごくいいだろうな、農業が楽しいものになっていくのがわかるし、土の大事

さだとか自然の大事さとかが、小さいうちから子どもたちの身にしみるのかな、というのがあり

ます。 

【中原会長】 

ありがとうございます。その北京でのお話ですけれども、政府とか中央政府は規制とかに神経

がいっているのでしょうけども、こちらに求めているのは北京のバイヤーの方なのでしょうか？ 

【藤沢委員】 

そうですね。バイヤーの方もいたし、直接そういう物を使いたい飲食店の方もいらっしゃった

のですけど、やはり「こういう良いものが欲しい」と。それで、行った時に終わりなのではなく

て、「本当に物が流通するまでがんばって欲しい」というようなことを言われました。あきらめ

ないで、こんな良いものがあるんだよという事をもっともっと伝えて欲しい、という事はおっし

ゃっていました。 

【中原会長】 

非常に貴重な情報だと思いますね。 

【住谷委員】 

今、山加の社長が言ったように、そういうバイヤーさんが何を欲しているかという、それをも

っともっと探るべきじゃないかと思う。「こういうのがあります」というだけじゃなく、例えば

物産展のバイヤーさんがどういうものを欲しているのかというのをやっていかないと、こういう

会議でも結論が出ないままで終わっちゃうんじゃないかと思うんですよ。得てして会議って結論

が出ないまま終わるんですけど、なんらかの結論を出していかないとやった意味がないと思うん

です。 

【藤沢委員】 

何を要望しているか知るというのは、すごく大事なことです。 

【中原会長】 

私の知っている事例では、浜中町という釧路管内ですけど、酪農家さんで、酪農家っていうの

は変わり者が多くて、電算機のプログラマーといいますか、そういうことをやっていた人が酪農

にいきなり入ってくるんですね。やっぱりそれは最先端の電子工業の技術をオペレートしていた

人ですから、酪農も難なくやっちゃうんですね。今、彼は本当に香港だとか上海に行って、自分

の所でミルクの加工をして、ヨーグルトとか色んなものを出している訳です。それで成功して、

上海だとか香港にブランチを作っているんですね。それはやはり消費者をかませるとか色んな仕
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掛けがあると思うんだけれども、そういう事までやっちゃう酪農家もいるので、やっぱり「やれ

ない」という事はないような気がしますよね。チャンスを、どんなノウハウを結び付けてやって

いくか、という事ではないのかという気がします。 

【藤沢委員】 

  今回行って改めて私もわかったんですけれど、北京市内の人口は東京と匹敵するくらいの人口

で、北京市内に１万５千人位の日本人がいるんです。それで、８４７店の日本料理屋さんがあっ

て、それだけでもすごいなあって思うのですが、中国全土なんかでいうともっとすごくて、北京

は中国の首都ですけれど、人口は上海の方が多くて日本人も５万人ぐらいいて、石狩とまではい

かないかもしれませんけれども、そのくらいの日本人がいらっしゃいます。 

それで、日本料理屋さんが１５００件ですね、北京の倍ぐらいの数がありますけれど、そうい

ところが良いものを使いたいということで言っています。私もラーメンだとかそばも食べました

けれども、実際、日本の方がおいしいですし、私たちから見たら何となく「ラーメンは向こうか

ら来たでしょ」と思いますが、食べたらうどんみたいなラーメンなんです。「どうしてラーメン

があのラーメンじゃないんですか？」って聞いたら、「かん水がないから」というような事をお

っしゃっていました。 

そば粉もどうなのかなと思ったんですが、小麦粉も日本で作るような、まあ小麦粉は海外から

すごく輸入してますけれども、製粉技術がないためか、なんとなくダレたような感じの麺になっ

てたりとかで、これはもう本当にまだまだチャンスがあるんだなというのが、行ってみて初めて

わかって本当に良かったと思います。 

石狩も、もっと物産展に出せるというのは、やっぱり加工食品だと思うんですよ。「これが石

狩よ」というものが作れたらどうでしょうか。 

【中原会長】 

ぜひ石狩ならではの加工食品が出ると面白いですね。子どもたちの担い手というのを含めて、

子どもたちをどうつなげていくか、あるいは加工品に着目してどうマーケットと結びついていく

か、そういう話が出ているのですけれどもいかがでしょうか。現行の計画とか進行具合とか、そ

ういうものを見ながら、どこに着目して変化の芽を見出していくのか、そのへんからお話いただ

ければと思います。 

河野さんいかがですか。実際、農業者として大事にしたいとか、伸ばして行きたいとか。 

【河野委員】 

なんですかね、自分の今いる状態からかけ離れた話をされても、私としてはどうにも出来ない

ですよね。先ほど言われたような、加工品を作るとか、そういう自分のテリトリーから離れたと

ころまでいくと、話についていけないというか、自分としても行動できないので、自分が今まで

やってきた中だとかそれに近いところの話じゃないとできないという事なんですけど。 

【住谷委員】 

そこの広場で農業祭をやっていましたが、たとえばデパートの物産展というような中で「石狩

農業祭」という感じのものをやって、農業の加工品だけでなく、そういうものを売るという事も

ＰＲの一つだと思うんです。そんな中で、たとえばニンジンのつかみ取りをやりましたけれども、

そういう催し物をやってもいいと思う。そういうものをＰＲしていけば、もっともっといいと思
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います。その中で加工品も話として出てくるのだと思うんです。まず売れるものを、石狩の農業

の中でどういう物を売っていきたいのか、物産展とかの中でやればいいと思うんですよね。たと

えば放射能の関係で福島で物が売れないからということでやっていましたけど、そういう関係に

入っていっていいと思うんですよ。担当がいるかはわかりませんが、デパートのバイヤーとかに

行って挨拶しながら、やりませんか？とかどんどん話をすればいいと思うんですよ。それが足り

ないんじゃないですか。私は一般の普通の会社にいた時は、そういう売込はしましたけれどね。

やっぱり物を売るためには、どういう風に誰と合うのか、それが一番なのではないですか。決定

権は誰にあるのか、こちらはどういう物を売りたいか、向こうにどういうメリットを与えること

ができるのか、そういうことで合致していけるかもしれない。 

【中原会長】 

まあ色々チャンスはあるかもしれないのですけれど、今度、９月１６日以降かな、大通りの「オ

ータムフェスト」というイベントで、あれは全道域から出てくると思います。Ｂ級グルメで焼き

そばとか、何が出てくるのかはわかりませんけれども、そういう様な形で去年から石狩からも

色々出ているのではないかと思うんですが、その辺はどうなんですか。 

【藤沢委員】 

今年も石狩から出る話は聞いていますよ。 

【荒関委員】 

今オータムの話が出たので、加工品という話を先ほどからされていますけど、うちは地元で採

れる農産物を使った、ジャムだとか甘みそを、厚田地区の女性部の加工グループが製造していま

す。販売については色々話があった中で、物産展とかもっともっと積極的にいかなければという

風に僕はとったのですが、まだまだ足りないと言われればその通りだとは思うのですが、いろん

なイベントの中で、この前の「産業まつり」、今言われた「オータムフェスト」、それから札幌の

さとらんどにあります「さっぽろハーベストランド」という石狩管内の農協がやっているイベン

トの中でも出して、また狸小路のＨＵＧだとか、北海道産をあつかっている所にうちも物を出し

て販売しています。 

ただ石狩市民の方々が、そのへんが「全然わからないよ」というのはあるかもしれないと思い

ますし、まだＰＲが足りないっていうのは、前回の話でもありましたが、言い訳するわけではあ

りませんが、足りない部分があるから、そういう中で地場の物をＰＲしていきたい気持ちがある

事はわかっていただきたいと思います。 

【石丸委員】 

ちょっと話を戻してすみません。先ほどの「人も一緒に育てていく」という部分は、ふとひら

めいたんですが、「どのくらい受け入れることが整っているのか」というのが文章にあるような

ないようなですけれども、変な話、職業安定所に「石狩で農業しませんか」と斡旋してもらって

いいくらいの受け皿が整っているのか。ただ漠然となんとなく「やりませんか」という訳ではな

いですよね？さっきの住まいの話とかもありましたけれども、本当に市も本腰を入れて、ＨＰと

か、本当にどこから人が移ってきてもいいという道筋が、きっちりできて動き出しているのか、

というのがちょっと見えないんです。市役所や図書館に「石狩では農業に就職する人・転職する

人を募集しています」というのを大々と出せないならば、なにか受け皿みたいなものが用意され
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ているかどうかというのを聞きたいのですが。 

【中原会長】 

この現行の計画で新規就農という数値目標まで出して、到達度まで出ているわけですから、か

なりいい線いっているのではないかと思いますが、新規就農というのはどうなのですか？ 

【事務局（重田課長）】  

農林水産課の重田です。新規就農者の受入れということですが、市としては、平成１２年に農

業総合支援センターというのを立ち上げました。これは石狩市と農協・ＪＡいしかりと農業委員

会の３者で構成されているのですけれども、その農業総合支援センターは、色々な事をやってい

ますが、大きな柱として「新規就農者の受け入れ」という事が目標としてあります。そこは、ま

ずは、農業をやりたいという人が相談に参りましたら相談にのりまして、１年間ないし２年間の

農業実習をしていただいて、技術的にも経営能力にも、あと、どうしてもお金がかかりますので

資金的な面でも、十分やっていけるなという事が判断されましたら土地の斡旋だとか、実際に農

業をやっていくための条件を一緒に考えて作りあげていきます。このように農業総合支援センタ

ーというのが、一応新規就農者の受け入れとしてあります。 

それでこの１０数年ですけれども、１０名の方が農業以外からの新規参入という形で、農業を

始めた実績があります。宣伝についてですが、「農業をやりたい」という人を受け入れる全道的

な支援センターがあるのですが、そこで「石狩市で農業をやりたい」という事になれば、市の総

合支援センターに連絡が来るという形でやっています。 

ちなみに年間で、年によって変わりますけれども、２０～３０件の相談ごとが毎年来ています。

電話があって、実際に面談して「どういう条件でどんな事をやりたいんだ」というような話をし

て対応しているのですが、残念ながら平成１９年を最後に、相談はありますが農業実習にまでは

至っていないのが最近の状況です。一応受け入れはこのような形でおこなっています。 

私たちも「農業をやりたい」という人の声をさらに聴いて、もっと新規参入の方が増えるため

の取組をどうしたら良いのかという点では、色々悩んでいるところではあります。 

【石丸委員】 

本当にやりたいという方しかついてこないという事は分かっていても、こういう時代なので一

般の市民でさえも目に触れるようにした方がいいと思います。興味のある人はなんでも調べてＨ

Ｐに入って「どうしたら農業ってやれるんだろう」とか、本気度が高い方は入って来ますけれど

も、全然そんな感じではない人の目にも入るようになっていかないと、本当に募集しているのは、

なかなか分かりづらいと思うので。もっと市民目線と言うか一般目線で、本当に農業を広めたい

という熱い思いが伝わるくらいの行動をお願いしたいかなと。石狩を応援したいと思いますので、

ぜひもうちょっと目にできたらいいかなと思います。何気ない文章でも結構目に入ると思うんで

す。 

【中原会長】 

せっかく札幌に近いという地の利とか、そういうのが魅力の一つだと思うんです。何か出来そ

うな気もしますけれども。 

農業委員会の吉田さんはそういう新規就農の一つの大きな窓口だと思うのですが、いかがでし

ょうか。 
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【吉田委員】 

農業委員会の立場で言わせていただくと、何人かは相談には来られますが、来られる個人の方

の思いは様々です。中には「失業したので農業でもやりたい」と、「農業『でも』やるか」とい

う方ですね、そういう方は現実的に言って、なかなか実際の営農は難しいかなと思います。 

先ほど重田課長が言われていましたけれども、支援センターの中で、私は農業委員会でどちら

かというと農地の関係ですけれども、実際の営農の方は農協で指導して、資金の関係は市の方と、

それぞれ機関があったのを一か所で、農業総合支援センターの中で集約していこうということで、

平成１２年からやっているわけですけれども、ただ、かなりハードルは高いです。単純に「農家

でもやるか」とか「農業をやってみたい」とかいっても、実際には技術ですとか、当然経営して

いく経営力、それから資金力ですね。いろんな公的な借入制度はありますけれども、結局は借金

を返していきますから、それに見合う収入があるのかどうかを相談の段階から計算して、「この

自己資金では難しいですね」となるとか、色々な方とお話させていただくと、結果、実際に就農

出来るという人は、過去１２年から１０人程度ぐらいしか就農できないと。なおかつ就農した方

でも、経営的になかなか厳しいというような方もいるようです。 

ですから今おっしゃいましたＰＲというのは、実際には先ほども申し上げた「北海道担い手育

成センター」という受け皿が、本州を含めて全国に「北海道で農業をはじめよう」というＰＲを

しています。ただ現実的に、石狩で農業をやりませんか？とか、あるいは他の市町村でもやりま

せんか？というのはあまりしてないです。いきなり来ても、そういう問題が沢山あるという事で、

なかなか実際に農業を他の産業から始めるのは難しいですので、単純に「石狩で募集しています

から、来てください」ということには実際にはならないのかなと。 

農地も、来たらすぐあるかといったらそんなにはないんです。作る作物によって農地も変わり

ます。例えば、大規模でやるのか、施設野菜で小規模でやるのかで農地を選ぶというのがありま

すので、単純に来て条件の合う農地があるのかと言ったら、すぐには見つからない場合がありま

す。当然、私どもとか農協とかが見つけたりはするのですけれども、必ず希望に合う農地がある

かと言ったら、現実的には難しいという感じです。 

【中原会長】 

新規就農も含めてですね、商工会関係の喜多さん、北商工会の岡林さん、観光協会の有田さん、

商工分野や観光分野から農業への期待とか、こういうアイデアがあるだとか、何かございません

でしょうか。 

【喜多委員】 

石狩商工会議所の喜多ですけども、先ほどもちょっとお話が出ていた「産業まつり」の中で、

石狩のブランドとしての農産物を、イベントを通して、石狩の地産地消を含め一般市民の多くの

方に理解を求めています。その中の一環として、石狩で生産されたものを使って一般家庭の料理

で使ってもらいましょうという事で、レシピのコンテストをやったりしています。 

また、ブランドに関しては、石狩で採れたもので新しい商品を開発しようということで浜益産

のフルーツ、サクランボを使ったフルーツビールの試飲会というのをやっています。それから物

販の関係では、石狩ですでに加工されているものを、このイベントなどを通して一般市民に販売

しています。そういったことで石狩の地産地消というのを広めて、いわゆる新規就農を含めて色
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んな角度から興味を持って頂こうという取り組みはしています。 

ただ今言われた通り、新規就農というのは課題も多いと思いますので、そういう農業なり生産

なりにたずさわれる機会をどう作っていくかが、また次の大きな課題ではないかと思います。 

なお、一般の商工業者の方が実際に農業に参入するというのは、建設業含めて新規就農という

のはありますけれども、なかなか現状は収支が合わないという事で、現状としても参入というの

は私は聞いておりませんし、今のところないという状況です。 

【中原会長】 

岡林さんいかがですか？ 

【岡林委員】 

僕は商工会ですから、厚田と浜益地区というエリアになるのですが、今の仕組みでいくと、例

えばイベントの中で、厚田の産品を石狩市域あるいは市外の人達に提供して、「こんなものがあ

るんだ」と知ってもらう事くらいしか出来ていないのが実態だと思います。 

それでいま商業関係でいくと、なかなか個人商店というのが尐なくなって、例えば厚田、浜益

のコンビニエンスストアで、セイコーマートやセブンイレブンでということになると、流通とし

て地元の物を売る仕組みはとれないのが実態なのですね。セイコーマートならセイコーマート、

セブンイレブンならセブンイレブンの管轄の商品でなければ置けないという事ですので、気軽に

厚田で採れた農産物や水産物を店舗に置くことが出来ない状況があります。そのへん、今の構造

の中ではなかなか身近に、そのものに触れるのが厳しい実態にあるのかなという感じをもってい

ます。 

たまたま厚田、浜益、石狩もそうなのですけれども、水産関係は朝市という事で、それぞれ漁

業関係者の方が、獲れたものをそこの場所で提供するというような事をしています。ある程度こ

れまで長年培ってきた実績で、知名度も上がっている部分もありますので、それぞれ顧客になっ

ている方もいらっしゃいますけれども、今の実態の中ではその程度が限界なのかなという感じは

いたします。 

あとは新規就農の関係でも、やはりその体験をするのは勿論非常に必要な事ですし、実際野菜

とか魚もそうですけれど、元々の形が分からないというお子さんも結構いらっしゃるという事な

ので確かに必要なことなのですが、いずれにしても新規就農という事になれば、ある程度経済的

なものが伴わなければ、転職をするあるいは職を失ったということで農業に関わるのは非常に厳

しい状況があるのだなという気がします。実際に厚田の場合をみても、地元の農家のお子さんが

いても、他の職を求めているという傾向が多々あります。ということは、ある意味農業に対して、

農家の中で育ってきている方が限界を感じている実態があるのかなという気がしますので、その

辺、先に向かっての解決策がどんな形であるのかというのは、まだちょっと分からないですけれ

ども、厳しい状況だという印象は持っています。 

【中原会長】 

有田さんいかがですか。 

【有田委員】 

私どもは観光センターで販売しているスペースがありまして、石狩で採れたものを中心に置い

てくださいという、決められた中でやるものですから、逆に石狩で生産されたものを尐量ですけ
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ども販売しております。 

先ほどからありました農業体験という話でいきますと、全く趣旨が違うかなと思うんですけれ

ども、うちも今年から農業体験というものを企画してやっております。そば打ち体験なのですが、

観光なものですから目的が誘客なのですね、石狩への。そういう観点でそば打ち体験というのを

企画してやっていますけれども、子どもさんだけではなくて親子連れというのがメインです。  

この１７日に最後のそば打ちをして、みんなで食べて終わりでしたが、春から数えて４、５回

やっています。それこそ作付けから始まって、そういう事をやっています。全く私の所では新規

就農に関係のない次元で、そば打ち体験、農業体験をやっていて、氏家副会長が言うように「イ

ベント化している」というのを逆手に取ったという感じで展開しています。 

【中原会長】 

かなり続けられてきている所に、教訓としてくみ上げて行くものもあるのではないかと思いま

す。 

【有田委員】 

今年始めてやったので、どうなるかわからないですけれど、出来れば今年はそばだけだったの

で、来年はそれこそ、皆さんもうやっていると思うんですけれどもお米ですね、そういうのを含

めて展開していけたらなと思っています。  

【中原会長】 

何かを仕掛けて、それに人をかませて、人を呼びこんで、何かそういうことができないかと思

いますが。どうですか久慈さん、農業者としてですね、今の議論の中で「自分達でこういうのを

やってみよう」とか、農協の女性部の取り組みとか、色々あるのではないかと思うのですが。 

【久慈委員】 

浜益女性部は、直売に皆さん情熱を燃やしていまして、まず地場産のものを売って、消費者の

方に買ってもらおうという事を活動の一環として今やっております。その中で浜益内のお米を原

料としたバクダン、要するにお米のドンですね、それをその場で実演販売という事でやっていま

す。それを加工するとなれば「おこし」ですね、お砂糖だとか、水あめだとか、そういう物を使

ったおこし作りというものの販売をしているんですけれども、まだまだ地元以外の所にそういう

物を出すというところまでは行ってないです。 

私たち浜益で自慢できるものというと、お米が一番自慢できるもので、「浜益産米」というこ

とで、私達はブランド米として出してもいいんじゃないかなという自信はあります。それでお酒

を作ったりしていますし。今のところは女性部の活動の中ではそのくらいしかできていないんで

すねが、まだまだこれから先、がんばって色んな物を加工してやっていきたいなと思っています。 

【中原会長】 

道の駅とか、そういうものは近くにないのですか。 

【久慈委員】 

ないんです。直売の場所としてはうちの支所の前でテントをはって、職員の皆さんに協力して

もらって、昨日、一昨日もやったのですけれど、そんなところですね。 

あとはこれからのイベントですけれども、「ふるさと祭り」という一大イベントで、そこでも

販売しています。 
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【中原会長】 

名寄は餅米という事で、道の駅とかそういう所でも非常に定番商品で、相当現地の方も元気に

なっている、という道新の記事がありましたけれども。 

【久慈委員】 

浜益のお米も、私がいうのもおかしいですけれども、非常に評判が良くて、低タンパク米です

ので、みなさん「おいしい」と言ってくださっています。これは自信もって「食べてください」

と言えますね。 

【有田委員】 

お祭りに行っておにぎりを食べるのが楽しみなんですよ。 

【久慈委員】 

そうですか。私が作っていますので。 

【中原会長】 

それは「ほしのゆめ」ですか？「ゆめぴりか」？ 

【久慈委員】 

去年は「ゆめぴりか」でした。丁度新米が出来たところだったものですから、「ゆめぴりか」

でにぎらせていただきました。 

【住谷委員】 

今言われたお米を作っているということで、そういうので、ドンができるんですよね。そうい

うものを小売り用に作って、もっともっとＰＲをかけて売る場所をつかんでいくべきだと思うん

ですよ。 

【藤沢委員】 

そういうのを「とれのさと」とかでは置いていないんですか？ 

【氏家副会長】 

売りますよ。ぜひ。 

【久慈委員】 

イベントの時には、すごい売れて売れて間に合わないですね。 

【住谷委員】 

そういうのをどんどん、ＰＲかけるために売り場を増やす。物産展を利用するとか、そういう

ふうにすべきですよ。 

【加藤委員】 

なかなか、経済的に沢山のロットが作れないというようなこともあるのでは。 

【住谷委員】 

反対に、「数これしかありませんよ」と言った方が売れるんですよ。沢山あるよりも。 

【久慈委員】 

「売り切れ御免」という事で。 

【住谷委員】 

そうそう。日本人はおかしなもので、そういう事に飛びつくんですよね。そういう販売方法も

あるんですよ。 



第２回 第３期石狩市農業振興計画策定委員会議事録（H23.9.9） 

- 16 - 

 

【加藤委員】 

小規模で作っているものなので、業者にお願いすると、とんでもないロットになってしまうと

いうのはあります。 

【住谷委員】 

ですから１日に五百なら「数が五百しかできません」ということでいいんですよ。沢山あるよ

りも反対に。 

【久慈委員】 

そうですね。参考になりました。 

【藤沢委員】 

それか「週に１回、何曜日だったらありますよ」という風にするとか。 

【住谷委員】 

さっき会長が言った、名寄の餅米で作った饅頭なんて、あれなんてすごいですよ。私もちょっ

と絡んだ事ありますけど。 

【久慈委員】 

あと、風連のあん餅とかね。 

【住谷委員】 

そうです。あれは冷凍なんですよ。冷凍で作っておくんです、暇な時に。あとは会長が行った

ように名寄の餅米が売れているわけですから、そういうもので農家の方が尐しでも収入が上がる

ように、冷凍で作っておいて、出荷する時に解凍して出していけばいいんです。 

【藤沢委員】 

新規就農もいいですけど、今ある農家さんを、どうにかして魅力のある農家に育てないと、新

規就農・後継者も出てこないと思います。 

【住谷委員】 

だから実収入をどれだけあげていくかという事です。そのために一つの加工品というのがある

のでしょうけれど、加工品が良ければ、現物はこうですよと米も持っていけばいいんですよ。ま

あ、私は関わっていましたら販売のことばかり言いますけども、売り場をどうするか、あと売れ

るためにはどういう仕掛けをするべきか。 

【藤沢委員】 

ものを作る人と売る人はみんなバラバラだと思うんですけど、そこがきちっとマッチすると、

物は流れると思うんです。先ほど河野さんから、「自分の範疇しかお分かりにならない」とあり

ましたけど、みんなそうだと思うんですよ。ですから「うちはこういう事が出来ますよ」と言っ

た時に、「じゃあ、ここはこうなるんじゃないか」、「ああなるんじゃないか」とつながりができ

ていって、一つの形ができると思うんです。 

【住谷委員】 

販売のきっかけが出来れば、例えば河野さんであれば河野さんが一緒に行って「自分達はこう

いうのを作っていますよ」、「こういうこだわりがありますよ」と、もっともっとＰＲかけていけ

ばいいんですよ。 

【藤沢委員】 
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  一人でなんでもやろうと思っても絶対にできない。 

【中原会長】 

そうですね。 

【住谷委員】 

私も販売をずっとやっていましたけれども、売るものに関しては連れていきましたもの、作っ

ている人を実際に。それは私が説明するより早いんですよ、自分の作っているものですからね。

一人が全部やるのではなくて、分散させていけばいいんですよ。それでトータルで合わせるんで

す。 

【河野委員】 

そうだと思います。私も持論として、まあみんなが思っていると思うのですけれど、農家には

「農作業に専念させてくれ」という願いがあるんです。それで、出来た農産物は農協さんで何と

かしてくれと。「自分達に販売面の所まで、わずらわせないで売ってよ」と言う思いはあるので、

そういう販売の所は、農協だとか、後は行政の力を借りてだとか、そういう所に実はやってほし

いんです。だけどまあ、なかなかうまくいかないから、「自分でも売らなくちゃ」というふうに

直売所とか出来ていくと思うんですけれども。 

【住谷委員】 

知っている人もいると思うんですけれど、石狩市ではタコが有名じゃないですか。そのタコを

使ったふりかけを作りたいという話があったんですよ。それはそこの測量の中島さんが中心とな

って、テレビ局までちょっと動かして、私のところにも来たんですよ、作っている所はないだろ

うかと。でも、その話それっきりです。テレビ局の会社まできて、私の所で写真も撮って行った

のですけれど、それっきりで終わりでした。確か、市役所の方もからんでいると思いますよ、観

光の方かな。 

そういう、作る先がわからないから立ち消えになっちゃってとか、良い話はあるんだけど、そ

れ以上進まないというのが結構あると思うんですね。だから、そういうものが出てきた時、どこ

で解決していくのかという、探りを入れていけばいい。出来る人に頼んでいけばいい、そうすれ

ば尐しでも前に進んでいくと思いますね。そうすれば河野さんの言うように、作る人は作ること

だけに専念できるんですから。 

だから、ここの場というのは、尐しでも物ごとを進めていくという場なのではないですか。終

わっている中身だけで、お互いに言う事を言うだけではなくて、と私は思うんですけれども。 

【中原会長】 

会長としてはですね、おひとりずつ発言頂きたいと思いまして、大体ご発言頂いたかと思うの

ですが、土地改良区の中村さんはご自分の専門領域と今議論されている事とちょっと離れている

かと思うんですが、思っている事を率直に言っていただけると。 

【中村委員】 

私どもは水田農業をやっている方のための施設の保全という事で、いろいろ後方支援というこ

とでやらせていただいているのですが、私個人としては元々農家の出身なものですから、新規就

農という事では、農業経営の部分でうちの親の姿を見ていて非常に難しい、なかなかハードルが

高い部分があるんじゃないかと、そのように感じています。 



第２回 第３期石狩市農業振興計画策定委員会議事録（H23.9.9） 

- 18 - 

 

それと先ほどの学校教育という関係では、行事とか農業体験とかをやる事業を何度かうちのエ

リアの中でもやっているんですけれども、これは元々、花川南小学校さんの方からこちらの方に

来ていただいて、いろいろ地域に住む生き物だとかを展示して、農業体験という事で稲刈りだと

かを体験して頂いたのですけれども、ここ最近、教育基本改革と言う事で、小学校の時間の制約

が出てきまして、勉強の方を優先するという事で最近来なくなったんですね。我々も、そういう

施設がありますんで、そういう所を使って協力する部分もあるんですけれども、なかなか小学校

さんの方が協力に乗っていただけないというのがあると思うんです。 

【中原会長】 

教育制度も、猫の目農政じゃないですけれど、色々変わって行くものですから。 

【藤沢委員】 

そういうのって学校ではないような気がします。家庭ではないのかと思いますし、子どもなん

て本当に低学年のうちしか親と関われないと思うんです。大人になって親と一緒にいるなんて、

あまり見たことがないですし。だから、その辺をもうちょっと大事に考えられないかという事は

感じますけれども。学校教育がそうなって休みが増えているのですから、親と一緒に何かをする

ような事がいいと私は思いますけれども。 

【中原会長】 

市や農協でもいろいろやっていますが、街道沿いの直売所は、今年で何年目なんですか？ 

【氏家副会長】 

１０年くらいになりますね。かたちは毎年変わってきていますが。 

【中原会長】 

あそこで、消費者の方に向けた料理教室とか、特産品を活かすコーナーとか、いろんな事が出

来ると思うんですけれども、実際やっていらっしゃると思うのですが、その辺どうなんでしょう

か。 

【氏家副会長】 

そうですね、農業体験については、学校現場として制約があるという事で、藤沢さんのおっし

ゃるように学校で無理なのだとしたら、私ども農協として独自にやるしかないだろうと。地物市

場では、そういうことをやる事によって相乗効果を、ということで加工体験施設を併設している

のですけど、幸いにもあそこは後ろが農地なんです。だから、私どもがやれる範囲でやるとすれ

ば、すでに北広島で「くるるの杜」というのをやっていますけど、今樽川の裏地で農地がありま

すから、そこで体験農場的なものを、私たちが独自に受け入れることが、一つの役割としてでき

るのかと思います。 

今まで農業者のみなさんにボランティアでやってもらったり、教育現場の先生にやってもらっ

たりというのが、もう限界というか、ある意味破たんしているというのがありますので、私ども

が自らでやると。もっと本当に小さい頃からという事では、石狩市の幼Ｐ連というのがあるんで

すね、幼稚園のＰＴＡの、そこも何年か前から受け入れをしています。それも親と子が一緒です

が、そういうレベルから出来るような施設を、なるべく早い時期にあの裏で一体的にできればと

は思います。 

【藤沢委員】 
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あそこは全部、農協の持ち物なんですか？ 

【氏家副会長】 

いえ違うんです。借りるしかないのですけどね。貸して頂けるかどうかというのもありますし、

誰がどうするかっていう細かい話もありますけど、あそこが一つの拠点となれば、やはり花川か

らの距離が問題になってくるので、近くにあることでは一番だと考えています。 

それと先ほどありましたように、農協ですからよくわかるのですけども、農業者の皆さんはや

っぱり安心して作りたいんですよね。作ることに専念したいというのはよくわかります。そのた

めには安心して良い物を沢山採りたいんです。それを加工して、ひと手間かけて高く売るところ

まではいけないので、こちらからの話にもありましたとおり、特に石狩ですと新港に色々な企業

がはり付いている中では、必ずそういう所があると思います。石狩市の農業としては、そういう

所と組んで加工して頂いて首都圏の人に物産展などで売る、やはり新港の企業の皆さんとうまく

やって行くしかないだろうなと思っています。   

【藤沢委員】 

新港の企業でも使いたいのだけれど、それがわからないということを言っていますね。皆さん

一生懸命だし、何かのたびに「石狩をもりたてたいね」、「石狩をどうにかしたいね」とあちこち

で聞くのですけれども、どうも何かつながってないなという感じです。皆さん思いは一緒なんだ

と思いますけれども。 

【氏家副会長】 

そうでしょうね。同じ事を考えていると思います。ただ、そういう場がなかったというか。 

【藤沢委員】 

「ちょっと言ってくれればうちはこんなことできるのに」ということがある。この前もたまた

ま、カボチャをペーストにしている所があったのですけれども、「それどこのですか？」と聞い

たら、「手稲山口」とおっしゃっていたのですけど。新港企業でも、石狩のカボチャで作ってた

ら、「これ石狩産のですよ」ってお店で出せたりするんですけれど、というようなことを話して

いました。 

【住谷委員】 

今、銀行さんが取引している企業さんも、銀行の紹介で会場を借りてやるというケースが増え

ているんですね。その中で、作っている所、ＰＲしたい所、買いたい所、そういう所を呼んで合

体で商談をやってるんですよ。石狩もそれをやったらいいんです。 

【藤沢委員】 

石狩市でそういうことはできないんですか？ 

【住谷委員】 

ここの会場をつかってもいいじゃないですか。そんな大きな会場でなくてもいいんですから。 

今各所でやっている「まるしぇ」みたいな、そういう形態でやればいいんです。まあ確かに「と

れのさと」や「まるしぇ」という形態になるかもしれないですけれど。ただちょっと聞こえてく

る話では、まるしぇさん、物はいいんだけれど石狩市の市民としてはちょっと高いなという、そ

ういう話は聞きます。 

それとやっぱり、売り場の配置が悪すぎる、買う意欲がちょっと失せる、だからもっと工夫し
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たらいいのではないかという話は聞きます。このあいだ私も、あるメーカーの人と見ましたけど

「ちょっと悪い」と言っていました。 

【氏家副会長】 

「価格が高い」と良く聞くんですけれども、農協が高くしているわけではなくて、会員さんの

自由設定なんですね。自分のものは百円で売りたいと思ったら百円ですし、二百円の価値がある

と思ったら二百円なんですよ。そこは自由設定なので、常識外の単価には店長も目を光らせてい

るんですが、どうしてもちょっと高い方向にいっているのは私も気になる所で、徐々に適正にし

ていきたいなとは思っているんですが。 

【住谷委員】 

道の駅とか、ああいう所はやっぱり若干安めにしていますよね。買いやすくしています。そう

すべきだと思うんですよ。農家の人には失礼ですけれども、市場を通してやるよりは若干高く出

していいんだけれど、石狩市民の皆さんが買いやすい形にしていくべきだと思うんです。まず、

地元の人達を大事にしていいかと思います。「花は非常に安い」とは聞きましたけれども、鮮度

はいいし。 

【氏家副会長】 

一つだけ言わせていただくと、安く売ろうとは、申し訳ないですけれども思っていないです。

適正に、そのものの評価を分かってくれる方に買っていただければいいという事で、決して安く

売ろうとは私ども思っていません。適正な価格で販売できればと思っております。 

【住谷委員】 

できればこの辺のスーパーよりも若干でも安ければ。いわゆる「産地直送」という感じでやっ

ているわけですから。 

【中原会長】 

ほかに、もし今までの議論の中でおっしゃりたい事があれば。 

【住谷委員】 

前回、山加の社長から、地元の学校の人達に食べてもらうために、「会議に地元の栄養士さん

もどうですか」っていう話も出たんですけど、それも大事だと思うんですよ。教育委員会なんか

も通してそういう人を入れたらいい。それで、さっき久慈さんも言っていたように、浜益米を沢

山使ってもらうような機会を増やす。圧力じゃないけれども、「地元にいるんだから使え」とい

うようにやっていくことも大切なことではないですか。 

【中原会長】 

正式な委員メンバーと、そういう人がオブザーバー的に交流することは出来ないのでしょう

か？ 

【事務局（佐々木部長）】 

それは出来ないこともないのですが、今やろうとしている事は「農業振興計画」を作るという

事です。栄養士さんを入れるという事は「学校給食にどうやって農作物を使ってもらうか」とい

う話になってしまいますので、事務局としては、ちょっと議論のレベルが違っているかなという

感じはしています。 

実際、農業振興計画の中で、「給食でもっと使いましょうね」みたいな目標を作って、それを
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具体化していく中で、栄養士さんと意見交換していくことは場面としてあると思っているのです

が、今の議論の中に栄養士さんに入ってもらっても、ちょっと申し訳ないという感じが正直して

おります。 

【住谷委員】 

また、この中にも書いてあるように販路の拡大や地産地消も議題になっていますから、そうい

う部分にもつながっていくと思いますよ。 

【事務局（佐々木部長）】 

総論としては、学校給食でも地場産のものを積極的に使っていきます、という方向性は既に共

有出来ていますから、あとは具体論の話なので、栄養士さんとはもうちょっと給食にしぼった具

体的な打合せなんかをしていきたいなと思います。 

【中原会長】 

どうもありがとうございます。 

もっともっと色々議論する事があるのではないかと思うのですけれども、だんだん時間が詰ま

ってきたので、「一言だけ是非言いたい」という方がいらしたらどうぞ。 

いかがですか？大体よろしいでしょうか？新しい計画を作っていく上での基礎固めというか、

そういう議論をしたいというのが今日の目的でございました。それでは今日の流れなども含めて

次回以降、どういう展開になるのでしょうか？ 

【事務局（宮原主査）】 

次回以降は、本日頂きました意見も踏まえまして、新しい計画の基本方向、今回、資料１にも

記載していますけれども、石狩市の目指している農業の方向性ですとか、基本的な施策ですとか、

そういったものをこちらの方から、一応たたき台としてお示した上で、皆さんのご意見等をいた

だきたいと考えております。 

【石丸委員】 

今日は現状が見えてきて、理想論だけではない事が見えて、とても良かったと思いました。 

【中原会長】 

ありがとうございます。現場を預かっている農業者の皆さんの率直な、「専念する」という重

さとかを改めて伺った気がします。 

それでは次回については、石狩市農業の方向や施策について本格的に議論するという事で、次

回の方向性を受け止めて頂きたいと思います。次に議題としましては「その他」という事で、事

務局から何か提案があればおっしゃっていただきたいと思います。 

【事務局（重田課長）】 

今日の大きな目的としましては、前回の「石狩市新農業振興計画」に基づく施策の評価が大き

な課題としてありました。これについて、いま色々議論をいただいたのですけど、中には触れて

いない部分もあるものですから、今回だけで施策の評価について全体の確認ということにも中々

ならないかと思います。今回触れなかった部分についても次回話合いをしまして、その上で次の

段階に進んで行きたいと思います。 

同時にこちらの方では先ほど宮原主査が言いましたように、ある程度の形、次期の施策の方向

性についてお示していきたいと思いますけれども、施策の最終的な評価は次回で行いたいと考え
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ておりますので、よろしくお願いいたします。 

【中原会長】 

会長としましても、反省として、施策の評価がまだ残されている部分があるようですので、事

務局とどういう柱建てになるかというのを相談しながら、逆に皆さんに「この次はこういう点を

コメントしていただきたいとか、ご発言していただきたい」という情報を出していきたいと思い

ます。そのようなことで、施策の評価の方はよろしくお願いしたいと思っております。それから

石狩市農業の目指す方向性についてもご議論いただくことになろうかと思います。   

続いては、次回の開催予定についてでしょうか。それとも議事録ですか？ 

【事務局（宮原主査）】 

続いてこちらから、「その他」の部分で２点ほどあります。まず、第１回の委員会の議事録に

ついて、先般送付させていただき、ご確認いただいたところですが、修正等のご連絡はございま

せんでした。９月２日に会長の署名をもって確定したことをご報告いたします。また、修正等が

なかったことから、改めて送付は致しませんのでご了承ください。なお、ホームページからもご

確認できます。 

次に、次回の開催日程でございますが、今のところ１０月２７日（木）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。事務局からは、

以上です。 

【中原会長】 

はい。第１回の議事録についてはこちらの方で確定させていただいたということと、次回は 10

月 27 日に行われるという事でご了解を頂きたいと思います。追って詳しく議事等のご案内がい

くかと思います。 

これで終わりたいと思いますが、皆さまの方から何かございませんでしょうか？それでは本日

の委員会を終わりたいと思います。長時間まことにありがとうございました。 

 

 

 

平成２３年１０月１２日 議事録確定 
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