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第１回 第３期石狩市農業振興計画策定委員会 

 

日 時 平成２３年８月１０日（月） １４：００～１６：００ 

場 所 石狩市役所４階 ４０１会議室 

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、加藤美津子委員、 

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、 

池田信委員、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、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、 

主任 作田洋二 

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 

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

【事務局（佐々木部長）】 

  それでは、これより第１回第３期石狩市農業振興計画策定委員会を開催いたします。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した。 

委員会の開催に先立ちまして、委嘱状の交付という事になりますが、委嘱状につきましては、

それぞれのお席に置かせていただいておりますので、これをもちまして交付に変えさせていただ

きたいと思いますのでよろしくご了承のほどお願い致します。 

続いて、石狩市長 田岡克介よりご挨拶を申し上げます。 

【田岡市長】 

  みなさんこんにちは。大変お忙しい所お集まりいただきまして、かつ委嘱状を快く引き受けて

頂きまして感謝を申し上げたいと思います。 

石狩市農業振興計画第３期策定にあたって、尐なくとも私自身が第１期目から感じているのは、

第１期目は農業関係者、生産者が中心になって、どう石狩の農業をこれから振興させるかという

視点が、大変ウエイトが大きかったです。ただ実際に各種事業をやると、そこに地産地消といい

ますか、新しい価値観を含めながら、大きく環境が変わってきております。気がついてみると石

狩の農業っていうのは、たまたま鷹栖町の皆さんが来た時に、「石狩くらい恵まれた農業生産地

はないのではないか」と、「鷹栖町から見ると羨ましい」、という話を聞いたぐらいです。実はそ

こに加工業者さん、あるいは消費者さんがたくさんいるエリアだという事で、都市近郊型農業形

態としては非常にバックグラウンドが優れている地域であるという事を都度に感ぜざるをえな

いと。そして生産者、あるいは農協を含めて、さまざまな取組みの中で、より生産者と消費者の

間が身近になったという感じを受けています。 

それと共に意図的に消費者の顔を見る作物に徐々に転換していっている、それなりの成果をあ

げる、農業経営も比較的安定化を迎えつつあるという事で、ミニトマトを始めとした、ここ約 10
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年の取り組みの中で、新たなる石狩の要素というのが出来上がってきているのではないかという

事は、やはり計画的に戦略的に農業振興というものを、進めた一つの成果であるかと思います。 

ただご承知のとおり農業経営というのは、後継者の問題とか、それから稲の問題とか、農業政

策の政府方針の腰が定まらないと言うと、失礼にあたるかもわかりませんが、私自身現実的にそ

う受け止めざるを得ない。農業政策がころころ変わってきていると言う事を考えると、農家を取

り巻く環境がきわめて厳しいと言わざると得ないと思います。石狩市の、農家戸数、農業面積の

実態などを見ても、けして楽観できるという事ではないと思っております。 

話がまたくどくなって元に戻りますが、やはりそういった実態を消費者の皆さんに知っていた

だくのが非常に大切だというふうに思っております。畑の中に入って頂くと、一つの果実にあっ

ても全く思いが変わってくるのではないかという意味では、当計画の第３期に臨んで、やはり、

いかに消費者と生産者が同じ共有した価値観を持つかという事が一つの大きな精神的な目論見

ではないかという風に私は考えております。 

そこに産業として付加価値を加える、石狩湾新港地域を中心とした加工産業がどう入っていく

かという異業種交流というものも含めながら、次の農業関係を整備していくという事になればい

いと思っております。 

多様な関係のみなさんが参加して振興計画がつくられる、私は今回新たな、これまでにない、

特にあの消費者サイドの意向が反映された、石狩の改革的な農業計画が出来るのではないかとい

うふうにおおいに思っております。そして諸先輩の歩んできた闘いの挑みというのは尐しずつ芽

吹きはじめている過程を見ると、今回は楽しいな、楽しみのある農業計画だというふうに思って

おります。生産者のみなさんにとってもそう見ていただけるような振興計画を作っていければと

思っております。みなさんの多様なご意見をお聞かせ頂いて成果があることをご期待しましてご

挨拶に代えさせて頂きたいと思います。本日はまことにありがとうございました。 

【事務局（佐々木部長）】 

  それでは、以後は座ったまま進行させて頂きます。この第３期農業振興計画策定員会の内容に

つきましては、お手元の資料に、設置要綱がございます。これをご覧いただければと存じます。

それから会長・副会長の選任となっているのですけれども、それに先立ちまして、今回初めてと

いう事もありまして本日お集まりの委員のみなさまを私のほうからご紹介させていただきたい

と存じます。名簿がありますので、名簿順に進めてまいります。 

まず最初に、学識経験者であります、酪農学園大学環境システム学部教授の中原 准一様でご

ざいます。 

【中原委員】 

  中原でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  続きまして、農業者農業関係団体という事で、石狩市農業協同組合からのご推薦で林 太一様

でございます。 

【林委員】 

  林です。よろしくお願いします。 

【事務局（佐々木部長）】 
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  次に、同じく石狩市農業協同組合推薦の伊藤 佐智子様です。 

【伊藤委員】 

  伊藤です。よろしくお願いたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  続きまして、北石狩農業協同組合から推薦いただいております、加藤 孝様ですが、本日は欠

席でございます。 

 続いて、同じく北石狩農業協同組合からご推薦、加藤 美津子様です。 

【加藤委員】 

  加藤です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  続いて、同じく北石狩農業協同組合からの推薦の、河野 幹男様です。 

【河野委員】 

  よろしくお願いします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  北石狩農業協同組合推薦の、久慈 貞子様でございます。 

【久慈委員】 

  久慈です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  次いて、石狩市農業協同組合、営農経済部長の、氏家 暢様でございます。 

【氏家委員】 

  氏家です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  次に、北石狩市農業協同組合、厚田支所長の、荒関 淳一様でございます。 

【荒関委員】 

  荒関と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  次に、北石狩市農業協同組合、浜益支所長の、東海林 豊様でございます。 

【東海林委員】 

  東海林です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  次に、石狩市農業委員会、事務局長、吉田 公様でございます。 

【吉田委員】 

  吉田です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  石狩市農業改良普及センター石狩北部支所 支所長の、池田 信様でございます。 

【池田委員】 

  池田です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 
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  北生振土地改良区の事務局長、中村 成樹様でございます。 

【中村委員】 

  中村と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

 次に、経済関係団体という事で、石狩商工会議所の事務局長の、喜多 豊市様でございます。 

【喜多委員】 

  喜多です。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  次に、石狩北商工会事務局長の、岡林 位和様でございます。 

【岡林委員】 

  岡林です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  石狩観光協会事務局長の、有田 祐司様でございます。 

【有田委員】 

  有田です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  次に、山加製粉株式会社の、代表取締役、藤沢 和恵様でございます。 

【藤沢委員】 

  藤沢です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  次に、消費者関係団体という事で、石狩消費者協会 副会長 矢野 信子様でございます。 

【矢野委員】 

  矢野でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  次に、公募委員として、住谷 栄一様でございます。 

【住谷委員】 

  北５条に住んでおります、住谷でございます。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  最後に、同じく公募委員であります、石丸 千登勢様でございます。 

【石丸委員】 

  こんにちは、石丸です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  それでは続いて、会長及び副会長の選出に移ります。この委員会第５条の規定によりまして、

会長及び副会長の公選出をいたします。選出方法は互選という風になってございますので、その

選出方法についてお伺いしたいと思います。いかが致しましょうか？  

【荒関委員】 

  事務局からの候補がありましたらお願いしたいと思いますが。 

【事務局（佐々木部長）】 
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  事務局の方案という声がございましたが、よろしゅうございますか？ 

【各委員】  

（全員同意する） 

【事務局（佐々木部長）】 

  それでは、異議ないという事で、事務局から提案をいたします。 

【事務局（重田課長）】 

  農林水産課長の重田でございます。よろしくお願いいたします。事務局からの提案を申し上げ

ます。事務局といたしましては、会長に学識経験者であります、中原様。副会長に石狩市農業協

同組合の氏家様にお願いいたしたいと存じます。 

【事務局（佐々木部長）】 

ただいま、会長に中原教授、副会長に氏家部長という事で事務局の案を申しましたが、いかが

でしょうか？よろしゅうございますか？ 

【各委員】  

（全員同意する） 

【事務局（佐々木部長）】 

ありがとうございます。それでは、そのように決定をいたしました。中原様、氏家様、どうぞ

よろしくお願いいたします。それではここで、田岡市長から中原会長に農業振興計画策定に係る

提言依頼をお願いしたいと思います。 

【田岡市長】 

  「第３期石狩市農業振興計画」の策定について（依頼） 

当委員会要綱第２条の規定に基づき、標記の件について貴委員会の提言を求めます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  それでは、田岡市長はこの後公務がございますので、ここで退席させていただきます。 

  それではここで事務局のご紹介をさせていただきたいと存じます。まず、わたくし企画経済部 

長の佐々木と申します。この後、色々お世話になる事も多いと思います。どうぞよろしくお願い

いたします。それでは、順に自己紹介をお願いします。 

【事務局（重田課長）】 

  改めまして、農林水産課長の重田です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（宮原主査）】 

  同じく、農林水産課の宮原と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐藤主査）】 

  同じく、農林水産課の佐藤と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局（吉井主査）】 

  市役所厚田支所で農政を担当しております、吉井です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（竹内主査）】 

  浜益支所で農政を担当しております、竹内と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局（作田主任）】 
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  農林水産課の作田と申します。よろしくお願いいたします。 

【事務局（佐々木部長）】 

  それでは、これからの進行は中原会長にお願いいたしたいと存じます。 

【中原会長】 

  それでは今期のですね、策定委員会の会長に就任いたしました、酪農学園大学の、中原でござ  

 います。どうぞよろしくお願いいたします。 

【氏家副会長】 

  あらためまして、副会長をおおせつかりました、ＪＡいしかり農協の営農経済部長の氏家でご

ざいます。ご協力よろしくお願いいたします。 

【中原会長】 

本日は第 1 回の策定委員会ということでございまして、みなさんのお手元に議事次第が渡って

います。最初に、「農業振興計画の策定について」と、「石狩市農業の概要について」という事に

なっております。振興計画の策定という事で、これから審議してもらおうと思いますけれども、

そのへんの日程的な事も含めて、最初に事務局長からご説明を頂きたいと思います。 

【事務局（重田課長）】 

  それでは私の方からご説明申しあげます。まず始めに、今回置かれている資料の確認ですけれ

ども、議事次第の裏に、ごらんのように配布資料の項目が書いてあります、１番から８番まで、

これについてまず確認していただきたいと思います。 

なお、５番目以降につきましては２回目の策定委員会以降に使いますので、今日については１

番から４番までを活用するという事であります。資料はありますか？ 

それでは対象の資料「第３期石狩市農業振興計画の策定について」という２枚ものになってい

る資料がありますが、これをちょっとご覧ください。 

  はじめに策定の趣旨ですけれども、ここに書いてある通りですが、策定の主な理由としては２

つあります。一つは、石狩市の事で、平成１７年１０月に石狩市、厚田村、浜益村が合併した事

で、旧石狩の平野部だけの農業から中山間地域の農業も含めた振興策が必要になってきたという

事情があります。このことは、新たな農業の可能性が広まったという一方で、各地域の特性を生

かした振興策の具体化を求められるようになった事であり振興計画を今回作る理由として一つ

あります。 

二つ目には国において、昨年の３月に、食料自給率５０パーセントを目指す、新『食料・農業・

農村基本計画』が決定されました。具体的に「戸別所得補償制度の導入」など、農政の大きな転

換とも言える方針がおし進められました。この「戸別所得補償制度」につきましては、平成２３

年から本格的に実施はされております。 

このような農業の置かれた環境の変化や課題に的確に対応して、石狩市の地域特性を生かした

農業振興を早期に確立する必要があるために、今回１年前倒しして、農業振興計画を見直す事と

しました。 

次に、２番目の策定にかかる検討体制等について、（１）の検討体制、この図を見て頂きたい

のですけども、一番上に「第３期石狩市農業振興計画策定委員会」があります。この策定委員会

に対しまして市長が提言依頼を行い、提言を市長に返す、という事であります。その下に、「第
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３期農業振興計画実務担当者会議」がありますね。実務担当者会議では、策定委員会に提案する

案件、議案についてここで検討し、提案するという形をとります。策定委員会の中で出された意

見等に対してはまた実務担当者の中でも検討する、そういう意味では双方向の関係にありますけ

ども、そういう実務担当者会議というのがあります。そこの事務局については、企画経済部の農

林水産課がもっております。次の２ページを見てください、策定委員会および検討会議の構成に

ついて書いてあります。これはごらんになっていただければよろしいかと思います。 

３ページ目の策定のスケジュール項目について、ちなみにスケジュールですけども、事務局側

としては今年に入ってからの作業を進めておりますが、下から２番目の策定委員会につきまして

は８月から３月までの開催を予定しております。今の考えでは、６回くらいの開催をしたいと考

えております。策定の手順になりますけども、最初に現計画の評価、２番目に石狩市農業の現状

把握、３番目に第３期計画の原案の策定、４番目に計画の決定について、この策定基準の１番と

２番につきましては、次回、第２回の中で検討して頂きたいと考えております。３回以降、第３

期計画の原案についてやっていきたいと思っております。この策定委員会におきましては、最後

に書いております、計画の面についてまでの策定までをお願いしたいと考えております。計画原

案の策定を３月末までに、策定して頂きたいという風に思っているので、よろしくお願いします。

私からは以上です。 

【中原会長】 

私たちのこの策定委員会が、６回程度予定されておりますが、その見通し、今ご説明いただき

ました。実質的な審議については次回以降ということになると思います。何かご質問ないでしょ

うか？じゃあ続きまして石狩市の農業の概要にいきます。よろしいでしょうか。 

【事務局（宮原主査）】 

（スライド 1） 

「石狩市農業の概要について」ご説明します。順番としまして、石狩市農業の歴史から始め、

今の石狩市農業の概況、これまでの取組と進めさせていただきます。 

（スライド 2） 

明治 4 年ころから石狩市の開拓が始まります。明治維新政府による積極的な北海道開拓政策が

このころから始まりました。明治 7 年には、花畔地区で養蚕が始まりました。明治 25 年には、

北海道で初めての除虫菊栽培が同じく花畔地区で開始されました。明治 30 年代には、樽川や花

畔地区で酪農が開始されました。これは、現金収入を得るためのほか、牛糞を利用した土づくり

をすることが大きな目的でもありましたが、当時市内では 1500 頭近い乳牛が飼育され、北海道

の酪農の中心地でした。明治末～大正期には、日露戦争や第一次世界大戦の軍馬のえさとして、

えん麦が盛んに栽培されるようになりました。そして、昭和２年、花畔地区の有志が私費を投じ

小規模な田を造成しました。石狩の水田農業の始まりといえますが、水田を作るには莫大な資金

がかかります。道庁や国に許可と資金の援助を求めましたが、砂地で水を保つことが困難と門前

払いのまま月日が経過しました。 

（スライド 3） 

昭和２２年に、ついに農林省が砂地での造田を許可しました。その後、昭和 39 年まで造田が

行われましたが、水田面積は、当時、旧石狩地域だけで 3,370 ヘクタールになり、道内の穀倉地
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帯となっていました。ちなみに現在は、旧石狩市域で５分の１以下の 625ｈａ。厚田、浜益を含

めた全域でも 1,442ｈａとなっています。 

（スライド 4） 

昭和 40 年ころから酪農地帯であった单線、樽川地区において宅地造成が開始されました。そ

して昭和 45 年には、全国的な米の過剰傾向により米の生産調整（減反政策）が開始されました。

昭和 46 年には、住宅公団による宅地造成や石狩湾振興地域の開発による用地買収などにより、

昭和 50 年にかけて花畔地区の水田の歴史が閉じられました。このように、農地の減尐、米の生

産調整の強化、また一方で大都市札幌の近郊という恵まれた立地条件を背景に、小規模でも高収

益をあげることができる野菜生産が重視されるようになりました。 

（スライド 5） 

厚田については、明治４年に 山形県庄内から、望来本沢に１４戸４５人が集団移住したのが、

開拓の始まりでした。以後、本州各府県から相次いで集団移住者が来村しましたが、今でも兵庫

県団体、加賀ノ沢、越後沢など開拓にちなんだ地名が残っています。明治１７年に、厚田最北の

発足地区にも開拓者が入植。明治２８年の加賀団体の入植を最後として厚田全域にわたって農業

開拓者が定着しました。厚田区の農業が大きく飛躍したのは昭和２０年代、戦後の農地改革によ

る自作農の誕生によります。一方、江戸時代より栄えたニシン漁は、豊漁、凶漁を繰り返し、昭

和２９年をもって姿を消しました。近代～現在にかけては、米の栽培が中心でありますが、今で

は他に小麦、ビート、メロンなどの生産も盛んになっています。 

（スライド 6） 

浜益です。浜益も、北海道開拓使が入った明治初頭から開墾が始まりましたが、明治７年の開

墾面積は約５０ヘクタールで、主な作物は大麦、小麦、大豆、粟、きび、馬鈴薯などでした。明

治２７年に、道庁の稲作奨励などにより、一挙に３０ａの水田造成が行われました。その後、明

治３１年には２２ｈａ、明治４５年２２５ｈａ、昭和１０年３５１ｈａ、昭和４４年４６５ｈａ

と急速に水田面積が拡大し、戦前から戦後、現在においても稲作が主要な農作物となっています。 

（スライド 7） 

浜益については、他の地域にない特徴に果樹栽培があります。果樹については、明治１０年開

拓使の奨励により、りんご、すもも、さくらんぼなどの苗木が無償で配られたことから始まりま

した。大正、昭和と盛んに栽培が行われ、昭和１０年には本数１３，０００本以上になりました

が、戦争が始まると人手不足や病害虫の発生などにより、やむなく放棄や売却するものも現れ、

昭和２２年には３，０００本に激減します。しかし、戦後は果樹の需要が増加し、新種の導入や

老齢木の伐採など苦労を重ねた結果、回復を遂げます。現在、果樹経営を行っているのは、幌地

区で６戸ほどですが、観光果樹園のほか加工品製造販売など工夫をこらした経営を行っています。 

（スライド 8） 

浜益の肉用牛の歴史です。浜益区の肉用牛は、昭和２０年代すでに導入されていたようですが、

振興事業としては、昭和 38 年にニシン漁の衰退による漁家対策として島根県より 19 頭の繁殖牛

を導入したのが始まりと言われています。昭和３９年には群別地区の村営牧野が開設し、昭和４

６年には飼養農家数７６戸、飼養頭数３９５頭に増加。昭和４９年に御料地地区の草地開発事業

が完成しました。昭和５７年には飼養農家数は３５戸に減尐しましたが飼養頭数は５７６頭に急
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増。しかし、昭和６０年、ヨーネ病、これは慢性的な水様性の下痢を繰り返し、急激に痩せると

いう牛の伝染病で有効な治療法はありません、が発生。６年後の平成３年には２１戸１９４頭に

激減。平成４年、ヨーネ病の清浄化を達成し、終息宣言をしたものの、畜産経営からの撤退によ

り農家戸数は減尐し、現在に至っています。現在は、飼養農家１１戸、飼養頭数は１７４頭とな

っています。 

（スライド 9） 

続きまして、今現在の、石狩管内と石狩市の農業を見ていきたいと思います。 

（スライド 10） 

これは、耕地面積を示したものです。人口、世帯数のほか、真ん中の列が全体の面積で、こち

らが耕地面積、耕地率は全面積に対する耕地面積の割合を示したものです。石狩市は、面積は 722

平方キロメートル、合併により单北に 67 キロメートルに長く広がる、管内でも大きな土地を持

つ市となりました。一方、耕地面積は、５９６０ヘクタールで管内では、だいたい中間くらい。

耕地率８．３％となっています。耕地率が低いのは、農地から宅地等に用途の転用が進んだこと

もありますが、厚田や浜益において、山間部（林地）が多いためと考えられます。 

（スライド 11） 

これは、経営耕地面積を農家戸数で割った、農家１戸当たりの経営耕地面積です。まず、平成

１７年度で見ていきますと、北海道では農家１戸あたり１８．６ｈａ。実は、北海道全体では２

０ｈａを超える大規模経営体が３分の１以上を占めます。管内では、千歳市の約２０ｈａが目を

引きますが、おおむね１０～１５ｈａとなっています。石狩市は、地区別になっていますが、旧

石狩市と厚田が約１０ｈａ、浜益がその約半分と、小さな面積での経営が特徴いえるかと思いま

す。また、年度変化を見ますと、農家戸数の減尐などと相まって、農地の集約化による大規模化

が進んでいることがわかります。 

（スライド 12） 

これは、米と畑作（小麦、大豆、てん菜）の作付面積です。先ほどの耕地面積のほか、各作物

の作付面積が上段、下段は石狩管内における面積シェアを示しています。管内において１位のも

のは赤字にしています。米と大豆は新篠津村での作付面積が多く、小麦は当別町、てん菜は千歳

市が大きくなっています。石狩市は米の面積が新篠津、当別町についで３番目ですが、それ以外

はそれほど大きな面積ではないというところです。 

（スライド 13） 

これは、馬鈴薯、玉ねぎなど野菜の品目別作付面積です。１段目が管内の作付面積、２段目が

全道の作付面積、３段目が全道に対する管内作付面積のシェアで、石狩管内でどういった野菜が

多く栽培されているかを示した表となっています。１０％を超えているものは、赤字にしていま

すが、レタス、さやえんどうは管内だけで全道の３分の１程度の面積を占めています。また、ブ

ロッコリー、キャベツ、大根の作付も多くなっています。 

（スライド 14） 

これは、今見ていただいた野菜の、品目別作付上位３市町村で、石狩市は赤字にしています。

馬鈴薯、アスパラガス、さやえんどう、長芋、ミニトマト、メロンで１位など、こうやってご覧

いただくと、多くの品目に石狩市の名前が出ており、１戸あたりの経営面積は比較的小さいなが
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ら、多品種の野菜を作っていることがわかります。特にサヤエンドウについては、石狩管内の全

道シェアが 31％でその 95％が石狩であることから、全道の３割近くが石狩で作付されているこ

とがわかります。 

（スライド 15） 

次に、石狩、厚田、浜益 各地区での農業を見ていきます。 

（スライド 16） 

これは地形ですが、石狩市の单部は標高２～10ｍの低地、残りは北部の丘陵地です。低地はさ

らに石狩砂丘、花畔砂堤列、紅葉山砂丘、後背湿地の４つに区分されます。 

（スライド 17） 

一方北部は低湿地である市单部とは対照的に、標高 200～1000ｍ以上の丘陵地や山地が大部分

を占めています。西側は切り立った崖で日本海に面しています。雄冬岬、愛冠（あいかっぷ）岬

の海岸線は、暑寒別天売焼尻国定公園の一部に指定されています。 

（スライド 18） 

続きまして、地区別の農家戸数ですが、昨年全国的に行われた農林業センサスという調査で、

石狩市の販売農家戸数は４０８戸となりました。地区別では、下から、石狩、厚田、浜益で、石

狩は２１４戸、厚田１１３戸、浜益８１戸となっています。 

（スライド 19） 

これは地区別の経営耕地面積です。経営耕地面積というのは、耕地のうち農家が実際に経営し

ている面積で、市全体では４，０８０ヘクタールとなっています。地区別では、石狩が田と畑を

合わせ、合計２，３５５ｈａと約５８％を占めています。厚田は、田と畑、合計１，２９９ｈａ。

浜益は田、畑、樹園地で、合計４２６ｈａとなっています。 

（スライド 20） 

３地区の品目別の作付面積や生産額を示したものです。字が小さくて申し訳ございません。詳

細については、スライド資料の方が見やすいかと思いますので、後ほどご覧いただければと思い

ます。 

（スライド 21） 

これは、いまの表のうち生産額について、水稲、畑作物、野菜類、果樹、畜産に大きく分類し

て、地区別に示したグラフです。石狩が２０億３６００万円。比率では、このように野菜が一番

大きな生産額となっています。厚田は、生産額４億 2000 万円のうち、水稲が最も多く、畑作と

野菜と続いています。浜益は、２億４，８００万円で基本的には水稲中心で、畑作物や野菜の生

産額は多くないですが、他の地区にない特徴としては、果樹と畜産（和牛）があげられます。 

（スライド 22） 

地区別の品目別生産額でこれは石狩です。品目別では、水稲が最も生産額が大きく、馬鈴薯、

人参、キヌサヤエンドウ、大根などが並びます。 

（スライド 23） 

これは厚田です。水稲のほか、馬鈴薯、小麦、单瓜といった順になっています。 

（スライド 24） 

これは浜益になります。水稲中心で、肉用牛が次ぐ生産額となっています。 
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（スライド 25） 

言葉で整理しますとこのように、なります。 

（スライド 26） 

３地区の中で、さらにどの地域でどのような農作物を作付しているかを見ていこうと思います。

北生振は石狩では中心的な農業地帯となっており、水稲のほか小麦、キヌサヤエンドウ、ブロッ

コリー人参、大根などが作られています。美登位は水稲中心ですが、小麦や馬鈴薯、人参、とい

った野菜類も作られています。高岡は、その名のとおり、丘陵地帯のため以前は水の確保が困難

でしたが、今はダムからの水を利用して、ミニトマトやメロンなどの施設野菜が中心となってい

ます。生振は水稲の作付もありますが、牧草を中心に小麦、玉ねぎ、ごぼうが栽培されています。

水田発祥の花畔は、いまは水田は無く、アスパラやメロン、花卉などが栽培されています。 

（スライド 27） 

これは厚田区です。厚田区は、先ほど地形を説明したとおり丘陵地や山地が大きい部分をしめ

ていますが、川に沿った形で農業地帯を形成します。厚田川流域では、発足で水稲やメロン、厚

田では主に水稲が栽培されています。また、古潭では水稲、小麦、牧草。望来では、水稲、小麦、

牧草、ビート、メロン。聚富では、水稲、小麦、ビート、アスパラ、長いもなどが栽培されてい

ます。 

（スライド 28） 

浜益です。水稲中心の作付ですが、やはり、この浜益川という水源に沿った形で、川下、柏木、

実田などが主要な農業地帯となっています。また、北に目を向けていただいた幌地区では果樹が

栽培されています。黒毛和牛は、柏木、実田、御料地、群別の畜産農家により飼養されています。

ちなみに市営牧場は群別と御料地にあり、春から秋にかけて農家から牛をお預かりして放牧して

います。 

（スライド 29） 

各地区の主な農畜産物の全体イメージです。円グラフは先ほどお示しした生産額です。石狩は、

水稲始め、小麦、馬鈴薯、人参、大根、キヌサヤエンドウ、ミニトマト、ブロッコリー、アスパ

ラ、かぼちゃ、玉ねぎとなっています。厚田は、水稲、馬鈴薯、小麦、メロン、かぼちゃで、浜

益は、水稲、ピーマンに肉用牛や果樹となっています。 

（スライド 30） 

写真で見る石狩の農業です。これは北生振地区の水田、サヤエンドウの圃場です。これは、ビ

ニールハウスで栽培されているミニトマトで、「いしかり DE ＣＨＵ」というブランド名で出荷

されています。 

（スライド 31） 

厚田区厚田の水田、聚富地区のてん菜です。また、厚田はＪＡ女性部の活動が盛んに行われて

いる地域で、地元の大豆やしそで作った、みそやしそジュースを販売しています。 

（スライド 32） 

浜益です。黄金山と水稲です。因みに黄金山は黄金富士ともいわれ、2009 年に国の名勝に指

定されています。これは、幌地区のさくらんぼ、これは、市営群別牧場の黒毛和牛となっていま

す。 
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（スライド 33） 

以上、３地区の農業でした。次に、これまでの取組として、農業総合支援センターについてお

話させていただきます。 

（スライド 34） 

石狩市において、その立地条件をいかし、競争力のある農業の持続的な進展を図るためには、

農業の諸問題や情勢の変化に 即応し、新たな地域農業システムを構築していく必要があります。

その推進体制として平成１２年４月１日に「農業総合支援センター」を設立しました。構成団体

はＪＡいしかり、石狩市、石狩市農業委員会。今年度の主な事業は、担い手支援育成対策、新た

なブランド化事業、生産性の向上と安全安心な農産物生産支援事業、地域特性推進事業となって

います。 

（スライド 35） 

支援センターで今年度行われている事業の一部です。担い手支援育成対策として行われた、農

業青年と独身女性との交流会、婚活バスツアーです。こちらは新たなブランド化事業として行わ

れている、試験栽培ほ場の様子です。ここでは、約１２０種類の作物の試験栽培が行われていま

す。 

（スライド 36） 

  次にグリーンサポーター事業です。 

（スライド 37） 

都市近郊型農業の推進や、農業者の過重労働を軽減するため、農作業の補助労働力を確保し農

家に紹介する事業です。平成１２年度から農業総合支援センターにおいて実施され、平成１８年

度から JA いしかりに移管されました。仕組みとしては、このように JA いしかりが厚生労働大

臣から無料職業紹介事業の許可を受け、労働力を募集します。応募のあった方をグリーンサポー

ターとして登録するとともに、労働力を必要としている農業者に紹介、そのパート代の徴収や支

払いも農業者に代わって行うというものです。 

（スライド 38） 

この事業のメリット・効果です。始めの２つは、主に農家さんにとってのメリットといえます

が、農繁期における労働力の確保、募集・契約手続き等からの解放、時間的節約があげられます。

３つめは、農家さんと雇用者にとってもメリットといえると思いますが、一律明瞭なパート代金。

また、雇用者からすると雇用機会が拡大することになります。また、最後ですが、野菜など高収

益作物を中心に作付する都市近郊型農業は労働集約型ともいわれ、収穫など短期間に労働力の集

中を必要としますが、この事業により、その推進がされることになります。 

（スライド 39） 

グリーンサポーターの様子です。写真の左上にＨＢＣとありますが、このグリーンサポーター

事業は画期的な取組として、以前、ＨＢＣの「アグリ王国」というテレビ番組でも紹介されまし

た。上が、ミニトマトの収穫、下がサヤエンドウの収穫となっています。 

（スライド 40） 

  最後に地産地消の取組を紹介します。 

（スライド 41） 
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いしかり地産地消フェスタとして、２年前から、講演会や地場産品の販売を行い地産地消の機

運を高めようという取組を行っています。写真は、今年２月に行われたフェスタの様子ですが、

このときは、基調講演、パネルディスカッション、りんごやニシンを使った料理教室を実施しま

した。 

（スライド 42） 

地物市場「とれのさと」は、地産地消の拠点施設として、この４月にリニューアルオープンし

ました。JA いしかり「まるしぇ便」は、「地元でその日採れたものをその日のうちに」というの

をコンセプトに平成２２年から開始されました。石狩の農産物が手に入らないという声もよく聞

いていましたが、これらの取組により地産地消の推進が図られました。 

（スライド 43） 

これは、今現在とり進めている「いしかり地産地消の店認証制度」で、石狩産の農水産物を使

用する、飲食店、食品加工事業者、小売店を「石狩地産地消の店」として認証し、石狩産農水産

物の一層の消費拡大を図ることを目的とした取組です。これは、募集のポスターですが、登録さ

れたお店は、こういった幟や看板を掲げてＰＲを行います。 

（スライド 44） 

最後になります。地産地消ならびに食育にかかる取組として、石狩で採れた農作物について学

んで食べる、「石狩デー」への協力や、小中学生の農業体験学習などを行っています。以上、駆

け足でしたが、石狩市農業の概要説明を終了いたします。 

【中原会長】 

ありがとうございました。色々、興味とか関心持たれた所もあろうかと思いますので、何かわ

からないことがありましたら、バックして説明頂けると思いますので、今の絵をごらんになって、

質問等ございましたら、おっしゃってください。 

何かございませんか。今の例を含めてですね、石狩の農業についてですね、色々ご意見もあろ

うかと思いますので、どうぞ色々な角度からお話頂ければありがたいと思いますが。 

はい、矢野さんどうぞ。 

【矢野委員】 

７ページにあります、品目別作付面積ですけれども、今びっくりして伺っていたのですが、メ

ロンは、石狩が新篠津や恵庭よりもずいぶん多く５６％という事ですけれども、石狩に住んでい

て実際口にしたことがあまりないので、ＰＲ不足なのかなと思うんです。先週でしたか、小さな

スーパーに行きましたら、石狩産のメロンがあったのですが、価格的にもよその地域のもあった

のですけど、手ごろな価格だったのです。その時豊富にあったものですから、頭ちょっとしなび

ていたのでやめたのですけれど、石狩の物がこんなに作られているのかと初めて知って、私たち

もいろいろと食べてみたいと思うんです。私もミニトマトはよく知っていて、ハウスで作られて

いて売られているのは見ているのですが、いろいろ作られているのをもっとＰＲした方がいいの

ではと、数値を見まして思いました。 

【中原会長】 

ありがとうございます。あのメロンについて出ましたが、いかがでしょうか。 

【事務局（重田課長）】 
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メロンにつきましてはＪＡいしかり、ＪＡ北いしかりの厚田で、主に生産していますので、そ

のへんの話をちょっとしていただいた方がいいかと思います。   

【中原会長】 

ＪＡ北いしかりさんどうでしょうか。 

【荒関委員】 

メロンの話とはどういう事でしょうか？聞かれた質問がちょっと判らなかったのですが。 

【中原会長】 

おっしゃった事は、私なりに解釈したのですけれども、石狩管内で、石狩市で生産しているシ

ェアがこれだけ大きかったというのは知らなかったという事と、結構品ぞろえがよくて、見栄え

もいいのでもっとＰＲしてもいいんじゃないのと、そういったような話ではなかったかと思うん

ですけれども。 

【荒関委員】 

ＰＲ不足という事でありましたけど、うちのメロンについては共撰を行って、札幌市場への出

荷と、農協の HP で販売している。地域での直売所や直売、戸田墓苑ですけれども、そういった

部分でやっている所が大きい。石狩市民の皆さんに、食べてというか、石狩市の中で扱うという

のであれば、今後、私どもこれから勉強していきたい、現状は市場対応というのがほとんどで、

直接店に卸しているのはないと思います。 

【石丸委員】 

今メロンのお話があったので、ちょっと話がそれたら申し訳ないですけど、私もリニューアル

する前から「とれのさと」によく行かせていただいて、ここに越してきて６年たちますけれども、

ここに越してきてよかったなと思うのは、本当においしい野菜を食卓に出すことができています。

メロンですけれども、本当に、買った中で一番感動したのはメロンです。ただメロンも「とれの

さと」さんもそうですけど、あそこは生産者さんの名前の方々によってブランドというか、それ

ぞれの好みがあるのは、皆さんそれはそれでいいんですけれども、私はある生産者さんのメロン

がとっても大好きで、それがこちらに応募する理由のきっかけにもなりました。そのメロンを食

べたら夕張メロンが、夕張メロンには限らないですけれど、前本州に住んでいた時は夕張メロン

って神の存在のような印象だったけれども、もう一切いらなくなって、たまに時間がある時には

買いにいって、それだけが無いということもあります。 

本当に今いろんな現状を見たら、まあ農家さんの数とかを見たら色々難しい問題があって、私

が突然ポンと入っていろんな事はわからないですけど、生産者からブランドにできるんじゃない

かという思いがあります。そうなったらどんどん色んな味をみなさんで食べて、おいしいものを

もっと勉強して、みなさんで広げて大きくしていきたいというのがあります。あとスーパーでも

「なんでこんなおいしいメロンが買えないのだろう」という感じです。他のものも、トウモロコ

シもおいしいし、ミニトマトも一番おいしいです。 

あとちょっとここに付け加えさせてください。今後また話し合っていく事になると思うんです

が、自分の思いで申し訳ないですけど、例えばスーパーにも最近は地元石狩産の野菜を置くよう

になったのですけど、あるスーパーさんでは、例えばきゅうりがあって「ああここでも買えるよ

うになったんだな」と思っても、小さいのはいいのですけれども、値段が普通と変わらない。普
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段スーパーさんにおいてあるきゅうりとかよりも、小ぶりで、そちらに置いてある物よりはおい

しいはずなんですけれども、貧弱に見えるものでも値段が高いというのがあります。そこはシス

テムとかＪＡさんもきっとそういうのでスーパーさんと取引があったんでしょうけど、夜見ても

どっさり残ったりするのですよね。そういうものをせっかく、捨てざるを得ないのか、そういう

所を私が口をはさむ事じゃないですけれども、一般的消費者としても、そういうのが出ないよう

な現状とか、価格とか、どうせ出すのだったら、もし小さいものを出すのなら値段はもっと下げ

られないのかとか、周りとの価格、農家さんはお金がかかるというのはわかりますけれども、「と

れのさと」はすごく大きいのが目につくんですけれど、ちょっとそのスーパーで見てびっくりし

てしまったのです。 

私も引き受けるにあたって色々なこう、歩いたり、出来るだけネットを見たり、尐しずつでも

日々勉強させていただけたらなという思いがあって、見る視野がだんだん変わってきたんですけ

れども、そういう事を見ていて気付いたので、活かせたらなと思います。 

【中原会長】 

ありがとうございます。地元産にこだわっていただいて、大変貴重なご意見だと思いますけれ

ども、どうでしょう、流通の流れと、地場産のものをね、どこまでつなげられるか、その辺の工

夫というのが色々されていると思いますが、いかがでしょうか。 

【氏家副会長】 

  すいません。副会長ですけれども、農協の部長をやっているものですから。まず全体のメロン

の話からさせていただきたいと思いますけれども、旧石狩市の方にも昔からのこの近くに、「花

畔砂丘メロン」というのがあります。プリンスメロンの時から、要は転作が始まった時から、こ

の地区で始まった所です。今はやっとネットメロンが主ですけれども、一番の問題が、俗に言う

農業者の高齢化が進んでおりまして、この花畔地区も、ご存じのとおり、もう農地がないという

中で、小さい面積の中で高収益のものをという事でメロンには取りかかりました。もうすでに８

０（歳）を超える皆さんが中心にやっているという事で、ひと昔前のメロンはある程度、面積が

あったのですが、今に至っては、ほとんど微々たる面積でしかないと。 

  それに替わりまして高岡地区という所でミニトマトが始まったのですが、それと時を同じくし

てメロンも実は始まっておりまして、そこの地区はまだまだ農業地区でありますから、担い手と

呼ばれる農業後継者の皆さんもいらっしゃいますものですから、今５件の農家でメロンを高岡で

作っているという状況でありますけれども、メロン自体が、まあこういう社会情勢ですから、な

かなかギフトを含めた流通の方には、一昔前と比べますと、なかなかのらないという状況の中で、

全道的にはメロンの作付けというのが減っているという状況がありました。 

  ですから今回の振興計画の中での焦点の一つになると思いますけれども、担い手対策というの

が、まさにこの石狩のメロン一つをとっても、後継者不足という部分から、おいしい昔からのメ

ロンというものが作られなくなっているという状況があります。 

  もうひとつの石丸さんからのお話ありました、「とれのさと」をご利用頂きありがとうござい

ます。その中で、「Ａさんの物はおいしい」と、逆をいえば「Ｂさんの物はおいしくない」とい

う事になるかもしれませんけれども、要はですね、色々作っているんですけれども、皆さんの所

にお届けするまでの量が、有る程度の品質を超えるものを作れるだけの量が、届けられる量がま
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だないという、レベルがそれぞれバラバラだという、問題一つがあります。ＡさんとＢさんで違

う、出来たのが違うという部分がありまして、これはもう農協としても、色々と技術指導してい

る中では、そこの平準化といいますか、レベルをもっとあげて、どの皆さんが作ってもおいしい

メロンが食べていただけるという状況にまだ至っていない、というのがあるのかなと言う事で、

メロン一つとっても高齢化問題という事と、そしてその技術問題もあるなと、聞いていて興味深

く思いました。 

  もうひとつ言わせていただきたいのは、「とれのさと」は、今年から市の皆さんにもご協力い

ただきまして、やっとここまで来ることができたのですが、実は１０年以上も前から、いろんな

形で直売所をやっておりました。これは特に矢野さんからも、昔から色々ご指導頂いております

が、消費者協会の皆さんとも過去、色々なお話をさせていただいて、農作物の流通ですよね、「も

っと地元で買えるようにはならないだろうか」と、消費者の皆さまと話してきた結果、なんとか

ここまで来たという状況でありまして、まあ、あそこに行っていただければ買えるんですけれど

も、その中で一か所だけではなくて、ほかの量販店でも当然出しておりますけれども、そこでの

流通の部分については、まだまだクリアしなければならないものがあります。まあ目標としまし

ては、「とれのさと」を中心に、そこをなんとかさせていただいて、皆さんにご堪能して頂ける

だけの品ぞろえになるようしていきたいと。  

足りない部分につきましては、先ほどの「まるしぇ」などで、移動販売をしながら、今来るこ

とができないお客さんにも供給していきたいという形で考えておりますので、その中で実はその

隣にも加工施設というものが併設しておりまして、規格外のものであるとか、いっぱい取れてし

まったというものについては、なるべく廃棄しないように、加工施設で、１次加工でも２次加工

でもしまして、尐しでも皆さんの、組合員の、農家の皆さんが作ったものを消費者の皆さんに食

べていただけるすべを、これからその加工施設でやっていこうという事で、今年からスタートし

たばっかりであります。今回の振興計画の中に色んな形で網羅していただける分が、まあこれか

らの問題というのは色々あると思いますが、今日１回目なのでこれから色々出していただければ

と思っております。忌憚のないご意見を頂きながら、農協としても、出来るものと出来ないもの

がありますけども、出来る限りの事はさせて頂きたいと思います。ちょっと長くなりましたけれ

ども、そういう事でよろしくお願い致します。 

【中原会長】 

どうもありがとうございます。石丸さんよろしいですか？ 

【石丸委員】 

ありがとうございます。またちょっとそれて申し訳ないですけれども、これから入るのに当た

って、自分で方向性として思うのが、野菜が売れる、担い手が尐なくなって、じゃあ盛り上げて

いこうというところで、一般の私も母親ですけれども、皆さんすごく忙しくて、家庭の中でも野

菜っていうのがそこまで興味をもたないというのがあったりするんですね。なので私としては、

もっと採れたての野菜のデータといいますか、みんなもっていくと結構損失、新鮮野菜の損失っ

て、パソコンで見てもけっこうデータで出てくるけども、そういうのを資料とかポスターとかが

あったら図書館などで「地元で新鮮野菜を食べると、こんなに健康にいいのだよ」という事をア

ピールして、それがふくらんできたら、健康に暮らしている人達に何かインタビューしてみたり。
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急には無理ですけど、だんだんそっちの方向に盛り上げて、「じゃあ新鮮野菜をなぜ食べるの

か？」というきっかけから入っていって、図書館などでポスターを展示してちょっと目にするだ

けでも違う。石狩産野菜が図書館でも売っていますけれども、またそういうのにつながっていけ

ればなというのがあります。 

【中原会長】 

大変具体的なお話が出て、力強い答えでした。どうぞ、住谷さん。 

【住谷委員】 

お二人が話していたのに関係ある話かもしれないですけれども、販売加工を長くやっていたも

のですから。ひとつは石狩市としてはこれだけ大消費地が近いのですから、それをもっともっと

独自性というのをＰＲして販売していくのをいかに考えていくか、それとあと残ったＢ級野菜と

いうんですか、そういうのをどこにあてはめていくのかということを考えて、そういう販売先、

それにもっともっと目を向けて考えていかなければならない。それを一つたとえばホテルの方に

直接持っていく、そうする事によってホテルにはたくさんお客さんいるわけですから、そこにい

かに売るというか、いかに大量に買ってもらうか、そういう事を考えていかなければならない。

私、明日、近くの方が農家やっているんですけれども、あるものを作っていて、ちょっとどうな

るのかわかりませんが、販売先に持っていって会って話をするのですが、そういったことをして

いかなければならない。大消費地が近いだけにその優位性をどう生かすが大切だと思う。                      

【中原会長】 

ありがとうございます。大消費地に近いマーケティングで、もうちょっとできるのではないか

という話です。 

【住谷委員】 

先週の新聞ですか、ミニトマトを使ったシフォンケーキ、あれもいいＰＲになると。そういう

のはどんどんＰＲしていくべき。部長さんがおっしゃったように、加工施設というのができあが

ったという事で、市や保健所の許可もおりている、そういうのをもっとＰＲすべきだ。そして札

幌の北キッチンとか、そして道産子プラザとか販売先はあるわけですから、そういう所でＰＲし

ていただきたいと。 

【中原会長】 

例えば「とれのさと」で、「このメロンおいしいから本州の人に送ってあげたい」と、宅配の

サービスなんかできるんですか。 

【氏家副会長】 

はい、全国発送もしております。 

【住谷委員】 

どうなのですか。石狩で物を作っている事がわからない人が多いというのは、そうなるともっ

ともっとＰＲというのが足りないのではないのですか。住んでいるのにわからないという事はや

っぱりそこから来ているのではないか。そこをすれば、石狩の人にも一緒に食べてもらえるよう

になるのではないかと。 

【中原会長】 

どうぞ、藤沢さん。 
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【藤沢委員】 

  ＰＲについてなんですけれども、私石狩新港でそばの製粉をやっているのですけれども、数年

前に石狩市役所からのご案内で、石狩産の農産物としてのそばが分かりまして、加工させて頂い

て、次の加工商品化が出来ないかなと考えているのですけれども、その時にも思ったんですけれ

ども、全てにおいて非常にコマ―シャル不足なのかなという事は感じていました。今もまだその

辺は万全じゃないなというか、今も皆さんいうように、メロンですとかこうやって見させて頂く

と「ええ、こういうものが石狩にあったのですか」という事が改めてわかって、今年「とれのさ

と」というものができまして、以前から比べたら、私たちの目に、野菜でも何でも目に入るよう

になったのですね。初めてそういう事がわかりつつある中で、私なんかずっと職業柄、関心があ

るから、そういう所に出向くからわかるのですが、もしここに一般家庭の方が家にだけ閉じこも

っていると、石狩ではこんなものが採れていますとか、例えば、ホタテにしろ、札幌から見ると

石狩って水産物という印象なのですね。あまり農産物っていうのは思わない気がするのですけれ

ども、ただ農業だけの事でコマーシャルができるのかどうかっていうのはわからないのですけれ

ども、とにかく色々なコマーシャルっていう事はすごく必要なのだろうなという事は感じます。

今年「とれのさと」ができましたけれども、ああいう所で石狩の農産物っていうのが結構出てい

て、私なんかも買って調理もしますし、おいしいのですね。ただその、働いている私から申し上

げますと、非常に「夏で、こんな５時でもう閉まっちゃったのですか」という事になって、退社

してから買い物に行くのがなかなか難しいのですけれども、例えば１０時９時とか、もうちょっ

と時間帯をのばすというか、変えて頂けると、非常にありがたいなと思うのですけれども。   

あとその加工を一つするとまだまだ消費が上がったりもするでしょうし、さっき学校給食の中

に石狩ＤＡＹなんかありましたよね。それが月に１回なのか、何カ月に１回なのかわかりません

けども、例えばこういう集団に給食の栄養士さんなんかいると、非常にまた話が盛り上がってく

るのだろうなと思ってみたり。ちょっと農業関係の方に色々携わっているから思うのですけれど

も、石狩の農産物っていうのが、年間で皆さんが口にできるのが非常にいいなと思います。例え

ば、生鮮の野菜は別として、貯蔵できる野菜は貯蔵したりとか、低温倉庫とかそういうものを作

られたりなんかして、常に石狩のものが食べられるような状態になることと、あとは作物がその

土地に合ったものでなければならないというのはよくわかるのですけど、なるべく多くの品種が

できたらいいなと。地形も浜益と厚田と、旧石狩ですか、そこでやっているものが違うとなると、

今やっている種類以外のものでもまだまだなんか出来るのではないかということと、さっきメロ

ンの話の時も思ったのですけれども、メロンの採れる所はスイカって採れないのかなって思った

り、石狩の浜のつながりで思ったのが、昔大浜でスイカが採れていたのですが石狩では採れない

のでしょうか。 

【中原会長】 

どうもありがとうございました。 

【氏家副会長】 

大浜では、まだスイカの産地で作っております。ご存じのとおり、そのまま地続きですからね、

花畔の生産者の方にはスイカを作っている人もいるのですが、先ほど申し上げたように高齢です

しね、なかなか後継者もいなくて、今の代で終わりなのかなという。 
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【藤沢委員】 

新しい農業者の方はいないんですか？ 

【氏家副会長】 

この１０年で１０人くらいでしたっけ、新規就農ですよね。ここ何年かはいませんけれども、

過去振り返ると１０名程度、新たに農業外から参入された方というのはいらっしゃいます。 

だいたい皆さん高岡の、ミニトマトか花農家さん、いずれかです。 

【藤沢委員】 

ミニトマトばっかりという事になっていますけれども、若い人達でもできやすい環境というも

のを作られたら、来やすいのかなあという事を思うのですけれども。 

【住谷委員】 

採れるものの、石狩市でこういうものが採れますよというスケジュールを、産地とかいつ採れ

ますよという、そういうスケジュールを作ってＰＲをすればよい。確かにハウスとかトマトとか

やっていますけど、ハウス物ではなくて１年間での石狩ではスケジュールを、こういう物が採れ

ますよというＰＲをする、時には試食させる。 

【氏家副会長】 

今言われたようなスケジュール、年間を通していつどれだけのものが採れるんですよというよ

うなものは依然から色々作って、色々な場面では配布はさせていただいているんですけれども、

それが先ほどからいただいているように、まだまだコマーシャル不足で、市民の皆さんの所まで

は伝わっていないというのが現状なのだろうなと。 

昨日地産地消がらみの会議がありまして、その中でも言われたんですが、「とれのさと」を、

私どもは「当然あそこにあるからわかっているだろう」という事で思っていたんですが、ぜんぜ

んまだ知れわたってないのですね。どちらかといいますと長年選果場というか倉庫といいますか、

そういう所で使っていたものですから、今のところ「倉庫だろう」という方々が多くてですね、

そういうのを聞くとやはりまだまだコマーシャル不足はいなめないなと。 

実は今年のオープンのときにも、道内の民放のテレビ局、ほとんどの所がテレビもラジオも新

聞も来て、毎週のように報道していただいたのですが、まだまだそれでも皆さん知らない方が圧

倒的に多いというのを聞きまして、ちょっとそういう意味では、やはり方法として、藤沢さんが

おっしゃるような、もし仮に農協卖独で出来ないんであれば、違う様な、外の皆さんと組んでで

もいろんな方法でＰＲしないと、石狩で採れてるものも含めてですね。そういう意味ではまだま

だ下手なんでしょうね。そこらへんが、課題としていまだに残っているのかなという風に思って

いました。 

【住谷委員】 

札幌という大消費地があるわけですから、そういうのがやはりもったいないと。そこに石狩の

基地を持っていくとか。 

【氏家副会長】 

それから住谷さんからお話ありましたホテルの方にも、先ほどの「まるしぇ便」、２台のトラ

ックがありまして、１台は個人のお宅を回っています。もう１台は法人を回っています。法人と

いうのは飲食店も含めて、ホテルとか北キッチンとか今お話されました所を含めて、営業も含め
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てまわっています。その中で、尐しずつけども、飲食店含めて、ホテルの皆さんにも石狩のもの

を尐しずつ使って頂いているというのが状況なのです。 

一方でやはり相手先から見ると、定時定量、やはり「通年を通して欲しい」という部分がどう

してもあってですね、私どもの力の中ではまだまだ不足しているという部分がある。まあどっち

かといいますと、厚田・浜益という形で、先ほどもお話がありましたエリアが広がって色んなも

のが増えているという分で行けば、農協は違うんですけれども、農協が違っても、同じ行政府の

中で今までもある程度の事は出来ましたので、これからももっとやれることはあるのかなと思う

ので、なんとかひとつひとつクリアしていきたいなと思っています。 

【住谷委員】 

やっぱり売込先にしても、例えば法人に対してもターゲットは誰なのかとか、どういう人に話

を持っていけば早いのかとか、そういう見極めが非常に大切。やっぱり現場を見て実際に話をす

るとか。 

【中原会長】 

いかがでしょうか。もうその他の分野でも今日色々なパターン、絵が出てきたですけれども、

何かご質問とかご発言はありませんか。 

今日の議論の中にはですね、次回２回以降具体的に策定していく上で、私たちがポイントとし

なければならないようなものが出てきているかと思います。一応、「石狩市の農業の概要」につ

いては、このあたりで議論を終了させてよろしいでしょうか？それでは議題のですね、「５ そ

の他」に移ります。「その他」について、何か提案ございますか。 

【事務局（宮原主査）】 

事務局から２点ほどございます。１点目は、資料に基づきご説明しますが、第１回委員会の開

催に当たって決めておくことがあります。まず議事録についてですが、議事録は会議の都度必ず

作成しますが、作成方法（記録方法、確認方法、確定方法）について、あらかじめ委員会のルー

ルとして定めておきます。記録方法は、会議の経過を詳細に記録する必要がそれほど高くない場

合や、情報保護などの上で詳細を記録しない方が良い場合は要点筆記とし、それ以外は全文筆記

とします。また、事務局で議事録の調製を終えた時は、出席者の確認を得ますが、確認を出席者

全員から取るか、出席者の代表から取るかはそれぞれの委員会で適宜定めます。また、内容の確

認を得た後、会長または署名委員の署名により、議事録の内容を確定させますが、その方法につ

いても、各委員会で適宜定めます。 

また、資料の２番目の傍聴者の意見等の提出についてですが、委員会における審議内容の一層

の向上とより開かれた委員会にするため、委員の同意を得た上で、傍聴者が傍聴しての感想や意

見を文書で提出することを認めるかどうか、委員会として決めておく必要がございます。 

そこで、一応事務局案ですが、議事録の作成方法については、記録方法は特段の理由がないこ

とから全文筆記で、また確認方法は、議事録ができた段階で期限を定めた形で皆様全員に送付さ

せていただきご確認いただき、確定については会長の署名によりたいと考えていますがいかがで

しょうか。 

【中原会長】 

いかがでしょうか。よろしいですね。 
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【各委員】 

（異議なし） 

【事務局（宮原主査）】 

あと、２番目の傍聴者の意見等の提出についてですが、資料の記載にもありますとおり、審議

内容の一層の向上とより開かれた委員会にするため、皆様差し支えなければ、認める方向で考え

ていますがいかがでしょうか。 

【各委員】 

（異議なし） 

【事務局（宮原主査）】 

ありがとうございます。では、２点目に、次回の開催日程でございますが、今のところ９月９

日（金）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。また、資料につきましては、冒頭申しましたように、次回の関連資料としま

して４つの資料を配布させていただいておりますので、予めお目通しいただければと存じます。

事務局からは以上です。 

【中原会長】 

次回９月９日を予定しているということですので、それを念頭においていただきたいと思いま

す。一応今日の議題はこれで終わりたいと思います、よろしいでしょうか。では、長時間どうも

ありがとうございました。終わらせていただきます。 

 

 

 

平成２３年９月２日 議事録確定 
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