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第13回北海道合鴨水稲会総会報告

清水池義治・山内一久（北海道合鴨水稲会事務局）

　2007年２月 24日、第 13回北海道合鴨水稲会総会が「えるむ高原温泉ゆったり」（赤平
市幌岡町）にて開催され、21名の会員が参加しました。本稿では、総会と同時開催され
た研修会について報告します。

　第13回総会開催

─来年度活動計画・予算を承認─

　周囲を真っ白な雪に覆われ“陸の孤島”

の感もある「えるむ高原温泉ゆったり」

が今回の総会の会場。総会開始時刻 30分
前ともなると、２階研修室に会員が続々

と集まってくる。早速会員同士の会話が

はずむが、そこからは各地での少雪など

異常気象の模様も聞こえてくる。アルベ
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◄研修会のようす。地
域における有機農業の

現状をめぐり、活発な

議論が交わされた。



ルト・ゴア『不都合な真実』を思い出し

つつ会費支払いなどの事務作業に勤しむ

うちに、総会開始時刻の 14時。
　まず、代表世話人の折坂さんからのあ

いさつ。地球温暖化といった環境問題、

鳥インフルエンザ、そして日豪 EPA/FTA
交渉入りと、農業を営む者にとって厳し

い問題が山積しているが、総会での議事

と研修会を通じて、私たちの進むべき道

を明らかにしていこうと発言した。

　つづいて総会議長に川本隆幸会員が選

出され、以下議長の議事進行のもと事務

局より 2006年度事業報告と決算報告が報
告された（資料１、２参照）。

（資料１）

2006年度北海道合鴨水稲会事業報告

　　　　　１）第 12回総会および講演会の実施
　　　　　　　　2006年２月 25日　
　　　　　　　　　　於：「アグリ工房まあぶ」（深川市）

　　　　　　　　講演会の実施

　　　　　　　　　　演題「スローフード運動と地域資源活用型農業」

　　　　　　　　　　講師：三島徳三先生（北海道大学大学院農学研究科教授）

　　　　　　　　参加者 18名

　　　　　２）第 12回圃場見学会の実施
　　　　　　　　2006年７月 15日、16日
　　　　　　　　　於：折坂農場、神内ファーム、（株）アイマトン

　　　　　　　　担当：道央ブロック

　　　　　　　　参加者 15名

　　　　　３）定期通信「水かき通信」の発行

　　　　　　　　第 21号（2006年６月 27日）
　　　　　　　　第 22号（2006年９月 26日）

　　　　　４）世話人会の開催

　　　　　　　　2006年１月 13日　議題：総会に向けて
　　　　　　　　2006年３月 28日　議題：代表世話人の選出など

　　　　　５）北海道有機農業フェア参加

　　　　　　　　2006年９月 16日、17日
　　　　　　　　　於：北海道庁赤れんが前広場

　　　　　　　　事務局員が実行委員会（北海道有機農協が主体）に参加。

　　　　　　　　フェア当日は炊き出し手伝いをおこなう。
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（資料２）

2006年度北海道合鴨水稲会決算報告

　高嶋浩一監査より、帳簿・関係資料を

検討した結果、適正な会計処理がおこな

われたことが報告された後、事務局より

補足説明があった。来年度繰越額がかな

り多くなっているが、これは世話人会交

通費が予定より少なかったことと、会費

督促・徴収をおこなったため計画より収

入が一時的に増加したことが理由である

との旨の説明があった。来年度以降のさ

らなる事業充実化をはかるとともに、記

念行事等の開催を見越して一定額積立の

検討も表明された。また、会費未収分の

徴収目処については、振込用紙の同封・

氏名印刷などで引き続き支払いを呼びか

けるとともに、３年以上滞納者や連絡先

不明者については会計上の適正さを保つ

ためにも事務局で検討の後、世話人会で

積極的な対処をしたいとの回答があった。

　以上の質疑応答の後、承認決議がなさ

れ、2006年度の事業計画ならびに決算報
告は満場一致で承認された。

　次に、事務局から 2007年度の事業計画
と予算計画が報告された（資料３、４参

照）。

（資料３）

2007年度北海道合鴨水稲会事業計画

　　　　　１）第 13回総会および研修会の実施
　　　　　　　　2007年２月 24日、25日
　　　　　　　　　於：エルム高原温泉「ゆったり」（赤平市）

　　　　　　　　研修会の実施

　　　　　　　　　2007年度テーマ：「日豪 FTAと地域農業」
　　　　　　　　　　演題１「日本農業を滅ぼす日豪 FTAの脅威」
　　　　　　　　　　　講師：清水池義治氏（当会事務局）

　　　　　　　　　　演題２「有機農業をめぐる環境変化と対応の課題」

　　　　　　　　　　　講師：酒井徹氏（北海道地域農業研究所）
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単位：円
収入 支出

項目
金額

備考 項目
金額

備考
予算計画 決算報告 予算計画 決算報告

一般会費収入 129,000 144,000 世話人会交通費 50,000 22,060１月、３月
　うち当年度会費収入 84,000 圃場見学会案内発送費 6,000 0水かき通信と発送
　　　過年度会費収入 57,000 総会案内発送費 3,060
　　　来年度会費収入 3,000 「水かき通信」発送費 12,000 5,620２回分
学生会費収入 5,000 2,000 その他文書通信費 2,000 800
雑収入 2,000 会費払込手数料 2,100 0
　（当年度会費未収分） 51,000 総会・圃場見学会補助費 20,000 20,000
　（過年度会費未収分） 132,000 雑費 4,000 682

事務局手当 20,000 20,000
実収入　計 129,000 148,000 実支出　計 96,100 72,222
前年度繰越 16,609 16,609 予備費 34,509

合計 145,609 164,609 合計 130,609 72,222

（来年度繰越 92,387円）

2006年度の会計年度は2006年１月１日〜2006年12月31日とする

28＊3,000円

19＊3000円

１名＊3,000円

２名＊1,000円

30名＊70円

17名＊3,000円

44＊3,000円



　　　　　２）第 13回圃場見学会の実施
　　　　　　　　2007年６月末を予定
　　　　　　　　担当：道南ブロック

　　　　　３）定期通信「水かき通信」の発行

　　　　　　・年３回発行の実現　…定期通信は当会の“血液”という位置づけ

　　　　　　　　第 23号（2007年２月）　…発行済み
　　　　　　　　第 24号（2007年４月）
　　　　　　　　第 25号（2007年９月）
　　　　　　・内容の充実

　　　　　　　　時勢にふまえたコラム・連載づくり

　　　　　　　　会員によるリレー連載、投稿の呼びかけ

　　　　　４）世話人会の開催

　　　　　　　　2007年１月 20日　議題：総会に向けて等　　…実施済み
　　　　　　　　2007年６月末（圃場見学会時に実施）

　　　　　５）北海道合鴨水稲会アンケートの実施

　　　　　　　　目的：当会会員による合鴨水稲同時作の実施状況の把握

　　　　　　　　　　　防疫対策上の情報収集

　　　　　　　　　　　当会運営方針策定の参考とする情報の収集

　　　　　　　　実施時期：2007年２月から３月にかけて実施予定
　　　　　　　　アンケート結果は「水かき通信」にて報告予定

（資料４）

2007年度北海道合鴨水稲会予算計画
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単位：円
収入 支出

項目 金額 備考 項目 金額 備考

一般会費収入 129,000 世話人会交通費 34,000２回分
学生会費収入 4,000 圃場見学会案内発送費 4,000

「水かき通信」発送費 12,000３回分
「水かき通信」印刷費 5,000
アンケート印刷費 3,500
アンケート発送費 3,200
アンケート返信費 3,200
その他文書通信費 2,000
その他文書印刷費 3,000
総会・圃場見学会補助費 30,000
会費払込手数料 2,100
雑費 10,000
事務局手当 20,000

実収入　計 133,000 実支出　計 132,000
前年度繰越 92,387 予備費 93,387
合計 225,387 合計 225,387

2007年度の会計年度は2007年１月１日〜2007年12月31日とする

40人＊3,000円
４人＊1000円

80円＊40人

30名*70円



　以上の事業計画と予算計画に関する質

疑応答がおこなわれ、満場一致で 2007年
度の事業計画と予算計画は承認された。

現在、事務局員は２名体制であるが、今

年度にはさらに２名の加入をめざして、

事務局体制の強化が表明された。

　つづく一般質疑では、合鴨肉の販売に

ついて北海道ケミカル株式会社が鴨肉の

販売を中止したいとの申し出があったこ

とについて会員から質問が出された。こ

れに対して代表世話人の折坂さんから、

北海道ケミカル株式会社の人事異動に伴

い事業が見直され鴨肉の販売中止の申し

出があったことが報告され、北海道合鴨

水稲会全体で約 400羽の引き取り手がい
なくなるため深刻な問題であるとの認識

のもと、今後対応を検討していきたいと

発言があった。合鴨肉の処理は合鴨水稲

同時作の最大のネックとなっている問題

であり、避けて通れない問題である。事

務局としてもなにがしか良い解決策を見

出させればと思っている。

　一般質疑を経て全ての総会議事が終了

し、川本議長は解任された。最後に事務

局長の大原さんから閉会のあいさつがあ

り、第 13回総会は終了した。

（補１）2006年度北海道合鴨水稲会組織体制（敬称略）（※2007年度も継続）

　代表世話人：折坂義一

　　世話人　：佐竹良州（道北ブロック）

　　　　　　　粂田実（道北ブロック）

　　　　　　　折坂義一（道央ブロック）

　　　　　　　吉野徹（道央ブロック）

　　　　　　　大塚利明（道南ブロック）

　　　　　　　諸戸浩美（道南ブロック）

　　監査　　：高嶋浩一

　　顧問　　：飯澤理一郎（北海道大学大学院農学研究院・教授）

　名誉顧問　：三島徳三（名寄市立大学・教授）

　事務局長　：大原睦生

　事務局員　：清水池義治、庄子太郎（北海道大学）

　　　　　　　山内一久（07年度より。酪農学園大学）

（補２）2006年度会員数
　　2006年１月１日時点　　42名
　　2006年 12月 31日時点　　42名（新規入会者３名、退会者３名）

研修会にて活発な議論

　総会終了後の 15時より、2007年度の定
期研修会が「日豪 FTAと地域農業」と題
して開催された。2006年末になって急浮
上した日豪 EPA/FTAは日本農業に何をも
たらすのか、そして FTAに負けない地域
農業のあり方について２本の課題提起と、

それに関する質疑が活発におこなわれた。

今回の講師は、両報告とも北海道合鴨水

稲会会員がおこなうという初の試みで、

１人は現役事務局員の清水池義治さん

（北海道大学）、もう１人は初代事務局

員の酒井徹さん（北海道地域農業研究所）

からの報告であった。

　清水池報告「日本農業を滅ぼす日豪
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FTAの脅威──その正体と背景は何か─
─」は、日豪 FTAで生ずるであろう日本
農業への影響を解説し、その経済的・政

治的背景を報告者独自の観点から指摘し

た。FTAの背景にあるのは全世界的規模
での相互対抗的な経済競争であり、日豪

が共生的な経済関係をつくるうえで農業

が果たしうる役割は大きいと述べた。

　酒井報告「有機農業をめぐる環境変化

と対応の課題」は、有機農産物表示制度

をはじめとする現状における有機農業政

策の問題点を指摘し、今のままの政策だ

と従来有機農業を実践してきた農業者の

多くが政策対象にならない、あるいはな

りにくいという倒錯した現状に警鐘を鳴

らした。

　両報告への参加者の問題意識は当然に

も高く、内容をめぐって活発な議論が交

わされるとともに、会員内から報告をし

てもらい議論するという今回の研修会ス

タイルに対する評価の声も聞かれた。

※清水池、酒井報告の内容目次

　（事務局に連絡をいただければ、両報告資料をお送りします。

　　　事務局：090-4101-8811）

　清水池義治「日本農業を滅ぼす日豪 FTAの脅威──その正体と背景は何か──」
　　１．日豪 FTAは日本農業を滅ぼす
　　　１）突如として前面に躍り出た日豪 FTA
　　　２）「農産物を例外品目にすれば大丈夫」？

　　　３）「北海道試算」の衝撃

　　　４）日本農業全体に大きな打撃

　　２．日豪 FTAの経済的・政治的背景
　　　１）日本政府の基本的スタンス

　　　２）日豪 FTAで経済にメリット？
　　　３）対中国対抗戦略の一環としての日豪 FTA
　　３．日豪 FTA交渉にわれわれはどう対応すべきか
　

　酒井徹「有機農業をめぐる環境変化と対応の課題」

　　１．WTOと食料・農業・農村基本法
　　２．食料・農業・農村基本法と持続的農業法による農業環境政策

　　　１）JAS法による有機農産物表示制度の評価
　　　２）エコファーマー制度の概要と問題点

　　　３）農地・水・環境保全向上対策の概要と問題点

　　３．北海道各地域における有機農業や環境調和型農業の取組状況

　　４．有機農業の推進に関する法律の制定と今後の課題

　　　１）有機農業推進法策定の経緯

　　　２）有機農業推進法の概要

　　　３）有機農業推進政策の具体化に向けた課題
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強力連載第３弾！

名寄徒然草（３）
──亜麻による地域おこし──

三島徳三（当会名誉顧問・名寄市立大学教授）

亜麻畑は美しい景観をもつ

名寄を中心とした道北地域はかつて亜

麻の大産地であった。亜麻から繊維をと

る製繊工場も最盛期（第一次大戦後）に

は、道北に８カ所ほどあった。名寄に赴

任して以来、私はこの亜麻作と製麻業を

再興し、地域おこしに活用できないかと

考えている。

亜麻（flax）は亜麻科の 1年草で、そ

の繊維からつくられる亜麻布は、英語で

リネン linenと呼ばれる。日本でよく使

われるリンネルという言葉はフランス語

linièreからきている。

リネンは人類が用いた繊維としてはもっ

とも古い。エジプトでは紀元前 3,600年

ころから知られており、発掘されたミイ

ラは亜麻布で覆われていたと言われてい

る。また、リネンはコットンやシルクに

比べ吸水・発散性にすぐれ、夏涼しく、

冬暖かい衣料特性をもっている。またソ

フトで肌に優しいその感触は、シーツ、

パジャマ、バスタオル、テーブルクロス、

ナプキンなど高級なインナー製品となる。

女性の高級な肌着であるランジェリーも、

亜麻布（フランス語でラン lin）からつく
られている。リネン文化はヨーロッパ社

会に現在でも残っている。

亜麻は寒地作物としての適性があり、

わが国では明治維新以降にロシアから種

子と技術を導入し、北海道を中心に産業

化した。明治政府は亜麻を軍事用物資と

して注目した。太い亜麻糸で縫製すれば、

耐久性が必要なテント、ホース、帆、包

装資材、軍服などになるからである。

亜麻から製品をつくるには、製繊、紡

績、機織、縫製の諸過程が必要である。

最初の工程である製繊は、作物の亜麻か

ら繊維を取り出す工程であり、産業化す

るには亜麻産地に製繊工場を設置しなけ

ればならない。北海道で最初の製繊工場

は、明治 22年に札幌の郊外・雁木に建築

され、明治 40年には帝国製麻株式会社が

発足し、札幌の創成川沿いにレンガ造り

の工場が建築された。

北海道の亜麻栽培は、第一次大戦後と

第二次大戦中と二度にわたって最盛期を

迎え、昭和19年には全道で 4万ヘクター

ルに達した。製繊工場も最盛期には 60を

超えた。

戦後に登場した石油化学繊維やビニー

ル・ポリエチレン製品によって、亜麻作

も製麻業も昭和42年をもって終焉した。

しかし、石油資源の枯渇がいずれ訪れる

ことを考えれば、繊維作物としての亜麻

にもチャンスが出てくる。

亜麻事業の復活は人口減少・過疎化が

進む地域に新規の雇用機会を創設すると

ともに、新たな観光スポットをつくるこ

とにもなる。フランスのノルマンディー

地方では薄紫の亜麻の花が美しい田園風

景を形成し、訪れる観光客も少なくない。

収穫期を迎えると亜麻畑は文字通り亜麻

色（黄色がかった茶色）のじゅうたんに

変貌する。
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現在、北海道では（有）亜麻公社によっ

て油糧用（亜麻仁油）の亜麻が栽培され

ている。当別の大塚さんはこの委託栽培

を行っている。また札幌では、かつて帝

国製麻の工場が面していた北 8条通りに

宿根亜麻を植え、「亜麻ロード」にしよ

うとする活動がなされている。亜麻によ

る地域おこしを夢に終わらせないように

したい。

【編集後記】

　５月くらいは気温は低めに経過していましたが、６月に入ると一挙に夏模様の気温がつ

づいております。ところで今、首都圏の大学を中心に麻疹が流行しています。つい先日、

札幌郊外の酪農学園大学でも麻疹患者が出て、２週間の休講となってしまいました。酪大

はわが事務局の一員である山内君の母校ですが、彼からは無事であるとの連絡を受けてい

ます。北海道大学で感染者が出るのは時間の問題のように思われます。戦々恐々としてい

ます。やはり、YOSAKOIで関東から観光客・踊り手経由でウィルスが持ち込まれたので
しょうか。子供の頃に予防接種を受けたとはいえ、心配です。

　２月の総会では６月末に圃場見学会を予定していましたが、スケジュールの都合上７月

７日の開催となりました。今年は七飯町の築城農場にて開催されます。みなさん、ふるっ

てご参加ください。（清水池）
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【年会費の納入について】

　年会費（１年）　 3,000円
　納入先：北海道合鴨水稲会

郵便口座番号　０２７００−３−３８２４１

北海道合鴨水稲会　水かき通信　第 24号
2007年６月 18日　発行

（連絡先）北海道合鴨水稲会　事務局

〒 060-8589　札幌市北区北 9条西 9丁目
北海道大学大学院農学院

共生農業資源経済学講座　食料農業市場学分野内

清水池義治・庄子太郎・山内一久

Tel：０１１−７１６−２１１１（内線３８８０）
Fax：０１１−７０６−２４６３

携帯：０９０−４１０１−８８１１（清水池）

e-mail： smzike@agecon.agr.hokudai.ac.jp


