
 1 

北海道合鴨水稲会 水かき通信 第 26号 2008年 5月 6日 

 
【今号の内容】 

新代表世話人挨拶（折坂 義一）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 
第 14回北海道合鴨水稲会総会および研修会報告 （庄子 太郎）・・・・・・・2 
名寄徒然草（4）（三島 徳三）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 
編集後記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 
 

新代表世話人挨拶 
 

折坂 義一（北海道合鴨水稲会代表世話人） 
 

雪解けも進み、農作業も本番を迎え

ているところだと思われますが、皆様

いかがお過ごしでしょうか。 
本年は世話人改選の年でした。札幌

開催となった2月の総会で新しい世話
人が選出され、このたびの世話人会に

て再び代表世話人に選出されました。

会員の皆様とともに北海道合鴨水稲

会を運営していきたいと思いますの

でよろしくお願いします。 
さて、中国製冷凍ギョーザの農薬混

入問題が日本を震撼させています。こ

の事件に直面して多くの消費者、国民

が日本の食が海外からの輸入に過度

に依存した危うい状況におかれてい

ることを改めて、あるいは初めて自覚

しているようです。マスコミの世論調

査をみると、多くの国民が国内の農業

を見直して食料自給率を高めること

を政府に求めており、その比率は 50％
を上回り大多数の意見となっていま

す。また、昨年から値上がりの続いて

きた輸入小麦は 4 月からさらに 30％
値上げされ、小麦を原料とするパン、

麺類、お菓子などが値上がりしていま

す。世界的な穀物需給のひっ迫から小

麦の輸出国の中には、自国の供給を優

先し、輸出規制を取る国も現れてきま

した。まさに食料の争奪戦が始まって

いるといっても過言ではありません。

町のお豆腐屋さんなどの零細な食品

製造業者は生産コスト上昇に苦しめ

られ、そして労賃も大して上がらない

状況下で多くの人々が食料価格上昇
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に悲鳴を上げています。 
こういう食料争奪戦の様相が強ま

る中にあって、ますます食料自給率の

向上は必要であり急務といったとこ

ろです。CO2 排出量削減のためにも、

化石燃料を使って遠い海外から食料

を輸入するのではなく、自国で生産す

ることが必要です。また農業が発展す

ることにより、環境負荷軽減、そして

地域社会の活性化にもつながるはず

です。自国で農業生産をおこなうこと

は何も私たちのためだけではなく、海

外で日本向けの農産物を輸出してい

る環境破壊的な農業を見直し、本当に

持続可能な農業を全世界的に確立し

ていくことにつながると思います。 
今年7月には洞爺湖サミットが開催
されます。環境サミットの今年、私た

ち北海道合鴨水稲会も他農業団体と

連携し、農業の持っている温室効果ガ

ス削減に対する効果や、国内自給率向

上の必要性、楽しく暮らせる農業ビジ

ョンなどを積極的に発信できるよう

検討中ですので皆様のご協力をお願

いします。 
最後になりましたが、本年も皆様の

アイデアあふれる活動に期待し、また

夏の圃場見学会では笑顔で会えるこ

とを願い就任の挨拶といたします。 
 

 
第 14 回北海道合鴨水稲会総会および研修会報告 

 
庄子 太郎（北海道合鴨水稲会事務局） 

 
2008年 2月 16日（土）、NTT北海
道セミナーセンター（札幌市中央区）

において北海道合鴨水稲会第 14 回総
会および研修会が行われました。研修

会には会員外の参加も得て、15 名で
活発な議論が行われました。本稿では

その報告をします。 
今回の総会は札幌開催ということ

で大勢の参加が期待されましたが、当

日は前日からの大雪で予定時間にな

っても参加者は数人。時間を遅らせて

開始しました。 
まず代表世話人の折坂氏より挨拶

がありました。折坂氏は中国の冷凍餃

子事件に触れ、消費者と農家のネット

ワークで安全な食料を供給していく

重要性を強調しました。 
続いて、議長に選出された佐竹国広

氏の進行のもと、事務局より別紙  

の通りに 2007 年度の事業報告及び決
算報告が、監査の高嶋氏より監査報告 
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がなされました。会員からの質疑を求

めたのち、満場一致で承認されました。 
続いて、2008 年度の事業計画及び
予算計画が事務局より提案されまし

た（別紙の通り）。2007年度との主な
違いはアンケートです。2007 年にも
単年度の事業としてアンケートを行

いましたが、会員の合鴨水稲同時作の

実践状況を把握するために継続して

実施していこうということでした。会

員からの質疑を求めたのち、これも満

場一致で承認されました。 
本年度は世話人改選にあたってい

ました。ブロック毎の協議の結果、世

話人および監査は以下のとおりに決

定しました。なお、代表世話人は 4月
の世話人会での互選の結果、折坂氏が

選出されました。 
 
道北ブロック：粂田、佐竹 
道央ブロック：折坂、吉野 
道南ブロック：大塚、諸戸 
監査：大窪 

 
その後、一般質疑に移ったところ、

会員の岩井氏から、自分の経営する食

肉店アイマトンが創業 25 周年を迎え
るにあたり、会に 5万円を寄付したい
との申し出がありました。また、本年

5月に開催予定の記念式典にも会の代
表に来てほしいとご招待をいただき

ました。会では喜んで寄付を受領し、

20 周年に向けた特別会計に繰り入れ
ることとしました。記念式典に関して

は、代表世話人が決定した後に正式な

回答をすることとしました。 
また、会員の高嶋氏から体験学習の

受入れ実態について、会員同士で情報

交換をしたいとの要望が出されまし

た。というのも、高嶋氏の農場では数

年前から小学 5年生の田植・収穫体験
を受け入れていますが、いくらくらい

の料金をもらえばいいかという相場

がわからずに困っているからとのこ

とでした。これを受けて、今橋会員や

大塚会員から自分の地域での事情が

紹介されました。受け入れには労力が

かかるうえ、米などのお土産を持たせ

ることもあり、会として基準を示すべ

きかといったことが話し合われまし

た。 
以上で予定されていた議事は終了

し、佐竹氏は議長を解任されました。

事務局長の大原氏があいさつをして

総会は閉会となりました。 
 
休憩をはさんで、研修会に移りまし

た。今年は酪農学園大学講師の家串哲

生先生に「農業現場における環境問題

の取り組み──環境会計と農業

ISO14001の事例紹介──」という演
題で講演していただきました。家串先

生の専門は会計学で、農業分野におけ

る環境会計に関しては日本のトップ

研究者の一人です。講演では、愛媛県 
西予市にある農事組合法人 無茶々園
における ISO14001 取得の事例紹介
を中心にして、環境保全型農業にどれ

だけコストがかかっているかという

ことを定量的に把握し、消費者にわか 
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りやすく発信していく必要性につい

て解説していただきました。 
本会の会員にとって環境は食の安

全と並ぶ関心事です。質疑応答では積

極的に質問やコメントが出され、しゃ

べり足りないうちに予定の時間が来

てしまいました。 
 つづきは飲みながら、ということで

懇親会へ。今年の会場はススキノの居

酒屋「さっぽろっこ」でした。大塚さ

んが野菜を卸しているという縁もあ

り、ちょっと料金をサービスしてくれ

ました。懇親会からの参加者もあり、

いつものように盛況な会となりまし

た。 
 
 

~参加した学生の感想~ 
 

 今回総会と講演会に参加させてい

ただき、多くのことを学ぶことが出来

た。それは、もちろん合鴨農業のこと、

農業会計についてのことも大きいが、

合鴨水稲会のモチベーションの高い

農家さんの熱意から得たことが大き

いと思う。  

 このような、研究者と農家の『草の

根』的な協力がもっと増やしていくべ

きだと、思いました。 

 

（北海道大学農学部 3年 杢屋） 
 

 自分は今回の合鴨水稲会総会に初

めて参加させていただきました。合鴨

農法というのは、大学の講義などで名

前を知っている程度でした。しかし今

回参加させていただいて、少しですが

どういうものか分かったような気が

します。 

 また合鴨農家さん方もそれぞれこ

だわりを持ってやってらっしゃるの

だなと思いました。そして家串先生の

お話にもありましたが、今後、農業に

おいて持続可能というのがキーワー

ドなのだなと改めて感じました。 

 

（北海道大学農学部 3年 宮崎）  

 

 

 

 

 

▲講演する家串先生。先生は今年 37歳の   

 若手研究者です。 
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〔総会提出資料〕 

 
2007年度北海道合鴨水稲会事業
報告 
 
1）第 13回総会および研修会の実施 
開催日：2007年 2月 24日（土） 
開催場所：エルム温泉高原「ゆったり」

（赤平市） 
担当ブロック：道央 
研修会の実施： 
 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（北海道大学

大学院博士後期課程・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） 
参加者人数：21名 
 
2）第 13回圃場見学会の実施 
開催日：2007年 7月 7日（土） 
開催場所：北海道立道南農業試験場

（北斗市）、築城農場（七飯町） 
宿泊場所：北海道立森少年自然の家

「ネイパル森」 
担当ブロック：道南 
内容：道南農試施設見学、築城農場視

察 
参加人数：11名 
 
3）会誌「水かき通信」の発行 
 第 23号（2007年 2月 8日発行） 

  …代表世話人新年あいさつ、名寄

徒然草（2）、日豪 FTAコラム 
 第 24号（2007年 6月 18日発行） 
  …総会報告、名寄徒然草（3） 
 第 25号（2007年 8月 25日発行） 
  …圃場見学会報告、アンケート集

計結果報告 
 
4）世話人会の開催 
・2007年 1月 20日（北海道大学農学
部） 
 内容：総会に向けて 
・2007年 7月 8日（ネイパル森） 
 
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・意見収集 
 実施期間：2007年 2月~3月 
 回収率：40%（郵送 30通中 12通） 
 ※「水かき通信」第 25 号に集計結
果を掲載 

 

 ▲折坂さんの車が故障して大変でした。 
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2008年度北海道合鴨水稲会事業
計画 

 

1）第 14回総会および講演会の実施 
開催日：2008年 2月 16日（土） 
開催場所：「NTT北海道セミナーセン
ター」（札幌市） 
担当ブロック：道南 
講演会の実施： 
 演題：「農業現場における環境問題

の 取 り 組 み ~ 環 境 会 計 と 農 業

ISO14001の事例紹介~」 
 講師：家串哲生先生（酪農学園大学

講師） 
 
2）第 14回圃場見学会の実施 
開催日：2008年 7月開催予定 
開催場所：未定 
担当ブロック：道北 
 
3）会誌「水かき通信」の発行 
 2008年 4月、7月、10月の 3回発

行予定 
 
4）世話人会の開催 
 2008年 1月 12日（実施済） 内容：
総会に向けて 
 2008 年 3 月 内容：代表世話人の
選出 
 2008 年 7 月 ※圃場見学会時に開
催予定 
 
5）2008年度会員アンケートの実施 
 …会の現状把握のため、アンケート

を毎年度実施 
  合鴨水稲同時作の実施状況を中

心に簡易な内容 
 実施時期：9~10月頃を予定 
 
6）その他 
 …関係団体との交流 
 

 

 

 

 ▲総会議長は佐竹国広さんにお願いしました。 

 
 ▲活発な意見交換がおこなわれました。 
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名寄徒然草（4） 
~中心市街地の空洞化と活性化対策~ 

 
三島 徳三（北海道合鴨水稲会名誉顧問） 

 
 名寄の生活も３年目に入った。４月から

は副学長と大学付属の道北地域研究所所長

を務めることになった。講義も増えること

になったので、週末に江別の自宅に戻って

も、すぐトンボ帰りしなくてはならないの

は正直つらい。 
 名寄に滞在する時間が長くなると、この

街の様子が気になりだす。名寄市は道北の

中核都市ではあるが、札幌圏以外の他の地

方都市と同様、人口減少と高齢化が進んで

いる。２年前にお隣の風連町と合併したが、

それでも人口は３万人たらずだ。子どもの

数が減り、管内の小中高校の統合が進んで

いる。伝統ある名寄農業高校も２年後には

廃止され、名寄高校に統合されることにな

っている。 
 地元に就職先がないので、高校を卒業し

たら札幌や旭川、あるいは道外に移ってし

まう。残るのは老人だ。名寄の市街地に１

時間に１本くらいの巡回バスが走っている

が、乗っているのは老人ばかり。巡回バス

がなくなれば、クルマのない老人たちは日

常生活さえできない、ということがこの地

では肌身に感じる。 
 名寄で唯一人が集まっているのは市立病

院だ。全道的に公立病院の経営難が進んで

いるが、名寄市立病院については例外であ

る。同病院では医師数も診療科も増えるこ

とによって経営的に安定し、増築工事まで

行っている。これはいち早く道北地域の中

核病院としての整備を図った前院長の功績

と言われているが、その前院長は現在、名

寄市立大学の学長になっている。 
 このように人口減少・高齢化に悩む当市

だが、この地で昨年、大きな問題になった

のは大型ショッピング・センター「ポスフ

ール」の進出だ。市議会では自民党が反対

し、民主党が賛成するという変な構図にな

ったが、市当局はこれ以上の市街地空洞化

に歯止めをかけるため、用途地域の規制を

強化することによって、事実上「ポスフー

ル」の進出を阻止しようとした。しかし、

すでに用地買収を終えていた「ポスフール」

側では着々と準備を進め、市議会の結論が

出る前に着工してしまった。 
 こうして「ポスフール」は本年４月にオ

ープンするのだが、隣接地には「マックス・

バリュー」をキーテナントとする徳田ショ

ッピング・センターがある。誰がみても異

常な商業集積であり、２～３年中に淘汰が

起きるのは必至と私はみている。 
 道北は人口減少・高齢化に加え、豪雪地

帯でもあるので、冬期間はクルマでの移動

に障害がある。そうした地勢的状況では、

もともと郊外型ショッピング・センターの

進出には無理がある。しかも「ポスフール」

も「マックス・バリュー」も同じイオン系

列である。経営者はいったい何を考えてい
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るのだろうか。 
 いずれにしても影響を受けているのは、

名寄駅前から国道 40 号線の間にある既存
の商店街である。ここは数年前からシャッ

ターを閉めた空き店舗が増えている。市や

商工会議所ではいろいろと対策を検討して

いるようだが、これといった妙案はない。 
 現在、名寄市立大学では中心市街地の空

き店舗を借りて、そこにサテライト・キャ

ンパスを設ける計画をもっている。子ども、

高齢者、学生、教員が気軽に集まり、異世

代が交流しながら学生の自立心と社会性を

養おうというものだ。人が集まれば、街は

元気になる。若い学生を市街地活性化にも

役立てようとする、このプロジェクトにつ

いては、副学長の最初の仕事として、近く

文部科学省の助成事業に申請の予定だ。 

 

 
【編集後記】 

このたび北海道合鴨水稲会は全国合鴨水稲会に団体加入しました。●異常な 4
月。●100 年ぶりとかの季節外れのポカポカ陽気。夏日が何日あったかと思え
ば、ところがどっこい真夏日もやってきた。東京より暖かい北の大地。●死ん

だ白鳥から鳥インフルエンザ。100 年前の歴史的なパンデミックの再来？●ガ
ソリン暫定税率廃止もぬかよろこび、これまた歴史的な衆議院再可決で 1 ヶ月
で税率復活。●硫化水素自殺者、1ヶ月で 50名超える。ネットで自殺方法を検
索する時代。●7 月には洞爺湖サミット。環境問題話し合うのはいいけれど、
G7で何でも決められると思うのはもはや時代遅れ？    清水池（事務局） 
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