しいんだよ︒﹁どうして写真を貼っ

という宿題を出されることがあるら

出た時にすぐに〝ガツン〟とくるか

初めの時は大変だった︒悪いものが

暖になっている︒農家そのものの技
そんな時うちの担当職員は﹁安心︑

条件が変わってきているんだね︑温
術力もよくなってきているしね︒

らね︒でも今になってみると︑生産
者の意識として写真を貼ることが当

入ってきて︑そこの理事長さんと札
幌行きの特急電車で乗り合わせた時︑

んだけれどね︑幌加内が上川管内に

ね﹂と言うんだ︒通常ならいろいろ

せると﹁おっかないことをしたんだ

と評価されるし︑消費者にとっても
安心だ︑ということになっている︒

ころ︑結構東川のものが行ってるん

林 去年︑たまたま静岡に行ったと

と﹁分かりました︒ありがとうござ

ようにするためです﹂と書いて︑野

安全で誰が作ったものなのか分かる

けで３〜４人いるんじゃないかな︒
３月 日だったなあ︒﹁俺の畑に雪
がまだ２メートルある﹂ってね︒
なクレームがくるんだってね︒でも
ですね︒ちょっとスーパーに入って

すよ︒ 分ぐらいそっと見ていたら︑

写真を貼ったものを売っていたんで

いました﹂と感謝の手紙も来るんだ
よね︒

菜を添えて送ってあげる︒そうする

松岡 その人たちは観光産業で仕事
﹁雪解けるの５月いっぱいかかるな﹂
クレームが来ないうちに定着したか
みると︑東川コーナーとなっていて︑

３年くらい前からはなんにでも顔写

板谷 秋に打ち上げの飲み会をした

とっても良い︒

よね︒働く人たちにとっても農家に

比率は︑向こうでは ％くらいだと

だめだ︑と言うんだからね︒一等米

は高温に強い稲づくりをしなければ

い稲づくりだったけれど︑これから

板谷 本州では︑今までは不作に強

がなく︑平準化された生産技術が確

循環になっている︒大きなクレーム

琢磨して技術も向上していくので好

バル意識も出る︶︱︒お互いに切磋

町内的には﹁あの人と私﹂と︵ライ

高橋 外部に対しては消費者重視︑

な悪くなっちゃうからね︒

めなんですね︒一つ悪かったらみん

だめだ︑と部会で徹底しなければだ

れ生産者はきちんと出荷しなければ

を見て比べている︒だから︑われわ

写真を貼ったトマトでも︑やはり中

んだけれど︑去年の話題はというと
いうんだ︒ハラジロも出るというん

板谷 顔写真があるからクレームは
松岡 なるほど︒消費者の方は食に

宮崎 あるスーパーで言っていたけ

﹁春の種まきは︑もう不作を考えて

松岡 そういう意味でも北海道とい
直接農協にも来る︒その時は生産者
対する関心が強いんですね︒選択し

れど︑売り場に山積みされていると︑

うのはイメージも良いし︑こだわっ
に伝えるし︑消費者にもだめだった

立されてうまく回っていると思いま

るのさ︒雪解け遅れたし︑春の種ま
た作り方をしているし⁝︒そして消
理由と︑ちょっと野菜を添えて直接

す︒

だから︒

きの時なんてだいぶ︵気持ちが︶暗
費者に理解してもらうために生産者

出るくらいの仲間になってくれてい

かったよ︒限界作物がだんだん北に
の顔写真を入れているとか︒責任の

板谷 ほ場に来てもらって︑自分が

所在をしっかりと伝えていますが︑
間数件程度だね︒

お詫びを書いているんだけれど︑年

農協さんはコープさっぽろさんとの

やすくもなるわけですね︒ところで

ものを探す人が出てくるんですよね︒

そのへんの評価はどうでしょうか︒

平洋戦略的経済連携協定︶の問題で

おられるわけですが︒

間で﹁てっぺんスクール﹂をやって

ーパーなどに行って気がついたこと﹂

農業が非常に打撃を受けるという話

夏休み︑小学校の子供たちが﹁ス

ての時に実績としてカウントされて

年くらいになるんだけれど︑

ていて︑秋には日本の米どころ︑新

次の計算の基礎にされてしまう︒

板谷

潟まで東川米を売りに行った︒ 日

これからは評価を下げない努力が必

は高い評価だなとうれしい限りです︒

りてくるから︑さらに転作の面積が

れないでわれわれのところにまで降

北海道の中でその数字の調整が取

魅力のある農業にしていただきたい︒

なくなるような話ですが︑若い人に

が５００円くらいに下がる︑と夢が

を聞いています︒米は３千円の価格

川の米︑野菜だから安心だね﹂とい

深まっているし︑﹁これだったら東

るわけでしょ︒コープさんの理解が

ているんだ︑ということを実感でき

た﹂という喜びだとか︑作物は生き

そこに行って﹁これだけ大きくなっ

でしょうか︒最後に皆さんからひと

引っ張っていると言えるんじゃない

いか︒ある意味で東川が北海道米を

全体を拡大することになるんじゃな

ということは︑北海道米のイメージ

潟︑仙台に持っていって売ってみた

京にも流れていくでしょうから︑新

松岡 北海道の米は︑大消費地・東

ったほうがいいと思うんだよね︒

︵作付け希望の︶積み上げ方式をや

もう少し現況を分かってもらって︑

いうことになっているんさ︒だから

いる所にちょっと余計に作れる︑と

よね︒今はそうやって意地を張って

やって意地をみせんかったらだめだ

ればならないわけで︑今の状況では

り ヘクタールは作ってもらわなけ

る︑ということになると︑１人当た

川に農業者が１５０人しかいなくな

合員さんもいるようですが︑将来東

てもやり遂げたい︒躊躇している組

林 大型水田にする事業はなんとし

要になる︒

う環境も出来てくる︒﹁ほうれん草

言ずついただけますか︒

と思うね︒

れからは生産者の仕事じゃないかな︑

万千俵︵1俵は ㌔㌘︶あった︒春

板谷 去年の農協集荷率は︑初め

境を用意してあげる︑というのもこ

はこうやって大きくなったんだなあ﹂

稲作農家なら︑加工米でも何でも

増えてしまうんだよね︒

間で千袋売れたということで︑これ

10
20

とイメージしながら食べてくれる環

植えた稲に看板が付いているから︑

Ａさんのものを探す人と︑Ｂさんの

上がってきているというから︑気象

60

ィバルに持っていって︑自分で作っ

で開いているくらし楽しくフェステ

りして収穫もする︒そしてキトウシ

ールは︑子供たちが種植えして草取

町内の子供のためのてっぺんスク

を超えているんさ︒

んだね︒ホクレン出荷した米は ％

た︒作況指数分だけは出してくれた

俵で︑豊作で集荷率１０６％になっ

に出荷まとめをした時には 万９千

なりに楽しんでいるんだよね︒

さ︒その後滝本さんのところに行っ

れる︑という楽しみも出てくるわけ

たとうきびを売る︒育てたものは売

ことに不公平感が出ている︒

トンになっている︒これを直せない

けれど︑そのうち北海道では１万千

内出荷量が２万トン減らされたんだ

ところで︑去年全国段階で米の国

と触れ合う機会にもなっているわけ

松岡 子供たちが東川のほかの産業

別の作物を作る時︑どうせなら多く

転作をしてしまうんだね︒大豆とか

実際には１０５％︑１０７％にもな

売ったほうがいいわけで︑転作率は

転作したところはどうしても過剰

て皿を手作りしてみたり︑子供たち

80

18

っていた︒それが︵翌年の︶割り当

北海道米対︵北海道農協米対策本

協力をお願いしたいと思っています︒

困難です︒何とか実現できるように

要だということを組合員に訴えてい

地帯として増やしてもらうことが必

らうように話していきたいし︑米作

植えていたところも水田に戻しても

水張り面積が増えれば︑大豆などを

ルほど余計に植えていたから︑今年

去年は指示面積より２５０ヘクター

とだってあるんだから﹂というんだ︒

化によって加工米が主食用に戻るこ

くれ﹂と言うんだね︒社会環境の変

でくれ︒水張り面積を減らさないで

その中で﹁北海道の米を減らさない

育てて︑農業を基幹産業とするこの

たちにもこの素晴らしい環境を守り

川を愛してくれて︑東川に残る子供

巣立っていくわけですから︑この東

です︒子供たちが東川を郷土として

十分に配慮した教育に特化するよう

は︑食育を見据えた中で︑環境にも

ると思います︒東川小学校の移転で

後努力していく︑ということに尽き

とであれば︑１００％を目指して今

高橋 期成会を代表して︑というこ

きたい︒そして基盤整備が一年でも

︵収録は昨年 月 日︑役場応接室︶

ただき︑ありがとうございました︒

早くなるように努力したい︒
宮崎 昔と違って若い人で農業に意

︱本日はお忙しいところお集まりい

町を大切にしていってもらいたいと
思います︒

と転作面積が示されたんだけれど︑

部委員会︶の会議で︑今年の米作り

20
欲を持っている人が増えた︑という
のはうれしいですが︑ＴＰＰ︵環太

15

60
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本州から来て民宿に泊まっている人︑
山のガイドの人︑カメラをやってい

林 今でも笑い話になることがある

ているのか﹂と質問が来るんだね︒

る人が中心になって︑みんなで声を
掛け合っているんだ︒誰か来れなく
たり前になっている︒できないとい
うことは自信のないものを出したな︑

をしている︒繁忙期以外の時期を農
と言っていたのがすぐに解けたとい
らね︒今さらこれをはずすとなると︑

なっても︑メンバーで声を掛け合っ
て穴を埋めてくれる︒ガイドの人だ

作業で補って︑繁忙期は自分の仕事
うんだからね︒あの時は暗くなって
産地として最大のマイナスになる︒
宮崎 うちも去年は稲の種まきを１
真を貼るようにしている︒

業界︵流通・卸し︶の人たちに言わ

に就く︑ということですね︒
いたからね︒

板谷 種まきから田植えにかけての
忙しい時期は︑まだ春山なのでガイ
ドさんは仕事がないようなんだね︒
週間遅らせたからね︒
30

種まいていたもんなあ﹂と笑い声が

松岡 それはうまい組み合わせです

28

10

ですね︒
宮崎 農協さんは攻めの農業をやっ

12
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