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分　　類 募集
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発表項目
（行事名）

平成２９年度　旭川市民農業大学　参加者募集

概　　要

（趣旨・日時・
場所・内容等を
記入すること。）

　「旭川市民農業大学」の平成２９年度の参加者を募集します。

　本事業は，市民の農業・農村・食糧への関心と理解を深めることを目的に，市民
の皆さんから学生を募り，市内有志の農業者が１年間にわたって様々な農業講座
を実施するものです。今年度で２３年目を迎え，送り出した修了生は１，２００名に
ものぼります。

１　募集人数　３５名

２　募集期間　３月１３日まで（定員になり次第終了）

３　参加要件
　　①年間を通じて講座に参加する意志のある方
　　②農家宅及びその他の講座開催場所（いずれも市内）まで，独力で通える方
　　③旭川市民の方

４　年間受講料　９，０００円

添付資料

※　有の場合，資料の内容を記入すること。なお，別途冊子等の配付を希望する場合は，そ
の旨記入すること。

報道（取材）に
当たってのお願

い

旭川市民農業大学参加申込書

mailto:nousei@city.asahikawa.hokkaido.jp


 

平成29年度 旭川市民農業大学 参加申込書 
別紙「平成29年度旭川市民農業大学参加申込に係る説明事項」をよくお読みいただき，同意した方

のみお申し込みください。 

１．枠内を全てお書きください。 

ふ り が な  
住 所 

〒   － 

氏   名                   

年   齢            歳 足のｻｲｽﾞ      ．  cm 職 業  

電   話          － Ｆ Ａ Ｘ          － 

携帯電話    －    － 緊急連絡先 
（続柄    ） 
   －    － 

 

２．過去に，旭川市民農業大学を受講された経験のある方は，お書きください。 

市民農業大学の経験年数    年 当時の指導農家 

 

３．定例講座の指導農家のご希望をお書きください。 

【１】定例講座の指導農家の希望について，①～②のいずれかに○をつけてください。 
① どの指導農家の班でもよい。 
② 特定の指導農家を希望する。 

 
【２】【１】で②を選んだ方のみ，ご記入ください。 
①～④のうち該当する項目に○をつけ，以下の空欄に希望する指導農家をお書き下さい。 
 
① 第１希望が定員を超え，抽選となって外れた場合，第２希望の班に入ることを希望

する。第２希望も抽選から外れる場合には，その他のいずれの農家の班でもよい。 
 

② 第１希望が定員を超え，抽選となって外れた場合，第２希望の班に入ることを希望
する。第２希望も抽選から外れる場合には，キャンセルする。 
 

③ 第１希望農家が定員を超え，抽選となって外れた場合，いずれの農家でもよい。 
 

④ 第１希望農家が定員を超え，抽選となって外れた場合，キャンセルする。 
 
    第１希望             第２希望 
 
 

※指導農家（浅野，古屋，石山，南，水澤，荒川） 

 旭川市民農業大学について，何で知りましたか。 
  

① 友人，知人の口コミ ②ポスター ③市広報誌 ④ホームページ ⑤その他（    ） 

 入学を希望した動機，学びたいことなどをご記入ください。 

 

【送付先】〒070－0034 旭川市４条通９丁目朝日生命ビル４階旭川市農政部農政課 

旭川市民農業大学事務局 担当：稲場 電話：25－7417／ＦＡＸ：26－8624 

メール： t_inaba@city.asahikawa.hokkaido.jp（全て小文字，スペースなし） 
平成 29 年 3 月 13 日（月）までに届くように、電子メール、ＦＡＸ又は郵送してください。 
 
 
 
 



平成29年度旭川市民農業大学 参加申込に係る説明事項 
 
【１】旭川市民農業大学の理念 

 

旭川市民農業大学は、我々の命を支える「食料」やその基盤となる「農業」「農村」に

ついて市民の方の理解を深めていただくことを目的としています。そのために、農業体

験や農産物加工体験等を通じて，市民の皆さまが農業者と共に農業に関するさまざまな

話題・出来事について語らい、考えていく場を提供していきます。  

 
【２】講座内容と年間スケジュール 

 

平成29年4月～平成30年3月までの１年間，月１回（原則日曜日），農家の指導のもと農

作業や農産加工体験を行います。 

講座・行事 日時 場所 内容 

入学式 
3/26（日） 
13:30～16:00 

旭川市農業センター 
１年間の説明と，農家との顔合わせ
など。 

定例講座 
4～10 月の月１回 
（農家と日程相談） 

指導農家の農園 指導農家のもと，様々な農業体験。 

バス研修 7/16（日） 市内 バスで市内農家や施設などの見学。 

農村文化講座 11/5（日） 旭川市農業センター 農村の伝統的な文化を学ぶ。 

収穫祭 12/3（日） 旭川市農業センター 
農産物の利用法を学び，収穫の喜び
を味わう。 

農産加工実習 1/14（日） 旭川市農業センター 農産物の加工法を学ぶ。 

クラス発表会 2/11（日） 旭川市農業センター 
１年間を振り返り，活動内容を発
表。 

修了式 3/25（日） 旭川市農業センター 修了式のあとはみんなで交流会。 

※天候などの理由で講座内容が変更になる可能性があります。 
 

【３】応募要項 
 

参加要件 
①年間を通じて講座に参加する意志のある方②農家宅及びその他の講座開催場
所まで、独力で通える方③旭川市民の方（市外の方応相談） 

申込方法 
「旭川市民農業大学参加申込書」に必要事項をお書
きの上，【送付先】までお送りください。 

募集定員 35 名 

参加料 9,000 円 

参加料の
支払方法 

旭川市より送付する「納付書」で，
市内の金融機関，市役所・支所等
の窓口でお支いいただきます。 

申込書提出期限 平成29年３月13日（月） 

問い合わせ 
旭川市農政部農政課  
電話：25－7417 

 
 
 
 



 
【４】申込後の流れ 
 

3 月 15 日  指導農家班決定 

3 月 17 日  入学式案内発送 

3 月 26 日  入学式（説明会ですので，必ずご出席ください） 

4 月  6 日  参加料納付書発送 

4 月 25 日  参加料支払期限 

 
【５】参加料について 

 

教材，運営に係る経費，体験保険料等に使います。年度の途中で退学される場合は、返金

はできかねます。なお，期限までに入学金の振込がなく，その後も支払の意志が確認できな

い方については，参加許可を取り消します。 

 

 

【６】 体験中の事故等について 
 

 指導農家の農園で行う「定例講座」において，参加者に怪我等の事故が起きたとき，指導

農家の指導上の不備や農園の施設等の欠陥が原因であると判明した場合は，指導農家による

損害賠償の対象となります（損害賠償保険は，旭川市が農家へ掛金相当額を支払い，加入を

義務付けています）。農家の指示を守らずに起こった損害については，市及び指導農家は責

任を負えない場合があります。なお，定例講座以外の講座は，市が傷害保険に加入します。 

 
【７】 定例講座班決定方法について 

 

・定例講座の班は，先着順ではなく申込締切後に，申込書の記入内容により編成します。 

・希望人数が指導農家の定員を超える場合には，過去に参加経験がある方の希望を優先し， 

初回の方は抽選により決定します。定員を超えていない場合は，初回の方でも希望の農家 

に入班できます。 

※受講経験者の優先権について 

旭川市民農業大学では，旭川市の農業を深く知っていただくために，複数年次の受講 

をお勧めしています。１年間受講された方で次年度も継続して受講される方が，希望の

指導農家班に優先的に入班できるシステムにしていますので，ご了承ください。 

 



◎指導農家紹介 

指導農家名 ① 作目 ②平成28年度に実施した体験 ③農家からのコメント 

浅野 晃彦 
（野良処てくてく） 

神居町西丘7-4 
＊水稲と野菜 

①アイガモを利用した水稲栽培と，有機栽培で季節の野菜を50種類ほど
栽培。 

②稲の種まき，田植え，いろんな野菜の栽培，稲刈り，最後は稲藁を使
った藁細工をつくり，春から秋までの農業・農村文化を楽しんでもら
いました。 

③安全安心な農産物と，多くのものが共生できる空間づくりを目指して
います。農業を通して，豊かな暮らしや人間関係を一緒に考えていき
たいと思っています。 

古屋 勝 
（古屋農園） 
東旭川町豊田 
396-2 
＊水稲と野菜 

①多品種のお米，ピーマン等の野菜，豆類と農園では色々な農産物を育
てています。 

②春は稲の種まきや田植え，ハウスの準備，夏は野菜の管理や収穫，秋
は稲刈り，最後は収穫を祝ってお餅をつきました。 

③「農は命を生みだす生業」「大地からのいのちと農の心を届けます」を
モットーとして，農と食の重要さを伝わるような体験にしたいと思い
ます。 

石山 淳子 
（Food studio 石山農園） 

東旭川町忠別 
859-10 
＊水稲と野菜 

①水稲を柱に，大豆，麦などを作付けしています。農園内ではカフェ＆
直売所を運営し，自家菜園で穫れた野菜の直売と，食事を提供してい
ます。 

②田植え，野菜の種まき，定植，手入れ，ヤングコーンの収穫，野菜を
使っての料理講習，新米の食べ比べ，大豆の脱穀など，天候・状況に
応じての体験となりました。 

③恵まれた旭川の地に感謝し，農業を守っていく役割の大切さを思う様
になりました。育てる事の責任と収穫の喜び，食べる事の大切さを共
に学び感じていただけたらと思っています。 

水澤 亨 
（水澤果樹園） 
神居町神居古潭62 
＊果樹 

①りんご，さくらんぼ，プルーン，プラム，梨，ぶどう等をつくってい
ます。 

②剪定，花落とし，摘果，サクランボ・プルーン・紫蘇の葉の収穫，苗
木の冬囲いなど，通年の果樹の作業を体験してもらいました。 

③果樹園の四季を感じながら，果樹を育てる苦労や楽しみ，そして収穫
の喜びを体験して，旭川果樹のおいしさと農家のこだわりを知っても
らいたいと思います。 

南 昌次 
（南果樹園） 
東旭川町倉沼155  
＊果樹 

①りんご，さくらんぼ，ブルーベリー，プルーン，ブドウ，梨など品種
も多彩に育てています。 

②果樹の剪定や苗木の定植，根周りの草刈り，誘引や収穫などの様々な
作業と，合間に園内を回って果樹を観察しながら，栽培の知識を伝え
る時間も設けました。 

③「安全な食物生産」を合言葉に減農薬に努めています。果樹栽培は手
作業が多く大変ですが，共に汗を流して旭川農業に愛着を持ってもら
える体験にしたいと思います。  

荒川 忠基 
（旭川あらかわ牧場） 

江丹別町拓北582-4 
＊酪農 

①生乳の出荷，子牛の販売のほか，平成26年からチーズ加工と販売に取
り組んでいます。 

②早朝の乳しぼりや小屋の掃除，緑豊かな景色のなかで牧草作業，生乳
を使ってチーズやアイスクリームづくりを体験してもらいました。 

③生き物を相手にする仕事を体験して，食と命の大切さを感じてもらい
たいと思います。また，自然豊かな江丹別で，ゆったりとした時間を
過ごしてもらいたいです。 

 



旭川市民農業大学について

１ 旭川市民農業大学とは

旭川市民農業大学は，旭川農業２世紀塾の消費者交流事業の一環として平成７年４月に「市

民公開講座」という名前で産声をあげて以来，２３年目を迎えました。２世紀塾では，それま

でもさまざま消費者との交流に取り組んできましたが，どうしても机をはさんだ「対峙型」の

交流では双方に消化不良が残ってしまい，「食と農」，「消費と生産」の一体感をつくり出すこ

とがなかなかできませんでした。そこで考えられたのが，通年市民公開講座，つまり，市民の

皆さんから学生を募り，１年間にわたって月１回の農業講座を実施し，一緒になって旭川の農

業・農村の在り方を考えていこうという事業でした。

初年度は学生２４名，「小さき旗揚げ」ではありましたが，２世紀塾が試みたこの新しい形

の交流事業の実験は，内外に大きな反響を呼び，２年目以降徐々に拡大してきており，この事

業がめざした信頼に裏付けられた「消費者と農民」のよきパートナーシップづくりにも大きく

貢献しているところです。

２ 主催

旭川市農政部農政課

３ 事業概要

市民の農業・農村・食糧への関心と理解を深めることを目的に，市内有志の農業者が農作業，

農産加工実習，講義等を実施する。

４ 事業実施期間

毎年４月１日から翌年３月３１日まで

５ 講座内容

（１）定例講座（４月から１０月までの月１回程度実施）

指導農家の農園での農作業，農産物調理，工芸等を体験する。

（２）全体講座

①バス研修

市内農業者の農園を見学し，旭川市の農業の実態について学ぶ。年１回実施。

②農村文化講座

伝統的な農産加工や工芸を学ぶ。年１回実施。

③収穫祭

指導農家の農産物を使って調理，加工を体験する。年１回実施。

④農産加工実習

豆腐，味噌，りんごジュース，チーズ等の加工を学ぶ。年１回実施。



（３）平成２９年度事業計画

講座・行事 日時 場所 内容

入学式 H29/3/26 旭川市農業センター 講座の案内及び指導農家との顔合わせ。

定例講座 4～10月の 指導農家の農園 指導農家と春の畑準備から秋の収穫まで

月１回 農作業を体験する。（水稲・野菜コースの場合）

バス研修 H29/7/16 市内一円 市内農家，農業施設等の見学ツアー。

農村文化講座 H29/11/5 旭川市農業センター 餅つき，藁細工など農村文化に親しむ。

収穫祭 H29/12/3 旭川市農業センター 定例講座で手がけた農産物を調理。

農産加工実習 H30/1/14 旭川市農業センター 牛乳パックを使った豆腐造り。

体験発表会 H30/2/11 旭川市農業センター １年間を振り返り，活動内容を発表。

修了式 H30/3/26 旭川市農業センター 修了式及び懇親会

６ 指導農家

氏名 指導内容 住所

野良処てくてく 浅野 晃彦 水稲・野菜 神居町西丘７番地の４

古屋農園 古屋 勝 水稲・野菜 東旭川町豊田３９６番地の２

石山農園 石山 淳子 水稲・野菜 東旭川町忠別８５９番地１０

水澤果樹園 水澤 亨 果樹 神居町神居古潭６２番地

南果樹園 南 昌次 果樹 東旭川町倉沼１５５番地

荒川牧場 荒川 忠基 酪農 江丹別町拓北５８２番地の４

７ 実績

事業年度 指導農家数 参加者数 事業年度 指導農家数 参加者数

平成７年 ４ ２４ 平成19年 １１ ７０

平成８年 ６ ３９ 平成20年 １２ ７８

平成９年 １４ ６５ 平成21年 １１ ７７

平成10年 １１ ７８ 平成22年 ９ ７３

平成11年 １２ ８０ 平成23年 １１ ７６

平成12年 １０ ５５ 平成24年 ９ ４９

平成13年 １１ ６５ 平成25年 ５ ２８

平成14年 １１ ７２ 平成26年 ５ ２０

平成15年 １３ ７５ 平成27年 ６ ２６

平成16年 １１ ５０ 平成28年 ６ ２１

平成17年 １０ ５０ 計 １２２１

平成18年 １０ ５０


