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ピ ッ ク ア ッ プ 

～都市農村交流に取り組む農業者を紹介します～ 

すぎもとファーム 

 わたしたち日本人の食卓に欠かすことのできない豚肉－。 

 日本で最も多く食べられている肉類です。 

 旭川市内では平成24年2月現在，11戸の養豚農家で約

24,000頭の豚を飼育しています。 

 今回は，市内西神楽で養豚業を営んでいる「すぎもとファー

ム」さんをご紹介します。 

 我が家の養豚のはじまりは昭和3８年頃。父が西神楽で始め

ました。 

 元々私は後を継ぐ気はなく，首都圏の企業に勤めていました

が，昭和52年の末弟の事故死をきっかけに帰郷し，家業に従

事することにしました。 

 次弟も卒業と同時に就農し，両親はとても喜んでいました。 

 その頃は高度成長期・・・。さまざまなものが，どんどん高

くなっていました。当初3千万円で始まった借金は，自分の無

頓着さやさまざまな原因が重なって，あっという間に雪だるま

のように増えていきました。 

 それでも取引先や援護者に恵まれ，弟とも力を合わせてきた

結果，何とかここまで続けることができました。 

 市内の養豚農家は最盛期と比べると10分の1以下にまで減

少してしまいました。 

 今は飼料の高騰や肉価格の低迷により，大資本以外の参入は

非常に難しい業種です。 

 平成に入ってからは同業で同年代の仲間と市内の加工施設を

借りて加工仕事を始めました。しかし，よくある話の仲違

い・・・となりその後は1人で続けてきました。結果として

色々なことを教えられ，新しい貴重な出会いも頂きました。 

 数年前に始まった隣地の宅地開発に伴い，周囲への臭いの影

響なども考え，豚舎を西神楽の千代ヶ岡地区へ集約移転しまし

た。 

 そして昨年の9月。ついに念願だった加工場を，西御料地の

豚舎跡地に作りました。 

 豚の飼育は弟が担当していますが，肥育専業で行っており現

在は約2,500頭を飼育しています。毎月約700頭を出荷し，

30～40頭をハムやソーセージに加工したり，精肉にして販売

しています。 

 加工場で使用する肉は，千代ヶ岡の豚舎で肥育した豚を材料

にしています。自家で育てた豚なので，みなさんに安心して食

べていただくことができます。 

 豚の飼育においてもっとも気を遣うのは疫病です。過去に大 

すぎもとファーム（加工場） 
旭川市西神楽2線6号 
営業時間：13:00～17:00 
定休日：日曜日 
電 話：0166-65-9303 
FAX：0166-65-4196 
E-Mail koji949@sea.plala.or.jp 
HP http://www.sugimoto-farm.com/ 

打撃を受けたこともあります。そのため，残念ながら豚舎の入

場は厳しく制限しており，基本的に作業者以外は立入できませ

ん。 

 次に排水です。家畜を飼養していると毎日多量の汚水が発生

しますが，悪臭や害虫の発生源にもなりますし，浄化処理せず

に川に流したり土壌に浸透させると環境汚染にも繋がります。

そのため汚水の処理には多大なコストがかかります。 

 また，豚にはできるだけストレスを与えないよう心掛け，温

度管理や品質の良い飼料を食べさせています。 

 加工においては何と言っても衛生管理です。製品の温度管理，

洗浄，消毒，清掃・・・ゴールはありません。今できることを

精一杯やるだけです。 

 食肉の文化には，古来から生きる知恵として受け継がれてき

たものが数多くあります。岩塩の中に肉を埋めておくと腐りま

せん。食べるときは塩抜きをします。肉加工の際の重要な行程

の一つです。 

 オーストリアにあるザルツブルグは”塩の町”という意味で

す。あたり一面岩塩だらけです。そのため，ハムを作る上で重

要な材料となる塩が豊富に採れることから，ハム作りが盛んに

行われており，それぞれの土地ごとに美味しいハムがあります。 

 明治以降に開拓され，わずかの蓄積しかないこの地とでは天

地の差があることは承知です。願わくば後何代かの時を重ねて，

世に誇れるものができれば幸いです。 

 昨年建てた加工場－。 

 そこで加工したものは，市内の直売所等で販売しているほか，

一部の飲食店でも取り扱っていただいています。全国各地の物

産展に招かれることも多々あります。 

 市民の方をはじめ，全国の消費者の方に安心安全で美味し

い”旭川産”の豚肉をもっと広めていけるよう，諦めないで頑

張って続けていきたいと思います！  

加工品の販売先 
すぎもとファーム，ＪＡあさひかわ農産

物直売所あさがお，夢民村直売カフェ

MUU，やっぱ２３７，ホクレンショッ

プ北部店・豊岡店 

●御料の湯 

▲昨年建てた店舗兼加工場 ▲すぎもとファームの加工品 

▲オーナーの杉本幸司さん ▲千代ヶ岡地区にある豚舎 



ふらわーふぁーむ花・宙・舎 　

森山　博明
 東旭川町日の出１９４－１０
 １９６５年生まれ　４６歳
 東京都出身

○営業期間
　４月中旬～６月下旬
　9:00～18:00
○問合せ

　0166-39-7075

ご参加いただいたみなさん，ありがとうございました！！

　元気でお手頃価格のお花を提
供しています。５～６月は花壇
苗，７月以降は季節の切り花を
作っています。お花好きのみな
さん，是非一度いらしてくださ
い。

告 報 動 ～農村探検隊バスツアー  

 ９月２９日に，グリーン・ツーリズム施設紹介マップ「農村探検隊４」に掲載されている施設を廻るバスツアーを開催しました。 

 ツアーでは直売所に行って野菜や加工品を買ったり，りんご狩りやりんごジュース作り体験，牧場見学を行い，農家レストラン

で自家栽培した野菜や豚肉などを使用した食事をいただきました。訪問した施設では，自分たちの農業や施設に対する思いや，こ

だわっている点などについて説明を受けるなど，生産者と消費者の交流が図られました。 

ツアーの行程・体験内容 

水澤果樹園 嵐山中央会館 
アロニアの里 
ピルカノ 

クリーマリー 
農夢 

夢民村・直売 
カフェ Ｍｕｕ 

農産物直売所 
あさがお神楽店 

牧場体験，乳製
品の直売 

米・野菜・加工品
等の直売 

米・野菜・加工品
等の直売 

参加者の声（一例） 
・アロニアがおいしかったし，犬やうしがかわいかった。また 
 やってほしい。 
・大変ハッピーな農村めぐりの1日でした。”食は命”このよう 
 な企画をとおして市民の意識を今後も高めていただきたいと 
 思います。 
・楽しくおいしく色々見学ができて良かったです。農家の方の 
 お話しも聞けて勉強になりました。 
・有意義な1日を過ごすことができ，感無量の一言。今後もこの 
 ような催しに多く参加したいと思っています。    など 

介 紹 ご の ん さ 家 農 

 工業高校を卒業後，機械設計・コンピュータ関連の仕事をしていましたが後に脱サラし，ログハウス
ビルダーとして全国各地を回っていました。生まれ育った東京以外の生活にとても刺激を受け，中でも
北海道の圧倒的な大自然に魅せられて北海道で永住したいと思うようになりました。そんな頃，農家の
研修制度というものがあり，研修を受ければ後継者ではなくても新規で農業が始められるということを
知り，大雪山を眺めながら自然とふれあう暮らしがしたいと思っていた私たちにとって，これ以外無い
最良の選択という思いで就農を決意しました。 

就農した「きっかけ」         

就農までの経緯       

 平成９年，東旭川町の花き※農家のもとで，農家研修を始めました。
体力には自信があったものの，研修当初は今までの労働とは違う農作
業に体が思うようについて行かず，ほ場で動けなくなってしまうこと
もありましたが徐々に体も慣れ，３年間研修を継続し，指導農家の経
営手法，地域の特性を学び，自らの営農構想を固めていきました。 

就農して感じたこと     

今後の目標      

 平成１２年，６０坪のハウス３棟，中古トラクター１台を購入しスタート。 
 初年度の売り上げは３００万円程。経費を差し引けば大赤字の１年目となりました。 
 ３年間の研修で様々なことを学んできましたが，実際の営農となると肥培管理や病害虫防除などそ
れから覚えることがほとんどで手探り状態の農家経営に不安を感じていましたが，２年目，３年目と
時間はかかりますが，確実に自分たちの成長が実感できる満足感がありました。今年で就農１４年目
を迎え，毎年新たな課題に直面しながら相変わらず悪戦苦闘の日々ではありますが，自分たちが理想
として思い描いている暮らしがそこにある，充実した毎日を過ごせていると思います。 

 一昨年手作りのログハウス（自宅）が完成しました。直売所に隣接するログハウスの周辺を整備し，
お客様の参考となるようなガーデニング作りを進め，自分たちの生産した花の活用方法を提案するほ
か，扱う商品についても，ポット苗だけでなく寄せ植えや，ハンギングバスケットなどの付加価値商
品の提供も行うなどして，お客様に働きかける直売所へと進化させ「作る，飾る，楽しむ，交わる」
をテーマとした花好きたちの交流の場として発展させていきたいと考えています。 

活 の 年 昨 

 今，農業の担い手不足や高齢化が非常に深刻な問題になっています。そんな中，旭川では毎年数名 
の方が農業・農村にあこがれを抱き新たに農業を始められています。このコーナーでは，日々試行錯 
誤を重ねながら自分の理想に向かって必死に頑張っている，新規就農された農家さんをご紹介します。  

りんご狩り体験 
りんごジュース

作り体験 ランチ，野菜・加
工品の直売 

※花き～花の咲く草。草花。 観賞用に栽培する植物のこと。 

MAP 



【TEL】0166-36-3860 

【HP】http://tekuteku50.com 

の ん さ 家 農 

 みなさんは農家の人は冬は何をしているか知っています

か？ 

 ある人は除雪などのアルバイト，ある人はスキー場でイン

ストラクター，またパチンコを楽しんでいる人もいれば，近

所に行って茶飲み話というのもあります。しかし農業が厳し

いと言われている中，冬の間を自分の思うように過ごすとい

うことは難しいことでもあります。 

 かく言う僕も，宅急便のアルバイトをしたり，全道を巡り

着物の行商をしたり，冬の間を忙しくしていた時期もありま

した。しかし４０歳を過ぎた当たりから何となく自分の時間

を拘束されてお金を貰うということに，とてもストレスを感

じるようになりました。これなら少し工夫して自分で作った

ものを売った方がよりいいのではと考えるようになりました。 

 幸いお米や豆は貯蔵がきく物だし，野菜類も大根は雪の下

に埋める，イモはムロに保管するなど，意外と身の回りに冬

に活用できるものが多いことに感心したと同時に，越冬農産

物の美味しさを再認識しました。 

 それらを冬の間に，販売するということを始めたわけです

が，もちろん外でアルバイトをするほど収入があるわけでは

ありません。しかし，１年通して農家の生活ができる，季節

ごとに変わる農産物の美味しさを味わえるなど，現在５０歳

半ばを超えましたが，このような生活を始めたことが，自分

の人生の中で脱サラして農家になった次に大きな人生の転換

期になったと思います。 

 その後，大規模ではありませんが，自分で食べるものは自

分で作ろうと，いろいろな物の加工も楽しみました。例をあ

げれば，味噌，ソーセージ，アイガモの燻製，カボチャの缶

詰，シソシロップ，バジルソース，パセリソース，ケチャッ

プ，一味とうがらし・・・など自分で作って楽しむ，時々人

にあげたりと満足するには十分足りるものを試作してきて，

自分で作ってみると意外に簡単に出来て，さらに味も良く，

素性が知れて安心なものに囲まれた食生活が出来るものだな

と気付かされました。 

 その後もグリーン・ツーリズムの広がりもあり，思い切っ

て建てた農業体験宿泊施設“パクパク”を活用して修学旅行

生や個人旅行者などを通年受け入れています。ここでも冬の

体力作りのつもりで始めたスノーボードが大いに役立ち，我

が家から車で３分のカムイスキーリンクスで一緒に楽しんだ

り，ちょっと秘密のコースを案内したりと，パウダースノー

を楽しみに来た人への大きなセールスポイントとなっていま

す。 

 また，冬は狩猟シーズンでもあります。鹿による農業被害

に数年来頭を悩ませていましたが，一昨年取得した狩猟免許

によって，自分なりに問題を解決しています。狩猟というと

とても残酷なことのように思われる方もいらっしゃるでしょ

うが，近年のシカの増加は尋常ではなく，農作物の食害，水

田の踏み荒らしはおろか，森林そのものの植生も大いに脅か

されています。自然との中で仕事をしている以上，彼らと向

き合い，何らかの解決策を見出すことは急務なのです。その 

 

なんと楽しきウインターライフ！ 

冬 

結果，僕は狩猟免許を取りましたが，もちろん獲ったシカにつ

いては大切に，有難くいただくということを心に刻んでいます。

鹿肉は低脂肪，高たんぱく，そして処理さえ誤らなければ癖の

無い，とても上質の肉を提供してくれます。カレー，シチュー，

味噌煮込み，ハンバーグ，餃子，ロースト，ジンギスカン（お

ススメ）など，その料理方法には枚挙にいとまがありません。 

 おかげで，農作物への被害も若干軽減しましたが，何よりも，

自給的生活というパズルの一角に鹿肉というピースがはめ込ま

れ，自分の生活をさらに豊かにしてくれたということがうれし

いことです。 

 北海道の農業は雪が降って融けるまでは何も出来ないと思う

人も多いと思いますが，冬こそ北海道の本当の美しさや素晴ら

しさを体感できるまたとない季節です。スノーボードにも狩猟

にも貯蔵品販売にも行かないときには，夏の間に用意したマキ

をストーブにくべながら，夏の間に出来なかった長編小説の読

書を楽しんだりするのも冬の醍醐味です。 

 また，農繁期には誰よりも早起きで夜遅くまで家事と農業を

こなしている妻の“アトリエ・ふわわ”の製作が始まるのもこ

の冬です。きれいなアイガモの羽を活かしたアクセサリーや，

木の葉をかたどったコースター，組みひもや編み物などアトリ

エという固定した部屋はありませんが，読書にいそしむ僕の傍

らで，やはりまきストーブの柔らかな温かみを受けながら制作

活動を楽しんでいます。最近の新作としてはシカ角を利用した

アクセサリー類を試作しています。 

 この文章が読者の目に触れる頃は北海道も春を迎えて，あの

ゆったりとした時間は夢のように感じていると思いますが，長

い冬に自分の楽しみを軸にゆっくり過ごせることは有難いこと

であり，多くの人にも味わってもらう機会があれば良いなと思

います。また，次の冬が来ることを楽しみに今シーズンもがん

ばります！ 

 

“なんと楽しきかな，冬の生活” 

雪だるま（10センチ）

小豆入り 

アイガモの羽根のペン

ダント 

布のコースター 

（10×15センチ） 

  

▲体験施設”パクパク”。

施設内には自炊施設も完備

されています。 

 野良処てくてく ， 体験施設パクパク 
                ＆ アトリエ”ふわわ” 

 浅野さんは，有機農業による野菜づくりやアイガモ

農法によるお米作りを行っているほか，一般の方や修

学旅行生の農作業体験や宿泊の受入なども行っていま

す。 

寄稿していただいた農家さんのご紹介 

MAP 



パークランド嵐山 （江丹別町嵐山） 

●畑の土作り講習会 
日時  4月27日（土）10:00～12:00 

料金・申込方法 無料・電話にて申込 
●パークゴルフ初心者講習会 
日時  6月3日（月），10日（月），17日（月）， 

     7月1日（月） 各日13:00～ 
料金・申込方法 プレー料400円・電話にて申込 
●パークゴルフ中級者講習会 

日時  7月22日（月）13:00～ 
料金・申込方法 プレー料400円・電話にて申込 
問合せ  0166-63-0044（センターハウス） 

谷口農場 （東旭川町共栄255） 

●トマトもぎとり 
日時  6月下旬～10月上旬 9:00～17:30 

料金  トマト 1kg420円，ミニトマト 100g105円 
問合せ  0166-38-6336（直売店まっかなトマト） 

旭川あらかわ牧場 （江丹別町拓北582-4） 

●オープンファーム２０１３ 
日時  7月27日（土），28日（日） 

     10:00～15:00（予定） 
料金  基本体験（子うしとのふれあい， 
     乗馬体験など）：無料 

     乳加工体験：有料 
詳細  市民広報をご覧ください。 
問合せ  0166-73-2107 （27日開催分は江丹別 

     公民館（73-2230）でも可） 

カムイの杜公園 （神居町富沢） 

●第6回富沢フェスタ 
日時  7月28日（日）（予定） 

     11:00～15:00 
料金・申込方法  自由参加 
問合せ  0166-63-6955（畠山） 

江丹別若者の郷 （江丹別町中央） 

●そば打ち体験会・ソーセージ作り体験会 
日時  毎月 

詳細  市民広報をご覧ください。 
問合せ  0166-73-2409（若者センター） 

榊原農場 （神居町上雨紛56-3） 

期 間  5月～10月 
取扱品  野菜全般 

おすすめ情報 お客様自身による 
         もぎとり収穫 
問合せ 0166-62-6010 

ゲストハウス・オサラッペ （江丹別町拓北111-6） 

期 間  4月1日～（金・土・日・月）11:00～16:00 
メニュー 10周年記念で新メニューをご案内 

      ◇短角牛肉すじカレー 
      ◇短角牛肉100%ハンバーグ（サラダ・ドリンク付き）        
問合せ   0166-73-2333（荒川） 

レストラン 

アロニアの里ピルカノ （神居町富沢519-1） 

期 間  4月末～10月 
取扱品  野菜全般・鶏糞堆肥・富沢産の 

      卵と豚肉・アロニア製品 
問合せ   0166-63-6955（畠山） 

パークランド嵐山 （江丹別町嵐山） 

期 間  5月15日～10月31日 
取扱品  トマト・カボチャ・玉ねぎなど 

      朝一番の採りたて野菜 
問合せ   0166-63-0044（センターハウス） 

農産物直売所やっぱ（野菜）２３７ （西神楽2線24号） 

期 間  夏期：6月～10月 9:00～18:00  水曜定休 
      冬期：11月～5月 10:00～15:00 第2・4日曜のみ営業 

取扱品  米・野菜・加工品など地域農産物 
プレゼント 夏期オープン日にプレゼントあります（先着順） 
問合せ  0166-74-2007（杉本） 

まいど！朝市 （７条買物公園） 

期 間  7月6日（土）～9月7日（土）の 
      毎週土曜日（計10回） 

      8:00～11:00 
取扱品  朝もぎ野菜ほか 
問合せ   0166-74-6618（旭川まちなか 

      マネジメント協議会） 

かあさんのちょこっと野菜 
 （6条通15丁目イトーヨーカドー東側向かい駐車場） 

期 間  7月7日（日）～9月29日（日）の 
      毎週日曜日 7:00～8:00 

取扱品  新鮮な野菜を取り揃えています 
その他   旗が目印です！ 
問合せ   0166-36-4094（吉岡） 

直売店まっかなトマト （東旭川町共栄255） 

期 間  6～8月    9:00～18:00  無休 
      5,9,10月   9:00～17:00  無休 

      11月～4月 10:00～17:00 水曜定休 
取扱品  トマト，とうもろこし，米ほか 
問合せ  0166-38-6336 

報 情 売 直 

※きてみて農村lifeは，インターネットでもご覧いただけます。 
「きてみて農村」または「旭川市グリツリ」で検索！！  
 また，市内のグリーン・ツーリズム施設情報は携帯電話でもご覧
いただけます。 

 
 アンケートにご回答いただいた方の中から，抽選で５名様に農産
品詰め合わせセットを差し上げます！（市内限定。発表は発送を
もって代えさせて頂きます。） 
◆アンケート項目 ①本紙を読んでの感想・特に良かった記事 
         ②やってみたい農業体験・加工体験 
         ③今後掲載して欲しい内容 
◆応募方法 

 アンケート回答，住所，氏名，電話番号をご記入のうえ，ハガキ

でご応募ください。 
◆応募先 
〒078-8207 旭川市東旭川町上兵村395番地 
  うけがわファームDEN-EN内「きてみて☆農村life」編集委員宛 
◆応募締切 平成２５年４月３０日（火） 
 ※個人情報は，プレゼント発送以外に利用しません。 

編  集：グリーン・ツーリズム情報紙編集委員 
編集委員：請川幹恭・谷口紅美子・南昌次・山中泰典 
監  修：旭川市グリーン・ツーリズム推進会議 
発  行：平成２５年３月 
問 合 せ：うけがわファーム DEN-EN内（電話・FAX 0166-36-2239） 

 
 
 2013年の農作業も，そろそろ始まります。 
 今年は雪が多くて中々思うように作業が進みませんが，豊穣の秋を目
指して頑張って行きたいと思います。 
 最近テレビなどで露出する機会が増え，色々な方から色々なご意見を
いただきますが，僕は僕らしく農業に向き合っていきたいです。 
 今年も，きてみて農村lifeを宜しくお願いします。 

編 集 後 記 

報 情 験 体 ト ・ ン ベ イ 

クリーマリー農夢 （神居町上雨紛539-9） 

●夕方の搾乳といっしょに体験 
日時  5月～9月 16:00集合（18時には終了します）  

定休日 水・木曜定休 
料金  1人1,000円（牛乳とお菓子付き） 
申込方法 要予約（2～6名まで） 

ＨＰ   http://www7a.biglobe.ne.jp/~creamery-gnome/ 
メール creamerygnome@yahoo.co.jp 
その他  小学生以上対象。普段着でＯＫ。 

     手ふきタオルを持参してください。 
     詳しくはＨＰをご覧ください。 
問合せ  0166-62-9380（佐竹）またはメール 

ソフトクリームのくら （神居町富沢278-2） 

期 間  4月下旬～10月中旬 
営業期間 9:00～18:00 

       （野菜は7:00～18:00）  
取扱品  ソフトクリーム，パン，採れたて野菜 
プレゼント 情報紙を見た方に，アイスコーヒー 

       または紅茶または新鮮野菜をプレ 
       ゼント♪ 
問合せ   0166-62-6202（高橋） 

▼携帯版はこちら 

近澤果樹園 （神居町西丘196-2） 

期 間  7月上旬～7月下旬 
取扱品  さくらんぼ 

おすすめ情報 池で鯉を釣ることができ 
     ます（要釣り竿）。駐車場，休憩所 
     あり。有機肥料を使った安心安全 

     な果実作りをしています。 
問合せ   0166-72-2443 

古屋農園 （東旭川町豊田396-2） 

●絵文字の田んぼのメッセージ（田植え） 
日時  6月2日（日）9:00～12:00 

料金・申込方法  無料・要予約 
問合せ  0166-76-2668 （FAX 0166-76-2252） 

Milk Bar （神居町上雨紛539-9「クリーマリー農夢内」） 

期 間  通年 9:00～16:30 水・木曜定休 
取扱品  お菓子，牛乳，ヨーグルト，アイス 

      クリーム，チーズなど 
問合せ  0166-62-9380（佐竹） 

アロニアの里ピルカノ （神居町富沢519-1） 

●アロニア・オーナー制度 
日時  通年受付（8月収穫） 

料金  1本当たり5,000円 
問合せ  0166-63-6955（畠山） 
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※MAPが見えない場合は，地図アプリをお試しくだ 
 さい。 

※MAPのQRコードが掲載されていない施設は，直 

 売情報に同施設のQRコードが掲載されています。 


