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ピ ッ ク ア ッ プ 

 今回のピックアップは，旭川のお米で日本酒をつ

くっている髙砂酒造(株)のご紹介です。 

 『国士無双』で有名な髙砂酒造(株)は，明治32年

に小檜山酒造として創業した歴史ある酒蔵で，その

後昭和40年に石崎酒造(株)と合併，当時の看板商品

「旭髙砂」から社名を髙砂酒造(株)に変更しました。 

 今回は，この髙砂酒造の蔵人の統率者である杜氏

の森本さん，総合管理部副部長 廣野さんにお話を伺

いました。 

 髙砂酒造が旭川の酒米「吟風」に出会ったのは，

当時の農業者集団 夢民村から酒づくりの相談があっ

た10年ほど前のことです。その後，居酒屋 独酌三

四郎の協力もあり，『風のささやき』という日本酒

が生まれました。このお酒は，さわやかな香りと旨

みがあり，飲みやすさが特徴の超淡麗辛口に仕上

がっています。 

 「吟風」でつくられているもう一つのお酒『あさ

ひかわ』は，ＪＡあさひかわに所属する永山地域か

ら生まれた大吟醸です。大雪山連峰が源の良質な伏

流水を使用し，芳醇な香りと幅のある旨みが特徴の

味わい深いお酒です。 

 これら２つのお酒とは違う酒米でつくられている

のは請川ファームの『農家の酒』です。こちらは，

請川さんから髙砂酒造にどのような酒米が適してい

るかという相談があったことからスタートして，ま

だ２年目のお酒です。『農家の酒』は髙砂酒造のア

ドバイスのもと「彗星」という酒米でつくられてい

ます。芳醇で柑橘系を思わせる香りと旨みがふくら

み，後味がすっきりしているのが特徴です。 

 どのお酒も杜氏が直接農場に行って意見交換をし

たり，夢民村に稲刈体験をしに行くなど，原料を生

産している米農家との間には深い繋がりが築かれて

います。「稲穂を見ても，お米の専門家ではないの

でわかりませんが，直接農家と話ができるので，酒

づくりの参考になります。お米が蔵に来てからは，

事前の情報を踏まえ，徐々にクセをつかんでつくっ

ています」と森本さんはおっしゃいます。気候条件 

などでお米の品質が変化しても，その特徴を捉え，

味に変化が出ないようにするのが酒づくりの匠であ

る杜氏の技というわけです。 

 ところで，日本酒には辛口，甘口があります。 

 髙砂酒造のお酒は「国士無双」をはじめ，辛口が

主体です。辛口はすっきりしていて飲みやすく，た

くさん飲むことができます。また，辛口主体の理由

にはもう一つ，旭川の気候が関係してきます。お酒

の熟成スピードは温度によって異なります。旭川は

気温が低いので，熟成スピードがそれほど速くなく，

その結果淡麗辛口が生まれやすいのです。 

   最後に，日本酒のおいしい飲み方について伺いま

した。日本酒独特の香りを楽しむには基本的に冷や

がおすすめとのこと。もちろん，熱燗にすることで

酸が引き立っておいしくなったり，ぬる燗にして飲

むとおいしい吟醸や大吟醸もあります。最近では，

ライムを入れて飲むサムライロックというカクテル

で飲む方法もあるそうです。日本酒のいろいろな飲

み方を試し，自分らしい飲み方を探すのも楽しそう

です。 

 地酒の歴史が短いことと比例しているのか，旭川

における地酒の消費率はわずか20％ほど。一方，山

形や秋田では70～80％となっています。「北海の

灘とも呼ばれた旭川で日本酒が再び盛り上がれば，

米農家さんも盛り上がるし，市民も盛り上がり，消

費も伸びる。結果として旭川の活性化につながれば

と思います」と廣野さんは語ります。いつか，地元

の消費率が50％になることを願って，髙砂酒造は今

日も酒づくりに励んでいます。 

1条15丁目 

ローソン 髙砂酒造 株式会社 
旭川市宮下通17丁目右１号 

電話：0166-23-2251   fax：0166-22-0973 

http://www.takasagoshuzo.com 

髙砂明治酒蔵（直売店） 
営業時間：9:00～17:30 

蔵見学（要予約） １日４回 ９時/11時/14時/16時 

電 話：0166-22-7480 
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 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。 

新 紹 ご の 介 者 農 就 規 

 ■守屋  大輔■  

東旭川町在住  

旭川市出身  

大好きなトマトを中心に，

水菜，小松菜，ほうれん草，

ししとうなどを生産。  

野菜は市内 JA・スーパー

やコンビニエンスストアに

出荷。2013年11月に「新

規就農優良農業経営者  優

秀賞」受賞。  

 

   平成25年９月28日，晴天の中，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巡るバスツアーを開催しました。 

   旭川のおいしいものに出会い，いろいろな農家の方たちと直接ふれあえるこのバスツアーは 

   今年も開催予定です。ぜひ，ふるってご参加いただき, 旭川農業を知るきっかけにしていただ 

   けたらと思います。 

    なお，現在「農村探検隊５」を編集中のため，今春には市有施設などに配付できる予定です。 

 春の雪解けとともに，市内の農家などに足を伸ばし，旭川の新しい魅力を発見してください。 

就農したきっかけ 

 幼少の頃から「自然に囲まれて仕事をしたい」「サラリーマンで一生を終えるのでは

なく，自分の力で何かしたい」と考え，25歳のときにサラリーマンからの転職を決意し

ました。 

就農までの経緯 

 まずは，農業法人に就職しました。就職以前は，畑は鍬で耕していると思っていたの

ですが，実際には機械化がかなり進んでいることに驚きました。すべての体験が新鮮で，

農業に対する魅力は増すばかりでした。農業法人での経験を生かして，ようやく就農し

てからは，農業一筋で走り続け，今年で就農８年目になりました。 

生活の変化 

 サラリーマン時代から変化したことは，定休日がなくなったことで 

す。最近はその生活にも慣れてきましたが，今でも，なんとなく身体 

の習慣が抜けきっていないのか，日曜日になると緊張感が緩まるとき 

もあります。 

これからの夢・目標 

 種を植え，作物を育て，販売し，収入を得るまでをすべて自分で手 

がけられる農業にはやりがいを感じています。将来的には栽培面積を 

拡大し，自家野菜を活用した飲食店を経営したいと考えています。 

昨 告 報 動 活 の 年 

南果樹園 
おいしそうなりんごやジャムも 

アトリエharemi 
おむすび弁当づくり 

たいせつ農産物直売所 
新鮮野菜がたーくさん 

旭川あらかわ牧場 
牛とのふれあいも 

カウ＆カーフ 
ソフトクリームを食べてのんびり 

濃厚な味わいの 

寒締めほうれん草 

サラダにぴったり 

シャキシャキ水菜 



    ＪＡあさひかわ第11代目の青年部長をさせていただいた荒川始です。  

 ＪＡあさひかわは平成14年に４つのＪＡが合併して誕生しました。現在は，旭正

(東旭川)・神楽・神居・永山・北野(鷹栖町)の５つの地区で構成されています。私た

ち青年部員はさまざまな活動を行い，日々の農業経営に役立つ勉強をしています。そ

の一環として，今年勉強した「農業クラウドシステム」は，スマートフォン・タブ

レット・ＰＣを活用し，農作業のスケジュールや農薬・肥料・機械の管理等ができ，

これからの農業に必要不可欠なものだと思いました。  

 また，ＴＰＰ問題，減反政策廃止，消費税増税など農業を取り巻く状況はものすご

いスピードで変化しています。そのため，私たち青年部は旭川の農業・北海道の農

業・日本の農業を守りつつ，けん引していかなければなりません。青年部としての組

織の役割を十分に理解し，情報交換することをとおして，互いの交流を深めて活動し

ていきたいと考えています。 

 冒頭で書いたとおり，ＪＡあさひかわは５つの地区から構成されているため，様々

な農家がいます。米・野菜・果樹・酪農と経営スタイルもバラバラなのでなかなか全

員参加とはいきませんが，若手が集まればお互いのいろいろな夢や希望を語り合い，

まだまだ農業には未来があるということを感じます。 

 １年間青年部長をやらせていただきましたが，周りの役員・事務方に助けられ，と

ても充実していたと思います。 

 苦労した点をあげますと，どうしても忙しい農作業の間に時間をつくらなければい

けないため，家族や従業員に冷たい視線で見送られ，家を出るときが苦労というか，

苦痛でした…。  

 旭川は実に農業に適した場所だと思います。風は弱く，気温も日照時間も十分あり，

水は豊富に流れています。そのおかげで米は北海道でも上位の作付け・品位を確保し

ています。野菜も多種多品目が作付けされ，太陽をたっぷり浴びた安心で安全なもの

が全道・全国に流通しています。 

 旭川は北海道の真ん中に位置しているのを利用し，これからさらに全国に情報発信

をし，北海道農業の素晴らしさを伝えていかなくてはなりません。既存の交通手段で

ある高速道路・ＪＲ・空港を，鮮度が大事な野菜等の運搬に有効活用すれば，世界中

で旭川の農産物が口にできるかもしれません。もしかしたら，食べ物をつくるだけで

はなく，作物をつくっているところを見てもらいながら，おいしい北海道食材を食べ

るツアー等も考えられるかも…。 

 これからの農業は，どんどん変わっていくと思います。私は，万人受けする商品よ

り少しでも良いから個人に受ける商品を作っていきたいです。旭川農業のファンに

なってほしいのです。プロ野球やサッカーでもそうですよね。一度ファンになってし

まったら，「これからどんな野菜が収穫されるのか。その味はどうなのか。形は。に

おいは。動きは」とちょっとした事でも気になっちゃうんです。農業のファンを増や

すことで，まだまだいろいろなやり方で農業経営に挑戦できると思います。 

 最後になりますが，こんなに都市と農村が近い場所はなかなかありません。 

 もっと，農業を楽しみながら生活してみてください。買い物に出かける時や散歩を

する時などに農業を感じてください。そうすれば食卓に上がっている農産物もさらに

おいしく食べられるはずです。ぜひ旭川農業のファンになってください！！ 

農 お の 長 は 部 年 青 協 な し 

 旭川の農業をより良くするために日々奮闘している若き農業者たち。今回は平成25年にＪＡあさひかわ

で青年部長をされていた荒川 始さんに農業に対する思いなどを語っていただきました。 



 

（神居町西丘196－2） 

さくらんぼ狩り 
■期間 ７月中旬 
      ー８月上旬 
■料金 大人(中学生以上） 
       800円 
    小人 400円 
    幼児 無 料 
 

 
 
直売情報 
■期間 ７月中旬 
       －８月上旬 
 
※池で鯉を釣る事ができま
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。 

※きてみて農村 l i f e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名様にプレゼント

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本紙の入手先 

 ②本紙を読んでの感想・特に良かった記事 

 ③やってみたい農業体験・加工体験 

 ④今後掲載してほしい内容 

 ⑤今後，ダイレクトメール(本紙の新刊やイベント情報の案内等)の送付   

  希望の有無 

◆応募方法 

  アンケートの回答，住所，氏名，日中のご連絡先をご記入のうえ，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２6年４月３０日（水） 

 ※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・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２６年３月 

問 合 せ：うけがわファーム DEN-EN内 

            （電話・FAX 0166-36-2239） 

※本紙は，宝くじ収益金からの支援により作成しました。 

編集後記 
 3月になり，そろそろ米農家の農作業が本格的に動き
始める季節になりました。農家の冬は休養の時期ですが，
なんだか今年はバタバタとしていました。バタバタしな
がらの仕事初めですが，楽しい農業，おいしいお米を目
指して頑張っていきたいと思いながら，仕事をしていま
す。年に数回のきてみて☆農村lifeですが，これからも編
集委員一同頑張りますので，よろしくお願いいたします。 

▼携帯版はこちら 

アンケートのおねがい 

 

ソフトクリームのくら/0166-62-6202（高橋） 

（神居町富沢278－2） 

■期間 ５月中旬－10月中旬   
■品目 トマト，きゅうり，葉物 ほか 

 

（神居町西丘191－1） 

さくらんぼ狩り 
■期間 ７月上旬－８月上旬 
■料金 大人(中学生以上）800円 
        小人       600円 
    小学生未満    400円 
 
 

  
 
  
 直売情報 
 ■期間 ７月上旬ー８月上旬 
 ■品目 さくらんぼ， 
             りんごジュース， 
     ブルーベリー他 
  ※本紙持参で 

     入園料・取扱商品10％OFF 

 

（旭川市東旭川町倉沼155） 

さくらんぼ狩り 
■期間 7月上旬-下旬 
■料金 大 人 1,000円 
            小学生   800円 
      幼 児 600円 
 
 
 
 

 
 
ぶどう狩り 
■期間 9月上旬-10月上旬 
■料金 大   人 900円 
        小学生 700円 
            幼   児 500円 
直売情報 
■ブルーベリー 
  7月上旬－8月上旬 
■プルーン  
  ８月中旬－10月上旬 

 

 (旭川町桜岡35－3 ）                                                           
■植樹体験(桜,草花等)  
 5月上旬，10月上旬  
■種苗の植付(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ,ｶﾎﾞﾁｬ等)         
 ５月下旬 
■収穫祭(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ堀,試食)             
 9月上旬 
 ※料金 500円程度 

 
 

 
 
 ■石窯パン工房体験  
  ７月下旬－８月上旬 
 ■菊芋堀・試食 
  １０月下旬 
 ■宿泊体験(星の観測等)  
  ７月下旬－８月上旬 
 ■朝市（野菜,山菜） 
  ７月－９月 
※料金等詳細はお電話でご確認ください。 

 

（神居町富沢519-1） 

富沢フェスタ（カムイの杜公園） 

■日程 7月27日（日） 
■料金 入場無料 
 
アロニア収穫体験 
■期間 ８月20日－9月10日 
■料金 800円/1kg 
 
アロニア収穫祭 
■日程 9月1４日（予定） 
■料金 入場無料 

 
 
   
 直売情報  
 ■野菜  
     ５月3日-10月末※土日のみ 

 
 ■豚肉，アロニア商品 
  通年  
  

 ※本紙を見た方に 

    アロニアティを 

    プレゼント 

 

MAP 

MAP 

※MAPが見えない場合は，地図アプリをお試しください。 

果実の森 南果樹園/0166-36-3860 

近澤果樹園/0166-72-2443 

山中果樹園/0166-72-2522 

アロニアの里ピルカノ/0166-63-6955（畠山） 旭川発信ランド桜岡・モンゴル村/0166-53-2831（高口） 

西神楽さと川パークゴルフ場/090-1649-4000（松本） 
（西神楽1線11号 美瑛川河川敷） 

■期間 ６月初－10月末(11時-12時，雨天お休み） 
■品目 米，メロン，野菜，花苗など 
※本紙を見た方に野菜１個プレゼント 

朝市ひまわりの会/0166-74-2419（稲葉） 

（西神楽南１条２丁目 ＪＡ東神楽西神楽支店前） 

■期間 ６月初－10月末(毎週土曜日 朝７時～ ） 

■品目 新鮮野菜 

 

（江丹別町富原） 

春の野草自然観察会 
■日時 ５月24日 
    10:00-15:00 
■料金 無料 
※要電話申込(5月12日まで) 

 
 
きのこ栽培講習会 
■日時 5月30日 
           ー6月1日 
  13:00-15:00 
※要電話申込(5月19日まで) 

とみはら自然の森/0166-25-7459（旭川市農林整備課） 

榊原農場/0166-62-6010 

（神居町上雨紛56-3） 

■期間 ５月－10月 

■品目 とうきび,トマト,なす,きゅうり等,もぎ取り収穫 

MAP 

MAP 

MAP 

MAP 
MAP 

MAP 

MAP 

MAP 


