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～旭川市グリーン・ツーリズム情報紙～ 

「きてみて☆農村ｌｉｆｅ」の発刊にあたって 

旭川市グリーン・ツーリズム推進会議 

 代表 古屋 勝 

 旭川市では、農業についての色々な情報をお

伝えしていこうと、旭川市グリーン・ツーリズ

ム情報紙「きてみて☆農村ｌｉｆｅ」を発刊す

ることになりました。 

お知らせする情報は、市内で直売所やもぎ 

とり園などに取り組んでいる農場の紹介や、そ

の時々の農業に係わるトピックス，農業関係の

イベント情報や旬情報などです。 

この情報紙により、市民の皆さんが、今よ

り少しでも多く旭川市の農業について関心を

持っていただき、農村に足を運ぶ機会を持っ

てもらえればと思います。 

■■■■■ 農業トピックス ■■■■■ 

その時々の農業に関する話題を提供していきます。 

グリーン・ツーリズム 

グリーン・ツーリズムとは、ひとことで言う

と「農村の自然や文化、農村に住む人達との交

流を楽しみながら、ゆっくりと休暇を過ごす滞

在型の余暇活動」のことです。 

つまり、休暇を過ごしに 

来たお客さんと農家の人 

たちが、農業の活動や農 

畜産物を通じて様々な交 

流をする活動を指します。 

具体的にはファームイ 

ン、ファームレストラン、 

農畜産物の加工体験施設 

や直売所、農作業体験施 

設や市民農園などの取組があげられます。 

～ グリーン・ツーリズムのあゆみ ～ 

 グリーン・ツーリズムはもともとドイツやフ

ランスなどのヨーロッパで始まりました。 

これらの国々では古くから農村地域でのバ

カンス（余暇活動）が行われていましたが、１

９７０年代に山岳地域での農業生産の維持が

難しくなったとき、農家の新しい副業として農

家民宿などの取り組みが本格化しました。 

これがグリーン・ツーリズムとして発展し、

現在では週末におけるバカンスの一形態とし

て日常生活に溶け込んでおり、今日ではギリ

シャなどの地中海沿岸諸国、さらには日本や

韓国などのアジア諸国にも広がっています。 

～日本におけるあゆみと展開～ 

日本でグリーン・ツーリズムが国の事業と

して推進されるようになったのは、９０年代

前半からで、グリーン・ツーリズムに係る基

盤整備など行政による推進の一方、農家のた

めの研修会や組織的かつ継続的な勉強会が全

国で始まり、多くの修了生が新たなビジネス

を開業するなど、グリーン・ツーリズムのネ

ットワークは着実に広がっています。 

～グリーン・ツーリズムの背景と可能性～ 

グリーン・ツーリズムが広がっている背景に

は、①行き過ぎた産業振興や地域開発に伴う環

境破壊への反省，②人々の余暇活動への傾向の

変化，③農業生産の伸び悩みや、農村社会の活

力や機能の低下が考えられます。 

これらの事由を背景に，継続可能な農業環境

の維持や，農家の副業収入が期待でき，都市部

住民にとってやすらぎのニーズを満たすことが

可能な取り組みとして，グリーン・ツーリズム

への期待は大きなものとなっています。 

 



■■■ あさひかわ農村探検隊 ■■■ 

～・～ 江丹別地区 ～・～ 

 ソバで有名な江丹別地区は，市内の中でも特

に自然が多く残る地域で，その自然を活かした

自然公園や森林公園があり、夏はソバの白い花

が辺り一面を覆い尽くします。 

○ ゲストハウス・オサラッペ 

地元の農畜産物を食材にした小さな軽食レ

ストランで，同建物でＢ＆Ｂ(農家での宿泊体

験・朝食付き)も体験できます。希望があれば

短角牛の世話などが体験できます。 

レストラン：4～11月，金～月，10:00～17:00 

Ｂ ＆ Ｂ：12/31～1/3を除く通年 

江丹別町拓北111-6，電話/FAX 73-2333 

 
○ カウ＆カーフ 

ジャージー乳とホルスタイン乳の混合乳で

作られ，防腐剤・入荷安定剤を一切使用してい

ないソフトクリームの美味しさは，ソフトクリ

ーム好きの間でも評判です。 

4月下旬～10月中旬,火曜定休 

平日13:00～17:00，土日祝日10:00～18:00 

江丹別町拓北，電話/FAX 73-2148 

○ 江丹別 若者の郷 

研修施設やキャンプ場，市民農園等があり，

ソバ打ち体験などの農畜産物加工体験もでき

ます。豊かな緑に囲まれたロッジはキッチン・

バス・トイレ・食器等完備。 

開場：9:00～21:00，12/30～1/4は休み 

※ロッジは冬期（12月～3月）使用不可 

江丹別町中央，電話 73-2409 

○ そばの里 江丹別 

地元江丹別のそばを食べることができます。 

営業：11:00～18:00，木曜定休 

江丹別町中央，電話 73-2117 

○ とみはら自然の森 

森の周回路は森林浴や動植物の観察に最適

で，池では水鳥が見られます。 

開場：5/5～10月最終日曜（期間中無休） 

9:00～17:00，江丹別富原，電話 73-2142 

○ パークランド嵐山 

全72ホールのパークゴルフ場（大人1日600

円）のほか，各種広場でキャンプ，アスレチッ

ク，森林散策等が楽しめます。 

開場：5/15～10/31，8:00～19:00（9月：～18:00，

10月：～17:00），江丹別町嵐山，電話 63-0044 

 

 ■■■■■ ピックアップ ■■■■■ 

都市農村交流に取り組む市内農業者を紹介します 

古屋農園（代表 古屋 勝） 

～「いただきます」を伝えたい～ 

 旭川市グリーン・ツーリズム推進会議の代表を

務める古屋勝さんは，旭山動物園から東に５㎞，

一帯を米飯（ぺーパン）地区と呼ばれる東旭川

町豊田で４代続く水稲農家を営んでおり２０年

もの間、消費者のコメ作り体験や修学旅行生の

農業体験を受け入れてきました。 

大規模農業が中心の北海道では，これまで消

費者との交流をあまり重視しない傾向があり，

その中でいち早く消費者との交流機会を持つよ

うになった古屋さんは，市内の都市農村交流取

組者の中でも先駆け的存在の一人です。 

 古屋さんが消費者交流を始めたきっかけは，

仲間と『豊田はさがけ米の会』を結成し，生協

の共同購入のカタログに載ったことでした。 

生協会員が古屋さんの農園で農業体験を行う

ことになったのです。そして，その時の体験者

の「お米を作るのがこんなに大変であるとは知

らなかった。大事に食べなければ」という言葉

が，後の取組の原点になったと言います。 

 



最近のスロウフード，スロウライフ，食育な

どの流行とともに，年々注目を浴びる農業者（農

村）と消費者（都市）の交流ですが、まだまだ

農業者側への負担の大きなボランティア色の強

い活動です。 

敢えてその道を２０年も前から進んでいる古

屋さんには，独自の考えがあるようです。 

グリーン・ツーリズムはもともと，従来の農

業生産による収入低下が続く中，農家の経営の

多角化を支えるものとして，ビジネス的発展を

目指した取り組みが推進されてきました。 

しかし古屋さんの考え方は，農業が元気にな

るために必要なものは，消費者をお客様として

捉えるビジネスではなく，自分たちの応援団に

なってもらう活動であり，グリーン・ツーリズ

ムを通じて古屋さんが取り組んでいるものは，

互いに顔が見える関係を作りながら，消費者に

対し「安心」を提供することです。 

また，古屋さんは，年間を通じて農作業を体

験できる市の公開講座「旭川市民農業大学」に

も受入農家として長年携わっています。 

この取組を はじめるきっかけとなったの

は，旭川市が１９９１年に設立した「旭川農業

２世紀塾」でした。 

当時，２世紀塾として様々な取組を検討した

結果，塾生 を受入農家とし，市民を学生とする

「市民農業大学」をスタートしたのです。 

 

そして，この経験の延長線上に，現在の修学

旅行生受け入れなどがあり，昨年には札幌や小

樽の小学生など７校が古屋農園を訪れました。 

古屋さんが農業体験を通して子供達に教えて

いることは「いただきます」の意味です。 

農作物などの食べ物の命をもらって生きてい

くことに感謝する「いただきます」には，食べ

物を大切にし，命の尊さを子供に伝えたいとい

う思いが詰まっていると，古屋さんは言います。 

「食」と「農」の重要性が薄れつつある今、

農家の立場で食農教育に力を入れ続けます。 

古屋農園 旭川市東旭川町豊田 396-5 

電話 76-2668 FAX 76-2252 

 

■■■■■ イベント情報 ■■■■■ 

【４・５月のイベント】（※日時は予定です） 

○ 家庭菜園講習会（野菜作りのポイント） 

日程：５月１３日（日）10：00～11：30 

 場所：旭川市農業センター ホール 

 詳細：こうほう４月号 

  申込：旭川市農業センター（電話61-0211） 

○センターフラワーガイドと寄植え作り体験 

 日程：５月２４日（木）13：30～15：30 

 場所：旭川市農業センター ほ場 

 詳細：こうほう４月号 

 申込：旭川市農業センター（電話61-0211） 

○ キノコ栽培講習会  

日程：５月１８(金)・１９(土)・２０日(日) 

 場所：とみはら自然の森（江丹別町富原） 

詳細：こうほう４月号 

申込：旭川市農林整備課（電話 25-7459） 

○ 春の自然野草観察会  

日程：５月２６日（土） 

場所：とみはら自然の森（江丹別町富原） 

 詳細：こうほう４月号 

申込：旭川市農林整備課（電話 25-7459） 

○ 親子ふれあい農業体験（のんびり田植え編） 

日程：５月２６日（土） 

 場所：請川農場（東旭川下兵村） 

 詳細：こうほう４月号 

 申込：旭川中央公民館（電話 31-5218）  

 



■■■■■ 旬な野菜たち ■■■■■ 

旭川産野菜の出荷時期や，季節の野菜をお知らせ 

～ ４・５月の旭川産の出荷野菜 ～ 

○通 年：みつば，春菊，パセリ，ねぎ， 

こねぎ， 

○４月～：レタス，いちご，軟白ねぎ， 

ほうれん草，かぶ，ごぼう 

○５月～：ししとうがらし，きゅうり， 

ピーマン，カリフラワー，いんげん 

～ 春の野菜 ～ 

菜の花・せり・ふき 

セロリ・竹の子・ウド 

アスパラガス・菜の花 

春キャベツ（新キャベツ） 

スナップえんどう・グリーンピース・そら豆 

新玉ねぎ・さやえんどう・明日葉 

■■■■■■ 編集後記 ■■■■■■ 

きてみて☆農村lifeを発行するまでに、いろ

いろ検討しました。 

一番悩んだのがタイトルネームです。 

この「きてみて」には２つの意味合いがあり

ます。 

ひとつは「来て見て」，もうひとつは「来てみ

てぇ」とお誘いする意味です。 

ぜひ、読者の方々に農業に興味を持って、農

村にお越しいただければなと願っております。 

読みやすく楽しい内容にしていきたとい思い

ますので「こんなこと知りたい」等の要望など

がありましたら気軽にご連絡くださいね。 

（山中） 

■■■■■ がんばる仲間 ■■■■■ 

～ 市内農業団体の活動を紹介します ～ 

旭川農業青年の会Ａ２（エーツー） 

「安心・安全な農作物を，僕らは作ります！」 

 Ａ２は『Asahikawa Agriculture』の頭文字を

略したもので，「仲間作りと学習の場」として平

成１４年に設立され，旭川市内の農業青年が地

域を越えた交流活動を通して，①農業経営に関

する幅広い知識と技術の習得，②経営者として

の資質を向上，③直売イベント参加などを通じ

た旭川産農産物のＰＲと消費者との交流，を行

うことを目的としています。 

 
H14 設立会当時の集合写真   

現在は，平均年齢２６歳の若さ溢れる会員 

２０名で構成されており，「人数が集まればアイ

ディアも自然に増すはず!」「一人ではできない

ことも，皆でやれば恐くない！」をモットーに，

メンバー全員で旭川農業をもり立てていこう

と，日々様々な活動に取り組んでいます。 

現在は，旭川農業まつりへの参加や，食育活

動の第一歩として，市内幼稚園児と一緒にとう

もろこし・ジャガイモを育てるなど，少しでも

土に触れてもらう活動をしています。 

また，今年から自分達で育てた作物を市内各地

で販売することを計画しており，今後は「旭山

動物園」を利用した旭川農業のアピールを行っ

ていきたいと張り切っています。 

※参加してくれる農業者の仲間，大募集!! 

問合先 上川農業改良普及センター  

担当：千川（ちかわ） TEL 84-2017 
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