
 【第２号】 
～旭川市グリーン・ツーリズム情報紙～ 

■■■■■ イベント情報 ■■■■■ 

【６・７月のイベント】（※日時は予定です） 

○ 子供農業体験（１回目 種まき） 

日程：６月 ３日（日）10：00～12：00 

 場所：旭川市農業センター ほ場 

 詳細：こうほう５月号 

  申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

○チーズ作り体験 

 日程：６月１４日（木）13：30～16：00 

 場所：旭川市農業センター 農産加工室 

 詳細：こうほう５月号 

 申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

○ 家庭菜園講習会（家庭菜園での病害虫防除） 

日程：６月２４日（日）10：30～12：00 

 場所：旭川市農業センター ホール 

詳細：こうほう６月号 

申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

○ 親子ふれあい農業体験（搾乳体験） 

日程：７月 １日（日） 

場所：クリーマリー農夢（神居町上雨紛） 

 詳細：こうほう６月号 

申込：旭川市中央公民館（電話 31-5218） 

○ 洋ラン相談会  

日程：７月２９日（日）10：00～15：00 

場所：旭川市農業センター ホール 

 詳細：花菜里ランドフェスタ会場（ホール） 

申込：旭川市農業センター（電話 61-0211） 

 

 

 

 

■■■■■ 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 

～ ６・７月の旭川産の出荷野菜・果物 ～ 

○通 年：みつば，春菊，パセリ，ねぎ， 

こねぎ， 

○６月～：セロリ，なす，えんどう 

～ この時期の野菜・果物 ～ 

トマト・スイカ・スイートコーン・さくらんぼ・

メロン・ほうれんそう・ブロッコリー・レタス・

きゅうり・ピーマン・ししとうがらし・いんげ

ん・ラディッシュ・いちご ｅｔｃ… 

 

■■■■■■ 編集後記 ■■■■■■ 

きてみて☆農村lifeの第２号を発行すること

ができました。 

都市部に住む方々にとって，農業は意外と近

いようで遠い存在だったりします。 

その中で少しでも読者の皆さんと農業者の架

け橋になればとの思いで編集をさせていただき

ました。 

これを読んで少しでも農業に興味を持ってい

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。 

（請川） 

 

監督・編集 

旭川市グリーン・ツーリズム推進会議 

グリーン・ツーリズム情報紙編集会議 

編集委員  請川幹恭・山中泰典 

谷口紅美子・南昌次 

発   行  平成１９年 ５月 

次号発行  平成１９年 ７月（予定） 

※ 本紙に係るお問合せ 

旭川市農政課（電話 25-7417） 

 

■■■■■ 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 

谷口農場（代表 谷口 威裕） 

 谷口農場は，旭川市の郊外南東部(中心部よ

り１１km)，石狩川支流の清流忠別川に隣接し，

正面には大雪山がそびえる非常に環境に恵ま

れた場所にあります。今から百年以上も前に初

代が富山県より現在地に入植し，創業以来稲作

一筋で営々としてきましたが，昭和４３年に法

人化した後は，えのき茸栽培などを手がけるな

ど，経営複合化も進めてきました。 

 その後は，農産物の提供はもとより，農業体

験や加工体験などを通じて，地産地消の拡大を

目指すため，平成１１年に農場直売店「まっか

なトマト」を設置し，トマトのもぎとりや本格

的な有機承認取得の健康農産物の販売を開始

しました。 

 平成１４年度には農場アンテナショップ機

能を兼ね，農場キッチン「赤とんぼ」をオープ

ンさせ，トマトなど農場でとれた新鮮野菜をテ

ーマにした季節料理の提供を行っています。 

 大地の健康を守り，作物の健康を養い，人の

健康を育む農業を実践するために，今後も地産

地消に力を注ぎ続けます！ 

谷口農場 東旭川町共栄２５５ 

電話 ３４－６６９９ FAX ３３－３０４８ 

■■■■■ がんばる仲間 ■■■■■ 

～ 市内農業団体の活動を紹介します ～ 

旭川農村婦人大学 

旭川農村婦人大学は，市内に住む農村女性が 1

期 2年間の 24 講座を通じ，農業・農村問題や生

活・文化・社会問題について，ともに学び考え，

より美しくそしてたくましく成長することを目

指しています。 

毎月の定例講座や派遣研修会などの企画から

運営までを学生が行っており，現在は第 8 期生

として 33 名が活動中です。また，毎月の定例講

座終了後に学生間の交流を図るため，昼食会や

学生持ち寄りのフリーマーケットなどを実施

し，情報交換や親睦を図っています。 

婦人大学では，普段自分の地域や家庭の中に

閉じこもりがちな農村女性が思い切って外に飛

び出し，地域や世代を越えて仲間と交流し，出

会いを大切に，今後の旭川の農業を発展させて

いこうと頑張っています！（学生さん随時募集

しています！！興味のある方は事務局までご連

絡ください。） 

問合先 （事務局）旭川市農政課経営相談係 

担当 水上  ＴＥＬ ２５－７４１７ 

 

 



■■■■■ 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。 

クリーン農業 

クリーン農業とは，堆肥などを活用した土づ

くりにより，化学農薬や化学肥料の使用を最小

限に抑え，農業の自然環境機能を維持増進さ

せ，環境との調和に配慮した安全・安心で高品

質な農産物の生産を進める農業のことです。 

 北海道で生産される農作物については，冷

涼・低湿であり，かつ台風や梅雨などの影響が

少ない環境なため，もともと他の地域に比べて

病害虫の発生が多くなく，農薬の使用量も少な

いため，安全・安心な農作物を提供してきたと

言えますが，鳥インフルエンザやアメリカ産牛

肉など，近年の食品の安全性や環境問題に対す

る消費者の関心の高まりに対応すべく，旭川に

おいては更なる高度な取組を行うことにより，

減農薬栽培を中心としたクリーン農業を積極

的に推進しています。 

 

 

 

 クリーン農業の表示制度は様々存在します

が，旭川では北海道が平成１２年度から認証す

る表示制度「YES！clean」を中心に表示販売を

行っており，現在１８品目（トマト，ミニトマ

ト，小松菜，チマサンチュ，ピーマン，白かぶ，

軟白長ねぎ，みずな，チンゲン菜，サニーレタ

ス，摘み取り春菊，ホウレンソウ（一部），サ

ラダ菜，ラディッシュ，なんばん，ししとう，

小ねぎ，ターサイ）が登録されています。 

 この「YES！clean」表示の要件は，①道内で

生産されていること，②別に定める登録基準に

適合していること，③生産集団の定める栽培基

準に基づいていること，④他の農産物と分別収

穫・保管・出荷されていること，の４点です。 

クリーン農業への旭川市の取組 

「クリーン農業産地『旭川』」の確立を推進す

るため，行政機関である旭川市では施設野菜ハ

ウスへの防虫ネットや，ハウス内に入ってきた

病害虫の活動を抑制する近紫外線カットフィル

ムの導入を後押し，その結果，「YES！clean」に

おいては全道一の規模となっております。 

これからは，メロンやレタスなど，技術的な

課題などによりこれまで取り組めなかった品目

についても新たに認証していくなど，課題は少

なくありません。 

また，平成１６年度には残留農薬分析機器を

農業センターに導入し，旭川地域で生産されて

いる主要野菜を中心に，農産物に含まれる残留

農薬が少なくなる効率的な農薬の使用方法を検

証し，その成果を生産者へフィードバックする

ことにより旭川版減農薬栽培法の定着化を行っ

ております。 

このようにクリーンな農産物については，旭川

青果連のブランドマーク「鮮」や，「YES！clean」

のロゴマークなどを野菜のパッケージに表示

しており，安全・安心な農産物をスーパーなど

で購入することが出来ますので，是非お買い求

めください！ 

 

 
■■■ あさひかわ農村探検隊 ■■■ 

～・～ 神居・神居古潭地区 ～・～ 

 神居・神居古潭地区は，旭川有数の果樹生産

が盛んな地域です。７月からはサクランボ狩り

などを行うことが出来るので，家族そろって体

験してみてはいかがでしょうか！ 

○ ふじくらますも果樹園 

微生物，酵素，カルシウム，ミネラル水の力

を借りて低農薬で作られた安全・安心な果物

を，青空の下で丸かじりしてみませんか？ 

りんごの木のオーナー制度もあります。 

サクランボ狩り：7月上旬～下旬 

りんごなど：9月下旬～10 月下旬 

神居町神居古潭， 

電話 72-2262，FAX 72-2146 

 

○ 山中果樹園 

小さなお子様でも手が届くように，低樹高を

心がけています。 

サクランボ狩り：7月上旬～下旬(火曜定休) 

りんご狩り：9月中旬～10 月下旬(火曜定休) 

神居町西丘 147-1，電話/FAX 72-2457 

 

○ 水澤果樹園 

季節の果物を味わって下さい！ 

サクランボは雨よけハウス完備。 

サクランボ狩り：7月上旬～下旬 

りんご狩り：9月中旬～10 月中旬 

神居町神居古潭 62 番地，電話/FAX 72-2125 

○ 河田果樹園 

サクランボ狩りは雨よけハウスで，雨天でも

楽しめます。新鮮な果物をご賞味ください。 

サクランボ狩り：7月上旬～8月上旬 

りんご：9月下旬～11 月中旬 

神居町富沢 423， 

電話/FAX 62-6233 

○ ソフトクリームのくら 

ソフトクリームは添加物を一切使用してお

らず，なめらかでスッキリしていると評判で

す。野菜は無農薬でとれたて新鮮野菜です。 

ソフトクリーム：4月末～10 月中旬（不定休） 

野菜直売：6月上旬～ 

神居町富沢 278-2，電話/FAX 62-6202 

○ クリーマリー農夢（ノーム） 

MILK BAR でのモッツァレラチーズなどや酪

農体験も行っています。（要予約） 

MILK BAR：通年(新鮮な乳製品とお菓子の販売) 

酪農体験：4月～10 月(要予約） 

神居町上雨紛 539-9，電話/FAX 62-9380 

○ 農業センター（花菜里ランド） 

農産加工室，大花壇，鉢花展示温室，体験農

園などがあります。市民向けの農作業・農産加

工の体験講習会も定期的に行っており，７月頃

には花菜里ランド・フェスタも開催します。 

9:00～22:00 神居町雨紛， 

電話 62-0211，FAX 63-2454 

 


