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平成 28年度第 2回 北海道総合計画推進本部・推進協議会 議事録 

 

日時：平成 29年２月 21日（火）15：00～16：55 

場所：ＫＫＲホテル札幌 ２階 孔雀 

出席者 

【有識者】北海道大学大学院医学研究科 社会医学講座 公衆衛生学分野 教授 玉腰 暁子 

 有限会社余湖農園 取締役 余湖 智 

 酪農学園大学農食環境学群 食と健康学類 食品企画開発研究室 教授 阿部 茂 

     有限会社フードアトラス 代表取締役 川端 美枝 

【北海道】窪田総合政策部長 岸計画推進担当局長 平野総合政策部次長兼政策局長 

長橋地域創生局長 村井健康安全局長 三井食関連産業室長 

大崎国際観光担当局長 松浦産業振興局長 小野食の安全推進局長 

津坂水産林務部技監 

 

（岸計画推進担当局長） 

それでは時間となりましたので、ただ今から、平成 28年度第 2回北海道総合計画推進本部・

推進協議会を開会いたします。本日の進行を務めます、計画推進担当局長の岸と申します。ど

うぞ、よろしくお願いいたします。それでは、はじめに、窪田総合政策部長よりご挨拶申し上

げます。 

 

（窪田総合政策部長） 

総合政策部長の窪田でございます。開会に当たりまして、ご出席をいただきました有識者の

皆様方をはじめ、各位の皆様に一言、御礼のご挨拶を申し上げたいと思います。 

皆様には、ご多忙のところ、また悪天候で足下の悪い中、ご参集を賜りまして、誠にありが

とうございます。北海道大学大学院の玉腰教授様、余湖農園の余湖取締役様、酪農学園大学の

阿部教授様、フードアトラスの川端代表取締役様におかれましては、有識者として本委員会に

ご出席を賜り、また、本日のテーマでございます「食」に関するご報告をお願い申し上げまし

たところ、ご快諾をいただきまして、重ねて厚く御礼申し上げる次第でございます。 

道では、昨年４月から、計画期間を１０カ年といたします、新しい総合計画をスタートさせ

たところでございますが、この総合計画の中にはいくつかの柱がございまして、中でも「食」

「観光」などの、北海道のいわゆる誇るべき財産、ということで、これらを積極的に盛り込み、

更に発展させていこうと考えているところでございます。 

また、この推進協議会は、この計画を推進するために、外部の有識者の皆様方からご提言や

アドバイスなどをいただくために設置をしているものでございまして、昨年の夏には「観光」
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をテーマにして第１回目の会合を開催したところでございますけれども、本日は２回目といた

しまして、「食」をテーマとして取り上げ、皆様から、今後の北海道の「食」に向けての価値

や果たすべき役割、新たな価値の創造や潜在力の発揮に向けた取組などにつきまして、ご示唆、

ご提言を賜われればと考えているところでございます。 

最後になりますけれども、改めまして、ご出席いただきましたことに感謝を申し上げまして、

甚だ措辞ではございますけれども、私からのご挨拶とさせていただきたいと存じます。本日は

よろしくお願い申し上げます。 

 

（岸計画推進担当局長） 

本日の会議は、報道関係者を含め公開して開催させていただきます。また、開催結果につき

ましては、後日、道庁のホームページで公開させていただきます。ご承知おき願います。 

次に、本日の会議資料ですが、会議次第、配席図、出席者名簿のほか、会議次第の下の枠内

に記載しています資料をお手元に配付しております。お手元に無い場合は、事務局までお申し

付けくださいますよう、お願いいたします。 

次に、議事に入ります前に、本日ご出席いただきました有識者の皆様をご紹介させていただ

きます。 

北海道大学大学院医学研究科社会医学講座公衆衛生学分野 教授 玉腰 暁子 様です。 

有限会社余湖農園 取締役 余湖 智 様です。 

酪農学園大学農食環境学群食と健康学類食品企画開発研究室 教授 阿部 茂 様です。 

有限会社フードアトラス 代表取締役 川端 美枝 様です。 

それでは、議事に入らせていただきます。最初の議事「食に関する本来的価値・役割等の視

点の提供」について、北海道大学大学院医学研究科の玉腰教授より、ご説明をお願いいたしま

す。 

  

（北海道大学大学院・玉腰教授） 

 食と健康について、主に国内のデータなどに基づいたお話をさせていただきたいと思います。

まず、日々私たちは生活をしていく中で、生活習慣として、「食」と「運動」と「睡眠」が大き

な柱となってきますが、「食」、食べるということは非常に意味の大きいことでありまして、私

たちの体は、当たり前ですけれども、他のところから何かを取り入れるのではなく、食べたも

ので作られていて、臓器によって違いますけれども、一定の周期で入れ替わっていますので、

どういう物を食べているかということが、その人の体を作っていく、ということは言うまでも

ないことと思います。また、活動するということも、食べた物をエネルギー源として行われて

いますので、私たちには生活をする中で、食と運動と睡眠と、どれも非常に大切な生活習慣で

すけれども、食べると言うことは非常に意義が大きいことである、ということをまず確認した



3 

 

いと思います。 

 では、どんなものを食べるといいのだろう、ということについて、色々な研究がありまして、

これはそのうちの一例ですけれども、果物を食べると循環器疾患や死亡のリスクが下がる、と

いう私たちが行っているコホート研究、人を追跡していく研究で出てきた結果ですけれども、

ベースライン時に食べている物を伺って、この場合には果物をたくさん摂っているグループか

ら少ないグループまで、大体４分割、４分の１くらいになるように分けて、その後の脳卒中、

循環器疾患による死亡を確認したところ、全く摂らない、食べ方が少ない人を基準とした時に、

非常にたくさん食べるという人達は、どの疾患においても死亡のリスクが優位に減っていると

いう結果を得ています。これは果物との関係を見ていますけれども、北海道ではどうなのだろ

う、ということで、皆様はご承知のことと思いますけれども、私たちがどれくらい野菜を摂っ

ているのだろう、ということを見てみました。収穫量のシェアは、北海道は非常に高くて全国

の４分の１以上を占めている、というデータがありますけれども、一方で、国民健康栄養調査

という、全国一律の基準で行われている調査がありますが、こちらで都道府県別に野菜の摂取

量を見てみると、北海道は男性が４３位、女性が３７位と、残念ながら下から数えた方が早い

という状況にある、というのが現実です。 

もう一つ、食べる「もの」の話をいたしますが、私はこちら（北海道）に来てから５年にな

りますが、北海道は味が濃いな、というふうに感じるのですけれども、塩分というのは色々な

病気に関係があるということが言われています。世界各地の血圧と塩分の摂取量、この場合に

は実際の摂取量というよりは尿中の値になりますけれども、これを見てみると、塩分をたくさ

ん摂っている地域の人達の方が血圧は高い、ということもわかってきています。一方で、塩分

を制限すると血圧は下がってくる、という研究もあります。そのほか、血圧だけではなく、心

臓への負担や動脈硬化、胃がんなどに対するリスクというのが知られているところです。実際

に、食塩の摂取量が全国的にどうなっているかといいますと、色々と警鐘を鳴らされて下がっ

てはきていますけれども、今、基準にしたいと言われている７グラムや８グラムといったとこ

ろにはまだ届かない、というのが現状です。 

道内の市町村での食に対する取組として、赤平市では、自分たちの地域での病気の現状を医

療費などから把握し、１位は循環器系、２位が高血圧疾患、４位が糖尿病と、生活習慣病が問

題になっているということ、また、食べ物に対しどのような傾向があるのかということで、味

が濃い、汁物をあまり残さない、このほか、よく言われることですが喫煙率が高い、なので塩

分の過剰摂取と喫煙というのがこの地域では大きな問題である、と位置づけをして取組を始め

ているということです。味噌汁を薄味にするような取組ということで、健康教室で味噌汁の塩

分を測ったり、野菜を摂るとカリウムが入りますので野菜をたくさん摂りましょうと、減塩料

理について啓発活動を行ってきました。こちらは平成２７年度に私たちがお願いをして、２８

市町村にご協力をいただいた「北海道民の食と運動に関する調査」ですけれども、これに入っ
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ていただいたのを契機に、ＢＤＨＱという食習慣を測る調査をできるように、市で予算化をし

て調査を始め、色々なところで実施している、あるいは調査の結果を個別指導で使っている、

ということで進めていらっしゃるところです。ここでは調べてみると、塩分平均摂取量は男性

で１１．６グラム、女性で９．５グラムということで、まだまだ目標値には届かないけれども、

取組が始まっているというふうに伺っています。 

それから、今までは食べている「もの」自体の話をしましたけれども、どんなタイミングで

食べると良いのか、ということで、一つ言われているのが、朝ご飯は非常に重要な「食」であ

る、ということです。１日３食を３６５日毎日続けると１年で１，０９５食、８０年続けると

２９，２００食と、数えてみるとこうなる訳ですけれども、私たちは色々なものを食べて毎日

を暮らしているということで、これが３分の２になれば、当然それだけ食の回数が減ってしま

うということになります。国民健康栄養調査から、朝ご飯のお皿の数を数えてみたところ、お

皿の数が多いほど肥満度が低いということがわかりました。別の研究になりますが、朝ご飯が

全部パンの組と全部ご飯の組、その間というグループに分け、パンのグループの食べ方を１００

とした時に、どんな食材がご飯のグループに増えているのか、ということを調べた結果ですが、

ご飯をよく食べるグループの方がお菓子類の摂取が少なくて、大豆や魚、野菜といわれるよう

な、体に良いと言われている食材をよく摂る傾向がある、ということがわかっています。なの

で、極端なことを言うと、朝ご飯を調べるとその人がどんな食習慣をしているのか、というこ

とがおおよそわかる、ということになり、朝ご飯というのは非常に重要な位置づけを持った食

事になります。ところが、平成２３年と少し古いデータになりますが、朝ご飯をちゃんと食べ

ているかどうかという全国での調査があり、２０代、３０代あたりで朝ご飯を欠食する方が非

常に多いということがわかります。朝ご飯というのは、前の日の夜から８時間～１０時間絶食

の状態で食べる最初の食事になりますので、エネルギー源の供給をし、頭を活性化させて学力

向上につながるとか、活動につながると言われていますし、一旦体内時計をリセットすること

でリズム良く暮らせるようになる、それから、体温が上がるのを助けて代謝を活性化したり、

血糖値の急上昇を予防することで肥満予防につながることなども言われています。ですから、

朝ご飯というのは非常に意味がある訳ですけれども、欠食をしている人が多い。北海道のデー

タですけれども、小学６年生と中学３年生の欠食の割合をみると、減ってはきていますけれど

も全国値より高い状態が続いていて、中学３年生ですと６％のお子さんが朝ご飯を食べずに登

校しているのが実態になります。朝食が肥満を予防するとお話ししましたが、肥満度はどうか

というと、食事だけで決まるものではなく運動も関係してきますが、中学１年生の２０１４年

の統計では、肥満度が２０％以上の出現率は男子で１１．０９％と下から数えた方が早く、女

子は１５．７７％でワースト１というのが北海道の実態です。そこで、東神楽町では、子ども

達に対し食育をすることで、学力、体力、運動能力の向上を目指す、という取組がされていま

す。低学年・中学年・高学年それぞれに目指す子ども像を設定し、学校、家庭、地域それぞれ
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の取組が進められています。これはもちろん食事だけではないわけですけれども、食事を通じ

て色々な方面に効果があるだろう、ということで進められています。家庭では早寝・早起き・

朝ご飯ということ、学校では残さないようにとか、あるいは農家での体験農業を取り入れて実

際に食が作られているところを確認していこう、というプログラムになっているようです。こ

の結果、学校の給食でどれくらい残食が出るかということをみたところ、副菜のように増えて

いる部分もあるものの、ある程度子ども達が食事を残さなくなっているというデータですとか、

食事のスコアというのを付けていますが、食事のスコアがもともと良いグループ、それからあ

まり良くなくてそのままであるグループ、良くなったグループというふうに分けてみると、体

力テストの変化量は食事のスコアが良くなったグループの方がいいということで、それなりの

効果を認めながら進められていると伺っています。 

もう一つ、食べ方についてですが、全国レベルで調査されたデータですが、ひとり暮らしの

男性はひとりで食事をしていると２．７倍うつになりやすい、ということですが、女性の場合

には一緒に暮らしている人がいるのにひとりでごはんを食べているというのが良くない、とい

うデータも出ています。うつの発症というのが、人と一緒に食べていない人に比べるとひとり

で食べている人の方が高い、ひとりで黙ってご飯を食べているという状況は良くないというこ

とです。北海道に限定した話ではありませんけれども、住民参加によって食事をしましょう、

みんなで食事をしましょう、あるいは持って行きましょうというようなサービスも進められて

いるようです。こういった食べる環境づくりも重要なのではないかと考えています。 

それから、伝統的な食事ということで、今日は他にもお話があるかと思いますけれども、日

本食というものを取り上げてみますと、日本食の特徴というのは一汁三菜、ご飯と汁物と主菜

と副菜、ということになりますけれども、必ずしもこの形でなくても、少し変化をしてきて、

ご飯と味噌汁は揃っているけども、主菜は和風でない、例えば、普通に考えると魚料理があっ

て、というところを、例えばコロッケでもいいよとか、そういったところで日本食をどのよう

に検証していこうか、ということを考えている方たちがいらっしゃいます。そういった中で、

日本的な食事をスコア化してみよう、食べている「もの」ではなくて「食べ方」で評価をしよ

うということで、食事が、ご飯、汁物、主菜、副菜が揃うかどうか、野菜の調理法が多彩かど

うか、朝ご飯のお皿の数が多いかどうか、そして調味料として出汁や醤油、味噌といった日本

的な物を使っているかどうか、こういったところで点数を付けていくようなスコアの提案を、

今、しています。こちらは、食品そのものに注目をした日本的な食事ということで、魚、大豆

製品、野菜、きのこ、海藻、漬け物、果物、このあたりが色々な研究から基本的な食材だとい

うふうに見えているものですけれども、これらを週に３～４以上摂取する場合を１点、という

ふうに点数をつけて、一番高い場合に７点となるように見ていますけれども、そうしますとス

コアが低い人達に比べて、高いグループでその後の死亡率が低いということが見えてきました。 

もう一つ、最後に北大の取組をご紹介したいと思います。北海道大学ＣＯＩ(Center Of 
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Innovation)という事業をしていますけれども、その中では消費者の利便性や、食の魅力や安

心・信頼を伝え、皆で食べていきましょうということ、それから、作る側の価値や生産性の向

上、これらを全部つないで仕組みを作りたい、ということを進めています。美味しい食という

ことで、北大病院の中で美味しいデザートを提供するといったことも行っていますけれども、

地元の食材を使って提供して、それを商品化するということで売れる物をきちんと作りましょ

うという取組も始まっているところです。その中心でお願いをしているのが岩見沢市さんで、

自治体が実際に場を提供してくださって、農と食をつなげるという作業をさせていただいてい

るところです。岩見沢市は昨年６月に全国で初めての「健康経営都市」ということで宣言もさ

れています。 

北海道は広大な面積を持ち、農業も重要な位置づけにあると思いますけれども、健康格差と

いう面で見ますと、北海道の中でもかなり大きな差があります。それは、先ほど説明いたしま

した、色々なものに対する取組ですとか、食べているものですとか、環境が問題になってくる

のかと思いますけれども、是非、みんなが健康になれるようにということで、ただ、健康だけ

を目的として健康に取り組むことは非常に難しいので、健康になって何がしたいのか、自分が

したいことのために健康になるということで何かを取り入れるとか、ポジティブに自然に取り

組めるような環境づくり、仕組みづくりが必要かと思います。そのためにも、体に良い食べ物

や食べ方を提供する、みんなで美味しいものを共感しながら作る、食べていくという仕組みづ

くりが大事だと思いますし、道内でそういった取組をしている、そしてそこで出されてくる良

いものを外部にもアピールする、という形につながっていけばいいのかな、というふうに感じ

ています。以上です。 

 

（岸計画推進担当局長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、議事の２番目「北海道「食」の価値創造・潜在力の発揮に向けて」に関しまし

て、ただいまの玉腰教授からのご報告も踏まえながら、有識者の皆様からご報告をお願いした

いと思います。最初に余湖様、お願いいたします。 

 

（余湖農園・余湖取締役） 

まず、６次産業化の取組です。その中で農産部門。平成２４年の３月にジェーギャップ（Ｊ

ＧＡＰ）の認証農場となりました。さらには、もう３０、４０年も前から、こだわりの農産物

を作っていたわけですけれども、約１０年前に有機野菜というものが、日本の中において国際

型、国際基準になったということで、有機野菜の道を諦めまして、特別栽培という方法で農産

物を作っております。平たく言うと、無農薬や減農薬のものを言います。そういう中で、６０

品目以上の野菜を中心とした農産物の生産ということで、冬も野菜を作っております。資料１
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ページ、左側の下の写真ですが、これは暮れのジャガイモ、あるいはタマネギの詰め合わせの

ギフトでございます。箱に特別栽培農産物という表示をしております。そのほか、ほうれん草

とか葉物類の袋に「ＪＧＡＰ認証」という表示をしております。続きまして真ん中の写真です

が、これは木質ボイラーでございます。これを利用して冬期間の栽培をしています。このボイ

ラーは蒔をそのままくべることで燃焼するもので、北海道を中心に広く普及している木質ボイ

ラーはチップあるいはペレットに加工しなければならず、そのコストは４倍にもなってしまう。

そういう意味で非常にローコストなボイラーということで、道内では恵庭の３台だけでござい

ます。フードマイレージという見地からも、遠く九州から野菜を運ぶよりは、ローコストのボ

イラーがある限りにおいては、地場野菜の生産を重要視した方がよろしいのではないかと思い

ます。続きまして、産直による販売が主体であるということで、全国の道の駅が繁盛店になっ

ている中で、その道の駅の売り場を各スーパーに持ち込むということの中で、生協やラルズ、

今年から東光ストア１０店舗、イオンというふうに、コーナー販売を展開しています。 

次に、加工部門ですが、６次産業の中の２次産業です。まず自社加工ですが、日本の法律で

は一つの工房で何もかも製造できるわけではない。保健所の許可を得ながら、加工品を手がけ

ていますけれども、余湖農園では２つの工房がございまして、１つの工房では夏は漬け物、冬

は味噌ということで、左側では味噌の加工品を紹介しております。もう一つの工房の方は、菓

子製造業ということで保健所から許可を得て、ジャム等を製造しております。全て工房を持て

るわけではございませんので、あとは委託加工ということで、ジュース類その他ということで、

十数種類の加工品を開発しておりますけれども、ほとんどは委託加工ということになっており

ます。その中で、恵庭市は約４０社の企業あるいは団体が加盟しまして、農商工連携ネットワ

ークというのを立ち上げまして、その中で、いろんなコラボ商品が開発され、それが地元の商

業者の中で売られているという取組を行っております。 

次は観光部門、第３次産業になります。まず収穫体験ですが、ワンコインで４種類の野菜の

収穫体験、５００円で４種類の野菜の収穫体験ができるということで、宝島旅行者あるいはコ

ープさっぽろ組合活動部が、恵庭市内の工場見学やえこりん村のテーマパークと組み合わせて、

余湖農園に立ち寄って１時間くらい収穫をして帰って行くと、そんな取組を行っております。

資料３ページ、２番目は調理用トマトの収穫の写真でありますけれども、これはパート募集で

なかなか人が集まらない、それで知恵を絞りまして、パートではなくて収穫体験に来ませんか

と呼びかけたところ、町内会のシルバー層、７０才を超える人達が、仕事が無い中で、だけど

健康だという人達で、例年１５０トンのトマトの収穫に対応しております。続きまして加工体

験ということで、写真の方はピザづくりですね、右側がそば打ち、そのほか豆腐づくり、味噌

づくりなんかも加工体験に含めております。続きましてバーベキュー、これも３次産業です。

アウトドアで恵庭ジンギスカンと新鮮野菜の食べ放題ということで、バーベキューだけで年間

だいたい３，０００人、収穫体験を含めると５，０００人のお客さんに利用していただいてお
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ります。 

続きまして農福連携という中で、これは労働力の確保、パートを募集しても人が集まらない

中で、障がい者の方達に来ていただいて、この中で画期的なことは、タマネギを余湖農園で作

っておりまして、約１００トンのタマネギを全部障がい者の人達で収穫するということで、高

額な機械を導入することなく乗り切っています。 

次に、食育活動ですが、「アニマドーレプロジェクト」、「アニマドーレ」とは、コープさっぽ

ろの仕掛けでスローフードの先進国イタリアに十数名で視察したことがございまして、イタリ

アでは生産者と消費者をつなぐプロの「アニマトーレ」という人達がいます。アニマトーレを

北海道の道とひっかけまして「アニマドーレ」という造語を作りました。帰国したらこのアニ

マドーレプロジェクトを立ち上げて食育活動をやりましょうということで、一昨年から取り組

みました。幼少時の味覚教育、例えばピーマンが嫌いだ、なすが嫌いだという、４、５歳の子

が、実際に収穫をすると食べるようになるという取組です。資料５ページ、下は中高校生に対

する仕事体験教育、昨年２年目に入ったのですけれども、今、学校を卒業して就職をして、３

年以内に辞める確率というのが、大学生で３割、高校生で４割、この問題に対して政府も、各

政党とも、企業側に問題があると。労働時間を少なくしたり、時給を上げたり、あるいは、８

時間を超える超過勤務手当は今１２５％ですが、これを変えようとしていますけれども、働く

側、若者達の方の問題を指摘し、メスをいれたことがございません。私はそれを指摘しまして、

中高生であればまだ間に合う、学生の時から一生懸命仕事をして、労働に対する意欲、忍耐と

いうものを植え付けようということで、昨年は一泊の中で、前後１３時間みっちりと仕事をし

ていただきました。そんな取組が学校側に評価されまして、大通高校並びに札幌開成高校が単

位として認めてくれるようになりました。 

外国人技能実習生についてです。パートを募集しても集まりませんし、社員として採用して

も長続きがしない中で、労働力を現在外国に求めております。今年に入って１月１１日の道新

に出ましたけれども、今、日本全国で働いている外国人労働者は１００万人であります。その

うち２０万人が外国人技能実習生ということです。日本の優れた技術を３年間勉強し、自国に

持ち帰って自国の発展に寄与する、農業の場合はこの方法でしか労働力を確保することができ

ませんけれども、いろんな問題点がございます。結論から言えば、韓国のように、足りない分

野の労働力を受け入れる、最終的にはそれに３年、５年ということで就労ビザを下ろしていく

方向で、移民ということになれば国民的な議論、ＴＰＰ以上の議論が必要でしょうけれども、

そういう形の中で外国人労働者を受け入れる、しかもそれが国際貢献になるわけです。２月１５

日から１９日にかけベトナムに行って、ベトナム人達を面接し、４名採用してきましたけれど

も、彼らのひと月の所得が１５，０００円、日本に来ればそれが１０倍から１５倍になる、こ

ういう所得の格差、さらにはもっと大きく言えば、絶対的貧困層というのが中国にはまだ

７，０００万人、インドネシアには１億人、国民の約半分が絶対的貧困層で、日本は単純労働
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力が足りない。国は高度人材の方は解放しているが、我々は実際、単純労働力が足りない。こ

れらの国から受け入れることが国際貢献になるかと思います。 

具体的に私が考えた、これからということで、１番目は北海道農産物のブランド化。アスパ

ラ、ジャガイモ、スイートコーン、メロンは本当に美味しい。この理由は、夏の北海道は昼と

夜の温度差がある。いわゆる日較差、昼間は２８度、夜は１８度、１０度以上の温度差がある。

昼間は炭酸同化作用、夜は呼吸作用に変わります。この温度差によって、消費されない貯まっ

た澱粉や糖分が減少しないということです。このことに関して、１月１５日から３日間、道の

（経済部）国際経済室の呼びかけで、台湾の高雄に行ってきました。阿部経済部長と一緒に高

雄市役所などを訪ね、私の立場から一歩つっこんだプレゼンをさせていただきました。自分が

話している中で、これを観念的ではない、イメージだけではない、もっと科学的な根拠が必要

なのではないか、インドネシアでは昼間３５度で夜も３０度、北海道は１０度以上の差がある。

科学的に、道の試験場等でこの日較差がある所と無い所で、どのように澱粉が貯まっていくか

ということを証明していければ、もっと国外でも国内でも、説得力があり有利な立場になるの

ではないかと思います。 

次は世界に通用する認証農産物ということで、輸出と３年後のオリンピックということです。

ロンドン、リオと続いて東京オリンピックでは、有機農産物あるいはギャップ（ＧＡＰ）農産

物が、選手並びに関係者に提供されると決まったと聞いております。ＧＡＰにはグローバルギ

ャップ（ＧＧＡＰ）とＪＧＡＰがございますけれども、昨年の改正で、このＪＧＡＰも世界に

通用する基準になりました。オリンピックは一過性でありますが、今後を考えれば、インドネ

シアの方はＧＧＡＰを取っていなければ輸出はできない。その他の国に対しても、ＧＡＰを取

得することによって、安心・安全の証明になるかと思いますので、今後、ＧＡＰ農産物の増産

と認証農場を増やしていくという方向性で考えていけばと思います。日本における有機農産物

の拡大の可能性ですが、現在、北海道で有機農産物を生産している農場は３００戸くらいで、

道農政部はこれを１，０００戸にしたいと言っていますが、なかなか増えない。いろいろな理

由がございますが、一つは、地域農業を守ることの方が優先されている、つまり、老齢化して

農地を手放さなければならない、その中で引き受けるのが若手や法人ですが、面積がどんどん

拡大していく中で、全部が全部、機械化はできない。労働力不足の中で、最も手がかかる有機

農産物の方向にはなっていかない、ということがございます。日本だけの特別栽培農産物とい

うことで、例えばイタリアに行くと、有機農産物か、普通栽培しかないわけです。中間が無い。

しかし、道、日本の方は、環境調和型農業という中で、特別栽培農産物、さらにはエコファー

ム、「ＹＥＳ！ｃｌｅａｎ」という認証がございますが、それはそれで大事にしながら、すすめ

ていただければと提案させていただきます。 

日本だけが持つ「旨味」という味覚。甘味、苦味、酸味、塩味の次にくる旨味ということで、

これは国際語になってきております。旨味成分はグルタミン酸という植物性のもの、トマトは
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グルタミン酸が多く、昆布も海のものであるけれどもグルタミン酸が多い。イノシン酸は動物

系、グアニル酸はきのこ。ベジタリアンであれば、イノシン酸を抜かして、グルタミン酸とグ

アニル酸ということで、今後の開発の参考になろうかと思います。日本料理は出汁の文化とい

うことで、暖かいタイは鍋の文化です。そういう中で、日本の出汁の文化をもっと訴えていっ

た方が良いと思います。それから、外国人観光客に対する旨味の記憶、インバウンドの人達が

来て、鍋等の美味しいものを食べ、その人達がリピーターになってくれる。 

最後になりますが、今後の北海道の観光は体験型、体験することによって感動を生む、感動

が生まれると、そこで販売される農産物等は高いとは言わない。さらにはイタリアで見られる

農村滞在型観光、イタリアではアグリツーリズモという言葉がございまして、せいぜい提供す

るのは朝食ぐらい。あとはお客さんが１週間くらい滞在し、自分で作ったり、あるいはファー

ムレストランに行って食べたり、ゆったりとした流れの中で観光をしている。我々農業者にと

って、雪とか、そういうものは日常ですが、観光客にとっては非日常、感動を生む。この写真

はたまたまアニマドーレのスタッフが今年、余湖農園の方でファームインをしておりまして、

子ども達を随行してきたので、大型のかまくらを作ってライトアップをし、そこでバーベキュ

ーを食べている写真です。帰ってから、子ども達から一生に残る思い出になった、楽しかった、

美味しかったという手紙をもらっております。以上です。ありがとうございました。 

 

（岸計画推進担当局長） 

 ありがとうございました。続きまして、阿部教授、お願いいたします。 

 

（酪農学園大学・阿部教授） 

酪農学園大学の阿部です。私、今回この話をいただいた時に、どのように話をしようかと思

ったのですが、最終的には食品加工からの視点ということで、皆さんご存じかと思うのですけ

れど、北海道の食品製造出荷高は２．５兆円なのですけれども、今、そこの表紙に出ている機

械は過熱水蒸気の釧路にある機械です。２レーンになっていまして、両機で３億くらいか、も

っとします。横側に出ているのは鮭節といいます。今日は、こういった技術を、地産地消、６

次産業化の２面から、資料を作成させていただきました。 

最初に、私の紹介をするのが一番手っ取り早いと思って出させていただきましたが、大学を

卒業して、実は東京の方の油会社に勤めております。民間企業ですね。それから縁がありまし

て、江別にある食品加工研究センターに採用されまして、２０年間そこにいました。その中で、

食加研が、堀知事の時代から食に関して、道内の食品企業をバックアップするというのがあっ

て、私がその中で主にやったですね、いくつもあるのですけど、今回、２つ事例としてあげさ

せていただきます。一つは、先ほど申し上げた鮭節なのですけども、これはいわゆる「ほっち

ゃれ」、皆さん北海道の方が多いと思うのでわかると思うのですけど、「ほっちゃれ」を利用し
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ております。「ほっちゃれ」というと、どちらかというと安くて困ったイメージなのですけれど、

むしろその「ほっちゃれ」を、最高の原料として鮭節を作ったということで、実は未利用資源

の有効活用ということで、鮭節自体は１０カ所くらいで作っておりまして、様々な地域で地産

地消と６次産業化、地域活性化等の事例として動いております。 

 先ほどご挨拶させていただきましたけれど、経済部食関連産業室には非常に色々とお手伝い

いただいて、現在は北海道の新定番食品まで定着しました。ただし、これはどんなにかき集め

ても、鮭節だけだと２億円なのですね。それに付帯して出てくる波及効果としても、２０億く

らいかと思うのです。これはこれで、食品加工研究センターとしても大切な取組だったのです。

もう１点、私、仕事をしておりまして、こちらが過熱水蒸気といいまして、やはり同じく、道

庁さんだけでなくて、経済産業省からもお金をいただいてやったのですけれど、これは新しい

技術です。北海道がこれから目指すべき、ということで、美味しい北海道のものを、品質を下

げずに移出ないし輸出する技術開発が大切ということで、私がやっています。大きく違うのが、

上の方の鮭節が割と地域の視点なのですけれど、過熱水蒸気は完全に全国展開、経済波及効果

もございますし、北海道内だけでも今、実は１００億円以上の製造出荷額がございます。とい

うことで、今回その２つの話から重点的に話すのですけれども、３年前、現場をはがされそう

になって、続けさせていただくために現在は大学の先生をやりながら、ここら辺の技術の検討

を続けています。 

 もう少しお話しすると、今、６次産業化等が農水省などから推奨される中でやられているわ

けなのですけれど、鮭節というのは、鮭節に限らずなんですけれど、北海道内にいろんな低利

用水産物や農畜産物がございまして、それを原料にして、いろんなものを今、特産品化しよう

とする動きがございます。鮭だけでなく、昆布とか、例えば八雲ですと牛とか、きりが無いの

ですけど、申し上げたいのは、各地域でいろんな地域の産物を用いた６次産業化や特産品開発

が進んでいる現状がございます。私がやっている鮭節についても、大体全道で１０カ所、道東

が多いのですけれども、八雲で作っていたりですね、オダ水産といって雄武でつくっていたり

しています。おもしろいのは、先ほど若干申し上げたように、各地で鮭節を使った特産品開発

や地域おこしがおこっておりまして、雄武のオダ水産ですと、橋詰産業さんというところがメ

インとなって、韃靼そばの北限ということもあって、韃靼そばと鮭節と利尻昆布の最南端とい

うことで、その３つで雄武そばということで、地域おこしをやっていたり、八雲なんかも鮭節

がありますし、北海道の徳川の発祥ということもあって、農畜水産物の生産が盛んなので、そ

ういったものを使った地域おこしということで、各地域で鮭節だけじゃなくて、おこっている

というのが現状です。ただ、これは地域おこしとか地域活性化とか、雇用対策という名目はあ

るのですけど、見た目派手なのですけれど、そこまで大きなものにはなっていないというのが

現状かと思います。一方、右側をご覧頂きたいのですけれども、こちらは先ほど申し上げた技

術の方です。１００℃以上の透明な蒸気を使って加熱し、食品加工する技術です。北海道のも
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のって、実は１０年、今もそうなのですけれど、農畜水産物は、基本的に茹でて、もしくはス

チームをかけて、冷蔵ないし特に冷凍ですね、冷凍で本州に持って行っていました。その時に、

簡単に言うと、出汁が出ちゃうのですね。イモにしても魚にしてもエビにしても、茹でて、そ

の時に出汁を出して、出汁が抜けたカスを冷凍して、本州で使っていたのです。簡単に言うと、

北海道にうまみを残しているのですね。過熱水蒸気が、今、１００億という立派な数字が出て

いますけれど、何で波及効果が出てきたかというと、もちろん研究だけでなく実用化というの

もあるのですが、北海道の美味しい農畜水産物を保持する、そして色調が良かったり酸化抑制

など、色々な効果が実証されて、言わずもがなですけれど、北海道というと食品工業が１位で

す。そして、半加工品で首都圏に移出ということで、そういった大規模化の中で、今まで安か

ろう、悪かろうだったところが、過熱水蒸気技術によって美味しくなるということで、今、道

内で２０社以上導入されています。最近、ここ数年、５～６年で、コンビニエンスストアの総

菜でもずいぶん導入されていまして、ここにあるセブンイレブンのポテトサラダ、これにも使

われておりまして、旭川のヤマザキという会社なのですけれども、今、九州までこれが行って

います。そういうことで、過熱水蒸気というのは、道内製造出荷高が１００億円以上というと

ころまで成長しています。 

 ６次産業化や地産地消というのは、本当に私も現場、食品加工研究センターに長いこといて、

国の施策とか道の施策の推進によって、かなり自治体や道内企業の意識レベルは向上していま

す。知らない人はほとんどいないと思います。プラス、公設試や市町村による技術サポートも

手厚い支援体制もかなりあります。経営支援、経産局の中小企業機構さんとか、もしくは中小

企業支援センターさんとか、色々なところの外郭団体などでの施策もラインナップされていて、

専門のコーディネーターも活用できるという、かなり充実した状況がございます。しかし、現

状はどうかというと、先進地域と後進地域の差が激しくて、特に、そういったことができない

地域、余湖農園さんのあるようなところは非常に進んでいるのですけれど、そうじゃない地域

はたくさんあって、そうなると担当者の熱意や人材ネットワークが不足していることがござい

ます。あと、品質は良いけどパッケージデザインやネーミングなんかが、これは観光にも関係

するのですけれど、マーケティング戦略やＰＲ戦略が著しく脆弱です。もう一つはアイデアが

ありきたりで、市場性や将来性に不安がある商品が多いということで、その辺なんかも長続き

しないというもう一つの問題点が出てきています。 

一方、先進技術の方はどうかというと、北海道の機械メーカーさんを中心に、美味しい物を

高鮮度で流通するような技術や品質劣化を抑制する技術開発が積極的に行われています。実際

の出荷価値率に反映されてはいないのですけれども、北海道として差別化が図られた高付加価

値製品というのが、かなり流通し始めています。例で言うと、過熱水蒸気もそうですし、函館

のイカとか旭川や釧路の方でやられている氷詰めとか、北海道のものを技術でおいしく本州に

届けようとする取組が行われています。それにプラスして、国の補助金なんかもかなり充実し
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ているという状況です。ただし、現状としては、そのベースとなるノウハウというのは本州の

方であって北海道にはまだまだ不足している、もう一つは産学官の連携は行われているのです

が、コスト面や安定性などの点から実用化する事例がまだまだ少ない。かなりポテンシャルは

高いのですけれど、もう少し時間がかかるかな、というふうに感じています。 

その辺をもって、今後、北海道として、食品加工の点から見た、個人的な私から見た方向性

ですが、キーワードは温暖化や気候変動だと私は思っています。先ほど余湖さんから寒暖差と

いう話がありましたけれども、北海道産ブドウが非常に増加しています。よく新聞報道がされ

ていますけれども、ワイナリーの増加も３３カ所となっています。実は一方、非常に問題点が

出てきておりまして、品質保証、技術者不足、後継者不足の問題が既に出てきています。そこ

を見て北海道大学、ワイン塾の開催だったり、うちの大学でもワインの研究を始めました。と

いうことで、そういった気候変動に際して、大学や研究機関がそれに応じた研究を始める必要

がある、というのが私の強く思っているところです。皆さんご存じだと思うのですけれど、北

海道の地ビールは、二十数年前、ちょうど私が公務員になった頃流行りました。確か全道で

３０カ所くらいあったのですけれど、全部衰退して、一回全部なくなって、今は５カ所くらい

だと思います。今、ワインが３３カ所で似たような状況にあります。その時に二の舞にならな

いようにするにはどうすればよいかというと、やはり技術的なサポートをしないと、上っ面だ

けでやっていると、いずれ失敗するだろうと思っています。もう一つはサツマイモやミカンの

栽培、リンゴの北限といって、ご存じかと思いますが、サツマイモは今北海道で栽培されてい

ます。ミカンも実は一部栽培が始まっていて、リンゴも北限上昇となっています。水産系では

カツオやシイラ、ブリなどの南方系の魚が獲れ始めているのですが、私達からすると、新たな

品種の栽培方法や食品加工技術の開発の必要性はあるのですが、まだまだそれに対して技術的

な研究がされていないという状況です。私が食品加工の最前線にいて思うのは、やはり研究者

や技術者、そして後継者の人材の育成・確保が急務であると思っています。 

以上、食品加工の現状から、私の思うところを話させていただきました。以上です。 

 

（岸計画推進担当局長） 

 ありがとうございました。続きまして、川端様、お願いいたします。 

 

（フードアトラス・川端代表取締役） 

産地と人をつなげる北海道イタリアンと称しまして、消費の立場からお話しをさせていただ

きます。 

私とイタリア料理との出逢いですが、若い頃、いろいろな国を旅行していて、その中でイタ

リアの食文化に惹かれるところがありまして、長い間イタリアで暮らすことになります。そこ

で知ったのが、日本で見ていたきらびやかなイタリア料理とは全く違いまして、素材そのもの



14 

 

を生かす素朴な料理がイタリアにはあるのだなとわかりました。イタリア各地を移動しながら、

いろんな料理やワインを楽しんだり、勉強したりしていました。イタリアでは地方色が強くて、

食事に関する価値観も日本とはだいぶ違うなと思いました。日本では、ここに居ながらにして、

世界各地の料理やワインを楽しめることが大変価値のあることだと思って暮らしていましたが、

イタリアに行って初めて、そこに行ってその時でなければ食べられないものがある、という、

そこに行けることが幸せなんだな、ということを改めて感じることができました。例えば、ト

マトの季節にその地域で採れたオリーブとワインを一緒に楽しめる、それがなんて贅沢なこと

なんだろう、ということを初めてイタリアで知った次第です。 

それからしばらくしまして、札幌の時計台の近くにイタリア料理店をオープンすることにな

ります。最初は、長年イタリアにいたので、本場のイタリアは日本で食べているものと全然違

うよ、ということで、満を持してオープンしましたが、見たことも聞いたこともないイタリア

料理を食べたい、というお客様はあまりいなかった。オープンしてから１年ほどしますと運転

資金にも陰りが見えてきまして、何とか自分の店をキープするためにどのようなことをしたら

よいか改めて考えたときに、イタリアの食って何だろう、と考えました。そこには無理をしな

い食生活というのがありました。地元で採れたものを地元で消費する、まさに地産地消という

文化が根付いているのだな、と思いました。そこで、北海道でイタリアンをするということは

どういうことなのだろうか、と思って、北海道の食材に目を向け、北海道の農産品や特産品を

使ったイタリアンを提供したいと思いました。今から１４、５年前になりますが、北海道のも

のをどうやって手に入れてよいのかというのが正直わからなかったです。スーパーに行くとナ

ショナルブランドのヨーグルトが売っていますが、実際に北海道でつくられたヨーグルトはど

こで売っているのだろう、どうやって買えるのだろうというところから始まりまして、随時い

ろんな生産者を追いかけていろんな農産物を取り扱ってくれないか、という取引をするように

なりました。 

オープンしてからしばらく経って、色々な食材が当店にも入ってくるようになりました。例

えば、道産小麦というのは当時、まだピザやパスタに向くような小麦は作られていませんでし

たが、単一農家、単一品種の小麦が挽かれるようになって、高品質なものができはじめた時期

でした。そのようなものを使ってピザやパスタをつくっていきました。１０数年前から、北海

道で有害駆除されていたエゾシカ料理を普及させようと思って、色々なところから提供してく

れないか、という話をされました。ジビエであるエゾシカですので、クセも強かったり色々な

問題点があるかと思いましたが、とにかくどなたが食べてもおいしんだね、食べやすいんだね、

という料理にしよう、と思いました。中には、ジビエらしさがない、という点もありますが、

とにかく多くの人が食べて食べやすい、また食べたい料理にしよう、という思いでカツレツを

作っていきました。もう一つはミートソースです。これは日本の方だと誰でもなじみのあるも

ので、食材を変えて作りました。食べやすい料理としていきました。そこに合わせたのが、北
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海道産小麦のパスタです。 

産地主義としまして、当店がオープンしてから２年くらい経って、北海道の食材がたくさん

入ってくるようになりました。農産物・水産物が入ってきましたが、特に、イタリアンのメイ

ンであるパスタについては、イタリア産の品質にかなうものはなかったです。そこで、北海道

小麦が採れているので、北海道産小麦の生パスタを作ろうと思いました。当時、生パスタを作

ってくれる製麺会社があまりなくて、道内各地を回った時に留萌に１社ありまして、そこで当

社専用のパスタを作ってくれるようにお願いしました。開発から１年半かけて、色々な小麦で

トライしましたが、多くの方がわかってらっしゃるとおり、道産小麦はグルテンが大変低いの

で、パスタやピザには向かないと言われていました。１年くらい経ったときに江別製粉さんの

方でエフシップ（Ｆ-ship）という小型の製粉機を入れて、単一農家、単一品種で挽けるような

製粉機が入りました。江別町村農場さんの「春よ来い」という小麦を挽いてもらって、大変食

感の良い、私たちが求めているようなパスタができました。このパスタの開発が功を奏したの

かわかりませんが、今では、留萌で「ルルロッソ」と言われるパスタ専用粉ができあがったり、

小麦については、麦チェンの効果もありまして、北海道産小麦を使ったパンというのが首都圏

でも大変人気で、道産小麦不足の状態であるというような人気となった商品だと思います。 

そして、農産物です。産地主義ということで、最初に取りかかったのが農産物です。ただ、

この当時、１０数年前ですが、農家さんの直取引ということに大変苦労しました。私も札幌生

まれ、札幌育ちなので、農家さんの知り合いはいなかったので、多くの方々の知り合いを通じ

て農家さんにあたって取引をしました。当時、レタスの農家なら、１０ケースなら良いけど１

ケースは面倒くさいとか、取引したことないから口座とかお金のやりとりをどうするの、とか、

そういった問題が多々ありました。取引してくださる数件の農家さんで、１作物１農家さんと

取引すると送料倒れをしてしまう。それをお客様に転嫁できないということもありまして、多

品種をつくっている農家さんで取引してくれるところはないか、ということで、数件農家さん

と取引できるようになりました。そのときの取引条件としては、畑ごと買いますよ、例えば、

８月にトマトやナスやキュウリがなっている中で、トマトだけほしいではなく、今、あなた方

が売りたいと思う農産物を入れてください。規格外という概念は私たちには無いので、曲がっ

たキュウリでも大小様々な野菜でも構わないので、段ボール１箱にいろいろな品種を詰めて送

ってください、ということで畑ごと丸ごと買う、という取引を始めました。やりとりをする中

で、大変協力的な農家さんもいて、イタリアンならズッキーニやパプリカを使いたいでしょう、

といって何年か後には作ってくださったり、普段手に入らない部分、唐辛子の葉の部分を使い

たいな、というと、そういうのを収穫して入れてくれるようになりました。一番苦労したのが

水産物です。根室とかと取引しましたが、色々な諸条件が整わなくて長続きがしなかったです。

この数年、えりもや森町と取引ができるようになりました。中でも森町の仲買の方から、混獲

で獲れた魚も北海道の資源なんだから、有効に使って漁師さんの収入にしてあげたいんだけど、
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という話を持ちかけられまして、うちに一度送ってみて、ということで、混獲で未利用だった

魚を、脱水氷という溶けにくい氷に入れてくださって、鮮度保持したままで当社に届きます。

獲れた時は、こんなもの入ったから送ってもいいか、と連絡が来て、送ってもらうようになり

ました。 

先ほどのようにパスタを作り、これを何とか商品化したいなと思いました。というのも、パ

スタができあがりそうになった時に、丸井今井のきたキッチン、道産品のセレクトショップが

できました。当社の商品も是非ここに置きたいと、いう想いと、道産小麦でここまで作れるん

だ、というのを多くの人にわかってもらいたいということで、このような商品を最初に作りま

した。パスタを作ったときに一番感動したのが、生産者の社長の方に食べていただいた時に、

小麦というのは製粉しないと食べられないので、生産者すら食べたことがない。自分の農産物

を食べたことがない、ということで、初めて自分の農産物を食べたよと言っていただいて感動

しました。そういうことをきっかけにして、現在は地域食材を活用したメニュー開発・商品開

発をしています。大変珍しい、ちりめんキャベツと言って、加熱すると美味しいキャベツです。

当別の農家さんで作っていますが、全て大田市場で販路は確保されていますが、何とか地元で

もっと消費してほしいな、という思いで、食べやすいロールキャベツの形状に加工して販売を

しました。これも、道内の加工業者に加工してもらって、今年の１月、生産者と一緒に東京の

百貨店で販売しました。ちなみにこのキャベツ、１玉１，０００円～２，０００円で販売され

ています。 

今まで扱った商品開発・メニュー開発の一部です。左上の方が豊浦の道の駅のメニュー開発

です。イチゴと豚とホタテが特産品です。豊浦の一番人気だったのがイチゴのスムージーです。

販売してから半年ほどで原料がなくなったというほど人気でした。道の駅の売り上げが２０％

くらいアップしたそうです。隣はスイートコーンスープですが、先ほど阿部教授がおっしゃっ

た過熱水蒸気で一次加工しています。当別で作ったトウキビで、大変甘くて美味しいので、近

くの過熱水蒸気のある工場に持って行き、鮮度の良いままに一次加工しました。素材を活かし

たスープにしています。無添加で、入っている調味料も塩や小麦粉とわずかで、素材の良さを

活かしたスープになっています。下の方が八雲の餅米でのメニュー開発です。八雲で米は採れ

るのですが、餅米だけということでなかなか用途が無い、餅以外に食べる方法が無いというこ

とで、中華がゆにしたらおいしいよ、ということで、餅米独特の香りがあるので、薬味等で消

して地元で消費できるように八雲で紹介しています。隣の新聞記事が、今年 1月の水産新聞に

載ったもので、未利用魚を使った料理の提案をしています。作った料理はイタリアのアクアパ

ッツァという漁師料理です。なので、どんな魚にでもあう調理方法なので、森、えりもから来

た魚を調理しています。ホウボウ、カナガシラとか北海道ではなかなか食べられない魚とか、

昔、地元で食べて今は無いね、と言っていた魚が食べられるということで、大変好印象を持っ

ていただけている商品です。 
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このような取り組みから見えてきた、食の可能性についてです。「つくり手の立場から～産

地へのこだわり」、食材に対して、食資源の可能性を最大限活かそう、産地の特色を活かした、

資源を活かした料理を提供しよう、と思っています。イタリアで学んだような、なるべく素材

を生かしたマイナスの調理方法、煮たり・焼いたりという最低限の調理方法で素材を活かすよ

うな方法をとっています。生産者とつなげる役割になりたいということで、当店では、黒板に

今使っている産地や生産者の名前を掲げたり、全てのお客様にとはいきませんが、料理を提供

する際に、このような生産者がこのようなものを作って提供しています、ということを説明す

るようにしています。 

「消費の立場から、生産者と消費者の交流から広がる可能性」、すでに可能性として広がっ

たなと思いますが、１０年前と比べて直売所や道の駅ができて、生産者のわかる農産物を簡単

に買うことができるようになりました。このことによって、生産者の交流が深まって、生産者

も消費者に喜んでもらえるような野菜作り、数年前までは、直売所に行くとトマトとナスとイ

ンゲンのような、同じような野菜しかなかったのが、今は数々のカラフルな野菜を作っていた

り、他には作っていない農産物をいち早く作ろう、という意欲的な生産者も増えてきたように

思います。 

そして、「６次産業化の推進」、自ら作った農産物を加工して販売する。これには、今まで

農家のお父さんの陰に隠れていたお母さんが積極的に表に出てきて、農閑期にうちの店に来て、

こんな商品作ったよ、これはどうやって売ればいい、というようなかたちで女性農業者のやり

がいにつながっている、と思いました。 

そして、「消費者からの指名買い」、地下歩行空間やどさんこプラザなどの生産者のフェア

で、生産者が直接売る機会が増えたように思います。例えば、アスパラではどこどこ産ではな

く、誰々さんの作ったアスパラを買いたい、誰々さんのトマトがほしいといった、生産者を指

名して購入する機会が増えたと思います。 

最後になりますが、「北海道における「食」の深化」、私たちも数々の加工品を作り、首都

圏の物産展に出品してきました。というのも、私が加工品を作り始めたときは、多く売る先は、

北海道物産展のバイヤーに対するプレゼンの場しかなかったというのもありましたが、北海道

物産展に出て、北海道のものを売るということをしてきました。この数年見ていると、北海道

物産展にも多少陰りが出てきたかなと思って見ています。新宿伊勢丹さんが北海道物産展をや

めたり、前年の数字を採れない百貨店も出てきているようです。これは、北海道離れとなって

いるわけではなく、人気の北海道物産展を、首都圏の百貨店が年２回だったのを４回にしたり、

どこの百貨店でもいつも北海道物産展をやっていて、物珍しさだったり非日常のものではなく

なってきているのかな、と思いました。そこで、これからのものづくりの中で大切だと思うの

は、首都圏の食卓に浸透するような北海道の商品が必要ではないかなと。普段よく食べる納豆

や豆腐、ヨーグルトなど、北海道のものを選んでいただけるような、そんな中身もパッケージ



18 

 

も作っていくことが大切であると思いました。「産地や生産者が基本」、食は地域の暮らしそ

のもの、つくり手の顔が見える商品をうまく消費者とつなげていく役割をしていきたいと思っ

ています。「それぞれの地域の食資源を融合」、道内各産地の特徴（旬・素朴さ）を活かした

モノづくりも大切だと思っています。「食」の高付加価値化、「食」を活かした地域の活性化

を図るために、「人」の日々の暮らしにおける「食べる事」に意識を向ける。この１０年で人

の食べるということ、健康と食は切っても切れないものもありますし、食べる家族の人数も減

ってきています。それに応じたものづくりが必要だと思っています。産地の特色や旬を活かし

た「人」によるモノづくりと食事の提供。これは、食だけでは決して地域の活性化にならない

と思います。地域の他の資源と融合したものづくりが必要だと思っています。例えば、夏が旬

のウニですが、日高では春が旬です。数年前、日高の方々が、札幌で春ウニフォーラムをやり

ました。札幌から日高に人を呼びたいということで、あえて札幌で開催しました。地域資源で

あるウニと、そして同じ時期に見られる桜をかけて、日高に来てくれれば春はウニと桜がある

よ、ということで、多くの方が日高に行くそうです。日高では若い生産者と若い飲食店の店主

と観光に従事される方々が一丸となって、日高をＰＲし、盛り上げているように思います。ゴ

ールデンウィークには１つの飲食店で２，０００人を超える人が来店し、ウニ丼を食べるとい

う話も聞いています。このような形で地域の人々と融合し、食も豊かになるのではないかと考

えています。 

 

（岸計画推進担当局長） 

ありがとうございました。それでは、議事の３番目「意見交換」に入りたいと思います。た

だいまの有識者の皆様からのご提言について、関係部局の皆様からご発言はございますでしょ

うか。 

 

（窪田総合政策部長） 

 質問をさせていただきますけれども、玉腰先生から、北海道民の野菜摂取量が低い、という

お話があり、川端さんから地元の食材の提供のお話がありました。今、人口減少対策というこ

とがこの総合計画の中でも大きな柱となっていまして、もちろん、人口全体を減らさないよう

にする、いくらかでも人口減少を緩和するというのが大きな目標ですが、一方で、ただ寿命を

延ばすのではなく、健康寿命を伸ばすという大きな目標を掲げております。それで、先ほどの

お話の中にもありましたように、塩分の摂取量は健康に悪いというのは我々も経験則でわかる

のですが、先ほど余湖取締役のお話でもありましたように、北海道では野菜がたくさん採れて

いる、いいものもある、最近は年齢が高い人の中で健康志向が高い、にもかかわらず、野菜の

摂取量はなぜ北海道では低いのか、結局、魚など他に美味しいものがあるから摂らないのか、

なぜ摂らないのかということを、もし日頃のご研究の中などでお感じになっていることなどが
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あれば、先ほどのプレゼンを聞いていて思ったものですから、教えていただければと思います。 

 

（北海道大学大学院 玉腰教授） 

 データ的には、少ないということが色々なところで出ているので、まず間違いないと思いま

す。なぜなのか、と言われると、むしろ普段の生活の中で皆さんがどう感じていらっしゃるか

ではないかと思いますが、私が聞くのは、生産者が食べていない、実際に作るものは出荷する

ためであって、自分たちで食べるためではない、というのが一つと、北海道の方はカボチャと

トウモロコシとジャガイモを野菜だと思っている、すみません、言い方が良くないですけれど

も、つまり野菜と言われたときに、一般的に葉物だとかをイメージするかどうかというところ

の違いがあるのかな、というふうに思います。健康に良い３５０グラムを摂りましょう、とい

うのは、それが全部ジャガイモとかカボチャでは困るわけですけれども、そのあたりのイメー

ジというのが、もしかすると少し違うのかな、ということは感じたことがあります。 

 

（小野食の安全推進局長） 

 手もとに数字はございませんが、府県と違い周年生産ができない、冬場の生産ができない、

ということがあると思います。ですから、冬場は基本的には野菜類は、余湖さんのような例も

ありますが、基本的な野菜は府県からの生産物が入ってくる、それは非常に高い値段で入って

くるという部分で買いづらい、という環境もあるのかなと、そういった要因も一部あるのかな

というふうに思います。 

 

（北海道大学大学院 玉腰教授） 

 それは関係しているかもしれません。ご自分で作っている、出荷しているから食べないとい

うのと、それから、よそで買う物ではないと思ってらっしゃる、今言われたように採れない時

期には食べない、採れる時期にはそれだけを毎日召し上がる、というのも一つの特徴かなとは

思います。ただ、道内全部農家というわけではないですから、それだけでは説明がつかないと

は思います。 

 

（窪田総合政策部長） 

 もう一点、余湖さんにお伺いしたいのですが、今年、東京オリンピック・パラリンピックを

目指して、グローバルギャップ（ＧＧＡＰ）の取得をする事業を重点施策の中の一つに位置づ

け、道として取り組もうと進めているところでございますけれども、最終的に取られるのは生

産をされている、余湖さんのようなところの会社組織であるとか、農家だとか、場合によって

は農協ということもあるのかもしれませんが、生産に携わる個々の単位がやられることだと思

うのですけれども、そういうものに対する、生産される皆様方の考え方というのは、率直に、
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これはいいチャンスだからやった方がいいと受け止められているのか、それとも、まだそうい

うことが浸透していなくて、余り関心が無い方が多いのか、その辺のところを教えていただけ

ればと思います。 

 

（余湖農園 余湖取締役） 

 生産者個々は皆、プライドを持って自分の作った農産物は最高だと思っていますが、それは

手前味噌であって、第三者認証という客観的な評価という、全く別な問題観があります。東京

オリンピック、さしあたり３年後に、世界に通用する第三者認証を、ということになれば、今

言われたＧＧＡＰが第一ですけれども、ＪＧＡＰは昨年チェック項目が多くなりまして、世界

に通用する認証ということで、この二つが最優先で、日本全国ではグローバルで２００くらい

ですか、ＪＧＡＰで４０００かそこらで、実はまだまだ足りないんですね。そういう意味では

それをきっかけとして、海外も視野に入れた中で、これをどんどん進めていった方が一番いい

と思います。繰り返しますけれども、有機農産物はハードルが高すぎる、だからその他の、エ

コファーマーなり、道でやっている「ＹＥＳ！ｃｌｅａｎ」などは世界に通用しない、だけど

環境保全型農業を通じてやること、これは大事なので、これはこれでやっていく。そういった

中で進めていくべきと思います。 

 

（小野食の安全推進局長） 

 ちょうど今、ＧＡＰ、オリパラの話が出たので、農政部の方からこれについてお話をさせて

いただきます。窪田部長からお話がござました、２９年度、新年度に向かった、道農政部のオ

リパラに向けた新規予算についてお話しさせていただきます。先ほど余湖さんからも、３年後

の東京オリパラを契機にＧＡＰの対応を急ぐべき、輸出、販路拡大に向けた対策が大事である、

というお話もございました。それから、酪農学園大学の阿部先生から、道産品は品質が高い、

ポテンシャルはあるけれども、マーケット戦略、ＰＲ戦略が無い、というお話、それから川端

さんの方からは、道産小麦の品質の良さとそれの応用という話もございました。また、玉腰先

生の方からは、ブランドづくり、価値を高める仕組みを作りなさい、ということでございまし

て、実は、東京オリンピック・パラリンピックの食材調達に向けましては、オリンピック委員

会が設定しているものですが、食材調達基準というものがあります。過去のオリンピック２大

会がＧＡＰを前提条件ということにしておりまして、東京オリンピック・パラリンピックも食

材の安全、環境の調和、労働安全という３要素を条件としまして、基本的に、ＧＡＰ、ＪＧＡ

Ｐアドバンス、それからＧＧＡＰをベースにした食材調達ということを挙げております。先ほ

ど、まだまだ北海道の農業者ではＧＡＰ、ＪＧＡＰ、ＧＧＡＰともにあまり取っているところ

が無いというお話ですが、オリンピックに食材供給をするということを前提としまして、現在、

食材の供給連絡会議を作っております。ホクレン中央会、北海道農協、ＧＡＰ推進会議、さら
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に道が入る形で会議を開いておりますが、これを年度明けに、調達基準の公表が３月に決定さ

れますので、これを基準にしまして、北海道の協議会を設立しまして、食材調達に向けた情報

の収集、それから先ほどお話のあった、ＧＧＡＰ、ＪＧＡＰを普及させるための仕事を進める、

そして知事のトップセールスに持って行くということでございます。ＧＡＰの体制としまして

は、３２年度の東京オリンピックに向けまして、まずＧＡＰを取得するための人材の育成、そ

れから産地体制ということで、国の補助金などを使って産地づくりなどを進める、それから有

機畜産物についても新しいＧＡＰ産地を作っていく、こういった形を３年間の中で進めまして、

３２年度には東京オリンピックに向けて食材供給を行いたいというふうに思っています。基本

的に、ケータリング会社への売り込みということで、大量調理ということが前提になってくる

ということになりますので、ＧＡＰ、ＪＧＡＰをつけた道産物をいかに大量調理に向くような

形で東京に供給するのか、ということも大事になってきますので、そういう意味で、阿部先生

のおっしゃった過熱水蒸気の技法なども活用しながら、北海道の食材を供給し、最終的には今

回の東京オリンピックを通じて、日本の流通が変わりますので、これをベースにして、北海道

の食材を国内外に販路拡大していくための仕組みづくりをしていきたい、と考えております。

以上です。 

 

（岸計画推進担当局長） 

ほかに、関係部局からご発言はないでしょうか。 

 

（三井食関連産業室長） 

 資料を配っていただいてよろしいでしょうか。道庁で「食」を担当している三井と申します。

本日は北海道の「食」をもう一段ステップアップするためのご提言をいただき、ありがとうご

ざいました。私が思いますに、日本人トータルの胃袋の数とキャパシティが弱くなっていく中

で、舌が肥えて多様化していくという中で、国内市場でも国際競争が厳しくなっていくのだろ

うと。そういう中で、北海道としての存在感をどうやって発揮していこうかなということを今、

考えている中で、本日、４人の先生方からのご提言は大変参考になりました。これを踏まえま

して、３つのテーマで私どもの取組と悩みどころを申し上げさせていただき、後ほどアドバイ

スをいただければと思っています。 

 一つは、新しい付加価値を作っていきたいと思っています。美味しさとか安全安心は定評が

ありますけれども、これに続く第３の価値を、道産食品が人気になっている今のうちにやらな

ければだめだと思っています。その意味で、中核となるのは、玉腰先生からご説明いただきま

した「健康」だというふうに私は考えています。お手元の資料の３枚目をご覧いただけますで

しょうか。４年前から国の総合特区制度というものがあって、それを利用して、江別市役所や

北海道情報大学などと連携しました、エビデンスの実証と表示を行う「ヘルシーＤｏ」という
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仕組みをやっています。この中で、江別モデルは今、６，０００人の市民ボランティアによる

実証実験をやって、健康機能性の商品の論文を毎年１５件ほど書いています。この結果生まれ

た商品ということで、厳しい審査をしているのですが、これをクリアしたものについては「ヘ

ルシーＤｏ」という道庁のマークをつけています。このマークをつけると商品の売り上げが平

均で３割増えるという報告もいただいています。一方、課題がいくつか見えており、まず、江

別モデルについては、すごく好評なのですけれども、殺到するメーカーの引き合いに応えきれ

ないくらいオーバーフローしてしまっています。規模とエリア、できれば年代とか、属性ごと

にバラエティに富んだ商品を作りたいと思っておりまして、そのためには規模とエリアを拡大

しなければと思っています。ただし、協力いただける方を札束で集めてはだめだと思っていま

す。大事なのはボランティアの方々との信頼関係で、そういった意味で江別市さんは後方待機

ではなく、日頃から血圧を測ったり、コレステロールを測ったりという健康づくりをやってい

まして、その延長線上で、こういうものを食べるグループと食べないグループでどんな効果が

あるか、ということをやっています。ですから、これをほかの町村に広げるためには、どうや

って信頼関係を作っていったらいいのか、ということが悩みの１つです。もう一つは、「ヘル

シーＤｏ」は何といっても暮らしに根付かせなければいけない。正直言って、普段スーパーで

売っているものはカスピ海ヨーグルトくらいです。あとは大体お土産物屋だとか、百貨店など

かなり高級なところでないと売っていないのですけれども、いわゆるナショナルブランドのメ

ーカーさんにも、ちゃんと使っていただく、あるいは色々な販売チャネルで売るにはどうした

らいいか、というのが悩みどころの２つ目です。 

 ２つ目のテーマですが、本日阿部先生のお話でもありました、技術開発とマーケティングを

連動させる、ということです。先生の資料にもありますけれども、鮮度保持が無いと高い値段

で農水産物は売れないのだろうなと思っています。特に、私どもは輸出も担当していますけれ

ども、海外を結ぶ航空路線、これを活用していきたいと思っているのですが、その意味では鮮

度保持技術にすごく期待をしています。ただ、物理的に運べるようになっても、ビジネスとし

て成立しないんですね。高い運賃を負担しても、毎日買っていただける売り先を確保しなけれ

ばいけないということで、最近思いついたのが、現地のレストラン向けの展開です。今までは

主に小売店を狙っていたのですけれども、寿司屋やイタリアンといったところを攻めよう、と

いうことで、単品ではなくて農産品・水産品・加工品を全部集めた商談会というのを去年、シ

ンガポールでやっていたら、えらく評判が良くて、実際に成約もできたのです。一方の悩みで

すが、海外との商談で一番障害となるのが、味とか値段ではなく、実は賞味期限なんです。特

に加工品の場合は原則１年間、最低でも半年なければ、どんなにいい商品だと思っていただい

ても契約に至らないのです。実は、賞味期限が延長される方法というのは既にいっぱいあるは

ずなんです。その中で、風味を損なわないとか、製造ラインに大幅な追加投資を伴わないとか、

それぞれの工場や商品に合った方法を実現していかなければいけないと思っているのですけれ
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ども、これをきめ細かくやるためにはどうしたらいいのか、ということで、実は今、海外商談

会のフォローアップを食加研さんと一緒にやることになっていまして、これからは、研究所で

あろうが行政であろうが、やれることは何でもやってやろうと思っているのですが、こういっ

たマインドを、どうやって広めていけばいいのかなということを感じております。 

 ３つめは人づくりです。新しいコンセプトとか技術を使ったプロジェクトを稼働させていく

上で最大の壁となるのは、役所もそうなのですが、実は組織の中なのです。そこでくじけずに

貫き通そうですとか、もっと難しいのは、会社の外も含めた地域全体を引っ張っていこうとい

う気概とスキルを持った中核人材、リーダーをどうやって育成していったらいいのかというこ

とを思っております。お手元の資料の１枚目に、食クラスター、あるいはワインという切り口

で、食材の生産と加工と小売り、飲食といった業種の垣根を超えて、とにかく本気で学ぼうと

いう「フード塾」と「ワインアカデミー」というものをやっております。実は、本日お越しに

なりました余湖取締役は、このフード塾の第１期の卒業生でございまして、川端さんは「ワイ

ン＆チーズ物語」という、ワインアカデミーのきっかけとなった事業の立ち上げからずっと応

援していただいている方でございます。そういった方々を対象に、現場の一線で活躍するプロ

のバイヤーや大学の先生、最近はコーネル大学などの先生もお呼びして、座学と現場の両面か

ら、情け容赦ない、余湖先生ご存じのとおりスパルタ式の授業をやっておりまして、修了式で

は泣き出す方がいるくらいの手応えなのです。この２つの事業から感じましたのは、我々が行

うセミナーとかイベントというのはスタートであって、これをきかっけに、どうやって人の輪

を広げて、リアルなビジネスにしていくか、ということだと思うのです。こういったものをビ

ジネスとして根付かせて発展させるためには、私どもの事業が終わった後の自律的な展開が重

要と思っております。こういった異業種といいますか、こういったものをコーディネートする

ために、フード特区というものをやっています。こういったことをしながら、なんとか広げて

いきたいと思っておりまして、そういった意味では、技術、あるいはマーケティング、あるい

は人づくり、こういった面で北海道の色々な関係者の目線を合わせるためのアドバイスといい

ますか、感想をいただければと思っております。以上でございます。 

 

（岸計画推進担当局長） 

有識者の皆様からは最後にご意見をいただくということで、村井健康安全局長からご発言を

お願いします。 

 

（村井健康安全局長） 

 窪田部長から最初にお話のありましたとおり、健康寿命を伸ばさなければならないという、

私たち保健衛生を担っている人間の非常に大きな命題がございます。何度も話題に出ておりま

す塩分の摂りすぎ、野菜の摂らなさすぎ、というお話ですが、数字でいきますと、平成２３年
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のデータですけれども、目標で、野菜の摂取量が１日３５０グラムのところ、実際には２８８

グラム、食塩の量は８グラム以下にしようというところ、１０．８グラムと、３グラム近く過

剰になっている状況にあります。それよりさらにひどいのは、玉腰先生のご発表の時に、肥満

児の出現率のデータがございましたけれども、成人もひどくて、約１０ポイント程度数値が高

かったと思います。しかもまんべんなく。高血圧だと、若い人を入れれば道民全体では下がっ

ているのですけれども、５０歳以降の各年代は、高血圧有病者の割合が３割を超えているとい

う状態です。こういった食生活をきちんとしないとだめだよね、という実態が数多くありまし

て、私どもも頭を悩ませているところです。 

食生活に関しては、それさえ食べれば健康になるという魔法のような食品は無いわけですか

ら、バランスの良い食生活をどうするのか、という話になりまして、私どもでは「どさんこ食

事バランスガイド」というものを作っています。これは国がひな形を作ったものを、各県が自

分たちの地場の食材や料理を当てはめるとどうなるのか、というふうにして、どこの県でも作

っているのですけれども、食生活改善推進員の皆さんが各地域に入っていって、皆に使ってい

ただこうとしても、面倒くさい、とても対応できないとなりがちです。自分が今日何を食べた

かを全部思い出して、分析するために、ピースをはめていくのですが、それがなかなかちょっ

と、いくら健康管理のことであっても面倒くさくてできない、ということがありまして、これ

をやっていただければ大変いいのはわかっているのだけれども、強引にやっていただくことも

できない中で、どういうふうに自然に流れるようにするか。一つは、玉腰先生のご発表で大変

ヒントになったのが赤平市の取組でございまして、やはり地域でどういうところを問題視して

いるのか、住民挙げてどんなふうに取り組むか、という流れを作れる街が、無理強いではなく

食生活のバランスづくりに取り組めるのではないか、ということがあります。私どももその辺

の協力をすべく、先ほどデータが平成２３年と古いデータだったのですけれども、今、ちょう

ど平成２８年のデータを集計している最中です。これは、健康づくり推進協議会という有識者

の機関のご意見を伺いながらまとめていくのですけれども、二次医療圏の２１圏域というのが

ありまして、そこでもそれぞれ地域ごとの計画を作っていただいていますので、我々も、地域

に新しいデータをお届けする際には、色々なことを協力して、地域の特性に応じた健康づくり

を試みていただけるように色々なところで連携して頑張っていきたいと思っています。 

 

（岸計画推進担当局長） 

続きまして津坂技監、お願いします。 

 

（水産林務部津坂技監） 

 水産林務部の津坂でございます。私の部としては、漁業者さんの収入増につながる価格対策、

たくさん獲れた時にたくさん消費していただく、というような対策をいろいろやっております
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けれども、それ以外に、今までもずっと「魚食」というものをやっています。その関係で昨年、

大きな事業を（道の）経済部と連携して進めたところで、そのご紹介をさせていただきます。

昨年３月に、「北海道もっと食べようお魚協議会」を作りまして、これには、メディア、販売

流通、食品加工など数多くの関係者が集まり４回ほど会議を開きまして、その中でどうしたら

魚に触れていただけるかということでございました。結果、魚を見るチャンスを増やすという

ことで、「今日はお魚」をキャッチフレーズに９月から１１月にかけてテレビやスーパーの入

口といったところにのぼりを立てるとか、雑誌で特集を組んでもらうとか、そういうものを徹

底的にやりました。そういうことで、何せ関せ消費者に目を向けてもらうということに向け頑

張ってきたところです。その成果が「晩酌レシピ」という特集をくんだりして、成果品が出て

きておりますので、参考までにご紹介させていただきます。いずれにしても、水産物に関して

は、鮮度なり獲れる量なりが変動するのが激しい中で、いかに消費につなげていくか、という

ことが勝負どころでございますので、水物ではございますが、日々頑張っていきたいと思って

おります。以上です。 

 

（岸計画推進担当局長） 

 最後に、道の発言、または先ほどの報告内容の補足を含めまして、お話をお伺いしたいと思

います。最初に余湖様、お願いいたします。 

 

（余湖農園・余湖取締役） 

言い忘れたことを２点ほど。 

１つ目は、日本の有機農産物は独自に動いているので、消費者になかなか受け入れられてい

ないが、参考としてはイタリアだと思う。イタリアの有機農家戸数が３万戸、北海道の農家戸

数が４万戸なので、いかに多いかがわかる。なぜこれほど多いかというと、教育農場・ファー

ムレストラン・農家民宿が一体となっている。例えば農家民宿で一週間泊まる際に、どうせな

ら高くても有機農産物を食べたい、そこに（有機農産物を食べることに対する）ゆとり、精神

的な安定が出てくる。今後、北海道の有機農産物を増やそうとするならば、こうした一体的な

取組が必要かと思います。 

２つ目は、先ほど野菜を食べない、偏食という問題があったが、実際に私が食育活動として

幼児の味覚教育をやっていて思うのは、偏食というのは親が悪い。３歳４歳の時に「あれこれ

が嫌い」を全部認めてしまう。我々の時代はそんなことを言ったら親から「食べるな」と取り

上げられた。今はそれを認めるので偏食が生まれる。好き嫌いが認められるので、偏食をする

と人との協調ができないなど、人格形成にも欠陥が出ます。そういう意味では、家庭教育の中

で、もっと言うなら親になる前のプレママからの教育、学校時代からの教育というのが大事に

なっていくのではないかと思います。 
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（岸計画推進担当局長） 

 ありがとうございました。続きまして、川端様、お願いいたします。 

 

（フードアトラス・川端代表取締役） 

先ほど総合政策部長のお話であったように、健康寿命の延長というのは非常に興味があると

ころです。例えば、大豆の収穫量は北海道が１位ですが、近年、豆腐や納豆といった大豆製品

の他に、新たな製品・新しいメニューが出来ているのか。ヴィーガンとかベジタリアンとかい

った方にとって大豆はとても有効な食品であるのに、そういった人向けの商品というのは何が

あるのか。逆にそういう商品を開発した時に、どういう販路で売っていけば良いのか、といっ

たところが明確でなかったりして、商品開発に躊躇してしまうな、というふうに思っています。 

そしてもう１つ、先ほど余湖さんから話がありましたが、コンブなどの「旨味」というもの

に、ヨーロッパのシェフ達も大変興味を持っています。コンブの漁獲量も北海道が１位ですが、

そうした方向けにどのようなアピールをするのか、その人達がどのようなものが扱いやすいの

か、今までのコンブをそのままヨーロッパへ持って行って実際に使えるのか、もっと違うもの

を求めているのではないか、こちらからフランス料理やイタリア料理に適するようなコンブの

使い方の提案などができないか、といったようなことをちょっと歯がゆく思っています。その

辺が、今後考えていただけたらな、と思うところです。 

 

（岸計画推進担当局長） 

 ありがとうございます。玉腰先生、お願いいたします。 

 

（北海道大学大学院・玉腰教授） 

繰り返しになりますが、食べることは毎日の基本なので、「食べたら健康になる」のではなく

「食べているうちに健康になる」というか、意識せずに、食べたらやっぱり良かったね、とい

うのが一番大事なのかな、と思います。そのためには安全・安心というのがまず基本で、その

中で美味しいとか、一緒で楽しいとか、誰かとつながった、といったことが日々の糧になって

皆が楽しく元気に暮らせると思いますので、そういう面での「食のあり方」が検討できればい

いのかな、と思います。 

 

（岸計画推進担当局長） 

ありがとうございます。最後に阿部先生、お願いいたします。 

 

（酪農学園大学・阿部教授） 
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食品加工の方から申し上げます。先ほどオリパラの話があったので補足させていただくと、

もちろんご存じかと思いますが、「ＨＡＣＣＰ」の関係で、２０２０年を目途に食品加工の「Ｈ

ＡＣＣＰ対応」という形で大きく変革する可能性があります。これはまだ確定ではないですが、

先ほどＧＡＰの話があったのと同じように、ＨＡＣＣＰもかなり動いております。食品加工の

現場にいると、それ（ＨＡＣＣＰ）に対応しきれない可能性がある、そのために道の方でも対

策を練っていると伺っていますが、より一層、現場が混乱しないような形でＨＡＣＣＰの整備

を推進していただければと思いました。 

２つ目は、繰り返しになりますが、最近は道庁などで施策も充実し、６次産業化やワインな

どに取り組んでいる方が頑張っていて、成果も出ています。ですが、一方では人材の育成が追

いついていない部分がありますので、食加研・工業試・大学も含めて、根っことなるような技

術者集団をつくる必要があるというふうに思いました。それに付随して、例えば、実際に余湖

さんの所に勤める方々も含めた人材育成なんかをやっていかないと、いずれ破綻するような気

がしています。 

最後にもう１つ発展的な話をすると、高鮮度物流の話が先ほどから出ていると思うのですが、

今、高鮮度物流は分かりやすいトピックですが、その次は何かというのが非常に大切かと思い

ます。例えば気候変動で温暖化もあって（北海道で）ミカンが採れたり、マンゴーはハウスで

すが、ブリとかシイラとか、現場が対応しきれないことが多々あります。ですので、道庁とし

てなかなか難しいかもしれませんが、気候変動や人口減少等々の将来を見据えたＦＳ（フィジ

ビリティ・スタディ）みたいな事業をやっていただければ、次の段階になった時に現場が慌て

ないでできるのではないかな、と思いました。 

 

（岸計画推進担当局長） 

大変ありがとうございました。恐縮ですけれども、予定時間を過ぎておりますので、この程

度にとどめたいと考えております。貴重な御意見、ありがとうございました。最後に、総合政

策部長の窪田より、ご挨拶申し上げます。 

 

（窪田総合政策部長） 

長時間にわたり、本当に大変ありがとうございました。 

私自身も非常に興味深く聞かせていただきましたし、まだまだお聞きしたいことも沢山ある

のですけれども、時間でございますので、締めさせていただきたいと思います。 

４人の有識者の方々からお話のありました「食」に関して、言葉が適当かどうか分かりませ

んが、川上から川下まで全てのお話、品質の高い製品を作ること、食品の加工、流通、小売り、

提供、サービス、それから、民宿、民泊も含めた観光との連動、そしてモノ作りに向けて将来

を見据えたフィジビリティ・スタディ（ＦＳ）などのご示唆など、今週から第１回の定例道議
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会も始まって予算の審議が始まるわけでございますけれども、我々が今般の予算でご提案申し

上げている内容、また、将来に向けて取り組んでいかなければならないような施策についても

盛り込んでございますので、今後、議会議論も深まるものと思いますが、それぞれ、今後の総

合計画の中核をなします食の分野、また観光の分野についてもそうですけれども、それから創

生総合戦略の中で人口減少ですとか、そういったものを食い止めるための手段として、大変参

考になるお話を伺うことができたと、大変感激しているところでございます。 

有識者の皆様方におかれましては、引き続き、道政の推進にご理解、ご協力を賜ることをお

願い申し上げ、甚だ簡単ではございますけれども、私からの御礼の挨拶とさせていただきたい

と存じます。本日は、誠にありがとうございました。 

 

（岸計画推進担当局長） 

以上をもちまして、閉会いたします。ありがとうございました。 


