
 

 

 

 

基本方針１ 安定・安全・安心な農業生産体制の確立 

 

１-１ 安全で安心な農産物を生産・供給できる管理体制 

(1) 農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及啓発 

多様化・高度化している食の安全に対する消費者の信頼を確保するため、「後 

     始末より未然防止」の考え方を基本とし、食品の安全性向上の取組みによる正 

確な情報伝達の確保を重視します。 

      農業生産活動を行う上で、必要な関係法令等の内容に即して定められる点検 

     項目に沿って、各工程の正確な実施、記録、点検及び評価を行うことによる持 

続的な改善活動を推進し、有効なリスク管理手法である農業生産工程管理（GAP） 

の普及を啓発していきます。 

      ○農業生産工程管理（ＧＡＰ）の普及啓発 

 

(2) ＩＣＴ（情報通信技術）の普及推進 

     経営規模の拡大による作業効率化、労働力不足を背景に ICT（情報通信技術） 

の普及にむけた取組みが行われています。また、現在、農作業の自動化・無人化 

によるロボット農作業機の実用化に向けた研究開発も進められています。 

今後もさらに、農地の大規模化による生産の効率・省力化、大きく変動する気 

象環境への対応、高齢化対策として、GPS 活用機械等の高度情報通信基盤の活用 

を検討し、次世代型農業環境の構築による栽培管理の適正化及び収量・品質の高 

位平準化、効率的管理による低コスト生産の推進を図ります。 

また、関係機関・団体が連携し、清里農業に対応した農業機械作業体系の確立 

と早期普及を推進します。 

○地理情報システムの効率的な運用（ＧＩＳ） 

       ○ＧＰＳ活用機械の普及促進 

 

 

１-２ 消費者・実需者ニーズに応えるための品質向上 

(1) 畑作物の品質向上のための取組強化 

グローバル化に対応できる品質と生産性の向上を推進するため、輪作体系を基 

本に、栽培管理を含めた管理体制の強化、品質の格差を是正するための実効性の 

ある取組みの強化など、安全で良質な作物の供給体制を確立し、経営の安定を目 

指します。 

     ○品質向上に向けた対策の実施 
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  (2) 乳質向上のための取組強化 

     需要を踏まえた計画的な生乳生産と適切な生乳取引による酪農・乳業の発展を 

図るため、町内生産者組織により自主的に行われている乳質向上特別対策事業（低 

品質乳改善対策）を継続実施するほか、品質の向上による経営体質の安定化を図 

ります。 

○品質向上に向けた対策の実施 

 

  (3) 品質向上のための体制及び施設整備 

生産・流通システムの構築に必要な集出荷貯蔵施設など、共同利用施設の新設 

または増設について推進します。消費者・実需者ニーズの多様化・変化に即応し、 

加工・業務用需要に対応するため、新たな貯蔵・流通技術の活用を支援します。 

○集出荷貯蔵施設など共同利用機械・施設整備 

 

 

１-３ 輪作補完作物の導入の検討・推進・支援 

(1) 輪作補完作物の推進  

輪作補完作物は、主要畑作３品を補完し、土づくりや輪作体系を確立する上で 

重要な作物として作付奨励を行い推進していますが、労働力不足等の理由から、 

作付面積は横這いの状況で推移している状況です。引続き、生産地域と家族労働 

力に適した作物の栽培に対して支援します。 

○輪作補完作物導入の技術指導等の支援 

 

 

１-４ 防疫体制の強化 

(1) 植物防疫対策の強化 

     病害虫防除については、化学農薬による防除のみならず、土壌改良、地力増進、 

適正輪作といった耕種的防除や、物理的及び生物的防除を十分取り入れた総合防 

除を推進し、農作物の健全生育を進め、耐病性を高めます。 

シストセンチュウ対策として、抵抗性品種の開発増殖及びその普及促進が最も 

効果的かつ経済的な対策であることから、抵抗性優良品種の開発とその育成・普 

及促進に必要な対策を講じていきます。 

     平成 34 年度を目標に、抵抗性品種の 100％導入を目指し、種子の増産体制、早 

期導入にかかる体制整備を図ります。あわせて応急対策として、北海道ジャガイ 

モシストセンチュウ防除対策基本方針に定められている対策により、密度低下、 

増加防止対策に取組みます。 

○総合防除の推進 

     ○シストセンチュウ拡大防止対策の徹底 

○シストセンチュウ抵抗性品種種子確保対策 
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   (2) 家畜衛生対策の強化 

ワクチネイション及び害虫駆除薬剤の塗布等による予防策の徹底と強化により、 

家畜伝染病等の発生及び拡大を未然に防止します。また、畜舎内衛生対策として、 

定期的な畜舎内消毒等の実施を促します。 

町営牧場の衛生対策については、ピロプラズマ病の清浄化対策を継続して実施 

するとともに、新たな病害虫の発生予防のため、ワクチネイション等の徹底を図 

ります。 

     家畜伝染病の発生を未然に防止するため、事前対応型の防疫体制の整備、発生 

時の迅速な初動防疫に重点を置いた危機管理体制を構築するため、清里町家畜自 

衛防疫組合の強化を図り健康な家畜の生産、安全かつ安定的な畜産物の供給を推 

進します。 

○家畜伝染病予防対策の徹底と強化 

○町営牧場の清浄化対策の推進 

○清里町家畜自衛防疫組合の体制強化  

 

 

１-５ 安定生産のための基盤づくり 

(1) 生産性の高い土地改良の推進 

     近年の異常気象による冷湿害や集中豪雨等、農作物被害を軽減する効果のある 

排水対策、計画的な生産基盤整備実施を図り、営農作業及び栽培管理等の効率化 

など、生産力向上や経営の安定化を図ります。 

○国営、道営等補助事業の活用による整備 

  

 

１-６ 土づくり、農薬・肥料の適正使用による地力の維持 

(1) 土づくりによる生産性向上 

開拓以来、長期間にわたり耕作を続ける中で、過剰な施肥及び連作等により、 

土壌中の病原菌、害虫及び土壌理化学性の変化などで農産物の生育障害が起こり、 

作物の品質低下を招いています。 

環境への負荷を軽減する意味でも、作物に適した土壌環境を作っていくことが 

必要となっていることから、緑肥や堆肥導入による土づくり事業を積極的に推進 

します。 

あわせて、時代のニーズに対応した試験研究・普及指導体制による、地域の実 

情に即した農業技術の開発と普及を促進します。 

○地力増進（緑肥作物・堆肥導入等）事業の推進 

○試験研究・普及指導体制の推進 
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(2) 農薬・肥料の適正使用 

農薬・肥料などの農業資材の適正使用は、農業資材の価格が高止まりで推移し 

ている状況で、経費節減の重要な手法です。また、硝酸性窒素などによる水質汚 

染等の環境悪化を防止することにも繋がります。効率的な経営確立のため、土壌 

診断の積極的な実施を促します。各種支援策において実施した土壌診断結果に基 

づく処方箋等を作成するなどの結果の活用を推進し、肥培管理の改善に取組みま 

す。 

収量や品質を維持しながら化学肥料や化学合成農薬の使用を低減するなど、環 

境との調和に配慮した持続的農業の取組拡大を図るため、農業者と関係機関との 

連携により生産技術の向上を図ります。関係者に対する研修や資料配布により啓 

発指導を行うとともに、関係法令に基づく指導を実施します。 

    ○土壌診断等に基づく施肥改善の推進 

○各種支援策における土壌診断結果活用の推進 

 

 

 １-７ 適切な農地利用 

(1) 適切な農地利用の推進 

     清里農業における一戸当たりの平均経営面積は約 39ha となっており、圃場につ 

いても一筆あたりの面積が大きく、既に一定規模の集積が行われている状況です。 

将来にわたって農地を有効活用し、清里農業を維持・発展させるためには、さ 

    らなる農地の面的集約による農作業の効率化、経営規模の拡大や多角化を促進さ 

    せることが重要となるため、農業経営基盤強化促進法による利用集積や中間管理 

    事業の活用による優良農地の確保を推進します。 

現時点において、当町においては耕作放棄地の発生はありませんので引続き農 

業委員会による取組みを十分活用し、人・農地プラン等の施策に沿った取組みを 

実施していきます。 

あわせて、有効な農地利用として、耕種農家の輪作体系の確立（堆肥の利用） 

と酪農家の自給飼料確保（デントコーン栽培）を結びつけた耕畜連携体制の確立 

を目指します。 

    ○農業経営基盤強化促進法による農地の流動化 

    ○農地中間管理事業の活用 

○耕畜連携体制の確立  

  

 

１-８ 畑地かんがい施設 

   (1) 畑地かんがい施設の適正管理 

     国営畑地かんがい施設の共用施設と主要施設については、１市４町の共同によ 

る管理を実施しています。施設の管理運営については「清里町畑地かんがい管理 

清里町農業振興計画 



 
 

運営協議会」及び「地区管理運営組合」により管理を行っていますが、引続き、 

施設の長寿命化に向けた適正な管理運営を実施します。 

○畑地かんがい施設の適正管理 

 

 

 １-９ 農地の多面的機能の発揮  

(1) 農地の多面的機能発揮の推進  

農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、地域農業者が共同で 

行う、多面的機能を支える活動や地域資源（水路、農道等）の質的向上を図る活 

動を推進します。 

○日本型直接支払制度の活用 

 

 

１-10 鳥獣被害防止対策  

(1) 鳥獣被害防止対策の推進  

エゾシカなど鳥獣による農業被害の防止に向けて、エゾシカの個体数の削減や、 

農用地への侵入防止対策などについて関係機関が連携しながら推進します。 

鳥獣被害防止特別措置法により町が作成する被害防止計画に基づき、地域協議 

    会等が主体となって取り組む、組織的で計画的な捕獲・追払い、農用地への侵入 

防止柵の整備など総合的な鳥獣被害対策を支援し、野生鳥獣による農作物等の被 

害の軽減を図ります。 

○有害駆除員の育成 

○斜里郡３町鳥獣被害防止対策協議会との連携 
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基本方針２ 魅力ある農業経営の確立と担い手の育成 

 

２-１ 労働力の確保 

(1) 法人育成の支援及び取組強化 

農家戸数や農業労働力の減少、高齢化、農業情勢の変化に伴う所得の減少とい 

った、多くの問題や課題を抱える中、経営体質の強化を図っていくためには、従 

来の戸別経営の育成と合わせて、清里農業に適した法人経営組織の形態や育成な 

どについて検討していかなければなりません。 

     地域の中核となる複数戸による農業生産法人の育成・確保を推進するとともに、 

経営の安定・発展に向けた複合化や多角化を推進し、清里農業の体質強化を図り 

ます。農業経営の規模、生産方式、経営管理、農業従事等に関して効率的かつ安 

定的な経営指標として、周辺市町で展開している優良事例をモデルとして、清里 

農業に適した形態を模索します。 

     ○複数戸による法人化の推進  

○先進的な法人経営の研修（研修会、学習会の開催） 

 

(2) コントラクター組織立ち上げに向けての検討 

農作業の受委託を組織的に促進する上で必要な条件である農作業、農業機械利 

用の効率化等についての普及啓発を進めます。 

多様な経営体を側面的に支えるための協業・分業による、農作業を請負うファ 

ームコントラクター制度の確立を目指します。また、オペレーターの育成、受委 

託の促進、地域及び営農の実態等に応じた組織の育成を推進します。 

○コントラクター組織など経営支援組織の導入検討（研修会、学習会の開催） 

     ○農作業請負の体制づくり、労働力調整の仕組みの検討 

 

(3) 人材バンク 

農業従事者の安定的確保を図るため、他産業に比べて遅れている農業従事の態 

様等の改善に取組むこととし、休日制や高齢者、非農家等による補助労働力の活 

用システムの構築を検討します。また、オペレーターの育成、受委託の促進、地 

域及び営農の実態等に応じた組織の育成を推進し、農業労働力の人材確保と効率 

的派遣を目的とした組織の設立を検討します。 

○畑作ヘルパーの育成・普及 

○農作業人材バンクの設立検討（清里農業に適するモデル事例の導入検討） 
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２-２ 担い手の育成及び確保 

(1) 後継者の育成 

     清里町における後継者就農は、過去５年間で６人程度とほぼ横ばいの状況とな 

っています。清里農業を維持・拡大していくためには、将来にわたって地域農業 

の担い手を安定的かつ計画的に確保していく必要があります。 

次世代の清里農業を担う意欲と能力のある青年農業者等を育成・確保するため 

に、農業関係機関で連携を図り担い手対策を実施します。若い農業経営者に対し 

て研修の実施、参加に対する支援を行い、経営能力に優れた人材、主体性を持っ 

て自らの地域の将来方向について行動できる人材を育成します。 

     また、農業改普及センターとの連携により指導農業士・農業士会などの自主的 

な活動に対して支援を行い、優れた能力と実践力を備えた人材の育成を図ります。 

あわせて、農業後継者の配偶者対策についても重要な課題となりますので、農 

    業委員会と連携して継続的な取組みを実施します。 

○農業後継者組織等による自主的な活動の支援 

     ○農業塾の活動推進  

○指導農業士・農業士会に対する支援  

○農業後継者の配偶者対策  

    

(2) 女性の参画と能力発揮 

     女性が持つ個性や能力を農業経営や地域活動で積極的に活かしていくことは、 

農業経営の発展や農村地域の活性化を図る上で重要となります。 

男女平等参画での意識啓発や各種研修会の開催など、女性農業者が経営や社会 

活動に参画しやすい環境づくりを推進します。 

農業経営改善計画の共同申請や、各種会議、話合いの場に女性の参加を呼びか 

ける等、女性農業者の積極的な地域農業への参加・協力を促進します。 

○農業関係組織等における女性登用の促進 

     ○農村女性グループ等による自主的な活動の推進及び支援 

    

(3) 新規就農対策 

     清里町における新規就農者は、ほぼ皆無の状況となっています。新たに農業経 

営を営もうとする青年等を育成・確保していくためには、就農相談から就農、経 

営定着の段階まできめ細やかに支援していくことが重要となります。新規就農者 

に対して、関係機関が連携して地域の中心的な経営体へと育成し、将来的に認定 

農業者へと誘導していきます。 

     新規就農者の受入拡大や定着を図るため、地域における農業研修生の受入体制 

づくりと、受入指導農家の資質向上への取組みに対する支援及び新規就農者等へ 

の広域的な指導体制を強化する取組みを支援します。 

○新規就農受入体制の確立 
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(4) 熟年営農（営農の継続推進） 

農業者の高齢化と農村の過疎化が進む一方、元気な高齢者が増えています。熟 

年営農は農家戸数維持のための一つの営農形態として期待します。技能や豊富な 

知識、経験など農業者 OB の有するノウハウを農業生産や地域活動に活かせるよ 

う、熟年営農や地域における高齢者の社会参画を促進します。 

     ○高齢者による営農形態の検討 

 

 

２-３ 効率的な経営確立のための経営体の育成 

(1) 複合経営による経営安定化の推進 

清里町の肉用牛経営は、牛の改良促進や飼養管理技術の向上により、導入農家 

に経営の安定をもたらしてきました。 

しかしながら、肉用牛の価格は、配合飼料価格の高騰とあわせ輸入関税の引下 

げ等の影響を受け、厳しい状況にあります。 

今後、より一層の経営安定を目指す耕種農家対策として、肉用牛複合経営農家 

の経営の安定を図るとともに、導入にともなう堆肥の土壌還元による地力の維持 

・増強及び生産コストの低減についても推進します。 

     ○肉用牛導入・改良のための各種事業の推進 

     ○肉用牛導入・改良支援 

 

   (2) 経営支援・指導の充実 

     農地面積の集約により経営規模の拡大が進んでいる状況の中で、経営の効率化 

安定化を図るために経営の自己点検の推進を図るとともに、関係機関による経営 

指導の充実を図ります。 

○経営指標等による自己点検の推進 

 

(3) 農作業事故防止（農作業安全確認運動の取組み）  

農業経営の安定化の障害となる農作業事故を防止するため、地域ぐるみで認識 

    を高めるとともに、農作業安全の研修会や啓発指導、情報提供を行うことにより 

経営リスクの低減を図り、経営の安定化を図ります。 

○農作業時における安全管理の啓発 

 

(4) リスクマネジメント体制の充実  

 農業経営者とその家族の高齢化が進んでおり、様々なリスクが高まっています。 

地域の互助などの充実をより一層図るとともに、清里町全体の枠組みの中でリ

スク低減を図る体制充実を検討します。 

○リスクマネジメント体制充実の検討 
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 ２-４ 地域農産物の活用  

   (1) 地域農産物の活用、推進  

高品質である清里産農産物の加工品の直接販売は、消費者からの声を直接聞く 

ことができ、品質の高さを生産者自身が再認識できるよい機会にもなります。 

地域農産物の活用を通じて、さらなる生産意欲の向上や地域振興、地域活性化 

へと繋がることから、付加価値を高めた新商品の開発、地域ブランドづくり活動 

に対し支援します。 

また、地域の基幹産業である農業と食品製造業や流通業・観光などの関連産業 

    が結び付き、地域の特色ある資源を活用した農商工連携による農業の６次産業化 

の取組みを支援します。 

○産地ブランド化の支援 

○農産物加工品等の開発支援 

     ○６次産業化の取組みに対する支援及び事業化の推進 
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基本方針３ 環境や景観と調和した農業農村づくり 

 

３-１ 環境への負荷低減による循環型社会の形成 

(1) 家畜飼養環境対策 

家畜排せつ物処理施設については、堆肥舎の適正使用、管理の徹底を促し、環 

境保全を図るため、家畜飼養環境の点検による改善指導を実施します。 

○家畜飼養環境の点検による改善指導の実施 

 

   (2) リサイクルの推進 

農薬等の空き容器やビニール類等の廃プラスチックのリサイクルを推進するこ 

ととし、回収率を高めるための方策として啓蒙活動等を推進します。 

また、住宅周辺での放置が見受けられる、農業機械・器具といった未使用品に 

ついても、リサイクルを推進します。 

○リサイクルの促進 

 

   (3) でん粉工場廃液処理対策 

でん粉廃液の処理対策は、深層曝気処理施設の導入により一定の効果が出てい 

ます。今後、更なる効果的な運用のためには、各農家による廃液散布後の速やか 

なすき込み等、適切な処理が必要となります。 

農地還元など、地域全体として循環型農業の確立を図ります。 

○でん粉廃液の適切処理の継続と有効活用の推進 

 

 

 ３-２ 農業・農村の多面的機能を発揮する環境整備と景観づくり 

   (1) 農村景観の保全のための活動の推進 

     高齢化や人口減少の進展により集落機能が低下しつつある農村の地域コミュニ 

ティの活性化を図るため、地域で受け継がれてきた豊かな資源を活用し地域の共 

同活動を支援することが重要です。 

農業農村の持つ多面的機能の発揮に対しては、日本型直接支払制度が創設され 

たことから地域資源の基礎的保全活動や集落コミュニティの管理を共同で取組む 

ことにより、将来にわたって自然環境の保全、良好な景観の形成などの多面的機 

能が十分に発揮されるよう推進します。 

また、耕地防風林については、当町における景観形成の特徴となっていますが、 

近年においては、日影や、農機具大型化による営農上の問題が顕著化しているこ 

とから、保存と管理を両立させた取組みを検討していきます。 

○組織的な景観形成活動の推進及び支援 

     ○集団的な圃場周辺美化運動の推進 

○日本型直接支払制度の活用 
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   (2) 食育を通じた地域活性化の推進  

世界的な日本食の広がりが認められ、平成 25 年 12 月ユネスコ無形文化遺産に 

登録されたことにより和食に対する関心がより一層高まっています。 

食育に関係する機関・団体を活用し、食育の取組みを、身近な食材や生産現場 

    や食文化などに触れながら行い、清里農業の生産者の思いを広めることで、「地産 

    地消」を推進し、地域農業および関連事業の振興による地域の活性化を促進しま 

す。 

○食育活動の推進 

清里町農業振興計画 


