
芽室町農業振興計画 2021 【概要版】   

                   ～ みんなで創り 未来へつなぐ 地域の誇り『農業王国めむろ』 ～ 

 

            

 

 

 

１ 策定の趣旨 

 

   本町の基幹産業である農業を取り巻く環境は、ＴＰＰ１１等の国際経済連携協定発効の影響、担い手

や雇用就農者の減少が顕著なほか、重要病害虫・家畜伝染病や有害鳥獣による農作物被害の課題など、

多様な外的要因への対応が求められる厳しい状況が続いています。 

 

農業政策面では、国は令和元年度に新たな食料・農業・農村基本計画を策定し、力強く持続可能な農

業構造の実現や都市農村交流、多様な人材の都市から農村への移住・定住等の促進のほか、従来の規模

拡大への施策に加え、新たに中小農業者への施策を打ち出して、幅広い担い手対策の実施が行われる見

込みです。 

 

このような状況のなか、本町においても国や北海道の方針に沿った中で農業を取り巻く環境の変化へ

の対応は必須であり、芽室町総合計画に掲げる農業施策を推進するための取り組みについて、本町農業

の課題と強みを深く掘り下げて検討し、芽室らしさを打ち出した計画を策定することで、「農業王国め

むろ」が有する国内有数の食料基地としてのポテンシャルを存分に発揮できるよう取り組みを進めてい

く必要があります。 

 

これらを踏まえ、農業者、関係機関・団体、消費者、行政が対話を重ねた信頼の醸成の基、チーム芽

室として互いに連携し、農業の現場で一層効果が高まる計画を策定したものです。 

 

２ 計画の性格 

 

   芽室町農業振興計画は、芽室町が農業分野で目指すべき基本方針とその実現に向けた政策を実現する

ための目標と施策を示すものです。 

 

また同時に、国や北海道が示す指針を踏まえつつ、「第５期芽室町総合計画」を上位の計画として位

置づけ、町の農業や食育に関する基本構想や個別計画、国及び北海道の農業関係計画のほか、「芽室町

都市計画マスタープラン」やＪＡめむろの「第８次芽室町農業振興５カ年計画」等関連計画との調整、

整合を図るものです。 

  

計画期間：令和３ (2021)年度～令和１０(2028)年度 

Ⅰ 農業振興計画の策定について 

1



【町総合計画と本計画及びその他関連計画の相関図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 計画期間 

 

   計画期間は、初年度の令和３（２０２１）年度から目標年度の令和１０（２０２８）年度までの８年

間としていますが、農業を取り巻く国際化の流れや技術革新等の社会情勢の変化に対応するため、中間

年である４年後の令和６（２０２４）年度を目処に計画内容を精査し、必要に応じて見直しを実施しま

す。 

 

４ 策定の体制 

 

   本計画の策定にあたって設置した農業者や有識者、関係団体、公募町民など４６名が参画した芽室町

農業振興計画策定検討会議を設置しました。 

 

そのなかで、町が計画原案をつくる際や素案化する際の「専門的知見」や「町民意見」の反映の一環

として、提示された施策案等に対する検討や助言を行っていただくなど、幅広い議論が行われ、本計画

策定に反映されています。 

 

５ 計画の進行管理 

 

   本計画を推進するために取り組む施策については、毎年度、芽室町農業再生協議会により、進捗状況

の把握及び必要とされる検討と調整を図り、より効率的に効果を発揮するものとします。 

  

第５期芽室町総合計画 

【国】 

食料・農業・農村基本法 

 ☞食料・農業・農村基本計画 

【北海道】 

北海道農業・農村振興条例 

 ☞北海道農業・農村振興推進計画 

【芽室町関連計画】 

芽室町都市計画マスタープラン 

芽室町地域新エネルギービジョン 

第３次芽室町食育基本計画 

芽室町森林整備計画 

芽室町緑の基本計画 

【ＪＡめむろ】 

第８次芽室町農業振興５カ年計画 

芽室町 
農業振興計画

2021 

【芽室町農業個別計画】 

芽室町農業振興地域整備計画 

芽室町農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想 

芽室町鳥獣被害防止計画 

芽室町における酪農基盤整備構想 

芽室町酪農・肉用牛生産近代化計画 

芽室町哺育育成施設整備基本計画 
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本町は、十勝平野のほぼ中央に位置し、恵まれた土地条件と気象条件と先人のたゆまぬ努力によって、

高品質な農畜産物を供給する日本有数の食料生産基地となっています。 

 

近年は、主に畑作４品と加工用スイートコーンを主要作物とする大規模畑作専業経営と酪農専業経営が

展開されています。 

 

また、根菜類や野菜の導入により積極的に農業所得の増加を図ることで、本町の基幹産業である農業の

関連産業を含めて地域経済の循環とその発展に大きく寄与しています。 

 

 

 

１ 計画の施策体系 

 

   本計画は、サブタイトルとなっている本町農業の目指す将来像を「みんなで創り 未来へつなぐ 地域の

誇り『農業王国めむろ』」と定め、本町農業の実情を踏まえ、その特徴と強みを活かした農業振興策を推進す

るため、国内有数の産地がひしめく十勝の中にあっても地域の誇りとなる農業の将来像を描き、その実現に

向けた施策と連動して展開する事業を体系として定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ⅲ 計画の施策体系と指標 

Ⅱ 芽室町農業の現状 

みんなで創り 未来へつなぐ 地域の誇り『農業王国めむろ』 

「みんなで創り」 

 農業生産者や関係機関に

加え、各種事業でつながりを

持ったことによる町内外の

農業応援団に、基幹産業であ

る農業の素晴らしさや課題

に関わっていただきます。 

これにより、チーム芽室と

して、みんなが一丸となって

進化を続ける「農業王国めむ

ろ」を創りあげていきます。 

「未来へつなぐ」 

 本計画の取組は、担い手や

雇用労働者の確保、農地基盤

整備や機械化、スマート農業

の推進、環境保全型農業推進

や農村部高速通信網整備な

ど多岐にわたります。 

これらの取組を確実に推

進することで、先進的かつ持

続的な農業生産・経営を展開

し、未来に向けて「農業王国

めむろ」をつないでいきま

す。 

「地域の誇り」 

 みんなで創りあげ、未来

へつないでいく「農業王国

めむろ」の農業者は、子ど

も達の憧れの職業、町内外

の本町農業の応援団にとっ

ては、豊かな大地で安心・

安全な農畜産物を安定供給

する食糧庫となります。そ

んな「農業王国めむろ」

は、地域の皆が誇ることが

できる町となります 
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２ 目標とする指標 

 

計画策定に向けた議論の中で抽出した本町農業の課題を解決し、本計画を達成するために次の指標を設定

します。 

 

項 目 基準値 
中間年度 
（R６年度末） 

目標年度 
（R10年度末） 

農家戸数（戸） ５８９ ５５７ ５４０ 

新規就農者数（人） ８ １５ １５ 

経営耕地面積（ha） ２０，４０６ ２０，４０６ ２０，４０６ 

担い手への農地集積率（％） ９５．３５ ９５．３５ ９５．３５ 

農業生産額（百万円） ２９，４０４ ３０，６８５ ３１，４００ 

北海道指導農業士及び北海道農業士の人数（人） ３１ ３２ ３５ 

食農事業参加人数（人）    ※ 計画期間累計 ８０ ９６３ １，８２４ 

有害鳥獣被害額（千円） ７１，５８５ ６０，８４７ ５０，１０９ 

国営土地改良事業による再整備稼働数（地区） １ ２ ２ 

道営土地改良事業による農地基盤整備稼働数（地区） ４ ３ ３ 

乳用牛飼養頭数（頭） ６，６９５ ７，０５８ ７，０５８ 

肉用牛飼養頭数（頭） １７，３３６ １８，２００ １８，５００ 

  

み
ん
な
で
創
り 

未
来
へ
つ
な
ぐ 

 
 

 
 

地
域
の
誇
り
『
農
業
王
国
め
む
ろ
』 

基本方向 施  策 

1 農業生産基盤整備の促進 (1)土づくりの支援 

(2)農地・土地改良施設等の整備 

2 経営力強化への支援 (1)農業経営の支援 

3 農業被害の防止と農村環境の保全 

(2)農作物有害鳥獣対策の強化 

(1)農村環境の保全 

4 多様な担い手の育成と確保 

(2)多様な担い手確保対策 

(1)配偶者対策 

(3)労働力確保対策 

(4)農地の移動・集積 

5 農業の応援団づくりと６次産業化の
推進 

(2)６次産業化の推進 

(1)食育・食農及び地産地消の推進 

6 生産振興と加工事業への支援 (1)ＪＡとの連携および取組への支援 

4



 

 

« 基本方向１ 農業生産基盤整備の促進 » 

   施策１ 土づくりの支援 

  課題(1) 堆肥センターの老朽化、散布体制の確立 

          取組① 既存施設の整備 

         取組② 作業受委託体制の確立 

         取組③ マッチングシステムの構築 

 

  課題(2) 適正な輪作体系の維持 

        取組① 国・町の補助事業活用 

         取組② 専門機関の営農指導 

        取組③ てん菜の作付支援制度の拡充・新設 

 

 

 施策２ 農地・土地改良施設等の整備 

  課題(1) 土地改良施設・農業用水施設の老朽化   

   取組① 土地改良施設の保全・整備 

          取組② 農業用水施設の保全・整備 

          取組③ 多面的機能の発揮を目的とした地域協同活動の支援 

 

     課題(2) 農地の継続的な基盤整備 

          取組① 農地の基盤整備推進 

          取組② 畑地かんがい施設整備の推進 

 

 

« 基本方向２ 経営力強化への支援 » 

   施策１ 農業経営の支援 

     課題(1) 生産性向上や省力化を促進する機械等の導入に係る負担の軽減 

          取組① 国等の補助事業の活用、利子補給等の実施 

          取組② ＩＣＴ技術等の導入による労働力不足の軽減 

 

     課題(2) 変化する国際情勢への対応 

          取組① ブランド力の強化 

          取組② 高収益作物の導入支援 

 

  

Ⅳ 施策の基本方向と事業展開 
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     課題(3) 経営支援体制の強化 

          取組① 町独自の経営支援体制の検討 

          取組② 農業者の経営技術研修制度の確立 

          取組③ 家畜ふん尿処理施設整備に対する支援 

    取組④ 哺育育成施設による酪農家に対する支援 

          取組⑤ 町営牧場による酪農家に対する支援 

 

 

« 基本方向３ 農業被害の防止と農村環境の保全 » 

   施策１ 農村環境の保全 

     課題(1) 耕地防風林の伐採に伴う農作物の風害、農村景観の変化 

          取組① 耕地防風林の保育・造成 

          取組② 幹線防風林整備計画の策定 

 

     課題(2) 土地改良施設維持の担い手である環境保全組合の減少 

          取組① 活動を支える交付金を活用した継続的な支援 

          取組② 合併、広域化の検討 

 

 

   施策２ 農作物有害鳥獣対策の強化 

     課題(1) アライグマの生息数拡大 

          取組① 防除従事者の育成 

          取組② 駆除費用の支援 

          取組③ 猟友会の協力 

 

     課題(2) エゾシカによる農作物被害 

          取組① 電気柵設置の推進 

          取組② 侵入防止柵設置の検討 

          取組③ 新たな駆除方法の検討 

 

  課題(3) ハンターの担い手不足 

          取組① 狩猟免許費用の支援 

          取組② 省力化の推進 

          取組③ 狩猟の魅力発信 
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« 基本方向４ 多様な担い手の育成と確保 » 

   施策１ 配偶者対策 

     課題(1) 男性・女性農業後継者の配偶者確保対策 

          取組① 青年世代が参加しやすい新たな事業の実施 

          取組② 経営者も交えた研修会の実施 

          取組③ 専任相談員の設置 

 

 施策２ 多様な担い手確保対策 

     課題(1) 町・農業委員会・ＪＡの連携強化 

          取組① 担い手不足を見越した連携の強化 

 

     課題(2) 農業研修体制の充実と受入農家の育成 

          取組① 芽室町独自の農業研修制度の構築 

          取組② 指導農業士・農業士との連携強化と受入農家の育成 

          取組③ 関連企業の取り込み 

 

     課題(3) 新規就農者への支援（農外参入者） 

          取組① 新規就農支援の検討 

          取組② 農業後継者のいない農業者と居抜きによる就農希望者のマッチング 

 

     課題(4) 新規就農者への支援（農家子弟） 

          取組① 国内外の様々な情勢に対応した研修の実施 

          取組② 多種多様な研修の受け入れ 

 

     課題(5) 多様な農業後継者の確保 

          取組① 多様な人材の受け入れに対応した農業実習の実施 

 

 

   施策３ 労働力確保対策 

     課題(1) 関連機関や他市町村と連携した労働力確保体制の構築・マッチング 

          取組① 民間企業等と連携した労働力確保体制の構築 

          取組② 外国人労働者の確保 

 

     課題(2) 農福連携の推進 

          取組① 関係機関と連携した農福連携の実施 

          取組② 農福連携の理解促進 
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   施策４ 農地の移動・集積 

     課題(1) 遊休農地が発生しないための農地の移動と集積 

          取組① 計画的な農地の移動 

          取組② 農地パトロールの強化 

 

  課題(2) 新規就農者の農地確保 

          取組① 新規就農者の農地取得 

 

 

« 基本方向５ 農業の応援団づくりと６次産業化の推進 » 

   施策１ 食育・食農及び地産地消推進 

     課題(1) 食育・食農推進活動の活性化 

          取組① 食育・食農事業の推進 

          取組② 情報の外部発信の強化 

          取組③ 観光等の他分野と連携した企画力の向上と内容の充実 

 

     課題(2) 食農教育の指導者不足 

          取組① 指導者の連携強化 

          取組② 町内各種団体の食農教育事業参加への強化 

 

     課題(3) 町民の地場産農畜産物消費促進 

          取組① 地産地消アンケート調査の再検討 

          取組② 町民の地場農畜産物への理解促進 

 

 

   施策２ ６次産業化の推進 

     課題(1) 町としての６次化支援策の方向性の決定 

          取組① 町内６次化への実態調査 

          取組② ６次産業化市町村戦略の策定 

          取組③ 町内加工施設設置の検討 

          取組④ ６次化専門知識の強化 

 

 

 

« 基本方向６ 生産振興と加工事業への支援 » 

   施策１ ＪＡとの連携および取組への支援 

        ＪＡめむろが樹立して遂行する第８次芽室町農業振興５カ年計画の取り組みに対して、 

緊密に連携し、必要に応じて支援を行う。 
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