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１ 北海道畑作農業をめぐる社会経済情勢
○ 世界の社会経済情勢は、食料需要の増加と不安定な農産物生産による食料ひっ迫の不安がある

一方で、持続可能な開発目標（SDGｓ）の取組の広がりもみられる。

○ 国内では人口減少や食市場の変化、カーボンニュートラルの推進などがみられ、最近では新型コロナ

ウイルス感染症の拡大により人々の生命や生活のほか、農産物の需要動向にも変化。

【世界情勢】

【国内、道内情勢】

○ 食料需要の増加と不安定な農産物生産

世界の食料需給は、人口の増加や開発途上国の経済発展による需要増加等により

今後更にひっ迫する可能性。

○ ＳＤＧｓの取組の広がり

国連サミットにおけるSDGｓの採択以降、持続可能な開発目標に即した取組が着実

に拡大。特に気候変動の影響を緩和する取組に関する意識が高まっている。

○ 人口減少や高齢化、過疎化の進行

人口減少や高齢化により国内の食市場が縮小する中、社会構造やライフスタイルの変化に伴い、

消費者ニーズは多様化し、食の外部化が一層進展。

また、農村地域においては過疎化が進行し、農業人口が減少、労働力不足が深刻化。

○ カーボンニュートラルの推進

政府は、脱炭素社会を目指すため2050年までに温室効果ガス排出量を全体としてゼロを目指すと表明。

また、農林水産省は持続可能な食料システム構築のため「みどりの食料システム戦略」を策定。

○ 新型コロナウイルス感染症の拡大

新型コロナウイルス感染症は、人々の生命のみならず、生活様式や経済活動など様々な影響を及ぼし、

農産物の需要動向にも波及。
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２ 北海道畑作農業の位置づけ（強み）

○ 北海道の畑作農業は高い食料自給率により国民へ食料を安定的に供給しているほか、幅広い関連

産業と結びつき、地域の経済を支える基幹産業として重要な役割を果たしている。また、国土の保全や

美しい景観の形成などの多面的機能を発揮している。

【高い食料自給率】 【地域を支える基幹産業】 【多面的機能の発揮】

○ 北海道の食料自給率（カ

ロリーベース）は平成30年

（2018年）で196％。

○ 主要作物の小麦、豆類、

てん菜、馬鈴しょの生産はい

ずれも全国一。

○ オホーツク、十勝地域を中心

に、生産資材や農業機械、畑作物

を原料とする砂糖、でん粉等をはじ

めとした食品加工、運輸、流通・販

売、観光など、広範な関連産業の

活動を誘発

○ 適切な管理による畑地の維

持、洪水の防止や大気の浄化、

麦秋期のパッチワーク風景など

美しい景観の形成、都市住民等

の休養や余暇活動の場、農作

業体験を通じた教育の場などと

して、重要な役割を発揮。
農業が地域の雇用・経済に果たす役割

（畑作地帯A町の例）
主要畑作物の生産量と全国シェア

（令和元年（2019年））

67.8万ｔ
（12.1万ha）

小麦
65.4％

小豆
93.2％

5.5万ｔ
（2.1万ha）

いんげん
94.8％

1.3万ｔ
（0.6万ha）

189.0万ｔ
（5.0万ha）

馬鈴しょ
(春植え)
80.2％

大豆
40.6％

8.8万ｔ
（3.9万ha）

てん菜
100％

398.6万ｔ
（5.7万ha）

２

十勝地域の畑風景



３ 北海道畑作農業の現状①
○ 【面積】畑作４品の作付面積合計は令和元年で24.2万ha。作付構成は、依然として小麦の割合
が大きいが、近年は豆類、特に大豆の作付けが伸びている。
○ 【経営体・規模】畑作経営体は令和２年（2020年）までの15年間で35％減少する一方、一経
営体あたり平均経営耕地面積は1.4倍に増加。なお、50ha以上まで規模拡大すると輪作体系に歪
みが生じる傾向。

３

○ 畑における主要４品目の作付動向（H17とR1の比較）

H17 R1 R1/H17

小麦 89,200 90,300 101%

豆類 42,000 46,190 110%

うち大豆 10,000 20,700 207%

うち小豆 22,200 19,400 87%

うちいんげん 9,800 6,090 62%

てん菜 67,500 56,700 84%

馬鈴しょ 55,700 49,600 89%

計 254,400 242,790 ー
出典：農林水産省「作物統計」
注：てん菜、馬鈴しょは田での作付けを含む。

【作付面積】 【経営体・規模】
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○ 畑作経営体と一経営体あたり経営面積

（ha）（経営体）

出典：畑作経営体～農林水産省「農林
業センサス」販売金額１位が「麦
類」「雑穀・いも類・豆類」「工芸
農作物」
である経営体・農家の合計
１戸当たり経営面積～農林水産
省「農業経営統計調査」 ※H17
は販売農家、H22以降は個別経
営体

（単位：ha）

麦類

43,200 

17%

豆類

27,274 

11%

てん菜

25,100 

10%ばれいしょ

22,600 

9%

野菜

9,767 

4%

飼料作

物

87,123 

34%

その他

38,836 

15%

H29
畑面積（十勝）

253,900ha
（100％）

麦類

29,980 

18%
豆類

2,300 

2%

てん菜

23,500 

14%

ばれいしょ

16,700 

10%

野菜

10,352 

6%

飼料作

物

54,724 

33%

その他

27,144 

17%

H29
畑面積（オホ）

164,700ha
（100％）

参考資料：十勝総合振興
局「十勝の農業」、オホー
ツク総合振興局「オホー
ツクの農業」
注：野菜については主要
品目の合計。その他につ
いては、畑面積と各品目
の作付面積との差額

○ 主要畑作地域の状況（畑の内訳）

資料：オホーツク農業協同組合連合会
「第２次オホーツク農業振興方策」

・50haを超えると、輪作体系の歪みが増し、秋小麦の連作や根菜類の交互作が目立つ。

○ 代表的な輪作パターンの「見える化」 ～大規模畑作経営～



３ 北海道畑作農業の現状②
○ 【経営】畑作農家の農業粗収益・農業所得は豊凶により変動があるものの、所得は安定。10a当た
り粗収益はてん菜が最も高い。
○ 【労働時間】各品目の10a当たり労働時間はてん菜、馬鈴しょのいわゆる「根物」で長い傾向。また、
月別では植付・移植期の３～５月、収穫期の９月で長い。また、てん菜は直播の推進により春先の
労働時間が大幅に減少。
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注：R１より調査方法が変更（個別経営→個人経営体など）されたため、それ以前の数値との連続性はない。

（千円） （％）

○ 各品目の10a当たり労働時間

（時間）

４

【経営】 【労働時間】
○ 農業粗収益・農業所得

○ てん菜の移植と直播栽培の作業時間の違い（春）

○ 畑作４品の投下労働時間（月別）

（時間）

出典：北海道農業生産技術体系（第5版）

（千円）

○ 各品目の10a当たり農業粗収益の内訳
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移植(A) 9.4 31.6 20.8 13.9
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○ 【モノ】高い生産

性と持続的生産体

系への転換により、

需給に柔軟に対応

○ 【人】個別経営

体とサポート体制

の強化による人材

づくり

○ 【地域】地域の

条件や特色を活か

した「多様な輪作体

系」を確立

４ 北海道畑作農業の将来方向（基本的考え方）
○ 農業従事者の減少や高齢化が進行する中、国内外の食市場の変化や、新型コロナウイルス感染症

の拡大等による需要の変化に適切に対応し、持続的な生産活動に取り組んでいく必要。

○ 北海道畑作農業の持続的発展と活力ある地域の確立に向けて、「需要に応じた食料の安定供給」

と「環境に配慮した持続的生産の推進」の２つを基本とした取組に更にチャレンジすることで、多様な輪

作体系を確立し、農業者が夢と希望を持って取り組める畑作農業を推進。

【北海道畑作農業の将来方向】

「DX」の視点（工業的アプローチ）

・地力維持等を考慮した輪作体系の構築

・たい肥、緑肥等の有機物の施用による土づくり推進

・動力燃料の使用量削減

・気候変動にも対応可能な作物体が持つポテンシャルを最大

限発揮 など

・需要動向を踏まえた安定的な生産の推進

・スマート農業を取り入れた生産性向上

・一層の省力化、品質向上を図る新品種の開発・普及、新規

作物や新たな生産技術の導入

・生産と実需の連携強化 など

２ 環境に配慮した持続的生産の推進

農
業
者
が
夢
と
希
望
を
持
っ
て
取
り
組
め
る

北
海
道
畑
作
農
業
を
推
進

１ 需要に応じた食料の安定供給

「グリーン化」の視点（生態学的アプローチ） ５



【参考】

６

○ 大豆の生産拡大

○ 小豆の複数年契約栽培の推進

○ 加工用馬鈴しょの生産拡大

○ 種馬鈴しょ作付面積の維持・拡大

○ 子実用とうもろこし等労働生産性の高い作物や

新たな輪作作物の導入

１ 需要に応じた生産に向けて重点的に取り組む事項



【参考】

２ 「多様な輪作」について（イメージ）

小麦

馬鈴しょ（生食）

てん菜（移植）

豆類

※従来の輪作体系を維持しつ
つ、スマート技術を取り入れ、環
境にも配慮し、畑の持つ力を最大
限活かす生産活動

７

（例４）良好な土づくりを意識した生産活動の改善

小麦

馬鈴しょ（生食）

てん菜（直播）

豆類

春小麦の導入拡大
可変施肥による投入
量減

病害抵抗性品種導入によ
る農薬減

※ほ場のビッグデータにて土壌の状態を把握、肥料
投入量等を一元的に管理

小麦

馬鈴しょ

てん菜

豆類

※豆類を取り入れ、
輪作年限を延長

（例１）新たな輪作作物の導入

小麦

馬鈴しょ

てん菜

（例２）新たな省力作物の導入

小麦

馬鈴しょ

てん菜

※省力作物を取
り入れ、持続的
生産へシフト

小麦

馬鈴しょ

てん菜

緑肥・子実用とうもろこし

（例３）現作物を基本に生産効率を高める

小麦

馬鈴しょ（生食）

てん菜（移植）

豆類

※経営規模拡大
に対応するため、
生産を効率化

小麦

馬鈴しょ（加工用）

てん菜（直播）

豆類

※効率的・高性能収穫機、倉庫前集中選別への転換

機械化収穫に適した新品
種導入による収穫効率化

病害抵抗性品種の導入



５ 作物別動向と振興策 （①小麦）
○ 基本技術の励行とともに、スマート農業など先進的な農業技術の導入による安定生産・安定供給及

び実需との連携による道産小麦の付加価値向上に取り組む必要。

○ また、秋小麦の連作を回避し、適正な輪作体系を確立するため、秋小麦の前作作物の確保に取り組

む必要。

○ 引き続き、輸入小麦から道産小麦への利用転換に取り組む必要。

【需要】

○省力作物として約12万ha

（田３万ha、畑９万ha）で推移

しており、今後も同様の見通

し。

○春小麦の単収が低く、ま

た、オホーツク、十勝以外の

単収が低い。

○近年、豊凶のブレが大き

い。

【生産】

【これまでの取組】 【今後の具体的取組】

○コロナ禍の影響は避けられ

ないが、秋小麦、春小麦とも

に、長期的に需要は安定（実

需ニーズあり）。平成３０年の

自給率は12％。

○安定生産に向けた基本技術の励行

○「北見95号」など新品種の育成

○可変施肥の導入など、スマート農業

技術の導入促進

○水田における小麦の生産性向上

○緑肥の導入促進

○道産小麦の利用転換（麦チェン）の

推進

→道産小麦が幅広い用途で使用

○安定生産に向けた基本技術の励行

と新品種の普及推進

○ドローンやAI等を活用した精緻で省

力的な生育・病害虫管理技術の導入

促進

○水田における小麦の生産性向上に

向けた取組の促進

○秋小麦の前作作物確保に向けた地

域の取組の促進

○道産小麦の利用転換の推進

○産地と実需が連携した安定供給体

制の確立

８
可変施肥技術の活用麦チェン率の推移「北見95号」



５ 作物別動向と振興策 （②－１大豆）
○ 基本技術の励行とともに、スマート農業など先進的な農業技術の導入、輪作作物や水田転作作物
としての生産拡大など、高品質大豆の安定生産・安定供給に取り組む必要。
○ また、外国産大豆や国内の他産地から道産大豆への利用転換に向けた更なる競争力強化のため、
新品種の開発・普及に取り組む必要。

【需要】

○作付面積は約４万ha（田２

万ha、畑２万ha）で安定して推

移、オホーツクで作付けが増

加。

○都府県に比べ単収は高い

が、豊凶のブレが大きい。

【生産】

【これまでの取組】 【今後の具体的取組】

○国産品と輸入品が一定程

度棲み分けされており、長期

的に需要は安定。

○府県産の生産量が減少す
ると道産大豆の引き合いが強
まる傾向。

○「とよまどか」など新品種の育成

○優良な大豆種子の生産・供給の推

進

○狭畦・密植栽培などの省力栽培技術

や機械等の導入

○水田における大豆の生産性向上

→豆腐・納豆向けの実需からの品質評

価は高まっているが、更なる競争力の

強化が求められている。

○新品種の育成と普及推進、優良な

大豆種子の安定供給の確保

○安定生産に向けた基本技術の励行

○作付拡大地域における省力化機械

等の導入促進

○GPSやAI、ドローン等を活用した精

緻で省力的な生育・病害虫管理の導

入促進

○水田における大豆の生産性向上に

向けた取組の促進

９
標準畦幅（66cm） 狭畦栽培(30㎝）「とよまどか」



５ 作物別動向と振興策 （②－２小豆・いんげん）
○ 消費喚起や輸入からの置き換えの推進などにより、道産小豆・いんげんの需要回復を進める必要。

特に、複数年契約栽培の推進に向けた取組を重点的に進める必要。

○ また、基本技術の励行とともに、新品種や新たな省力栽培技術の開発・普及など、高品質小豆・

いんげんの安定生産・安定供給に取り組む必要。

【需要】

○小豆の作付面積は、近年

増加傾向で、オホーツクで作

付けが増加しているが、豊凶

のブレが大きい。

○いんげんの作付面積は、近

年は横ばいで推移している

が、豊凶のブレが大きく、品質

管理に苦労。

【生産】

【これまでの取組】 【今後の具体的取組】

○国際的な穀物需要から海

外の小豆の作付意欲が減退

傾向にある中、品質の良さか

ら国産回帰の動き。

○小豆「十育170号」やいんげん「秋晴

れ」など新品種の育成

○省力化栽培技術、機械等の導入

○契約栽培の推進

○消費喚起や輸入からの置き換えの

推進

→輸入から道産への置き換えが見ら

れているが、安定供給が課題。

○安定生産に向けた基本技術の励行

○新品種（例：いんげんの機械収穫適

正品種）や省力栽培技術、機械等の

開発・導入促進

○GPSやAI、ドローン等を活用した精

緻で省力的な生育・病害虫管理技術

の導入促進

○豊凶のブレを緩和する保管・調整機

能の確立

○契約栽培の推進に向けた取組強化

○消費喚起や輸入からの置き換えの

推進

10

豆用コンバインの導入 北海道産小豆を使用した商品例～ホクレン資料より引用「秋晴れ」



５ 作物別動向と振興策 （③てん菜）
○ 国内砂糖需要の減少が続く一方、輪作体系を維持するうえで重要な品目であることから、「みどりの

食料システム戦略」に基づく省力化・低コスト化を図るため、直播栽培への転換や等の取組をより加速

化するとともに、除草作業の軽減等につながる品種の導入を検討していく必要。

【需要】

○作付面積は約5.7万haまで減

少も新品種導入などにより産

糖量は維持。

○ここ数年で労働費は減少し

ているものの、依然として生産

コストは高い水準。

【生産】

【これまでの取組】 【今後の具体的取組】
○消費者の低甘味嗜好によ

り、砂糖需要は減。

○直近はコロナの影響も加わ

り、砂糖在庫が増。

○基本技術の励行（防除マ

ニュアルの徹底など）により、

安定生産を確立。

○複数病害抵抗性品種の導

入

○植付、収穫時における省力

作業機械の導入

○自然災害に強い栽培技術

の導入

○ 基幹作業の外部化

→省力化が着実に進展も、コ

スト低減も含めた更なる取組

の加速化が必要

○「みどりの食料システム戦略」を踏まえ

た省力化・コスト低減

・直播栽培への転換のための取組強化

（機械導入、直播切り替えに伴う対策）

・大型機械導入による作業効率化、作業

外部化や共同化、ICT技術の活用

・除草作業の軽減、病害に強く農薬費の

低減につながる品種の導入検討など低

投入型生産へのシフト

○需要に応じた生産の推進と消費拡大対

策の継続、国内外の新たな需要の開拓
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５ 作物別動向と振興策 （④－１ 馬鈴しょ（生食、加工、でん粉原料用））
○ 加工用馬鈴しょへの作付拡大を重点的に進めるため、省力生産や貯蔵施設整備の強化に取り組

む必要。また、輪作適正化の面からも、抵抗性品種への転換強化、実効性ある病害虫まん延防止

対策に取り組む必要。

○ 加えて、生食向けの良食味やポテトチップ加工適性の高い品種開発、でん原向けの高収量や省力

化につながる栽培技術の確立に取り組む必要。

【需要】

【生産】

【これまでの取組と効果】 【今後の具体的取組】
（生食）巣ごもりによる需要増

も一時的

（加工）ポテトチップ用の旺盛

な需要

（でん原）糖化用・固有用途を

含め一定の需要あり

○省力作業機械の導入

○病害虫抵抗性品種の導入

○基幹作業の外部化

○集出荷貯蔵施設の整備

○生食用「北育28号」、でん原

用「コナヒメ」など新品種の育

成

→でん原用についてはGr抵抗

性品種の導入率は増加。省力

化が着実に進むも、作付面積

維持には至っていない。

○加工用馬鈴しょの作付拡大に向けた

ソフト、ハード両面での支援

・契約栽培拡大へのインセンティブ付

与、カッティングプランタや効率的・高

品質収穫機械＆倉庫前集中選別導

入による作業効率化、一時保管可能

な専用施設や貯蔵施設整備の強化

・作業外部化の強化

○抵抗性品種への転換強化、実効性あ

る病害虫まん延防止対策の推進（洗浄

施設、一時保管場）

○良食味、加工適性の高い品種開発。

でん原用に係る高収量や省力化を実現

する栽培技術確立

○産地と実需が連携した安定的な供給

体制の確立

○「男爵ブランド」から進化した「北海道

産馬鈴しょ」ブランドの確立

（生食）労働力不足により作付

減。

（加工・でん原）作付面積は横

ばい。

（共通）Ｇｒの発生拡大
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H22 H27 H29 H30 R1

生食用 20,406 18,284 18,061 15,153 14,453

加工用 14,370 13,925 14,707 15,626 15,364

でん原用 16,418 15,851 14,824 15,319 15,170

合計 54,100 51,000 51,300 50,800 49,600

（ha）馬鈴しょの用途別作付面積

オフセットポテトハーベスター



５ 作物別動向と振興策 （④－２ 種馬鈴しょ）

○ 作付面積の維持・拡大を重点的に進めるため、高品質な種馬鈴しょ生産に向けた省力生産に加え、

より高品質、より作業軽減につながる種馬鈴しょ生産技術の導入が必要。

○ さらには新規産地における生産体制づくりを進めていく必要。

【需要】

○ 作付面積は５千haを割り

込む。

○ 病株の抜き取り作業等の

労働負担が大きいことから、

生産者数は年々減少

【生産】

【これまでの取組と効果】 【今後の具体的取組】
○ 作付状況や生産者の意

向等から、原原種生産前から

（およそ３年かけて）一般ほ作

付需要を見通し

○省力作業機械の導入（管理作業

含む）

○ウイルスり病率を原原種ほ並み

に低減するための取組推進

○調整作業の省力化や高品質化に

資する小粒の種馬鈴しょの生産性

を高める取組推進

○ 種苗管理センターにおける原原

種生産体制の整備

→生産者の作付意欲維持に貢献

も減少に歯止めがかかっていない。

○作付面積の維持・拡大

・石礫除去、カッティングプラン

タ導入による省力生産の強化

・一般栽培農家がより高品質、

より作業軽減につながる種馬

鈴しょ生産技術導入の強化

○ドローン、ＡＩ等を用いた病害

虫管理技術の開発

○選別作業の負担軽減

○新たな産地づくりに対する支

援

○病害虫まん延防止対策の徹

底
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５ 作物別動向と振興策 （⑥その他）
○ 輪作年限の延長に資する休閑緑肥については、ジャガイモシストセンチュウへの対抗作物として予防

的導入を含め支援を強化するとともに、地域内で導入が進んでいない新たな輪作作物へのチャレンジ

を進めていく必要。

【需要】

【生産】

【これまでの取組】 【今後の具体的取組（主なもの）】

○畑地において、たまねぎ、

にんじん、ながいもなど土地

利用型野菜を求めるニーズあ

り

○ 野菜については、需

給調整や実需者ニーズに

合わせた生産を推進。

○ 子実用とうもろこし、休

閑緑肥導入に対する支援

→（効果）土地利用型野菜

の安定的な供給、輪作年

限の延長と地力維持に貢

献

○ 緑肥導入（ジャガイモシストセンチュウ対抗

作物の予防的導入含む）の取組強化

○ 労働生産性の高い作物（子実用とうもろこ

し）導入の取組強化

○ 需要が見込めるものの、地域内で導入が

進んでいない新たな輪作作物へのチャレンジ

（落花生、かんしょ、かぼちゃなど）

○土地利用型野菜について

は、需要動向を見ながら計画

的に生産。

○輪作年限の延長と地力増

進の観点から、休閑緑肥を導

入。

○労働力不足を背景に、子実

用とうもろこしなど省力作物生

産の動きあり
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子実用とうもろこしのコンバイン収穫

ブランド化が図られている十勝産長いも

十勝グランナッツ
プロジェクトによる
落花生栽培



＜参考＞畑作物に関する主な制度の概要

【経営所得安定対策】

■ 畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）
＜認定農業者、集落営農、認定新規就農者が対象（いずれも規模要件なし）＞

＜認定農業者、集落営農、認定新規就農者が対象（いずれも規模要件なし）＞

■ 米、畑作物の収入減少影響緩和交付金（ナラシ対策）

【小麦（マークアップ】

○国家貿易により外国産小麦を計画的に輸入。輸入小麦は、輸入価格に
輸入差益（マークアップ）を上乗せした政府売渡価格で需要者に売渡し。
輸入差益は政府管理経費と国内産の小麦の生産振興対策に充当。

【砂糖・でん粉（糖価調整制度）】
○最終製品である精製糖等の海外からの流入を高い国境水準を通じて阻
止する中で、北海道・鹿児島・沖縄の甘味資源作物や、これを原料とする
国内の製造事業が成り立つようにすることで、砂糖・いもでん粉の安定供
給を確保。

＜制度のイメージ図（砂糖の場合）＞


