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北海道農政部食の安全推進局技術普及課
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平成平成平成平成23232323年度年度年度年度 普及活動成果集普及活動成果集普及活動成果集普及活動成果集

北海道農政部食の安全推進局技術普及課

①①①① ＜多様な担い手が参加できる地域づくり活動＞＜多様な担い手が参加できる地域づくり活動＞＜多様な担い手が参加できる地域づくり活動＞＜多様な担い手が参加できる地域づくり活動＞

『将来の宗谷酪農のリーダーを目指して』

宗谷農業改良普及センター････1

②②②② ＜技術の定着支援により経営安定を図る活動＞＜技術の定着支援により経営安定を図る活動＞＜技術の定着支援により経営安定を図る活動＞＜技術の定着支援により経営安定を図る活動＞

『担い手の残れる経営体の育成』

釧路農業改良普及センター釧路中西部支所････3

『集落を基盤とした循環型畑作経営の確立』

網走農業改良普及センター美幌支所････5

③③③③ ＜地域農業構造の再編を支援する活動＞＜地域農業構造の再編を支援する活動＞＜地域農業構造の再編を支援する活動＞＜地域農業構造の再編を支援する活動＞

『新たな水田農業システムの構築』

留萌農業改良普及センター････7

『地域支援システムの運営充実と役割拡充に向けた取り組み』

宗谷農業改良普及センター････9

④④④④ ＜地域条件に適応した技術改善による複合経営の安定化＞＜地域条件に適応した技術改善による複合経営の安定化＞＜地域条件に適応した技術改善による複合経営の安定化＞＜地域条件に適応した技術改善による複合経営の安定化＞

『短節間かぼちゃの導入と普及で複合経営を強化』

石狩農業改良普及センター････11 

⑤⑤⑤⑤ ＜安全・安心な農作物を提供する活動＞＜安全・安心な農作物を提供する活動＞＜安全・安心な農作物を提供する活動＞＜安全・安心な農作物を提供する活動＞

『「後志有機農業ネットワーク」の活動』

後志農業改良普及センター････13

⑥⑥⑥⑥ ＜高付加価値型農業を支援する活動＞＜高付加価値型農業を支援する活動＞＜高付加価値型農業を支援する活動＞＜高付加価値型農業を支援する活動＞

『地域の加工業者・商業者との連携支援』

上川農業改良普及センター････15



将来の宗谷農業のリーダーを育成し、管内の農業振興と地域の活性化が求められている。

平成22年２月

・対象者は宗谷管内の農業後継者（就農5年以内）、新規参入者、新規就農希望者

・定員10名以内

・2年コースとし、1年目は基礎研修、2年目は応用研修とする

・講師は普及センター、指導農業士、試験場、JA、役場、ホクレン、NOSAI、機械メーカー等とする

３月 ・カリキュラム作成

５月 ・技術普及室にカリキュラム等のアドバイスをもらう

６月 ・管内市町村、JAを訪問し、ＳＯＹＡルーキーズ☆カレッジ開催についての説明

および協力依頼

７月 ・普及センターホームページで公募開始

・就農５年以内の農業者に対してリストを整備し、FAXによる勧誘

・地域係の協力による勧誘

９月 ・管内５市町村から14名の塾生が集まった

10月 ・開講

10月～12月 ・３回の講義を開催

将来の宗谷酪農のリーダーを目指して

宗谷農業改良普及センター

地域係と連携してカリキュラムを作成し、塾生公募を行い、関係機関・団体の協力の下、

平成22年10月に開講した。

酪農技術（土、草、牛）、経営管理技術（経営分析、クミカン）等の基礎的技術の習得およ

び塾生同士あるいは指導農業士・農業士や関係機関とのつながりをつくることを目的に、

ＳＯＹＡルーキーズ☆カレッジを平成22年10月に開講した。

平成23年５月～９月 ・３回の講義を開催 基礎コース終了 アンケートの実施

10月～11月 ・応用コース開講 ３回の講義を開催

開講に際して工夫した点

○講習会は農作業に差し支えのない期間、時間帯とした

研修回数 年６回

（10月２回、11月１回、５月２回、８月１回）

研修時間 11：00～14：35

○定員は原則10名以内とし、少人数で質問等の出しやすい環境とした

○普及センターだけではなく、外部講師にも協力を依頼した

～ＳＯＹＡルーキーズ☆カレッジの取組～

２ 活動の経過 **************************************************************

１ 課題設定の背景 **********************************************************

＜多様な担い手が参加できる地域づくり活動＞
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活動年次：平成22年～23年



講義の出席率が高く、受講内容を実践する塾生も見られた。

塾生がＳＯＹＡルーキーズ☆カレッジを参考に地域で学習会の企画を始めた。

草地管理について指導農業士から受講

(猿払村)

草地を実際に掘って土壌断面を調査

(猿払村)
( )

トラクタのメンテナンスについて

機械メーカーの方々から受講

(上川農試 天北支場)

研修内容 講師

土壌の特徴と施肥 試験場研究員

サイレージ調製 普及センター

粗飼料分析の見方 飼料メーカー

飼料計算 普及センター

繁殖生理 普及センター

哺育育成管理 普及センター

搾乳の基本 普及センター

雑草の見分け方 試験場研究員

乾乳管理 普及センター

乳検データの見方 普及センター

農場視察研修 指導農業士

地域農村づくりについて 市町村役場

クミカンの見方、営農計画 JA

経営管理について 普及センター

共済事業について NOSAI

農作業機械の点検・整備 機械メーカー

乳製品加工実習 乳業メーカー

卒業研修（札幌市へ）

基

礎

コ

｜

ス

応

用

コ

｜

ス

２年間のカリキュラム内容

開校式でそれぞれの意気込みを語る塾生14名

○講義内容については、「とても参考になっ

た」「参考になった」（図１）で100％となり

満足度は高かった。

○全体をとおした出席率（９回実施）は約70％

であり、塾生たちのやる気が感じられる。

○塾生同士のつながりもでき、希望者で乳業工

場の視察見学が実施された。

○塾生が地元の若手グループでＳＯＹＡルー

キーズ☆カレッジを参考に、地域で学習会の企

画を始めた。

講義内容を実践講義内容を実践講義内容を実践講義内容を実践

・炭カル施用・炭カル施用・炭カル施用・炭カル施用→→→→牧草の嗜好性がアップした（枝幸町）牧草の嗜好性がアップした（枝幸町）牧草の嗜好性がアップした（枝幸町）牧草の嗜好性がアップした（枝幸町）

・高刈り・高刈り・高刈り・高刈り→→→→牧草の再生が良かった（枝幸町）牧草の再生が良かった（枝幸町）牧草の再生が良かった（枝幸町）牧草の再生が良かった（枝幸町）

・発情管理・発情管理・発情管理・発情管理→→→→発情発見ができるようになった（猿払村）発情発見ができるようになった（猿払村）発情発見ができるようになった（猿払村）発情発見ができるようになった（猿払村）

図1 受講１年経過後のアンケート調査結果
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３ 活動の成果 **************************************************************

＜多様な担い手が参加できる地域づくり活動＞



担い手の残れる経営体の育成

１ 課題設定の背景 **********************************************************

２ 活動の経過 ***************************************************************

釧路農業改良普及センター釧路中西部支所

～良質粗飼料の生産と周産期疾病低下をめざして～

対象：鶴居村支幌呂西地区（９戸）
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活動年次：平成22年～23年

•１頭あたり草地面積が少なく規模拡大の妨げと

なっている。

•牧草収穫は利用組合で実施しているが飛び地が

多く収穫期間が長い。

•サイレージの品質向上が求められている。

•牛の安楽性や作業性、分娩前後の管理が十分

でない。

•若い後継者が多く家計費がピークを迎えるため

所得向上が必要。

○粗飼料基盤の強化○粗飼料基盤の強化○粗飼料基盤の強化○粗飼料基盤の強化

・サイレージ用とうもろこし品種選定

・適期作業体系改善

・収穫調製方法改善

○移行期管理の向上○移行期管理の向上○移行期管理の向上○移行期管理の向上

・乾乳・分娩施設の改善

・飼料給与の改善

(1)サイレージ用とうもろこしの安定強化、サイレージ品質の向上

(2)移行期管理の向上

粗飼料基盤の強化粗飼料基盤の強化粗飼料基盤の強化粗飼料基盤の強化

①すす紋病抵抗性品種の選定と通気性確保のための栽植本数提案

②作業こよみを配布し、適期作業時期の再確認

③作業効率の向上のため機械利用組合に運搬車の増台を提案

④高水分サイレージの品質安定のため効果的添加剤使用を提案

⑤ハーベスタの刃の研磨を従来の１日１回から２回へ改善提案

普及センターの提案普及センターの提案普及センターの提案普及センターの提案

とうもろこし栽培研修会

ポットサイレージ

により添加剤使用

の効果を展示し、

農業者が確認

ギ酸を添加したサイ

レージの状況を現地

研修会で確認

トンネル換気による換

気導入を支援

①安楽性の改

善、飼料給与

の改善を個別

農家の課題に

応じ改善指導。

（特に暑熱対

策を重点的に

支援した）

地域の課題地域の課題地域の課題地域の課題

＜技術の定着支援により経営安定を図る活動＞



３ 活動の成果 **********************************************************

４ 今後の活動 **********************************************************
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(1)すす紋病発指数が２以上の発生面積割合

H22年94%→H23年43%へ減少

(2)コーンサイレージのデンプン割合

重点地区は幌呂地区全体に比べ３％高かった

・粗飼料品質向上に向けた各種支援継続

・収穫体系の見直しに向けた支援

・移行期管理改善を要する農場への提案活動の実施

・経営規模拡大を検討している農場への支援

すす紋病対策状況と発生指数

(3)収穫期間の短縮

運搬車の増台により４日短縮

(4)ハーベスタの刃研磨徹底

品質の一定化

各段の割合が変動各段の割合が変動各段の割合が変動各段の割合が変動
収穫期間を通し一定収穫期間を通し一定収穫期間を通し一定収穫期間を通し一定

収穫期間中のパーティクルセパレーター各段の

割合の変化

(5)サイレージの発酵品質向上

Ｖスコアは高くなり、バラツキ縮小

(6)個体乳量の向上により所得額増加

乳量は暑熱対策等により22年より安定的に増加し、これに伴い所得額も22年より8ポイント向上。

乾物

密度

乳酸 Ｖスコア

重点地区平均経営経済的評価

個体乳量の変化（H21を100として）

＜技術の定着支援により経営安定を図る活動＞



網走農業改良普及センター美幌支所

～ 豊かな農村環境を目指して！ ～

＜技術の定着支援により経営安定を図る活動＞

活動年次：平成22～23年度

対象：津別町美都・上里地域(畑作主体農家11戸)

改善事項改善事項改善事項改善事項

((((1)1)1)1)減収著しい秋まき小麦の栽培法確立減収著しい秋まき小麦の栽培法確立減収著しい秋まき小麦の栽培法確立減収著しい秋まき小麦の栽培法確立

(2)(2)(2)(2)若手農業者若手農業者若手農業者若手農業者(5(5(5(5戸戸戸戸))))へのへのへのへの経営支援経営支援経営支援経営支援

((((3)3)3)3)法人経営志向農業者への支援法人経営志向農業者への支援法人経営志向農業者への支援法人経営志向農業者への支援

農家戸数の推移農家戸数の推移農家戸数の推移農家戸数の推移
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②高齢化と後継者の不足

③低位の畑作物収量
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図３ 「きたほなみ」の止葉期生育診断とN追肥法

注）倒伏の危険は成熟期N吸収量で17～18kg･N/10aまでは低いとされる。
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図３ 「きたほなみ」の止葉期生育診断とN追肥法

注）倒伏の危険は成熟期N吸収量で17～18kg･N/10aまでは低いとされる。
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(1) 秋まき小麦の生育ステージに基づいた施肥

１ 課題設定の背景 ************************************************************

２ 活動成果 ****************************************************************

作業開始前の打合せ

止葉期の葉色測定

集落を基盤とした循環型畑作経営の確立

-5-



(2) 若手の経営参画

(3) 集落機能の活性化をめざす共同経営の検討

(4) 経営経済評価

３ 今後に向けて ********************************************************

設置後

ガラス埋設作業

根

が

張

っ

て

い

な

い

約２０ｃｍ

浅

い

根

域

Aほ場（堆肥未投入） Ｂほ場（定期的堆肥投入）

　　　　

　　　　

下下下下

まままま

でででで

根根根根

がががが

入入入入

るるるる

約４５ｃｍ

堆肥投入区（３ｔ/10a）

澱原いも収量：４，９８７Kg/10a

慣行区（０ｔ/10a）

澱原いも収量：４，１３４Kg/10a

①共同畑での作業シミュレーションの実践

②経営シミュレーション(営農ナビ使用)の実施

③先行法人との懇談会(経営主･女性別に開催)

④町内法人ネットワークの設立(町内の５協業法人)

(1)秋まき小麦については、施肥法の改善を定着させ、さらに増収をめざす。

(2)若手の経営参画については、有機物の連用実証ほを継続する。

(3)新たに設立された法人の運営支援を継続する。

　春作業の労働確保が必要だ！

　美都・上里地域の農業所得額の推移　美都・上里地域の農業所得額の推移　美都・上里地域の農業所得額の推移　美都・上里地域の農業所得額の推移

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９戸平均）（９戸平均）（９戸平均）（９戸平均）

0000

200200200200
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600600600600

800800800800

1000100010001000

1200120012001200

Ｈ２１Ｈ２１Ｈ２１Ｈ２１ Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２Ｈ２２ Ｈ２３Ｈ２３Ｈ２３Ｈ２３

農農農農

業業業業

所所所所

得得得得

額額額額

（（（（

万万万万

円円円円

））））

美都・上里

津別町

　経営経済評価の年次推移　経営経済評価の年次推移　経営経済評価の年次推移　経営経済評価の年次推移 (%)

評価項目 Ｈ２１年 Ｈ２２年 Ｈ２３年

農業所得率 29.929.929.929.9 33.833.833.833.8 34.334.334.334.3

売上高負債比率 39.039.039.039.0 25.725.725.725.7 25.525.525.525.5

自己資本比率 47.547.547.547.5 61.161.161.161.1 52.252.252.252.2

固定比率 179.3179.3179.3179.3 115.6115.6115.6115.6 144.2144.2144.2144.2

てんさい実証ほの設置
ほ場の土壌硬度測定

てんさいの根域の違い

有機物連用ほ場の設置（H22～)

法人設立に向けた検討会

(株)希来里、2月4日に設立

＜技術の定着支援により経営安定を図る活動＞
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新たな水田農業システムの構築

１ 課題設定の背景 **********************************************************

２ 活動の経過 ***************************************************************

留萌農業改良普及センター

対象：初山別村有明地区（20戸）

-7-

活動年次：平成22年～23年

地地地地 域域域域 のののの 現現現現 状状状状 及及及及 びびびび 課課課課 題題題題

改善方向改善方向改善方向改善方向

～次世代に受け継がれるゆとりある農業を目指して～

受託作業の受託作業の受託作業の受託作業の

効率化効率化効率化効率化

水稲・畑作栽水稲・畑作栽水稲・畑作栽水稲・畑作栽

培技術の向上培技術の向上培技術の向上培技術の向上

目標目標目標目標

地区地区地区地区

粗生粗生粗生粗生

産額産額産額産額

５％５％５％５％

向上向上向上向上

◆受託組織の育成と、受託作業の効率化を進める作物生産指導◆受託組織の育成と、受託作業の効率化を進める作物生産指導◆受託組織の育成と、受託作業の効率化を進める作物生産指導◆受託組織の育成と、受託作業の効率化を進める作物生産指導

◆高齢化・担い手不足◆高齢化・担い手不足◆高齢化・担い手不足◆高齢化・担い手不足→農地遊休化懸念農地遊休化懸念農地遊休化懸念農地遊休化懸念

◆若手農業者は所得確保のため兼業者が多い◆若手農業者は所得確保のため兼業者が多い◆若手農業者は所得確保のため兼業者が多い◆若手農業者は所得確保のため兼業者が多い

→地域に既存の作業受託組織があるが地地域に既存の作業受託組織があるが地地域に既存の作業受託組織があるが地地域に既存の作業受託組織があるが地

域需要を満たせていない域需要を満たせていない域需要を満たせていない域需要を満たせていない→労働力が不足労働力が不足労働力が不足労働力が不足

◆基幹作物のもち米は障害型冷害の影響を受◆基幹作物のもち米は障害型冷害の影響を受◆基幹作物のもち米は障害型冷害の影響を受◆基幹作物のもち米は障害型冷害の影響を受

けやすいけやすいけやすいけやすい →収量・品質が不安定収量・品質が不安定収量・品質が不安定収量・品質が不安定

◆水田転作作物の輪作体系が未確立◆水田転作作物の輪作体系が未確立◆水田転作作物の輪作体系が未確立◆水田転作作物の輪作体系が未確立

→作目は小麦に偏重し収量・品質が不安定作目は小麦に偏重し収量・品質が不安定作目は小麦に偏重し収量・品質が不安定作目は小麦に偏重し収量・品質が不安定

・適期は種・適期は種・適期は種・適期は種

・は種量の適正化・は種量の適正化・は種量の適正化・は種量の適正化

・適正な追肥・適正な追肥・適正な追肥・適正な追肥

適期適期適期適期

に効に効に効に効

率的率的率的率的

な収な収な収な収

穫が穫が穫が穫が

実現実現実現実現

倒伏倒伏倒伏倒伏

｢｢｢｢無無無無｣｣｣｣

ｱ､作業効率を高めるため倒伏

させない小麦栽培を指導

・ＪＡ・受託組織と連携・ＪＡ・受託組織と連携・ＪＡ・受託組織と連携・ＪＡ・受託組織と連携

し、穂水分調査で、適し、穂水分調査で、適し、穂水分調査で、適し、穂水分調査で、適

期刈り取りを徹底期刈り取りを徹底期刈り取りを徹底期刈り取りを徹底

ｲ､収穫期間を短縮させる小麦の

適期刈り取りを指導

収穫期間収穫期間収穫期間収穫期間

昨年より昨年より昨年より昨年より

５日短縮５日短縮５日短縮５日短縮

・ＪＡ・受託・ＪＡ・受託・ＪＡ・受託・ＪＡ・受託

組織と連携組織と連携組織と連携組織と連携

した子実水した子実水した子実水した子実水

分測定で、分測定で、分測定で、分測定で、

適期で収穫適期で収穫適期で収穫適期で収穫

を推進を推進を推進を推進

((((子実水分子実水分子実水分子実水分18%18%18%18%以下）以下）以下）以下）

ｳ､大豆の適期収穫を指導

大豆大豆大豆大豆

品質品質品質品質

向上向上向上向上

・耐冷性の強い・耐冷性の強い・耐冷性の強い・耐冷性の強い｢｢｢｢きたゆきもちきたゆきもちきたゆきもちきたゆきもち｣｣｣｣へのへのへのへの作付け推進作付け推進作付け推進作付け推進

・冷害危険期の深水管理実践を徹底・冷害危険期の深水管理実践を徹底・冷害危険期の深水管理実践を徹底・冷害危険期の深水管理実践を徹底

・きたゆきもち作付け割合・きたゆきもち作付け割合・きたゆきもち作付け割合・きたゆきもち作付け割合 現状現状現状現状5.1%→11.5%

・適正な深水管理は・適正な深水管理は・適正な深水管理は・適正な深水管理は50%の農家で実践の農家で実践の農家で実践の農家で実践

ｱ､耐冷性の強いもち米品種導入支援及び栽培技術改善指導

・大豆間作小麦栽培を推進・大豆間作小麦栽培を推進・大豆間作小麦栽培を推進・大豆間作小麦栽培を推進

・小麦後作への緑肥栽培を推進・小麦後作への緑肥栽培を推進・小麦後作への緑肥栽培を推進・小麦後作への緑肥栽培を推進

・大豆間作小麦・大豆間作小麦・大豆間作小麦・大豆間作小麦 現状現状現状現状1.5ha→4.0ha

・有明地区内６戸（・有明地区内６戸（・有明地区内６戸（・有明地区内６戸（7.8ha）で緑肥栽培を実践）で緑肥栽培を実践）で緑肥栽培を実践）で緑肥栽培を実践

ｲ､輪作体系及び栽培技術改善指導

ｴ､既存の受託組織・ＪＡ・町と連携し、

有明地区内に新たな受託組織の設立を支援

有明地域内３戸による新受託有明地域内３戸による新受託有明地域内３戸による新受託有明地域内３戸による新受託

組織組織組織組織｢｢｢｢コントラクター萌コントラクター萌コントラクター萌コントラクター萌｣｣｣｣が設立が設立が設立が設立

◆基◆基◆基◆基 幹幹幹幹 作作作作 物物物物 のののの 栽栽栽栽 培培培培 技技技技 術術術術 向向向向 上上上上 支支支支 援援援援

＜地域農業構造の再編を支援する活動＞
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３ 活動の成果 **********************************************************
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収穫受託面積が増加収穫受託面積が増加収穫受託面積が増加収穫受託面積が増加

４ 今後の課題 **********************************************************

◆重点地域・村全体の粗生産額が増加！◆重点地域・村全体の粗生産額が増加！◆重点地域・村全体の粗生産額が増加！◆重点地域・村全体の粗生産額が増加！

98%

100%

102%

104%

Ｈ２１ Ｈ２３

村全体 有明地区

◆収穫受託面積◆収穫受託面積◆収穫受託面積◆収穫受託面積 １９４ｈａ１９４ｈａ１９４ｈａ１９４ｈａ ２１０ｈａに増加！２１０ｈａに増加！２１０ｈａに増加！２１０ｈａに増加！

◆秋まき小麦の倒伏割合が減少！◆秋まき小麦の倒伏割合が減少！◆秋まき小麦の倒伏割合が減少！◆秋まき小麦の倒伏割合が減少！

0 0 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

有明地域 他地域 村全体

H22　 H23

有明地域 他地域 村全体

H22　 H23H22　 H23

％

◆新・既存受託組織で受託面積拡大！◆新・既存受託組織で受託面積拡大！◆新・既存受託組織で受託面積拡大！◆新・既存受託組織で受託面積拡大！

0 20 40 60 80

H23

H22

初山別機械利用組合

コントラクター萌

ha

◆作物の生産性が向上！◆作物の生産性が向上！◆作物の生産性が向上！◆作物の生産性が向上！

・有明地区水稲収量が増加・有明地区水稲収量が増加・有明地区水稲収量が増加・有明地区水稲収量が増加 現状現状現状現状470kg/10a→553kg/10a

・大豆品質が向上・大豆品質が向上・大豆品質が向上・大豆品質が向上 一等率：有明地区一等率：有明地区一等率：有明地区一等率：有明地区 ＨＨＨＨ22(42%)→H23(72%)

村村村村 全全全全 体体体体 ＨＨＨＨ22(32%)→H23(56%)

◆新受託組織の運営支援◆新受託組織の運営支援◆新受託組織の運営支援◆新受託組織の運営支援

◆気象変動に備えた水稲栽培管理技術定着への支援◆気象変動に備えた水稲栽培管理技術定着への支援◆気象変動に備えた水稲栽培管理技術定着への支援◆気象変動に備えた水稲栽培管理技術定着への支援

◆畑作物栽培技術改善（秋まき小麦の適期は種、適正施肥、輪作体系確立等）への支援◆畑作物栽培技術改善（秋まき小麦の適期は種、適正施肥、輪作体系確立等）への支援◆畑作物栽培技術改善（秋まき小麦の適期は種、適正施肥、輪作体系確立等）への支援◆畑作物栽培技術改善（秋まき小麦の適期は種、適正施肥、輪作体系確立等）への支援

◆経営管理技術の高い生産者の育成◆経営管理技術の高い生産者の育成◆経営管理技術の高い生産者の育成◆経営管理技術の高い生産者の育成

倒伏ゼロで作業性・品質が向上倒伏ゼロで作業性・品質が向上倒伏ゼロで作業性・品質が向上倒伏ゼロで作業性・品質が向上 地域営農のシステム化が推進地域営農のシステム化が推進地域営農のシステム化が推進地域営農のシステム化が推進

＜地域農業構造の再編を支援する活動＞
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宗谷農業改良普及センター

～TMRｾﾝﾀｰと酪農法人の充実・強化で地域の再生へ～

活動年次：平成22～23年度

１ 課題設定の背景 **************************************************

対象：宗谷管内農業生産法人 33社
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図１ 宗谷地方の生乳生産

出荷量

(t)

現 状

①生乳出荷戸数の減少

②TMRセンターと酪農協業法人が

生乳生産を下支え

③法人経営の安定化が急務

改善方向

(1)地域支援システムの運営充実

(2)酪農協業法人の経営体質強化

２ 活動成果 ********************************************************

(1) 新設TMRセンターへの支援

対象：「中頓別町ディリーソウル」

内容：粗飼料収穫・調製技術

TMR調製・給与技術

時期 支援内容

H26.5.26 運営前確認事項打合せ（第1回）

H23.6.1 運営前確認事項打合せ（第2回）

H23.6.30 収穫および調製作業状況調査

H23.10.5 ＴＭＲ給与前技術情報提供

H23.9～12 巡回による情報提供(随時)

写真１ 開設前の打合せ
写真２ 収穫作業の調査 写真３ 原料草の調査

表１ 新設TMRセンターへの普及支援

地域支援システムの運営充実と

役割充実に向けた取り組み

-9-

＜多様な担い手が参加できる地域づくり活動＞



時期 支援内容 支援対象

H23.4.18 収穫・調製作業に関する各種注意点（支所管内・豊富町） コントラクタ・外注業者・生産者

H23.6.6 収穫・調製作業に関する各種注意点（本所管内・浜頓別町） コントラクタ・外注業者・生産者

H23.7.29 収穫・調製作業実演見学（本所管内・猿払村） コントラクタ・外注業者・生産者

(2) コントラクタ・外注業者への情報提供

情報提供：「収穫作業直前セミナー」の実施

実演会：調製作業見学会

時期 支援内容

H23.7.28 役員会（第1回）

H23.11.17 研修会及び情報交換会（第1回）

H23.12.6 役員会（第２回）

H24.1.27 総会

H24.3.6 研修会及び情報交換会（第２回）

(3) 酪農協業法人の経営体質強化

①法人ネットワーク(９社)会員への活

動支援

②会員外会社の状況把握と情報提供

③法人設立情報や事例の収集

生産技術情報

13%

農政・補助事

業制度関係

13%

法人後継者の

育成・確保

27%

従業員の育成

33%

消流情報

7%

農産加工技術

7%

今後必要な情報今後必要な情報今後必要な情報今後必要な情報

次期経営陣の

確保

19%

臨時・短期・

パートの確保・

育成（従業員確

保、従業員の

技術指導など）

19%

構成員間の意

思疎通が困難

6%

生産技術の習

得・改善

6%

計画どおりに経

営効果が現れ

ない

19%

後継者への経

営移譲

12%

新規構成員の

確保

13%
その他

6%

現在の課題現在の課題現在の課題現在の課題

３ 今後の対応 ***********************************************************

①TMRｾﾝﾀｰ内部経営情報の活用支援

②新規稼働予定のコントラクタ等への運営支援

③酪農協業化志向農家に対する支援と法人従業員の資質向上

写真６ 研修会の実施

図２ 法人ネットワーク会員以外へのアンケート結果

写真４ 収穫作業直前セミナー 写真５ 調製作業見学会

表２ コントラクター・外注業者への普及支援

表３ 酪農協業法人への普及支援

＜多様な担い手が参加できる地域作り活動＞
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短節間かぼちゃの導入と普及で

複合経営を強化！！

１ 課題設定の背景 **********************************************************

２ 活動の経過 ***************************************************************

対象地区：恵庭市

-11-

活動年次：平成22～23年

機械移植の実用性を実証機械移植の実用性を実証機械移植の実用性を実証機械移植の実用性を実証 収穫適期の検討収穫適期の検討収穫適期の検討収穫適期の検討

・・・・積算温度1100℃を目安

移植時期の検討移植時期の検討移植時期の検討移植時期の検討

・早期移植で規格内率向上

市場調査市場調査市場調査市場調査

・品質評価が高いことを確認

育苗方式の実証育苗方式の実証育苗方式の実証育苗方式の実証

・セル成型苗で14日育苗

産学官連携経営革新技術普及強化促進事業産学官連携経営革新技術普及強化促進事業産学官連携経営革新技術普及強化促進事業産学官連携経営革新技術普及強化促進事業

○短節間かぼちゃの指導参考事項を現地実証

○労働時間調査

○市場調査

活動目標活動目標活動目標活動目標

短節間かぼちゃの省力的多収栽培技術の実証で現地導入を図り、水稲・園芸複合

経営モデルを再構築！

短節間かぼちゃの普及を推進短節間かぼちゃの普及を推進短節間かぼちゃの普及を推進短節間かぼちゃの普及を推進

労働調査労働調査労働調査労働調査

・省力性を確認

短節間かぼちゃの指導参考事項を現地実証
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えびす ほっとけ栗たん

労

働

時

間

(

ｈ

ｒ

/

１

０

a

)

選別・出荷

収穫

除草

防除

整枝

定植

は種育苗

早期定植（右）は、株元からの着果位

置（○の範囲）が遠くなりツル傷減少

活動の背景活動の背景活動の背景活動の背景

・昭和40年代初めにかぼちゃの早出

し産地を形成。

・経営規模の拡大や高齢化で面積が減

少。

・省力栽培が期待できる短節間かぼ

ちゃに着目。

短節間かぼちゃ「ＴＣ２Ａ」

石狩農業改良普及センター

～水田複合農家の持続的発展と所得向上を目指し～
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恵庭市のかぼちゃ作付面積推移（恵庭市のかぼちゃ作付面積推移（恵庭市のかぼちゃ作付面積推移（恵庭市のかぼちゃ作付面積推移（H10-19））））

かぼちゃ

＜地域条件に適した技術改善による複合経営の安定化＞
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３ 活動の成果 **********************************************************

４ 今後の活動 **********************************************************

(1)生産技術の向上

新規の生産者が増加していることから適正な施肥、除草、防除の実施で規格内収量を向上

(2)共選受け入れ体制の整備

矯激な面積に増加に対応した受け入れ体制の整備

(3)葉枯れ症状の軽減対策

施肥の改善に加え、葉面散布剤の効果確認

技術の定着で収量が向上！

地域の優良事例では所得はトンネル早熟を上回る結果に！

(1)栽培マニュアルの作成

(3)優良事例では、トンネル早熟を上回る粗収益を確保

平成２３年

短節間かぼちゃ トンネル早熟

（えびす）

平均 優良事例

粗 収 益 168 275 188

直接経費 56 56 51

合 計 １１２（８２） ２１９（１６０） １３７（１００）

平成２３年

短 節 間

かぼちゃ

トンネル早熟

（えびす）

肥 料 費 10,358 13,170

種 苗 費 28,080 11,700

農 薬 費 4,561 2,542

生産資材費 10,474 21,881

燃 料 費 2,032 1,495

合 計 ５５，５０４（１０９） ５０，７８８（１００）

(2)収量性の向上

月旬

作型 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下

　 　

トンネル

早熟

　

　

○○○○ △△△△

○○○○ は種　 △△△△ 定植 収穫

短節間

かぼちゃ

ｾﾙ苗直接定

植

マルチ

○○○○ △△△△

○○○○

露地早熟 △△△△○○○○

品　　種

えびす

味平

くりあじ

 

8 9

保温条件

トンネル

マルチ

マルチ

763

△△△△

4 5

栽培面積

ha
販売数量

（ｃｓ）

反収

（kg/10a）
青果用

反収

（kg/10a）
加工用

平成２２年 ２８．０ 28,912 1,032 1,401

平成２３年 ５１．６ 78,634 1,524 2,132

水稲作業と競合しないセル苗直接定植の作型を提案！

(4)短節間かぼちゃの面積が急増

単位：円単位：円単位：円単位：円/10a/10a/10a/10a

短節間かぼちゃ

の面積は、

４年で１０倍！４年で１０倍！４年で１０倍！４年で１０倍！

作期が拡大作期が拡大作期が拡大作期が拡大

し労力の競し労力の競し労力の競し労力の競

合が緩和合が緩和合が緩和合が緩和

恵庭市のかぼちゃ面積が回復

↓

複合経営の強化に向け、輪作

品目として位置付けられるま

で復活！！

＜地域条件に適した技術改善による複合経営の安定化＞
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有機農業の情報量が少ない有機農業の情報量が少ない有機農業の情報量が少ない有機農業の情報量が少ない

有機農業者間の情報交換の有機農業者間の情報交換の有機農業者間の情報交換の有機農業者間の情報交換の

場がない場がない場がない場がない

「後志有機農業ネットワーク」の活動

１ 課題設定の背景 ************************************************************

２ 活動の経過 ***************************************************************

後志農業改良普及センター

～有機農業が連携するために～

活動年次：平成22～23年度

対象：後志管内有機農業者

日本GAP協会及び

審査会社研修会

課題・背景課題・背景課題・背景課題・背景

有機有機有機有機農業農業農業農業の情報収集の情報収集の情報収集の情報収集

有機農業をもっと有機農業をもっと有機農業をもっと有機農業をもっとPRPRPRPRしたいしたいしたいしたい

目的目的目的目的

ネットワーク化提案ネットワーク化提案ネットワーク化提案ネットワーク化提案

有機農業の有機農業の有機農業の有機農業の情報発信情報発信情報発信情報発信

有機農業の課題把握有機農業の課題把握有機農業の課題把握有機農業の課題把握

後志有機農業ネットワーク設立後志有機農業ネットワーク設立後志有機農業ネットワーク設立後志有機農業ネットワーク設立

会員数 H23.12現在

有機JAS

認定者

独自有機

農業者

有機志向

農業者

全会員数

17名 2名 9名 28名

役割分担

事 務 局後志総合振興局農務課

研 修 の 企 画

後志農業改良普及センター

広 報

有機農業の課題(平成21年度聞取り,重複回答）

生産情報の共有に対する意見(回答数15戸）

＜安全・安心な農作物を提供する活動＞
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３ 活動の成果 **********************************************************

４ 今後の活動 ********************************************************

生産情報共有希望会員６戸、延品目数22

後志有機通信の発信後志有機通信の発信後志有機通信の発信後志有機通信の発信

☆会員への発信

☆ホームページ

への掲載

・研修会の案内や活動内を紹

介。

後志有機農業の後志有機農業の後志有機農業の後志有機農業のＰＲＰＲＰＲＰＲ

研修会の開催研修会の開催研修会の開催研修会の開催

☆会員相互の情報交換、有機農業技術の情報提供実施。

☆収穫祭の

出店

☆出店に向け、事

前勉強会を開催

生産情報の共有生産情報の共有生産情報の共有生産情報の共有

・研修会等の開催による有機農業について情報提供。

・会員相互の生産情報の共有を支援し、販路の拡大や情報交換を図る。

・「後志有機通信」の発行とホームページへの掲載のよるＰＲ。

お互いの作付状況を知ることで、客から自分の扱って

いない作物があったとき、栽培している会員に紹介す

ることができる。

☆研修会やイベント参加を

きっかけに会 員相互の情

報交換と連携が図られた

「作付状況（左表）を各会員

が共有」。

☆有機農産物のイベント販

売により、消費者ニーズを理

解することができ、販売戦略

のヒントとなった。

＜安全・安心な農作物を提供する活動＞
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地域の加工業者・商業者との連携支援

１ 課題設定の背景 **********************************************************

２ 活動の内容と結果 ********************************************************

対象地区：上川振興局一円

活動年次：平成22～23年

(1)(1)(1)(1)食クラスター「上川コーディネートチーム」への参画食クラスター「上川コーディネートチーム」への参画食クラスター「上川コーディネートチーム」への参画食クラスター「上川コーディネートチーム」への参画

①会議の開催内容をコーディネート①会議の開催内容をコーディネート①会議の開催内容をコーディネート①会議の開催内容をコーディネート

②食クラスターからの要請に対応②食クラスターからの要請に対応②食クラスターからの要請に対応②食クラスターからの要請に対応

食用食用食用食用ほほほほうずきの灰色かび病うずきの灰色かび病うずきの灰色かび病うずきの灰色かび病

(2)(2)(2)(2)北海道中小企業総合支援センターとの連携（プロジェクト対応）北海道中小企業総合支援センターとの連携（プロジェクト対応）北海道中小企業総合支援センターとの連携（プロジェクト対応）北海道中小企業総合支援センターとの連携（プロジェクト対応）

((((３３３３))))食品加工センター・保健所との連携食品加工センター・保健所との連携食品加工センター・保健所との連携食品加工センター・保健所との連携

①燻製作り講習会の開催①燻製作り講習会の開催①燻製作り講習会の開催①燻製作り講習会の開催

②②②②HACCPHACCPHACCPHACCP導入に係わる衛生管理講習会の開催導入に係わる衛生管理講習会の開催導入に係わる衛生管理講習会の開催導入に係わる衛生管理講習会の開催

活動のねらい活動のねらい活動のねらい活動のねらい

・農業者が地域の加工業者や商工業者と連携し、農畜産物の高付加価値化に取り組む

活動を支援する体制を整備。

農業改良普及センター農業改良普及センター農業改良普及センター農業改良普及センター
食クラスター「上川コーディネート

チーム」（平成22年７月設立）

北海道中小企業総合支援センター

食品加工研究センター・保健所

参画

連

携

（有）共和農産（有）共和農産（有）共和農産（有）共和農産

・商品売り上げ実績の確認

・作業計画の作成

（株）（株）（株）（株）わっさむわっさむわっさむわっさむファクトリーファクトリーファクトリーファクトリー

・消費者ﾄﾚﾝﾄﾞ、商品開発の手順

・商品紹介パンフレットの作成

「誉れほうずき販路拡大プロジェクト」

(士別市）への技術的対応

専門家（支援センターから派遣）

農業改良普及センター

連

携 改善指導

食品加工研究センターによる

燻製作り講習会

灰色かび病対策

ペポカボチャペポカボチャペポカボチャペポカボチャ

・ペポカボチャの生産による農家経営安定と

新規活用方策

・ペポカボチャプロジェクト
上川農試

との連携

上川農業改良普及センター

～食クラスターへの参画～
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＜高付加価値型農業を支援する活動＞



３ 今後特に参考となる事項 ***********************************************

４ 今後の対応 **********************************************************

(1) 事業者に対する専門的な情報の提供と支援

・食クラスター「上川コーディネートチーム」と連携

・地域の加工業者・商業者との連携

(2) 事業者に対する改善支援

・地域資源活用型ハンズオン支援事業で指摘を受けた問題点が改善されるよう支援

(3) 宿泊業者のニーズに対応した農業者への支援

・地元食材を利用したいという宿泊業者の要望に、研修会を企画するなどして農業

者が対応できるように支援

食クラスター「上川コーディネートチーム」に参画食クラスター「上川コーディネートチーム」に参画食クラスター「上川コーディネートチーム」に参画食クラスター「上川コーディネートチーム」に参画

高付加価値化活動高付加価値化活動高付加価値化活動高付加価値化活動

には農業外の専門には農業外の専門には農業外の専門には農業外の専門

的な支援が必要的な支援が必要的な支援が必要的な支援が必要

上川コーディネートチームの構成機関上川コーディネートチームの構成機関上川コーディネートチームの構成機関上川コーディネートチームの構成機関

(一財)旭川産業創造プラザ

一財)旭川産業創造プラザ

(財)北海道中小企業総合支援センター道北支所

北海道農業協同組合<JA>中央会旭川支所

(財)北海道科学技術総合振興機構<ノーステック財団>

(地独)北海道立総合研究機構

上川農業改良普及センター、

上川総合振興局(産業振興部商工労働観光課、農務課)

事務局：商工労働観光課食関連産業振興室

北海道中小企業総合支援センター

から専門家が派遣（計10回）

普及センターでは対応できない

専門的な支援を行うことができた

上川総合振興局管内の食に関する

情報、あるいは発展可能性のある

案件について協議し、具体的な支

援、協力体制を決定

普及センターからプロ

ジェクトを提案

活動内容

食に関する関係機関との連携を構築
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＜高付加価値型農業を支援する活動＞



平成23年度 普及活動成果集

平成24年4月

北海道農政部食の安全推進局

技術普及課

〒060-8558 札幌市中央区北３条西６丁目

TEL 011-231-4111

FAX 011-231-1091


