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Ⅰ 計画の基本的事項

１． 計画の目的

本計画は、農業を取り巻く情勢の変化や課題に的確に対応し、持続的に発展する斜里町

農業・農村づくりをめざして、本町農業が進むべき方向や目標を示し、そのめざすべき方

向と振興施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする。

２． 計画の位置付け

○ 本計画は、斜里町自治基本条例に基づき策定された第６次斜里町総合計画の次層に位

置する分野別計画である。

○ 国や道の計画をはじめ、町の他の関連計画、JA 斜里町中期計画等との整合・連携を図

りつつ、農業情勢や本町農業の現状と課題を踏まえた計画とする。

○ 行政計画ではあるが、行政のみが単独で実施するものではなく、農業団体、関係機関、

農業者がそれぞれの役割のもと行うべきもの、連携しながら取り組むもの、国や北海

道に対して各種施策に対する支援を求めていくものなど、斜里町農業・農村の発展の

方向性を示す基本計画の性格を併せ持つ計画として位置づける。
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３． 計画期間

本計画は、上位計画である第６次斜里町総合計画の計画期間に合わせ、平成 31（2019）

年度から平成 35（2023）年度までの５年間とする。

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

H33

(2021)

H34

(2022)

H35

(2023)

農業農村振興計画
第 4 次 第 5 次

第 6 次総合計画

（参考）斜里町における農業・農村振興に関する計画の策定経過と期間

第 1 次 21 世紀を展望する斜里町農業振興方策 平成 3年度～平成 12 年度

第 2 次 21 世紀を拓く斜里町農業・農村振興計画 平成 13 年度～平成 22 年度

第 3 次 斜里町農業・農村振興計画 平成 23 年度～平成 25 年度

第 4 次 斜里町農業・農村振興計画 平成 26 年度～平成 30 年度

４． 計画の構成

本計画は、次の章立てと内容で構成している。

Ⅰ 計画の基本的事項

本計画の目的、位置づけ、計画期間等

第 4 次計画の実施状況、本町農業の概況と課題

斜里町農業がめざすべき基本的な方向、展開方向、成果指標

具体的な振興施策とその概略、取組項目等

Ⅴ 参考資料

Ⅲ 農業・農村のめざすべき方向

Ⅱ 斜里町農業の現状と課題

Ⅳ 農業・農村振興施策
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５． 計画の策定経過

本計画は、農政全般にわたる幅広い論点を専門的かつ具体的に議論を進めるため、斜里

町農業再生協議会の構成機関からなる部会（以下、作業部会。下記参照）を中心に計８回

の協議を重ねて策定したものである。

作業部会は、斜里町農業協同組合、農業改良普及センター清里支所、ホクレン斜里原料

所、斜里町農業委員会、斜里町の５機関・団体の実務担当者で構成し、必要に応じて関係

団体のオブザーバー参加や庁内協議等によって意見調整を進めた。

計画案については、12 月議会での議員全員協議会における協議およびパブリックコメン

ト手続き、関係団体ヒアリング等を経て計画を決定したところである。

表 1-1 斜里町農業・農村振興計画策定に係る作業部会

(1)構成機関

・斜里町（産業部農務課）

・斜里町農業委員会

・斜里町農業協同組合

・網走農業改良普及センター清里支所

・ホクレン中斜里製糖工場斜里原料所

(2)事務局 斜里町役場 農務課

表 1-2 会議等の開催状況

年月日 作業部会等 議会・その他手続き

平成 30 年

6 月 1 日 関係機関打合せ

・策定方法の協議

26 日 第 1 回作業部会

・第 4次計画の評価

7 月 9 日 第 2 回作業部会

・第 5 次計画の論点協議

・担い手対策（育成関係）

23 日 第 3 回作業部会

・基盤整備対策

・農村環境向上対策
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8 月 13 日 第 4 回作業部会

・担い手対策（確保関係）

・労働力確保、営農支援対策

28 日 第 5 回作業部会

・経営効率化、生産強化対策

・土づくり、病害虫等対策

9 月 19 日 第 6 回作業部会

・付加価値向上対策

27 日 第 7 回作業部会

・計画の成果指標等他

11 月 1 日 第 8 回作業部会

・計画書（案）の審議

12 月 14 日 議会全員協議会

平成 31 年

1 月

4 日

16 日

25 日

関係団体への説明・ヒアリング

斜里町農業協同組合（理事会）

斜里町農民同盟（三役会議）

斜里町自治連女性部（四役会議）

パブリックコメント

（1 月 16 日～2月 4日）

2 月 15 日

18 日

19 日

25 日

知床斜里町観光協会（事務局長他）

斜里町商工会（事務局長他）

斜里消費者協会（役員会）

斜里町農業委員会（総会）

3 月 1 日 ホクレン中斜里製糖工場（工場長他）

4 日 計画決定

６． 計画の推進と進行管理

本計画の進行管理は、斜里町農業再生協議会において行う。

再生協議会内に進行管理部会を設置し、毎年度の取り組み結果の確認、検証、事業

調整等を行いながら、より具体的な取り組みの検討と施策の計画的な推進に努めるも

のとする。
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Ⅱ 斜里町農業の現状と課題

１．第４次計画の実施状況

第 4次計画期間中、以下の３つの推進方針に即して施策を総合的に推進した。

１） 生産基盤の整備・保全を図り、より高い生産性を実現する。

２） 他産業との連携を図り、農業者が意欲をもって営農できる環境をつくる。

３） 安心できる農業生産環境と生活環境の実現による、活力ある農村づくりを目指す。

１ 生産基盤の整備・保全を図り、より高い生産性を実現する。

項 目 取 組 状 況

①生産基盤の整備  道営事業 3 地区による圃場の大区画化、排水改良による湿害対

策、客土による土づくりなど生産基盤整備を計画的に推進した。

 斜里川右岸地域の排水対策については、国の調査と整備構想の策

定が進められ、流域再編と新たな排水機場整備を行う国営かんが

い排水事業の整備構想をまとめた。

 農作物の鳥獣被害防止対策について、緊急捕獲対策や道営事業に

よる防鹿柵整備、地元管理組合による維持管理を推進した。

 基盤整備促進に向け、土地改良負担金の農家償還金の一部を無利

子で貸し付ける事業や、道のパワーアップ事業及び促進費を活用

した農家負担軽減対策を実施した。H28 からは対象工種に区画整

理（整地工）を追加し、農家負担軽減対策の拡大を図った。

 通作条件の改善を図るため、既存農道の保全事業を実施した。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・道営畑総事業（三井越川、川上大栄、峰浜豊倉）

・国営かんがい排水事業（斜里飽寒別地区）整備構想検討

・農業競争力基盤強化特別対策（PU事業）

・農業経営高度化促進事業（促進費）

・水田畑作経営所得安定対策等支援事業

・道営農道保全事業（3路線）

・道営農道整備特別対策事業（1路線）
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 需要に対応した作物を効率的かつ高収益な生産体系にしていく

ため、国の補助事業を活用し、生産施設の近代化を支援した。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・強い農業づくり事業（人参洗浄選別施設の増強）

・産地パワーアップ事業（玉ねぎ選別施設、ICT農機等の導入）

・畑作構造転換事業（加工用馬鈴薯選別機等の導入）

・道営畑地かんがい推進モデルほ場設置事業

②生産基盤の保全

管理

 既存施設の長寿命化に向けた取り組みとして、農業農村整備事業

により造成された農業水利施設の整備補修により予防保全に取

り組んだ。

 基幹水利施設の機能保持を図るため、地域の維持管理組織等を支

援し、施設機能の安定的な発揮と適切な維持管理を推進した。

 無水地区における営農用水施設等の修繕に対して支援した。

 農業・農村の多面的機能の維持増進を図るため、地域の活動組織

等が主体となって取り組む農地の草刈りや排水路の床ざらいな

どの農地維持及び資源向上活動に対して支援した。

 農業水利施設の維持管理費軽減を図るため、緑ダムの包蔵水力を

活用した小水力発電整備（設計）を実施した。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・国営施設機能保全事業（斜里川左岸～宇遠別川地域）

・基幹水利施設管理事業（排水機場2箇所、緑ダム等）

・農業水路等長寿命化・防災減災事業（緑ダム）

・維持管理組織への支援（右岸地区機場水系組合、左岸地区管理

組合、畑地かんがい管理運営協議会ほか）

・農漁村生活等用水対策事業助成（山麓地区雑用水組合ほか）

・多面的機能支払交付金事業

・道営地域用水環境整備事業（緑ダム小水力発電整備）
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２ 他産業との連携を図り、農業者が意欲をもって営農できる環境をつくる。

項 目 取 組 状 況

①経営の効率化  国の補助事業、利子補給制度活用による機械導入等を支援したほ

か、経営所得安定対策への適切な対応により認定農業者の育成と

農業経営の安定化を支援した。

 担い手への農地集積を進め、農地流動化と経営効率化を支援した。

 スマート農業の基盤整備や ICT 農機導入を支援し、地域の営農シ

ステムへの戦略的な技術導入を推進した。

 品質向上とコスト低減に向けた取り組みとして、農協の試験研究

事業を支援したほか、衛星リモートセンシングデータの活用や可

変施肥による施肥コスト低減の取り組みを進めた。

 労働力を補完する取り組みとして、青果物を中心に作業労働軽減

を図るためのコントラ体制を構築し、機械導入や実証試験を支援

するなど経営支援組織の育成を推進した。

 ホクレンの職業紹介事業により製糖工場の季節従業員を春の農作

業へ融通し、生産者の労働力確保に努めた。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・大豆・麦等生産体制緊急整備事業（農機導入支援 1団体）

・攻めの農業実践緊急対策事業（農機導入支援 3団体）

・経営体育成支援事業（農機・施設導入支援 16経営体）

・担い手確保・経営強化支援事業（農機導入支援 8経営体）

・スーパーL資金、町農業振興資金等の各種利子補給助成

・斜里町農業再生協議会助成事業

・経営所得安定対策交付金事業への対応

・斜里町農業研究センター運営費助成事業

・斜里町ICT推進協議会の設立と技術導入支援

・大区画化圃場対応型土壌管理技術導入支援事業（RTK基地局整備）

・斜里町スマート農業基盤整備事業（基地局サーバ増強）

・新たな地域畑作農業確立支援事業（コントラ等実証試験）

・農地中間管理事業、機構集積協力金、農地売買支援事業等による

流動化支援

・農地利用権設定事業（農地あっせん、利用調整活動）
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②クリーン農業

の推進

 農業振興センターでの土壌分析事業を推進し、適正施肥や農薬低

減の取り組みをはじめ、緑肥作物の導入支援などにより健康な土

づくりを振興した。

 農産物の生産加工過程で排出される有機質資源の堆肥としての利

活用に向けた試験実施と施設整備の検討を行った。

 澱粉工場の廃液処理施設を適正に運用し、悪臭発生防止に努めた。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・みどり工房しゃり管理運営事業（土壌分析事業、機器整備）

・斜里町土づくり事業、多面的機能交付金事業（緑肥種子代支援）

・てん菜遊離土や澱粉粕等の堆肥化試験実施

・畑作構造等緊急構造対策支援事業（廃液処理施設整備費負担）

③輪作体系の適

正化・農産物

付加価値向上

 畑作三品の指標面積を設定し、豆類や野菜、緑肥作物等を取り入

れた輪作体系の確立に努めたほか、耕畜連携（小麦前作物の位置

づけとなる畑地での飼料用とうもろこし栽培）の導入を推進した。

 輪作の中枢を担う馬鈴薯の生産振興を図るため、原採種圃農場用

地の無償譲渡とともに、大型収穫機導入や罹病率低減、小粒種子

馬鈴薯生産等の取り組みに対して支援した。

 市場や実需者から引き合い人参や加工業務向け野菜の作付けを推

進し、消費者に信頼される産地づくりと農家所得の向上に努めた。

 地場農畜産物を活用したイベントや特産品、加工品づくりの取り

組みを支援した。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・斜里町土づくり事業、多面的機能支払交付金事業（再掲）

・斜里馬鈴しょ原採種圃農場用地の無償譲渡

・産地パワーアップ事業（種子馬鈴薯大型収穫機の導入）

・畑作構造転換事業（罹病率低減生産、小粒種子馬鈴薯生産支援）

・優良種子馬鈴薯確保土壌消毒事業

・ヘプタクロル残留農薬対策事業

・青果物集出荷施設の整備（人参洗浄選別施設の増強、玉ねぎ選別

施設、加工用馬鈴薯選別機の導入）

・地場産業活性化チャレンジ事業

・知床しゃりブランド認証・PR事業

・デザインリニューアル事業（商工会）



9

④畜産業の振興  国の補助事業を活用し、畜産施設整備や自動搾乳ロボット等の機

械導入を進め、飼養規模拡大や労働負担軽減に向けた取り組みを

総合的に支援した。

 酪農家の労働負担軽減と経営効率化を図るため、酪農団体や酪農

ヘルパー派遣事業、乳牛検定事業、死亡へい獣処理事業に対して

支援した。

 家畜伝染病予防のため、法定検査の実施や家畜自衛防疫組合が行

う農場の衛生管理及び家畜伝染病の発生予防対策など防疫体制の

取り組みを支援した。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・畜産クラスター事業（養豚・乳牛飼養管理施設整備、機械導入）

・斜里町酪農振興会助成事業

・斜里町酪農ヘルパー利用組合助成事業

・斜里町乳牛検定組合助成事業

・家畜伝染病予防法に基づく定期検査の実施

・斜里町家畜自衛防疫組合助成事業（ワクチン接種、啓蒙普及）

・斜里町畜産農業者へい獣処理助成事業

⑤地産地消、

安全・安心な

農畜産物生産

 地場産食材を活用した各種イベントの開催支援をはじめ、食育体

験や学校給食を通じて農業の理解を深め、地場農畜産物の消費拡

大を図った。

 農畜産物の付加価値向上のため、地場農畜産物を活用した特産品、

加工品づくりの取り組みを支援した。（再掲）

 GAP（農業生産工程管理）導入に向けてセミナーへの出席や指導者

の育成など実施体制づくりの構築に努めた。

 生産者における栽培履歴記帳をはじめ、圃場情報と出荷情報をデ

ータ連携させる取り組みの実施により、市場や実需者へ安全安心

の提供と信頼確保に努めた。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・各種イベント開催支援（しれとこ産業まつり等ほか）

・保育所、小学生を対象とした食農教育

・地場農畜産物の学校給食での活用、食材提供

・地場産業活性化チャレンジ事業（再掲）

・経営体育成支援事業（農産物加工施設 1事業者）

・GAP普及指導員の資格取得
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⑥農業情報シス

テムの整備

 斜里町農業振興センターの地図システム端末及びサーバーの更新

を支援し、情報システムの安定利用に努めた。

 農業情報配信システムについて、斜里町農業情報システム検討会

議においてクラウド型移行を前提に更新整備の検討を進めた。

 農業振興地域整備計画の基礎調査に基づく全体見直しの実施と

GIS システムの新規構築により適切な制度運用を図った。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・斜里町農業振興センター地図システムサーバー更新支援

・みどり工房しゃり管理運営事業（情報システム等の利活用）

・農業振興地域整備計画基礎調査等事業（農振GIS構築）

３ 安心できる農業生産環境と生活環境の実現による、活力ある農村づくりを目指す。

項 目 取 組 状 況

①国際貿易交渉

参加における

慎重な対応

 TPP における斜里町農業への影響額を算出し、交渉反対運動や勉

強会の開催など地域の気運醸成に努めた。

 国の動きを踏まえながら、関係団体と連携して国内対策の充実等

を求める要請行動を実施した。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・交渉結果の情報収集と影響額試算

・関係団体との交渉参加反対運動、TPP勉強会の開催

・国内対策要請行動の実施

②農業後継者の

育成

 農業士等と連携しながら、栽培技術や経営管理等に関する学習会

を開催し、農業後継者の資質向上に努めた。

 農業体験実習生の受入れや、新規就農者に対して道立農業大学校

や JAカレッジへの修学を奨励するなど、地域の担い手確保と農業

後継者の育成に努めた。

 後継者の配偶者対策について、斜里町農村後継者対策協議会を中

心とした出会いの場の創出とセミナー開催を行った。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・関係機関や団体による各種研修事業

・農業体験実習生受入事業、宿泊研修施設の運営

・農村後継者対策推進協議会助成事業（イベント、セミナー開催）
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③農作業事故の

防止啓発

 各種研修や農協の広報誌等により、農業機械の事前点検や作業時

における安全利用の啓発を行った。

④女性・高齢者

の能力引出し

 農協女性部活動や網走農業改良普及センターが実施する女性農業

者ステップアップ研修等を通してネットワーク強化や組織活性化

に努めた。

 家族経営協定の締結を推進し、女性が経営に参画しやすい環境づ

くりに努めた。

 平成29年 7月の農業委員会委員の改選において女性委員2名を任

命した。

 GPSトラクター自動操舵システム導入による労働力の家族分散（女

性や高齢者の作業領域の拡大）を推進した。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・女性農業者ステップアップセミナーの開催

・女性部、フレッシュミズ活動

・家族経営協定の締結推進（平成29年度末 188件）

・農業委員会委員への女性任命（2名）

・産地パワーアップ事業（自動操舵システム導入 309台）

⑤地球に優しい

農村景観づく

り

 農村地域の花壇整備や清掃など自治会による自主的な環境美化活

動の取り組みに対して支援した。

 斜里町農業用廃プラスチック適正処理協議会による農薬等の空き

容器やビニール類等のリサイクル回収と適正処理を推進した。

 農村景観形成への効果が期待できる景観緑肥作物について、多面

的機能支払交付金による種子代助成の対象品種とし、作付奨励を

図った。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・自治会運営助成事業

・自治会活動振興補助事業

・農業用廃プラスチック等一斉回収事業（年2回）

・ポイ捨て禁止看板の設置、監視、啓発活動

・斜里町土づくり事業、多面的機能支払交付金（再掲）
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⑥グリーンツー

リズム等の促

進

 みどり工房しゃりの体験農園や交流広場でのキャンプ、農村公園

での各種イベントを通じて都市住民が農村の魅力にふれる機会を

提供した。

 農協青年部を中心に食と農業に関する知識を子どもたちに体験し

てもらう食農教育を実施した。

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・みどり工房しゃり管理運営事業（体験農園の管理運営）

・以久科農村公園、交流広場の管理委託事業

・保育所、小学生を対象とした食農教育（再掲）

⑦生活環境整備  農村地域の生活道路や公園、集会施設等の保全管理、飲雑用水施

設、合併浄化槽など生活基盤の整備を支援し、農村環境の保全と

公衆衛生の向上に努めた。

 農業農村の多面的機能の維持・増進を図るため、地域の活動組織

等が主体となって取り組む農地の草刈りや排水路の床浚い、農村

景観保全等の共同活動に対して支援した。（再掲）

【第 4次計画期間中に実施した主な施策等】

・道営農道保全事業による道路整備 3路線（再掲）

・道営農道整備特別対策事業による道路整備 1路線（再掲）

・農漁村生活等用水対策事業助成（ウトロ高原、三井水道ほか）

・峰浜地区飲用水供給施設管理事業

・浄化槽設置整備補助事業

・農村集落センター、農村生活環境施設管理事業

・多面的機能支払交付金事業（再掲）
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２．農業・農村地域の概況

（１）農家戸数の動向

斜里町の農業経営体は 287 戸で家族経営体が 9 割を占めている。販売農家戸数は減少傾

向が続いており、平成 27（2015）年の農林業センサス時点で 257 戸（平成 30 年 12 月現在

255 戸）と 20 年間で 3 割以上減少した。特に酪農・畜産戸数は約 5 割も減少しており、乳

用牛飼養農家の減少が著しい。

北海道立総合研究機構農業研究本部（以下、道総研）による「2015 農林業センサスを用

いた北海道農業・農村の動向予測」によると、斜里町の農家戸数は 2030 年には 223 戸まで

減少（▲13.2％）することが予測されている。

（２）経営規模等の動向

農家1戸あたりの平均経営面積は農家戸数の減少に伴い、この20年間で1.5倍に増加し、

平成 27（2015）年時点で全道平均の 23.7ha/戸を大きく上回る 36.6ha/戸となっている。

規模別に見ると、30ha 以上の農家数割合は平成 7（1995）年の約 3倍、特に 50ha 以上で

は 6 倍に増えており、経営規模の大規模化が進んでいることが伺える。今後も増加傾向は

続くと見込まれており、2030 年にはさらに 10％以上増加する予測となっている。

図 2-1 農家戸数と経営規模の推移・今後の動向予測

資料：農林水産省「農林業センサス」

道総研「農林業センサスを用いた北海道農業農村の動向予測」をもとに町農務課で実測

値（1995～2015）と予測値（2020～2030）を接続している。

動向予測
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（３）基幹的農業従事者数の動向

販売農家における基幹的従事者数は年々減少し、この 20 年間で 3 割近く減少した。

年齢階層別に見ると、50才以下の従事者は減少しているのに対し、65 才以上が全体に占

める割合は増加傾向にある。

なお、基幹的従事者に占める女性従事者の割合に大きな変動はない。

図 2-3 農業従事者数の推移 資料：農林水産省「農林業センサス」

図 2-2 経営耕地面積別農家数の推移 資料：農林水産省「農林業センサス」
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（４）担い手の動向

１）認定農業者と法人経営体

斜里町における認定農業者の数は、離農などに伴い減少傾向である。一方、認定農業者

のうち、農地所有適格法人の数は 11 法人と増加傾向にある。

図 2-4 認定農業者数の推移 資料：町農務課調べ

２）新規就農者

斜里町の新規就農者数は、この 5年間で 27人就農し、そのうち学校卒業後や研修後に就

農した学卒就農者は 23人、農家出身で他の産業に従事した後に就農した Uターン就農者は

4 人となっている。なお、U ターン者の就農時の平均年齢は 32.5 才であり、全道平均より

も若い。

表 2-1 新規就農者数の推移（平成 25 年度～平成 29年度） 単位：人

H25 H26 H27 H28 H29 合計

学卒 5 3 4 2 9 23

U ターン 1 1 0 1 1 4

合計 6 4 4 3 10 27

資料：町農務課調べ
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（５）農業生産の動向

１）作付面積等

小麦、馬鈴薯（澱原）、てん菜の主要畑作物については需給動向を踏まえた安定供給及び

生産量の確保を基本として農協が指標面積を設定しており、ほぼ横ばいで推移している。

青果物については全体作付面積が増加しており、特に人参と食用からの転換が進む加工

用途向けの馬鈴薯の作付面積が増加傾向にある。

畜産については、酪農戸数の減少により乳用牛の飼養頭数、生乳生産量ともに減少傾向

にある。

図2-5 基幹作物の作付動向 資料：町農務課調べ

図 2-6 青果物の作付動向 資料：町農務課調べ
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図2-7 乳用牛の飼養頭数、生乳生産量の動向 資料：町農務課調べ

２）生産額

斜里町の農畜産物生産額は、平成 27 年に過去最高の 123 億円に達し、その後も 100 億円

を超える生産額で安定している。特に、高収益作物である人参や、実需者から引き合いの

強い加工用馬鈴薯、生乳、畜産物の生産額が好調で推移している。

図2-8 生産額の推移 資料：町農務課調べ
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３）販売金額

販売農家の規模拡大に伴い、販売金額の多い農家の割合が増加している。

3,000 万円以上の販売農家数が全体の約 5 割を占め、1995 年からの 20年間で 1,000 万円

未満の農家数が減少したのに対して、3,000 万円以上の農家数が大幅に増加している。

図 2-9 農産物販売金額の規模別状況 資料 7：農林水産省「農林業センサス」
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表2-2 数字で見る斜里町農業

項目 単位 年次 全国 北海道 斜里町 備考

販売農家戸数 戸 H27 1,329,521 38,086 257 H30 255

農業就業人口 人 H27 2,096,662 96,557 816

経営者の平均年齢 才 H27 66.1 58.1 51.1

基幹的農業従事者 人 H27 1,753,764 89,228 733

65才以上割合 ％ H27 64.6 35.1 23.3

女性割合 ％ H27 42.7 43.4 42.8

戸当り経営面積 ha H27 2.9 28.2 36.6 H30 42.0

農地集積率 ％ H28 41.5 90.2 94.4 H30 97.6

農業産出額 億円 H28 88,631 11,852 111 道内32位

小麦生産量 トン H28 790,800 524,300 17,000 道内10位

馬鈴薯生産量 トン H28 2,406,000 1,907,000 107,900 道内4位

てん菜生産量 トン H28 3,189,000 3,189,000 170,400 道内7位

食料自給率 ％ H27 39 221 2,076

資料：農林水産省「農林業センサス」「耕地面積調査」、斜里町農業委員会調べ

・備考欄の道内順位は北海道農林統計協会「ミニなんばんBOOK（H29.6発行）」より。

・農業産出額の斜里町推計値は、平成27年の北海道農業産出額（品目別）を2015年農林業

センサス及び平成27年作物統計を用いて市町村別に按分して作成されている。

・食料自給率の斜里町の数値は農水省地域食料自給率計算シートに基づき、主要な農水産

物生産量や人口等から平成28年度データより簡易的な手法で計算したもの。カロリーベー

ス。
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３．斜里町農業をとりまく課題

１、全般的な情勢と課題

TPPをはじめとする国際貿易交渉の進展や、生乳流通制度等の見直しなど、国における幅

広い農政改革が活発化し、農業現場には依然として不安が広がっている。

特に、農畜産物の多くの品目で輸入枠の設定や関税削減が行われることにより、外国産

との価格競争にさらされ、農業のみならず関連産業にも大きな影響を及ぼす懸念がある。

日本の食関連市場は、世界的な拡大基調とは逆行して高齢化の進行に伴う一人当たりの

食料消費量の減少や人口減少の本格化によって縮小する可能性があり、ライフスタイルの

変化等への対応とあわせて付加価値向上やブランド化による消費者に選ばれる産地づくり、

国内外における新たな市場開拓が必要となっている。

また、労働人口の減少が農業現場のみならず、流通や関連産業にまで人材確保の困難さ

を増しており、農業・農村の持続的な発展に支障を来たしている。

このような農政を取り巻く情勢の変化を踏まえ、国では農業を足腰の強い産業としてい

くための政策（産業政策）と、農業・ 農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための

政策（地域政策）を車の両輪として推進している。

農業は斜里町の地域経済と社会を支える重要な基幹産業であり、刻々と変化する情勢や

課題に的確に対応し、関係者が連携しながら実態に即したきめ細かな農政を進めていくこ

とが重要である。

２、担い手に関する課題

（後継者の確保と育成）

斜里町の農業経営者の平均年齢は 51.1 歳、後継者の平均年齢は 27.2 歳と北海道平均と

比較しても若い。また、後継者が確保されている農家を中心に 6 割以上の農家がさらに規

模拡大を意向するなど営農意欲が高い。

その一方で、現状で後継者が確保されている農家は約 3 割にとどまっている。子どもの

年齢が若い等の理由で継承未定の農家も 3 割程度いるが、全国的に見ると北海道や九州と

いった農業が盛んな地域ほど農業後継者の確保率が低い状況であり、経営者の子どもが継

承しないリスクは常に存在していると言える。

斜里町の新規就農者は学卒で親元に就農して農業経営を継承するケースがほとんどであ

り、持続的に後継者を確保していくためには、子どもに仕事としてやりがいのある農業を

伝えていくアプローチや就農前後の定着・育成支援を総合的に進めていくことが求められ

る。
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（農業経営の法人化）

斜里町農業は家族経営体が主体の地域であるが、法人数は緩やかに増加している。また、

昨年度実施した農家アンケート調査結果（Ⅴ.参考資料参照）によると、将来的に法人化を

目指したい農家も一定数存在している。

今後、戸あたりの面積拡大がさらに進み、経営可能な規模の限界を迎えれば、耕作放棄

地の発生や生産量の減少、品質低下に伴う営農意欲の減退、そして担い手農家のさらなる

減少といった負のスパイラルを招き、ひいては地域農業の衰退につながりかねない。

今後においても専業的な家族経営を中心に多様な担い手が地域を支えていく形態が基本

になると思われるが、農地所有適格法人の存在は経営継承の円滑化や農地の受け手、就農

希望者の雇用受け皿としての役割も期待され、地域農業の担い手としての中核的な法人組

織の育成・発展が望まれる。

また、斜里町は酪農戸数が少なく、畑作にとっては慢性的な堆肥不足や土地利用上の課

題（牧草・飼料作物を取り入れた輪作体系の確立がしづらい等）を抱えており、酪農にと

っても集送乳コストをはじめとする生産コスト増加を招いている現状にあり、生産体制の

あり方や法人化を含めた担い手確保の取り組みを展開していくことが求められる。

※「農業労働力支援協議会におけるこれまでの取り組みと今後に向けた提言」を基に作成

３、農業生産基盤に関する課題

（農地基盤整備と施設保全）

本町の農地は泥炭土などが広く分布し、河川に挟まれた農地や海に面した低地で平坦な

地形が多いため、洪水など自然災害のリスクが高い地域と言える。

近年、降雨量そのものの増加により排水路等の能力不足を引き起こしており、自然災害

に強い農地基盤の構築をはじめ、経営の大規模化や精密農業に対応した生産効率の高い土

地改良整備を推進していくことが重要である。
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また、過去に造成された農業水利施設や鳥獣被害防止柵等は経年劣化による機能低下が

進んでおり、計画的な更新と共同活動による適切な保全が求められる。

（農地の流動化）

農業委員会による利用調整活動の推進により、平成 30年 4月現在の担い手への農地集積

率は約 98％となっている。

今後も農家戸数の減少で一戸あたり規模規模のさらなる拡大が見込まれることから、離

農者の農地を地域の中心的な経営体である担い手に円滑に集積・集約化し、優良農地の保

全と効率的な農地利用に努めていくことが重要である。

４、生産性向上・労働力に関する課題

（土づくりと適正輪作）

生産性の維持向上のためには土づくりが最も重要であり、適正輪作を基本とした地力向

上の取り組みが欠かせない。

輪作については、畑作三品に豆類、野菜、緑肥作物等を組み入れた 4 年輪作体系を推進

しているが、圃場条件によって連作や交互作せざるを得ない状況が生まれており、生産力

の低下と土壌病害虫の発生が懸念されている。

近年は酪農家との連携により一部の畑地で輪作を補完する飼料作物の導入も行われてい

るが、酪農戸数が少なく飼料需要が限られることから面積拡大にはつながっていない。

休閑緑肥についても、多面的機能支払交付金による種子代支援等により作付面積は増え

たが、生産収益を確保する必要から特に経営規模が小さい農家、賃借地を中心に作付けが

進んでおらず頭打ちとなっている。

目先の収益にとらわれない計画的な輪作を推進していくことが求められる。

（家畜伝染病や新たな土壌病害虫の脅威）

口蹄疫などの家畜伝染病については、近隣諸国で断続的に発生しており、国内でも高病

原性鳥インフルエンザや豚コレラが確認されるなど町内の生産者の間に不安が広がってい

る。

土壌病害虫については、ジャガイモシロシストセンチュウが平成 27年に国内ではじめて

近隣市で確認された。国などによる緊急防除対策が行われているが、発生地からの原料受

入れ、車両等の往来等による侵入の警戒感と緊張感が高まっている。

従来のシストセンチュウやコムギなまぐさ黒穂病などを含め、農業生産に甚大な影響を

与える恐れのある土壌病害虫や家畜伝染病について、風評被害の防止に配慮しつつ、侵入・

まん延防止対策の一層の強化が必要である。
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（経営コストの低減と省力化）

燃油や農業生産資材価格等は高水準で推移しており、安定的な生産振興のためには経営

コストの低減が大きな課題である。

農家アンケート結果では、農業者が農業関係機関に対して望むこととして「補助事業等

による施設整備・機械導入」が回答数の 6 割を占めており、今後も一定の設備投資は続く

ものと思われるが、近年は農業機械の大型化・高性能化・汎用化が進み、農機具そのもの

が高額となっていることから、共同利用やコントラクター等の営農支援体制構築による農

機具費の低減と経営の省力化が求められる。

一方、ICT・Iot 技術を活用したスマート農業については、経営規模拡大が進む農業生産

現場における省力化・効率化を図るための手段として期待が寄せられ、人工衛星やセンシ

ング技術の進展とともに町内でも自動操舵トラクターや可変施肥機、酪農家における自動

搾乳ロボット等の機械導入が普及し始めている。

スマート農業については、今後もさらに進む技術革新への対応に加えて、ソフト面（農

業のビックデータを活用した生産管理等）の取り組みを現場で広く普及・平準化させ、コ

スト低減や高品質生産につなげていくことが重要である。

また、ICT 利活用の基盤となるブロードバンド環境についても未整備地域の解消が強く望

まれている。

（物流の効率化）

国内の野菜需要は加工業務用の割合が高まっており、市場が求める「定時、定量」と、

用途に適した品質などの多様なニーズに応えていくことが重要である。

物流については、本町の農産物は主にトラック輸送に依存している。しかし、大消費地

から離れた地理的不利性に加え、集荷や荷降ろしの際のドライバーの待ち時間の長期化、

手積み、手降ろし等の負担増大といった課題が表面化している。

物流を担うトラックドライバー不足や農産物輸送特有の構造的な問題は流通コストの上

昇要因になるのみならず、輸送自体が立ち行かなくなる恐れがあり、産地における荷役作

業の省力化と効率的な物流構築が不可欠となっている。

（雇用労働力の不足）

経営規模拡大が進む中、町内では半数以上の農家でパート等の雇い入れが行われている。

しかし、人口減少やパート労働者の高齢化、他産業との労働力需要の競合が繁忙期におけ

る人材確保を難しくしており、農業現場をはじめ青果物選果施設等での労働力不足が年々

深刻さを増している。

そもそも農業は人手不足の典型であり、農耕作業員の有効求人倍率は全産業平均と比べ

ても大きく上回っている。また、農業は家業を継ぐ職業で身近な仕事としてイメージしに

くい、キャリアの見通しをつけにくいなどの声も聞かれ、それぞれの現場でスポット的に

労働力を求める取り組みは限界を迎えつつある。
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農家アンケートでも繁忙期の一時的な労働力の斡旋を望む声が多く、雇用労働力の安定

確保に向けた環境づくりが求められている。

一方、障がい福祉分野では生き生きと働ける就労の場の確保が課題となっており、農業

分野における軽作業労働力として期待される。農福連携の円滑な実施には障がい者と人材

を必要としている現場・作業内容のマッチングをはじめ、現場での支援員の存在が不可欠

である。

※「農業労働力支援協議会におけるこれまでの取り組みと今後に向けた提言」を基に作成

５、農畜産物の利活用に関する課題

（付加価値の向上）

国内市場の縮小が懸念される中、農畜産物の付加価値向上やブランド化により消費者に

選ばれる産地形成や国内外における新たな市場開拓が必要である。

付加価値の高い農畜産物づくりは、農業所得の増大、生産意欲の向上、女性参画、地域

内雇用の創出、商工業振興、地域ブランド形成の観点からも効果が期待されるものである

が、現状において農業者自身による積極的な事業展開はごく少数にとどまっている。

農協でも人参加工品等の開発・販売をはじめ、商工会との連携協定による小麦の地産地

消、「知床の土のかおり」に代表される農産物のブランド化等に取り組んでいるが、知床を

訪れる観光客の斜里町農業への認知度は総じて低い。また、町内には直売所や地場産品を

食べられる飲食店も少なく、地元農産物が観光客のみならず町民も手の届きづらいものと

なっている。

これらが進まない要因としては農業者自身の労働力不足、加工技術、営業、販売等のノ

ウハウ、動機の不足が挙げられる。何より一番の要因は原料の流通上の課題（小ロット取

引、定時・定量供給ができない等）であり、生産者と商工業者との間に立って原材料の橋

渡しを横断的に担う中間組織の存在が求められる。
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６、農村地域に関する課題

（良好な景観形成と生活環境の向上）

農村地域では市街地以上に人口の減少と高齢化が進み、集落機能の低下が懸念されてい

る。農業・農村には食糧生産に止まらない多面的な機能や価値があり、これらの価値を良

好な状態で保全していくために重要なことは、農業者のみならず地域住民、環境、営みが

お互いに関わりを持ちながら守り育てていくことである。また、各種施策に取り組むうえ

で多面的な価値を享受する町民の理解を広く得ることも重要である。

農家アンケートでは、生活環境で困っていることとして「情報・通信インフラ整備」が

最も多い意見であり、スマート農業の推進のみならず、農村地域で暮らす住民の居住環境

向上の観点からもブロードバンド環境の整備が強く望まれている。

（農村地域の活性化）

近年、旅行目的の多様化、個人化、スロー化など観光客の行動やニーズが変化していく

中、幅広い視点でグリーンツーリズムを捉え、観光事業者が農業資源を見せる産業観光や

農村ツーリズムが注目されている。

知床には国内外から多くの観光客が訪れ、また、適切な農業生産活動が行われることに

より生じる多面的価値や豊かな自然に安らぎや癒しを求める都市住民も多いことから、農

村の魅力に触れる機会や農業生産現場を資源として見てもらうことで、農村地域の活性化

と斜里町農業の認知度向上につながることが期待される。

農業と観光の連携については、知床観光ブランディング事業によって農産物の発信力強

化に向けた連携が少しずつ進み始めているが、資源そのものの相互活用という点では必ず

しも連携が確保されているとは言えない。

農業側にとっては畑への無断侵入やゴミの投棄で「一方的に観光客に利用される側」と

いう意識が強く、農業資源の観光への利活用については生産者の理解が不可欠である。
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（課題分析）

斜里町農業の強み、弱みをそれぞれ内部要因と外部要因に区分し、活かし・成長させる

べき事項と、克服に向けて取り組む、あるいは外部に働きかけるべき事項に区分すると、

次のような点が挙げられる。

表 2-3 斜里町農業の強み、弱み

強み

（維持する、活かす、成長させる）

弱み

（克服に向けて取り組む、働きかける）

内部

要因

・生産額や農業所得が安定

・規模拡大に意欲的な農家が多い

・若い経営者、後継者が育っている

・担い手への農地集積率が高い。

・平坦で大区画化された農地が多い

・基盤整備事業が積極的に展開

・農業水利施設が充実

・スマート農業に意欲的な農家多い

・営農施設や集出荷貯蔵施設が充実

・研究センター試験、土壌分析等に

基づく営農指導、技術指導が充実

・コントラ等の営農支援体制が整備

・優れた農村景観がある

・知床に多くの観光客が来訪する

・農家戸数の減少

・基幹的農業従事者数の減少と高齢化

・経営主への作業負担集中

・雇用労働力の慢性的な不足

・独身後継者の増加と高年齢化

・自然災害リスクの高い農地条件

・基幹水利施設の老朽化

・鳥獣被害防止施設等の老朽化

・種子馬鈴薯生産団地の不足

・堆肥不足、連作等による収量低下

・土壌分析施設機器の老朽化

・農畜産物のブランド力が弱い

・産直、農家レストランが少ない

・観光客の農業への認知度が低い

・農村集落人口の減少と活力低下

・農村地域の通信環境が不十分

外部

要因

・恵まれた気象条件

・国の補助事業が豊富

・ICT、ロボット技術開発が進展

・外国人等の就労機会の拡大

・良好な知床ブランド

・加工業務用野菜の需要増加

・消費者の安全健康志向

・実需者、市場からの高評価

・都市住民の田園回帰志向

・国際貿易交渉の進展

・国内市場の縮小

・燃油、生産資材価格等の高騰

・集中豪雨や降雨量の増加

・戸あたり経営規模の限界

・条件不利地の遊休農地化

・農業の有効求人倍率低下

・大消費地から離れた地理的条件

・家畜伝染病、土壌病害虫の侵入
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Ⅲ 農業・農村のめざすべき方向

１． 斜里町農業のめざすべき基本的な方向

第 5 次斜里町農業・農村振興計画では、第 6 次斜里町総合計画の基本目標・政策に沿っ

て下記の５つのテーマを設定し、関係機関連携のもと施策を展開する。

また、担い手の育成を核として振興施策を有機的に結び付け、持続可能な斜里町農業と

多面的機能が発揮される豊かな農業・農村を創造する。

図 3-1 施策の展開イメージ

１ 地域農業を支える担い手の育成

２ 力強い農業生産基盤の確立

３ 高生産・高効率・省力型農作業体系の確立

４ 環境調和・高付加価値農業の展開

５ 住みよい農村環境の創造
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２． 施策の展開方向

１ 地域農業を支える担い手の育成

１－１ 優れた担い手の育成

農業後継者や就農後間もない農業者の研修環境を充実させるとともに、認定農業

者の体質強化や経営安定化に向けた支援を総合的に推進し、高度な営農技術と管理

能力を備えた担い手を育成する。

また、就農希望者の受入れや経営の多角化など地域農業の中核的な担い手として

役割が期待される法人の育成や、家族経営の一翼を担う女性農業者が参画しやすい

環境づくりを後押しし、斜里町農業のさらなる発展を目指す。

１－２ 多様な担い手の確保

学校教育等と連携して斜里町農業の魅力を発信し、職業としての価値や就農の動

機付けを図ることで農業後継者への円滑な経営継承を推進する。

また、道の担い手育成支援組織と連携した情報発信や相談体制の構築、体験実習

を含めた就農希望者の受入れを推進し、担い手となり得る多様な人材の確保を図る。

２ 力強い農業生産基盤の確立

２－１ 基盤整備事業の推進

農地や農業水利施設等の保全・整備など生産基盤整備を計画的に推進し、生産性

向上と農作業の効率化を図るとともに、国営かんがい排水事業の早期着工により斜

里川右岸地域（飽寒別流域等）の排水課題解決を目指す。

また、再生可能エネルギーの活用により農業水利施設の維持管理コスト縮減を図

りつつ、老朽化が進行する農業水利施設等の長寿命化対策、多面的機能支払制度に

よる農地保全の共同活動と合わせて施設機能の安定的な発揮と自然災害に強い農業

基盤を構築する。

２－２ 農地利用の最適化推進

農業委員会の農地権利調整機能を活用し、人・農地プランに基づく担い手への農

地流動化対策を円滑かつ確実に進めるとともに、農業振興地域整備計画や農地転用

許可制度の適切な運用を図り、優良農地の確保と計画的な土地利用を推進する。
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３ 高生産・高効率・省力型農作業体系の確立

３－１ 生産性向上と省力化の推進

農作業の効率化、省力化に資する農産物集出荷施設や農業機械等の近代化を支援

するとともに、ICT 等の技術を活用したスマート農業の取り組みをハード・ソフト両

面から推進し、経営規模拡大や労働力不足等の課題に対応した次世代農作業体系の

確立と平準化を図る。

また、産地段階での物流の効率化、品質・収量向上に向けた輪作体系の改善、栽

培技術指導、自給飼料や優良種子確保などの取り組みを推進し、生産性の高い農業

を展開する。

３－２ 労働力確保と営農支援対策の推進

生産現場や集出荷施設等での慢性的な労働力不足に対処するため、農繁期の異な

る国内他産地等からの人材融通や、それぞれの現場で必要とする一時的な労働力を

地域内で融通しあう連携体制構築を検討し、労働力の安定確保を図る。

また、作業受委託や酪農ヘルパーなどの営農支援対策を推進し、持続可能な畑作

及び酪農・畜産経営を後押しする。

４ 環境調和・高付加価値農業の展開

４－１ 環境に配慮した地域循環型農業の推進

農業の基本である土づくりを積極的に進めるとともに、土壌診断や ICT 技術を活

用した過剰施肥の抑制、町内で発生する未利用・有機質資源の堆肥化の取り組みを

推進し、環境に配慮した循環型農業を目指す。

また、土壌病害虫や家畜伝染病の侵入及びまん延防止対策の一層の強化を図る。

４－２ 農畜産物の高付加価値化

安全・安心な産地確立に向けた取り組みの推進と良質な農畜産物を安定供給する

ことを基本に、世界自然遺産知床のまちとして自然条件等の地域の有利性を活かし

た付加価値の高い農業の実現を図るとともに、農業者や農商工連携による 6 次産業

化及び地産地消の取り組みを後押しし、消費者から信頼される産地ブランドを構築

する。

また、国内外の市場ニーズに的確に対応した生産・出荷を図ることで間接的に付

加価値を高め、農業所得向上と経営安定化を推進する。
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５ 住みよい農村環境の創造

５－１ 快適な生活環境づくり

住民の生業や自然環境が深く関わって形作られている斜里町の良好な農村景観や

環境を、持続的な農業の営みや地域コミュニティ等の共同活動によって適切に保全

するとともに、農村地域の生活基盤整備を推進し、安全で快適な農村環境を創造す

る。

５－２ 活力ある農村づくり

基幹産業である農業と観光が相互に協力・補完し、農村や農業生産活動がもたら

す優れた景観や近代化施設等を観光資源として活かす農村ツーリズムや、農村の持

つ多面的な価値を最大限活かした取り組みを推進し、人口減少と高齢化が進む農村

地域の活性化を図る。

図 3-2 第 5 次農業・農村振興計画の施策体系と第 6 次総合計画の基本目標等との関係性
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３．成果指標

（１） 農業指標

農家戸数は、後継者不在や高齢等により減少は避けられないことから、この間の減少率

を踏まえて設定した。

認定農業者数については、すべての農業者を中心的な経営体へと育成し、認定農業者へ

と誘導していく方針から農家戸数の推計値と同数とした。

法人経営体数の目標は、国の目標や北海道農業経営基盤強化促進基本方針の目標など踏

まえて策定した斜里町農業経営基盤強化の促進に関する基本的構想（以下、基本構想）の

数値を引用して目標値を設定した。

農用地面積は不耕作地を発生させないことを目標に現状維持とした。

農業生産額は、本計画の位置づけを踏まえ、第 6 次斜里町総合計画の成果指標で掲げる

数値を引用した。

農業経営の目標とする労働時間は、斜里町及び周辺市町村において現に成立している優

良な経営の事例を踏まえた水準を実現できるものとし、また、これらの経営が本町農業生

産の相当部分を担う農業構造の確立を目指すものとする。

農業所得については、JA 斜里町中期 5 ヵ年計画における所得目標率を参考に目標値を掲

げた。

表3-1 第5次計画における農業指標

基準年 目標年

備考H30

（2018）

H35

（2023）

農家戸数（戸） 255 245 前期計画期間の増減率を参考に試算

認定農業者数（戸） 249 245 すべての農業者を認定農業者に育成

法人経営体数（経営体） 14 23 斜里町「基本構想」より

農用地面積（ha） 10,700 10,700 農林水産省「耕地面積調査」より

戸あたり平均（ha） 42.0 43.7

農業生産額（百万円） 11,054 10,000 第 6 次斜里町総合計画より

年間労働時間

（時間/経営者）
2,130 1,800

基準年は戸あたりの実労働時間に係数

を乗じて経営者の労働時間を推計。

目標年は斜里町「基本構想」より

農業所得（百万円） 2,432 3,000
所得率（現状 22％、目標 30％）

戸あたり平均（千円） 9,500 12,000

※基準年の数値は平成30年12月1日現在
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（２） 作物別生産努力目標

（小麦）

国内産麦製品の需要が増えており、大手食品メーカーや外食チェーン等では道産小麦

100％を使用したパンや麺が提供されるなど、その活用が多様なニーズに広がっている。

需給動向を踏まえ、秋小麦及び春小麦ともに作付面積はほぼ横ばいで推移することが見

込まれる。

今後も高品質な小麦を安定的に供給するため、適正輪作と適期収穫により収量増を図る。

（澱原馬鈴薯）

輪作体系上重要な基幹作物であり、用途ごとに需要に応じて計画的に作付けする。

澱粉原料用は計画を下回る状況が続いており、作付面積の維持と病害虫対策に努めると

ともに、土壌分析や施肥設計・抵抗性品種への作付け普及により生産量を確保する。

（てん菜）

輪作体系上重要な基幹作物であり、また、地域経済への影響も考慮して作付けの安定化

を図ることが重要であることから、作付面積の維持と低コストで省力的な生産体制を確立

し、安定生産に向けた取り組みを推進する。

（豆類）

輪作体系を補完する作物として位置づけられ、秋小麦からの一定の面積シフトが見込ま

れる。収穫・乾燥機等の機械導入支援に努め、作付推進と輪作体系改善を図る。

（青果物）

国内の野菜需要は加工業務用の割合で高く、実需者が求める多様なニーズに応えられる

よう施設整備等の取り組みを支援し、産地づくりを推進する。

特に人参については、一戸あたりの経営規模が増加する中、播種から収穫・運搬・選別

までの営農支援体制が構築され、少ない労力で栽培できる第４の作物として輪作体系に組

み込まれるなど作付面積は除々に増加してきており、引き続き安定生産に向けた営農支援

に努めることで生産量を維持する。

食用馬鈴薯については、近年は豊作傾向にあり安値で推移していることから加工用に一

定程度転換することを見込み、面積減としている。

加工用途の馬鈴薯はポテトチップ向けの引き合いが強い状況であり、食用からのシフト

分を増とし、安定的に供給できる体制を推進する。

（休閑緑肥）

土づくりや病害虫防除、輪作体系を補完する作物として位置づけられることから、生産
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収益や営農規模等に配慮しつつ、輪作改善指導や国の交付金を活用した種子代支援に努め

ることで作付推進を図る。

（生乳）

飼養戸数や頭数の減少に伴い、町内の生乳生産量は減少傾向となっているが、一頭あた

りの乳量は高いレベルで維持しており、地域営農支援システムの充実等により酪農家の労

働負担軽減を図り、乳用牛飼養頭数と生乳生産量の維持に努める。

（その他畜産）

肉牛は畑作との複合経営で行われており、飼養農家と頭数維持に努める。

豚については、出荷頭数は増加傾向にあるものの、全道の需給調整を踏まえて当面は現

状の維持に努める。



34

表3-2 作物別生産努力目標

現状（平成 30年） 目標（平成 35 年）（2023 年）
増減

（面積）
作付面積

ha

生産量

t

作付面積

ha

生産量

t

秋 小 麦

（種子）

2,247

49

12,722

245

2,300

50

15,410

275
→

春 小 麦

（種子）

387

21

1,556

74

360

20

1,620

80
→

澱原馬鈴薯

（種子）

1,962

80

84,988

2,244

1,960

85

86,240

2,550
→

て ん 菜 2,651 177,588 2,700 178,200 →

豆 類 90 201 150 335

そ ば 110 173 80 126

人 参 437 20,275 450 21,600 →

玉 葱 71 5,352 71 5,183 →

食用馬鈴薯 158 2,995 80 1,680

加工用馬鈴薯 363 14,590 400 16,000

その他野菜 130 － 130 － →

休閑緑肥 161 － 200 －

飼料用作物 560 － 560 － →

生 乳 － 7,269 － 7,300 →

肉 牛 － 504 － 500 →

豚 － 6,194 － 6,200 →

※現状値は「平成30年産 農畜産物生産額見込み調べ」より
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Ⅳ 農業・農村振興施策

Ⅲで掲げた農業・農村のめざすべき 5 つのテーマと 10の展開方向をもとに、それぞれの

具体的施策と主な取組項目について記載する。

また、本計画の進行管理や達成評価を行いやすくし、計画の実効性を高めるため、主た

る取組主体を明確にするとともに、計画期間中の到達目標として「計画期間中に実施・拡

大するもの」「検討を行うもの」「関係機関等への要請により解決を目指すもの」を区分（下

記参照）して記載している。

※次頁以降の計画の見方について

（施策の展開方向）※28P～30P の項目と一致

（１）施策項目

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。

主な取組事項 取組主体 区分

・○○○○○○○○○○○○○○○

・○○○○○○○○○○○○

・○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○、○○○、○○

○○、○○

○○○

※

※

※

※計画期間中の到達目標区分

計画期間中の実施（継続）又は拡充を行う ・・・Ａ

計画期間中に検討を行う ・・・Ｂ

関係機関等への要請により解決を目指す ・・・Ｃ
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１ 地域農業を支える担い手の育成

1-1 優れた担い手の育成

（１）生産技術等の実践的な研修の推進

優れた担い手を育成するため、農業振興センター等を活用して各種研修環境を充実さ

せるとともに、青空教室や圃場巡回など指導農業士、農業士を核に生産技術をはじめと

した実践的な研修を推進する。

また、就農後間もない農業者に対しては、農業大学校や JAカレッジ等への修学奨励な

ど高度で専門的な研修を支援し、技術と経営指導を一貫してサポートする取り組みを推

進する。

主な取組事項 取組主体 区分

・各種講座、農業簿記研修の実施

・青空教室、圃場巡回等の技術的支援

・新規就農者への研修支援

・農業大学校や JAカレッジ等への修学奨励

・青年部活動の充実

農協、普セ

農協、普セ、農業士会

農協、普セ

農協

農協、青年部

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

※普セ＝網走農業改良普及センター清里支所（以下、同じ）

（２）中核的な農業法人の育成

農業就業人口の減少や高齢化の進行、労働力不足に直面する中で、農業経営の法人化

は、農地の引き受けや就農希望者の雇用確保など地域農業を支える担い手としての役割

が大いに期待されることから、法人化に向けた相談対応を充実するとともに、農業者の

意向に応じた複数戸法人の組織化、規模拡大などの経営発展を支援する。

主な取組事項 取組主体 区分

・法人化のメリットや手続き等に関する普及啓発

・複数戸法人の組織化支援

・町内農家の複数戸法人化に向けたマッチング

・農地利用調整活動による経営規模拡大支援

農協、普セ

協議会

農協、普セ

農業委員会

Ａ

Ａ

Ｂ

Ａ

※協議会＝北海道農業法人化等支援協議会

（３）認定農業者等の育成と経営改善支援

認定農業者等が主体性と創意工夫を発揮しながら経営発展できるよう農業経営改善計
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画の作成指導や計画達成に向けて指導するとともに、経営所得安定対策をはじめ、スー

パーL資金等の低利融資制度、農地流動化対策、基盤整備事業、農業経営基盤強化準備金

など各種支援施策の活用を支援する。

主な取組事項 取組主体 区分

・経営改善計画の認定

・経営改善計画の作成指導と達成に向けた営農指導

・農地流動化対策の円滑実施

・経営安定対策、融資貸付、準備金制度の円滑な運用

・補助事業による機械導入支援

町

農協

農業委員会

再生協、町、農協

町、農協

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

※再生協＝斜里町農業再生協議会

（４）女性が農業に参画しやすい環境づくり

家族経営の一翼を担う女性が働きやすい環境づくりを促進するため、家族経営協定の

締結をはじめ、女性農業者を対象にした各種研修やグループ活動、ネットワークづくり

支援、農作業の ICT 化等を推進する。

また、地域農業における女性の社会参画を進めるため、農業委員会や農業士等への登

用を積極的に進める。

主な取組事項 取組主体 区分

・家族経営協定の締結推進

・経営管理能力の向上や農業生産、加工販売などに

関する技術習得・研修

・グループ活動、ネットワークづくり支援

・農業委員会、農業士への女性登用

農委、農協

農協、普セ

農協、女性部、普セ

農委、農協、普セ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ／Ｂ

（５）後継者パートナー確保対策の推進

斜里町農村後継者対策推進協議会を中心に出会いの場を数多く創出するとともに、後

継者の実情に合わせたきめ細かなパートナー確保対策を推進する。

主な取組事項 取組主体 区分

・工夫を凝らした出会いの場の創出

（イベント開催、後継者の実情に合わせたきめ細かな対応）

協議会 Ａ

※協議会＝斜里町農村後継者対策推進協議会
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1-2 多様な担い手の確保

（１）就農意欲醸成に向けた取り組みの推進

農業後継者の円滑な経営継承と担い手となり得る人材を幅広く確保するため、学校教

育活動と連携して農業・農村が有する多面的価値を伝える食農教育の実施など、農業を

職業選択の一つとしてもらえるような取り組みを推進し、就農への動機付けを図る。

主な取組事項 取組主体 区分

・町立学校における食農教育の実施

・出前講座の実施、職場体験、職業体験等の受け入れ

青年部、生産者

町、農協

Ａ

Ｂ

（２）就農希望者の相談対応と受入れ支援

関係機関と連携し、就農希望者の相談対応を図るとともに、ホームページや就農セミ

ナー等への出展を通して農業体験実習生の募集 PRや各種支援情報の提供に努める。

また、町内で就農を目指す実習生の円滑な受け入れ体制を推進する。

主な取組事項 取組主体 区分

・北海道担い手育成センターとの連携（相談対応等）

・就農相談ブースの設置、就農支援制度の PR

・農業体験実習の受入れ推進

町、農協

町、農協

農協

Ａ

Ａ

Ａ
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２ 力強い農業生産基盤の確立

2-1 農地基盤整備対策の推進

（１）基盤整備事業の推進

生産性の向上を図るため、農地の大区画化、農業水利施設、暗渠排水などの農業生産

基盤整備を計画的に推進するとともに、農畜産物輸送の効率化や通作条件の改善を図る

ための農道保全整備を推進する。

また、農業者が生産基盤整備に積極的に取り組めるよう、国や道の交付金等を活用し、

農家負担の軽減に努める。

主な取組事項 取組主体 区分

・道営畑総事業の計画的推進（町内一円）

・道営農道保全事業の計画的推進

・農業者負担軽減対策の実施（道 PU 事業、促進費の活用）

町、農協

町

町

Ａ／Ｃ

Ａ／Ｃ

Ａ／Ｂ

（２）農業水利施設の長寿命化

農業水利施設機能の安定的な発揮と適切な維持管理を推進するため、施設の長寿命化

を目的とした機能保全に取り組むとともに、多面的機能支払制度等による地域の自主

的・持続的な保全管理体制の充実を図る。

更新期を迎える基幹水利施設については、国営事業や団体営事業により計画的な改修

と整備に努める。

また、畑地かんがい施設維持管理費の縮減に向けて緑ダムの包蔵水力を活用した小水

力発電施設の導入を推進する。

主な取組事項 取組主体 区分

・国営施設機能保全事業「宇遠別川地区」の推進

・基幹水利施設管理事業の推進（右岸、美咲、畑かん）

・自主的・持続的な保全管理体制の構築

・小水力発電施設の導入推進

町、農協、期成会

町、組合

町、農協、生産者

1 市 4町

Ａ／Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ／Ｃ

※期成会＝国営宇遠別川地区土地改良事業促進期成会

※組合＝斜里右岸地区機場水系組合、斜里左岸地区管理組合

※1 市 4 町＝網走市、大空町、斜里町、小清水町、清里町
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（３） 農業・農村を守る防災・減災対策の推進

災害から農業・農村を守るために排水性の改善を重点的に進めるとともに、突発事故

や災害発生時の被害拡大・二次被害防止のための迅速な復旧対応など総合的な防災・減

災対策を推進する。

長年、過湿被害に悩まされている斜里川右岸地域（飽寒別流域等）の排水対策につい

ては、国営かんがい排水事業による早期着工を目指し、地区調査への協力と受益者の合

意形成に努める。

主な取組事項 取組主体 区分

・国営かんがい排水事業「斜里飽寒別地区」の推進

・多面的機能支払制度活用による災害未然発生防止対策

・突発事故、災害発生時の迅速な復旧対策の推進

・災害時の被害作物に係る営農技術指導、農作業安全対策

町、農協、期成会

広域協定組織

町

農協、普セ、町

Ａ／Ｃ

Ａ

Ａ

Ａ

※期成会＝国営斜里飽寒別地区土地改良事業促進期成会

※広域協定組織＝斜里町農地保全広域協定運営委員会（以下、同じ）

（４）鳥獣被害防止対策の推進

エゾシカ等の鳥獣による農作物被害防止を図るため、国の交付金や道営鳥獣被害防止

総合対策交付金や道営農業農村整備事業、多面的機能支払交付金等を活用し、集中的な

捕獲活動、農地の侵入防止柵の整備、電気柵資材の提供などの取り組みを総合的に支援

する。

また、猟友会と連携して捕獲の担い手育成に努める。

主な取組事項 取組主体 区分

・既存の侵入防止柵の管理と再整備の推進

・農地電気柵の設置促進

・有害駆除対策の推進と鳥獣捕獲員の育成

・エゾシカの有効活用推進

農協、町

農協、生産者

町、農協、猟友会

町、事業者

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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2-2 農地利用の最適化推進

（１）優良農地の確保と耕作放棄地の発生抑制

農用地区域への編入や同区域からの除外の抑制など農業振興地域整備計画の適切な運

用により優良農地の確保と計画的な土地利用を推進するとともに、農業委員会の農地パ

トロールにより遊休化や違反転用の防止に努める。

主な取組事項 取組主体 区分

・農業振興地域の適切な運用

・遊休農地、違反転用の発生防止対策

町、農業委員会

農業委員会

Ａ

Ａ

（２）担い手への農地の集積・集約化の推進

農業委員会の農地権利調整機能を活用し、人・農地プラン等に基づく担い手への農地

集積・集約化を円滑かつ確実に進める。

主な取組事項 取組主体 区分

・人・農地プランの作成と定期的な見直し

・担い手への農地流動化施策の推進

（農地中間管理事業、利用権設定等促進事業等）

町、農協

町、農業委員会

Ａ

Ａ
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３ 高生産・高効率・省力型農作業体系の確立

3-1 生産性向上と省力化の推進

（１）生産施設の近代化

国の補助事業等を活用し、消費者や実需者のニーズに対応した安全で良質な農畜産物

を安定的かつ効率的に生産・出荷するため、集出荷施設等、生産流通システムの整備を

支援するとともに、認定農業者や地域の中心的経営体、機械利用組合等が経営発展を図

るために導入する農業用機械や施設整備の取り組みを支援する。

主な取組事項 取組主体 区分

・集出荷、選別、貯蔵施設など生産・流通体制の整備

・経営発展に資する農業機械導入、施設整備支援

農協、町

農協、町

Ｂ／Ｃ

Ｂ／Ｃ

（２）スマート農業の推進

斜里町農業 ICT 推進協議会を中心とした技術普及と補助事業等によるスマート農機の

導入をはじめ、生産・情報システムの高度利用を推進し、労働力不足等の課題に対応し

た次世代農作業体系の確立と平準化を図る。

特に、ロボット技術や人工衛星を活用したリモートセンシング技術による可変施肥、

農作業ドローン、自動搾乳システムなど、今後も飛躍的に進むことが予想される自動化

や技術革新とともにハード・ソフト両面から農作業の効率化、省力化、低コスト化につ

なげる取り組みを普及する。

主な取組事項 取組主体 区分

・スマート農機の活用事例の共有と技術普及

・実証圃の設置と効果検証

・スマート農業基盤整備支援

・農業生産情報システムの高度利用

（GAP やセンシング等への対応、一元集約デー

タの経営分析への活用、実測作業の効率化）

ICT 協議会、農協、普セ

農協、普セ

農協、町

農協、生産者

Ａ

Ａ

Ｂ／Ｃ

Ｂ

※ICT 協議会＝斜里町農業 ICT 推進協議会（以下、同じ）

（３）酪農・畜産経営支援と自給飼料の確保

酪農・畜産経営の持続的発展に向け、飼養管理作業の省力化や酪農ヘルパー等の営農
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支援を進めるとともに、地域ぐるみで収益性の向上を図る畜産クラスターを推進する。

また、自給飼料を安定的に生産できる体制を構築するため、草地の植生改善をはじめ、

簡易更新などを推進し、良質で低コスト粗飼料の生産・利用の拡大を推進する。

主な取組事項 取組主体 区分

・畜産クラスター計画の推進

・草地改良、植生調査、土壌診断等の計画的推進

協議会

農協、普セ

Ａ

Ａ

※協議会＝斜里町畜産クラスター協議会

（４）効率的な物流の確保

生産段階の省力化とあわせ、効率的な物流構築を図るため、限定的な取り組みにとど

まっている一貫パレチゼーション化の取り組みを拡大し、荷役作業の効率化と運転手不

足に対応することで農産物の安定出荷、安定供給に努める。

主な取組事項 取組主体 区分

・一貫パレチゼーション輸送の推進、品目拡大 農協、ホクレン Ａ

（５）品質向上に向けた各種取り組みの推進

収量・品質を向上し、所得向上につなげるため、町農業研究センターにおける品種比

較や新品種の適応性試験など栽培技術の確立を推進するとともに、生産履歴情報や過去

の土壌診断情報等を集約したビックデータを活用し、個々の栽培技術と輪作体系の改善

を推進する。また、基幹作物の安定生産を図るため、優良な種子の安定確保に向けた生

産体制を引き続き構築する。

乳質については、町内生産者組織により自主的に行われている牛群検定や乳質改善対

策等を継続的に実施し、飼養・搾乳環境の向上を図る。

主な取組事項 取組主体 区分

・斜里町農業研究センターの運営

・品種や地域特性などに応じた栽培技術の確立

・営農技術情報の提供・指導

・輪作体系改善に向けた営農指導

・種子団地の確保と町外における栽培委託体制の継続

・乳用牛飼養環境の向上による乳質改善対策

農協、町

農協、普セ

農協、普セ、町

農協、普セ

農協

農協、生産者

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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（６）農作業事故防止対策の推進

経営の安定化の障害となる農作業事故を防止するため、研修会の開催や啓発活動等を

通じ、農業機械の効率・安全利用を推進する。

主な取組事項 取組主体 区分

・農作業事故防止の啓蒙 農協、普セ Ａ
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3-2 労働力確保と営農支援対策の推進

（１）雇用労働者の安定確保対策の推進

生産現場や集出荷施設等における農繁期の雇用労働力を安定的に確保するため、地域

内外の潜在的な人材の掘り起こしとともに、繁忙期の異なる産地等と連携した雇用確保

を推進する。

また、地域内での労働力需給の実態を把握し、事業者間で人材の融通・斡旋を図る仕

組みの構築に向けた調査検討を進める。

主な取組事項 取組主体 区分

・潜在的なパート労働者の掘り起こし

・他産地との連携による人材受入れの推進

・外国人（技能実習生等）の受け入れ推進

・障がい者雇用の推進

・雇用労働者の受入れ環境整備

・労働力融通（雇用リレー）の仕組み構築に向けた

検討組織設置

農協

農協

農協

農協、福祉事業所

生産者、農協、町

町、農協、ホクレン、

普セ、その他

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ/Ｂ

Ａ/Ｃ

※その他＝振興局や商工会等の他産業団体等を想定

（２）農作業受託組織等の活用と充実

てん菜や青果物の収穫作業を中心にコントラクターによる営農支援体制が構築されて

おり、ICT 技術の活用等とともに作業性改善と継続的な活用を図りつつ、さらなる規模拡

大に対応した受委託体制のあり方、作業内容の充実について検討する。

また、酪農経営を補完しうる斜里町酪農ヘルパー利用組合を支援し、酪農家の労働負

担軽減を図るための環境整備を進める。

主な取組事項 取組主体 区分

・農作業受託の作業性改善と継続的な活用

・コントラクター作業内容の充実

・機械導入や実証事業等の実施支援

・酪農ヘルパー利用組合の運営支援

・ヘルパー人材の確保

農協、受託組織

農協

農協、町

農協、町

ヘルパー組合

Ａ

Ｂ

Ａ／Ｃ

Ａ

Ａ

※ヘルパー組合＝斜里町酪農ヘルパー利用組合
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４ 環境調和・高付加価値農業の展開

4-1 環境に配慮した地域循環型農業の推進

（１）土づくりを基本とした適正輪作の推進

圃場状況によって連作や交互作、土壌の地力低下などが課題となっていることから、

主要三品に豆類や収益性の高い野菜を組み入れた 4 年輪作を基本とし、さらに営農規模

等に適して地力増進効果や土壌物理性の改善、土壌病害の抑制、残肥の有効活用など複

数の効果が認められる休閑緑肥の作付けを輪作補完作物として積極的に普及し、計画的

な輪作を推進する。

また、輪作年限の延長に向け、飼料作物と結びつけた耕畜連携体制の確立に努める。

主な取組事項 取組主体 区分

・営農類型等に基づく輪作モデルケース作成、改善提案

・休閑緑肥の作付推奨と効果の検証

・耕畜連携による畑地での飼料作物の作付の推進

・その他の輪作補完作物の導入推進

農協、普セ

農協、普セ

農協、普セ

農協、普セ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｂ

（２）適正施肥と地域未利用資源の活用

土壌改良と生産コスト削減を推進するため、土壌診断に基づく適正施肥に取り組むと

ともに、センシング技術とスマート農機を活用した可変施肥の実践による新たな適正施

肥技術の普及に努める。

また、家畜飼養農家から排出された堆肥を耕種農家へ供給し、耕種農家で生産された

麦殻を酪農・畜産農家で寝わらとして活用する耕畜連携の取り組みや、てん菜遊離土等

の有機質資源を堆肥化して圃場還元を進めることで環境に配慮した地域循環型農業を推

進する。

主な取組事項 取組主体 区分

・振興センター土壌分析事業の継続、計画的な機器更新

・スマート農業による適正施肥技術の普及

・耕畜連携による優良堆肥の確保

・未利用、有機質資源の活用による堆肥化の推進

農協、町

ICT 協議会

生産者

農協、町

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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（３）土壌病害虫の侵入・まん延防止対策の推進

ジャガイモシロシストセンチュウやコムギなまぐさ黒穂病など、基幹作物の生産に甚

大な影響を与える恐れのある病害虫について、今後も関係機関と連携し、侵入及びまん

延防止対策の一層の強化を図る。

馬鈴薯の収量低下をもたらすジャガイモシストセンチュウの発生面積が拡大する中、

シスト抵抗性品種への作付け転換を推進し、安定供給に努める。

主な取組事項 取組主体 区分

・関係機関による連携体制の構築

・発生実態の把握と早期発見の取り組み

・未発生圃場における予防対策指導

・基本技術の励行指導と実践

・遊離土の適正処理対策

・抵抗性品種への転換推進

・種子消毒、洗車場施設の運営

・観光客等への啓蒙普及

町、農委、農協、普セ

町、農協、普セ、関係機関

農協、普セ

農協、生産者

農協、ホクレン

農協

農協、生産者、農場

農協、町、観光関係者

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

※農場＝斜里馬鈴薯原採種圃農場

（４）家畜衛生対策の推進

国や道と連携しながら斜里町家畜自衛防疫組合を中心に情報提供や飼養衛生管理基準

の遵守指導を行うなど、伝染病の多様化や伝播の複雑化に対応と家畜・家きん飼養者の

自衛防疫体制の強化を図る。

また、各種予防接種の実施を推進し、家畜伝染病の発生予防とまん延防止に取り組む。

主な取組事項 取組主体 区分

・情報提供や飼養衛生管理基準の遵守指導

・各種予防接種事業の実施（ワクチン接種代の支援）

・防疫演習の実施

家保、自防組合

自防組合

自防組合

Ａ

Ａ

Ａ

※家保＝網走家畜保健衛生所

※自防組合＝斜里町家畜自衛防疫組合
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4-2 農畜産物の高付加価値化

（１）消費者に信頼される安全・安心な産地確立

消費者に信頼される安全・安心な産地確立と農業生産活動の持続性を確保するため、

GAP 等の取り組みを推進し、農場のリスク管理や改善意識の普及、食品安全リスクの低減

と定着を図る。

主な取組事項 取組主体 区分

・GAP（農業生産工程管理）の実践

・GAP 認証取得のノウハウ確立と普及

・食品安全マネジメントに係る国際規格認証の取得

農協、生産者

農協、普セ

農協（澱粉工場）

Ａ

Ｂ

Ａ

（２）6 次産業化の推進と農畜産物のブランド化

地場農畜産物を活かした加工品開発などの取り組みを推進するため、商工業者等が行

う商品づくりや加工ニーズに合わせた安全安心で高品質な農畜産物の供給に努めるとと

もに、農畜産物ブランディングによるＰＲの強化など観光と連携した取り組みを推進す

る。

主な取組事項 取組主体 区分

・商工業者側のニーズに合わせた農畜産物の生産・供

給調整

・事業計画づくり支援、各種相談対応

・観光ブランディングとの連携

・特産品の販売促進や改善、新規開発支援

・知床しゃりブランド認証制度の普及

・商品パッケージを含めたデザイン力と情報発信力の

強化支援

農協、商工会等

6 次化センター

町、農協

町

町

商工会

Ｂ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

※6 次化センター＝北海道 6 次産業化サポートセンター（中小企業総合支援センター）

（３）地産地消の推進

地場産食材を活用した各種イベント支援をはじめ、消費者と生産者等とが交流する加

工体験イベントの開催や学校給食・福祉施設等での地場産食材活用により、地域で生産
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された農産物を地域で消費する地産地消を推進する。

また、農家レストランをはじめ、地元の農畜産物及び加工品を積極的に扱う飲食店や

商工業者、ホテル、観光事業者などのＰＲ支援等を行い、農畜産物の消費拡大を推進す

る。

主な取組事項 取組主体 区分

・地場産食材を活用した各種イベントの開催支援

・消費者と生産者が交流する加工体験機会の提供

・学校給食、福祉施設等での地場産食材活用の推進

・地産地消協力店の周知と拡大の推進

町、観光団体等

農協

町教委、福祉団体等

町、観光団体等

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

（４）国内外の需要への対応

市場や需需者が求める多様なニーズへの対応を図るため、集出荷貯蔵施設等の整備や

消費地における卸売市場とのネットワーク形成を通じて青果物の安定的な出荷と付加価

値の向上を推進する。

また、青果物輸出の継続及び農産加工品の輸出に向けた販路調査を実施する。

主な取組事項 取組主体 区分

需要増加野菜（加工・業務用）の安定生産

集出荷貯蔵施設など生産・流通体制の整備推進

市場とのネットワーク形成

青果物輸出の継続実施

農産加工品の輸出に向けた販路調査

農協、生産者

農協、町

農協

農協

農協

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ
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５ 住みよい農村環境の創造

5-1 快適な居住環境づくり

（１）農業・農村の多面的価値に対する意識の共有

農業・農村は食糧供給といった役割のみならず、自然災害の抑制や環境の保全、農村

景観の形成といった多様な機能を発揮しており、各種広報媒体等を活用して広く啓蒙普

及することで住民の理解を醸成し、農村の価値や魅力を生かした取り組みを推進する。

主な取組事項 取組主体 区分

・斜里町農業の概要の発行

・町広報への特集記事掲載

・出前講座の実施

・町民を対象とした町内農業施設見学ツアーの実施

町

町

町

町、農協

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

（２）景観保全活動の推進

農村景観の保全を図るため、地域の環境美化活動や農薬の空き容器等の廃プラスチッ

ク回収リサイクル等の自主的な取り組みを推進する。

また、多くの農村風景が沿道から意識されることから、国道や道道をはじめとする幹

線道路の草刈りの充実を求めるとともに、地域共同で行う多面的機能を支える活動や農

地等の維持、景観緑肥作物の作付奨励を通して、沿道景観の形成と地域資源の持続的な

保全管理・質的向上を推進する。

主な取組事項 取組主体 区分

・地域コミュニティによる環境美化活動の推進

・不法投棄防止対策の推進

・農業用廃プラスチック等の共同回収活動の実施

・中古農機具の適正処分と啓蒙普及

・景観形成に配慮した幹線道路の草刈り推進

・農道沿いや排水等の草刈、共同保全活動の推進

・景観緑肥作物の作付奨励

農業者、自治会

町

協議会、農業者

農協、農業者

町、関係機関

広域協定組織、農業者

農協、町

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｃ

Ａ

Ａ

※協議会＝斜里町農業廃プラスチック適正処理推進協議会
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（３）農村生活環境の向上

農村地域の生活道路や公園、集会施設等の維持管理をはじめ、飲雑用水施設、合併浄

化槽などの生活基盤整備を支援するとともに、ブロードバンド環境の充実に向けた検討

を進め、住みよい生活環境の創出に努める。

主な取組事項 取組主体 区分

・農村地域における生活基盤整備支援

・農道保全整備事業の推進（再掲）

・地域集会施設の管理運営

・地域情報通信基盤の強化

町

町

町、自治会

町、民間事業者

Ａ

Ａ/Ｃ

Ａ

Ｂ/Ｃ

5-2 活力ある農村地域づくり

（１）農業資源の観光への利活用推進

観光関係者との連携を図りつつ、優れた農村景観スポットの情報発信や集出荷施設見

学及び農畜産物加工体験プログラムづくりの協力と受入れについて検討する。

主な取組事項 取組主体 区分

・優れた農村景観スポットの情報発信

・体験プログラムづくりへの協力と施設見学等への対応

観光関係者、町

農協、町

Ａ

Ｂ

（２）都市住民が農村の魅力にふれる機会の提供

町民が農業に親しむ体験農園の運営をはじめ、農村公園や農業振興センター農畜産加

工室等を活用した各種イベントを開催し、農村地域の活性化を推進する。

また、町内には農業体験や地場農産物の料理体験をしながら過ごせる宿泊型体験施設

を運営する法人や農家レストランがあり、これらの情報発信等に協力して都市住民が農

村の魅力にふれる機会の提供に努める。

主な取組事項 取組主体 区分

・みどり工房しゃりの管理運営と利活用の推進

（町民や観光客に開かれた施設づくり）

・農業体験施設や農家レストラン等の情報発信

農協、町

事業者、観光関係者

Ａ

Ａ
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