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平成31年1月15日

岩見沢市長 松野 哲

食料・農業・農村政策審議会
農業農村振興整備部会



岩見沢市は、北海道の中西部、札幌市や新千歳空港から約40㎞

に位置し、北海道内を結ぶ主要国道や鉄道網を背景に、周辺産炭

地にて産出される石炭や農産物等に関する物流の結節点として発

展してきた。

また、行政面積（48,102ha）の約4１．２%を占める農地は、

広大で肥沃な土地と石狩川水系の豊富な水資源を活かし、水稲や

小麦、大豆、玉葱等いわゆる土地利用型農業を中心とした国内有数の食料供給基地である。

しかしながら、エネルギー需要の転換や農業を取り巻く環境変化に伴い経済活動は停滞し、人口減少や

少子高齢化も急速に進んでいる状況にあるなど、「人口減少対策」や農業をはじめとする「経済活性化対

策」が喫緊の課題となっている。

岩見沢市
面 積：481.02ｋ㎡ ※行政面積の41.2%が農地（水稲作付面積は北海道最大）
人 口：81,778人、世帯：41,767世帯（平成30年12月末現在）
高齢化率：約34.87%

1.岩見沢市の概況
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農地面積 19,800ha 行政面積（48,102ha）の41.2%
農家戸数 1,265戸
主要作物 米（7,170ha）、小麦（5,150ha）、大豆（1,640ha）、玉葱（1,120ha）

2.農業の現況

岩見沢市における主要作物の作付面積・収穫量

出典：作物統計調査（農林水産省）

●岩見沢地域は、石狩川沿いの東に位置する広大な平坦地にあり、空知の豊穣な穀倉地帯の一翼を担う。
●石狩平野の中央部にあたるこの地域は、泥炭地のため客土による土地改良を進め米の大産地となった。
●近年は、玉葱や南瓜、白菜、胡瓜などの野菜、花卉・果樹などと、多種にわたる農作物を生産している。
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単位 H12 H17 H22 H27

農業就業人口（販売農家） 人 4,595 3,823 3,175 2,686

人 3,257 2,513 2,118 1,755

％ 70.9 65.7 66.7 65.3

人 1,338 1,310 1,057 931

％ 29.1 34.3 33.3 34.7

平均年齢 歳 54.5 56.3 56.8 57.1

うち65歳以上

うち64歳以下
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●農業就業人口（販売農家）は2,686人であり、H22比で-489人（-15.4％）
●年代別に見ると、「65歳以上」がH22より人数は減少しているものの構成割合は増加
●平均年齢も増加傾向にあり57.1歳にまで上昇

出典：農林業センサス（農林水産省）

●農業就業人口（販売農家）と平均年齢の推移

出典：農林業センサス（農林水産省）

●農業就業人口（販売農家）と平均年齢の推移

3.岩見沢農業の課題

課題
・農業経営の安定・経営体質の強化
・農畜産物の消費拡大・付加価値向上
・農業基盤の整備
・担い手の育成・確保
・活力ある農業・農村づくり
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●農業経営の安定

① 農作業の省力化、コスト削減
② 空知型輪作体系の確立
③ 下水道資源循環

●基盤整備

① 農地の大区画化・汎用化
② 排水性改良
③ 地下かんがい

集中管理孔施設の普及

とうも
ろこし

新規
作物

大豆小麦

水稲

図 空知型輪作体系例

課題対応に向けた取組み概要

●農村への定住促進に寄与するICT利活用

① 農村地域のデバイド対策
② 子育て支援
③ 在宅就業（テレワーク）
④ 健康増進など

●スマート農業の社会実装

① 営農者による研究組織組成 ② 農業気象システムの整備運用
③ 高精度位置情報利用機能に関する整備運用 ④ 普及促進に関する取組み

●新規就農支援

① 新規就農・農業後継者育成支援
セミナーでの周知
研修支援
経営安定支援
農業後継者育成

②経営体質の強化支援

基盤整備面

移住定住の促進

スマート化

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4



●空知型輪作体系

○省力・低コスト技術→乾田直播
・春期の作業ピークを低減
・作業機は麦や大豆を共用可。
・土壌の団粒構造を確保。
・濁り水が出ず、環境に優しい。
・排水性は良いが、保肥性に課題。

○排水性改善技術→デントコーン栽培
・代掻き作業で生じる耕盤層を改善。
・デントコーンの根が耕盤層を割って伸長。
・生じた亀裂から暗渠までは水の通り道。
・亀裂を生かす営農管理で、排水性を確保。

○労働力低減技術→無代かき移植栽培
・乾田直播の大型機械が使用可。
・重労働である、ゴミ上げ作業がない。

4-(1).取組み事例 経営の安定・体質強化 ～空知型輪作体系～

根域が広く土壌物理
性が改善

小麦・大豆へ同じ収
穫機械が利用可能

大量の残渣物が畑
に還元される
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出典：国土交通
省

H27年度 国土交通大臣賞「循環のみち下水道賞(ネクサス部門)」：岩見沢地区汚泥利用組合
H28年度 農林水産大臣賞「全国麦作共励会表彰(集団の部)｣：(有)岐阜コントラクター

●下水道資源循環型農業（BISTRO下水道）

4-(2).取組み事例 経営の安定・体質強化 ～下水道資源の循環～
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●大区画化

国営緊急農地再編事業「岩見沢大願地区」

ほ場一枚当たりの面積が小さいと、機械作業の段取り換えや水作業の回数が多くなり、作業効率が低下する要因となる。
このため、経営面積の限界打破を実現するには圃場の大区画化が必要条件となる。

◎水田の標準区画の形状 検討例（国営緊急農地再編事業「岩見沢大願地区」の場合）
①長辺長の検討
→ほ場内の営農作業は長辺に沿って行なう。
→長い方が効率的、ただし田植え機・収穫機械の連続走行距離は約290m。
→本地区の植民区画辺長540mを2分割した270mを採用する。

②短辺長の検討
→短辺を長くするほど、整地土量と区画管段差が増加。潰れ地が増加する。
→小段設置がいらない高さ50cm以下、深水かんがい用畦畔高40cmを考慮。
→地区平均傾斜から、植民区画辺長540mを３分割した90mを採用する。

ここから、施設用地幅を控除した、長辺長254m×短辺長89m = 2.3ha(230a)とする。

4-(3).取組み事例 基盤整備 ～大区画化～
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4-(4).取組み事例 基盤整備 ～地下かんがい・集中管理孔～

●集中管理孔

●地下かんがい

集中管理孔は、用水路と暗渠排水上流部を接続し、かんがい用水を洗浄水として注水させることによって、暗渠管
の洗浄を容易にしたシステム。
また、暗渠末部の水閘を閉じることによって、「地下かんがい」として利用可能。

注水された用水は、暗渠（吸水渠）から疎水材を通り、補助暗渠や亀裂内などの水が移動しやすい部分を伝わって
土中に広がる。
また、畑利用の場合、作土層への水分供給は、毛管上昇によっても行われる。

北海道農政部HP「直まき１０俵どり指南書Vol.３」より引用
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●岩見沢市では新規就農者・農業後継者を支援
●新規参入者は、田園回帰の動きもあり、着実に就農
●高収益野菜（ミニトマト）等の品目が多い
●最近は既存農業法人への就職者も増えている
●新規就農者の定着率は非常に高い

新規就農者への支援フロー

4-(5).取組み事例 移住定住支援 ～新規就農サポート～

新規就農者の推移（農務課：各年1/1～12/31） （人）

H25 H26 H27 H28 H29

新規就農者数 13 12 10 11 17

5か年計

7

38

18

63

新規学卒者 2 3 2 4 7

新規参入者 2 4 0 0 1

Uターン者 9 5 8 7 9
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