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農林水産大臣賞受賞
『地域ぐるみで有機農業を核とした

「有機のまち」としてのむらづくり』

受賞者 津別町有機酪農研究会
つ べつ ちよう ゆ う き ら く の う けんきゆうかい

（北 海 道網 走 郡津 別 町）
ほつかいどうあばしりぐんつべつちよう

■ 地域の沿革と概要

津別町は、北海道の東部、オホーツク海

に面するオホーツク総合振興局の東南部に

位置し、総面積716.60㎢でその86％を山林

が占め、扇状に広がる河川流域に農村集落

が形成されている典型的な中山間地域であ

る。気候は、道東地区の内陸気候帯に属し

ているため、夏は相当の高温を記録するが、

冬は流氷などの影響を受け、寒冷で寒暖差

が大きい。また、降水量は少なく、晴天日

数が多いのが特徴となっている。

人口は5,900人、産業別就業人口では第

１次産業人口が23％と全国平均よりも高く

農業と林業・林産業を基幹産業とし、農業

における経営形態は、小麦・馬鈴しょ・て

ん菜・豆類などの寒冷地作物を主体とした

畑作経営を中心に、酪農・畜産経営や野菜

（玉ねぎ）を取り入れた複合経営が行われ

ている。

町は、平成22年３月に第５次総合計画を

策定し「田園工房のまち・つべつを目指し

て」をメインタイトルとし「町は舞台、町

民が主役」を合言葉に、小さな町でも誇り

の持てる特色のある地域社会を創造するま

ちづくりを目指している。

■ むらづくりの概要

１. 地区の特色

本地区は、恵まれた自然景観や農業を中

第１図 位置図

※ 白地図 KenMap の地図画像を編集

第１表 地区の概要

津別町有機酪農研究会

事　　項
地区の規模
地区の性格
農　家　率 7.10%
（内訳）

　総世帯数 2,593戸
　農 家 数 184戸

販売農家数 184戸
（内訳） 　

　専業農家 165戸
　１種兼農家 3戸
　２種兼農家 16戸

主要作物 総産出額 5,776（百万円）
（農業産出額） たまねぎ

てんさい
ばれいしょ

農用地の状況 　耕地計 5,620ha
（内訳） 　　 田 30ha

　　 畑 4,510ha
　　 樹園地 1,080ha
　耕地率 7.80%
　農家一戸当たり農用地面積

30.5ha

内　　　容
津別町地域内酪農家の集団

機能的な集団
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心とした一次産業を町の資源として、「まちづくり」を進めている。町内を流れる網走川

は、津別町を源流域とし美幌、大空の三町を貫流して、下流の網走湖に流入し、そこか

らオホーツク海に注いでいる。網走湖は、道内有数の内水面漁場として、シジミ漁やワ

カサギ漁などが営まれている。

しかし近年、青潮や富栄養化に伴うアオコが頻繁に発生したことで水質が悪化してい

る。これら水質悪化の原因の一つとして、台風や大雨等で上流域や中流域に広がる農用

地から、土砂を含んだ大量の汚濁水が川に流れ込んだことで、それに含まれている農薬

や化学肥料、家畜の糞尿などが流出していることが考えられている。このような状況の

中、国営総合農地防災事業で農地からの土砂流出対策を実施し、畜産環境対策整備事業

で堆肥舎・堆肥盤・尿溜等の整備を実施した。

特に、酪農・畜産においては、水質汚染

対策にいち早く取り組み、平成７年度から

開始された「網走湖浄化対策事業」におい

て、ふん尿の浄化を図るための土壌菌の活

用による浄化システムの導入（H7～H9、北

海道開発局補助事業）を進め、環境にやさ

しい循環型農業の推進を目指した取組を進

めている。

２. むらづくりの基本的特徴

(1) むらづくりの動機、背景

畑作を主体とした本町では、酪農経営が各集落に点在し、土地条件から農地の集約や

規模拡大が難しく、１戸当たりの飼養頭数も北海道酪農の平均規模からみても小さいこ

とから、輸入飼料依存型で、個体乳量を向上させる経営体が多くみられた。

このような生産体制に疑問を持った酪農家は、新たな生産方式の模索を進めるととも

に、高品質・高付加価値化に向けて環境に配慮した安全・安心なこだわりの牛乳生産へ

の取組を検討し、平成12年に酪農家20戸により「津別町有機酪農研究会」を設立した。

研究会では無農薬・無化学肥料により生産した粗飼料をもって有機牛乳の生産販売を

目指すこととし、関係機関や団体等の助言や支援を受け、土壌分析や研修会、栽培試験

を行い、多くの年月と試行錯誤を繰り返し幾多の困難を克服して平成18年９月、最終的

に５戸の酪農家で目標であった有機牛乳（「オーガニック牛乳」）の販売を開始した（現

在は、新たに２戸の酪農家が加入し有機ほ場の認証を取得すべく取組を行っている）。

その後、有機酪農研究会の活動を契機に「津別町有機農業推進協議会」が平成21年４

月に設立され、津別町の基幹産業である農業において、環境に配慮した持続可能な農業

生産に積極的に取り組み、安全かつ良質な農畜産物に対する消費者の需要に対応した供

給体制の整備を図り、併せて消費者に対する普及や生産者と消費者の交流促進に取り組

むとともに、学校給食にオーガニック牛乳を提供する食育等、地域農業の活性化に資す

ることを目的に活動が展開されている。

ア これまでの技術導入、栽培方法、生産工程等の認定及び認証の状況

写真１ 排泄物処理施設
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・平成16年５月：有機農産物ＪＡＳ 認定を取得

（牧草とサイレージ用とうもろこしを有機栽培）

・平成17年４月：乳牛の飼養管理について、農場HACCP（ハサップ）の手法を導入

（生産行程の確立と履歴の基調を徹底）

・平成18年５月：有機畜産物（牛乳）のＪＡＳ認証を取得

（有機生乳の生産開始）

・平成20年11月：有機畜産物（牛肉）のＪＡＳ認証を取得

（有機生肉の生産開始）

(2) むらづくりの推進体制

ア 有機酪農研究会

有機酪農研究会は現在７戸の会員で、会長、副会長、幹事の役員体制で有機牛乳の生

産拡大に取り組んでいる。加えて、津別町、津別町農協、農業改良普及センター、農業

試験場、オホーツク総合振興局、家畜保健衛生所、大学、乳牛メーカーなどの協力・ネ

ットワーク化を図り、様々な検討会議を設けている。

①支援の内容

支援機関

農業協同組合 研究会事務局、会議の開催、認証申請事務、計画書等作成、包括的支援

津別町 各種情報提供、各種事業の提案導入、町営牧場の有機化対応

農業改良普及センター 栽培に関する情報提供、生育・収量調査、環境・乳質改善支援

乳業メーカー 現地調査支援、生産行程作成、研究費の支援

オホーツク総合振興局 HACCP手法導入支援、各種情報提供、環境整備指導

家畜保険衛生所 HACCP手法導入支援、内部規定作成、乳牛血液検査

農業試験場 新栽培技術の現地試験、収穫調査時研修会

大学 有機酪農転換によるコスト・環境負荷に関する調査研究
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イ 津別町有機農業推進協議会

津別町有機農業推進協議会の組織構成は、有機酪農研究会、有機畑作物生産者、特別

栽培生産者、津別町、津別町農協、農業改良普及センターである。

第２図 むらづくり推進体制図

第３図 津別町有機農業推進協議会推進体制
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■ むらづくりの特色と優秀性

１. 農業生産面における特徴

ア 環境（自然）にやさしい「循環型酪農経営」を推進

肉・乳牛の排泄物は、適切な処理施設で

堆肥化され農地に還元することにより、環

境にやさしい「循環型酪農経営」を行って

いる。

イ 自給飼料の有機栽培の取組

無農薬・無化学肥料による粗飼料の生産

を目指し、関係機関や団体の助言や支援を

受け、土壌分析や研修会、試験栽培を行い、

多くの年月と試行錯誤を繰り返しながら、

平成16年に有機農産物に係る日本農林規格

(JAS)のほ場認証を取得した。

自給飼料の生産は、化学肥料や除草剤等

の農薬を一切使用せず、堆肥やＪＡＳ有機

基準に適合した有機肥料土壌改良資材を100

％使用して牧草とサイレージ用とうもろこ

しの有機栽培を行っている。

ウ 人にやさしい安全・安心な牛乳の供給

乳牛の飼養管理面では平成17年より会員

全戸で農場ＨＡＣＣＰ（ハサップ）の手法

を導入し、生産工程の確立と履歴の記帳を

徹底し、オーガニック牛乳を提供する際の

情報開示を可能とする体制を整え、飼養管理・衛生面においてもより安全・安心な牛乳

の供給に向けた取組を行っている。

エ ＪＡＳ有機牛乳の国内第１号として製品化

平成18年５月、（財）北農会より「有機畜産物(有機飼料)生産

工程管理者」として有機畜産物の認証を取得し、９月には津別町

産の「オーガニック牛乳」がＪＡＳ有機牛乳の国内第１号として

製品化され、販売が実現した。(「オーガニック牛乳」(1,000ml)

として北海道内において年間約300トンが販売されている。）

オ 有機栽培による飼料作物の収量の安定化

飼料作物の有機栽培の取組当初は、慣行栽培に比べ乾物収量

で約３割から４割の収量減少となり大きな問題であったが、土壌

診断に基づく土づくりや経年草地へのマメ科作物追播などに取り

写真２ 堆肥散布風景

写真３ 収量調査風景

写真４ オーガニック

牛乳
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組み、現在は慣行栽培に比べ遜色のない収量が確保されるようになった。

今後の事業展開方向としては、飼料作物栽培及び供給体制整備のさらなる構築を目指

し、関係機関や団体の指導支援・連携を図りながら、2014年を目標に５つの課題に取り

組んでいる。

①有機自給飼料の自給率向上、新栽培体系と優良品種導入の取組

②自給飼料農家間利用システムの取組

③オーガニック牛乳生産に係る先進技術情報の収集

④消費者との交流拡大と情報発信の取組

⑤有機牛肉のＪＡＳ認証取得に向けた取組

２. 生活・環境整備面における特徴

ア 「人」が行き交うむらづくり

有機酪農研究会の会長は酪農体験塾「だ

いち」を主催し、地域住民との交流に取り

組み、特に小学生を対象にした乳搾り体験、

ヨーグルト作り体験、乗馬体験などを継続

して行っている。また、有機酪農研究会員

や関係機関等のボランティア協力により「ゆ

めの里フェスティバルin 山田牧場」を毎年

８月に開催し、自家生産牛肉を提供し、地

域住民との交流の場として毎年300名の参加

者を数える一大イベントになっている。

さらに、有機酪農研究会の会員が「ふれ

あいファーム」（※）として登録しており、

酪農体験や実習生を受け入れるなど、農場を広く公開しているほか、平成19年に発足し

た津別町グリーン・ツーリズム運営協議会にも全員が加入し、修学旅行生等の受け入れ

など、津別農業の理解者・応援団づくりに積極的に取り組んでいる。

(※)都市と農村の交流に意欲的に取り組んでいる農業者の農場を登録し、農業に対する

理解を深めることを目的として、平成９年から行っている北海道独自の取組。

イ 第34回主要国首脳会議(北海道洞爺湖サミッ

ト)へ提供

平成20年、北海道洞爺湖で開催されたサミット

(第34回主要国首脳会議)では、「ＩＭＣプレス用

レストラン」で使用される食材として「オーガニ

ック牛乳」を提供した。

ウ 学校給食での「オーガニック牛乳」使用

町では、平成21年から地元で生産された「オー

写真５ 子どもたちの体験受け入れ

写真６ 学校給食での利用
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ガニック牛乳」を学校給食で利用することとし、町内の小中学校給食に提供（週１回）

し、食育を進めている。


