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１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方

○北海道農政事務所の考え方

■事例 (有)西神楽夢民村 （旭川市）

○概要

・ 消費地から遠い北海道において、農業者自らが販路を開拓するなど農業経
営の高度化に取り組むには、現行の専業家族経営では限界。

・ 今後は複数の担い手や、他の業種から転職を希望する人材などを組み合わ
せた協業経営や法人化をさらに促す必要があるのではないか。

平成13年に、農業者９名、農外からの参入者１名で農業生産法人「(有)西神楽
夢民村」を立ち上げ、特別栽培米やとうもろこし、アスパラガス等の全国宅配事
業及び直売事業を開始。現在、水稲70ha、野菜67haを経営。法人の売上は21年度
で３億５千万円。

平成22年には、宅配事業や農家レストラン事業などの営業部門を分社化、100％
出資子会社を設立。

○北海道農政事務所との連携・協働

平成21年度「集落営農法人化等緊急整備推進事業」により、農家レストランの建設等
を支援。

にしかぐらむうみんむら
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財務部

管理部

生産技術部

畑作課

稲作課

青果課

花卉課

(有)西神楽夢民村 (株)北海道夢民村

※平成22年に販売等部門を独立させ、
株式会社化

総務、品質管理等の業務

宅配・直売・レストラン
業務

営業企画部

代表取締役
島 秀久

生産部

周辺農家からの作業受託
業務

作付、管理、収穫、出荷業務

構成農家９名
社員15名
パート70名

（構成農家９名、社員３名） （構成農家３名、社員12名）

宅配事業 H13

ショップ販売 H14

コントラクター

直売所

農家レストラン

H14

H18

加工事業 H19

H22

事業の多角化に
よりH21の売上は

3億5千万円

H13 H22.4
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１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方

北海道農政事務所の考え方

■事例 ＪＡ士幌町 （士幌町）

○概要

「産業としての農業」の構築に向け、農産物の付加価値づくりや販路開拓に
向けたＪＡの役割が益々重要となるのではないか。

億円

年度

3

ＪＡ士幌町では、ポテトチップスやコロッケなどの加工用ばれいしょの需要の高
まりを受け、昭和48年にばれいしょ加工処理施設を建設。大手食品メーカーとのＯ
ＥＭ契約により、近隣の４町５ＪＡ（士幌・音更・木野・鹿追・上士幌）産ばれい
しょの有利販売を実現。
また、地域の雇用の創出（約900人）にも貢献。平成21年度からは、原料ばれい

しょの通年安定供給を図るための貯蔵技術（エチレン処理貯蔵）の導入試験にも取
組中。
また、昭和62年に食肉処理施設（士幌町

振興公社）を整備し、肉用牛経営も振興。
道外の食肉メーカーとも提携して、「し

ほろ牛」ブランドを確立。
こうした結果、ＪＡの売り上げはこれま

で一貫して増加を続けており、平成21年度
には、約290億円を達成。
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【ＪＡ士幌町 農産物加工施設】
ポテトチップスなどのスナック
菓子やフレンチフライ、コロッケ
等を製造 【大手食品メーカー】

大手食品メーカーの
販路を活かしたＯＥＭ
供給

ポテトチップス ２社
フレンチフライ ３社
コロッケ １社

○食品コンビナートの雇用者数
約900人（H22）

【生産者】

ＪＡ士幌町
ＪＡおとふけ
ＪＡ木野(音更町)

ＪＡ鹿追町
ＪＡ上士幌町
666戸、5,150ha
(Ｈ22)

士幌馬鈴薯施設運営協議会（管理：ＪＡ士幌町）の取組概要

○北海道農政事務所との連携・協働

《加工用品種》
大手食品メーカーへ
の原料供給

《生食用品種》
市場向け出荷

・ 平成15年度～20年度 ばれいしょ加工処理施設・貯蔵施設の整備（強い農業づ
くり交付金等）

・ 平成21年度 エチレン貯蔵技術に関する技術支援（農業・食品産業競争力強化
支援事業)



１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方

■事例 (有)ビィクトリーポーク （仁木町）

○概要

(有)ビィクトリーポークでは、近隣の製パン工場（パンくず）やビール工場
（ビール粕）から排出される食品残さを活用した「エコフィード」による養豚経
営を実施中。
平成22年度からは、地元のＪＡ新おたるから飼料用米の供給を受け、輸入濃厚

飼料からの脱却を模索中。
社長の中岡氏は、種豚の調達のため米国の契約農場を訪れた際に、飼料の輸入

依存度の高さを批判されたことを機に、欧州で進められていたエコフィードによ
る飼料自立経営を決意。（現在の飼料自給率40％）

北海道農政事務所の考え方

今後の畜産対策については、輸入とうもろこし等の飼料価格の高騰が見込ま
れる中で、地域資源である食品残さや飼料用米を最大限に活用した、より持続
的な畜産経営を推進すべきではないか。
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・ 「強い農業づくり交付金事業」により、豚舎やエコフィード設備の導入を支援。
・ 「水田利活用自給力向上事業」（８万円/10a）で、飼料用米の生産を支援。

養豚経営

飼料用米

パンくず

馬鈴薯裁断くず

食品工場稲作農家119戸
ＪＡ新おたる52ｈａ

ビール粕

パン工場 ビール工場

養豚農家
１万７千頭飼育
従業員18名

年間売上13億円

消費者
商品

乳業メーカー
ホエー

エコスープ

肥育豚

（平成22年度より導入）

○北海道農政事務所との連携・協働
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北海道農政事務所の考え方

■事例 バイオガスプラント （鹿追町）

○北海道農政事務所との連携・協働

○概要

１．持続可能な経営実現のための農業改革のあり方

家畜排せつ物の利活用による耕畜連携や、再生可能エネルギーの利活用を一
層推進するべきではないか。

平成18年度に「バイオマスの環づくり交付金」により収集運搬車や消化液散布
機の導入を支援。

7

鹿追町では、家畜ふん尿から発生するメタンガスを回収し、余剰電力を電力
会社に売電する「バイオガスプラント」を平成１９年度に導入。
メタン発酵後の残さである「消化液」は、酪・畑作農家の農地に還元し、肥

料の節減対策にも貢献。
今後、再生可能エネルギーの全量買取制度が導入され、売電価格が現在の２

～３倍程度（１５～２０円／ｋｗｈ）となれば、自力での施設の更新が計画的
に実施でき、農業・畜産業の持続性の向上にも寄与。



処理量－牛糞尿等 95t/日

消化液 90t/日消化液 90t/日

バイオガスプラント（町営）

発電設備

○施設利用後の余剰電力の売電（平均7.5円
/kwh）収益と他の利用料収入により、施設運営費
はほぼまかなえるが、維持更新は困難。
○再生可能エネルギーの全量買取制度が実施(15
～20円/kwh)されれば施設の更新も計画的に実施
できる。

バイオガスの利用

○発生する消化液は肥料として有効活用
○消化液は専用車両で町内のほ場に散布
（のべ約700ha）

消化液の有効活用

電気 4,580kwh/日電気 4,580kwh/日

畜産農家（１１戸）

・家畜ふん尿をバイオガスプラントで処理することで、ふん尿の適正処理と臭気対策に効果
・ふん尿処理にかかる労力や新たな設備投資費用を軽減

売電

専用コンテナで収集

還元

消化液貯留槽
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２．消費者ニーズに対応した食品供給システムのあり方

北海道農政事務所の考え方

小麦は、製粉・加工を経て消費者に供給される商品であり、原料小麦の特性
を直接消費者に訴求しにくい品目であることから、原料小麦の特性を活かしつ
つ、きめ細かな実需者ニーズに対応していくためには、産地段階で生産者と実
需者を橋渡しする「中間事業者」(注)を積極的に育成をすべきではないか。

（注） 中間事業者とは、産地と最終実需者（製パン・製めん等の事業者）を結びつけ、原料の１次加工等を担う事業者

■事例 (株)山本忠信商店 （音更町）

○概要

(株)山本忠信商店では、実需者ニーズに即した良質な小麦を生産するため、平
成２年度に地域の小麦生産者を集めた「チホク会（現在128名）」と連携 。十勝
産小麦のさらなる販路の拡大を図るため、平成21年度からはパン・中華めん用小
麦新品種「ゆめちから」の作付けを推進中。
平成22年度には(株)山本忠信商店自らが製粉設備（年間製粉能力 4,000トン）

を導入し、取引関係のある道内外の製パン・菓子製造事業者のオーダーに応じて
産地製粉を開始する予定。
これにより、実需者のニーズにきめ細かに対応した小麦粉の供給を実現すると

ともに、流通コストも大幅に削減。

ただのぶ
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チホク会
（生産者128名）

作付予定品種
きたほなみ（日本めん用）
春よ恋（パン・中華めん用）
ゆめちから
（パン・中華めん用（超強力
小麦））

直接買入

製パン・菓子製造
業者

Ａ社（大阪）、Ｏ社 （京

都）、Ｔ社（滋賀）など、
計６社に供給

道産小麦粉供給連鎖サイクル強化推進協議会（平成２１年設立）

小麦粉販売

協議会において、実需者と生産者も交えた検討会や新品種の実証、加工適正・ブレンド適正試験等を実施

意見交換 意見交換

（株）山本忠信商店

製粉施設（4,000ﾄﾝ）を整備しニーズ
に合わせ複数の小麦をブレンド配合

（平成23年3月 製粉施設完成予定）

中間事業者

ゆめちから
（パン・中華めん用
（超強力小麦））

きたほなみ
（日本めん用）

○北海道農政事務所との連携・協働

平成22年度に「国産原材料サプライチェーン構築事業」により製粉設備等を支
援。

ゆめちから50％
国産中力小麦50％

（参考）
外国産小麦100％

ブレンドにより、パン・中華めん用途への供給拡大ブレンドにより、パン・中華めん用途への供給拡大

パンの他、ブレンドによりパスタやピザ
にも使用可能
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２．消費者ニーズに対応した食品供給システムのあり方

北海道農政事務所の考え方

○概要

生産現場と国民の連結を促す上で、学校給食の場をさらに活用すべきではないか。

旭川市では、地元米の消費拡大の一環として米粉用米を生産し、平成22年11月
から市内84の全小中学校に米粉パンを導入。
米粉の製造は、農林水産省と旭川市の補助事業で新たに製粉施設を導入した市

内の農事組合法人㈲コントラクター旭川が行い、製パン事業者に米粉（ミックス
粉）を供給。
米粉パンを食べた子供たちからは、「普段のパンよりしっとりしていて、もち

もちしている」などおいしいと好評。また、市民を対象とした現地見学会や米粉
料理教室などを開催し、「あさひかわ米粉プロジェクト」として米粉の普及に市
をあげて取組中。

■事例 旭川市 （旭川市）

○北海道農政事務所との連携・協働

・ 平成22年度「農業主導型６次産業化整備事業」で、米粉製粉機の導入を支援。
・ 「水田利活用自給力向上事業」で、米粉用米（８万円／10a）の生産を支援。
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（市民を招いた現地見学会・料理教室の様子）

稲作農家
（旭川市内の
農家22戸）

米粉用米

購入代金

ＪＡ
あさひかわ

米粉用米

購入代金

㈲コントラクター
旭川

（農業生産法人）

米粉の製造

パン用
ミックス粉

旭川市
指定製パン

業者

学校給食

旭川市内小中学校
84校

１回に28,000食
米 粉 65％
小麦粉 20％
ｸﾞﾙﾃﾝ 15％

あさひかわ米粉プロジェクト（事務局：旭川市）

12



２．消費者ニーズに対応した食品供給システムのあり方

北海道農政事務所の考え方

■事例 コープさっぽろ「北海道100」 （札幌市）

○概要

コープさっぽろでは、2008年の「ＣＯ・ＯＰ手作り餃子事件」の反省から、道
産食品に対する消費者の信頼確保と道産ブランドの一層の向上を図るため、北海
道で生産された農林水産物を100％使用して製造・加工された高品質な道産食品に
対して「北海道100」のブランドマークを貼付。宅配や生協店舗で積極的に販売。
外部有識者を加えた「北海道100委員会」を設置し、商品の登録・管理などを

行っており、平成22年12月現在の登録商品数は118品目。商品によっては、割高と
なるものもあるが、道産原料100％使用を前面に出し道内外への販路拡大を図った
ことにより、平成22年度の売り上げは、前年比110％と伸びている。
このほか、安全・安心な農産物の供給に長年努力している生産者を表彰する

「コープさっぽろ農業賞」や、宅配会員を集めた農作業体験学習会等も積極的に
展開。

地元の農産物を活用した加工食品などの統一ブランドづくりを一層推進すべ
きではないか。
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農作業体験学習会等

統一ブランドマーク

北海道100委員会

○北海道農政事務所との連携・協働

コープさっぽろ主催「食べる・たいせつフェスティバル」の協賛・支援。

(道７ヶ所開催)

製造・加工業者
登録申請

登録通知

使用許諾(ライセンス契約)

販売

工場点検･商品審査

衛生管理評価

審査協議

日本トレーサビリティ協会

保健所等

コープさっぽろ

販売

コープ店舗・宅配

商品審査結果

北海道
お米と小麦の食パン
(日糧製パン(株))

北海道みそ
(福山醸造(株))

コープさっぽろ農業賞

第７回(2010年)受賞者

農業大賞(北海道知事賞)
ノースプレインファーム（株）（興部町）

農業大賞(コープさっぽろ賞)
(株)しみず 農園(北斗市) など

ノースプレインファーム

コープさっぽろ「北海道100」

農業賞現地審査(奥尻島) 産地交流会
（有）北海道ホープランド（幕別町）
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札幌市の中心部にある「ＨＵＧマート」では、
北海道内の契約生産者（100団体）、加工業者
（100団体）から委託された、無農薬、有機栽培
などの農産物、北海道産原材料を使用した加工
品など、約７千アイテムを販売し、年商２億円
以上の安定した売り上げを継続。
生産者の顔が見える安心感と新鮮さから、リ

ピーターが多く、都市型マルシェとして定着している。
独自に開発した商品管理データベースを活用した仕入・販売・在庫管理により、

在庫を減らし完売率を向上。契約希望者は年々増加。

２．消費者ニーズに対応した食品供給システムのあり方

北海道農政事務所の考え方

■事例 ＨＵＧマート （札幌市）

○概要

産直施設や都市型マルシェの展開にあたっては、商品の仕入・販売・在庫管
理システムの整備を推進するなど施設の高度化対策が必要ではないか。

ハ グ
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３．戸別所得補償制度のあり方

北海道農政事務所の考え方

・ 北海道では、水田作経営における米をはじめとして、畑作経営における麦、
大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょが基幹作物となっているところ。
また、酪農については、全国の生乳生産量の５割を生産し、関連する乳業メ

ーカー等も含め地域の経済、雇用の面で重要な役割を果たしているところ。
・ これらの品目については、生産費と販売価格との差額を補償する「戸別所得
補償制度」に加え、引き続き、安定的に国産品の販路が確保されるよう、輸入
品に対して一定の国境措置を維持していくことが必要と思料。

・ こうした前提の下で、さらに国際競争力を高め、農業経営を安定化していく
には、
① 米や畑作物に加えて野菜等も対象にした、収入変動の影響を緩和する仕組
みの検討

② 規模拡大のための農地の買入れや農業機械の整備に加えて、新規作物への
転換のための種苗費や直接販売を行うための直売所の整備など、農業者の経
営高度化ニーズにより柔軟に対応できる「準備金制度」の拡充

が必要ではないか。
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○米、麦等の重要品目における国境措置の役割

国際価格

枠
外
関
税

枠
内
関
税

国内価格

価格

輸入量関税割当枠
（一定の輸入機会を保証）

（
輸
入
の
防
波
堤
）

米 麦 大豆 てんさい でんばれ 野菜

【一般的な複合経営のイメージ】

○「準備金制度」の拡充の考え方

農作物の販売価格

（変動部分）

（固定部分）

販

売

価

格

準備金
自己資本
の増強 現行

規模拡大のための農地及び農業機
械・施設の取得

拡充
新規作物への転換のための種苗や
直売所等の取得

戸別所得補償制度による交付額
全
国
平
均
の

生
産
コ
ス
ト

余剰利益

担い手の生
産性の向上、
販売努力に
よる「余剰
利益」
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４．農林水産業の成長産業化のあり方

○北海道農政事務所の考え方

■事例 江別経済ネットワーク （江別市）

○概要

地産地消や農商工連携など６次産業化を進める上で、地元の農業団体や農業
生産法人と商工業者等とを結びつける、地方自治体の役割が非常に重要ではな
いか。

江別市では、地域の産業界と消費者とが協働して地域経済を活性化していく取組
（「産消協働」）として、平成14年に地元の小麦生産農家、製粉・製麺会社、飲食
業、大学・研究機関を構成員とする「江別経済ネットワーク」を設立。
地元産のパン・中華めん用小麦「ハルユタカ」の特産化（江別小麦めんプロジェ

クト）に向け、関係企業や団体の取組をコーディネート。
地元の飲食店等に供給し、観光客等に「江別小麦のラーメンやパスタ」としてＰ

Ｒ。
平成16年の販売開始から平成21年までの６年間で1,400万食を販売。地域の経済波
及効果は66億円（平成21年度までの累計）。

・ 「農商工連携88選」(平成20年４月公表)、「地域を活性化する農商工連携ベス
トプラクティス30」(平成22年４月公表)に選定（農林水産省・経済産業省所管）

・ ハルユタカの初冬まき栽培による安定生産技術を確立した「江別麦の会」が
「立ち上がる農山漁村」に選定(平成18年度、農林水産省)

○北海道農政事務所との連携・協働
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地域企業
江別製粉(株)、

(株)菊水（中華めん）

市内４大学
札幌学院大学
北翔大学

北海道情報大学
酪農学園大学

市民団体
NPO法人

やきもの21
他

研究機関
道立食品加工研究センター
北海道電力(株)総合研究所

北海道情報技術研究所
北海道立工業試験場

江別麦の会
（ハルユタカ生産者等46名）

〈江別経済ネットワーク〉
（事務局：江別市役所）

地元商工会
（飲食店等約20店舗）
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４．農林水産業の成長産業化のあり方

北海道農政事務所の考え方

■事例 ＪＡ中札内村 （中札内村）

○概要

ＪＡ中札内村では、平成元年に枝豆栽培を開始以来、
平成21年には、作付面積580ha、生産量2,500トン、生
産額４億７千万円を誇る北海道一の枝豆産地に成長。
液体窒素を利用した冷凍加工場、冷凍庫などを整備

し、冷凍枝豆を国内スーパー、学校給食等へ供給。

日本の食文化をベースに、優れた日本食を海外にＰＲし、潜在的需要を開拓
する視点も必要ではないか。

○北海道農政事務所（農林水産省）との連携

・ 平成17年度「強い農業づくり交付金事業」により、冷凍加工場、冷凍保管庫の
整備、枝豆収穫機の導入を支援。

・ 平成20年度「強い農業づくり交付金事業」により、枝豆、さやいんげん加工設
備一式、枝豆、さやいんげん収穫機の導入を支援。

中札内村特産瞬間冷凍の「そのままえだ豆」

21

高度な冷凍技術により、自然解凍でも色鮮やかで美味しく手軽に食べられる冷凍
枝豆は、海外でも人気が高く、最近の欧米の健康志向や日本食ブームもあって、平
成21年度は3.3トンをアメリカ、ロシア等に輸出。
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酪農が盛んな浜中町では、高齢化等により酪農家の離農が進む中で、「酪農王
国・浜中」を如何に維持・発展させていくかという課題の下、ＪＡ浜中町と連携し
て、平成３年度に「浜中町就農者研修牧場」を開設（平成16年に有限会社化）。
町内外から新規就農者を確保するため、同牧場でＯＪＴ研修（夫婦で月額25万円

を支給、住居も完備）を３年間程度積み、その後は就農条件が整い次第、（財）北
海道農業開発公社（農地保有合理化法人）から離農酪農家の施設・農地をリース契
約により委譲するスキームを展開中。
あわせて、町からのリース料補助（５年間以内）や、公社からの無利子の就農支

援資金の融通等も実施。
このスキームにより、現在では町内酪農家の１割以上にあたる28戸が就農・移住。

酪農を主体とした町の農業粗生産額（90億円弱）も安定的に推移。

４．農林水産業の成長産業化のあり方

北海道農政事務所の考え方

■事例 (有)浜中町就農者研修牧場 （浜中町）

○概要

離農跡地などの農地流動化対策と、新規就農者の研修・育成対策とを一体的
に進め得る体制づくりを各地で展開すべきではないか。
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(有)浜中町就農者研修牧場

乳用牛約270頭を研修生が
ＯＪＴ研修（概ね３年間）

給与：夫婦で月額25万円
（単身：15万円）

住宅：研修生用住宅完備（無料）
福利厚生：雇用・労災保険等

（
定

住
）

酪

農

家

新
規
就
農
者

(財)北海道農業開発公社

・ リース方式による農地等の委譲
・ 就農支援資金の融通 等

独 立

○北海道農政事務所との連携・協働

平成22年度「農畜産業機械等リース支援事業」（畜産新規就農等支援型）によ
り、ロールべーラー等、粗飼料収穫機械のリースによる支援。
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４．農林水産業の成長産業化のあり方

25

北海道農政事務所の考え方

■事例 ブルース・ガットラヴ氏（岩見沢市）

○概要

米国カリフォルニア州ナパ・ヴァレーでワイン醸造を指導して
いたブルース・ガットラヴ氏は、約２０年前に来日。栃木県で高
品質なワインを製造していたところ、北海道産のワイン用ブドウ
の品質の高さに気づき自らブドウを生産することを決意。
ガットラヴ氏は、特にブドウ栽培の好適地であるとして、平成

２１年に岩見沢市で新規就農してブドウ栽培を開始。就農に当
たっては、岩見沢市新規就農サポートセンターが全面的に支援し、
農地取得のための補助金や就農施設等資金の借り入れ等を斡旋。 ブルース・ガットラヴ氏

農外から新しい知恵やノウハウを積極的に取り込むためには、新規就農者に
対する手厚い支援や各種手続のサポートが重要ではないか。

地域農業改良普及センター等

就 農
計画書
の作成

新 規
参 入
希望者

就農計画
の認定

新 規

就 農

農地取得
への補助

施設整備
への融資

支援・助言

岩見沢市新規就農サポートセンター・北海道空知総合振興局

相談 助言



ガットラヴ氏を中心とするワインの醸造事業を6次産業化法に基づく事業認定候
補として検討中。

○北海道農政事務所との連携・協働

道内では、最近、高品質なワイン製造を目指
した取組が各地で活発化していることから、今
後、道内各地のワイン工場とホテル・レストラ
ン業との連携を図ることにより、北海道に観光
で訪れる旅行客が各地でワインを楽しむ「ワイ
ンツーリズム」の推進も計画中。

26

洞爺湖サミットで提供された、
ガットラヴ氏が醸造したワイン


