
      「成苗ポット」苗の疎植栽培による省力・低コスト技術の波及 
計画期間：平成２２年度～平成２７年度 

○ 南空知地域では、水田農家の高齢化が進み、水稲作付面積の維持が困
難となってきている。また、転作率が高く他作物との労働競合や農作業の軽
減が課題となっている。 

○ このため普及センターでは、北海道ではまだ一般的ではない「ななつぼし」
の疎植栽培の導入を提案し、地域の米作り研究グループ（ながぬま農協米
作研究会）と協力し、現地適応性及び経済性等について検証を行っている。 

 

北海道 

目標とする成果 

１ 水稲疎植栽培の利点を活かした栽培法の導入 
■栽培方法の検討に向け、既存の田植機を利用し

た試験展示ほを設置し、簡単に導入できる栽培
法として理解された。(H22→H27) 

 ①収量 → 減収率５％以下 
 ②作付面積 
   0ha → 200ha（水稲作付面積の１割） 
 ③生産者数 
   １名 → 40名（水稲農家戸数の１割） 

２ 水稲疎植栽培導入によるコスト低減と軽労化 
■株間26cmに広げることによって10a当りの必要苗

箱数を縮小でき(46％減)、高収益作物への転換
が可能となった。 (H22→H27) 

■育苗に係る資材費の圧縮や、育苗時間等の軽減
が可能となった。 

 ①育苗コスト 
1.58万円/10a  
→ 0.86万円 

 ②労働時間 
19.7時間/ha 
→ 11.1時間/ha 

３ 平均収量と品質 
■収量は、慣行栽培と 
  同等かやや低く、５ 
   年間の平均収量比 
   は0.97であった。 
■蛋白質含有率は、 
   平均で0.3％上昇。 
 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２４年 
■普及センターが疎植栽培の導入検討に向けた呼

びかけを行い、JAながぬま、ながぬま農協米作
研究会の協力を得て、重点地区の先進的水稲
農家で試験栽培を行った。 

■重点地区水稲農家対象の 
  視察研修を行った。 
■重点地区水稲農家に講習 
  会等で結果を報告し、試作 
   に向けた誘導を図った。 

平成２５年 
■ながぬま農協米作研究会で行った現地試験を 
  とりまとめ、調査報告書として冊子を作成した。 
   この冊子を基に、重点地区で講習会を開催し、 
  詳しい説明を行い、水稲農家の関 
   心を高めることができた。 
■ながぬま農協米作研究会主催の 
    “疎植栽培共励会”を開催し、疎植 
   栽培農家の栽培技術の向上や栽 
  培者間の技術の研鑽を図った。 

平成２６年～ 
■疎植栽培者の増加に伴い、疎植栽培初心者を 
  対象とした疎植栽培講習会を実施した。 
■重点地区水稲農家の２戸は、全筆疎植栽培に 
  移行した。（H27) 
■品種限定(「ななつぼし」)の栽培方法としたが、 
  業務用新品種(「そらゆき」）の適応について調 
  査を開始した。 

今回の普及活動の特徴 

・ながぬま農協米作研究会と共同で調査・研究し、
一般水田農家の関心を惹きつけることができた。 

・増収技術ではないため、栽培に取り組めない農家
もある。普及・拡大に関しては、農業者が納得した
上で選択することとしている。 

関係機関との連携 

・JAながぬまクリーンライス生産協議会、ながぬま
農協米作研究会との共同で、調査・研究を行ってい
る。 
・ながぬま農協の農業振興計画では、水稲省力栽
培技術のメニューとして、直播栽培と並び、疎植栽
培が位置づけられている。 
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  地域連携による持続的農業の確立 
計画期間：平成22年度～平成27年度 

北海道 

目標とする成果 

１．基幹作物（ミニトマト）の安定生産 
 
■基幹作物（ミニトマト）目標販売額100％以上達成

戸数  → ５戸達成H26年  （目標７戸） 
 

２．稲わら排出定着による生産性向上 
 
■水稲目標収量・蛋白値達成農家→ ２戸達成H26 

（目標２戸） 
  

    
 
 

 
 

目標を達成するための普及活動 

平成22年～ 
■経年ハウスへの新作物の導入 
 こまつな・ほうれんそうなど導入定着支援 
 
平成23年～平成27年 
■個別重点項目リストを活用した技術改善支援 
 ミニトマト秋期安定生産技術の実践支援 
 
 
 
 
①秋期収量確保に向けた技術 
（花房摘房・主枝切替）改善支援 
②高温対策（遮光資材活用や 
 かん水）実践支援 
③土壌理化学性の改善 
 （適正施肥）支援 

 
平成22～23年 
・稲わら回収面積拡大へ向け腐熟稲わらの評価
について利用者などと意見交換を実施 
平成24～25年 
・回収作業システム化へ向けた合意形成 
平成26年～27年 
・回収組織運用へ向けた支援 
 
 今回の普及活動の特徴 

・ほ場管理台帳（作業・土壌分析）やチェック
リストを活用し個別課題を「見える化」し、農
業者・関係機関と情報共有することで迅速な技
術改善につながった。 

・町内での稲わら排出へ向けての作業システム
化により、回収に取組む生産者が増加した。 

関係機関との連携 

・関係機関（農協・市役所）と、ほ場管理台帳
により情報を共有化することで連携が円滑に行
われた。 
 

・稲わら回収面積の拡大は、関係機関と連携し
作業システム化へ向けた整備を行っている。 

○ 石狩市高岡地域は低地で水田、高台で畑作が営まれ、Ｈ９年より地域資
源（畑かん施設・稲わら）を生かしミニトマトを主品目に施設野菜が導入され
ている。 
○ 農家所得の確保を図るため、基幹品目のミニトマトでは、高単価な秋期
安定生産を図るための栽培技術定着へ向けた支援を推進する。   
○ Ｈ15年に稲わら回収組織が立ち上がり、回収した稲わらの利用促進によ
る水稲の生産性向上への取組を推進する。 
○ 平成27年度には、地域農業総収入の維持（平成22年対比）を目標とする。  
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ほ場台帳（作業・土壌分析）・ リストの活用→
「見える化」 → 計画的な肥培管理の指導 

現地研修会によ
る技術の平準化 
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  ルスツ高原から｢ゆとり｣ある力強い農業の発信      
計画期間：平成２２年度～平成２７年度 

北海道 

目標とする成果 

１ 農業所得が向上 
■ 基幹作物の収量向上により、地域の販売額が

上がる。   
  ばれいしょ 188百万円(H21) →218百万円(H26)  
  てんさい     51百万円(H21) →110百万円(H26)  
  だいこん  112百万円(H21) →163百万円(H26)  
 
■ 肥料・農薬費が低減する。 
  ばれいしょ（H21対比 農薬費96％） 
  てんさい（H24対比 肥料費93％、農薬費88％） 
 
■ 基幹作物の収益力向上により、農業所得が上
がる。 

  1,000万円(H21) → 1,194万円(H26) 

２ ゆとり目標に向けた取り組み 
■ 担い手（若手農業者、女性農業者）の経営能力
向上により、経営参加意欲が高まり、家族内で経
営改善への取り組みが進む。 

 
 
 
 
■ ゆとり目標達成農家  

０戸(H21) 
→ ５戸（H26) 

目標を達成するための普及活動 

平成２２年度～平成２７年度 
■ 基幹作物（ばれいしょ、てんさい、だいこん）に
ついて、地域に技術実証圃を設置。 

 「改善策の見える化」で農業者の不安を払拭 
 
■ 農家毎に低収要因の解析と改善策の提案及び
実践への支援 

平成２２年度 
■ 女性農業者への作物別労働時間の把握によ
る「問題点の数値化」労働改善検討会の実施 

■ 若手農業者の作物別経営分析により作物別
の課題が明確化 

平成２３年度 
■ 農家毎に「ゆとり」目標検討・設定を家族
全員で行うことを支援。 

■ 「ゆとり」目標達成への経営改善策を提案 

平成２４年度～平成２７年度 
■ 「ゆとり」目標達成に向け、経営改善策実
践へ農家毎に支援 

関係機関との連携 

•基幹作物（ばれいしょ、てんさい、だいこん）につい
ては、ＪＡようていの各生産部会と事業計画と
連動したことにより、円滑な活動を展開でき
た。 
 

•「ゆとり創出」では、①農業者は計画に基づ
き実践、②留寿都村役場は各種研修会企画・
家族経営協定の推進、③ＪＡようていは営農
指導全般、とそれぞれ役割を担った。 

○ 留寿都村は、畑作物と露地野菜複合経営が主体の農村地帯。近年、不安
定な気象による基幹作物の低収、経営費増加による農業所得の低下、及び
労働競合や過重労働等により身体的、精神的ゆとりが喪失｡ 

○ 普及センターは、留寿都村・ＪＡようていと連携して、留寿都村農業を代表
するモデル地域（１２戸）の育成を目指した。 

○ 基幹作物の安定生産とコスト低減による所得確保（農業所得１０５０万円） 
○ 担い手の経営管理能力向上による経営改善による「ゆとり」創出 

今回の普及活動の特徴 

• 畑作・園芸担当普及指導員がその専門性をフ
ルに発揮し、技術の改善策を提案・実証 

• 農家毎の課題を明確化し、経営改善目標に向
け実践できるように総合的コンサルティング
を実施 

• 「ゆとり」を満足度として数値化 



     イアコーン生産を核とした耕畜連携による地域活性化支援 
計画期間：平成25年度～平成27年度 

○ 安平町は北海道胆振地域の東側に位置し、安平地域では、畑作、水稲、
酪農など農業形態が多様な地域である。 

○家畜への国産濃厚飼料供給と耕畜連携による畑作農家の輪作維持や労力
負担軽減を目的とした「イアコーン生産の安定生産と供給体制の確立」に取
り組んだ。 

○ 北農研センターと連携した機械作業体系とイアコーン栽培方法検討によ
り地域農業の活性化を支援する。 

○ 平成26年は、イアコーン安定生産農家戸数を目標とする。 

北海道 

目標とする成果 

１ イアコーン栽培体系の確立 
■低コスト多収技術の確立 
   栽培品種やは種方法を検討し、畜産農家の買

い入れ希望単価と畑作農家の収益性が両立し
たイアコーンサイレージの収量目標の達成。 

 
 
 
 
 
  
■収穫調製体系の確立 
   安定した品質を得るための収穫調製技術の定

着と、イアコーンサイレージ利用者が求める荷姿
に応じた商品づくり。 

２ イアコーン栽培の普及 
■栽培農家数(技術導入農家戸数)  
 H25：目標２戸 → 実績２戸 
 H26：目標２戸 → 実績４戸 
 H27：目標４戸   

３ 畜産農家への供給 
■イアコーンサイレージの給与方法やその効果確

認。（H25→H27）  

４ 畑作農家の輪作体系の適正化ゆとりの創出 
■輪作による雑草減少、収量品質向上と、省力的

な作物導入によるゆとり創出。 

目標を達成するための普及活動 

平成25年 
■普及センター、農業革新支援専門員、北農研セ

ンターで「攻めの農林水産の実現に向けた革新
的技術緊急展開事業」を利用して栽培試験を開
始。 

■地域間連携によるイアコーンサイレージの給与
試験も同時に実施。 

平成26年 
■収量向上に重点を置いた栽培試験の実施。 
■子実のみを粉砕・発酵させたコーンサイレー

ジの開発。 
■地域内流通を視野に入れた販路拡大。 
■地域内利用者の飼養する和牛への給与効果確

認と、和牛生産の低コスト・高付加価値化支
援。 

平成27年 
■イアコーンサイレージの品質安定化・調製技

術支援。 
■栽培・調製技術の体系化と、栽培・調製マ

ニュアルの作成。 
■イアコーン導入による経営の安定度や労力的

なゆとりの調査 

今回の普及活動の特徴 

・地域での栽培・定着を図るために、「攻めの農林
水産の実現に向けた革新的技術緊急展開事業」を
普及（農業改良普及センター）、研究（北農研セン
ター）で取り組んでいる。 

・普及センター内での地域係、専門主査との連携
による活動項目の明確な分担。 

関係機関との連携 

・イアコーンサイレージの畜産農家利用促進は
畜産担当の普及指導員、栽培技術の確立および
栽培指導は、畑作担当の普及指導員が実施。 
・農業革新支援専門員は収穫後の調製・保管技
術指導について普及指導員に助言。 

・北農研センターは技術の開発・実証のため普
及指導員と連携し試験設置や各種調査を実施。 
・ＪＡとまこまい広域は普及指導員と連携し、
イアコーンサイレージを生産する農業生産法人
(株)スキットの運営や販路拡大等の支援を実施。 



「夏秋どりいちご」新規参入者の定着支援 
計画期間：平成２２年度～平成２７年度 

北海道 

目標とする成果 

１ 収量確保による経営の安定化 
■ 普及対象の新規参入者４名の定着に向け、 
 収量確保による経営の安定化を図るため、目標  
 収量を設定。収量目標は年々増加。 
 
   

２ 新規参入者の拡大 
■ 新規参入者４名の生産が安定し定着へ。 
■ 普及対象4戸の実績 
  から夏秋どりいちごの 
  新たな新規参入者が 
  増加。 
       ↓ 
  就農時から定着まで 
  段階的に支援 

目標を達成するための普及活動 

平成２２～２７年 
■ 新規参入者に対する個別巡回指導 
 

 ○収量目標の設定と栽培 
  管理技術の提案 
 
 ・生育に応じた給液管理 
 ・適期の株整理作業 
 ・適期病害虫防除 

■ 栽培技術現地研修会への働きかけ 
 
 ・種苗会社の技術者を招いた現地研修会の開催 
 （年３回程度） 
 ・新規参入者の参加呼び 
  かけとフォローアップ 
 ・他生産者や関係機関 
  担当者と情報共有 
 

平成２６～２７年 
■ 新規参入者を対象にした勉強会等の開催 
 
 ・栽培実態・経営調査 
  結果からの提案 
 ・今後の新規参入に向 
   けた連携と調査協力 
 
 

今回の普及活動の特徴 

■ 新規参入者の定着に向けた支援活動 
 ・栽培技術の向上による収量の安定向上 
 ・新規参入での経営・労働調査の活用 
■ 関係機関が連携して新規参入事例を蓄積 

関係機関との連携 

■ 関係機関・指導農業士･農業士で構成する浦 
 河町担い手育成総合支援協議会が組織。新規 
 就農（参入・ターン）に関する受入体制・支 
 援対策を役割分担  
■ 就農後の栽培管理･営農相談は普及センター、 
 役場、農協が定期的にフォローアップ 
■ 新規参入事例の蓄積と共有化 

○ 日高東部地域では平成１５年以降、地域の中核である軽種馬生産から  
 肉牛や施設野菜を取り入れた複合経営化や経営の転換を推進。 
○ 浦河町では冷涼な気象条件に適した「夏秋どりいちご」を推進。生産拡大 
 に向け関係機関が連携して新規参入者の受入体制を整備。 
○ 普及センターでは新規参入者の経営安定化に向けた収量確保を図り、 
 就農から定着を支援し、1戸以上の定着を目標。 

H23年 ： 2,500㎏/10a達成  4戸(100％) 

H26～27年 ： 3,500㎏/10aの安定確保 

収量目標の設定状況 
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       高品質安定生産による複合経営の推進 
計画期間：平成２２年度～平成２７年度 

北海道 

目標とする成果 

１ 農薬節減米「きたくりん」の導入 
■地域主要品種並の収量確保で所得向上 
（H25→H27) 
①減農薬栽培の実施 
 ０戸→６戸 
②㎡当たり25株の栽植密度確保 
 ０戸→６戸 
③作付面積 
 13ha→17ha 
 

２ トマトの収量・品質の向上 
■苗質改善とアザミウマ類の被害軽減で所得向上 
(H22→H27) 
①良質苗の確保 
 ０戸→９戸 
②アザミウマ類の適期防除 
 ０戸→９戸 

３ 複合経営での農業販売額の維持 
■水稲、トマトに加え、ねぎ、春野菜などの安定生
産により、地域農業販売額の維持 
(H21→H27） 
①地域農業販売額 
 ３億円→３億円以上 

目標を達成するための普及活動 

平成22年 
■トマト育苗期間の環境測定と管理状況を個別      
巡回により生産者とともに確認。 

平成23年 
■トマト苗質の問題点や定植後の影響を個別巡
回で生産者とともに確認。 

平成24年 
■トマト育苗管理チェックシートを作成し、生
産者へ配布し、育苗期の管理要点を周知。 

平成25年 
■「きたくりん」の品種特性を研修会で周知し、
減農薬防除体系の作成支援を行った。 
■トマト育苗管理チェックシートの生産者個々
での記入を支援し、記入結果を個々に面談。 
■アザミウマ類の発生予察方法を生産者数戸に
普及し、その調査結果を地域内へ周知。 
平成26年 
■「きたくりん」の減農薬体系の啓蒙および技
術改善の提案と実践支援。 
■トマト育苗管理チェックシートの記入結果と
苗の状況を生産者とともに確認。 
■生産者自らのアザミウマ類発生予察調査を支
援。 

今回の普及活動の特徴 

・濃密な個別巡回により、個々の課題と対策を
生産者とともに確認し、問題点を明確にした。 
 

・トマト育苗管理チェックシートやアザミウマ
類の発生予察など、生産者自らが行えるように
した。 

関係機関との連携 

・「きたくりん」を農薬節減米としての位置づ
けや振興目標、農薬成分回数などについて、市
町村・ＪＡ・生産組織等と協議し統一を図った。 

・トマト育苗管理チェックシートやアザミウマ
類の発生予察結果を、市町村・ＪＡ・生産組織
で共有。 

○北斗市は、水稲とトマト・ねぎを主体とする産地である。水稲は、いもち病に
強い新品種「きたくりん」の減農薬栽培、主要品種「ふっくりんこ」並の所得確
保、トマトは苗質改善とアザミウマ類の吸汁害の軽減による収量・品質の向
上が課題。 
○このため、普及センターでは、「きたくりん」の栽培改善（減農薬栽培、栽植
密度、施肥量など）の提案、トマト育苗管理チェックシートを用いた管理技術
の習得とアザミウマ類の発生予察に基づく効率的な防除支援を実施する。 
○平成27年には、地域販売額３億円(H21年対比100%以上)を目標とする。 

ｱｻﾞﾐｳﾏ類の発生予察 

地域で 
独自ブランド化 



   秋まき小麦の生産性向上支援 
計画期間：平成22年度～平成26年度 

○道南の今金町の畑作は、｢今金男爵｣のブランドで知られるとおり、馬鈴しょ
を中心に豆類、てん菜などで輪作体系が組まれているが、豆類の過作傾向な
どによる問題が発生してきている。 
○そのため普及センターでは適正な４年輪作を行うためには、イネ科作物の
導入面積拡大が必要と考えたが、当地域における秋まき小麦の収量性が不
安定であったことから、安定生産に向けた地域に合った技術改善を支援した。 

北海道 

目標とする成果 

１ 収量・品質向上のための地域内秋まき小麦の
適正施肥実施戸数の増加（目標 5戸） 

  平成24年産 1戸 → 平成26年産 4戸達成 

２ 主な経営変化 
①収量 150％    
  平成24年産 389kg/10a 
    →平成26年産 606kg/10a 
②所得 158％ 
  平成24年度 43千円/10a 
    →平成26年度 68千円/10a 
③秋まき小麦の作付面積 150％ 
  平成24年度 22.2ha 
    →平成26年度 32ha 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 農試研究職員、農業革新支援専門員、普及指
導員、篤農家の知見により「道南地域における
秋まき小麦「きたほなみ」の栽培マニュアル」を
作成。 

 

目標を達成するための普及活動 

１ は種日に応じた適量は種の定着(H24～H26) 
■生産部会（麦作振興会）と連携した調査により、
は種時期、は種量の実態を解明。 
■  越冬前茎数の確保を目標に、適正なは種時   
期に応じた は種量を提案（は種量の適正化） 

２ 生育に合わせた窒素追肥技術の定着 
    (H24～H26) 
■生産部会（麦作振興会）と連携した調査により、

施肥量、時期の実態を解明。 
■ 「道南地域における秋まき小麦「きたほなみ」の

栽培マニュアル（暫定版）」を活用した施肥改善
展示ほの設置により、生育に合わせた窒素追
肥技術の提案。 

■生育ステージ毎の１戸１ほ場調査による生育に
合わせた窒素追肥技術の提案。 

■夏期研修会での意見交換会の開催(H24～H26)
＜農業者および関係機関の協力及び参加＞ 
      
 
    
 
 
 
 
 
 
 
H25 
■ 施肥改善展示ほ設置＜４戸＞  
（生育に合わせた窒素追肥量の  決定方法を指

導）・農協は得られた生育調査結果、技術情報
をＦＡＸで生産部会員に周知。 
・農協営農指導員が積極的に研修会に出席する
ことによる情報の共有化。 
           

               
              

今回の普及活動の特徴 

・地域の課題を解決するため、畑作担当の普及指
導員が農試技術普及室、農業革新支援専門員と
プロジェクトチームを結成。 

・農業革新支援専門員が他地域の情報提供やプロ
ジェクトの推進方策を普及指導員に助言。 

・プロジェクトのメンバー」が役割分担し、それぞれ
の課題を解決。 

関係機関との連携 

・普及指導員が農協営農指導員と一緒に生育調
査、技術指導を実施。 
・農業革新支援専門員は他地域の情報提供やプ
ロジェクトの推進方策について普及指導員に助
言。 
・農試研究職員、農業革新支援専門員、普及指導
員、篤農家の知見により「道南地域における秋まき
小麦「きたほなみ」の栽培マニュアル」を作成。 

写真１ 夏期研修会での意見交換風景    

図１ 重点地域と農協の 
平均子実重 

図２ 重点地域の小麦所得（10a）の推移 
※収入はH26年産民間流通麦価格等、 
 支出は乾燥料調製費＋種子費＋肥料費 
＋農薬費で算出 

図３ 重点地域の栽培 
    面積の推移 



        
計画期間：平成22年度～平成27年度 北海道 

目標とする成果 

２ 飼料用稲サイレージの生産拡大 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 ※製品としてのサイレージは広く北海道内（足寄町、白老町、  
   帯広市、美幌町、他）に流通 

３ そばの６次産業化に向け、乾麺の委託製造  
 販売と「そば屋」開店に向けた取り組み 
 

目標を達成するための普及活動 

H24～26年 そばほ場の排水対策 

H22～27年 飼料用稲の安定生産、サイレージ化 

H26～27年 そば活用による地域力の創出 

今回の普及活動の特徴 

 自然条件の厳しい上川の山間部で、集約化が
進んだ地域で「飼料用稲」と「そば」を戦略作
物として位置付け、関係機関連携の中で、所得
の拡大を目指し高付加価値化と６次産業化の取
り組みを進めている。 

関係機関との連携 

・町（各種関連事業への対応、農業基本構想と集落振
興支援、担い手の育成確保） 

・ＪＡ（生産部会への連絡調整、農業振興計画、各種
情報提供） 

・町農業振興センター（栽培技術の高位平準化、農業
振興と６次産業化支援、コントラクターとの連携） 

 北海道愛別町愛山地区は水田と転作（そば、飼料用稲サイレージ）を
中心に主業農家の６戸２法人が地区のほとんどの面積を担っている。転
作畑は透排水性が悪く収量、品質が不安定であったため、そばの収量品
質の安定化に取組み、 飼料用稲サイレージの生産拡大に取り組んだ。
また、地産地消・販売拡大に向けそばの6次産業化を図り、関係機関、
農家へのコーディネイトを行った。 

農業者を核とした地域農業の確立 

• 水田転換畑の排水性改善の理解 
• 明きょ、心土破砕、耕うん同時畝立ては種等の技術

導入により、湿害が軽減された。 
• 改善対策を実施した重点農家の収量が増えた。 

１ そばの収量・品質の安定化 

①ほ場外周の明きょ施工、②耕うん同時畝立ては種機の導入、
③展示ほによる排水改善の収量・品質改善の実証と技術普及   
 → そばの収量・品質の向上 

①現地研修会による栽培技術の高位平準化、②品質確保のた
めの収穫作業指導と立ちあいを実施、③稲サイレージの出荷   
 → サイレージ化により高付加価値化を図った。 
 

①前回の重点活動により法人「愛」を設立、合わせて「そば粉
工房」の施設を整備、②今回の活動から、高付加価値化に向
け「乾麺そば」の製造販売（委託）と、③更なる6次産業化に
向け出店計画を提案した 
 → 法人「愛」、愛別町、JA上川中央、普及センターにより 
   そば屋開店に向けた検討会を立ち上げる。 

 

検討会打ち合わせ 「乾麺そば」の製造販売 



 新たな水田農業システムの構築       
計画期間：平成22年度～平成27年度 

北海道 

目標とする成果 

１ 組織の連携による地域農業システムの強化 
■受委託組織の設立と組織間連携 
   （H22～H27） 
 １）収穫調製作業 
   受託面積の拡大 
   ５７ha→１２０ha 
 ２）離農跡地の活用 
    ０ha→２０ha 
 
 

２ 栽培技術の高位平準化による水稲・畑作物の
収量・品質の向上 
   （H22～26） 
 １）水稲収量の向上 
   470kg/10a→570kg/10a 
 ２）秋まき小麦の収量向上 
   281kg/10a→420kg/10a 
 ３）省力化栽培技術の導入 
   （H27） 
   水稲湛水直播；１００a 
   大豆狭畦密植栽培；５０a 

３ 地区農業粗生産額の向上 
  １４百万円の増加 
  （地区粗生産額２９３百万円 
   Ｈ２１対比１０５％目標） 

今回の普及活動の特徴 

・地域係と生産合理化組織化担当主査と畑作担
当が連携役割分担し、作業受託組織と協業法人
が設立された。 

・農業試験場と連携し、村が特産化を目指すハ
スカップ栽培を組み入れ、地域に住む離農者の
関わりを作ることで、地域の活性化を図ってい
る。 

関係機関との連携 

・ＪＡオロロンは普及センター地域係と連携し、
青年部員を対象として、大豆狭畦密植栽培の波
及を図っている。 

・ハスカップの販売について、地域係と高付加
価値化担当主査が連携し、製菓業、女性起業家
とのコラボレーションを検討している。 

○初山別村有明地域は、高齢化、後継者・農地の受け手不足などから、機
械利用組合に対する作業委託の需要が年々増加。しかし、利用組合の受託
許容量を超えつつあるため、適期作業が出来ず生産額の低下が課題。 
○普及センターは、ＪＡとともに新たな農作業受託組織の設立を支援。また、
農地の遊休化を防ぐため、新たな協業法人設立を支援。 
○基幹作物のもち米の新耐冷性品種の導入、畑作物の輪作体系確立、省力
化栽培技術の導入などで、地域粗生産額の14百万円増を目標とする。 

目標を達成するための普及活動 

平成22～24年 
■水稲栽培技術の平準化と耐冷性新品種の導入・

作付拡大によって収量・品質の向上を図った。 
■輪作体系改善と施肥管理など畑作物栽培技術

の改善による収量・品質の向上を図った。 
■部門分析や経営分析などによる経営改善を実施。 
■受託組織「コントラクター萌」の設立や、収穫・乾

燥調製作業の効率化を検討・提案し、受委託作
業の効率化を図った。 

平成25～26年 
■農地の受け皿として協業法人「(株)農愛心」の設

立を支援し、受託組織との連携強化による、地
域農業システムの強化を図った。 

■労働の競合回避や省力化栽培技術導入に向け
た、現地試験ほ場の設置と研修会の実施。 

■水稲水管理や小麦の分追肥など気象変動に対
応した栽培技術の定着と収量の向上を図った。 

平成27年 
■栽培体系改善による地域 
 農業の持続に向けた、水 
 稲直播、大豆狭畦密植栽 
 培など省力化栽培技術の 
 定着支援を実施。 



       持続力のある酪農経営の確立 
計画期間：平成２２年度～平成２７年度 

北海道 

目標とする成果 

１ 生乳生産性の向上 
 
■ 個体乳量の増加 
   Ｈ２４対比１０３％達成農家 
    開始年→現況→本年度目標 
    （５戸→５戸→１０戸） 
 

２ 法人経営の安定化 
■ 従業員研修の実施  
   ・搾乳に関する研修会の実施 
   ・繁殖に関する研修会の実施 
   従業員の習熟度達成度 
   （３０％→８０％）   
 

３ 地区生産量の向上 
■ 生産乳量 （Ｈ２１年対比）  
   （１８，３４５ｔ→２０，２００ｔ） 
 
４ 農業所得額の確保 
■ 農業所得額（Ｈ２１年対比） 
  （９，３８１千円／戸→１００％維持）   

目標を達成するための普及活動 

■ 活動経過と取り組み 
○ 生乳生産性の向上 
 ・各農場の課題を整理し、課題の改善に向け 
  た主な取り組み（Ｈ２６）。 
  

 
 
 
 
 
○ 法人経営の安定化 

 ・育成牛の管理改善 
  換気改善を中心に飼養管理改善の提案 
 ・従業員のスキルアップ 
  経営主や従業員に対しての情報の提供、研 
  修会の開催 

  ワンペーパーによる搾乳作業のポイントの 
  学習会の開催 
  作業チェックシートの利用 

今回の普及活動の特徴 

・各農場の改善に向けては、個々への提案事項 
 を整理し、生産環境改善を中心に取り組んだ。 
・乳成分モニタリング利用によって飼料給与改 
 善。 
 

・法人従業員のスキルアップに向けて経営主や 
 従業員に対して、情報の提供と研修会の開催。 
  
・作業マニュアルの作成や作業チエックシート 
 利用。 

関係機関との連携 

・ＪＡ、ＮＯＳＡＩ等の関係機関と連携した育 
 成管理改善に向けての取り組み 

・法人経営で取り組み成果を雇用している個別
経営における従業員の確保とスキルアップ向け
た取り組みを検討 

○ 浅茅野台地地区は村内の37％の酪農家が集中し、生乳生産量48％を 
   占めている。地区内には、ＴＭＲセンターがあり４戸の酪農法人を 
  含め８戸がＴＭＲの供給を受けている。 
○ 法人経営は、地域生産の基軸であり、現在法人は成長過程にあり、 
  内部の作業システム化の確立や従業員野確保・育成が重要である。 
○ 生産環境の改善による生乳生産性の向上と法人従業員研修を実施し 
  法人運営の安定化を目指す。 
 
 

時期 主な支援内容 支援方法 戸数

　４,５,６,７,８,９,10,11月 生産環境の改善 個別支援 ６戸

　４,５,６,７,８,９,10,11,12,1,2月 栄養管理の適正化 個別支援 ５戸

　４,５,６,７,８,９,10,11,1,2月 搾乳管理の適正化 個別支援 ４戸

　４,５,６,７,８,９,10,11月 育成管理改善 個別支援 ２戸

　７,3月 従業員学習会 研修会 １戸

　11月
懇談会の開催（環境改
善・搾乳手法）

集合研修 ３戸

生

乳

生

産

性
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の
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定

化



       良質牧草生産と労働改善による所得安定 
計画期間：平成２２年度～平成２７年度 

北海道 

目標とする成果 

１ 生産効率の向上 
 
■ 計画出荷乳量達成農家戸数 
   開始年→現況→本年度目標 
    （２戸→１戸→７戸） 
 

２ 良質牧草の確保 
■ カルシウム資材施用農家戸数  
   開始年→現況→本年度目標 
    （11戸→６戸→11戸） 
３ 出荷乳量の向上 
■ 生産乳量／戸 （Ｈ２１年対比）  
   （５１９ｔ→５７０ｔ） 
 

４ 所得安定農家の増加 
■ 農業所得額（Ｈ２１年対比） 
  （１７０千円以上５戸→８戸）    

目標を達成するための普及活動 

■ 活動経過と取り組み 
○ 生産効率の向上 
 ・若手女性による育成牛管理改善に向けて講 
  習会の開催による基 
  礎知識の習得と改善 
  に向けた提案。  
   

 ・施設改善を希望する 
    農家に対して提案を 
  行い、施工法等の助言。 
 ・繁殖管理改善については、不受胎牛等の確 
  認を行い、繁殖管理台帳を活用した繁殖管 
  理法について提案。 

○ 良質牧草の確保 
 ・サイレージ調製技術の向上に向けた収穫時 
  開封時の品質検証と改善提案。 
 ・草地の適正管理として石灰資材散布組織へ 
  の支援と適正施肥の研修会を開催。 
 

○ 労働補完システムの検討 
 ・労働力低下・不足により、支援システム整 
  備の重要性が見直され、今後の検討。 
   

今回の普及活動の特徴 

・生産効率向上に向けて若手女性農業者を対象 
 とした学習会を開催し、育成牛管理改善等の 
 酪農技術基礎研修の開催。 
 
 
・草地の適正管理に向けた取り組みとして、石 
 灰資材散布組織の支援や適正施肥の研修会の 
 開催。 
 

・良質牧草の確保は、植生改善に向けた研修会 
 や試験結果等の情報の提供による農家の理解 
 が高まった。 
 
 

関係機関との連携 

・サイレージ品質調査等で農業者やＪＡ、町と 
 連携した活動を展開することで、共通認識に 
 立って次の課題を整理することができた。 
 

・粗飼料の品質改善に向けてＪＡや町と連携し 
 評価検討会の開催や勉強会を実施している。 

○ 枝幸町志美宇丹地域は、農業者の高齢化や労働力不足が深刻化し、 
  域生産量の維持が課題となっている。 
○ 地域の改善要望は、①草地の植生改善による良質牧草の確保② 
  労働補完システムの検討で、持続的な酪農経営のためには不可欠 
  である。 
○ 地域農業のシステム化のため振興会と検討し、農家個々の将来目標 
  の達成のため、所得の確保に向けた生産性の向上を目指す。 
   
 
 



       生産技術の効率化による所得の確保 
計画期間：平成２２年度～平成２７年度 

北海道 

目標とする成果 

１ ほ育・育成牛管理改善 
■ 改善取組実施農家の目標達成戸数 
   開始年→現況→本年度目標 
    （０戸→４戸→６戸） 
 

２ 共同作業のシステム化 
■ 移管業務の達成項目数  
   開始年→現況→本年度目標 
    （０項目→４項目→６項目） 
   
 

３ 目標所得額の達成 
■ 生産乳量 （Ｈ２１年対比）  
（１４，６５３千円／戸→１７，０００千円／ 
 戸） 
 
 
 
    

目標を達成するための普及活動 

■ 活動経過と取り組み 
 
 
 ・乾乳牛期間の飼養管理Ｃａ給与量の調整を推進 
 ・個別に牛群構成と施設や牛の栄養充足等の定 
   期的確認 

 
・個別農家への具体的取り組みと改善に向けた 
  支援活動  

 
 
・自主運営に向けた移管業務６項目の支援活動 
 ①申込とりまとめ業務 
 ②連絡調整業務 
 ③作業日程調整業務 
 ④作業記帳、記録業務 
 ⑤会計業務 
 ⑥意見集約業務 
 

今回の普及活動の特徴 

・個別経営における労働力軽減のための共同 
 作業システム（援農）について提案と支援。 
・個別課題解決における個々のメニュー別支 
 援活動。 

・地域内への情報・技術の伝達 
 地域へは、月２回の｢福永だより｣を発行し、 
 生産技術や地域内の活動について情報を提供。 
 
 

関係機関との連携 

・地域内組織である福永酪農研究会の支援につ 
 いては、会のリーダーを中心に活動が活発に 
 行うことができた。 
・学習会（実物を利用した繁殖管理学習）では、 

  普及センター、ＮＯＳＡＩ、ＪＡがそれぞれの役割 
  を担うことによって反響が大きかった。 
 ・良質粗飼料生産において、上川農業試験場天北  
 支場と連携し、研究と普及において学習会や草 
 地の植生調査等を行うことができた。 
  

○ 豊富町福永地域は１戸当たり出荷乳量が町平均を超え、生乳生産 
  の約７％を担う中核的な地域であり、経営安定、新規投資への 
  準備をするために生産効率向上が重要となっている。 
○ 地域支援システムを構築するため、農業者自らで構成する組織（福 
  永酪農研究会）では、堆肥の共同作業（援農）による労働力の地 
   域内需給と仲間づくりに努め、技術の伝承を核に組織支援と地域 
    の活性化を目指す。 
 
 

乾乳牛の管理改善 

疾病の予防 

ほ育牛・育成牛の管理改善 

ほ乳牛の事故率減少 

共同作業のシステム化 



               栽培技術の改善と営農ルールの構築による「ゆとり」の創出        
計画期間：平22年度～平成27年度 

北海道 

目標とする成果 

１ 農家生活の満足度向上（時間的・身体的・精神 
  的ゆとり) 
■集団運営の改善満足度が1.0（H21） から4.2（H26）に 

向上 (対象農業者による5段階評価） 
① 対象農家全戸が家族経営協定を締結・見直し 
② 集団運営に密接に関連する項目について、７項 

目の「営農集団ルール」を 
構築 

③ 作付品目の見直しにより、 
6～9月の労働時間が大きく 
減少し、青空教室・経営研修 
など自己研鑽の機会が増加 

④ 農作業の進捗を意識した上で、農繁期でも連続
的な休日取得により、家族と過ごす時間が増加 

⑤ 集団における役割分担の明文化や女性農業者 
の労働改善により、精神的なゆとりを実感 

２ 栽培技術改善による所得確保（経済的なゆとり） 
■栽培技術改善により、195万円/１戸のコスト削減 
① てんさい肥料費 

 90万円/１戸 削減 
② ばれいしょ肥料費 

 37万円/1戸 削減  
③ ながいも種苗･肥料費 

 61万円/1戸 削減 
④ センキュウ肥料費 

7万円/1戸 削減 
■農業所得額は、活動前（H21）に比べ1戸当たり 

39％増加（H26) 

目標を達成するための普及活動 

平成22年 
■家庭訪問の中で、「個々の生活と営農の目標 

を達成させる手段が営農集団である」という 
意識づけを行うとともに、家族経営協定の締 
結・見直しを推進。 

平成23～24年 
■家族内の意向が強く、かつ集団運営に密接に

関連する項目を中心に、経営方針、休日、就
業時間等の「営農集団ルール」を整理し提案。 

平成23～24年 
■だいこんに替わり、新規品目であるセンキュ 

ウの導入にあたって、北海道営農Navi.を活 
用し、農業所得や労働時間を試算・提示。 

平成25～27年 
■集団における各担当の業務内容・責任者の明

文化を提案し作成を支援。 
■ワークショップを開催し、女性農業者の農作

業の位置付けを明確化。女性の労働軽減に向
けた作業環境の改善を提案。 

平成22～27年 
■所得目標達成に向け、作物ごとに施肥技術等 

を中心とした具体的な改善方策を提示し、 
1戸当たり200万円のコスト低減額を試算。 

■関係機関との連携により、コスト低減技術の 
実証展示ほを継続的に設置。 

■新規品目であるセンキュウの栽培実証ほを設
置し、結果に基づき栽培マニュアルを作成。 

今回の普及活動の特徴 

・年間活動工程表を作成し、定期的に進捗状況
を確認するとともに、具体的な展開方策を所内
はもとより対象農業者とも共有。 

・農業者主体の活動へと誘導することを心がけ、
対象農業者全員と合意形成を図るため、毎年、
全戸への家庭訪問を実施。 

関係機関との連携 

・実証展示ほは、普及センターとＪＡが連携し、
農試・肥料メーカー・市等の協力を得ながら実
施。コスト低減技術は市内全体にも波及。 

・市の農業振興計画においても、営農と生活の
ゆとりは、農業者全体のニーズと捉えており、
市内全体への成果の波及が期待できる。 

○ 網走市音根内第21地区は、畑作物・露地野菜・薬用作物の複合経営で、
網走市の営農集団体制発祥の地である。 

○ 約半世紀に渡り、機械・施設の共同利用、共同作業により徹底した効率
化を図ってきたが、営農と生活のゆとり創出が強く求められていた。 

○ 対象農業者が求める「経済的・時間的・身体的・精神的」の４つのゆとり
を具体化し、平成27年には、対象農家１戸当たりの農業所得を維持しなが
ら、生活の満足度を高め、成果を市全体へ波及させることを目標とする。 
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              土壌物理性改善と農村活性を核とした地域支援       
計画期間：平成22年度～平成27年度 

北海道 

目標とする成果 

１ 農地総合台帳活用による土壌物理性の改善 
■台帳を基にした土壌物理性改善ほ場が増加
（H22 6筆→H26 28筆） 
■計8戸の農家の 
うち、7戸が湿害 
の減少を実感。 
 
 
  

２ 地域の将来像を考える自主的な活動の活性化 
■作業効率と生産性向上を図るため、ほ場3筆の    
  区画拡大と傾斜均平を施工。 
■地域の活性化に女性も参画 
  し、家族と話す機会が増加。 
 
 
 
 
 

３ 地域に適した秋まき小麦の栽培法確立 
■髙収量を実現するため、適期適正は種を実施。 
  10a収量がJA平均を 
  上回った。 
  JA比収量(H23→H25） 
  98%→109% 
 
 
 
   

目標を達成するための普及活動 

平成22～23年 
■透水性改善が必要なほ場を、農業者と抽出。  
■農業者が実施できる透排水性改善方法を、農  
 業試験場や関係機関と連携し提案。 
■自主的な地域活性化研修会の開催を支援。 
■秋まき小麦のは種と施肥法を提案。 

平成24～25年 
■傾斜均平の実証効果を農業試験場や関係機関  
 とともに解明し、活用を提案。 
■秋まき小麦の栽培マニュアルを作成し、マニ 
 ュアルの実践啓蒙と実証ほを設置。 

平成26年～27年 
■個別の土壌物理性改善対策を提案。 
■担い手確保、農作業の省力、協業経営事例を 
 調査し、地域のめざす姿を提案。 
■秋まき小麦のは種精度向上など適正は種を  
 テーマにした研修会を開催。 
 

今回の普及活動の特徴 

・農業試験場、町、JA、農機メーカー、農業者
が連携した活動が継続できた。 
・農業者自らが地域の課題を協議することで、
実行可能かつ継続できる地域活性化方策を考え
る機会が増加した。 
 

関係機関との連携 

・農地総合台帳活用による土壌物理性の改善は、
土壌肥料担当の主査と地域担当の専門普及指導
員が実施。 
・傾斜均平施工前後の詳細な効果検証は、農業
試験場が実施。 
・池田町およびJAは傾斜均平機導入を支援。 
・地域の将来像の検討活動は、普及センター本
所担い手専門主査と連携し、自主的活動の支援
を実施。 
・地域の将来像の検討のため、普及センターが
個別聞き取り調査を行い、今後の営農を考える
研修会で地域農業者に話題提供。 
・地域農業者は、農業生産法人先進事例調査を
企画。町、ＪＡ等関係機関も参画し、協業化の
検討のため視察を実施。 

○池田町は北海道東部の利別川流域に位置し、畑作・畜産・園芸作物
の複合経営地域である。高齢化と次代の担い手不足や粘質で排水不良
土壌により湿害が発生しやすいなどが課題。 
○普及センターは農業試験場、町、JA、農機メーカーの連携による土
壌の表面排水改善を提案するとともに、5～10年先の農村活性化に向け
た自主的な活動を支援する。 
○地域農業粗生産額の維持、湿害対策実施ほ場率60%を目標とする。 



             摩周湖!大鵬!草づくり!     
               ～足腰の強い酪農で地域ブランドを目指せ～ 

計画期間：平成２２年度～平成２７年度 

北海道 

目標とする成果 

１ 計画的な更新の実施 
■ 「簡易更新マニュアル」、 
 「植生マップ」および「更新 
 シミュレーションソフト」を活 
 用し、更新や植生改善に取 
 組む農家が増加  
■ 植生悪化草地（２１４ｈａ）の内７９%が更新 
 
    
 

２ サイレージの品質向上   
■ 発酵品質の向上                      
      
 

３ 以上の取組みにより、モデル地区の粗生産額・ 
 粗生産額か増加。 
 
 
 
 
 

目標を達成するための普及活動 

平成２２年～２３年 
■ 草地更新を推進するために「簡易更新マニュア  
 ル」を作成。 
■ 農業者・JA職員とともに  
   草地植生を「５段階」で判定 
  （良5→不良1）。                                     
  
平成２２年～２７年 
■ 以後、毎年調査を行い、 
 ＧＩＳソフトを活用し「ほ場 
植生マップ」作成。 課題の 
発見、更新計画樹立に役立 
てた。  
■ サイレージ品質向上の 
ため、コントラクタ組織に働 
きかけ、踏圧時間の確保、 
添加剤使用を提案。   

 
平成２４年～２７年 
■  JA摩周湖、弟子屈町役場等関係機関と連携し 
 「植生改善プロジェクト」として活動。 
■  「草地更新シミュレーションソフト」を作成し、計      
 画的な草地更新を実施。 
■ 個別巡回・モデル地区懇談会で植生・収量の      
  年次変化を確認。肥培管理技術を提案。  
 
平成２５年～２７年 
■ 良好な植生を維持している農業者の肥培管理  
 ポイントを紹介（上仁多だより等）。  
     

今回の普及活動の特徴 

・「改善プロジェクト」を進めるに当たって、「マニュア
ル」、「マップ」、「シミュレーションソフト」が有効なツー
ルとなった。 
・改善プロジェクトの成果は地域全体に波及。 
・植生改善が農協事業推進計画に盛り込まれる。 

関係機関との連携 

・農業試験場と草地植生の評価方法、悪化要因な
どについて検討した。 
・農協・弟子屈町・種苗会社、コントラクタ組織と課
題共有し、連携。 

〇 弟子屈町は酪農地帯（９２戸）で、植生の悪化した経年草地が多く、収量や 
  サイレージ品質に影響をもたらしている。良質粗飼料の安定確保が課題。  
〇 このため普及センターでは、ＪＡ摩周湖、弟子屈町等と連携し、上仁多地区          
 １３戸をモデル地区として、「植性改善プロジェクト」活動を展開。 草地の生産 
  性向上とサイレージ調製技術の向上を目指す。        
〇 平成２７年には、出荷乳量増加（８,５００ ｔ）及び農業粗生産額（平成２０年 
  対比１００．４％）の維持・向上を目標とする。  

Ｈ２２ Ｈ２６

実績 実績

出 荷 乳 量 （ ｔ ） 8,288 9,020 8,500

農 業 粗 生 産 額 （ 億 円 ） 8.2 10.0 8.4

農 業粗 生産 H20対 比（ ％） 97.5 119.9 100.4

項目 目標

Ｖスコア　80点以上達成戸数   (コントラクタ利用農家）

年次 H２４ H２５ H２６ 目標

目標達成戸数（戸） 1 4 4 6

年次 H２３ H２４ H２５ H２６ 目標

目標達成戸数（戸） 2 6 8 8 7

要更新草地の５０％以上更新した農家戸数

添加剤を使用した

サイレージ調製
原料草の切断長と

ｐＨを確認

関係機関と植生調査

植生を色分けしたマップ

作溝法で簡易更新



 収益性アップによる地域農業の活性化       
計画期間：平成22年度～平成27年度 

北海道 

目標とする成果 

１ 粗飼料品質の改善 
 牧草地の植生悪化により、サイレージ原料草
の品質が不安定となっている実態を確認。 
 草地植生の改善に向け、以下の取り組み実施
を目標とした。 
 ① 草地更新率の向上 
 ② 土壌物理性の改善 
 ③ 更新後草地の植生維持 

２ カウコンフォートの改善 
 ① 乳牛個体乳量の向上 
   カウコンフォート（乳牛の快適性）向上 
  により乾物摂取量の向上を図り、個体乳量 
  を基準年（H21年）から105％向上させる。 
 ・ 地区平均の個体乳量 H26:５/12戸達成 
   H21:8,803㎏→H26:9,526㎏ 
 ② 乳牛周産期疾病の低減 
   乳生産に損失をもたらす周産期疾病を低 
  減させるために、乾乳牛飼養管理を改善し、 
  周産期疾病発生率を15％以下に低減する。 
 ・ 周産期疾病低減 H26:２/12戸達成 

３ 農業所得額の向上 
 地域支援システムの活用による経営コスト
アップを、農業所得の５％向上によって補う。 
 ・ 経産牛一頭当農業所得 H26:６/12戸達成 
   H21:153千円→H26:197千円 

目標を達成するための普及活動 

平成22～23年（粗飼料品質の改善） 
■ 草地更新の推進と併せ、土壌物理性の悪化 
 （土壌の緊密化）によって草地植生が悪化し 
 ている実態を確認。 
■ 土壌物理性改善のモデルほ場を設置。地域 
 への成果波及を図った。 

平成24～27年（粗飼料品質の改善） 
■ 更新後草地の植生を再確認し、早期に植生 
 が悪化していく実態を確認。 
■ 更新後１～２年目の草地を中心に、施肥・ 
 雑草防除・土壌ｐＨ矯正の改善を推進した。 

平成22～23年（カウコンフォートの改善） 
■ 泌乳牛の乾物摂取量向上を図るため、飼槽 
 ネックバーの調整、水槽、牛舎換気の改善を 
 推進した。 
■ 上記のカウコンフォート改善と併せ、飼料 
 給与改善も推進した。  

平成24～27年（カウコンフォートの改善） 
■ 周産期疾病低減のため、乾乳牛舎の建設、 
 パドック整備や水槽増設などを推進した。  
■ 泌乳牛の乾物摂取量の低下を招く、蹄疾病 
 の低減を図る取り組みを推進した。 

平成24～27年（関係機関との連携） 
■ ＪＡとの連携指導チーム体制を構築 

今回の普及活動の特徴 

・ 単一技術の改善ではなく、自給飼料と乳牛 
 飼養管理の両面から総合的改善を図り、所得 
 向上を達成する活動体制を構築。 

・ 地域振興の観点に立ち、多様な経営体にお 
 ける共通課題を設定。地域全体で所得向上を 
 図る活動を展開。 

関係機関との連携 

・ 普及センター、ＪＡからなる連携指導体制 
 を構築。ＪＡ独自の草地植生改善事業や生産 
 性向上プロジェクトとも連携し、目的を共有 
 化した。 

・ 技術改善項目を普及センター、ＪＡで共有。 
 技術改善の効果を、農業収支で随時評価する 
 役割分担を図った。 

○ 別海町 西春別地域は、育成牛の預託組織やコントラクタ・ＴＭＲ 
 センターが設立され、これらの地域支援システムの活用による農業 
 所得の向上が課題となっている。 
○ 農業所得の向上を図るためには、自給飼料良質化と乳牛疾病低減  
 の両輪による改善が必要。 
○ 平成27年には、地区の約７割の農家（８／12戸）で農業所得額が  
 105％以上（H21年比）向上することを目標とする。 
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