
国際競争力の強化 持続可能な畑作産地へ

国際化が進み、他国で生産され

る農作物・食品の存在を無視する

ことができなくなってきている反面、

海外市場で日本の農林水産物の

新たな需要が増えつつあります。

そうしたチャンスを踏まえ、海外の

新市場を獲得していくために、北海

道のブランド力を活かした、国際的

にも付加価値の高い産地を目指し

ています。

特に、生産安定・効率化に必要

な体制整備や生育予測技術等の

導入、実需者ニーズへの対応に

必要な品質保持技術の実証を

行っています。

経営規模の拡大が進む中、適正

な輪作体系を維持するため、ばれ

いしょやてんさい、豆類の省力・効

率作業体系や新技術の導入、労

働軽減化の取組等を支援していま

す。

また、病害虫抵抗性品種の導入

や種ばれいしょの生産性向上に向

けた取組、気象災害リスク等を軽減

するための生産技術の導入等も支

援しています。

てんさいの収穫 たまねぎの選別
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Chapter Ⅰ 国民生活に不可欠な食を供給する

酪農・畜産の振興

酪農及び畜産農家の生産規模の拡大と生産性向上、生産
コストの低減等を図り、良質な畜産物を消費者に安定的に供給
します。

（施策のターゲット）（施策のターゲット）
収益性向上のための体質強化と生産性向上
規模拡大に伴う環境と労働への負荷を軽減
経営コスト低減に向けた飼料費の低減
施策の推進に必要となる酪農・畜産情報の提供

収益性向上のための
体質強化と生産性向上

規模拡大に伴う
環境と労働への負荷を軽減

地域で連携して高収益型の増産を実現
するため、畜舎や機械の整備など、畜産
クラスターの構築を推進しています。

また、生産規模の拡大及び生産性の向
上に向けた支援により、地域の効率的な
収益性の向上を目指しています。

例えば、性判別技術の活用による乳用
後継牛の計画的な確保・育成を支援しま
す。

さらに、乳用牛への受精卵移植技術の
活用などによる和牛増頭対策、ＩＣＴ（情報
通信技術）を活用した発情発見や、分娩
監視装置の普及を支援しています。

近年、北海道における酪農及び畜産

経営は、規模拡大が進み、環境と労働

への負荷が課題です。

このため、関係機関と連携し、酪農家

が家畜排せつ物の還元に必要な飼料

作付面積の確保を前提として行う資源

循環促進や地球温暖化防止、生物多

様性保全等の取組を推進しています。

また、労働負担の軽減に向けて、コン

トラクター、ＴＭＲセンターなどの飼料生産

受託組織への分業体制を構築するとと

もに、飼養管理の自動化のための搾乳

ロボットの導入を推進しています。

フリーストール牛舎
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地域における畜産クラスター構築のイメージ

搾乳ロボット

畜産農家をはじめ、地域の関係事業者が連携・結集
し、地域ぐるみで高収益型の畜産を実現するための
体制の構築

※１：飼料作物の播種や収穫作業などを請け負う組織
※２：粗飼料と濃厚飼料等をバランス良く配合した牛の飼料

（TMR:Total Mixed Ration)を製造し、畜産農家に供給する組織

※１ ※２



酪農及び畜産の経営コストの４～５割
を占める飼料費の低減が必要不可欠と
なっています。

このため、粗飼料の生産及び利用に
ついて、生産性の高い草地への転換
や、有用な粗飼料生産基盤である公
共牧場の活用拡大等を推進しています。

また、飼料生産の省力化に有効な肉
用牛や乳用牛の放牧のほか、国産粗
飼料の増産も推進しています。

一方、濃厚飼料原料の海外への過
度な依存から脱却し、国産原料の生産
及び利用を拡大するため、濃厚飼料用
とうもろこしの実証的な生産を推進してい
ます。

当該とうもろこしの利用に関心のある酪
農・畜産農家の方々と、実証的な生産
を行う農家をマッチングを進めています。

国産濃厚
飼料用とうも
ろこしの生産
及び利用促
進を図ってい
ます。

濃厚飼料用とうもろこし

経営の低コスト化に向けた
飼料費の低減 酪農・畜産情報の提供

酪農・畜産農家に対し、酪農・畜産
に係る病害虫に関する情報等を幅広
く提供しています。

また、生産者を始め、営農普及関係
者等に向けて、時節に合ったテーマの
セミナーや現地検討会を開催していま
す。

現地検討会の開催

牧草の収穫
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道 産 米 の 需 要 に 応 じ た 生 産 ・ 販 売 に 向 け た 取 組

道産米の周年供給・
需要拡大の取組

道産米を生産年の翌年から翌々
年以降に長期計画的に販売する取
組を行う生産者団体を支援しています。

また、生産者団体等による、各種メ
ディア及びイベントを活用した道産米の
ＰＲ等を支援しています。

海外での米のＰＲ
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備蓄米の推進

国は、米の供給が不足する事態に
備え、必要数量の米を備蓄しており、
道内の米の産地に対して、備蓄米へ
の取組を促しています。

需要・価格動向等の
きめ細やかな情報提供

需要に応じた生産・販売を進める
ため、北海道の米の生産地や需要
者に対してキャラバンを実施していま
す。

生産現場の意見・課題等の聞き
取り、最新の需要・価格動向等の
情報提供を行っています。

また、年初から収穫時期までの間、
地域農業再生協議会から、主食用
米と用途別（加工用や輸出用等）
の作付の意向を聞き取り、定期的に
ホームページ等で公表しています。

近年、全国的に主食用米の需要が年約10万トン減少している中で、道産米の
需給と価格の安定を図ることが重要です。このため、産地や実需者等に対して、道
産米の需要に応じた生産・販売を後押ししています。

Chapter Ⅰ 国民生活に不可欠な食を供給する

道産米の需給・価格の
安定に向けて

道産米の需給及び価格の安定のため、各種施策を
推進しています。

（施策のターゲット）（施策のターゲット）
道産米の需要に応じた生産・販売に向けた取組
水田のフル活用に向けた取組



北海道は、日本有数の水田地帯です。これからもこの持続性に優れた生産装置
である水田を最大限に有効活用することが重要です。このため、北海道の水田農業
を後押ししています。

近年、道産小麦・大豆は人気が

高まってきています。水田の機能を

維持しつつ、これら麦・大豆を水田

で生産する生産者に交付金を交付

しています。

このほか、飼料作物、主食用米以

外の米（ＷＣＳ用稲、加工用米、飼

料用米、米粉用米）を水田で生産

している生産者も支援しています。

主食用米の需要が減少していく

中、道内の水田農業の高収益化を

推進することが重要です。このため、

野菜・果樹等の高収益作物の生

産を行う農業者を支援しています。

水 田 フ ル 活 用 に 向 け た 取 組

海外での米のＰＲ

野菜・果樹等の
高収益作物の生産

代かき

魅力ある産地づくりに向けて人気の高まる小麦･大豆等の生産

※

※ 稲発酵粗飼料稲
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北海道農業再生協議会や道内

の地域農業再生協議会は、地域の

特色ある魅力的な産地を創造する

ための地域の作物生産の設計図と

なる「水田フル活用ビジョン」を策

定しています。

この「水田フル活用ビジョン」に基

づき魅力ある産地づくりの取組を

行っている協議会を支援しています。



Chapter Ⅱ 農業のＩＣＴ・ＩｏＴ化を加速する

スマート農業の推進

生産性を向上させ、農業を成長産業にしていくため、
ロボット・ＡＩ・ＩｏＴなどの先端技術を活用したスマート農業
に期待。

（施策のターゲット）（施策のターゲット）
スマート農業の社会実装の加速化

キャベツの無人収穫機の実証

無人トラクター（有人と協調走行）

スマート農業で期待される効果 農業現場への実装に向けて

平成12年に約15万人だった道内

の農業就業人口は平成30年に約９

万人に減少し、65歳以上の割合は

約４割を超えるようになりました。

このように、北海道においても、担い

手の減少・高齢化の進行等により

労働力不足が深刻な問題です。

一方、平均経営耕地面積は拡大

しており、１人当たり作業面積の限界

を打破する技術革新が必要です。

このため、ロボット・ＡＩ・ＩoＴ等の先端

技術の活用により、作業の自動化に

よる規模拡大、熟練農業者の技術

継承などが期待されています。

人手不足等の課題を解決するため
にスマート農業を加速化していきます。

また、農業の担い手のほぼ全てが
データを活用した農業を実践すること
を目指していきます。

スマート農業を総合的に推進する
ため、先端技術の現場への導入・
実証や、地域での戦略づくり、科学
的データに基づく土づくり、教育の推
進等の取組を支援しています。
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ＩＣＴ・ＩｏＴを活用したＴＭＲセンター

すでに実証を完了し普及段階と
なっているGNSSガイダンスシステム、
自動操舵装置、搾乳ロボットの北海
道での導入台数は年々増加してい
ます。また、近年、ドローンを活用した
農薬散布の面積も増加しています。

「GNSSガイダンスシステム」とは、
GNSS等からの信号を受信することに
よりトラクタの位置座標を測位し、走
行経路を表示する装置です。

「自動操舵装置」とは、GNSSガイダ
ンスシステムにより示された走行経路
に沿って、運転者に代わってトラクタ
を自動でハンドリングする装置です。
（無人状態で走行する機能ではあり
ません。）

農業者がスマート農業技術情報を
入手できるよう、関係機関と合同で、
農業者と農機メーカー等のマッチン
グイベントを開催するなど、広く情報
発信しています。

令和元年のイベントでは、道内の実
証コンソーシアムからの発表、有識
者等の講演、農機メーカー・ICTベン
ダー等からの技術情報提供、農業
者等と関連企業とのマッチングが行
われました。

農村地域の通信環境の改善に向
けて、総務省と連携して取り組んでい
ます。

無人トラクター（有人と協調走行）

出展者ブースの様子（スマート農業マッチングイベント）

北海道のスマート農業導入状況 北海道農政事務所の取組

基調講演（スマート農業マッチングイベント）ロボットトラクタ実演（スマート農業マッチングイベント）
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徹底した安全・安心の面から食卓を支える。
地域の食文化を子どもたちの世代につなぐ。

（施策のターゲット）（施策のターゲット）
安全・安心な農林水産物・食品の供給
食育と食文化の継承

土壌分析調査

Chapter Ⅲ 食の安全と消費者の信頼を確保する

食の安全と消費者の信頼の確保
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農林水産物の食品としての安全性
を確保するため、農薬や肥料の適正
使用を推進することが重要です。

このため、生産段階における農産物
への農薬の使用状況と残留状況等
を調査するとともに、使用者への指導
を行い、農薬の不適正使用の防止を
徹底しています。

また、北海道等と連携して「農薬危
害防止運動」を実施し、農薬やその
取扱いに関する正しい知識の普及を
図っています。

さらに、肥料を安心して利用できるよ
う、肥料の製造や表示等に関する監
視・指導を実施しています。

安全・安心な国産牛肉を食卓へ

届けるため、牛一頭ごとに付された個

体識別番号が生産から流通段階ま

で正確に伝達されているか監視して

います。

また、飼料安全法に基づく製造業

者等の届出受付業務、医薬品医

療機器等法に基づく動物用医薬品

製造販売業者等の許可・登録申請

受付業務を行っています。

さらに、ペットフード安全法に基づき、

ペットフードの表示の基準が遵守さ

れているか監視しています。

長いもの防除作業

農薬・肥料の適正使用 畜水産物の安全性確保



北海道には、豊かな農林水産物と

気候・風土・歴史に根ざした独特の

食文化があります。

こうした北海道の食文化を次世代

に継承し、豊かで健康的な食生活を

実現させるため、食育や地産地消を

推進し、地域における食文化や食材

の魅力を伝えています。

取組として、「受け継ぎたい北海道

の食」動画コンテストを開催していま

す。

食品表示調査

食品表示やトレーサビリティの制度

に対する消費者の信頼を確保するた

め、食品の偽装表示等の情報受付

や食品表示に関する監視を行ってい

ます。

また、食品表示110番制度を設け、

食品の不適切な表示に関する情報

提供を受け付けています。

さらに、牛トレーサビリティ制度に基

づく牛肉の取引記録の作成・保存と、

米トレーサビリティ制度に基づく米・米

加工品に関する取引記録の作成・

保存や産地情報の伝達が適正に

行われているか監視しています。

食品表示・トレーサビリティ制度の適正運用 食育、地産地消の推進
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