
                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等 
 

・農業生産法人 NOAH 代表取締役 鍋山洋一氏 

・株式会社岡本農園 代表取締役 榊孝弘氏 

・北海道農業協同組合中央会 常務理事 村上光男氏  

・北海道ニセコ町長 片山健也氏 

・北海道経済連合会 常務理事 浜田剛一氏 

・NPO 法人あぐり・びれっじ 理事 小田たず子氏 

・北海道土地改良事業団体連合会 専務理事 前山啓二氏 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料３ 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業者） 

法人名 農業生産法人 有限会社 NOAH 

氏名（役職名） 鍋山
なべやま

 洋一
ひろかず

（代表取締役） 

所在地 北海道南幌町
なんぽろちょう

 

経営の概要 

 

・平成 13 年より国営農地再編整備事業中樹林地区スタート。 

・平成 16 年(有)ＮＯＡＨ設立。（構成員 7名） 

・平成 16 年度、27 年度経営面積（品目）及び構成メンバー。別紙 

・工事終了した耕地より畑作物へ地下灌漑を利用。 

・平成 18 年より地下灌漑施設を利用し水稲直播始める。 

・平成 26 年度より従業員を年間雇用するため菌床椎茸施設導入。 

取組の特徴 

 

・水稲、小麦、大豆、ビート主体で、高収益蔬菜を導入。 

・スイートコーン、ミニトマト、長ネギ等は、南幌町明るい農村ネット

ワーク（町内農業法人４社、個人法人 1社、個人農家 3戸）で、道外ス

ーパー（数社）、個人消費者（ギフト）へ独自販売。 

・水稲、大豆、ビート、スイートコーン等で地下灌漑を実施。 

・地下灌漑の効率を高めるためにレーザーレベラーを実施している。 

 （毎年約 30ha 実施） 

・冬期間に限り、菌床椎茸栽培。 

今後の展開 

 

・地下灌漑を継続的に利用していく。 

・農地拡大希望者が多いため当面現状面積で経営をする。 

・現状面積での収入向上（品質向上・収穫量増）。 

・後継者育成（世代交代）。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・耕種・資材等を圃場ごとに選択できるよう拡大。 

・特殊暗渠の実施。 

・工事後排水路が整備され、通水期間外は畑作防除、施設栽培など給水

する場所が無く、一定面積で水の貯まる場所（地下貯水槽等）の設置。

（現在水稲育苗初期の水が無いため、育苗ハウスの設置場所が限られて

いる） 
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新たな土地改良長期計画懇談会資料　　別紙

(有)　ＮＯＡＨ

平成16年度（設立年）

男 女 男 女

7名 2名 4名 6名 19名

作付品目別面積（普通畑含む） （a）

水稲 小麦 大豆 小豆 長ネギ キャベツ 南瓜 スイートコーン その他蔬菜 地力 補償田 計

4,431 7,546 2,028 1,823 341 586 180 100 186 29 56 17,306

（小麦後作キャベツ　１５０a含む）

平成27年度

男 女 男 女

4名 7名 2名 4名 1２名 29名

作付品目別面積（普通畑含む） （a）

水稲 小麦 大豆 ビート 長ネギ スイートコーン 西瓜 ミニトマト 青ネギ その他蔬菜 地力 計

5,225 3,985 901 818 353 710 122 25 10 128 130 12,407

従業員 パート
役員 計

役員
従業員 パート

計
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業者） 

法人名 株式会社 岡本
おかもと

農園
のうえん

 

氏名（役職名） 榊
さかき

 孝弘
たかひろ

（代表取締役） 

所在地 北海道中札内村
なかさつないむら

 

経営の概要 
 

経営耕地面積 ３０ha 
経営類型 6 次産業経営 

主な作物 長芋、玉葱、長葱、枝豆、トマト、馬鈴薯など 

取組の特徴 
 

2008 年から、農業生産基盤を強化していくため、高収益作物の長芋・

長葱・玉葱を導入している。現在、高収益作物の安定的な収量を確保し

ていくため、国営・道営施設を使用して畑地かんがいの取り組みを進め

ている。その結果、農業生産物が向上し、作物の品質や生育促進に繋が

っている。 

今後の展開 
 

農業生産を主力とした経営展開を進めるとともに、農業生産物の安全安

心な取り組みを構築していくため、6 次産業化の取り組みを推進してい

くこととしている。さらに農業生産基盤の強化・安定を図っていくため、

民間企業とのファンド事業も考慮した事業展開も視野に進めて行くこ

ととしている。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・畑地かんがいの整備 
・畑地の排水改良の整備 
・6 次産業者を繋ぐ自転車イベント等を踏まえたエイドステーション及

び農村道路の環境整備 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業関連団体） 

団体名 北海道農業協同組合中央会 

氏名（役職名） 村上
むらかみ

 光男
み つ お

（常務理事） 

所在地 北海道札幌市
さっぽろし

 

団体の概要 ・農業協同組合法に基づく組織として、昭和 29 年 8 月設立。 

・「農業協同組合及び農業協同組合連合会の健全な発達を図る」役割の

ため、法的には公共的性格の強い非営利の法人、また機能的には総合

的指導機関として位置づけられている。 

・主要事業は、農業政策の意見集約と提言、農業・地域の振興、人づく

り、ＪＡの経営基盤強化、広報などである。 

取組の特徴 

 

・農業・農村整備事業については、主として、関係団体との連携のもと、

毎年度の予算要請における拡充要望、現地での円滑な推進のための支

援・助言等を行っている。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・ＪＡグループ北海道は、昨年、自己改革の指針として「改革プラン」

を策定、今年 11 月の「第 28 回ＪＡ北海道大会」でも、「力強い農業」

「豊かな魅力ある農村」をめざす決議を行う。 

・高品質・安全安心な農畜産物生産を進め、食料自給率向上にも資する

前提として、農業基盤整備の充実は必要不可欠。 

・22 年度以降の大幅な予算削減による事業停滞を回避し、長期安定的

な事業推進のため、予算額の回復が急務。ただし、緊急対策による一

時的措置ではなく、毎年度当初予算の確保が基本。 

・近年の農業技術高度化に対応した基盤整備の方向性や気象災害頻発を

踏まえた復旧対応のあり方も考慮すべき。 

・地域の農業特性を反映した事業展開が必要。特に酪農畜産分野では、

課題である飼料作物安定生産（草地の生産性向上、植生改善）や、コ

ントラクター・ＴＭＲなどの共同取組みが順調に進むよう、地域の要

望を十分把握して、事業を推進すること。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（自治体） 

自治体名 ニセコ町 

氏名（役職名） 片山
かたやま

 健也
け ん や

（町長） 

町の概要 

 

ニセコ町は、道央の西部、後志管内のほぼ中央に位置し、羊蹄山とニ

セコアンヌプリ、昆布岳に挟まれた波状傾斜の多い丘陵盆地を形成して

います。 

気候は、内陸性気候を呈し道内においては比較的温和な気候ですが、

冬期には積雪が平年で 160 ㎝、多い年には 230 ㎝にも達する豪雪地帯で

す。 

 本町は国立公園の「羊蹄山」、国定公園の「ニセコ連邦」を有し、四

季折々の自然景観に恵まれた通年観光リゾート地であり、夏季には登山

やラフティング等の体験型アウトドアスポーツ、冬季には世界に誇るパ

ウダースノーによりウインタースポーツが盛んです。本町の観光客の入

れ込み数は年間 160 万人で、ニセコ山系では 450 万人となります。 

 平成 26 年 3 月、国から北海道内で 3 番目となる「環境モデル都市」

に選定されました。本町の基幹産業は農業と観光であり、そのどちらも

豊かな自然環境が基盤となっており、町の第 5 次総合計画（H24～H35

年度）では、「環境創造都市ニセコ」をテーマに地球温暖化対策や地域

資源循環を推進しています。 

本町の農業は、畑作・水稲を基幹として、酪農・野菜類を組み合わせ

た複合経営形態を成しています。環境と調和した安全・安心な農業の推

進のため、土づくり実践対策を町農業の基本に捉え、地域循環型クリー

ン農業を実践しています。 

 本町の農家戸数は平成 22 年で 150 戸、うち専業農家 42.7％、Ⅰ種兼

業農家 45.3％、Ⅱ種兼業 12.0％となっており、高齢化も進んでいます。

しかし、40 歳以上の中年層の新規参入や将来のニセコの農業を見据え

て戻ってくる Uターン就農者も増えています。 

 平成 26 年 10 月、念願でありました国営緊急農地再編整備事業ニセコ

地区の事業計画が確定し、10 年計画の大事業がスタートしました。 

 本町は小河川の浸食により分断された地形や傾斜地、石礫や排水不良

などの条件不利地により生産性が低く、本事業で区画整理工事を施工

し、生産性の向上と担い手への集積による優良農地の確保、耕作放棄地

の解消・発生防止を図り、農業の振興を基幹とした総合的な地域の活性

化を目指します。 

平成 27 年 2 月、道の駅「ニセコビュープラザ」が重点「道の駅」に

選定されました。「ニセコビュープラザ」は、平成 9 年に秀峰羊蹄山や
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ニセコ連山の山々を眺望できる現在地に町が整備し、今回、国際リゾー

ト地"ニセコ"の情報機能の拡充と農業と観光の２つの産業の連携の場

の創出を評価いただき、重点道の駅に選定されています。 

まちづくりの

取組 

 

ニセコ町のまちづくりは、情報共有と住民参加を２大原則として平成

13 年 4 月、全国初となる「まちづくり基本条例」を施行し、「住むこと

が誇りに思えるまちづくり」をテーマに掲げ、会議等の原則公開や町民

向け予算説明書「もっと知りたい今年の仕事」を全戸配布するなど、透

明性の確保と説明責任の明確化を図ってきました。また、まちづくり委

員会や事業ごとの住民検討会議の立上げ、子ども議会などの住民参加を

徹底して実践してきました。 

 平成 15 年 12 月には、ニセコの自然生態系や地域の生活文化を守り育

てることを目的に「ニセコ町環境基本条例」を施行し、現在、ニセコ町

の環境保全の取組みをさらに推進するため「第２次ニセコ町環境基本計

画」により、第 5次総合計画と整合を図りながら、ニセコの森と水を守

るための取組みを進めています。 

平成 26 年 3 月に北海道内で帯広市、下川町についで 3 番目に国から

「環境モデル都市」に選定されこれを機に、町では地球温暖化対策をさ

らに進め、国際環境リゾート地として成長させていきます。 

農業分野では、生産活動に伴う環境への負荷の軽減を図るため、町内

で発生する有機質資源の堆肥化による「地域循環型クリーン農業」の実

践や中山間直接支払い制度や多面的機能支払い制度を利用した地域連

携による維持保全活動に取組んでいます。また、本町の水稲作付の８割

が YES！clean の認証を受けるまでに至り、平成 25 年度に完成した雪氷

熱米倉庫により、品質管理の向上と環境にやさしい農業を展開していま

す。 

ニセコ町の情報発信の基地として、また地域産業の活性化の拠点とし

て重点道の駅に選定された「ニセコビュープラザ」は、町の総合案内所

と宣伝機能をもつ情報プラザとニセコ町の特産品の直売と食を提供す

るフリースペース棟をメインに多くのお客さまにご利用いただき賑わ

いを見せています。 

この「ニセコビュープラザ」の管理運営を委託しているのが平成 15

年、全国で初めて株式会社化したニセコリゾート観光協会で、旅行業登

録もしており、航空券等の販売や旅行業・代理店業務も展開しています。 

平成 24 年 3 月、コミュニティＦＭ「ラジオニセコ」を開局。放送運

営は㈱ニセコリゾート観光協会が行っており、役場からの情報提供のほ

か地域のコミュティ活動を情報面から支援し、災害時における情報伝達

の一端も担っています。 

平成 27 年から本格的に国営緊急農地再編整備事業ニセコ地区の区画整

理工事がスタートしました。本事業には１１５戸の農家が参加してお
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り、通年施工時の所得補填や受益者負担の軽減対策など、国の有利な制

度を活用して事業推進を図ります。また、平成 23 年より広報ニセコに

「～ニセコの未来を整備する～ ニセコ町国営農地再編整備事業促進期

成会レター」を掲載し、事業の進捗状況や期成会の活動状況など、住民

の方への情報提供に努めています。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

日本の将来にわたっての食糧の確保、食の安全を考える上で、農業農

村の整備は極めて重要である。農業を成長産業として持続確保する上で

農業生産基盤の整備は欠くことのできない未来への投資である。しか

し、都市部の住民の皆さんには農業への理解が希薄化している様に思え

る。今後、広く国民のみなさんへ農業の重要性への理解を得る努力をお

願いしたい。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（経済団体） 

団体名 北海道経済連合会 

氏名（役職名） 浜田
は ま だ

 剛一
こういち

（常務理事） 

所在地 北海道札幌市
さっぽろし

 

団体の概要 昭和 49 年 12 月に北海道および北海道と関わりの深い全国各地域の産

業経済人、企業を会員として北海道の経済団体として設立された。 
平成 26 年現在の会員は 486 法人、個人である。 

取組の特徴 

 

産業経済および社会労働に関する諸問題を調査研究・討議し、北海道に

おける経済界の意見を取りまとめて、その実現を図り、北海道地域経済

社会の総合的な振興を通じて、我が国経済社会の発展に寄与することを

目的に活動している。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

 

・所有権移転を伴う大規模化が進められている北海道の実情を踏まえ

た事業推進を図るべきである。賃貸による農地中間管理機構を軸と

した本州の事業展開とは異なる面が多いことを認識頂きたい。 
・北見・オホーツクを中心に畑地灌漑設備の導入が進みつつあるが、

道内全体では未だ導入率は低い、畑地事業の重点推進が必要。 
・減災機能に着目した事業においては、その効果を上げる植樹等の事

業の幅を広げる検討をすべきである。 
・小水力発電など地域エネルギーの自立化に向けた取り組みを、水素

燃料電池など新技術の実証を含めた展開に発展させるべきである。 
・老朽化対策も極めて重要であるが、併せて農業機械の大型化の圃場

に与える影響（暗渠排水の機能低下）などに対処可能な事業の拡大

を図るべきである。（心土破砕工法による機能回復工事） 
・生産性向上のための農業機械の大型化に即応するため、農道のうち

所謂「通作道路」整備の事業量の拡大を図るべきである。 
・専業農家による大規模農業が実践されている北海道の土地改良計画

を全国の括りで全てに共通する議論が行なわれることは、計画の分

かり辛さが払しょくできない。 
・ＴＰＰの大筋合意を受け、国際競争力向上の事業量の有り方、実施

計画を早急に策定すべきである。 
・北海道の気候条件から本予算による事業実施を前提とすべきである。 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（消費者） 

法人名 特定非営利活動法人 農業応援団あぐり・びれっじ 

氏名（役職名） 小田
お だ

 たず子
こ

（理事） 

所在地 北海道札幌市
さっぽろし

 

活動の概要 
 

１）NPO 法人として「有機農産物」の小分け認証を取り、有機農産物

を中心に流通・販売を行い道内の多くの有機農家と取引をし、本年は「

札幌駅前通り地下歩行空間」を利用し、「食べて応援！北海道の有機農

業」のタイトルでイベントを実施、多くの消費者に有機農業の取り組み

、｢有機農産物｣の販売などを行いました。 
２）消費者運動にかかわり「生産者が再生産できる価格で農産物を買い

支える」ことを目的に｢親子農業体験｣として札幌在住の親子と農業者と

の交流を 11 年にわたって実施しております。 
3）消費者として大豆を通して食生活を考え、生産者を応援するととも

に収穫などの農作業の手伝いをし、農業者との交流を図り自らが加工を

行うなど、体験と交流を目的とし、また体験した内容について、多くの

消費者に理解を求めるための活動を行っております。 

4)「北のめぐみ愛食フェア」を道庁赤レンガ前庭で実施。全道から集ま

る生産者に都市の消費者に販売する場の提供を出店担当としてかかわ

っております。 

取組の特徴 
 

消費者として「生産者が再生産できる価格で農産物を買い支える」こと

を目的に、消費者が農業・農村についての理解を深め、買い支える活動

の一環として「親子農業体験」を実施。良質のお米の生産に必要な土壌

の管理・水質の保全などを農業者やその業務に当たる行政・JA・土地改

良区などと連携を組み、参加する消費者と農業者が直接対話することで

相互理解を深めてもらうこと、また農業を学ぶ学生たちにサポート隊と

して参加してもらい、すべての参加者が将来にわたり地域の農業者と「

親戚づきあい」をして、地域社会の活性化を図ることが「農産物を再生

産できる価格」の維持とにつながることと思い活動を続けております。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

1．ＴＰＰの締結による食糧自給率の低下も確定的な現状の中で、大型

区画化事業の現状は時代の先取りではなく、完成したとたんに使用地

目の変更になってしまうなどが考えられます。大区画化事業のスピー

ドアップを図るべきではないでしょうか。現状では経済の動向・消費
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の変化に追いついていないと思います。 
2．小水力発電の取り組みが現行土地改良事業長期計画に挙げられてい

るようですが、北海道におけるとりくみ状況はどうなっているのでし

ょうか。 
 3．多様な主体の参画による地域コミニュテイの活性化については、農

地保全技術（コツ）や農作業の機械操作などの技術を持つ退職者・農業

研修生システムばかりではなくインターシップの学生・援農を行うグル

ープなどをゆるやかな連帯として活用し、農村の地域コミニュテイの中

にとりこむ姿勢が必要ではないでしょうか 
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組織等の概要、取組の特徴及び意見・要望等（農業関連団体） 

団体名 北海道土地改良事業団体連合会 

氏名（役職名） 前山
まえやま

 啓二
け い じ

（専務理事） 

所在地 北海道札幌市
さっぽろし

 

団体の概要 １ 土地改良事業に関する技術的な指導その他の援助及び協力 
 ・ 会員が行う土地改良事業等への技術支援、国や道が行う土地改良

事業の技術協力 
 ・ 多面的機能支払及び中山間地域等直接支払に係る農業者等の組

織・集落等の活動支援 
 ・ 農地等地図情報のデータ整備及び有効活用支援 
 ・ 土地改良施設の整備・補修等の支援 ほか 
２ 土地改良事業に関する教育及び情報の提供 
３ 土地改良事業に関する調査研究 
４ 土地改良事業関係の金融界改善 
 ・ 土地改良事業に係る農家負担金の軽減対策 
５ 本会の事業目的を達成するため必要なその他の事業 
 ・ 提案要請活動 ほか 

取組の特徴 

 

土地改良事業団体連合会は、全国の都道府県に設立されており、日本

の農業地域の基礎的条件の改善を通じて、国民の命の糧である食料の安

定供給を図るため、農地や農業水利施設等の生産基盤整備や国民的な財

産である農業・農村を守り、育むための農業農村整備事業等を推進して

いる。 
とりわけ北海道は、豊かな水と自然に抱かれた大地から多くの恵みを

享受できる我が国最大の食料供給地域として、その役割を果たしている

が、その中にあって本会は、会員や国及び道が行う農業農村整備事業（土

地改良事業）等に対する技術的な支援や協力業務等を通じて、その使命

を果たしている。 

農業農村整備

に対する意

見・要望等 

・ 担い手への農地集積・集約化と生産コストの削減を確実に進めるた

め、農地の大区画化や排水対策、農業水利施設の保全・整備等地域の

特性に応じた生産基盤整備の計画的な推進に必要な予算の確保 

・ 老朽化が進行する農業水利施設の長寿命化・耐震化対策や、集中豪

雨による洪水・湛水被害防止対策など、農村地域の国土強靱化に向け

た防災・減災対策の着実な推進 

 


