
具体的な成果

１ 子育て支援の場を設立
■親子交流サロンの開催（H29.11～）
月１回JAの和室で実施。保護者同士の交
流や子育ての悩み相談の場が出来た。

■出張託児 (H30.1～H31.3)
NPO法人による出張託児が、JAの和室

で週1回スタート。農繁期（６～９月）には
週２回で開催。９世帯11名利用。

■一時預かり事業（H31.4～）
地域内の施設を

改装し、児童館と
一時預かりが一体
となった子育て支援
の拠点開設。
JA・Aコープによ

る昼食提供サービ
スも開始。

２ 学習会への参加
■ 出張託児に合わ
せて学習会を開催。
子供を預けること
が出来るため、学
習会への参加が
容易になった。

３ 子育て支援による農業者の声
■「預けている間は仕事や家事に集中でき、

早く終わらせることが出来て助かる。」
■ 「子育て支援は必要であり、良い取組だ

と思う。」

担い手の経営安定を目的とした「子育て支援」
の取組み

○ 中標津町計根別地区では、農家戸数が年々減少している中、北海道内
外からの新規就農者を多く受け入れている。しかし、就農者の多くは子育て
世代であり、経営安定のためには、子育て支援は、重要な課題であった。

○ このため、普及センターは、JA・行政等の関係機関と共に子育て支援体
制構築へ動き出した。試験的な出張託児を経て、平成31年４月からは一時
預かり事業として子育て支援の拠点開設が決定した。

○ その結果、農業者は仕事や家事に集中できるようになった。普及セン
ターは時間に余裕が出来た農場に、生産性向上に向けた支援をしている。

北海道

普及指導員の活動

平成28年
■北根室地区農業改良協議会（中標津町・

標津町・各JA）に対し、地域の子育て支援
に関する研修及び先進地事例調査を提
案。具体的検討開始。

平成29年
■政策研究大学院大学派遣職員（根室振

興局農務課より出向中）と女性農業者の
出産･子育てについて実態調査を実施。

■関係機関と共に、標津町認定こども園、
NPO法人子育てサポートネット「る・る・る」
の情報収集に向けた調査。

■役割分担に対する関係機関への助言。
■親子交流サロン(H29.11～）の開催支援。
■出張託児(H30.1～）の定期開催に向け、
関係機関との調整や課題整理等を実施。

平成30年度
■一時預かり事業開始に向けた助言。
■出張託児を活用した学習会の企画・開催。

平成31年度
■幼児用弁当提供に向けた意見集約・障
害者支援施設(委託先)との調整。

普及指導員だからできたこと

・酪農の現場・農業者をよく知る普及だから
こそ､ＪＡ､町等の関係機関を結びつけ､必要と
される子育て支援に向けた仕組みづくりを
コーディネートできた。

活動期間：平成28～31年度
けねべつ

写真１ 親子交流サロン

写真２ 女性対象学習会
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北海道 

担い手の経営安定を目的とした「子育て支援」の取組み 

 

活動期間：平成 28～令和元年度 

 

１． 取組の背景 
根室管内は、北海道の最東端に位置し、年間を通じて冷涼な気候である。

広大な自給飼料基盤を利用した酪農経営が主体となっており、大型法人経営

や放牧地を活用した低コスト経営など経営体は多様である。出荷乳量は、全

道シェアで 21%（平成 29 年）を占めている。 

管内の農家戸数は年々減少しており、将来の地域農業を支える新規就農者

や U ターン就農者の継続的な確保が重要な課題となっている。平成 18 年か

ら平成 29 年までの新規就農者数は、新規学卒及び U ターン就農者が８～９

割を占め、新規参入者は１～２割で推移している（図１）。 

このような状況の中、平成 28 年度に JA けねべつ営農部から根室農業改良

普及センター北根室支所（以下普及センター）に対し「新規就農者の子育て

を何らかの形で支援したい。協力してほしい。」との要請があった。道内外出

身の新規参入者は、乳幼児のいる

家庭が多いが、仕事や子育てを親

に頼ることが難しいことに加え、

計根別地区には 0 歳児からの預か

り施設がなかった。普及センター

としても子育てしながらの就農

の大変さを実感していたため、幼

稚園入園前の子育て支援が喫緊

の課題と捉え、JA・行政と共に支

援体制構築へ動き出した。 

 

２．活動内容（詳細） 

（１）北根室地区農業改良協議会による検討 

平成 28 年度に、北根室地区農業改良協議会（中標津町・標津町・JA 中標

津・JA 標津・JA けねべつ・根室農業改良普及センター北根室支所）は、計根

別地域の子育て支援に関する検討を開始した。普及センターは、子育て支援

における先進地事例調査等を企画・提案し実施した。これをもとに、関係機

関が情報を共有し、具体的な検討が始まった。 

（２）実態調査 

普及センターと JA けねべつ（以下 JA）で、実態調査の方法について検討

していたところ、平成 29 年６月に政策研究大学院大学派遣職員（根室振興局

農務課から出向中。以下派遣職員）から「酪農家の女性の出産･子育てに関す

る研究をしたいので、調査などの協力をしてほしい」との依頼があった。こ

れを受け、普及センターと JA は、派遣職員と一緒に実態調査を行うこととし

た。 

図１ 新規就農者数の推移（普及センター調べ） 
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7 月に、新規参入者で以前より子育て支援の重要性を訴えていた酪農家１

戸を対象に事前調査を実施した。それを踏まえ、10 月から計根別地区の女性

農業者を対象に「出産・子育てに関する実態調査」を実施した。調査は、JA、

普及センター、派遣職員の訪問による聞き取り（１件 30 分～１時間）と幼稚

園や児童館へアンケートを行い、46 名から回答を得た。 

その結果、新規就農者のみならず、子供の安全確保のため０歳児から預か

りが可能な「保育園」の機能が求められていることが明らかになった。 

これらの経過を含め、中標津町役場子育て支援室に調査結果を報告し、情

報交換を行った。 

（３）子育てサポートに向けた情報収集と検討 

実態調査と並行して、JA、中標津町役場農林課、派遣職員、普及センター

は、標津町認定こども園、NPO 法人子育てサポートネット「る･る･る」（以

下 NPO 法人）に対し情報収集を実施した。関係機関と共に子育て支援の基礎

知識を習得しながら、NPO 法人と「計根別地区で何が出来るか」を協議した。 

また、普及センターは根室振興局保健福祉課と連携し、「住民参加型子育

てサポート体制づくりモデル事業（根室振興局独自事業）」を活用すること

とした。 

普及センターは、コーディネート役として各関係機関・団体に、必要に応

じた提案や依頼、検討のための招集などを実施した（図２）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２． 具体的な成果（詳細） 

（１）子育て支援体制の確立へ 
地域に働きかけた結果、保護者同士の交流や子育ての悩み相談の場として

「親子サロン」を 11 月に開催することが決まった。普及センターは、「親子

サロン」の内容紹介と参加呼びかけのため、子育て世帯の農場を訪問し、理

解を図った。 

「親子サロン」開催時には 10 世帯の親子の参加があり、保護者同士が悩みや

普及センター

北根室支所 
計根別農協 

連 携 

連携 

政策研究大学 

根室振興局 

実態調査 
モデル事業 

酪農の現場・農業者をよく知る普及だからこそ 

発揮できたコーディネート力！ 

視察受入 

アドバイス 
協力依頼 

NPO 法人 子育てサポートネット     

る ・ る ・ る 

中標津町役場 

子育て支援室 

協力 
要望 

図２ 関係機関関連図 
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不安について情報交換をすることができ、好評を得た。 

12 月には JA・中標津町へ呼びかけ、「親子サロン」時に参加者から集約し

た意見や具体的な要望及び支援体制について検討会を実施した。その結果、JA

と中標津町が協力して一時預かり事業を行うことが決定した。 

平成 30 年１月から JA 事務所の一部を利用して、NPO 法人による出張託児

が週 1 回の開催でスタートした。それをきっかけに、JA 組合員の家族で保育

士資格のある２名が、新たに NPO 法人のスタッフに加わった。農繁期（６～

９月）には週２回開催し、9 世帯 11 名が利用するようになった。 

こうした関係者の連携した取組により、中標津町は計根別地区の旧 NOSAI

の建物（JA 所有）を改修し、平成 31 年４月に根室管内初の児童館・放課後児

童クラブ・子ども一時預かりの一元化施設「計根別こども館えみふる（以下え

みふる）」を開設した。 

（２）農業女性のスキルアップ 

これらの子育て支援体制構築により、普及センターは出張託児を活用した

学習会の企画・開催を実施した。JA 管内の女性農業者を対象にした学習会「つ

くし学級」では、参加者の希望する内容を取り上げ、「乳牛の飼養管理」につ

いての講義や視察などを行った。平成 30 年３月～令和元年８月までに 19 回

開催し、農業女性の酪農におけるスキルアップにつながっている。 

具体的な成果の内容は表 1 の通りである。 

 

各取組 主な実施者 内  容 普及の取

組・関わ

り 

親子交流 
サロン 
（H29.11） 

JAけねべつ 
NPO法人 

る･る･る 
根室振興局 

・保護者同士の交流や子育ての悩み相談の場 
・託児の面接の場 
・月１回、JA の和室で実施 

・定期開設

に向けた運

営支援 

出張託児 
(H30.1～ 

H31.3） 

JAけねべつ 
NPO法人 

る･る･る 

・週 1回、JA の和室で実施 
・農繁期である６～９月は週に２回 
・農業者･非農業者合わせて９世帯、11名の

利用 
・一時預かり事業が始まるまでの期間限定の

開設 

・定期開設

に向けた運

営支援 

酪農技術 
学習会開催 
(H30.3～) 

普及センタ

ー 
JAけねべつ 

・JA管内の女性農業者を対象とした学習会

『つくし学級』の開催 
・平成 30年３月～令和元年８月までに 19回

実施。 

・農協主催のカレッジなど他の学習会も出張

託児の日に実施 

出張託児を

活用し、学

習会の企画

・開催 

表１ 子育て支援に向けた取組み 
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４．農家等からの評価・コメント 

   託児利用している、していないに関わらず、子育て支援の取組みは好評で 

あった。 

（具体的な農業者の声） 

  ・「預けている間は、仕事や家事に集中でき、早く終わらせることが出来て

助かる。」 

  ・「子供たちは保育士に構ってもらえるし、友達もいるので、託児に行くの

を楽しみにしている。」 

  ・「正直、今回も何も変わらないと思っていた。まさか実現すると思ってい

なかった。子供を預けている時間に家事やできる仕事を終わらせ、朝夕子

供との時間が持てるようになってきた。これまでのやり方は、後継者とな

るかもしれない子供たちに酪農は辛いものという印象を与えかねない。」 

  ・「子育て支援は、子育て世帯にとって必要であり良い取組みだと思う。農

協や普及センターが子育て支援を行うことに驚いた。」 

 

５．普及指導員のコメント 

根室農業改良普及センター北根室支所 専門主任 藤田 千賀子 

今回、子育て世代の生活面における支援は、経営安定のためには不可欠であ

ることが理解されたことで、一連の事業が展開されたと考えられる。一番の希

望は保育機能を持った認定こども園の開設であったが、取組みにスピードが

求められること、JA けねべつが２つの町にまたがっているため行政区が異な

る農家の子供を受け入れる必要があることから、今回はやむを得ず一時預か

りという形が取られた。 

対面式の実態調査により、「学びたい」という思いを持った農業者を発掘す

ることもでき、女性対象学習会「つくし学級」も開催できた。一時預かりによ

り日中の子供の安全が確保されたことが、最も保護者の安心につながってい

一時預かり

事業 
(H31.4～) 

JAけねべつ 
中標津町 

・児童館と一時預かり所が一体となった計根

別地区子育て支援の拠点が開設 
・別海町側の農業者の子供も託児可能 

事業開始に

向けた助言 

写真１ 親子サロンでの交流 写真２ 女性対象学習会「つくし学級」 
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る。 

農業者にとっては一時預かりが出来ても育児中であることには変わりは無

いため、急に仕事の量を増やせるわけではない。しかし、一つ一つの仕事の質

を向上させ、生産性向上につなげられるよう、今後もサポートしたい。 

 

６．現状・今後の展開等 

農業者は、一時預かり事業により、日中の作業や家事に専念できるようにな 

った。それにより、子供と関わる時間が増えたほか、「つくし学級」や、JA

主催の学習会にも参加が可能となり、新しい技術の導入や他の農場との情報

交換も頻繁に出来るようになった。 

「つくし学級」や「えみふる」を介してできた保護者同士のつながりを活か

し、「えみふる」や計根別幼稚園に対する要望を、農業者が自らまとめて町や

JA と話し合う姿勢が見られるようになった。普及センターは要望調査や取り

まとめについて助言を行っている。 

 また、一時預かりでは毎日弁当持参の必要があり、保護者の負担となってい

た。JA、「えみふる」職員、普及センターで昼食提供サービスの検討を重ねた

結果、町内の障害者福祉サービス施設（企業組合「くれぱす」）への、容器の

洗浄・殺菌を含めた幼児用弁当の委託が決定し、令和元年６月末より JA けね

べつ A コープを通して販売・配達が開始された。 

今後、普及センターは、「つくし学級」等講習会の継続と共に、「つくし学

級」参加で改善意欲のある農場を中心に巡回等を通じて、効率的な作業や飼養

管理技術の提案を行い、生産性向上や経営安定に向けた支援を行う。 
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