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■ はじめに 

 

１ 新たな計画を策定した背景 

   

別海町は、広大な大地と豊かな海、さらに、摩周湖から流れを発する西別川などの大小の河

川が縦横につながる豊かな自然環境や優れた景観を有しています。こうした恵まれた資源を基

に、昭和３０年代の根釧パイロットファ－ム、昭和４８年から５８年の新酪農村の建設により

大規模な酪農専業経営を展開し、現在まで日本有数の生乳生産地として発展してきており、我

が国の食料の安定供給に大きな役割を担っています。 

   

しかしながら、豊かな土地基盤などを背景に、規模拡大や生産拡大を進め、順調に発展して

きた本町の農業ですが、近年、国際農業交渉の進展や飼料価格の高止まり、規模拡大に伴う過

重労働、離農や高齢化による担い手の減少、自然環境の調和、野生鳥獣被害の深刻化など、本

町の農業は様々な課題に直面しています。 

   

こうした中、国においては、農業構造改革や新たな需要の取り込み等を通じて、農業や食品

産業の成長産業化を促進するための産業政策と構造改革を後押ししつつ、農業・農村の有する

多面的機能の維持・発揮を促進するための地域政策を車の両輪として進めるとの観点に立ち、

食料・農業・農村施策の改革を進め、若者たちが希望を持てる「強い農業」と「美しく活力あ

る農村」の創出を目指すことを目的とした、新たな「食料・農業・農村基本計画」（平成 27 年

３月公表）を策定しました。 

   

また、根釧酪農の将来のため大きな組織をつくり、一定の方向性をもった取組を進めること

を期待する声が高まり、関係者が根釧酪農の現状や将来の方向性を共有し、さらに、新たな可

能性も追求していくため、平成 26 年８月に根釧地域の市町村長及びＪＡ組合長が一同に集まり、

「新たな根釧酪農構想検討会議」を立ち上げ、ビジョン策定に向けた検討を進めることとし、

平成 27 年２月、「根釧酪農ビジョン」を策定しました。 

   

別海町では、「将来にわたって持続的で多様な農業生産」と「魅力ある農村環境の確立」を目

指して平成 18 年３月に、「環境」「個性」「信頼」という３つの視点を柱とした「別海町農業・

農村振興計画」を策定し、平成 24 年３月に中間年の見直しを行いました。 

本町の農業は、地域の基幹産業として重要な役割を担っているため、このような時代の潮流

をしっかりと見極めながら、「将来にわたって持続的で多様な農業生産」と「魅力ある農村環境

の確立」に向けて、引き続き力強く発展していくことが求められています。ゆえに、農業・農

村を取り巻く環境や社会情勢の変化を踏まえ、新たな「別海町農業・農村振興計画」を策定す

ることとしました。 

  

 



 

２ 本計画の性格と特徴

   

この計画は、国の新たな「食料・農業・農村基本計画」や

進計画」
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に向けた取組方向を示しています。

 

 この度の計画

もに町民皆

て、今後

 

 

３ 目標年次（計画期間）

  

計画期間については、

を目途と

次期見直しがあることから、計画開始から５年目（平成

えて、「計画」の見直しの必要性について検討します。

 なお、時期にかかわらず大きな社会・経済情勢の変化などがあった場合は、その必要性を検

討した上で計画の見直しを行います。

 

 

本計画の性格と特徴

この計画は、国の新たな「食料・農業・農村基本計画」や

進計画」、「根釧酪農ビジョン」

関・団体が連携・協力を強めながら

もに、町民はもとより町外の消費者や関係機関・団体などへの別海町からのメッセージとして

の性格を持っていま

また、「環境」、「個性」、「信頼」という３つの柱を立て、別海町の農業・農村の将来像の実現

に向けた取組方向を示しています。

この度の計画策定

もに町民皆さまの率直な声を聞くこと

て、今後 10 年間に優先的・重点的に

目標年次（計画期間）

計画期間については、

を目途としますが、

次期見直しがあることから、計画開始から５年目（平成

えて、「計画」の見直しの必要性について検討します。

なお、時期にかかわらず大きな社会・経済情勢の変化などがあった場合は、その必要性を検

討した上で計画の見直しを行います。

本計画の性格と特徴 

この計画は、国の新たな「食料・農業・農村基本計画」や

、「根釧酪農ビジョン」

関・団体が連携・協力を強めながら

もに、町民はもとより町外の消費者や関係機関・団体などへの別海町からのメッセージとして

の性格を持っています。 

また、「環境」、「個性」、「信頼」という３つの柱を立て、別海町の農業・農村の将来像の実現

に向けた取組方向を示しています。

策定に際して、本町の農業・農村に関する現状課題や

の率直な声を聞くこと

年間に優先的・重点的に

目標年次（計画期間）

計画期間については、2016

、この間に平成

次期見直しがあることから、計画開始から５年目（平成

えて、「計画」の見直しの必要性について検討します。

なお、時期にかかわらず大きな社会・経済情勢の変化などがあった場合は、その必要性を検

討した上で計画の見直しを行います。

 

この計画は、国の新たな「食料・農業・農村基本計画」や

、「根釧酪農ビジョン」の方向性などを踏まえながら、町内の生産者、消費者、関係機

関・団体が連携・協力を強めながら別海町の

もに、町民はもとより町外の消費者や関係機関・団体などへの別海町からのメッセージとして

また、「環境」、「個性」、「信頼」という３つの柱を立て、別海町の農業・農村の将来像の実現

に向けた取組方向を示しています。 

に際して、本町の農業・農村に関する現状課題や

の率直な声を聞くことを目的としたアンケート調査を実施し、その結果を受け

年間に優先的・重点的に取り組むべき事項を明示しています。

目標年次（計画期間） 

2016 年（平成 28

この間に平成 27 年３月に策定された国の「食料・農業・農村基本計画」の

次期見直しがあることから、計画開始から５年目（平成

えて、「計画」の見直しの必要性について検討します。

なお、時期にかかわらず大きな社会・経済情勢の変化などがあった場合は、その必要性を検

討した上で計画の見直しを行います。 

- 2 - 

この計画は、国の新たな「食料・農業・農村基本計画」や

の方向性などを踏まえながら、町内の生産者、消費者、関係機

町の農業・農村振興に取り組む共通の指針であるとと

もに、町民はもとより町外の消費者や関係機関・団体などへの別海町からのメッセージとして

また、「環境」、「個性」、「信頼」という３つの柱を立て、別海町の農業・農村の将来像の実現

に際して、本町の農業・農村に関する現状課題や

目的としたアンケート調査を実施し、その結果を受け

取り組むべき事項を明示しています。

28 年度）から

年３月に策定された国の「食料・農業・農村基本計画」の

次期見直しがあることから、計画開始から５年目（平成

えて、「計画」の見直しの必要性について検討します。

なお、時期にかかわらず大きな社会・経済情勢の変化などがあった場合は、その必要性を検

この計画は、国の新たな「食料・農業・農村基本計画」や「第

の方向性などを踏まえながら、町内の生産者、消費者、関係機

農業・農村振興に取り組む共通の指針であるとと

もに、町民はもとより町外の消費者や関係機関・団体などへの別海町からのメッセージとして

また、「環境」、「個性」、「信頼」という３つの柱を立て、別海町の農業・農村の将来像の実現

に際して、本町の農業・農村に関する現状課題や

目的としたアンケート調査を実施し、その結果を受け

取り組むべき事項を明示しています。

から 2025 年（平成

年３月に策定された国の「食料・農業・農村基本計画」の

次期見直しがあることから、計画開始から５年目（平成 32 年）には、国の農政等の動向を見据

えて、「計画」の見直しの必要性について検討します。 

なお、時期にかかわらず大きな社会・経済情勢の変化などがあった場合は、その必要性を検

「第５期北海道農業・農村振興推

の方向性などを踏まえながら、町内の生産者、消費者、関係機

農業・農村振興に取り組む共通の指針であるとと

もに、町民はもとより町外の消費者や関係機関・団体などへの別海町からのメッセージとして

また、「環境」、「個性」、「信頼」という３つの柱を立て、別海町の農業・農村の将来像の実現

に際して、本町の農業・農村に関する現状課題や将来展望を把握するとと

目的としたアンケート調査を実施し、その結果を受け

取り組むべき事項を明示しています。 

（平成 37 年度）までの

年３月に策定された国の「食料・農業・農村基本計画」の

年）には、国の農政等の動向を見据

なお、時期にかかわらず大きな社会・経済情勢の変化などがあった場合は、その必要性を検

期北海道農業・農村振興推

の方向性などを踏まえながら、町内の生産者、消費者、関係機

農業・農村振興に取り組む共通の指針であるとと

もに、町民はもとより町外の消費者や関係機関・団体などへの別海町からのメッセージとして

また、「環境」、「個性」、「信頼」という３つの柱を立て、別海町の農業・農村の将来像の実現

将来展望を把握するとと

目的としたアンケート調査を実施し、その結果を受け

 

年度）までの 10

年３月に策定された国の「食料・農業・農村基本計画」の

年）には、国の農政等の動向を見据

なお、時期にかかわらず大きな社会・経済情勢の変化などがあった場合は、その必要性を検

期北海道農業・農村振興推

の方向性などを踏まえながら、町内の生産者、消費者、関係機

農業・農村振興に取り組む共通の指針であるとと

もに、町民はもとより町外の消費者や関係機関・団体などへの別海町からのメッセージとして

また、「環境」、「個性」、「信頼」という３つの柱を立て、別海町の農業・農村の将来像の実現 

将来展望を把握するとと 

目的としたアンケート調査を実施し、その結果を受け 

10 箇年 

年３月に策定された国の「食料・農業・農村基本計画」の

年）には、国の農政等の動向を見据

なお、時期にかかわらず大きな社会・経済情勢の変化などがあった場合は、その必要性を検 

 



- 3 - 

 

第１章 別海町の農業・農村をめぐる情勢 

 

１ 農業生産をめぐる国際・国内の情勢と新たな動き 

 

（１）高齢化や人口減少による食料・農業・農村への影響 

農村では都市部に先駆けて高齢化や人口減少が進行し、農業就業者が高齢化、減少すると

ともに、高齢者のリタイア等による農地の荒廃や、担い手の不足等による生産基盤の脆弱化

等が進行しています。 

  このままでは、農業就業者が著しく減少し、農業経営が次の世代に継承されず、貴重な資

源や技術の伝承が途絶えてしまうおそれがあります。 

また、農村の集落人口の減少が、農地・農業用水等の地域資源の維持管理や、生活サービ 

 スの提供等の継続に支障を及ぼすことも懸念されています。 

  今後、高齢化の進行に伴う一人当たり食料消費量の減少及び人口減少の本格化が食市場を 

 縮小させる可能性があり、我が国の農業は、従来の取組の単なる延長では縮小していくおそ 

 れがあります。一方、介護食品や食を通じた健康管理を支援するサービスなど、今後増加し 

 ていく高齢者をターゲットとした新たな市場の創出も期待されています。   

 

（２）世界の食料需給等の見通しとグローバル化の進展 

  世界の人口は 2050 年には 96 億人に達すると見通されるとともに、新興国の経済成長、所

得水準の向上が継続し、今後とも世界の食料や飼料、エネルギー、肥料資源等の需要の増大

が続くと見込まれています。一方、地球温暖化等の気候変動の進行により、食料供給面への

影響も懸念されています。 

世界の人口の増大や各国の経済成長に伴い、今後とも世界の食関連の市場規模も拡大が続

くと見込まれるとともに、海外における日本食への関心も高まっています。 

  大手食品企業は世界規模での商品等の調達拡大と販売の強化を進めるなど、今後、グロー 

 バル化の動きは更に進んでいくと考えられます。 

 

（３）消費者ニーズの多様化や高度化の進展と、消費者と食をめぐる課題の多様化 

我が国では、女性の社会進出や単身・高齢者世帯の増加、日常生活における情報通信技術 

（ICT）の急速な利用の拡大などの社会構造、ライフスタイル等の変化を反映し、食品の質、 

サービス形態等の多様化や高度化が進んできており、今後こうした動きは更に進展するもの

と考えられています。 

 消費者と食との関わり方が多様化する中では、地域で受け継がれてきた伝統的な食文化の 

衰退、食卓と生産現場との距離の拡大による農業や農村について、国民理解の希薄化等が進 

むことも懸念されています。 
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（４）農業を支える担い手など農業・農村の構造の変化 

我が国の農業構造は、利用権の設定等による農地集積が一定程度進展し、現在、担い手が  

 農地を利用する面積は全体の半分を占めています。一方、集積された農地は小さな区画のま

ま分散している場合も多く、生産性向上の大きな阻害要因となっています。 

  また、農業の構造改革の進展等に伴い、農村では大規模経営体と小規模農家への二極分化、

土地持ち非農家の増加等も進行しており、今後、同質な農家の存在を前提としてきた集落に

おける共同活動の在り方や、農業水利施設の保全管理等を進める際の地域での円滑な合意形

成に様々な影響を及ぼす可能性があります。 

  今後は、①担い手の姿を明確にした施策、②農地中間管理機構を活用した農地の集積・集

約化、③青年層の新規就農、④農業経営の法人化、⑤農業の担い手の育成確保に向けた取組

など農業の構造改革を一層加速化していく必要があります。 

 

（５）農業・農村の多様な可能性 

一部の地域では農業の魅力、豊かな環境や景観、伝統文化等を有する農村の価値を再認識 

する動きが生まれつつあります。 

  加えて、バイオマス資源、再生可能エネルギーの利活用により、環境にやさしく持続可能 

な地域社会実現のため、これまでは十分に活用されてこなかった農村の多様な地域資源を有 

効活用し、新たな産業を創出する取組も始まっています。 

  我が国の有するロボット技術や ICT といった最先端の技術、さらに、他産業で確立された 

技術を農業・農村分野でも活用することにより、生産性等を大幅に向上させる可能性も広が 

っています。 

 

（６）東日本大震災からの復旧・復興の状況 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災及びそれに起因する大津波による農業・農村

の被害は、津波に被災した農地が２万 1,480ha、農業経営体が約１万 100 経営体に達しまし

た。 

また、東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴い、放射性物質による汚染が広 

 がったことから、放射性セシウム濃度が基準値を超えない農産物のみを流通させるため、農

産物の出荷前に放射性物質の検査等を実施するとともに、避難指示区域等における農業者の

経営再開に向けた取組を推進してきました。現在、放射性セシウム濃度の基準値を超える農

産物の品目や地域は限定的となっています。 
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２ 別海町の農業・農村の現状と課題 

 

（１）農業構造の変化と今後の見通し 

別海町の農業は酪農・畜産を中心とし、広大な草地資源と摩周湖の伏流水を水源とする豊

富な水資源を活かして、家族経営を基本としながらＥＵ諸国に匹敵する規模の農業経営が営

まれています。 

  別海町が全道に占める割合は、牧草地面積、乳用牛飼養頭数、生乳生産量がそれぞれ約 12％ 

であり、全国に占める割合は、牧草地面積が約 10％、乳用牛飼養頭数が約７％、生乳生産量 

が約６％です。 

  別海町の酪農家の１戸当たりの経営規模は、耕地面積の平均が 86ha、１戸当たりの生乳生 

産量の平均は 635 トンとなっています。 

  しかしながら、近年、生乳の新規出荷戸数が出荷停止戸数を大きく下回る状況が長らく続 

いており、高齢化や後継者問題のほか、TPP など先行きの見えない将来への不安などにより、 

農家戸数は減少が続いています。 

 

 

            別海町が北海道・全国に占める割合 

（資料：2015 世界農林業センサス、農林水産省牛乳乳製品統計調査、北海道農林水産統計、別海町調べ） 
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  農家戸数・飼養頭数・生産量の推移   （単位：戸・頭・トン） 

（資料：2015 世界農林業センサス、農林水産省牛乳乳製品統計調査、北海道農林水産統計、別海町調べ） 

 

 

別海町での新規就農者は、別海町酪農研修牧場の卒業生が初めて就農した平成 10 年以降、 

 年平均４名程度で推移しており、平成 10 年度から平成 27 年度までに新たに 64 組が町内へ

就農しています。（なお、他に町外へ 16 組が就農） 

これは、町内の乳牛飼養戸数が平成 10 年度の 1,030 戸から平成 27 年には 738 戸へと 292

戸が減少したうちの約２割を新規就農者が補った形となっています。 

今後は、農業・農村の持続的な発展に向け、地域が一体となって将来にわたり多様な担い

手を円滑に受入れる取組の強化が求められています。 

 

新規就農者数の推移 

 

（資料：別海町調べ） 

 

20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

就
農
者
数

新規就農者数（累計）

3,868,154

592

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年

597

813 797 785 766 738

102,429

139

468,988

584 613 607 601 635

474,751 488,339

H27年全道

6,484

820,430

127

103,711 106,692 102,880

807

107,744

476,668 460,643

132 130 136 134134

477,916

乳用牛飼養戸数

乳用牛飼養頭数

（1戸あたり）

生乳生産量

（1戸あたり）

107,453

平成22年 平成23年

0

10

20

30

40

50

60

700

720

740

760

780

800

820

H22 H23 H24 H25 H26 H27

飼
養
頭
数
・
生
産
量

万

飼
養
戸
数

乳用牛飼養戸数

乳用牛飼養頭数

生乳生産量



- 7 - 

 

（２）別海町の農業経営の動向と新たなチャレンジ 

別海町は、家族経営を基本とした大規模で専業的な酪農経営が大半を占めているため、酪

農を取り巻く国内外の様々な情勢変化に影響を受けやすい経営体質です。  

  近年、乳価は年々上昇傾向で推移していますが、生乳消費が構造的に低迷しており、国際 

化の進展など酪農経営は先行きが不透明な状況であるため、今後とも、生乳や乳製品の品質 

向上や付加価値をつける取組の推進や、さらなるコストの低減が求められています。 

 

生乳価格（プール乳価）の推移   （単位：円／㎏） 

（資料：ホクレン資料・別海町調べ） 

 

 

農作業の外部委託について、効率的な労働力の活用や労働負担の軽減、機械経費の削減な 

 どを支援する、コントラクターの利用が平成 23 年度以降増えてきた一方で、酪農ヘルパーの

の利用戸数は、人手不足等により年々減少傾向にあります。 

また、最近では、哺育、育成管理の外部委託システムや粗飼料の収穫・調整を行う TMR

センターが設立されるなど、多様な現場のニーズに応えて新たな営農支援組織が増えていま

す。 

 

酪農ヘルパー利用の推移 

（資料：別海町調べ） 
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            コントラクター受託開始年次表（累計） 

   （資料：別海町調べ） 

 

また、別海町の自然、文化、風土、歴史、生物学など、地域固有の資源を活かした６次産 

業化の取組も芽生えてきているところであり、ファームイン開設に向けた研修会の開催や、

自家生産乳を原料としたナチュラルチーズの製造販売など、酪農のサイドビジネスとしての

アグリビジネスの展開が期待されています。 

 

  別海町においては、それぞれの経営体が有する資源を創意と工夫を凝らしながら最大限に 

 活用することを基本に、次代の変化やそれぞれの経営方針に合わせて新たな営農技術の導入

や経営の複合化・多角化を進めていきます。 
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第２章 別海町の農業・農村の将来像 

別海町は広大な大地で約 10 万頭の牛が「いのち」を育みながら、新鮮な生乳を生み出すとと

もに、国後島を望むオホーツク海は、サケ・マス・ホタテ・ホッカイシマエビなど「いのち」

の宝庫であり、緑の大地と青い海を、清流西別川がつなぐ「生命
い の ち

めぐる大地」です。 
  

 本町の農業は、広大な土地資源と冷涼な気象条件のもとで、昭和 30 年代からの根釧パイロッ

トファーム建設事業を皮切りに、昭和 48 年から 58 年にかけた新酪農村建設事業の導入など、

約半世紀の歴史を経て日本を代表する酪農地帯としての地位を築きました。 

 

 本町の農村は、豊かで美しい自然景観、これまで蓄積された高い技術力、先人の努力と地域

固有の知恵を引き継ぐ人材などに恵まれており、将来にわたって、ゆとりある草地型酪農、摩

周湖を源とする豊かな水資源、多様な生物を育む環境、自然に囲まれた暮らしといった豊かな

地域資源と大きな可能性を有しています。 

 

 このような別海町の農業・農村を持続的に発展させながら、生命
い の ち

が循環する「かけがえのな

い大地」を次世代へと引き継ぐためには、世代から世代へ、生産者から地域住民へ、都市から

農村へと交流が広がり、地域に愛着と誇りを持つ「人がめぐる大地」であるとともに、川や海

などの水環境の保全、河畔林などの緑の再生といった環境と調和した農業を目指すことにより、

地域住民をはじめ消費者の理解と信頼を得る「水と緑がめぐる大地」であることが大切です。 

 

 いま、大きく変化する社会・経済・環境など時代の潮流を見据えながら、別海町固有の優れ

た可能性を最大限に発揮し、町民はもとより国民の期待に応えていけるような農業・農村の確

立を目指して、次の基本的な方針に従い「環境」「個性」「信頼」の３つの視点から描いた将来

像を柱に、別海町の農業・農村の振興を図っていきます。 
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１ 基本的な方針 

  

農業や漁業などの一次産業の生産現場を守りながら、地域に代々受け継がれてきた「大地」、 

「環境」、「食」を次の世代に伝えていける農業・農村であるとともに、消費者の信頼に支えら

れた持続可能な農業・農村を目指します。 

 

（１）別海町は、農家人口・戸数の減少抑制に努めます。 

（２）別海町は、自然環境に配慮しながら、地域資源を有効活用した農業を推進します。 

（３）別海町は、安全・安心・良質な食料の生産と安定供給を目指します。 

（４）別海町は、将来にわたって農業・農村を発展させるため、別海町固有の可能性を発揮し

新たな取組へ積極的に挑戦します。 

 

 

 

町民の声（アンケート結果より） 

● 酪農家は牛舎施設・住宅等老朽化がひどく、かといって後継者がいないと投資するわけ

にもいかず、仕事を続けたくても離農しか選択肢がない状況に追い込まれている。農家が

意欲的に働ける環境づくりが必要と思う。 

● 大規模な観光や体験ができる施設の拡大と消費者への直接的なＰＲの拡大をしていき、

住む町、来る町、働く町として充実させて欲しい。 

● 農業農村づくりも子育て世代の環境を整えて、住みやすい（安心な、経済的にも楽に）

環境になれば長く住み続けていく気持ちが高まると思います。若い世代も大切にしていけ

ば農業農村づくりにもパワーが出るような気がします。 

● 農家のお母様方の料理はすごく美味しいので商品として販売していただけたら嬉しい

です。 

● 農場周りの景観の整備は、重点的に取り組んでほしいです。外からの印象は、そのまま

別海町の生乳や乳製品のイメージに直結すると思います。 

● 地域の活性化のためにも労働力の中核を担う若者の活用が重要だと思います。若者が働

きやすい環境や条件を整える必要があり、地域の高齢化が進めば衰退していくばかりでし

ょう。農業分野が他の分野と比べて魅力がある分野として認識されなければいけません。

そのためにもそういった環境づくりをするために経営者の意識改革が必要でしょう。世代

交代がしっかりとした持続性のある農業分野になるような振興策を期待します。 

● 別海の素晴らしさを日本中に知らせてください。そして、別海の牛乳を日本中へ届けて

ください。 

● 酪農業を中心とした地域社会の中で、全国的にもモデルになる様な活動・行政を展開し

ていってもらいたいです。 
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２ 別海町が目指す農業・農村の将来像 

 

豊富な土地や草資源を活かす中で、「環境」とも調和し、自給飼料に立脚した草地型（循環型）

酪農が進められています。 

土・草・牛のバランスを維持するため、家畜排せつ物を適切に処理し、有機質肥料として農 

地に還元し、草地の適切な肥培管理や臭気の軽減を行う中で、バイオマス資源の利活用、自給

飼料を最大限に活用するための植生改善をはじめ、酪農や肉用牛経営における放牧の推進など、

農業と漁業が共存共栄できる環境と調和した酪農・畜産が着実に広がっています。 

 また、農業者と漁業者との連携を中心として地域ぐるみで河川・湖沼の「環境」改善活動が 

進められ、①多様な生き物が生息し、来訪者の感動を呼ぶような別海町本来の豊かな水環境の 

保全、②牛が新緑の草地で草を食む姿など、大らかで美しい農村景観の形成、③それぞれの農 

場が美しい花を植えたり、農場内が衛生的であったり、生活者にも来訪者にも心安らぐ農場「環 

境」が整えられるなど、次の時代を担う子どもたちに誇れる酪農郷づくりを推進します。 

  

経営意欲と能力のある農業者や農業生産法人などの多様な経営体が、規模や経営資源、さら

に、消費者・社会ニーズに応じて、それぞれの「個性」を活かした多様な農業経営を展開して

います。 

また、地域や集落ごとの創意工夫と固有の資源が十分に活かされ、その地域や集落の魅力に 

満ちた「個性」豊かな農村づくりを推進します。 

 

農業者は常に、食糧生産を通じて国民の健康や生命を守っていることへの誇りを持つととも

に、牛乳・乳製品を食べて生産を支える消費者の動向を注視し、消費者のニーズに応える安全・

安心・良質な生産と、生産に関する情報の積極的な提供により、消費者から高い「信頼」を獲

得しています。 

また、農村地域の住民が快適でゆとりのある暮らしを営むことを第一に、農村の豊かな自然 

環境や日本にいるとは思えないような広大な景観、これまで培ってきた郷土の食文化などをい

かして、農業者と消費者・都市住民とのふれあいや顔の見える交流活動が盛んに行われ、そう

した取組を通じて、生産される生乳に対しても確かな絆と「信頼」の関係が築かれています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


