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第４章 計画の推進 

 

１ 推進体制 

  別海町の農業・農村の振興を図るため、国内外の農業・農村の動向を踏まえて、関連施策 

を効果的に進めていく必要があります。 

このため、農業者をはじめとした町民のニーズを的確に把握した上で、町の関係部課と連 

携をとりながら重要課題への対応を検討するとともに、限られた財源の重点的・効率的な活

用を基本として実効性ある計画推進に努めます。 

  

２ 国、道、地域の関係機関・他産業、民間との連携協力 

  計画の推進に当たっては、農業者をはじめ町民の主体的な取組や参加を基本に、国や北海

道、農業者への経営指導や生産物の販売戦略などを担う農協をはじめとした農業団体などと

の役割分担を明確にし、連携協力した取組を一層推進していきます。 

  また、別海町の農業・農村の持続的な発展に向けて、施策の推進にあたっては、町内の水 

産業・商工業・観光業など他産業との連携や相互理解を深めるとともに、安全で良質な農産 

物を求める消費者や実需者、さらに、農業・農村の多面的機能を共に享受する都市住民など 

との協力・信頼関係を醸成しながら取組を進めていきます。 

 

３ 進行管理 

  計画の推進に当たっては、農業・農村を取り巻く社会・経済情勢の変化に応じて的確な施 

策の展開を図るとともに、定期的に計画の実績を把握し、推進状況を確認します。 

  その中で大きな社会・経済情勢の変化などがあった場合には、時期にかかわらず、その必 

要性を検討した上で計画の見直しを行います。 

  また、計画の最終年度（平成 37 年度）には推進状況を取りまとめて公表するとともに、 

「企画立案→実施→評価→改善」という政策のマネジメントサイクルを念頭に計画の評価を行 

い、計画期間終了後の本町の農業・農村振興策の展開に反映します。 
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（参考１） 

別海町農業・農村振興計画の施策体系 

 

（１）郷の「環境」を育む ～環境との調和と自然循環機能の活用～ 
 

    ●環境にも調和した草地型（循環型）    ①「土」－「草」－「牛」の自然循環機能を  

      農業の推進                基本とする持続的な農業の推進 

                         

                             ②生産活動に由来する家畜排せつ物の適正な

処理・利用による環境負担軽減 

 

                         ③適切な衛生管理と家畜の生理に適応した 

                       生産の推進    

                              

    ●良好な水環境の保全と、美しい      ①次代へ引き継げる農村地域の豊かな水環境  

     農村景観・農場環境の創造         の保全 

 

                             ②地域の誇りとなる美しい農村景観・農場  
                          環境づくりの推進  

 

（２）多様な「個性」を磨く ～多様な選択肢と多面的機能の発揮～ 
 

    ●多様な担い手が支える安定した      ①多様な担い手づくり 

      農業経営の確立                 

                             ②多様な経営体の育成 

                                 

    ●活力に満ち、心豊かに暮らして      ①別海町の特色ある資源を活かした 

     いけるオンリーワンの地域づくり      農村づくりの促進 

                          

                          ②快適でゆとりある生活環境の整備 

 

        ③安心な暮らしを支える社会サービスの充実 

 

（３）消費者との「信頼」を築く ～確かな評価と高い信頼～ 
 

    ●消費者ニーズに応える安全・安心     ①食の安全・安心の確保に向けた取組の推進  

      ・良質な生産活動の推進                                        

                             ②消費者のニーズや期待に応える農業生産 

                              の推進 
   

                         ③別海町農産物の付加価値を高める加工や 

                       販売の推進 

                                                           

                                                          ④地域ブランドの確立  

                            

    ●地域資源と創意工夫を活かした幅     ①魅力ある食づくりと「食」を通じた消費者  

     広い連携や地域交流活動の推進        と生産者の関係強化 

 

                             ②グリーン・ツーリズムなどによる都市・  
                          農村交流活動の促進  

                              



 

（参考

取組の

 

 別海町農業・農村振興計画の実現に向けた取組の参考となるよう、目標年次（平成

年度）における目標値を設定します。

 

地域バイオマス利活用施設整備（

  

家畜排せつ物

には、１０年で

 

草地更新率

 

 現状の草地更新率（約４％）について、良質粗飼料を確保する観点から、将来的には、

１０

 

新規就農者数：１０年で３０戸

 

 活力ある地域農業の維持とさらなる発展に向けて、次代の農業を担う新規就農者を確

保するため、別海地域担い手育成総合支援協議会を核とした取組を積極的に推進し、将

来的には１０年で３０戸の新規就農者を目指します。

  

高付加価値のべつかいブランド開発商品数：１０年で６個

 

 「生乳生産日本一の町」として別海町

を図るため、消費者・生産者・農業団体・乳業メーカーをはじめとした食品産業、行政

などが連携した地域ぐるみの「べつかい」ブランドを確立するため、１０年で６個の

つかいブランド開発商品数を

（参考２） 

取組の目標値 

別海町農業・農村振興計画の実現に向けた取組の参考となるよう、目標年次（平成

年度）における目標値を設定します。

地域バイオマス利活用施設整備（

 

家畜排せつ物の適正な処理による有効利用と

には、１０年で

草地更新率 

現状の草地更新率（約４％）について、良質粗飼料を確保する観点から、将来的には、

１０年に１度となる草地更新率（１０％）

新規就農者数：１０年で３０戸

活力ある地域農業の維持とさらなる発展に向けて、次代の農業を担う新規就農者を確

保するため、別海地域担い手育成総合支援協議会を核とした取組を積極的に推進し、将

来的には１０年で３０戸の新規就農者を目指します。

 

高付加価値のべつかいブランド開発商品数：１０年で６個

「生乳生産日本一の町」として別海町

を図るため、消費者・生産者・農業団体・乳業メーカーをはじめとした食品産業、行政

などが連携した地域ぐるみの「べつかい」ブランドを確立するため、１０年で６個の

つかいブランド開発商品数を

 

別海町農業・農村振興計画の実現に向けた取組の参考となるよう、目標年次（平成

年度）における目標値を設定します。

地域バイオマス利活用施設整備（

の適正な処理による有効利用と

には、１０年で７０施設の整備を目指します。

 ：１０％／年

現状の草地更新率（約４％）について、良質粗飼料を確保する観点から、将来的には、

年に１度となる草地更新率（１０％）

新規就農者数：１０年で３０戸

活力ある地域農業の維持とさらなる発展に向けて、次代の農業を担う新規就農者を確

保するため、別海地域担い手育成総合支援協議会を核とした取組を積極的に推進し、将

来的には１０年で３０戸の新規就農者を目指します。

高付加価値のべつかいブランド開発商品数：１０年で６個

「生乳生産日本一の町」として別海町

を図るため、消費者・生産者・農業団体・乳業メーカーをはじめとした食品産業、行政

などが連携した地域ぐるみの「べつかい」ブランドを確立するため、１０年で６個の

つかいブランド開発商品数を

別海町農業・農村振興計画の実現に向けた取組の参考となるよう、目標年次（平成

年度）における目標値を設定します。

 

 

 

地域バイオマス利活用施設整備（

の適正な処理による有効利用と

の整備を目指します。

：１０％／年 

現状の草地更新率（約４％）について、良質粗飼料を確保する観点から、将来的には、

年に１度となる草地更新率（１０％）

 

 

 

新規就農者数：１０年で３０戸 

活力ある地域農業の維持とさらなる発展に向けて、次代の農業を担う新規就農者を確

保するため、別海地域担い手育成総合支援協議会を核とした取組を積極的に推進し、将

来的には１０年で３０戸の新規就農者を目指します。

 

 

 

高付加価値のべつかいブランド開発商品数：１０年で６個

「生乳生産日本一の町」として別海町

を図るため、消費者・生産者・農業団体・乳業メーカーをはじめとした食品産業、行政

などが連携した地域ぐるみの「べつかい」ブランドを確立するため、１０年で６個の

つかいブランド開発商品数を目指します。
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別海町農業・農村振興計画の実現に向けた取組の参考となるよう、目標年次（平成

年度）における目標値を設定します。 

地域バイオマス利活用施設整備（肥培かんがい

の適正な処理による有効利用と、環境負荷物質の低減を目的として

の整備を目指します。 

現状の草地更新率（約４％）について、良質粗飼料を確保する観点から、将来的には、

年に１度となる草地更新率（１０％）を目指します。

活力ある地域農業の維持とさらなる発展に向けて、次代の農業を担う新規就農者を確

保するため、別海地域担い手育成総合支援協議会を核とした取組を積極的に推進し、将

来的には１０年で３０戸の新規就農者を目指します。

高付加価値のべつかいブランド開発商品数：１０年で６個

「生乳生産日本一の町」として別海町農産物の魅力・地位・知名度などの更なる向上

を図るため、消費者・生産者・農業団体・乳業メーカーをはじめとした食品産業、行政

などが連携した地域ぐるみの「べつかい」ブランドを確立するため、１０年で６個の

目指します。 

別海町農業・農村振興計画の実現に向けた取組の参考となるよう、目標年次（平成

かんがい施設等）

環境負荷物質の低減を目的として

 

現状の草地更新率（約４％）について、良質粗飼料を確保する観点から、将来的には、

を目指します。 

活力ある地域農業の維持とさらなる発展に向けて、次代の農業を担う新規就農者を確

保するため、別海地域担い手育成総合支援協議会を核とした取組を積極的に推進し、将

来的には１０年で３０戸の新規就農者を目指します。 

高付加価値のべつかいブランド開発商品数：１０年で６個

産物の魅力・地位・知名度などの更なる向上

を図るため、消費者・生産者・農業団体・乳業メーカーをはじめとした食品産業、行政

などが連携した地域ぐるみの「べつかい」ブランドを確立するため、１０年で６個の

別海町農業・農村振興計画の実現に向けた取組の参考となるよう、目標年次（平成

等）：１０年で

環境負荷物質の低減を目的として

現状の草地更新率（約４％）について、良質粗飼料を確保する観点から、将来的には、

 

活力ある地域農業の維持とさらなる発展に向けて、次代の農業を担う新規就農者を確

保するため、別海地域担い手育成総合支援協議会を核とした取組を積極的に推進し、将

高付加価値のべつかいブランド開発商品数：１０年で６個 

産物の魅力・地位・知名度などの更なる向上

を図るため、消費者・生産者・農業団体・乳業メーカーをはじめとした食品産業、行政

などが連携した地域ぐるみの「べつかい」ブランドを確立するため、１０年で６個の

別海町農業・農村振興計画の実現に向けた取組の参考となるよう、目標年次（平成

：１０年で７０施設

環境負荷物質の低減を目的として

現状の草地更新率（約４％）について、良質粗飼料を確保する観点から、将来的には、

活力ある地域農業の維持とさらなる発展に向けて、次代の農業を担う新規就農者を確

保するため、別海地域担い手育成総合支援協議会を核とした取組を積極的に推進し、将

産物の魅力・地位・知名度などの更なる向上

を図るため、消費者・生産者・農業団体・乳業メーカーをはじめとした食品産業、行政

などが連携した地域ぐるみの「べつかい」ブランドを確立するため、１０年で６個の

別海町農業・農村振興計画の実現に向けた取組の参考となるよう、目標年次（平成 37

施設 

環境負荷物質の低減を目的として将来的

現状の草地更新率（約４％）について、良質粗飼料を確保する観点から、将来的には、 

活力ある地域農業の維持とさらなる発展に向けて、次代の農業を担う新規就農者を確

保するため、別海地域担い手育成総合支援協議会を核とした取組を積極的に推進し、将

産物の魅力・地位・知名度などの更なる向上

を図るため、消費者・生産者・農業団体・乳業メーカーをはじめとした食品産業、行政

などが連携した地域ぐるみの「べつかい」ブランドを確立するため、１０年で６個のべ
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（参考３） 

用 語 解 説 

 

（五十音順） 

＝あ＝ 

□ アグリビジネス 

  農業関連産業のことで、農業機械産業から食品加工業まで幅広い分野が含まれるが、最近

では、異業種による新規参入や、ＩＴやバイオテクノロジーによる高付加価値農業と地域

発展に関連して使用されることが多い 

 

＝か＝ 

□ 家族経営協定 

  家族農業経営に携わる各世帯員の主体的な経営参画を目的とし、経営方針や役割分担、就 

業環境などについて、家族の話し合いに基づき取り決めるもの 

□ グリーン・ツーリズム 

  緑豊かな農村地域において、その自然や文化、人々との交流を楽しみながら、ゆとりある

休暇を過ごす滞在型の余暇活動のことで、農業生産活動や農産物を仲立ちした人的な交流

を主体としたものを指す 

□ クリーン農業 

堆肥等の有機物の施用などによる土づくりに努め、化学肥料や化学合成農薬の使用を必要

最小限にとどめるなど、農業の自然循環機能を維持増進させ、環境との調和に配慮した、

安全・安心、品質の良い農産物の生産を進める農業 

□ グローバル化 

  情報通信技術の進展、交通手段の発達による移動の容易化、市場の国際的な開放等により、

人、物材、情報の国際的移動が活性化して様々な分野で「国境」の意義があいまいになる

とともに、各国が相互に依存し、他国や国際社会の動向を無視できなくなっている現象と

とらえることができる 

□ コントラクター 

  農作業機械と労働力を有して農家から農作業を請け負う組織。農業者による営農集団や農

業協同組合のほか、民間企業によるものがある 

 

＝さ＝ 

□ 時間制限放牧 

  牧草の生産力・栄養価の季節変動による乳量・乳成分への影響を軽減し、その安定を図る

ため、放牧時間を３～６時間程度に制限して放牧地を有効利用する 

□ 自然循環型酪農 

  土・草・牛の自然界の物質循環機能を基本とし、自給飼料に立脚した酪農 
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□ シーニックバイウェイ 

Scenic、Byway といった意味の造語で、主に自動車の走行する道路からの視点で、景観、

自然、文化、レクリエーションといった要素によって観光や地域活性化などを目的として

地域の魅力を具現化するための取組、又はそのためのルートのことをいう 

□ スマート農業 

  ロボット技術や ICT を活用した超省力・高品質生産を実現する新たな農業 

□ 集約放牧 

  電気牧柵などで牧草地を小さく区切って輪換放牧することにより、栄養価の高い短草状態

で草地を利用する放牧技術。 

□ 飼養衛生管理基準 

  家畜の所有者が遵守すべき衛生管理方法に関する基準（平成 22 年度の宮崎県における口蹄  

  疫発生を踏まえた平成 23 年４月の家畜伝染病予防法改正を受け、同法に基づく「飼養衛生

管理基準」も改正された） 

□ 食育 

  様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を有し、健全な食生活を実

践することができる人を育てること   

□ 生産情報公表ＪＡＳ規格 

  食品の生産情報（生産者、生産地、農薬及び肥料の使用情報など）を事業者が消費者に正

確に伝えていることを第三者である登録認定期間が認定する制度（平成 15 年 12 月施行） 

□ 草地型酪農 

  牛に与える飼料の大半（80％以上が目安）を草地で生産している酪農（草地の利用形態に

ついて、放牧と採草のいずれかは問わない） 

 

＝た＝ 

□ 地域団体商標登録 

  地域ブランドの育成に資するため、商標法が一部改正され（平成 18 年４月施行）、地域名

と商品名からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の

団体による地域団体商標の登録を認める制度 

□ 畜産動物福祉（アニマルウェルフェア） 

  動物への配慮という発想であり、家畜の場合は快適性に配慮した飼養管理手法を指す。国

際的には、英国で提起された「５つの自由」が中心的な概念（５つの自由：飢えと乾きか

らの自由、痛み・傷・病気からの自由、正常行動発現の自由、恐怖や悲しみからの自由） 

□ 地産地消 

  地域で生産された産物を、その地域で消費するという考え方により行われている取組で、

各地において、直売所等を利用した新鮮な地場産品の販売のほか、消費者と生産者の交流

活動など多様な取組が展開されている 

□ 道産食品独自認証制度 

  北海道ならではの自然環境や、高い技術を活かして生産される安全で優れた道産食品を認 

証する制度 
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＝な＝ 

□ 農場衛生管理手法（農場 HACCP） 

  農場で発生する可能性がある危害因子を設定し、危害防止のため重要に管理する工程（CCP）

とその管理基準を定め、基準が守られているか継続的に監視・記録（モニタリング）する

衛生管理手法 

 

＝は＝ 

□ バイオマス 

  生物資源（量）を表す概念で、「再生可能な生物由来の有機性資源で、石油や石炭などの化

石資源を除いたもの」を指し、具体的には、稲わらやもみ殻、食品廃棄物、家畜排せつ物、

木くずなどで、エネルギーや新素材などとして利用可能なもの。 

  バイオマスをエネルギーや製品として利用することは、地球温暖化防止や循環型社会の形

成、農林漁業の活性化など早急に取り組むべき課題解決に貢献できるものとされている 

□ ファームイン 

  農家民宿のこと。近年では農村地域において、ファームインを通してその自然や文化、人々

との交流を楽しみながらゆとりある休暇を過ごす滞在型の余暇活動が進められている 

□ ふれあいファーム 

  平成９年度から北海道で進めている、都市と農村の交流に意欲的な農業者の農場を対象と

した登録制度であり、登録農場は、農業・農村の魅力を感じてもらうための交流拠点とし

ての役割を果たしている 

□ ポジティブリスト制度 

  食品衛生法の改正に伴い、すべての農薬・動物用医薬品・飼料添加物について食品への残 

留基準を設定し、基準を超えて農薬等が残留する食品の販売等を原則禁止する制度（平成

18 年５月施行） 

□ 北海道指導農業士・農業士 

  地域農業の担い手として経営改善や地域農業の振興などに積極的・意欲的に活躍している 

農業者を認定する制度。更に指導農業士は、就農希望者に対して農業経営や農家生活に係

る知識・技術研修を行うなど、地域において新たな農業者の育成に尽力している農業者を

認定するもの 

 

＝ら＝ 

□ 酪農教育ファーム 

  子どもたちが酪農体験を通じて食と命の大切さを学ぶことができる牧場で、1991 年には、

安全・衛生管理が適切で教育するにふさわしい牧場の認証制度がつくられた（認証牧場は

平成 26 年度末現在、全国で 294 牧場） 

□ 酪農ヘルパー 

  酪農家に代わって、搾乳や飼料給与などの作業に従事する人のこと。酪農家は、朝夕２回  

  の搾乳作業などにより、１年を通じて休みが取りづらい実態にあるが、定期的な休日の確

保などにより、ゆとりある経営を実現できる 
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□ ６次産業化 

１次産業としての農林漁業と、２次産業としての製造業、３次産業としての小売業等の事

業との総合的かつ一体的な推進を図り、地域資源を活用した新たな付加価値を生み出す取

組 

 

（ＡＢＣ） 

□ ICT 

  Information and communications technology の略、情報・通信に関する技術一般の総称

のこと 

□ TMR 

  粗飼料と濃厚飼料などを適切な割合で混合し、乳牛の養分要求量に合うように調整した飼 

料（ＴＭＲ：Total Mixed Ratios） 

□ TMR センター 

  近隣の酪農家数軒が法人化し、共同運営・共同経営により飼料生産に係る一連の作業（草 

地管理、自給飼料の収穫・調整・貯蔵、ＴＭＲの調整、宅配）をシステム化した組織 

 

 

 

 

 

 

 

 


