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てん菜の作付面積は、５万7,700haと前年から900ha増加し、10a当たり収量は、7,040kg

と前年産を２％上回り、収穫量は、406万1,000tと前年から14万9,000t増加しました。ま

た、平均糖度は、16.2％と前年から0.2ポイント下降しました。

馬鈴しょの作付面積は、４万7,100haと前年から1,000ha減少し、10a当たり収量は、前

年並みの3,580kg、収穫量は、1,686,000tと前年から４万7,000t減少しました。

乳用牛飼養頭数は、82万9,900頭と前年から9,000頭増加し、飼養戸数は、5,710戸と前

年から130戸減少し、１戸当たり飼養頭数は、145.3頭と前年から4.7頭増加しました。

肉用牛飼養頭数は、53万6,200頭と前年から１万1,500頭増加し、飼養戸数は、2,270戸

と前年から80戸減少し、１戸当たりの飼養頭数は、236.2頭と前年から12.9頭増加しまし

た。

Ⅱ 道農政の基本方針と主な取組

１ 基 本 方 針

本道の農業・農村は、豊かな自然と広大な土地資源を活かしながら、それぞれの地域

で多様な経営が展開されており、我が国最大の食料供給地域として、安全・安心で良質

な食料を安定的に生産・供給するとともに、食品産業や観光業など幅広い関連産業と結

びつき、地域経済の発展や雇用の確保に大きな役割を果たしています。さらには、多面

的機能の発揮を通じて生活に豊かさや潤いをもたらすなど、道民の貴重な財産となって

います。

一方、農家戸数の減少をはじめ、労働力不足、ＴＰＰ11協定などによるグローバル化

の進展、激甚化し頻発する自然災害や家畜の海外悪性伝染病の侵入のリスクの高まり、

さらには新型コロナウイルス等感染症の拡大など、様々な課題や産業・社会の大きな構

造変化に直面しております。

このため、道では、これらの情勢変化や課題に的確に対応するとともに、次世代の農

業者をはじめ、多様な担い手と人材が活躍し、北海道の潜在力をフルに発揮することで、

国民全体の食、道民生活や地域経済を支える力強く魅力ある農業・農村の確立に向けて、

令和３年（2021年）３月に「第６期北海道農業・農村振興推進計画」を策定したところ

です。

今後は、新たな計画の下、市町村、農業者・農業団体、試験研究機関、消費者など関

係者と一体となって、「多様な担い手と人材が輝く力強い農業・農村」の実現を目指し、

地域の実情を踏まえた各般の施策を着実に推進していきます。

〈第６期北海道農業・農村振興推進計画の着実な推進〉

１ 持続可能で生産性が高い農業・農村
ほ場の大区画化など農業生産基盤の整備促進、ＩＣＴ等を活用した種馬鈴しょ

生産の実証や普及センターの相談窓口などを活用したスマート農業の推進、産地
パワーアップ計画や畜産クラスター計画に基づく施設等整備、ワイン用ぶどうの
生産力向上、環境と調和した持続可能なクリーン農業や有機農業、畜産分野にお
ける脱炭素の推進などに取り組みます。

２ 国内外の需要を取り込む農業・農村
北海道の新たな戦略作物になる可能性がある「新顔作物」の振興、北海道米や

日本酒、小麦、和牛などの需要拡大、海外の内食需要などのニーズ変化に対応し
た輸出促進、地域ぐるみで取り組む６次産業化や農山漁村発イノベーションの推
進などに取り組みます。

３ 多様な人材が活躍する農業・農村
意欲と能力のある新規参入者など多様な担い手の育成・確保、求職者と法人の

マッチングなど雇用就農への支援、地域農業と企業の連携サポート、農福連携と
いった多様な人材の確保などに取り組みます。

４ 道民の理解に支えられる農業・農村
第４次北海道食育推進計画に基づく食育や地産地消など愛食運動の総合的な推

進、魅力ある多様なコンテンツ開発や情報発信による農村ツーリズムの推進、農
業・農村に対する道民の理解を深めるコンセンサスづくりなどに取り組みます。
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２ 主 な 取 組

(1) 持続可能で生産性が高い農業・農村の確立

・持続可能な本道農業の確立のため、スマート農業技術の導入を容易とする大区画化
など、農業者が必要な農業生産基盤の整備に積極的に取り組めるよう、道と市町村
が連携し農家負担を軽減する。

・地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿や農地を将来にわたっ
て持続的に利用すると見込まれる者を位置づけた人・農地プランの策定に必要な取
組を支援する。

・生産現場への着実なスマート農業技術の導入と全道への普及拡大を図るため、実証
成果などの情報提供、専門知識を有する地域人材の育成、地域の営農体系に適した
先端技術の導入を支援する。

・種馬鈴しょ生産における病株抜き取り作業の負担軽減を図るため、ＩＣＴを活用し
た生産技術の実証に取り組む。

・地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、収益力強化に計
画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系
の転換等に対して、総合的に支援する。

・新たな日本ワインの表示制度の施行や地理的表示制度（ＧⅠ）の「北海道」指定など
により需要拡大が見込まれるワイン用ぶどうについて、関係機関と連携しながらせん
定技術講習会等を実施し、生産力の向上に向けて、単収の向上や品質の安定を図る。

・畜産経営の収益力の向上や飼料生産組織の経営高度化、畜産環境問題への対応など、
畜産クラスター計画に基づく地域の中心的な経営体等が行う施設整備等を支援する。

・「ゼロカーボン北海道」の実現に貢献しながら、将来にわたって、安全・安心で良質
な食料を安定的に生産・供給するため、「みどりの食料システム戦略」に基づき、環
境負荷軽減と持続的な食料システムの構築を推進する。

・環境と調和したクリーン農業の一層の普及拡大を図るため、地域条件に即した技術
指導を行うとともに、栽培体系の転換に取り組む地域やYES!clean表示制度の効果的
な展開を支援する。

・有機農業技術の普及促進や有機農業への新規参入･有機への転換促進を図るととも
に、有機農産物の販路拡大に向けた取組や理解醸成を推進するほか、有機農業の生
産から消費まで一貫した地域単位の取組に対して支援を行い、北海道における有機
農業の拡大を促進する。

・畜産分野におけるＧＨＧ削減に向けたセミナー等を行い、畜産関係者の理解醸成を
図るとともに、ＧＨＧを抑制する飼料に係る調査など、環境負荷軽減を推進する。

(2) 国内外の需要を取り込む農業・農村の確立

・近年、道内で栽培が拡大し、今後新たな戦略作物の可能性のある「新顔作物」の需
要拡大と取組産地の拡大を推進する。

・道産日本酒の国内外への販売拡大を図るため、北海道らしい日本酒を造るための酒
米の生産振興や、道産日本酒のブランド力強化に向けた取組を総合的に推進する。

・北海道和牛の競争力強化とブランドの確立を図るため、生産者や関係者による検討会
議の開催や道内統一ブランドの創出や北海道独自の特色ある種雄牛の作出を推進する。
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・「北海道食の輸出拡大戦略<第Ⅱ期>」に基づき、道産農畜産物の輸出拡大を促進する
ため、生産の安定化や輸出支援体制の強化、北海道ブランドの浸透や市場拡大など、
総合的な取組を実施する。

・高品質な農畜産物の輸出拡大を図るため、畜産農家・食肉処理施設・食肉流通事業者の
３者で組織するコンソーシアムによる食肉処理施設の整備等を支援する。

・６次産業化を推進するため、北海道６次産業化サポートセンターを設置・運営する
とともに、多様な地域資源を活用して取り組む新商品の開発などの取組を支援する。

(3) 多様な人材が活躍する農業・農村の確立

・地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿の実現に向け、人・農
地プランに位置付けられた経営体等に対して、生産の効率化等に必要な農業用機械
・施設の導入を支援する。

・次代の本道農業を担う多様な担い手の育成・確保を図るため、後継者はもとより、
新規参入者など意欲と能力のある新規就農者の確保などの総合的な対策を実施する。

・農業における雇用人材の確保及び雇用者の定着による地域活性化に向け、求職者・
雇用先となる法人とのマッチングをコーディネートする取組などにより、雇用就農
機会の確保を図る。

・「災害における酪農危機管理対策マニュアル」（平成31年２月策定）を映像化するこ
とで、新規就農者の意識向上を図るとともに、安心して酪農を続けられる環境を構
築する。

・就農に向けた研修資金の交付、就農直後の経営確立に資する資金の交付や機械・施
設等導入への支援、農業研修や就農相談の充実への支援をする。

・農業経営の法人化や経営継承などの経営課題の解決をサポートするため、農業経営
に関する相談体制を整備し、農業者等からの各種相談に対応するとともに、専門家
派遣等の支援を行う。

(4) 道民の理解に支えられる農業・農村の確立

・第４次北海道食育推進計画に基づき、地域のネットワークを強化し、道民運動とし
て食育を推進するとともに、「どさんこ愛食食べきり運動」を全道的に展開し、食品
ロスの削減に取り組む。

・農業・農村が果たしている役割等の道民理解を促進するため、農業者等が行う道民
の理解を深めるための取組や農業・農村ふれあいネットワークが展開するコンセン
サスづくりの活動を実施する。

・農村地域の所得向上や交流・関係人口の増加による活性化を図るため、受入の中核
となる人材等の連携による魅力ある多様なコンテンツの開発を推進し、優良事例を
全道に普及定着する。

(5) ホッカイドウ競馬の推進

･「第３期北海道競馬推進プラン」に基づき、老朽化した競馬場基幹施設の更新・整備
に向けた設計を進めるほか、さらなる顧客の拡大に向け、引き続き強い馬づくりと
魅力ある番組づくりを進めるとともに、積極的な情報発信を通じ、安定した競馬事
業の運営に取り組む。

２ 主 な 取 組

(1) 持続可能で生産性が高い農業・農村の確立

・持続可能な本道農業の確立のため、スマート農業技術の導入を容易とする大区画化
など、農業者が必要な農業生産基盤の整備に積極的に取り組めるよう、道と市町村
が連携し農家負担を軽減する。

・地域が目指すべき将来の集約化に重点を置いた農地利用の姿や農地を将来にわたっ
て持続的に利用すると見込まれる者を位置づけた人・農地プランの策定に必要な取
組を支援する。

・生産現場への着実なスマート農業技術の導入と全道への普及拡大を図るため、実証
成果などの情報提供、専門知識を有する地域人材の育成、地域の営農体系に適した
先端技術の導入を支援する。

・種馬鈴しょ生産における病株抜き取り作業の負担軽減を図るため、ＩＣＴを活用し
た生産技術の実証に取り組む。

・地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき、収益力強化に計
画的に取り組む産地に対し、農業者等が行う高性能な機械・施設の導入や栽培体系
の転換等に対して、総合的に支援する。

・新たな日本ワインの表示制度の施行や地理的表示制度（ＧⅠ）の「北海道」指定など
により需要拡大が見込まれるワイン用ぶどうについて、関係機関と連携しながらせん
定技術講習会等を実施し、生産力の向上に向けて、単収の向上や品質の安定を図る。

・畜産経営の収益力の向上や飼料生産組織の経営高度化、畜産環境問題への対応など、
畜産クラスター計画に基づく地域の中心的な経営体等が行う施設整備等を支援する。

・「ゼロカーボン北海道」の実現に貢献しながら、将来にわたって、安全・安心で良質
な食料を安定的に生産・供給するため、「みどりの食料システム戦略」に基づき、環
境負荷軽減と持続的な食料システムの構築を推進する。

・環境と調和したクリーン農業の一層の普及拡大を図るため、地域条件に即した技術
指導を行うとともに、栽培体系の転換に取り組む地域やYES!clean表示制度の効果的
な展開を支援する。

・有機農業技術の普及促進や有機農業への新規参入･有機への転換促進を図るととも
に、有機農産物の販路拡大に向けた取組や理解醸成を推進するほか、有機農業の生
産から消費まで一貫した地域単位の取組に対して支援を行い、北海道における有機
農業の拡大を促進する。

・畜産分野におけるＧＨＧ削減に向けたセミナー等を行い、畜産関係者の理解醸成を
図るとともに、ＧＨＧを抑制する飼料に係る調査など、環境負荷軽減を推進する。

(2) 国内外の需要を取り込む農業・農村の確立

・近年、道内で栽培が拡大し、今後新たな戦略作物の可能性のある「新顔作物」の需
要拡大と取組産地の拡大を推進する。

・道産日本酒の国内外への販売拡大を図るため、北海道らしい日本酒を造るための酒
米の生産振興や、道産日本酒のブランド力強化に向けた取組を総合的に推進する。

・北海道和牛の競争力強化とブランドの確立を図るため、生産者や関係者による検討会
議の開催や道内統一ブランドの創出や北海道独自の特色ある種雄牛の作出を推進する。

─ 9 ─



第２ 国内外の需要を取り込む農業・農村の確立

第３ 多様な人材が活躍する農業・農村の確立

ア 生産基盤の強化

イ 安全・安心な食料の安定生産の確保

ア 国内外の食市場への販路の拡大

３ 令和４年度（2022年度）農政部施策の体系

第１ 持続可能で生産性が高い農業・農村の確立

イ 地域資源を活かした新たな価値の創出

（ア） 農業生産基盤の整備の推進

（イ） 優良農地の確保と適切な利用の促進

（ウ） 戦略的な技術開発と普及・定着

（ア） 安全・安心な食品づくりの推進

（イ） 食料等の安定生産体制の整備

ウ 環境と調和した農業の推進

（ア） 環境保全型農業の推進

（イ） 鳥獣による農作物等被害防止対策の推進

（ア） ブランド力の強化

（イ） 農産物等の輸出促進

（ア） 地域ぐるみの６次産業化の推進

（イ） 関連産業との連携の強化

ア 農業経営体の安定・発展

（ア） 家族経営などの経営体質の強化

（イ） 組織経営体の育成・発展
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第４ 道民の理解に支えられる農業・農村の確立

第５ ホッカイドウ競馬の推進

イ 農業経営を担う人材の確保・定着

（ア） 新規就農者の育成・確保

（イ） 経営感覚を備えた農業経営者の育成

ウ 地域で経営体を支える組織の育成・強化

（ア） 営農支援組織の育成・強化

（イ） 農業団体の機能の充実

（ウ） 地域をリードする女性農業者の育成

エ 地域農業を支える多様な人材の活躍

（ア） 誰にとっても働きやすい環境づくりの推進

（イ） 多様な人材の受入

オ 快適で安心して暮らせる生活の場づくり

（ア） 所得と雇用機会の確保

（イ） 快適で安全な生活環境の整備

ア 愛食運動の総合的な展開

イ 地域住民が一体となって創る活力ある農村

（ア） 食育の推進

（イ） 地産地消の推進

（ア） 地域住民による農村づくり

（イ） 多面的機能の発揮促進

ウ 道民コンセンサスの形成

（ア） 都市・農村交流の促進

（イ） 農業・農村の魅力の発信

─ 11 ─


	表紙1
	表紙2
	施策p000-000
	施策 色紙_色1
	施策p001-006
	施策 色紙_色2
	施策p007-012
	施策 色紙_色3
	施策p013-014
	施策 色紙_色4
	施策p015-132
	施策 色紙_色5
	施策p133-140
	施策 色紙_色6
	施策p141-146
	表紙3
	表紙4



