
16 ---第１章 北海道農業・農村を取り巻く情勢 

５５  農農政政のの新新たたなな動動きき    

((11))「「みみどどりりのの食食料料シシスステテムム戦戦略略」」のの策策定定とと道道のの対対応応方方向向  

（（食食料料・・農農林林水水産産業業のの生生産産力力向向上上とと持持続続性性のの両両立立ををイイノノベベーーシショョンンでで実実現現））    

我が国の食料・農林水産業は、気候変動やそれに伴う自然災害、生産者の減少や高齢化等に

よる生産基盤の脆弱化など厳しい状況に直面しています。このような中、世界的にＳＤＧｓの

達成やカーボンニュートラルの実現に向けた取組が加速化しており、こうした社会情勢の変化

に我が国の食料・農林水産業が的確に対応していくことが重要な課題となっています。このた

め、農林水産省では、食料・農林水産業の生産力向上と持続性の両立をイノベーションで実現

させるため、新たな政策方針として、「みどりの食料システム戦略」を令和３年(2021年)５月

に策定しました。 

本戦略では、調達、生産、加工・流通、消費のサプライチェーン全体について、2050年まで

にめざす姿として、農林水産業のＣＯ₂ゼロエミッション化や化学農薬の使用量（リスク換

算）を50％低減、化学肥料の使用量を30％低減、有機農業の取組面積の割合を25％（100万

ha）に拡大することを目標に掲げています。これを実現するため、2040年までに革新的な技

術・生産体系を順次開発し、2050年までに政策手法のグリーン化を推進しながら、その社会実

装を実現するとしています。 

  

図表1-5-1 みどりの食料システム戦略の概要 

資料：農林水産省作成 
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５ 農政の新たな動き--- 17 

 

（（「「ゼゼロロカカーーボボンン北北海海道道」」のの実実現現にに向向けけたた取取組組））    

国が新たに「みどりの食料システム戦略」を策定し、カーボンニュートラル等の環境負荷軽

減に向けた具体的な取組を進めようとしている中、道では、「北海道地球温暖化対策推進計画

（第３次）」（令和３年（2021年）３月策定・令和４年（2022年）３月改定）に基づき、2050

年までに温室効果ガス排出量の実質ゼロをめざす「ゼロカーボン北海道」の実現に向けて、脱

炭素化への取組を推進していくこととしています。 

 農業分野においては、令和３年（2021年）３月に策定した「第６期北海道農業・農村振興推

進計画」に基づき、クリーン農業や有機農業など、環境保全型農業の取組拡大に加え、省エネ

ルギーに寄与するスマート農業の加速化やほ場の大区画化・排水改良といった基盤整備の推

進、家畜排せつ物や農業用水などを活用した再生可能エネルギーの導入促進、地方独立行政法

人北海道立総合研究機構（以下「道総研」という。）農業研究本部や民間企業などと連携した

新たな技術の開発や普及など、本道農業の生産力向上と持続性を両立させ、「ゼロカーボン北

海道」の実現に貢献していくよう施策を推進していくこととしています。 

 

図表1-5-2 「みどりの食料システム戦略」と「ゼロカーボン北海道」の実現に向けた道の対応方向 

 

資料：北海道農政部作成 
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18 ---第１章 北海道農業・農村を取り巻く情勢 

((22))  農農地地施施策策のの見見直直しし  

((人人・・農農地地ププラランンのの法法定定化化))  

  我が国の農地施策において、戦後の農地解放は、自作農の創設など大きな成果をあげつつ

も経営規模の零細化やその後の分散錯圃といった構造的課題につながる側面もありました。 

 こうした課題の解決のため、国は農地法に加え、昭和55（1980年）に農地の流動化や有効利

用による農業経営の改善や生産力の増大を図ることを目的とする農用地利用増進法を制定し、

これを平成５年（1993年）に改正した農業経営基盤強化促進法（以下「基盤法」という。）

で、認定農業者制度を創設して、意欲ある農業者に対する農用地の利用集積を推進してきまし

た。 

平成26年（2014年）には、農地中間管理事業の推進に関する法律（以下「農地バンク法」と

いう。）に基づき、農地中間管理機構（以下「農地バンク」という。）が設置され、貸借を中心

とした農地の利用集積・集約化を推進してきたところですが、国は、高齢化・人口減少が本格

化する中で、全国的に農業者の減少や耕作放棄地の拡大がさらに加速化し、地域の農地が適切

に利用されなくなることが懸念されるとして、令和２年（2020年）12月、「農林水産業・地域

の活力創造プラン」に基づき、施策の見直しに着手しました。 

 令和３年（2021年)５月には、農業経営を行う人の確保と農地の適切な利用の促進などの施

策のあり方を「人・農地など関連施策の見直し」として公表し、その後、具体的な内容等につ

いて検討を行い、同年12月に、施策の対応方向を加えて取りまとめた上で、令和４年（2022

年）３月に、基盤法など関連する法律の改正案を通常国会に提出しました。 

  重要な改正点としては、これまでも市町村が策定していた人・農地プランを法定化し、「地

域農業経営基盤強化促進計画」（以下「地域計画」という。）として策定・公告することとされ

ています。 

この地域計画には、地域の将来の農業の在り方のほか、目標とする農地利用の将来像を示し

た目標地図を含むものとされており、計画の策定に当たっては、市町村が農業者、農業委員

会、農地バンク、農協、土地改良区等の関係者による協議の場を設置し、将来の農業や農地利

用の姿について話合いの場を設けるとともに、農業委員会が、農地バンク等と協力して目標地

図の素案を作成することが定められています。 

この地域計画は、今後、政令で定められる改正法の施行期日から２年を経過する日までの間

に策定することとされており、現時点では、改正法の施行期日が令和５年（2023年）４月１

日、地域計画の策定は、令和７年（2025年）３月31日となることが見込まれています。 
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図表1-5-3 地域計画の策定 

 
 

また、農地の権利移動を行う手法のうち、基盤法に基づき市町村が作成する「農用地利用集

積計画」は廃止され、今後は、農地バンク法に基づき農地バンクが作成する「農用地利用集積

等促進計画」に統合・一本化されることから、地域計画の実現に向けて、農地バンクを通じた

農地の貸借を一層強力に推進することとしています。 

 

図表1-5-4 農地の権利移動 

 

 

 このほか、農地所有者等の３分の２以上の同意を得た場合、農地の貸付け先を農地バンクと

することを提案できる仕組みや、農地バンクに対し、裁定等による遊休農地の貸付期間を最長

20年から40年に延長する措置、さらには、農家負担が生じない基盤整備事業の対象農地の拡

大、農業委員会による農地利用最適化推進指針の策定の義務化などが盛り込まれています。 

今後、道では本道の実態に即して新たな施策の活用が進められるよう、国と連携しながら、

道内関係者と一体となって取り組んでいきます。    
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20 ---第１章 北海道農業・農村を取り巻く情勢 

((33))  畜畜舎舎等等のの建建築築及及びび利利用用のの特特例例にに関関すするる法法律律（（畜畜舎舎特特例例法法））  

((畜畜舎舎特特例例法法のの趣趣旨旨ななどど))  

畜産業を取り巻く国際経済環境の変化等に鑑み、畜舎等の建築コストの軽減により、畜産

業の競争力強化を図るため、知事から畜舎等の建築等及び利用に関する計画の認定を受けた

場合に限り、建築基準法の構造等の基準によらず畜舎等の建築を可能とする畜舎特例法が令

和４年（2022年）４月１日に施行されました。  

畜舎特例法の対象となるのは、畜舎及び堆肥舎のうち、都市計画法に基づく市街化区域・

用途地域外の敷地に建築され、省令に定める高さ以下（16m以下）の平屋で居住のための 

居室を有さず、建築士が設計したものとなります。 

 

図表1-5-5 畜舎特例法の概要 
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((44))  水水田田活活用用のの直直接接支支払払交交付付金金のの見見直直しし  

（（関関係係機機関関連連絡絡会会議議及及びびワワーーキキンンググググルルーーププででのの課課題題のの検検証証やや対対応応策策のの検検討討））    

主食用米の需要量が全国的に減少傾向にある中、需要に応じた作物への転換を図ることが必

要であるため、国は、麦や大豆、野菜、子実用とうもろこしなどの定着性や収益性が高い作物

への転換の実現に向け、交付対象水田について、現場の課題を検証しつつ、今後５年間（令和

４年（2022年）～令和８年（2026年））で一度も水張りが行われない農地は交付対象としない

とする方針や、牧草については、収穫のみを行う年の助成単価を減額するなど、水田活用の直

接支払交付金の見直しを行いました。 

今回の制度見直しは、農業者への交付金の減少だけにとどまらず、地域の農業に様々な影響

を与えることから、道では、オール北海道で対応するため、令和３年（2021年）12月、関係機

関・団体で構成する「水田活用の直接支払交付金の見直しに係る関係機関連絡会議」を立ち上

げ、連絡会議の下に道と関係団体等からなる５つのワーキンググループを設置し、課題の検証

や対応策を検討しています。 

国は、今回の見直しを今後５年間で現場の課題を検証しながら進めることとしていることか

ら、道では、オール北海道で課題を共有し、対応等の検討を進めるとともに、地域の実情を踏

まえた必要な対策を国に求めていきます。 

 

図表1-5-6 水田活用の直接支払交付金の見直しへの対応（ロードマップ） 

資料：北海道農政部作成  
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((55))  北北海海道道有有機機農農業業推推進進計計画画（（第第４４期期））のの策策定定  

（（有有機機農農業業のの安安定定的的なな拡拡大大をを図図りり、、北北海海道道農農業業のの持持続続的的発発展展をを目目指指ししてて））    

    道では、「有機農業の推進に関する法律」（平成18年法律第112号。以下「有機農業推進

法」という。）を踏まえ、平成20年（2008年）３月に「北海道有機農業推進計画」（以下

「推進計画」という。）を策定するとともに、平成29年（2017年）３月には第３期推進計画

を策定し、有機農業の推進に取り組んできました。  

  第３期計画の終了に伴い、これまでの有機農業の取組を検証するとともに、環境保全型農

業の先導的な役割を担う有機農業の安定的な拡大を図り、北海道農業の持続的な発展に資する

ため、令和４年度から令和８年度までを計画期間とする「北海道有機農業推進計画（第４

期）」を令和４年（2022年）３月に策定しました。 

この計画では、有機農業を本道の重要な農業形態の一つとして位置付け、積極的に推進する

こととし、４つの推進方針に基づき取組を進めていくこととしています。 

 

図表1-5-7 北海道有機農業推進計画（第４期）の概要 

 

  

第第ⅠⅠ章章 北北海海道道有有機機農農業業推推進進計計画画（（第第４４期期））ににつついいてて
１ 有機農業推進の意義：本道の恵まれた自然環境と技術などを結びつけ、持続可能な農業生産を目指し、安全･安心な農産物を求める消費者ニーズに応えていくため、本道の

重要な農業形態の一つとして有機農業を位置づけ、積極的に推進
２ 策定趣旨：第３期計画の終了を受け、これまでの取組の検証や情勢変化を踏まえて策定
３ 目 的：SDGsの達成に貢献するなど環境保全型農業の先導的な役割を果たす有機農業の安定的な拡大を図り、北海道農業が持続的に発展していくよう、今後の道の施策

の展開方向を示す
４ 位置付け：有機農業推進法に定める「都道府県推進計画」であり、「第６期農業・農村振興推進計画」「第４次北海道食の安全・安心基本計画」に沿った施策別計画として

位置づけ
５ 計画期間：令和４年度（2022年度）から令和８年度（2026年度）までの５年間

第第ⅡⅡ章章 有有機機農農業業ににつついいてて
１ 有機農業とは ：法律上の定義について
２ 有機農産物と有機JAS ：有機農産物や有機JAS規格について
３ 有機農業の環境保全効果 ：有機農業の自然循環機能やSDGs、カーボンニュートラルとの関連について
４ 道における有機農業の推進 ：有機農業の推進に係る取組経緯について

第第ⅢⅢ章章 有有機機農農業業のの現現状状とと課課題題
１ 有機農業の取組状況 ：本道有機農業の取組面積・農家戸数に占める割合は増加 など
２ 有機農業技術の開発・普及 ：負担の大きい除草技術の省力化技術開発や普及が途上 など
３ 有機農産物等の販路拡大 ：農家が独自に販路開拓する必要があり、有機JAS認証も負担 など
４ 有機農業の理解醸成 ：有機農産物の価値が十分に認識されていない など

２ 目標指標 ～ 令和12年度（20３0年度）の数値目標を設定
・（生産面）有機農業取組面積 4,817ha → 11,000ha （2.3倍）、 有機農家戸数 471戸 → 600戸 （1.3倍）
・（消費面）有機農業の定義に対する認知度 33％ → 50％ （1.5倍）

第第ⅣⅣ章章 施施策策のの推推進進方方針針とと展展開開方方向向

１ 推進方針

２ 有機農業技術の開発・普及

３ 展開方向

・有機農業の役割の地域における理解促進、有機農業ネットワーク活動の支援 ・新規参入者や転換希望者の講習会等の開催 など

・省力化技術・品種開発等の推進、道総研が開発した技術の普及 ・品目別の栽培技術の開発・普及 など

・ネット販売等のセミナー開催による新たな販路確保に向けた取組促進 ・品目別(水稲･小麦･大豆･青果物･牛乳乳製品)の販路拡大に
向けた取組促進 など

・消費者を対象とする有機農業者との交流イベントの実施 ・マスメディア等も活用した道民へのPR、
・給食での有機農産物等の利用拡大に向けた取組促進 など

第第ⅤⅤ章章 計計画画推推進進ののたためめのの各各段段階階のの取取組組
１ 道における取組 ２ 市町村、農協における取組 ３ 関係機関・団体の取組

第第ⅥⅥ章章 そそのの他他必必要要なな対対応応
１ 適切な進行管理 ２ 必要な調査等の実施

有機農業の取組拡大 有機農業の役割などについて改めて地域の理解を促進するとともに、有機農業ネットワーク活動のより一層の活性化と有機農業への新規参入や慣行農業者の有機
農業への転換を促進

有機農業技術の開発・普
及

道総研等と連携し、ICTを活用した生産技術の開発・利用や、病害虫抵抗性を強化した品種の開発などを進めるとともに、有機農業者等への情報提供に努め、普及
を推進

有機農産物等の販路拡大 有機農産物の販路拡大に向けて、量販店や宅配･インターネットなど様々な販売チャンネルにアプローチしつつ、情報提供やマッチングなど、流通コスト低減に向
けた取組を推進

有機農業への理解醸成 有機農業者との連携等により、有機農業が、環境に対する負荷を低減させ、SDGsやカーボンニュートラルにも資する農業生産方式であることについての消費者
の理解を醸成

１ 有機農業の取組拡大

３ 有機農産物等の販路拡大

４ 有機農業への理解醸成
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((66))  北北海海道道農農業業農農村村整整備備推推進進方方針針のの改改定定  

（（豊豊かかなな農農村村空空間間のの創創造造））  

本道農業・農村が将来にわたって持続的に発展し、今後とも、安全・安心な「食」を安定的

に供給していくためには、農業農村整備を推進することが重要となっており、道では、その展

開方向を明確にし、今後の進め方や重点的な取組などをわかりやすく示した「北海道農業農村

整備推進方針」（以下「推進方針」という。）を平成17年（2005年）３月に策定、24年（2012

年）９月に改定し、地域資源が持つ機能と魅力が十分発揮される「豊かな農村空間の創造」を

目標に取組を進めてきました。 

しかしながら、近年、ＴＰＰ11協定などによる経済のグローバル化の進展のほか、農家戸数

の減少や高齢化の進行、地域コミュニティの活力低下、さらには、大雨や地震などの自然災害

が頻発・激甚化するなど、本道の農業・農村を取り巻く情勢は大きく変化しています。 

また、自動走行トラクタなどスマート農業の急速な普及により、光ファイバなどの情報通信

基盤の整備が求められるとともに、「持続可能な開発目標」ＳＤＧsへの世界的な関心の高ま

りにより、温室効果ガス削減の取組が重要になるなど、新たな課題への対応が必要となってい

ます。 

こうした中、新型コロナウイルス感染症が世界的に拡大し、一部の国では、自国の食料確保

を優先し、農産品や食料品の輸出を規制する動きが見られるなど、改めて、国内における食料

自給の重要性が認識され、我が国最大の食料供給地域である本道の役割はますます重要となっ

ており、農業農村整備に対する期待も高まっています。 

一方、整備に必要な農業農村整備関係予算は、近年、補正予算が大きなシェアを占めてお

り、安定的な予算の確保が課題となっているほか、経年劣化が進行する農地・農業水利施設等

の計画的・効果的な整備に向けた構想づくりや、頻発する自然災害からの迅速な復旧に対応す

るため、農業農村整備に精通した地域の意向を取りまとめる調整力の高い人材の確保・育成が

重要となっています。 

道では、こうした情勢の変化や新たな課題に的確に対応するため、「推進方針」を令和４年

（2022年）３月に改定し、国や市町村、関係機関・団体などとの連携・協働を一層強化するこ

とにより、本道における農業農村整備を計画的・効果的に展開し、多様な担い手と人材が輝き

持続可能で生産性が高く力強い農業・農村の確立に取り組んでいきます。 
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図表1-5-8 農業・農村整備がめざすもの 
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