
別紙 石狩市新農業振興計画新旧対照表 

改    正    前 改    正    後 

第１ 計画策定の考え方（略） 
第２ 石狩市農業の現状 

１ 農地  

(1) 経営耕地面積 

本市の経営耕地面積は減少傾向にあり、平成１２年２月１日現在で２，５０２ｈａ

（農業センサス）となっております。昭和５５年からの２０年間で５０９ｈａで１

６％減少です。 

このような減少傾向の要因としては、市街化に伴う農地転用が主なものと考えられ

ます。 

(2) 農地の保全 

平成 ９年に策定した「石狩市農業振興地域整備計画」では、水稲、畑作、酪農を

基幹とし、大都市札幌に隣接している特性を生かした都市近郊型農業としての施設園

芸を取り入れ、農用地の合理的な利用保全を図り、農業生産目標の達成を果たすため、

農用地２，５５５ｈａを確保するとなっています。 

しかし、農業者の高齢化や担い手不足が進行すると耕作放棄地の発生が懸念されま

す。 

２ 担い手  

(1) 農家戸数 

本市の農家戸数は、平成１２年２月１日で３９１戸（農業センサス）となっており、

減少傾向が続いています。このうち専業農家は､１３０戸で３３，２％、第１種兼業

農家が１１９戸で３０．４％、合わせて２４９戸の６３．７％となっております。残

りの第２種兼業農家と自給的農家１４２戸の３６．３％は生計の主を農外所得に依存

しております。 

農家戸数の減少の要因としては、農業従事者の高齢化、担い手不足（農業後継者難）、

第１ 計画策定の考え方（略） 

第２ 石狩市農業の現状 

１ 農地  

(1) 経営耕地面積 

本市の経営耕地面積は減少傾向にあり、平成１７年２月１日現在で４，３０５ｈａ

（農業センサス）となっております。昭和６０年からの２０年間で７６６ｈａ、１ 

５％減少です。 

このような減少傾向の要因としては、市街化に伴う農地転用が主なものと考えられ

ます。 

(2) 農地の保全 

平成１８年に策定した「石狩市農業振興地域整備計画」では、水稲、畑作、酪農を

基幹とし、大都市札幌に隣接している特性を生かした都市近郊型農業としての施設園

芸を取り入れ、農用地の合理的な利用保全を図り、農業生産目標の達成を果たすため、

農用地５，６４４ｈａを確保するとなっています。 

しかし、農業者の高齢化や担い手不足が進行すると遊休農地の発生が懸念されま

す。 

２ 担い手  

(1) 農家戸数 

本市の農家戸数は、平成１７年２月１日で６１１戸（農業センサス）となっており、

減少傾向が続いています。このうち専業農家は１９８戸で３２．４％、第１種兼業農

家が１７５戸で２８．６％、合わせて３７３戸の６１．０％となっております。残り

の第２種兼業農家と自給的農家２３８戸の３９．０％は生計の主を農外所得に依存し

ております。 

農家戸数の減少の要因としては、農業従事者の高齢化、担い手不足（農業後継者難）、
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農業所得の伸び悩みが挙げられます。 

(2) 農業従事者 

本市の農家世帯員数は、平成１２年２月１日現在で１，３８２人        

となっております。また、農業就業者（自営農業に主として従事）は  ６９２人、

農業専従者（自営農業に１５０日以上従事）は４６４人となっており、依然として減

少傾向が続いています。 

３ 農業粗生産額  

  平成１２年の農業粗生産額の総額は、２，７２０百万円（北海道農林水産統計年報）

であり、米が  ９４０百万円（３４．６％）、野菜が９４０百万円（３４．６％）、い

も類が２６０百万円（９．６％）、乳用牛が２１０百万円（７．７％）の順となってお

ります。 

４ 生産農業所得  

本市の一戸当たりの農業所得は、平成１２年で３，４９６千円          

       とここ数年伸び悩んでいる。その要因としては、経済環境の悪化と農産物

価格の低迷によるものと考えられます。 

 

第３ 石狩市新農業振興計画 

この計画の策定は、「実務担当者会議」及び「策定協議会」が主体となり取り組みまし

た。後継者問題、農産物価格の低迷、食の安全・安心など多くの課題に対してどのように

本市農業を活性化するかについて活発な意見が交わされました。“生産者と消費者の連携

の必要性”、“消費者による農業支援の方法”、“個人や団体は一生懸命やっているが、地域

や市全体としてどのような仕組みをつくるか、誰がシステムを動かすか”など貴重な意見

が出されました。 

 それら意見を整理し、６本の柱であります基本方向及び主要施策が示されました。 

                                 

農業所得の伸び悩みが挙げられます。 

(2) 農業従事者 

本市の農家世帯員数は、平成１２年２月１日現在で２，６１６人（農業センサス）

となっております。また、農業就業者（自営農業に主として従事）は１，２４９人、

農業専従者（自営農業に１５０日以上従事）は８３０人となっており、依然として減

少傾向が続いています。 

３ 農業粗生産額  

平成１６年の農業粗生産額の総額は、４，３７０百万円（北海道農林水産統計年報）

であり、野菜が１，３８０百万円（３１．６％）、米が１，２８０百万円（２９．３％）、

麦類が４５０百万円（１０．３％）、畜産４２０百万円（９．６％）、の順となってい

ます。 

４ 生産農業所得  

本市の一戸当たりの農業所得は、平成１６年で２，７９０千円（北海道農林水産統

計年報）とここ数年伸び悩んでいます。その要因としては、経済環境の悪化と農産物

価格の低迷によるものと考えられます。 

 

第３ 石狩市新農業振興計画 

この計画の策定は、「実務担当者会議」及び「策定協議会」が主体となり取り組みまし

た。後継者問題、農産物価格の低迷、食の安全・安心など多くの課題に対してどのように

本市農業を活性化するかについて活発な意見が交わされました。“生産者と消費者の連携

の必要性”、“消費者による農業支援の方法”、“個人や団体は一生懸命やっているが、地域

や市全体としてどのような仕組みをつくるか、誰がシステムを動かすか”など貴重な意見

が出されました。 

 それら意見を整理し、６本の柱であります基本方向及び主要施策が示されました。 

尚、平成１７年１０月に厚田村、浜益村と合併したことから、これら旧２村の農業者や関
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［ 基本方向１．担い手の育成及び確保 ］（略） 

［ 基本方向２．生産性の向上と経営の効率化 ］ 

１ 法人化・組織化の推進 （略） 

２ 農業情報システムの構築（略） 

３ 土地利用と作業体系の確立（略） 

４ 振興作物 の推進 

(1) 振興作物の検討及び実証圃場の充実（略） 

(2) 作付拡大策の検討（略） 

(3) 施設園芸の推進 

花畔・生振地区においてメロンや花きなどの施設園芸の取り組みが行われていた

が、最近は高岡地区に畑地かんがい事業実施に伴うミニトマトのハウス栽培 が普及

しており、今後も都市近郊型農業として施設園芸を推進します。 

                

                                 

５ 農業技術指導者の育成強化（略） 

６ 防風対策 

  特に北生振地区の                 風対策が大きな課題になっ

ていることから、防風林や防風網の設置場所等について検討します。 

［ 基本方向３．安全・安心な農産物を提供するための環境に優しい農業の推進 ］ 

１ 土づくりの推進（略） 

２ クリーン農業の推進 

クリーン農業とは「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

学農薬の使用を最小限にとどめるなど、農業の自然環境機能を維持増進させ、環境との

調和に配慮した、安全・安心、品質の高い農産物の生産を進める農業」という概念であ

係者の意見を取り入れ、平成１８年に一部改訂を行っています。 

［ 基本方向１．担い手の育成及び確保 ］（略） 

［ 基本方向２．生産性の向上と経営の効率化 ］ 

１ 法人化・組織化の推進 （略） 

２ 農業情報システムの構築（略） 

３ 土地利用と作業体系の確立（略） 

４ 振興作物等の推進 

(1) 振興作物の検討及び実証圃場の充実（略） 

(2) 作付拡大策の検討（略） 

(3) 施設園芸の推進 

市内各地域においてメロンや花きなどの施設園芸の取り組みが行われていますが、

最近は     畑地かんがい事業実施に伴うミニトマトのハウス栽培等が普及し

ており、今後も都市近郊型農業としてこれら施設園芸を推進します。 

(4) 果樹栽培・和牛生産の推進 

さくらんぼ、りんご等の果樹栽培や和牛の生産を推進します。 

５ 農業技術指導者の育成強化（略） 

６ 防風対策 

  北生振地区や厚田区域・浜益区域の海岸線沿いにおける風対策が大きな課題になって

いることから、防風林や防風網の設置場所等について検討します。 

［ 基本方向３．安全・安心な農産物を提供するための環境に優しい農業の推進 ］ 

１ 土づくりの推進（略） 

２ クリーン農業の推進 

クリーン農業とは「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

学農薬の使用を最小限にとどめるなど、農業の自然環境機能を維持増進させ、環境との

調和に配慮した、安全・安心、品質の高い農産物の生産を進める農業」という概念であ
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ります。 

クリーン農業を推進するためには、１で掲げた土づくりの推進の他に (仮称)クリー

ン農業推進協議会の設置やエコファーマーの認定の支援など積極的に取り組みます。 

(1) クリーン農業推進協議会の設置 

生産者や農業関係機関・団体等で構成する   クリーン農業推進協議会を設置

し、土づくり、減農薬・減化学肥料による栽培、廃プラスチックのリサイクル、バ

イオマスの利活用などに取り組みます。 

 (2) 減農薬・減化学肥料による栽培の推進（略） 

 (3) エコファーマーの認定、イエス！クリーン（YES！clean）の登録の奨励（略） 

 (4) 廃プラスチックの適正処理 

   使用済みのプラスチックフイルムや空肥料袋など農業用廃プラスチックについて、

リサイクルを基本に適正処理を促進し、環境保全に努めるために「（仮称）農業用廃

プラスチック適正処理対策協議会」を設置し、地域内で回収・処理体制の整備や排出

量の抑制に取り組みます。 

 (5) トレーサビリティーの導入  

農産物の販売に際してトレーサビリティ（生産履歴を追跡する仕組み）を導入し、

消費者に対して「安全・安心・信頼」に努めます。               

                                      

                                      

               

 

 

 

 

 

ります。 

クリーン農業を推進するためには、１で掲げた土づくりの推進の他に石狩市クリーン

農業推進協議会による推進やエコファーマーの認定の支援など積極的に取り組みます。 

(1) クリーン農業推進協議会による推進 

生産者や農業関係機関・団体等で構成する石狩市クリーン農業推進協議会により、

土づくり、減農薬・減化学肥料による栽培、廃プラスチックのリサイクル、バイオマ

スの利活用などに取り組みます。 

(2) 減農薬・減化学肥料による栽培の推進（略） 

 (3) エコファーマーの認定、イエス！クリーン（YES！clean）の登録の奨励（略） 

 (4) 廃プラスチックの適正処理 

   使用済みのプラスチックフイルムや空肥料袋など農業用廃プラスチックについて、

リサイクルを基本に適正処理を促進し、環境保全に努めるため           

                    、地域内で回収・処理体制の整備や排出

量の抑制に取り組みます。 

 (5)  トレーサビリティーの導入等 

農産物の販売に際してトレーサビリティ（生産履歴を追跡する仕組み）を導入し、

消費者に対して「安全・安心・信頼」に努めます。また、基準が設定されていない

農薬等が一定量以上含まれる食品の流通を原則禁止する制度、いわゆるポジ

ティブリスト制度が平成１８年５月から施行されたことから、関係団体と連携し制度

の周知徹底等を図ります。 
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エコファーマーとは 

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業法）」（平成１

１年制定）に基づき、土づくり、化学肥料削減、農薬削減に取り組み環境保全型

農業を推進するとして都道府県知事が認定した生産者の愛称です。 

石狩市では､平成１４年に高岡施設園芸生産組合（ミニトマト部会）の８名が認

定されています。 

 

 YES！cleanとは 

「北のクリーン農産物表示制度」（平成１２年制定）で農薬や化学肥料の使用を

削減して生産することを目的に、道立農業試験場等により開発・改良された｢ク

リーン農業技術｣を導入して、技術導入前に比べて農薬や化学肥料の投入量を削

減して生産された、よりクリーンな農産物について、その栽培方法などを分かり

やすく表示することにより、道産農産物の優れた点をアピールするものです。 

                                  

             

［ 基本方向４．販売の戦略化と体制の強化 ］ 

１ 販路の拡大 

(1) スーパー等でのインショップの推進（略） 

(2) 直売所の充実 

平成１０年度に地元農産物を地元で消費する所謂「地産地消」と地元農産物のＰＲ

を目的に石狩市農協が「ＪＡいしかり直売所」を樽川地区に開設し年々売上げをのば

し市民に定着してきたところです。今後においても、   直売所の       

    運営方法や販売方法を充実するなど積極的に取り組んでいきます。 

 

エコファーマーとは 

「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律（持続農業法）」（平成１

１年制定）に基づき、土づくり、化学肥料削減、農薬削減に取り組み環境保全型

農業を推進するとして都道府県知事が認定した生産者の愛称です。 

石狩市内には平成１８年３月末現在、ミニトマト、ピーマン、おうとう等の作

物で１９名が認定されています。 

 

 YES！cleanとは 

「北のクリーン農産物表示制度」（平成１２年制定）で農薬や化学肥料の使用を

削減して生産することを目的に、道立農業試験場等により開発・改良された｢ク

リーン農業技術｣を導入して､技術導入前に比べて農薬や化学肥料の投入量を削

減して生産された、よりクリーンな農産物について、その栽培方法などを分かり

やすく表示することにより、道産農産物の優れた点をアピールするものです。 

 石狩市内には平成１８年３月末現在、３集団（水稲２集団、ミニトマト１集団）

が登録されています。 

［ 基本方向４．販売の戦略化と体制の強化 ］ 

１ 販路の拡大 

(1) スーパー等でのインショップの推進（略） 

(2) 直売所の充実 

平成１０年度に地元農産物を地元で消費する所謂「地産地消」と地元農産物のＰＲ

を目的に石狩市農協が「ＪＡいしかり直売所」を樽川地区に開設し年々売上げをのば

し市民に定着してきたところです。今後においても、新たな直売所の開設を進めると

ともに、運営方法や販売方法を充実するなど積極的に取り組んでいきます。 
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(3) 食品メーカーやデパート等との連携（略） 

２ 販売推進体制の強化（略） 

３ 特産品の開発、ブランド化の推進 

(1) 特産品の開発（略） 

(2) ブランド化の推進 

サヤエンドウやアスパラガスは、市場で一定の評価を得ております。 

           他の品目につきましても、栽培   方法を変えるなど、

品質向上の取り組みを徹底し、ブランド化の推進を図ります。 

４ 地産地消の推進（略） 

５ 集出荷・品質保持対策（略） 

［ 基本方向５．都市と農村の交流 ］ 

１ グリーンツーリズムの構築（略） 

２ 都市住民への情報発信・サービスの提供（略） 

３ 農業教育（略） 

４ 生活環境の整備 

 (1) 合併浄化槽の普及 

                             自然環境保全や

農村の生活環境の向上のため合併浄化槽の普及に努めます。 

［ 基本方向６．農業支援システムの構築 ］ 

 平成１２年に石狩市農業総合支援センターを設置し、グリーンサポーター事業や新規就

農者の研修・就農の制度化などのシステム化に取り組んできました。今後は農地流動化対

策や土づくり・クリーン農業推進などに重点的に取り組むため支援センターの機能を強化

します。 

 また、農業関係機関・団体で構成する石狩市営農技術指導班会議の活性化に努めます。

 本市は経営形態などで大きく ４地区に分けられますが、各々の地区の特色を生かした

(3) 食品メーカーやデパート等との連携（略） 

２ 販売推進体制の強化（略） 

３ 特産品の開発、ブランド化の推進 

(1) 特産品の開発（略） 

(2) ブランド化の推進 

サヤエンドウやアスパラガスは、市場で一定の評価を得ております。 

浜益区における和牛など他の品目につきましても、栽培・生産方法を変えるなど、

品質向上の取り組みを徹底し、ブランド化の推進を図ります。 

４ 地産地消の推進（略） 

５ 集出荷・品質保持対策（略） 

［ 基本方向５．都市と農村の交流 ］ 

１ グリーンツーリズムの構築（略） 

２ 都市住民への情報発信・サービスの提供（略） 

３ 農業教育（略） 

４ 生活環境の整備 

 (1) 合併浄化槽の普及 

平成１８年に策定した「石狩市生活排水処理基本計画」に基づき、自然環境保全や

農村の生活環境の向上のため合併浄化槽の普及に努めます。 

［ 基本方向６．農業支援システムの構築 ］ 

 平成１２年に石狩市農業総合支援センターを設置し、グリーンサポーター事業や新規就

農者の研修・就農の制度化などのシステム化に取り組んできました。今後は農地流動化対

策や土づくり・クリーン農業推進などに重点的に取り組むため支援センターの機能を強化

します。 

 また、農業関係機関・団体で構成する石狩市営農技術指導班会議の活性化に努めます。 

 本市は経営形態などで大きく１５地区に分けられますが、各々の地区の特色を生かした
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地域農業づくりに取り組みます。 

環境保全、癒しなど農業の多面的機能を発揮する農業・農村を市民とともに守り育てま

す。 

１ システム構築体制の強化（略） 

２ 農業者によるシステム化 

(1) 地域農業のシステム化 

本市は、高岡・五の沢地区、八幡・北生振・美登位地区、生振地区、花畔・南線・

樽川地区の４地域に区分されますが、農業経営形態や後継者など地域的な特色があり

ます。 

こうした地域特性を踏まえ、食の安全性や米政策大綱など消費者重視、市場重視に

対応した地域農業・農村のシステムづくりを地域の農業者が自ら取り組むことに対し

て支援します。 

平成１４年度は、「農業・農村チャレンジ２１推進事業」（北海道）として高岡地域

で研究会が立ち上がりました。今後他の地域におきましても順次こうした研究会の立

ち上げを支援します。 

(2) 生産・販売面におけるシステム化（略） 

３ 消費者による農業支援（略） 

４ プロジェクトチームの設置（略） 

 

第４ 石狩市新農業振興計画の施策体系 

基本方向 

（主要施策）         （具体的な取り組み） 

１ 担い手の育成及び確保 

(1) 後継者の育成        ①経営状況の明確化 

・家族経営協定の締結等 

地域農業づくりに取り組みます。 

環境保全、癒しなど農業の多面的機能を発揮する農業・農村を市民とともに守り育てま

す。 

１ システム構築体制の強化（略） 

２ 農業者によるシステム化 

(1) 地域農業のシステム化 

本市は、旧石狩市域で６地区、厚田区で６地区、浜益区で３地区の計１５地区に区

分されますが、農業経営形態や後継者など地域的な特色があります。 

 

こうした地域特性を踏まえ、食の安全性や米政策大綱など消費者重視、市場重視に

対応した地域農業・農村のシステムづくりを地域の農業者が自ら取り組むことに対し

て支援します。 

平成１４年度は、「農業・農村チャレンジ２１推進事業」（北海道）として高岡地域

で研究会が立ち上がりました。今後他の地域におきましても順次こうした研究会の立

ち上げを支援します。 

(2) 生産・販売面におけるシステム化（略） 

３ 消費者による農業支援（略） 

４ プロジェクトチームの設置（略） 

 

第４ 石狩市新農業振興計画の施策体系 

基本方向 

（主要施策）         （具体的な取り組み） 

１ 担い手の育成及び確保 

(1) 後継者の育成        ①経営状況の明確化 

・家族経営協定の締結等 
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・簿記記帳・青色申告の励行 

                ②研修活動の支援 

・地域リーダーの養成、研修会、講習会の参加

促進の充実及び支援 

(2) 新規参入者の受入環境の整備 ①農地等の受入環境の整備 

・優良農地の確保、住宅の確保、水の確保等 

                ②支援体制の充実 

・農場・機械・ハウスのリースなど就農前後の

支援 

                ③新規就農の促進 

・農業学校へのアプローチ 

・定年就農・定年帰農希望者の相談・受入体制

の整備 

(3) 女性の農業参画の推進    ①女性の地位確立 

・家族経営協定の締結（再掲） 

・協議会等への女性の積極的な登用 

                ②女性農業者組織の強化 

２ 生産性の向上と経営の効率化 

(1) 法人化・組織化の推進    ①相談窓口等の充実 

・学習会、相談会の実施 

                ②作業受委託システムの構築 

・農作業請負組織の整備 

・共同作業化、農業機械の共同化 

(2) 農業情報システムの構築   ①農業のＩＴ化の検討 

・農地の流動化等 

・簿記記帳・青色申告の励行 

                ②研修活動の支援 

・地域リーダーの養成、研修会、講習会の参加

促進の充実及び支援 

(2) 新規参入者の受入環境の整備 ①農地等の受入環境の整備 

・優良農地の確保、住宅の確保、水の確保等 

                ②支援体制の充実 

・農場・機械・ハウスのリースなど就農前後の

支援 

                ③新規就農の促進 

・農業学校へのアプローチ 

・定年就農・定年帰農希望者の相談・受入体制

の整備 

(3) 女性の農業参画の推進    ①女性の地位確立 

・家族経営協定の締結（再掲） 

・協議会等への女性の積極的な登用 

                ②女性農業者組織の強化 

２ 生産性の向上と経営の効率化 

(1) 法人化・組織化の推進    ①相談窓口等の充実 

・学習会、相談会の実施 

                ②作業受委託システムの構築 

・農作業請負組織の整備 

・共同作業化、農業機械の共同化 

(2) 農業情報システムの構築   ①農業のＩＴ化の検討 

・農地の流動化等 



別紙 石狩市新農業振興計画新旧対照表 

(3) 土地利用と作業体系の確立  ①効率的な農地の利用のための調整組織の設置 

                ②遊休化懸念のある農地の有効利用方策の検討 

(4) 振興作物の推進       ①振興作物の検討及び実証圃場の充実 

                ②作付拡大策の検討 

                ③施設園芸の推進 

              

(5) 農業技術指導者の育成強化  ①作物毎の専門技術者の育成 

(6) 防風対策          ①防風林・防風網の設置の検討 

３ 安全・安心な農産物を提供するための環境に優しい農業の推進 

(1) 土づくりの推進       ①輪作体系の確立 

・地域的な取り組みの推進 

                ②堆肥づくりとその利用促進 

・耕畜連携（組織化） 

・堆肥場建設の検討 

・農業残さ（稲わら、野菜くず）の堆肥化の検

討 

                ③土壌の物理・化学性の改善 

・土壌分析・診断 

(2) クリーン農業の推進     ①（仮称）クリーン農業推進協議会の設置 

                ②減農薬・減化学肥料栽培の推進 

③エコファーマー認定、イエス！クリーンの取得の

励行 

④廃プラスチックの適正処理 

・協議会の設置等 

⑤トレーサビリティーの導入 

(3) 土地利用と作業体系の確立  ①効率的な農地の利用のための調整組織の設置 

                ②遊休化懸念のある農地の有効利用方策の検討 

(4) 振興作物の推進       ①振興作物の検討及び実証圃場の充実 

                ②作付拡大策の検討 

                ③施設園芸の推進 

④果樹栽培・和牛生産の推進 

(5) 農業技術指導者の育成強化  ①作物毎の専門技術者の育成 

(6) 防風対策          ①防風林・防風網の設置の検討 

３ 安全・安心な農産物を提供するための環境に優しい農業の推進 

(1) 土づくりの推進       ①輪作体系の確立 

・地域的な取り組みの推進 

                ②堆肥づくりとその利用促進 

・耕畜連携（組織化） 

・堆肥場建設の検討 

・農業残さ（稲わら、野菜くず）の堆肥化の検

討 

③土壌の物理・化学性の改善 

・土壌分析・診断 

(2) クリーン農業の推進     ①石狩市クリーン農業推進協議会による推進 

                ②減農薬・減化学肥料栽培の推進 

③エコファーマー認定、イエス！クリーンの取得の

励行 

④廃プラスチックの適正処理 

         

⑤トレーサビリティーの導入 
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４ 販売の戦略化と体制の強化 

(1) 販路の拡大         ①スーパー等でのインショップの推進 

・常設コーナーの設置等 

                ②直売所の充実 

                ③食品メーカー・デパート等との連携 

・契約に基づく生産、販売等 

(2) 販売推進体制の強化     ①販売戦略づくりのための組織化の検討 

・スタッフの配置、組織化の検討等 

                ②地場産品普及宣伝のための組織化 

・２～３次産業との連携強化 

(3) 特産品の開発、ブランド化の推進 

                ①特産品開発 

・農産物の加工、規格外品の商品化 

                ②ブランド化の推進 

(4) 地産地消の推進       ①供給体制の構築 

・少量・多品目の生産 

②学校、飲食店等への積極的な働きかけ 

(5) 集出荷・品質保持対策    ①品質保持のための施設整備（予冷庫） 

                ②集出荷施設の整備（集出荷場・共選場） 

５ 都市と農村の交流 

(1) グリーンツーリズムの構築  ①市民農園、観光農園、修学旅行生の受入体制の整

備の取り組みを支援する 

②農業体験等の拠点整備の検討 

・農産物の収穫や加工品の手づくり体験ができ

る拠点の整備 

４ 販売の戦略化と体制の強化 

(1) 販路の拡大         ①スーパー等でのインショップの推進 

・常設コーナーの設置等 

                ②直売所の充実 

                ③食品メーカー・デパート等との連携 

・契約に基づく生産、販売等 

(2) 販売推進体制の強化     ①販売戦略づくりのための組織化の検討 

・スタッフの配置、組織化の検討等 

                ②地場産品普及宣伝のための組織化 

・２～３次産業との連携強化 

(3) 特産品の開発、ブランド化の推進 

                ①特産品開発 

・農産物の加工、規格外品の商品化 

                ②ブランド化の推進 

(4) 地産地消の推進       ①供給体制の構築 

・少量・多品目の生産 

②学校、飲食店等への積極的な働きかけ 

(5) 集出荷・品質保持対策    ①品質保持のための施設整備（予冷庫） 

                ②集出荷施設の整備（集出荷場・共選場） 

５ 都市と農村の交流 

(1) グリーンツーリズムの構築  ①市民農園、観光農園、修学旅行生の受入体制の整  

備の取り組みを支援する 

②農業体験等の拠点整備の検討 

・農産物の収穫や加工品の手づくり体験ができ

る拠点の整備 
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(2) 都市住民への情報発信・サービス提供 

①ホームページの充実 

②人材バンク制度の創設 

・百匠マイスター制度の設置を検討する 

③市民講座の開設 

・市民農園等で栽培技術などを指導 

(3) 農業教育          ①学校における食農教育の充実 

・教育委員会との連携強化 

(4) 生活環境の整備       ①合併浄化槽の普及 

６ 農業支援システムの構築 

(1) システム構築体制の強化   ①農業総合支援センターの機能強化 

                ②営農技術指導班会議の活性化 

(2) 農業者によるシステム化   ①地域農業のシステム化 

・地域単位での農業生産等のシステム化 

                ②生産・販売面におけるシステム化 

・グループによる直売所等のシステム化 

(3) 消費者による農業支援    ①アグリトラスト、オーナー制のシステム化 

②地場農産物の買支えの制度化 

                ③農村の女性・高齢者と連携した加工品作り等 

・組織や場所の整備を検討する 

(4) プロジェクトチームの設置   重点施策については、プロジェクトチームを設置

して取り組む 

 

[重点施策] 

１ 安全・安心な農産物を提供するための環境に優しい農業の推進 

(2) 都市住民への情報発信・サービス提供 

①ホームページの充実 

②人材バンク制度の創設 

・百匠マイスター制度の設置を検討する 

③市民講座の開設 

・市民農園等で栽培技術などを指導 

(3) 農業教育          ①学校における食農教育の充実 

・教育委員会との連携強化 

(4) 生活環境の整備       ①合併浄化槽の普及 

６ 農業支援システムの構築 

(1) システム構築体制の強化   ①農業総合支援センターの機能強化 

                ②営農技術指導班会議の活性化 

(2) 農業者によるシステム化   ①地域農業のシステム化 

・地域単位での農業生産等のシステム化 

                ②生産・販売面におけるシステム化 

・グループによる直売所等のシステム化 

(3) 消費者による農業支援    ①アグリトラスト、オーナー制のシステム化 

②地場農産物の買支えの制度化 

③農村の女性・高齢者と連携した加工品作り等 

・組織や場所の整備を検討する 

(4)プロジェクトチームの設置   重点施策については、プロジェクトチームを設置し

て取り組む 

 

[重点施策] 

１ 安全・安心な農産物を提供するための環境に優しい農業の推進 
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２ 販売の戦略化と体制の強化 

 

２ 販売の戦略化と体制の強化 

 

 


