
北海道指導農業士経営概要
（平成29年2月末現在）

氏名
（生年）

太田　真樹夫 48年度 酪　農

（S13）

宮上　隆義 60年度 稲　作

（S12） +

野　菜

中谷　寿男 62年度 野　菜

（S17）

青島　實 62年度 稲　作

（S10） +

野　菜

藤田　正幸 4年度 花　き

（S23）

宮下　壽一 5年度 稲　作

（S16） +

野　菜

梶田　とき子 5年度 酪　農

（S23） +

畑　作

森永　勉 9年度 稲　作

（S14） +

野　菜

中谷　稲生 10年度 稲　作

（S28) +

野　菜

小林　信雄 10年度 酪　農

（S21)

嵐　幸司 10年度 稲　作

（S24） +

花　き

小西　勝則 畑　作

（S32） +

野　菜

橋本　清一 稲　作

（S32） +

野　菜

（指導農業士協会特別会員）
　一頭当たりの乳量を高水準に保つため、常に良質な粗飼料の生産に
努めている。

（指導農業士協会特別会員）
　一貫した機械化作業体系により省力化を図るとともに、乳牛改良によ
る良質乳の高位生産が図られている。

（指導農業士協会特別会員）
　良質米生産を基本としながらも、早くからニラの生産に着手し、経営
の改善に努めている。

（指導農業士協会特別会員）
  温泉熱を利用した施設野菜を導入し、軟弱野菜を組み合せた周年栽
培により安定した経営を行っている。

（指導農業士協会特別会員）
　 良質米・山菜の安定生産を図るため、良質有機質の施肥による地力
の維持改善に取り組んでいる。

（指導農業士協会特別会員）
　水稲は共同作業と委託により作業の省力化に努めている。　野菜の
新技術の導入に熱心で、各種の試験を試みている。

11年度
　複合経営により労働力の有効利用及び年間投下労働力の平準化に
努め、作業環境改善にも積極的に取り組んでいる。

11年度

（指導農業士協会特別会員）
　水稲と労働的に競合しない花きの導入を図るなど、労働過重にならな
い経営を目指している。

認定
年度

経営
形態

経　営　の　特　徴

（指導農業士協会特別会員）
　地域の花き生産リーダーとして、各生産者の巡回指導を行うとともに、
質的向上・長期安定生産に取り組んでいる。

（指導農業士協会特別会員）
　集約放牧方式の飼養形態により、費用の削減、労働力の軽減、乳牛
の疾病の減少等に成果を上げている。

　クミカン等の利活用による経営内容の計数的把握・分析を行い、経営
改善計画の実践に積極的に取り組んでいる。

（指導農業士協会特別会員）
　堆肥の施用や緑肥などクリーン農業の実践により、コストダウン及び農
産物の収集安定、品質向上に努めている。

　水稲大規模経営によるコスト低減を図り、近隣農家との連携を深めな
がら、先進的な営農を目指している。



林　昌弘 11年度 稲　作

（S21） +

野　菜

小栗　隆 12年度 酪　農

（S25)

佐橋　茂 12年度 酪　農

（S27)

斉藤　秀樹 13年度 水　稲

（S25) +

野　菜

奥村　稔 13年度 果　樹

（S21)

久保田　隆博 13年度 酪　農

（S25) +

肉　牛

畠山　良一 14年度 水　稲

（S25） +

野　菜

落合　修 18年度 花　き

(S30)

東寺　百合子 19年度 花　き

(S27) +

野　菜

笠松　悦子 20年度 水　稲

（S26） +

施設野菜

野口　健一 20年度

（S31) 施設野菜

平野　博章 20年度 野菜

(S40)

坂本　学 20年度 野菜･水稲

(S43) ＋

果樹･花き

宮田　宏之 22年度 果樹

(S37)

戸田　美恵子
酪　農

(S24)

（指導農業士協会特別会員）
　水稲の省力化による余剰労働力を施設園芸･露地ねぎと適正配分
し、経営の安定化を図っている。また、地域の農地の集団化などに積
極的に取り組んでいる。

（指導農業士協会特別会員）
　集約的放牧を実践し広い農地で健康な牛づくりを行い、疾病事故の
低減、労働力の軽減に成果を上げている。

（指導農業士協会特別会員）
　水稲、施設野菜に加えて、近年、土地利用型作物として、大豆を取り
入れた。農業機械の有効利用のため水稲・大豆の受託作業にも取り組
んでいる。

（指導農業士協会特別会員）
　りんごのわい化栽培方式をいち早く導入し、現在、高いわい化率にあ
る。また、クリーン農業にも積極的に取り組んでいる。

（指導農業士協会特別会員）
  　｢量より質｣の理念で、｢高い能力の牛づくり｣を目標に乳牛の遺伝改
良を着実に進めてきた。また、放牧を主体としたゆとりある酪農経営を
追求しながらも、高い飼養管理技術により経産牛１頭あたり乳量は
10,400kgを生産しており、地域平均と比べ上回っている。

22年度

　雇用の効率的導入によって高い生産水準を実現し、土地改良、良食
味米の積極的導入などで収益性を確保している。また、トマト(規格外)
を使い、トマトジュースに加工することで付加価値を高め、収益性を向
上している。

（指導農業士協会特別会員）
　水稲の団地形成、収量品質の向上に常に努め、ラジコンヘリコプター
により共同防除等で経営の合理化を図っている。

　にら栽培の技術向上に努めた結果、10a収量が増加し、規模・出荷量
とも町内一の経営となっているほか、パソコンの導入も早い段階で行
い、効率的な経営管理に努めている。

　堆肥・緑肥を活用し、センチュウ対策としてマリーゴールドを利用する
など、良質な土作りを確実に行い、各栽培品目とも、収量・品質共に高
い水準で安定している。

　りんごを主体にさくらんぼ・プルーン・ぶどうを作付し、環境に配慮した
土壌分析に基づく施肥管理や減農薬（ＹＥＳ！Ｃｌｅａｎ認証）、適切な作
業体系、防除機械（ＳＳ）の共同利用を進め、コスト低減と労働力の分散
と軽減を図り、ゆとりある生活を実現している。

　花き栽培施設面積を拡大し、主体とするカーネーション(スプレータイ
プ)のほか、スタンダードタイプを増やすことで収益の安定化を目指して
いる。また、機械導入や共選品目の作付け面積拡大を進め、労働力の
軽減を図っている。

　アルケミラ・モーリスやデルフィニウムの株冷凍処理や、冷蔵庫を利用
した採芽処理など、先駆的な取り組みを行っている。

　ハウスを利用した花き・野菜の集約栽培を行っている。また、農産物
の直売を柱に地産地消及びグリーンツーリズムを推進している。

（指導農業士協会特別会員）
　高品質乳生産に努めている。肉牛は繁殖から肥育までの一貫生産を
行い、肉質向上に努めている。乳製品加工販売など付加価値をつけた
販売に努めている。

　牛群の改良に重点を置きながら高水準な乳量を維持するとともに、放
牧地拡大による健康的牛管理に取り組んでいる。



河野　芳之 畑作

(S27) +

野　菜

佐藤　正之
酪農

(S44) +

肉牛

宗山幸夫
26年度 稲作

（S36) +

野菜

對馬聖治 26年度 畑作

（S35) ＋

野菜

伊藤博之 26年度 野菜

（S37) +

稲作

柴田　理 26年度 野菜

（S44) ＋

稲作

林　昌之 27年度 稲作

（S50) ＋

野菜

加藤　寛喜 27年度 稲作

（S49) ＋

野菜

山本　稔 28年度 稲作

（S39) ＋

野菜

南　茂敏 28年度 野菜

（S44) +

稲作

北島　道男 28年度 野菜

（S46) ＋

畑作

大嶋　貢 28年度 野菜

（株）大嶋農園 稲作

(S45) 畑作

岸　智美 28年度 酪農

（S44) ＋

稲作

　半促成トマトの後作に抑制キュウリを作付けする体系を行い、環境に
配慮した栽培として、YES!cleanにも取り組んでいる。定期的な土壌分
析の実施によるコスト削減と施肥の適正化を行い、自己のほ場に適した
作付体系の実践による労働力の分散と軽減を図り、ゆとりある農業経営
を実践している。

　主要品目である春ニラ、水稲では、高品質な農産物生産に取り組み、
収量も地域平均を上回っている。計画的な堆肥の投入など、安定的な
農産物の生産に向けた土づくりにも積極的である。

　主要品目であるニラでは、計画的な堆肥投入による土づくりを行い、
品質の向上に取り組み、収量も常にトップクラスである。畑作物でも土
壌改良と土づくりを目指し適切な輪作体系やコスト低減を行い、安定的
な収量を確保している。

　平成２６年度に法人を設立し、水稲、ニラを主力作物として経営を展
開している。高品質な農産物生産に取り組み、収量もトップクラスであ
る。畑作物についても、輪作体系に緑肥を導入するなど、高品質・安定
的な農産物の生産に向けた土づくりにも積極的である。

　共進会で好成績を修めるとともに、乳質管理には特に気を配ってお
り、研修会に積極的に参加するなど自己研鑽に努めている。家族間の
作業分担や酪農ヘルパーを利用し、農休日を確保することで生活改善
に努めている。

25年度

　放牧を取り入れた長命多産の牛作りを行い堅実な酪農を目指してい
る。
北里大学八雲農場と協力して、国産粗飼料だけによる肉用牛を生産し
ており、乳用牛を活用した受精卵移植による日本短角種F1北里八雲牛
の生産を行い地域の特産物として販売展開している。

　畑作４品で輪作体系を確立し、ほ場は牛糞堆肥を中心に有機物を投
入し、土壌改善と地力増進を図っている。また、園芸作物を組み合わせ
て生産、危険分散を図り経営の安定化に努めている。

24年度

　もち米の直播栽培によるコストの低減や軟白ねぎを中心としたレタス
やほうれんそうなどのエコファーマーの認定などクリーン農業の確立に
努めている。

　軟白ねぎ、レタス、ほうれんそう、トマトのエコファーマーの認定を受
け、計画的な土づくりと低農薬・減化学肥料栽培に取り組んでいる。直
売所の開設や地元レストランとの契約販売など地産地消にも努めてい
る。

　トマト、きゅうりは、地熱を利用した周年栽培を行っている。連作障害を
回避するため、ハウス内輪作や土壌分析に基づく土壌改良及び適正
施肥に努めている。

　半促成トマトの後作に抑制キュウリを作付けする体系を行い、環境に
配慮した栽培としてYES！Ｃｌｅａｎにも取り組み、定期的な土壌分析の
実施によるコスト削減と、ほ場に適した作付け体系による労働力の分散
と軽減を図る、ゆとりある農業経営を実践している。「とまと王国」の名称
で、農産物直売所をいち早く開設し、地域住民に新鮮で安価な農産物
の提供を行っている。

　地域の基幹作物であるかぼちゃ、ばれいしょ、トマトを生産している。
有機物施用や緑肥栽培による土づくりに取り組み、計画的な輪作と土
壌診断に基づく適正施肥を実践している。

　冬期間の施設の加温に、地熱発電所の熱交換水を活用し、CO2を排
出しないトマトの執念栽培を行っている。トマトは、促成と抑制の２作型
栽培することで危険分散し、経営を安定化させている。土壌診断や植
物体の栄養診断を実施して適正施肥を行い、環境負荷を軽減するとと
もに高品質なトマト生産に努めている。


