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第１ 農用地利用計画

１ 土地利用区分の方向

（１）土地利用の方向

ア 土地利用の構想

本町は、十勝平野の中央やや東寄りとなる東経 143°27′、北緯 42°56′に位置し、東西 25ｋｍ、南北 32ｋｍ、面積 371.91ｋ㎡の広さを

有しており、山岳部は海抜 100～200ｍ程度であり、その面積のほとんどがほぼ平坦な地形で形成されている。

東は浦幌町、西は音更町および幕別町、南は豊頃町、北は本別町および士幌町の６町に隣接し、十勝圏の中核都市帯広市からは東に約 23

ｋｍ、車で約 30 分の距離にある。古くから道東の３圏域を結ぶ交通の要衝として栄え、特急列車が停車し、道東自動車道のインターチェン

ジが設置されるなど交通の利便性が高く、北海道の中心都市札幌市からも特急列車で２時間 30 分、車で約４時間の距離にある。また、首都

圏と十勝圏を結ぶとかち帯広空港からも車で 50 分の距離に位置し、産業立地、観光・交流条件に恵まれている。

気象は年間平均気温が約６℃、日照時間は長く年間約 2,000 時間、年間降水量は 800 ㎜程度であり、特徴として、晴天が多く雨量・降雪量

ともに少ない、四季をはっきりと体感できる自然環境に恵まれている。

本町の総面積は 371.79ｋ㎡で、山林が約 61％、農地が約 22％、牧野が約 6％、宅地が約 1％、その他雑種地などが約 10％となっており、

土地利用の状況で大別すると市街地域、農業地域、森林地域に分けられる。

市街地域は、池田、利別、高島の３地区が形成されており、人口の約 75％、世帯数の約 80％が集中している。

市街地域においては、人口減少や高齢化の進行により、住宅地や中心市街地における空洞化が進み、これまで地域が築いてきたコミュニテ

ィの崩壊が心配されており、今後は、市街地内の未利用住宅および遊休地を有効に活用した住環境の整備とまちなか居住の推進、また、これ

ら住環境政策に公共施設や道路・公園などの都市基盤整備を連動させた総合的な施策を展開することにより、安心して暮らせる利便性の高い

市街地域の形成が求められる。

農業地域は、小麦や豆類、てんさい、ばれいしょを中心とした畑作経営と、これに酪農や肉牛を含めた複合経営が大部分を占めているが、

畑の多くは収量が高い反面、排水性が良くないことから、今後も定期的な土地改良事業に取り組むとともに、後作緑肥やたい肥投入など土づ

くりの推進が必要となっている。

また、農業経営の体質強化のため、農地の面的集積に取り組むとともに、今後、発生する恐れのある耕作放棄地の未然防止に努め、優良農

地の確保を図っていく必要がある。

森林地域はすべて民有林であり、人工林が 43％を占め、その主体はカラマツ人工林となっている。森林は、国土の保全、水源かん養および

快適な生活環境の保全など、公益に資する機能や木材を生産する機能を有していることから、それぞれの森林が持つ多面的機能に配慮しなが

ら、重視すべき機能に応じた森林整備を総合的に行うために、地域の特性や森林資源の現状ならびに自然的・社会的条件を勘案して、森林を

「水土保全林」「森林と人との共生林」「資源の循環利用林」に区分し、望ましい森林の姿へ導くよう努める必要がある。

人口の動態を見ると、国勢調査に基づく行政区域内人口の推移は、昭和 30 年をピークに減少が始まり、近年では、平成 17 年調査では 8,193

人（前回の平成 12 年調査から 517 人の減少）、平成 22 年調査では 7,527 人（前回の平成 17 年調査から 666 人の減少）となっている。昭和 35

年調査（16,731 人）と平成 22 年調査の比較では、9,204 人の減少となり、半世紀で人口が半減している。

年齢階級別人口の推移を見ると、平成 12 年と平成 17 年調査の比較では、15 歳未満の年少人口が 15％減少し、15 歳以上 65 歳未満の生産人



- 2 -

口も 11％減少している。一方で、65 歳以上の高齢者人口は 11％増加し、特に 75 歳以上の人口は 28％と大きく増加している。

本町の平成 15 年から平成 19 年までの合計特殊出生率の平均は 1.34 と、人口を維持するために必要とされる 2.08 を下回っており、人口の

自然増を期待するのは難しい状況にある。

また、世帯数はほぼ変わらずに推移していることから、核家族化の進行がうかがえる。今後は、高齢化率の上昇に伴い、一人暮らし世帯や

高齢者のみの世帯が増加することが予測される。

本町の農業は、昭和 40 年代に約 1,770ha あった水田が今では 99％転作され、地域農業に大きな変化をもたらしている。経営形態は多種に

わたり、水稲、畑作、酪農、肉牛、野菜、花卉等それぞれの組み合わせによる多種多様な複合経営が行われており、近年では、ツクネイモや

ワサビ等新品種導入や、農産物加工等を通じた農業所得の向上の取組みも始まっている。

区分

年次

農用地 農業用施設用地 住宅地 工場用地 森林・原野 その他 計

実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率

現在

(平成26年)

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha %

10,662 28.68 58 0.15 175 0.47 18 0.05 22,553

(450)

60.66 3,713 9.99 37,179 100

目標 10,672 28.70 60 0.16 175 0.47 18 0.05
22,553

(450)
60.66 3,701 9.95 37,179 100

増減 10 2 0 0 0 △ 12 0

（注）（ ）内は混牧林地面積である。

イ 現況農用地についての農用地区域の設定方針

（ア）現況農用地についての農用地区域の設定方針

農業振興地域内にある現況農用地のうち、ａ～ｃに該当する農用地 ha について、区域設定を行う方針である。

ａ．集団的に存在する農用地（10ha 以上の集団的な農用地）

ｂ．土地改良事業又はこれに準ずる事業（防災事業を除く）の施行に係る区域内にある土地

ｃ．上記ａ及びｂ以外の土地で、農業振興地域における地域の特性に即した農業の振興を図るため、その土地の農業上の利用を確保す

る必要がある土地

（イ）土地改良施設等の用に供される土地についての農用地区域の設定方針

本地域内にある土地改良施設用地のうち、（ア）において農用地区域を設定する方針とした現況農用地に介在または隣接するものであっ

て当該農用地と一体的に保全する必要がある土地改良施設用地について、農用地区域を設定する。

（ウ）現況農業用施設用地についての農用地区域の設定方針

本地域内にある現況農業用施設用地のうち、（ア）において農用地区域を設定する方針とした現況農用地に介在または隣接するものであ

って当該農用地と一体的に保全する必要がある農業用施設用地について、農用地区域を設定する。
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（エ）現況森林・原野等についての農用地区域の設定方針

法人経営体による放牧地造成事業の実施の計画があるものを除き当面は具体的な開発計画等が無いことから、現況森林・原野等の区域に

ついては、前記に係る土地を除き、原則農用地区域を設定は行わない。

（２）農業上の土地利用の方向

ア 農用地等利用の方針

本町の農家は、一戸あたりの経営面積が十勝管内平均を大きく下回っていること等から経営形態も多種にわたり、集約的かつ複合的な農業

経営が行われている。

農家戸数はこの１０年間で９３戸減少（農林業センサスに基づく販売農家数 H12-H22）しているが、一方で経営規模の拡大を希望する経営

体も相当する存在することから、地域の意欲ある中核的な担い手への農用地集積を推進していく必要がある。

（ア）池田地区

Ａ－１ 清見・様舞区域

農用地区域内は、山間にあって緩傾斜の高台地になっている。既に区域内農耕適地の大部分は農用地として利用されており、今後１０

年間の山林・原野の農用地開発は想定していない。

Ａ－２ 昭栄区域

農用地区域内は、緩傾斜地が多く小河川が介在し土地利用の障害になっている。既に区域内農耕敵地の大部分は農用地として利用され

ており、今後１０年間の山林・原野の農用地開発は想定していない。

Ａ－３・Ａ－４ 東台・富岡区域

農用地区域内は、道道勇足池田線が横断しており緩傾斜地になっている。既に区域内農耕敵地の大部分は農用地として利用されており、

今後１０年間の山林・原野の農用地開発は想定していない。今後において地籍調査事業の実施が計画されている地域を含むことから、調

査結果を踏まえた現況確認・用途指定を行う必要がある。

（イ）利別地区

Ａ－５ 千代田区域（利別西町及び利別南町の各一部区域を含む）

農用地区域内は、国道 242 号線及び道道帯広浦幌線が横断し、河川の介在もあり土地利用の障害になっている。既に区域の大部分が農

用地として利用されており、今後１０年間の山林・原野の農用地開発は想定していない。

Ａ－６ 川合区域（利別東町及び利別南町の各一部区域を含む）

農用地区域内は、利別川、十勝川に挟まれた帯状の区域で、地形は平坦である。既に区域の大部分が農用地として利用されており、今

後１０年間の山林・原野の農用地開発は想定していない。

Ａ－７ 豊田・青山・信取区域（利別本町及び利別西町の各一部区域を含む）

農用地区域内は利別川流域で、地形は平坦である。既に区域の大部分が農用地として利用されており、今後１０年間の山林・原野の農

用地開発は想定していない。
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（ウ） 高島地区

Ａ－８ 高島・近牛・大森区域

農用地区域内は利別川流域の平坦地と山間地に分かれ、平坦地は利別川に沿って大部分が農用地化されている。既に区域内の大部分は

農用地として利用されており、今後１０年間の山林・原野の農用地開発は想定していない。

Ａ－９ 信取・高島・美加登・常盤区域

農用地区域内は居辺川が介在し土地利用の障害になっている。また、川を挟んで丘陵地になっており、農地全体が傾斜地である。既に

区域内の大部分は農用地として利用されており、今後１０年間の山林・原野の農用地開発は想定していない。

イ 用途区分の構想

（ア）池田地区（Ａ―１～Ａ―４区域）

本地区は利別川を境に東に位置し、十弗川が東西に流れ、山間部に囲まれた起伏の多い所である。山間部周辺については現況、将来と

も林地として利用し、その他は畑として利用する。

（イ）利別地区（Ａ―５～Ａ―７区域）

本地区は利別川を境に西に位置し、国道２４２号線と道々帯広浦幌線が交叉している。十勝川と利別川に挟まれた肥沃な畑作地帯であ

り、将来とも畑として利用する。

（ウ）高島地区（Ａ―８～Ａ―９区域）

本地区は北部に位置し、国道２４２号線が縦断している。利別川流域の沖積性土壌地帯を中心に、一部火山性土壌も含む肥沃な畑作地

帯であり、将来とも畑として利用する。

単位：ha

農地 採草放牧地 混牧林地 農業用施設用地 計 森林・原野等

現況 将来 現況 将来 現況 将来 現況 将来 現況 将来 現況

池田町 8,191.39 8,365 948.03 800 1,522.63 1,500 32.84 35 10,694.90 10,700 1,102

２ 農用地利用計画

別記のとおりとする。

第２ 農業生産基盤の整備開発計画

１ 土地基盤の整備及び開発方向

本地域は、十勝川及び利別川が乱流蛇行したため各地に沼を形成し、その周囲に湿害が発生している。今後の土地基盤整備については道営、

団体営事業を活用し、明・暗渠排水整備を行う。

農用地開発については、一部畑適地の山林原野を開墾し、規模拡大を行うと同時に、土地改良整備事業を活用し、基盤整備を行う。
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ア 池田地区

本地区は、旧水田地帯で排水不良地帯が多いことから、湿地帯解消のため、明・暗渠排水整備、心土破砕を積極的に実施すると共に、内水

排除の施設整備を計画的に進める。

イ 利別地区

本地区は、旧水田地帯で排水不良地帯が多いことから、湿地帯解消のため、明・暗渠排水整備、心土破砕を積極的に実施すると共に、内水

排除の施設整備を計画的に進める。

ウ 高島地区

本地区は、利別川の河床が高く排水不良地帯が多いことから、湿地帯解消のため、明・暗渠排水整備、心土破砕を積極的に実施すると共に、

内水排除の施設整備を計画的に進める。

２ 土地基盤整備開発計画

事業種類 事業の概要
受益の範囲

対図番号 事業年度 備考
受益地区 受益面積

道営畑地帯総合整備事業 暗渠排水 A=259.8ha

区画整理 A= 18.0ha

土層改良 A= 18.0ha

農  道 2 条 L=1,737m

明渠排水 1 条 l=1,078m

A-7

A-8

A-9

415.8ha １ H13～H17

暗渠排水 A=259.8ha

土層改良 A=352.1ha

A-6 354.2ha ２ H14～H17

暗渠排水 A=175.4ha

土層改良 A=180.6ha

A-2

A-3

196.6ha ３ H18～H22
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事業種類 事業の概要
受益の範囲

対図番号 事業年度 備考
受益地区 受益面積

道営農地整備事業 暗渠排水 A=217.8ha

区画整理 A= 75.6ha

農  道 5 条 L=3,373m

排 水 路 1 条 L=722m

A-8 347.1ha ４ H24～H32

暗渠排水 A=170.4ha

区画整理 A= 36.5ha

土層改良 A= 38.2ha

A-9 234.6ha ５ H25～H30

暗渠排水 A=300.0ha

土層改良 A=300.0ha

排水施設 A=1 式

A-3 300.0ha ６ H27～H32

道営草地整備事業 草地整備 A=513.0ha A-1～A-9 981.5ha ７ H11～H16

団体営草地畜産基盤整備事業 草地造成改良   A=  1.0ha

草地整備改良   A=209.2ha

用排水施設整備 A= 26.5ha

隔障物整備   1 箇所

家畜保護施設  1 棟

A-1～A-9 210.2ha ８ H20～H23

道営草地畜産基盤整備事業 草地整備改良 A=248.3ha

用排水施設整備、隔障物整備

A-3

A-4

1,359.4ha ９ H23～H28

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

池田町森林整備計画の改訂に際して、適正な計画協議を行いながら、林業振興を図ると共に、農地の最大限の利用を図る。

４ 他事業との関連

各種土地基盤整備事業、農業構造改善事業、道営草地整備事業等の導入により、基盤整備は整いつつある。また、道営営農用水畑地帯総合土

地改良事業の導入は、農業経営に大きな効果をもたらしている。

引き続き各種事業による農地の整備、用排水整備、農道整備を推進し、農業経営の向上を図る。

第３ 農用地等の保全計画

１ 農用地等の保全の方向

農林業センサスに基づく農家戸数（販売農家数）の推移は、平成 12 年調査の 376 戸に対し、平成 17 年調査では 327 戸、平成 22 年調査では
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283 戸と、この 10 年間で約４分の１が減少している。一方、平均耕地面積は 26.94ha（平成 22 年農林業センサス、経営耕地総面積/経営耕地の

ある経営体数）と十勝総合振興局管内の平均 38.31ha（同）を大きく下回っており、池田町農業・農村対策意向調査（平成 23 年実施）結果では

規模拡大意向を持つ経営体が約 45％あることからも、経営体質強化に向けた担い手への農地の集積化のさらなる推進が求められている。

また、近年の異常気象による災害に対応するべく、排水機能を中心とした土地基盤整備の重要性が増しているが、集落の機能低下により、農

地・農業用水などの資源を良好な状態で保全することが難しくなってきている。安定した農業生産を確保するためには、施設の増強など異常気

象に対応できる基盤整備を進める必要がある。

さらに、化学肥料・化学農薬による環境負荷を低減させるための環境保全型農業、エコファーマーなどの減農薬・減化学肥料、たい肥利活用

等に対する取組みや、農業景観・環境保全維持活動についても、より一層の積極的な取組みが必要となっている。

２ 農用地等保全整備計画

事業種類 事業の概要
受益の範囲

対図番号 事業年度 備考
受益地区 受益面積

直轄明渠排水 排水路 1 条 L=2.2km

排水機場 1 箇所

A-2 631ha １ H13～H17

直轄明渠排水 排水路 5 条 L=4.0km

排水機場 3 箇所

A-8

A-9

1,014ha ２ H21～H27

国営造成土地改良施設整備 排水路 1 条 L=1.7km

排水機場 1 箇所

A-5

A-6

1,257ha ３ H23～H30

３ 農用地等の保全のための活動

本町農業の地域特性、即ち、複合経営を中心とした多様な農業生産の展開、規模拡大に伴う労働力不足の改善と農用地の分散錯圃状態の解消

の必要性を十分踏まえて、農業経営基盤強化促進事業に積極的に取り組むとともに、地域水田農業ビジョンの実現に向けた積極的な取組みによ

って、転作を通じて地域に望ましい経営の育成を図るとともに、地域の土地利用の見通しを通じて農用地の集積、連坦化による効率的作業単位

の形成等、望ましい経営の営農展開に資するように努める。

また、道営畑地帯総合整備事業をはじめとした各種土地基盤整備事業の推進により、明暗渠施設等の改良、土層改良、圃場の区画整理と大規

模化、農道整備等、地域の特性に即した土地基盤の整備を進め、効率的かつ安定的な農業経営をめざす者が安定的な農業生産を展開していくう

えでの条件整備を図る。

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

森林は、国土の保全や水資源のかん養、自然環境の保全等公益的な機能を有しており、農用地の流出・崩壊を防止する等農用地の保全と密接

な関係があるため、今後も相互に調整を図りながら適切な土地利用を推進していくことに努める。



- 8 -

第４ 農業経営の規模拡大及び農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用の促進計画

１ 農業経営の規模拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

（１）中核的農家の農業経営の目標

農業経営については、生産コストの低減と農業所得の安定的な拡大を図ることを基本に、適切な栽培管理や飼育管理の徹底、先進技術の導入、

経営管理能力の向上、輪作体系確立による地力の増進等を推進する。

営農類型 目標規模 作目構成 経営体数 流動化目標

個別経営 畑作野菜Ⅰ 6.5ha 小麦 2ha、小豆 1ha、菜豆 0.5ha、てんさい 1ha、ながいも 1.5ha、かぼちゃ 0.5ha

240 効率的かつ安定的

な農業経営を営む

者に対する農用地

の利用の集積に関

する目標

本町農用地面積の

９５％程度

畑作野菜Ⅱ 18.0ha 小麦 4.5ha、小豆 2ha、菜豆 2ha、ばれいしょ 2ha、てんさい 4.5ha、ながいも 1.5ha、スイートコーン

1.5ha

畑作野菜Ⅲ 30.0ha 小麦 9ha、小豆 4ha、菜豆 3ha、ばれいしょ 3ha、てんさい 6.5ha、ながいも 1ha、かぼちゃ 1ha、スイー

トコーン 2.5ha

畑作Ⅰ 12.0ha 小麦 4ha、大豆 1ha、小豆 2ha、菜豆 1ha、てんさい 4ha

畑作Ⅱ 20.0ha 小麦 6ha、大豆 1ha、小豆 2ha、菜豆 2ha、ばれいしょ 4ha、てんさい 5ha

畑作Ⅲ 40.0ha 小麦 12ha、大豆 2ha、小豆 4ha、菜豆 4ha、ばれいしょ 8ha、てんさい 8ha、休閑緑肥 2ha

畑作肉牛(黒)Ⅰ 15.0ha 小麦 2.5ha、小豆 1ha、菜豆 1.5ha、てんさい 1.5ha、かぼちゃ 1ha、牧草 7.5ha、繁殖雌牛 15 頭、素牛

（去勢）7 頭、素牛（雌）8 頭

畑作肉牛(黒)Ⅱ 30.0ha 小麦 6ha、小豆 3ha、ばれいしょ 3ha、てんさい 4.5ha、スイートコーン 1.5ha、牧草 12ha、繁殖雌牛 25

頭、素牛（去勢）12 頭、素牛（雌）14 頭

畑作肉牛(褐) 28.0ha 小麦 6ha、小豆 1.5ha、菜豆 2.5ha、てんさい 4ha、牧草 14ha、繁殖雌牛 35 頭、素牛 31 頭、肥育 27 頭

酪農畑作 35.0ha 小麦 4ha、てんさい 2ha、デントコーン 6ha、牧草 15ha、経産牛 30 頭、育成牛 19 頭

酪農 25.0ha デントコーン 9ha、牧草 21ha、経産牛 45 頭、育成牛 28 頭

計

（２）農用地等農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向

農用地を効率的に利用するため、今後も事業等を活用して土地の流動化を図っていく。

２ 農業経営の規模の拡大及び農用地等の効率的かつ総合的な利用の促進を図るための方策

農業経営の規模拡大のため、地区内での農地の流動化を促進する。さらに地域の実情に応じた権利移動、賃貸借を進めていく。

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

用材を豆用パレットに、チップを暗渠排水資材に、おがくず・バーク等を堆肥にする等によって、地域の基幹産業である農業と林業の振興を

図る。
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第５ 農業近代化施設の整備計画

１ 農業近代化施設の整備の方向

本町の主要作目である小麦・豆類・てんさい・馬鈴薯・野菜を振興するため、必要に応じた施設を整備し、機械を導入する。

ア 小麦

地区農業の輪作体系の基幹作物として位置づけられ、作付面積の３割以上を占めている。新品種きたほなみに対応した乾燥調整施設が整備

されているが、今後の単収増加に向けた施設整備を行っていく。また、共同利用コンバインの購入を進めていく。

イ 豆類

地区農業の基幹作物で、適正な輪作を維持する上で重要な作物である。収穫乾燥作業などの省力化を図るため、機械施設の効率的利用を促

進し、品質の向上と流通の合理化を図る。

ウ てんさい

地区農業の基幹作物で、適正な輪作を維持する上で重要な作物である。生産コストの低減を図るため、直播に対応した機械の導入を検討す

る。

エ 馬鈴薯

輪作体系を維持する上でも重要な作物である。作付面積の８割が生食用であるが、輸入冷凍品との競合が見られることから、地域の特性を

活かし、消費者ニーズにあった供給が求められている。このため用途別ハーベスターの導入、貯蔵施設整備等により、規格内製品の歩留まり

と品質の向上を図る

オ 野菜

作業の機械化が可能な根物を中心に、栽培農家の集団化を図るとともに、消費者ニーズに応じた品種選定と計画的集出荷体制の整備を図る。

２ 農業近代化施設整備計画

施設の種類 位置及び規模
受益の範囲

利用組織 事業年度 対図番号 備考
受益地区 受益面積 受益戸数

小麦乾燥調製施設 １棟 A-8～A-9 723ha 82 戸 十勝高島農協 H17 １

小麦・豆類乾燥調整施設 １棟 A-1～A-7 2,600ha 177 戸 十勝池田町農協 H21 ２

穀類乾燥貯留施設 １棟 A-8～A-9 778ha 75 戸 十勝高島農協 H23 ３

３ 森林の整備、その他林業の振興との関連

農業用施設の低コスト化を図るため、カラマツの間伐材を用いた乾燥舎、畜舎、農機具保管庫等の整備を推進する。

第６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画

１ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向
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農業従事者の高齢化が進行する中、本町の農業の持続的な展開を図るためには、認定農業者や農業生産法人等の育成・確保を図るとと

もに、農業後継者の増加施策を行っていく必要がある。

今後確保すべき新規就農者の目標については、農地の遊休化を未然に防止する観点から平成２７年までに３戸（農業生産法人を含む。）

の確保を目指す。

このため、認定農業者の育成や農業外からの新規就農による担い手の育成・確保を図るための農家住宅等の計画的な整備に努める。

２ 農業就業者育成・確保施設整備計画

施設の種類 施設の内容 位置及び規模 施設の対象者 対図番号 備考

農家住宅 農家住宅 池田地区 農業後継者 ２２戸

新規就農者  ２戸

利別地区 農業後継者 １７戸

新規就農者  ２戸

字川合23番地4、351㎡ 農業後継者  １戸 ①

字川合340番地2の内、851㎡ 農業後継者  １戸 ⑤

字千代田34番地1の内、909㎡ 農業後継者  １戸 ⑥

字青山322番地3の内・同312番地3、784㎡ 農業後継者  １戸 ③

高島地区 農業後継者 ２１戸

新規就農者  ２戸

字常盤199番地5・同199番地9、計800㎡ 農業後継者  １戸 ②

字信取71番地11、899㎡ 農業後継者  １戸 ④

３ 農業を担うべき者のための支援の活動

認定農業者や農業生産法人等の育成・確保、認定農業者や農業生産法人等への農地の利用集積を図るほか、地域や経営の実情に応じた

新たな作目の導入の検討、農業者の創意工夫を活かした六次産業化の取組を支援する。

また、新規就農者の確保を図るため、就農や経営向上のために必要な情報提供体制を整備するとともに、農業の技術・知識の習得への

支援、就農準備等に必要な資金手当の支援に努める。

第７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画

１ 農業従事者の安定的な就業の促進の目標

本町では、農業従事者の高齢化と、農業後継者やその配偶者の確保が深刻な問題となっている。町では地域の中心なる経営体を育てるために、

各種研修会の開催等、若者や女性が農業を魅力ある職業として選択し、意欲を持って取り組めるような対策を講じることとする。また、活力あ

る農村を築くため、他産業並の所得を上げることを目標とする。
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２ 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策

農閑期及び機械化による余剰労働力については、現在製造業、建設業に流出している実態にあることから、関係機関と連携を取り、これらの

労働力に対する安定的な就業の場を確保できるような施策を実施する。

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

林業施業計画に基づき森林を整備しており、伐採及び除伐作業等を一部農業者が担っている。カラマツ材の有効利用が進展した際の、製造過

程における農業者の雇用機会の増加について、情報の収集に努める。

第８ 生活環境施設の整備計画

１ 生活環境施設の整備の目標

農村生活環境の向上のため、町民センター、コミュニテイセンター、集落会館、老人クラブ会館等を中心に各種活動が行われている。今後、

さらに生活環境を向上させるため、各地区の集会施設の整備を図る。

２ 生活環境施設の整備計画

施設の種類 位置及び規模 対図番号 備考

集落会館 池田町字大森   145 ㎡

池田町字信取

池田町字常盤

1

2

3

文化施設、図書館 池田町市街地 4

３ 森林整備のその他林業の振興との関連

森林は、水源かん養機能としてだけでなく、地域で生活する人々に安らぎを与えていることから、生活環境向上のために保全及び整備を図っ

ていく。

４ その他の施設の整備に係る事業との関連

基幹的集会施設においては、ゲートボール場やパークゴルフ場を設置し、ゆとりある農村生活の拠点となり得る施設を設置していく。


