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１ 農業振興基本計画（案）について

１

≪今後のスケジュール≫

H30.11.26   第３回農業・農村活性化懇談会
H30.12         市議会への計画（案）の説明

H31.1-2       パブリックコメント

H31.3           計画決定

H31.4           第３次計画スタート



１．本市農業の情勢と課題

２

農業を取り巻く情勢
１）国際情勢
・貿易自由化の潮流
国際経済連携による農産物の輸入拡大など
・食料需給の動向
新興国の経済成長等に伴う世界の食料・飼料・エネルギーの需要拡大
・地球温暖化
２）国内情勢
・人口減少
国内食市場の縮小など
・食の多様化
ライフスタイルの変化（加工食品、惣菜、少量サイズの商品ニーズ）など
・国の施策動向
農業の成長産業化、米の生産調整の見直しなど

佐賀市農業の強み・弱み
１）強み（特色）
・生産者と消費者の近さ
生産（者）と消費（者）の近接性、大消費地である福岡市と隣接
・整備された生産基盤
平坦部での生産基盤の整備、農地利用（水田フル活用）の高さ
・担い手への農地集積率の高さ
（H29） 佐賀市:79.1% ⇔全国平均:55.2%

・平坦部、山間部での多様な生産
標高差500m以上の生産条件を活かした多品目・多様な生産活動

２）弱み（課題）
・農業従事者の高齢化・減少
農業従者者の高齢化・減少とともに、後継者不足による担い手不足
・農業産出額の減少
野菜・果樹・花き等の生産縮小に伴う佐賀市農業の地位低下
・耕作放棄地の拡大懸念
農業の弱体化に伴う耕作放棄地の拡大・多面的機能の低下
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２．次期計画の方向性

第２次計画

①“相互理解”の視点 ～「農」に対する理解の促進～
・消費者がもとめる物の生産（マーケットイン）
・農業・農村の多面的機能の発揮と理解
・農業者（生産者）と市民（消費者）の相互理解

②“人育て”の視点 ～「農」に関わる多様な人材の育成～
・集落営農組織と認定農業者の育成・強化
・経営感覚に優れた若い人材の育成
・多様な担い手による農業振興・農地保全
・高齢者や女性農業者の活躍

③“個性発揮”と“連携”の視点 ～地域の特性に応じた施策
の展開～
・平坦地、中山間地それぞれの特性活用
・ＪＡの機構改革など体制見直し

④“共存”の視点 ～環境を守り育てる施策の展開～
・環境保全と資源循環による環境負荷の少ない農業

⑤“地域づくり”の視点～農業を通じた地域の自立の促進～
・住民主体の地域づくりと協働の推進

⑥“世界情勢”の視点 ～世界の農業との協調～
・国際社会の関わりの中での地域農業の持続的発展
・環境保全、地域内資源循環をキーワードとした地域農業、
地域経済の活性化

第３次計画

①”生産力向上”の視点～稼げる農業の確立～
・消費者がもとめる物の生産（マーケットイン）
・平坦地、中山間地それぞれの特性活用
・産地形成
・効率化、大規模化

②”販売力向上”の視点 ～ブランド力の向上と販路拡大～
・付加価値を高める農産加工、６次産業化
・販路の拡大（輸出を含む）
・マーケティング力の強化

③“人育て”の視点 ～「農」に関わる多様な人材の育成～
・集落営農組織・法人組織と認定農業者の育成・強化
・経営感覚に優れた若い人材の育成
・担い手の多様化
（高齢者、女性、障がい者、外国人、一般企業参入など）

④“共生”の視点 ～人と環境にやさしい施策の展開～
・生産と消費の場の近接性の活用（ファームマイレージ、
食育など）
・環境保全と資源循環による環境負荷の少ない農業

⑤“地域づくり”の視点～農業を通じた地域の振興～
・住民主体の地域づくりと協働の推進
・ファンづくり
・農業者の就業機会の確保など農業と他産業との調和

⑥“世界情勢”の視点 ～世界の農業との協調～
・国際社会の関わりの中での地域農業の持続的発展
・地域内循環をキーワードとした地域農業、地域経済の活
性化 ３



３．次期計画の将来像

４

○我が国の食料自給率が低迷する中で、本市は常に高い自給率を維持し、国内の食料供給基地となっています。

しかし、担い手の減少や高齢化に加え、農産物の消費の減少に伴う価格の低迷など、農業を取り巻く情勢は厳し

さを増しています。

○一方で、消費者の食への安全・安心志向はより強まっており、消費者が求める安全な食料の安定供給のため、

農業の活力維持が重要性を増しています。

○また、農地の荒廃を防ぎ、維持管理していかなければ、農業生産力の低下を招くだけでなく、農地の持つ多面的

な機能が損なわれ、水害等により市民生活へ大きな影響が及ぶことも懸念されます。

○このような中、将来にわたって農業・農山村を維持・発展させていくためには、農業を産業政策として一層強化して

所得向上を図るとともに、多様な担い手がやりがいを持って経営に取り組める環境づくりが必要です。

○本市は、土地利用型農業の経営体が中心ですが、今後は、園芸作物等との複合経営を推進し、持続性・発展性の

ある農業を構築していくことが重要です。

○また、今後の人口減少の進展を踏まえると、農業後継者の確保・育成と併せて、生産者と消費者の相互理解に基

づく都市と農村の交流や共生を促進することも重要となります。

○そこで、これらのことを踏まえ、佐賀市農業の将来像を次のとおり設定します。

現在の将来像：『市民（生産者と消費者）の理解と信頼に基づく豊かな佐賀市農業の創造』

案①
「活力にあふれる農業・農山村の実現」
～食や環境と調和した豊かな佐賀市農業～

案② 人を結び未来に向かう 佐賀市の“農”

案③ 市民みんなで育む さがん農業



４．次期計画の基本目標

５

・佐賀市の強みを活かした高品質、高付加価値な売れる農産物の生産・販売の取組を推進します。
・生産効率を高めるとともに、農産物の有利販売を進めるため、大規模化や産地化を図ります。
・効率化・高付加価値化を図るため、ＩＴ技術の導入を促進します。
・地域資源を活かした生産・加工・販売などの６次産業化・農商工連携を推進します。
・佐賀市農産物のブランド化・販路拡大を推進します。

基本目標１：稼げる農業の確立

基本目標２：担い手の育成と確保

・稼げる農業の確立とともに、農業後継者の確保・育成を図り、持続性のある地
域農業につなげていきます。
・農業の多様な担い手の育成を推進します。

基本目標４：生産者と消費者の相互理解の促進

・農産物直売所や一般の小売店、飲食店等を通じた市内流通が盛んになるよう地域内での消費や利用の拡大を推進します。
・農業者と消費者の幅広い交流や地産地消、食農教育の推進などにより、食の重要性や農産物の生産・流通だけでなく、
生産の苦労や農村環境の保全の重要性・ライフスタイルなど「食」と「農」について、相互の理解を図ります。
・安全・安心で、人にも環境にもやさしい農業を推進し、農業を通じて地域環境の保全を図ります。

基本目標５：農山村の振興

・農山村地域の集落機能の維持・増進を図りつつ、農業を通じた地域の振興を図ります。
・農山村の多彩な地域資源を活かして、都市との交流を活発化させることにより、地域活力の向上を図り、魅力ある農山村づく
りを推進します。
・農村環境の整備・充実による快適環境の向上を図ります。

基本目標３：生産基盤づくり

・農業生産基盤の確保を図るとともに、荒廃農地の発生を抑制します。
・農地が持つ多面的機能の維持・発揮を図ります。

①稼げる
農業

②担い手
育成・確保

③生産
基盤づくり

④生産者と消費者
の相互理解

⑤農山村
振興

持続可能
な農業

＜展開イメージ＞



５．施策体系

６

農業を取り巻く情勢 基本目標 施策 項目

１）国際情勢 1 稼げる農業の確立 1-1 佐賀市の強みを活かした農畜産物の生産 1-1-1 水田農業の振興

・貿易自由化の潮流 ・経営力向上 1-1-2 水田フル活用の推進

・食料需給の動向 ・マーケットイン 1-1-3 野菜生産の振興

２）国内情勢 ・生産振興 1-1-4 果樹生産の振興

・人口減少による市場の縮小 ・産地化 1-1-5 花き生産の振興

・食の多様化 ・効率化・大規模化 1-1-6 畜産の振興

３）国等の施策動向 ・高付加価値化 1-2 スマート農業の推進 1-2-1 スマート農業の推進

・制度改正 ・ブランド化 1-3 付加価値を高める農産加工の振興 1-3-1 農業の6次産業化・農商工連携の推進

・補助事業・交付金の見直し 1-4 ブランド化と販路拡大 1-4-1 ブランドの育成

1-4-2 販路拡大とブランドイメージ向上

2 担い手の育成と確保 2-1 担い手の育成 2-1-1 集落営農組織・法人組織の育成

・人づくり 2-1-2 認定農業者の育成

・組織づくり 2-2 次世代の担い手の確保 2-2-1 新規就農者の確保・育成

2-2-2 多様な担い手の確保・育成

3 生産基盤づくり 3-1 生産基盤の確保 3-1-1 優良農地確保のための計画的な土地利用の推進

・生産基盤 3-1-2 農業生産基盤の整備と保全

・荒廃農地対策 3-1-3 有害鳥獣等被害防止対策の強化

3-1-4 多様な農業生産活動等を通じた多面的機能の発揮

4 生産者と消費者の相互
理解の促進

4-1 地産地消の推進 4-1-1 地産地消の推進

佐賀市農業の強み・弱み 4-1-2 生産者と消費者の「食と農」の相互理解の推進

１）強み（特色） ・地域経済循環 4-2 生きがい型農業の促進 4-2-1 市民農園の推進

・生産者と消費者の近さ ・ファンづくり 4-2-2 都市住民への農業知識と技術の提供

・整備された生産基盤 ・食育 4-3 人と環境にやさしい農業の推進 4-3-1 環境にやさしい農業の推進

・担い手への農地集積率の高さ ・環境 4-3-2 安全・安心の取組の推進

・平坦部、山間部での多様な生産 5 農山村の振興 5-1 活力にあふれた農山村の形成 5-1-1 地域住民が主体となった農山村の振興

２）弱み ・地域づくり 5-1-2 地域の特性を活かした中山間地域の活性化

・農業従事者の高齢化・減少 ・中山間地域の活性化 5-1-3 グリーンツーリズムの推進

・農業産出額の減少（特に野菜） 5-2 快適で住みよい農山村づくり 5-2-1 快適な生活環境の整備

・耕作放棄地の拡大懸念 ※別途、地域別振興方向（中山間地、平坦部）あり

①稼げる

農業
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確保

④生産者と消費者

の相互理解

⑤農山村
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③生産基盤

づくり



６．施策のポイント

第２次計画

①食と農と環境が調和した豊かな市民生活の創造

・地産地消の推進
・環境保全型農業の推進
・農業者（生産者）と市民（消費者）の相互理解の
促進

②多彩で力強い農業経営による農業の振興

・高付加価値な売れる農産物の生産
・６次産業化・農商工連携
・ブランド化・販路拡大
・担い手・後継者の育成、確保
・生産基盤の確保
・計画的な土地利用
・多面的機能及び農村環境の整備・充実

③快適で活力ある農山村の実現

・都市との交流、中山間地域の活性化
・グリーンツーリズムの推進

第３次計画

①稼げる農業の確立
・高付加価値な売れる農産物の生産
・スマート農業の推進
・６次産業化・農商工連携
・ブランド化・販路拡大

②担い手の育成と確保
・担い手の育成
・新規就農者の育成、確保

③生産基盤づくり
・計画的な土地利用（⇔農業振興地域整備計画）
・生産基盤の確保
・多面的機能の発揮

④生産者と消費者の相互理解の促進
・地産地消の推進
・生産者と消費者の相互理解の促進
・環境保全型農業やＧＡＰの推進

⑤農山村の振興
・住民主体の地域づくりと協働の推進
・都市との交流、中山間地域の活性化
・グリーンツーリズムの推進 ７

現計画に基づき地産地消や６次産業化については一定の仕組みが出来たため、今後は課題に対
し施策の重点化を図るとともに、新たな施策をバランスよく展開していく。



２ 農業振興地域整備計画（案）について

８

≪今後のスケジュール≫

H30.11.26    第３回農業・農村活性化懇談会

H31.12～ 法定手続き（関係者からの意見聴取）

H31.5頃 計画決定、次期計画スタート



概要

◎ポイント

・農業基盤については、土地改良事業が概ね完了し、維持管理が重要となっていること

・農業近代化施設（カントリーエレベータ、集出荷貯蔵施設など）の再編整備を進めること

・農業者の就業機会の確保に向けて、新工業団地整備など、農業と商工業との調和を図ること

○農業振興地域整備計画（概ね10ヶ年）

・現計画：平成21年度～平成30年度 次期計画：2019年度～2028年度

・計画趣旨：農業上の土地の用途区分を定める農用地利用計画と、地域の農業振興方策を明らかに

した各種計画で構成。農業生産の基礎となる優良農地を明確化して確保・保全する。

・構成：

①農用地利用計画

②農業生産基盤の整備開発計画

③農用地等の保全計画

④農業経営の規模の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

⑤農業近代化施設の整備計画

⑥農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画

⑦農業従事者の安定的な就業の促進計画

⑧生活環境施設の整備計画

９


