
　第２次佐賀市農業振興基本計画の指標及び数値目標

目標達成率 第３次計画 活動実績

H24（基準） H25実績 H26実績 H27実績 H28実績 H29実績 H30実績 H30（目標）
H30実績
/H30目標

継続有無 H30活動概要 内部評価 懇談会意見

市産農産物の流通数
（うまさがシール発行
枚数）

個/年 1,585,000 1,771,000 1,324,400 1,316,000 1,104,000 1,331,000 1,086,000 2,000,000 54.3% ×

地産地消の取組として、市産農産物にうま
さがシールを貼り、10点を集めて応募いた
だくファーム・マイレージ運動プレゼントキャ
ンペーンを実施している。ファーム・マイレー
ジ運動協力店各店にはシールの在庫があ
り、今年度は流通数が伸び悩んだ。

【未達成】
平成25年度を最高値として減少傾向にあり、目標
達成できなかった。
令和元年度は10周年記念キャンペーンを実施して
おり、結果を分析し、ファーム・マイレージ運動の
やり方改善を検討する。

ファーム・マイレージ
運動協力店

店 28 32 33 35 37 37 38 40 95.0% 〇
市内店舗等に協力を呼びかけ、1店舗増に
つながった。

【未達成】
目標を達成できなかったが、インショップ等を中心
に市内には候補の店舗が複数あり、引き続き協力
を呼びかけ、増加につなげていきたい。

ファーム・マイレージ
運動登録農家

戸 － － － － － － ― 20 ― ×

以前の会議で、登録農家制度については
導入を行わないことを説明。ファーム・マイ
レージ運動協力店に出荷されている生産者
の市内納入店舗情報を調査し、協力店へ
の加盟を働きかけていく方向性で進めてい
る。

-

ファーム・マイレージ
キャンペーン応募口
数

口 5,356 4,846 5,140 4,453 3,657 3,134 2,924 6,000 48.7% 〇

ファーム・マイレージ運動協力店での地産
地消フェアやＰＲイベント、バルーンフェスタ
など来場者の多いイベントにおいて、ファー
ム・マイレージ運動のＰＲを行った。

【未達成】
平成25年度を最高値として減少傾向にあり、目標
達成できなかった。
令和元年度は10周年記念キャンペーンを実施す
る。結果を分析し、ファーム・マイレージ運動のや
り方改善を検討する。

農業体験への参加者
数（幼児～小学生）

人/年 9,502 8,983 9,220 9,324 10,955 9,028 12,206 10,000 122.1% 〇

小学校ではＪＡ青年部の協力を得て、田植
え、稲刈りの米づくり体験やじゃがいも、トマ
ト、玉ねぎなど野菜の栽培、大豆の栽培か
ら販売までを行う大豆100粒運動にも取り組
まれている。
幼稚園、保育園、認定こども園では、じゃが
いもなどの収穫体験の取組が中心となって
いる。

【達成】
各小学校、幼稚園、保育園、認定こども園等では
地域の協力を得ながら、積極的に農業の取組が
なされており、目標を達成することができた。
今後とも生産者と消費者の「食と農」の相互理解と
交流を図る取組として実施していく。

エコファーマー認定件
数

件 965 1,081 1,177 1,309 1,337 1,392 1,432 1,200 119.3% ×

認定の取得が県単園芸補助事業の要件と
なるため、補助事業のH31年度要望受付
時、ヒアリング時、H30年度事業計画提出時
に説明を行った。

【達成】

特別栽培認定件数

※H25からカウント方法
が変更（集落営農組
織：（例）個人数200⇒1
組織）となったため、括
弧書きで表記。

件 338 (167)  329(173)  310(181)  303(91)  306（80） 291（73） 390 74.6% ×

認定の取得が県単園芸補助事業の要件と
なるため、補助事業のH31年度要望受付
時、ヒアリング時、H30年度事業計画提出時
にそれぞれ説明を行った。

【未達成】
・高齢で特別栽培の要件を満たすことが困難に
・病害虫の大量発生で防除を徹底するため減少
・県単園芸の要件がエコファーマー・特別栽培どち
らでもよいため、毎年更新が必要な特栽を敬遠
・環境直払いの制度が平成２７年度から個人単位
で申請できなくなったことによる影響
などの理由で減少傾向が続き、目標が達成できな
かった。

（参考）特別栽培作付
面積

ha － － 398.4 406.3 365.2 391.0 434.7 － ―

有機JAS認定件数 件 7 7 7 8 6 6 5 20 25.0% 〇
毎年認定を受けるための申請費用に補助
を行った。

【未達成】
有機農業に取り組む農家数が減少傾向にあり目
標達成できなかった。
有機ＪＡＳを認証取得するためには、3年間の無農
薬、化学合成肥料の無使用が条件であるため、
申請に至るまでにはある程度の時間を要するが、
新たに取組意欲のある農家からも相談が寄せら
れており、今後とも推進していく。

最終評価

施　策 指　標 単 位

第２次計画の目標値
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最終評価

施　策 指　標 単 位

第２次計画の目標値

すき込みなどを行っ
たわらの有効活用の
割合

％ 89 90 90 91 92 93 93 100 93.0% 〇
JAと連携してチラシの配布や啓発等によ
り、わらのすき込みを促進した。

【未達成】
達成はできなかったが、野焼きに法的な規制がな
い中で、県・ＪＡ・市が連携し高い水準を維持でき
ている。
引き続き、啓発に努めたい。

市民農園利用者数 人 340 318 318 281 269 265 220 500 44.0%
〇

（利用率へ
変更）

利用者数は微減傾向にあり目標達成でき
なかった。
市民農園を利用したいという市民へ紹介を
行った。市ホームページで市民農園の空き
区画の状況を紹介しているが、市民からの
相談のほとんどがホームページを見てのこ
とから、掲載の効果は大きい。
新たに市民農園の開設を検討している農家
もあり、引き続き相談を受けていく。

【未達成】
市民農園等が減少傾向し、また空き区画数も少な
かった（63区画）ことから、目標値の500人は達成
できなかった。
消費者である市民等が農業に触れる機会をつく
り、農業への理解等を深めてもらうため、今後とも
市民農園は重要であり、利用拡大につなげていき
たい。

都市住民の農業研修
修了者数（延べ数）

人 84 102 110 122 127 134 141 180 78.3% 〇
年間を通して有機農業に関する農業研修
や体験学校を実施した。
農業研修修了者数７名/１６名

【未達成】
農薬や化学肥料を使わない、人と環境にやさしい
農作物栽培である有機農業への理解を図るた
め、今後とも推進していく。

土地利用率（表作・裏
作）

％ 165.8 165.6 164.2 164.2 164.2 164.6 160.7 168 95.7% 〇

経営所得安定対策や産地交付金により、
大豆・麦・野菜等の全体の生産振興を行っ
た。また、主食用米の需要に応じた供給を
行うための「生産のめやす」に基づき、行政
と農業団体が一体となって、水稲と転作作
物の作付計画や作付推進を行った。

【未達成】
米は需要が減少し、大豆・麦は収量が不安定と
なっている。また、農家の高齢化や担い手不足に
より、目標を達成できなかったものの、高い水準を
維持している。

土地利用率（表作）
米・大豆・出荷農産物
等

％ 94.6 95.2 94.3 93.7 93.5 95.8 93.7 96.8 96.8% × 同上 同上

土地利用率（裏作）
麦・出荷農産物等

％ 71.2 70.4 69.9 70.5 70.7 68.7 67 71.2 94.1% × 同上 同上

農業経営体が新たな
農産物の生産にチャ
レンジした件数

件 12 13 15 15 17 13 11 24 45.8% 〇

収益性のある新たな特産物の生産振興を
図るため、試験栽培に対する助成を行っ
た。
ＪＡ5支所で、あーさいやホワイトアスパラガ
スなど11品目に取り組んだ。

【未達成】
予算にも限度があり目標達成できなかった。
事業主体からは、生産者への新規作物導入推進
に当たって初期投資の軽減につながり提案材料と
なりやすい等評価が高い。
令和元年度は、20品目の要望が上がっている。
県事業など移行できる事業があれば検討を行い
ながら、予算の範囲内で継続していく。

主要野菜の生産面積

※イモ類を除く
※カッコ書きはイモ含
む

ha
335

（450）
325 333 300 291 295 280

353
（475）

79.3% 〇
さが園芸農業者育成対策事業で園芸用ハ
ウス（12件：23,242.8㎡）、農業用機械（12
件：17台）等の整備に対し支援を行った。

【未達成】
農業従事者の高齢化、後継者不足等による減少
により、手間や労力が大きい品目の生産面積が
減少していると思われる。

水田農業の振
興

生きがい型農業
の促進
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目標達成率 第３次計画 活動実績

H24（基準） H25実績 H26実績 H27実績 H28実績 H29実績 H30実績 H30（目標）
H30実績
/H30目標

継続有無 H30活動概要 内部評価 懇談会意見

最終評価

施　策 指　標 単 位

第２次計画の目標値

主要果樹の生産面積 ha 200 148 139 139 131 130 139 200 69.5% 〇
さが園芸農業者育成対策事業で園芸用ハ
ウス（3件：6,911㎡）、農業用機械（2件：2
台）等の整備に対し支援を行った。

同上

主要花きの生産面積 ha 33 41 34 32 28 30 21 33 63.6% 〇

・強い農業づくり交付金を活用し、園芸用ハ
ウスの整備に対して支援を行った。（1件：
1,162.5㎡）
・さが園芸農業者育成対策事業で園芸用ハ
ウス（1件：1,491㎡）の整備に対し支援を
行った。

同上

主要畜産保有頭（羽）
数

頭（羽） 361,600 361,500 362,200 362,400 336,000 288,300 315,700 365,700 86.3%

〇
（肉用牛の
保有頭数
へ変更）

種雌牛導入に支援を行い、和牛17頭が導
入された。
牛・豚の飼養頭数は横ばいであるが、国の
畜産クラスター事業を活用し、H29年度末に
鶏舎が新設されたこともあり、飼養羽数が
増加した。

【未達成】
国の事業などを活用し、飼養羽数は伸びたもの
の、目標値には届かなかった。
畜産農家数は減少傾向であるが、引き続き国の
事業などを活用して、飼養数の維持・拡大に努め
たい。
　（参考）令和元年度：353,300羽数

付加価値を高め
る農産加工の振
興

新たに6次産業化・農
商工連携に取り組ん
だ件数

件 － 16 16 6 5 4 3 20 15.0%

×
（市6次産
業認定件
数へ変更）

市補助事業や市の関与した農商工連携に
より商品化に繋がった件数3件。

【未達成】
６次産業化や農商工連携についての相談は寄せ
られるが、実際に商品化につながる件数は少な
く、目標達成できなかった。
農業者自らが生産、加工、販売を行う６次産業化
を支援し農業経営の多角化を図ること、また農業
者、商業者、工業者が持つお互いの資源、技術、
ノウハウ等の情報を集約しマッチングすることで、
特色ある農産物資源を活用した新たな商品や
サービスの開発、提供、販路の拡大に取り組み、
地域経済の活性化を図っていく。

ブランド化と販
路拡大

新たに販路を開拓し
た件数（延べ数）

件 － － 25 47 52 68 86 25 344.0% 〇
流通事業者や飲食店事業者に生産者を紹
介し、県内大型スーパーや、福岡・東京の
実需者との新規取引につなげた。

【達成】
生産者は、加工品等を開発しても、取引先が求め
る安定供給や新たな販売先の開拓、情報発信等
の方法について苦慮している現状がある。市では
今後とも販路開拓について、支援していくことが重
要である。

認定農業者及び認定
就農者数（うち法人
数）

経営体 929（23） 953（26） 977（26） 1,033（41） 1,019（49) 1,021（51） 1,013(52) 1,010（30） 100.3% 〇
県・ＪＡ等の関係機関と連携し、認定農業者
に関する情報の発信や相談に対応してい
る。

【達成】

集落営農法人数（全
体の組織数：120経営
体）

経営体 2 2 2 18 20 20 21 120 17.5% 〇

・効果的・効率的に法人化を推進するため
に重点地区を定めて、県やＪＡなどと連携し
集中的な支援を行い、法人化への移行を
促している。
・９月から１０月にかけてと３月の年２回、全
集落営農組織の代表者等と相談や意見交
換を行い、組織の実態を把握するとともに
組織内で合意形成を図るための研修会の
開催など支援を行ってきた。

【未達成】
集落営農組織は、担い手不足や高齢化などの問
題を抱えており、担い手の確保や経営の安定のた
めの方策の一つとして法人化を推進している。
しかし、法人化に伴う経理事務の煩雑さや役員等
の人材不足、さらには既存法人組織の経営状況
等を見極めているなどの理由により法人化が進ん
でおらず、目標が達成できなかった。

新規就農者数（H26
からH30までの延べ
数）

人 － － 22 33 52 78 95 120 79.2% 〇

・県、ＪＡや農業委員会などと連携した就農
相談（ワンストップ相談会や就農相談ウェル
カムデー）を定期的に開催し新規就農希望
者等へ支援を行った。
・平成２９年度から研修生を募集しているト
レーニングファーム事業の推進を引き続き
行った。（平成31年3月末現在、3組4人が研
修中であり、第1期生1人が令和2年1月就
農予定）

【未達成】
・年間24名の新規就農者数を目標としていたが、
年間20名程度の就農実績で推移しており、平成30
年度の新規就農者数は17人であった。
・新規就農者数は景気に左右される面もあり、目
標が達成できなかった。

基
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主要農産物の
生産振興と
販売力の強化

担い手の育成と
確保
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施　策 指　標 単 位

第２次計画の目標値

農振農用地面積 ha 12,689 12,687 12,688 12,685 12,685 12,682 12,676 12,618 100.5% 〇
民間開発や公共事業による除外の一方
で、一部では編入も行っており、大きく減少
することなく優良農地が確保されている。

【達成】
引き続き適正な運用に取り組み、優良農地の確保
を図っていく。

耕作放棄地面積 ha 220 217（159） 156 147 147 124 121 144 202 119.0% 〇
農地転用や非農地化および営農再開によ
り、耕作放棄地面積が減少した。

【達成】

中山間地域等直接支
払制度協定面積

ha 1,300 1,301 1,301 1,216 1,215 1,217 1,219 1,301 93.7% 〇
農用地の維持や耕作放棄の防止により多
面的機能が維持・発揮された。

【未達成】
第4期対策（Ｈ27～Ｈ31）への移行にあたり、5年間
後の耕作や農地維持に対する不安（できなかった
場合は交付金の遡及返還対象）により、面積が減
少したが、その後は農用地の維持と多面的機能
の維持を図ることができた。

資源向上支払（共同
活動）協定農地面積

ha 4,033 4,036 4,367 4,438 4,301 4,026 4,018 4,500 4,290 89.3% 〇
制度を活用して、農業生産活動の維持と適
切な農地管理を推進した。

【未達成】
目標達成はできなかったが、引き続き制度を活用
して水路、農道等の軽微な補修、農村環境保全活
動、多面的機能の増進によって、農業生産活動の
維持と適切な農地管理を行っていく。

資源向上支払（長寿
命化）協定農地面積

ha 1,857 1,818 5,354 5,816 6,050 6,074 6,067 6,000 3,080 101.1% 〇

制度を活用して、老朽化が進む農地周りの
農業用排水路、農道などの施設の長寿命
化のための補修・更新等の活動が図られ
た。

【達成】

鳥獣による農作物被
害金額

千円 37,000 29,580 25,356 20,114 17,940 16,887 23,369 19,000 81.3% 〇

鳥獣による被害額は減少傾向となっていた
ものの、平成30年度は、イノシシ、鳥類とも
に被害が増加した。
イノシシ・アライグマは、通年での捕獲を試
行し、前年より652頭多く捕獲することがで
きた。
・イノシシ・アライグマ駆除数　2,138頭
・カラス・ドバト等駆除数　692羽

【未達成】
平成30年度はイノシシやカモ等による被害が多く
発生し、被害額が一時的に増加したが、捕獲活動
を強化しているところであり、中長期的には被害額
が減少すると見込んでいる。

農村振興総合整備事
業佐賀地区（H24～
H29年度）により新た
に整備する集落道路
距離（延べ数）

m － 0 1,135 1,327 1,364 1,685 1,964 2,210 88.9% 〇

平成23年度に策定した農村振興総合整備
実施計画に即して、ほ場整備事業が既に
行われた地区、または整備中の地域にお
いて、集落内の道路の整備を行い、生活環
境を改善した。

【未達成】
国の農山漁村地域整備交付金の配分が少なかっ
たため、事業進捗が遅れている（農村振興総合整
備事業佐賀地区：Ｒ３年度までに計2,284m整備の
計画）。
集落道路についてはＲ元年度で完了予定。

農村振興総合整備事
業佐賀地区（H24～
H29年度）により新た
に整備する集落水路
距離（延べ数）

m 6,384 10,518 12,189 13,028 13,531 14,027 14,848 19,292 77.0% 〇

平成23年度に策定した農村振興総合整備
実施計画に即して、ほ場整備事業が既に
行われた地区、または整備中の地域にお
いて、集落内の水路の整備を行い、生活環
境を改善した。

【未達成】
国の農山漁村地域整備交付金の配分が少なかっ
たため、事業進捗が遅れている（農村振興総合整
備事業佐賀地区：Ｒ３年度までに計20,197m整備
の計画）。
事業完了に向けて引き続き取り組んでいく。

生産基盤の確
保

快適で住みよい
農山村づくり

6

7

4



　第２次佐賀市農業振興基本計画の指標及び数値目標

目標達成率 第３次計画 活動実績

H24（基準） H25実績 H26実績 H27実績 H28実績 H29実績 H30実績 H30（目標）
H30実績
/H30目標

継続有無 H30活動概要 内部評価 懇談会意見

最終評価

施　策 指　標 単 位

第２次計画の目標値

グリーンツーリズム実
践者数

人 13 14 12 12 16 16 17 25 68.0% 〇

・南部観光との連携強化の一環として、早
都栄まつり（川副町）においてブース出店を
行った。
・会員については、1名の新規加入があっ
た。

【未達成】
目標を達成できなかったが、市内にはその地域で
しか味わえない食や環境、観光などといった地域
資源が数多くあり、その資源を活かして都市部と
の交流を図り、地域の活性化につなげるグリーン
ツーリズムなどの取組の継続は必要である。

体験交流等活動団体
数

団体 － 17 15 15 19 16 17 25 68.0% 〇

グリーンツーリズム実践者や団体を中心
に、食や農を題材とした消費者体験ツアー
等が実施された。
佐賀市農山漁村交流支援事業での実施団
体数３団体。

【未達成】
目標を達成できなかったが、農林漁業体験の実践
者（団体）の活動を活発化させ、都市と農山漁村
の交流を促進することは、地域の活性化につなが
るものであり、今後とも継続していく必要がある。

主な直売所の利用者
数：中山間地

千人 603 587 563 589 533 554 509 663 76.8% 〇
中山間地の直売所では、地域の特性を活
かして生産される地元の農産物を中心に販
売されている。

【未達成】
目標を達成できなかったが、中山間地の直売所で
は、安全で新鮮な農産物が買えるという消費者イ
メージが定着し、出荷する農家の所得安定と生産
意欲を支える重要な役割を担っており、利用者増
につながるよう市としても支援していく。

主な直売所の利用者
数：市内全域

千人 － － 1,710 1,778 1,595 2,034 1,722 － ―

市独自の調査により利用者数を把握。

市内の直売所では、地域の特性を活かして
生産される地元の農産物を中心に販売され
ている。

直売所では、安全で新鮮な農産物が買えるという
消費者イメージが定着し、出荷する農家の所得安
定と生産意欲を支える重要な役割を担っており、
利用者増につながるよう市としても支援していく。

（参考）第３次計画における新規指標

H29（基準） R5（目標）

①家族経営協定の締
結数

協定数 253 280

②それぞれの中山間
地チャレンジ事業に
取り組む集落数

集落 - 5

③農村振興総合整備
事業佐賀地区（R4年
度～）により新たに整
備する集落道路距離
（延べ数）

m - 200

④農村振興総合整備
事業佐賀地区（R4年
度～）により新たに整
備する集落水路距離
（延べ数）

m - 200

第３次計画の目標値

第３次計画における新
規指標

基
本
目
標
3

活力に溢れた農
山村の形成

施　策 指　標 単 位
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