
年 月 日

年 月 日

対象（誰、何を対象としているのか）＊人や自然資源等

A

B

C

意図（この施策によって対象をどう変えるのか）

農業振興課

松延　一幸

森林整備課、水産振興課、南部建設事務所、農業委員会

農林水産業の経営基盤の強化や担い手の確保等に取り組み、市民（生産者と市民）の理解と信頼に基づく、豊かな佐賀市の農林水産業を創
造していく生産者を育成していく。

施策統括課

課　長　名
（施策統括責任者）

分野総合
計画
体系

佐賀の個性を生かした魅力ある地域産業の実現

農林水産業の振興

農林水産業者の売り上げが確保され、安定した経営がなされている。
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　　　　目指目指目指目指すすすす成果成果成果成果（平成２６年の状態）

１１１１．．．．施策施策施策施策のののの対象対象対象対象とととと対象指標対象指標対象指標対象指標

1９年度（実績）

183

農家数 6,289

林家数

6,364

1,324 1,305

施策№

関　係　課　名

２０年度（実績） ２１年度（実績） ２２年度（実績） ２３年度（実績）

1

3

第1章

施　策　名

成果指標設定の考
え方（成果指標設

定の理由）

目標設定の考え方
（平成２６年度）

成果指標の測定企
画（実際にどのよう
に実績値を把握す

るか）

対象指標

A 農業生産額

B 林業生産額

C

(1)農業生産額　　基準値125億円（21年度実績）に年１億円の増額
　
(2)林業生産額　　基準値4.06億円(21年度実績)に増加率年4.6％弱を見込み増額

(3)漁業生産額　　基準値133.7億円（基準値は不作もあった過去１０年（H１２～２１）の平均）、目標値は
　　　　　　　　　　　 直近５年（Ｈ１７～２１）の平均を用いる。

(1)農業生産額　　ＪＡ主要農産物販売額
※成果指標の測定に使用していた生産農業所得統計（農林水産省）において、市町単位での公表が廃止
となったため、２１年度以降の測定方法を変更した。
(2)林業生産額　　佐賀県統計年鑑（佐賀県）
(3)漁業生産額　　佐賀県有明海漁業協同組合調べ、港勢調査（農林水産省）

　生産額により、おおよその経営状況が把握できる。

２４年度（目標）

農林水産業者

1,377 1,317 1,257 1,324

6,414

25724平成

平成平成平成平成 年度年度年度年度 施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート１１１１

作成日
更新日 平成

24242424
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6,637 6,564

戸

単位

戸

戸

620

成果指標 単位 1９年度（実績）

２２２２．．．．施策施策施策施策のののの意図意図意図意図とととと成果指標成果指標成果指標成果指標

559

２０年度（実績）

595漁家数

２１年度（実績） ２２年度（実績）
２３年度（目標）
　　　　　（実績）

２４年度（目標）

4.624.78
4.29

D

152億円

億円

億円 3.03

億円 162.5

農業生産額

E

漁業生産額

128125

143.0138.0 164.0



（１）時系列比較（総合計画の基準値と現状の比較） （２）近隣との比較 （３）市（役所）の裁量余地の大小

（比較対象自治体名： ）

成果がかなり向上した。 近隣と比べてかなり高い水準である。 裁量はかなり大きい。

成果がどちらかといえば向上した。 近隣と比べてどちらかと言えば高い水準である。 裁量はどちらかといえば大きい。

成果はほとんど変わらない。（横ばい状態） 近隣と比べてほぼ同水準である。 裁量はどちらかといえば小さい。

成果がどちらかと言えば低下した。 近隣と比べてどちらかと言えば低い水準である。 裁量はかなり小さい。

成果がかなり低下した。 近隣と比べてかなり低い水準である。 裁量余地なし。

５５５５．．．．施策施策施策施策のののの前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果前年度成果結果のののの振返振返振返振返りりりり

評評評評
　　　　
　　　　
価価価価

達成度（単年度目標） 達成している

妥当性（構成事業見直し）

４４４４．．．．施策施策施策施策のののの成果水準成果水準成果水準成果水準とそのとそのとそのとその背景背景背景背景（（（（近隣他市近隣他市近隣他市近隣他市やややや以前以前以前以前とのとのとのとの比較比較比較比較、、、、特徴特徴特徴特徴、、、、そのそのそのその要因要因要因要因とととと考考考考えられることえられることえられることえられること。）。）。）。）

農業：近隣と比べてほぼ同水準である。
林業：生産額は、佐賀市4.29億円で県内市町で
は唐津市の6....36億円に次ぎ2位。
漁業：ノリは生産量・生産額とも9年連続日本一
を維持。

(1)農林水産業は、日本の食料・環境問題に直
結することから、国の政策が柱となっている。
(2)農林水産業の経営は、生産者が直接行うも
のであり、市の施策は、その経営安定のための
支援となる。
林業：国の政策（補助制度等）によるところが大
きい。

＊上記の背景と考えられること。 ＊上記の背景と考えられること。＊上記の背景と考えられること。

農業：基準値125億円に対し、128億円程度
(102.4%)
林業：基準値4.06億円に対し、4.29億円程度
（105.7%）
漁業：基準値138億円に対し、143億円程度
(103.6％)

③この施策に対して住民（対象者、納税者、関係者）、議会からどんな意見や要望が寄せられているか？また、その意見・要望にどう対応するのか？

(1)世界の食糧需給の逼迫、経済の国際化及び自由化（TPP、EPA等）の
行方が、日本の生産・消費に大きな影響を及ぼしてくる。
(2)食の安全・安心や健全な食生活への関心が高まり、環境を重視した生
産への転換が必要になっている。
(3)政権交代により、国の農業政策が大きく転換されようとしている。
(4)食料・農業・農村基本計画が策定され、10年後の食料自給率目標が
50％に設定された。

(5)消費者・実需者ニーズが多様化・高度化している。
(6)農地関連法が改正され、農地転用規制の厳格化により、農用地区域
内農地の確保が強化された。
(7)経済不況下において、就業の場として農業等への関心が高まってい
る。
(8)国の林業政策が大きく転換された（切捨間伐→搬出間伐）。

(1)農業者の安定した生産体制の確保のため、多様な担い手の育成と機械・施設
整備等への支援を行う。
(2)農業者は、より高い収益による安定経営を望んでいることから、収益性の高い
新規作物の栽培、加工・販売等の６次産業化、また農商工連携の推進を支援す
る。
(3)次世代を担う農業者の確保が望まれていることから、新規就業者を確保する
ための行政、生産者、各種団体による体制づくりを行う。

(4)市民は新鮮で安心安全な農産物を求めていることから、生産者と直売所な
どの販売店等が連携した地産地消の取り組みを行う。
(5)過疎化・高齢化等により農山村地域の衰退が懸念されていることから、農
山村振興を図り、集落機能や農地の維持・保全を行う。
(6)政権交代により、担い手中心の政策から農業者全体への支援へ転換され、
農業者の不安が拡大されたため、制度の普及を図る。
(7)森林経営計画の策定を促進し、間伐施業の集約化を図る。

(1)市民は、食糧問題、食の安心安全に関心を持ち、生産者は安全と信頼確保（環境に配慮した栽培方法、栽培履歴の表示等)に努める。
(2)市民（消費者と生産者）の理解と信頼に基づきながら、佐賀市の「地産地消」に取り組む。（市産品の購入、学校給食、市産材の活用、農・商・工
連携、直売活動、食農教育）
(3)地域ブランド品の生産・流通・管理や消費者ニーズを基点とした新規作物の生産・加工に取り組む。
(4)集落営農の法人化や海苔生産における共同乾燥施設の整備など、協業化等に向けた取り組みを進める。
(5)観光業との連携を図る。
イ）行政の役割（市がやるべきこと、都道府県がやるべきこと、国がやるべきこと）

(1)食の安心安全、環境保全、地産地消等の食農教育を推進する。
(2)農林水産物・その加工品、また生産者やその活動情報等に関する広報を支援する。
(3)農林水産業の経営基盤の強化を支援する。
(4)担い手の育成や新規就業を支援する。
(5)農林水産業と商業、工業との連携を支援する。

②施策を取り巻く状況（対象者や根拠法令等）は今後どのように変化するか？

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート２２２２

①この施策の役割分担をどう考えるか（協働による住民と行政の役割分担）

ア）住民（事業所、地域、団体）の役割（住民が自助でやるべきこと、地域やコミュニティが共助でやるべきこと、行政と協働でやるべきこと）

３３３３．．．．施策施策施策施策のののの特性特性特性特性・・・・状況変化状況変化状況変化状況変化・・・・住民意見等住民意見等住民意見等住民意見等

現行の体系でよい

経済性（費用対効果） ● 妥当な水準である

● 概ね達成 達成していない

● 一部見直しが必要 大幅な見直しが必要

一部妥当ではない 妥当ではない

横ばい 減少している

評評評評
価価価価
理理理理
由由由由

〔達成度〕農:生産額128億円（100.1%）で達成。林:4.29億円（96.6%）でH23目標には達しなかった。漁:143億円（103.6%）で達成。計275.29億円
（102.2%）で概ね達成。
〔妥当性〕農:農産物の収穫量アップの取り組みや生産性の高い農業への転換の強化を図る。林:森林再生計画を策定し、林業の再構築を図
る必要がある。漁:共同乾燥施設等の導入により、生産コストや労働時間の低減、高品質の海苔生産が達成できた。
〔経済性〕農:事業費は減少しているものの、成果指標である農業生産額がH23目標額に達しているため妥当な水準と考える。林:生産額等で
の費用対効果は低いが、公益的機能における効果は大である。漁:限られた予算の中で、成果指標である漁業生産額がH23目標額に達して
いるため妥当な水準と考える。
〔必要性〕農:農業は国の施策の柱であり、必要性は高い。林:木材生産機能だけではなく森林の持つ公益的機能の保全のニーズが高まって
いる。漁:１漁家当りの水揚げは２千万円を超えており、関連産業に及ぼす経済効果も大きく、必要性は高い。

必要性（市民・社会ニーズ） ● 増加している



〔〔〔〔農業農業農業農業〕〕〕〕
・ 新規就農者等による雇用労働力の確保や多様な担い手の育成には、広範
な市民・団体等との連携が必要である。
　 【農業後継者がいない、まだわからない（70％）、農業就農人口60歳以上
（65％）】
・ 土地利用型農業での収穫量をアップさせる取り組みの強化、複合経営への
転換、付加価値を高める６次産業化が求められている。
・ 平坦部の集落営農組織の農地流動化には限界があり、組織間の面的集約
や作付け品種の調整等の広範な共同化が求められている。
・ 中山間部では営農組織化や機械共同利用等を促進し、生産体制の強化を
図る必要がある。
・ 北部中山間地域でのイノシシ被害等によって、営農意欲の減退と耕作放棄
地の増加の要因となっている。
　

〔〔〔〔林業林業林業林業〕〕〕〕森林整備加速化・林業再生事業や路網整備の促進等行って
いるが、高性能林業機械導入の遅れ・高齢化・後継者不足・木材価
格の低迷により、森林の整備が遅れたり、竹林の荒廃が見られてい
る。
〔〔〔〔漁業漁業漁業漁業〕〕〕〕ノリ業界は、かつての進物用を中心とした高級品から、コンビ
ニのおにぎりを中心とした業務用に大きくシフトした。今求められるノ
リは「質が良くて低価格」が主流である。こうした中、漁業経営体とし
ては、家族経営と協業施設・共同加工場に分かれるが、海苔１枚当
たりの単価が低迷する中、生産コストと労働力の削減が図られる協
業施設・共同加工場への移行が求められている。また、漁協の合併
効果を出す広域的な施設の連携等についても求められている。有明
海の干満の差による浮泥が漁場及び漁港に堆積し、その除去のた
め、毎年多額の経費がかかっており行政、漁協の経費を圧迫してい
る。

６６６６．．．．施策施策施策施策のののの現状現状現状現状のののの課題認識課題認識課題認識課題認識



〔

大 中 小

事務事業の成果向上余地

施
策
目
的
に
対
す
る
目
的
直
結
度

・チャレンジ農業支援事業
・直売所・加工所連絡協議会支援事業
・施設園芸導入推進事業
・シチメンソウの里管理事業
・ふじ森林文化フェスタ
・後継者対策事業
・荒廃竹林整備事業
・森林資源活用支援推進事業
・内水面漁業振興事業

・農区員事務
・農業振興促進事業
・新需給調整システム円滑化推進事業
・園芸特産物集団化育成事業
・久保田特産物直売所駐車場管理事業
・雇用対策森林整備補助金
・有明４県クルマエビ共同放流事業
・塩水対策事業
・漁港浚渫事業
・諸富港浮桟橋管理事業
・農業者年金事業

・家畜防疫対策事業
・死亡獣畜処理対策事業
・畜産振興促進事業
・農業生産資材廃棄物適正処理事業
・野菜価格安定事業
・農山漁村交流支援事業
・ダムの駅発富士活性化事業
・市民農園運営経費
・クリーク公園管理事業
・そよかぜ館管理経費
・ダムの駅・情報センター管理事業

・嘉瀬川ダム周辺整備計画管理運営組織づく
り事業（Ｈ２３終了）
・シンボルモニュメント等整備事業（Ｈ２３終了）
・鷹の羽記念植樹等関連事業（Ｈ２３終了）小

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート３３３３
７７７７．．．．施策施策施策施策のののの課題解決課題解決課題解決課題解決のためのためのためのため今後今後今後今後のののの取取取取りりりり組組組組みみみみ

大

中

８８８８．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの成果優先度成果優先度成果優先度成果優先度（（（（施策成果施策成果施策成果施策成果にににに対対対対するするするする事務事業事務事業事務事業事務事業のののの成果成果成果成果））））

〔〔〔〔農業農業農業農業〕〕〕〕
(1) 新規就農者、多様な担い手の確保
・県、ＪＡ等関係機関と連携し、新規就農希望者に対しては、ワンストップ窓口の
活用、多様な担い手には、体験農業や市民農園を活用した支援とともに福祉団
体等と連携した協働を実施していく。
(2) 収穫量アップの取り組み及び複合経営への転換
・ＪＡと連携した営農アドバイザーの活用や大豆不耕起播種など新技術の導入に
より収穫量のアップ及び労働力の軽減を目指す。
・集落営農組織、認定農業者等へ農商工連携、６次産業化を推進し、消費者ニー
ズを基準とした多品目の農産物の安定供給ができる体制づくりを支援する。
(3) 集落営農組織の農地流動化
・共同乾燥調製施設単位での作付計画等を推進し、地図システムを活用した品
種の団地化等を支援する。
(4) 中山間地域での共同活動の促進
・中山間地域直接支払制度の協定集落等を活用した機械利用共同組合等の設
立を推進し、機械利用の効率化や労働力軽減を図る。
(5) 北部中山間地域でのイノシシ被害等に対する取り組み
・イノシシ等の有害鳥獣対策については、ワイヤーメッシュ、箱わな等を活用す
る。

〔〔〔〔林業林業林業林業〕〕〕〕
（1） 森林経営計画を策定し、林業の安定経営を図る。
（2） 市公共建築物木材利用促進方針に基づき、市産木材の利用促進を図
る。
（3） 荒廃竹林の整備及び森林資源の有効活用を図る。
〔〔〔〔漁業漁業漁業漁業〕〕〕〕
（1) 共同乾燥施設を整備し、生産コストの削減、労働負担の軽減、集落内の
環境問題の解決が必要。併せて、既存施設の有効活用、支所間の広域連携
など、長期的な漁協の経営方針の確立を支援する。
（2) 海苔集荷場・冷凍庫・培養場等の施設が老朽化しているため、合併効果
を発揮する漁協全体の長期ビジョンの策定が必要。
（3) 漁港の陸揚施設の機能を維持するため、毎年、浚渫工事を実施してい
る。その費用の削減策として、漁港の桟橋付近に配水管を設置排水し浮泥が
溜まらない方法を実施中、あわせて漁協の泥土除去船を併用活用していく。

・特産物協議会支援事業
・匠な特産物開発事業
・農商工連携推進事業
・担い手育成・確保事業
・森林整備加速化・林業再生事業
・民有林森林整備事業
・漁業経営構造改善事業
・漁港漁村活性化対策事業

・有害鳥獣駆除対策事業
・若い農業者就農促進事業
・中山間地域等直接支払事業
・省力・低コスト化条件整備事業
・さがの強い園芸農業確立対策事業
・有機農業普及啓発事業
・林業団体支援事業
・森林整備地域活動支援推進事業

・農業近代化資金利子補給事業
・農業経営基盤強化資金利子助成事
・漁業近代化資金利子補給事業
・海苔共同加工施設維持管理経費
・漁港管理経費



●次年度方向性の考え方

事　務　事　業　の　コ　ス　ト

〔〔〔〔農業農業農業農業〕〕〕〕
　成果に直結する事務事業、及び構成事務事業の見直しの中で、次年度、重点的に取り組んでいく事業は、
（１） 新規就農者、多様な担い手の確保
・担い手育成・確保事業、特産物協議会支援事業、有機農業普及啓発事業
（２） 収穫量アップの取り組み及び複合経営への転換
・匠な特産物開発事業、特産物協議会支援事業、施設園芸導入推進事業、省力・低コスト化条件整備事業、さがの強い園芸農業確立対策事業
（３） 中山間地域での共同化を促進
・中山間地域等直接支払事業
(4) 北部中山間地域でのイノシシ被害等に対する取り組み
・有害鳥獣駆除対策事業
〔〔〔〔林業林業林業林業〕〕〕〕
（１）間伐施業の効率化及び低コスト化を図るため、路網整備の加速化、高性能林業機械の導入を促進する。
（２）木材加工施設の低コスト化を図るため、製材や木杭生産施設の集約化を図る。
（３）市産木材の需要拡大及び未利用資源の有効活用を図る。
〔〔〔〔漁業漁業漁業漁業〕〕〕〕
（１）これまでどおり漁業者の経営支援のため、共同乾燥施設をはじめ施設を整備し、生産コストの削減、労働負担の軽減、集落内の環境問題の
解決を図る。・・・漁業経営構造改善事業　沿岸漁業振興特別対策事業
（２）浮泥除去については、国県事業、漁協によるポンプ設置、除去船と相乗効果を図っていく。・・漁港管理経費、漁港漁村活性化対策事業
（３）海苔の消費量が落ち込むなか、消費拡大のためのＰＲを佐賀市水産業振興協議会で漁協とともに推進していく。

減少 維持 増加

維持

減少

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート３３３３－－－－２２２２
９９９９．．．．構成事務事業構成事務事業構成事務事業構成事務事業のののの次年度次年度次年度次年度のののの方向性方向性方向性方向性

・有害鳥獣駆除対策事業
・中山間地域等直接支払事業
・省力・低コスト化条件整備事業
・さがの強い園芸農業確立対策事業
・施設園芸導入推進事業
・匠な特産物開発事業
・有機農業普及啓発事業
・森林整備地域活動支援推進事業

・特産物協議会支援事業
・農商工連携推進事業
・担い手育成・確保事業
・林業団体支援事業
・森林整備・加速化林業再生事業
・民有林森林整備事業
・漁業経営構造改善事業
・漁港漁村活性化対策事業

事
務
事
業
の
成
果

向上

・農業振興促進事業
・新需給調整システム円滑化推進事業
・園芸特産物集団化育成事業
・農業生産資材廃棄物適正処理事業
・農山漁村交流支援事業
・ダムの駅発富士活性化事業
・クリーク公園管理事業
・そよかぜ館管理経費
・ダムの駅・情報センター管理事業
・雇用対策森林整備補助金
・塩水対策事業

・農区員事務
・農業近代化資金利子補給事業
・若い農業者就農促進事業
・チャレンジ農業支援事業
・家畜防疫対策事業
・死亡獣畜処理対策事業
・畜産振興促進事業
・野菜価格安定事業
・直売所・加工所連絡協議会支援事業
・農業経営基盤強化資金利子助成事業
・市民農園運営経費
・シチメンソウの里管理事業
・ふじ森林文化フェスタ
・後継者対策事業
・荒廃竹林整備事業
・森林資源活用支援推進事業
・有明４県クルマエビ共同放流事業
・漁業近代化資金利子補給事業
・内水面漁業振興事業
・漁港浚渫事業
・海苔共同加工施設維持管理経費
・漁港管理経費
・諸富港浮桟橋管理事業
・農業者年金事業



１０１０１０１０．．．．施策施策施策施策コストコストコストコストのののの実績実績実績実績

単位

本数

千円

千円

千円

円

円

円

１１１１１１１１．．．．経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議経営戦略会議でのでのでのでの指摘事項指摘事項指摘事項指摘事項

■実績水準総合評価 　■採点結果（経営戦略会議・市民意向調査）
（28点満点）

・18年度評価 11.62 ・実績水準総合評価（28点満点） 16.57

・重要度総合評価（14点満点） 10.81
・19年度評価 16.79 ・今後のコスト水準（10点満点） 6.39

・市の裁量余地の大小（10点満点） 5.22
・20年度評価 16.00

※経営戦略会議調整
・21年度評価 16.59 　成果維持・コスト維持を成果向上・コスト維持に変更

・22年度評価 15.16 参考：H24方針

成果向上・コスト維持
・23年度評価 16.84

対象（受益者）１単位あたりもしくは市民１人あたりの施策
の
⑤事業費（定義式：　②/農家・林家・漁家=8,307戸）

同
⑥人件費（定義式：　③/農家・漁家・林家=8,307戸）

施策トータル
コスト

①本施策を構成する事務事業の数

②事業費（事務事業の事業費合計）

③人件費

④トータルコスト（②＋③）

平成２３年度実績

57

1,272,311

55

772,004

33,840

126,775

33,002

190,369

施策評価表施策評価表施策評価表施策評価表シートシートシートシート　　　　４４４４

266,825

1,539,136

157,366

281,117

1,053,121

92,934

平成２２年度実績

2,592,805

284,453

平成２１年度実績

64

　■平成２５年度方針

同
⑦ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ（定義式：　④/農家・漁家・林家=8,307戸）

項　　目

320,693

36,239

2,299,810

292,995

効率性指標

向上

維持

低下

低下 維持 向上

成
　
果

コスト


