
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）

19年度（実績）

22,149

19年度（実績）

11,462 12,699

施策№

3

21

第3章

施　策　名

現在、国をあげて食料自給率の向上に取り組んでおり、食料生活基盤である農地の保全が重要となっ
ている。
目標設定にあたっては、優良農地の維持に努めながらも、社会経済上必要な公共事業等、開発予定面
積を考慮し設定する。

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）

農業振興地域における農用地からの除外及び編入面積を把握する。

農業振興地域の優良農用地の利活用と保全を図るために、活用できる農用地の面積を指標とする。

山田　英機

関　係　課　名 農業振興課、農業委員会、選挙管理委員会、北部建設事務所、南部建設事務所

施策統括課

課　長　名
（施策統括責任者）

分野総合
計画
体系

農村環境課自然と調和した個性的な美しいまちの実現

農業振興地域の保全

27724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

農業振興地域において、整備された優良農地が保全されている。

　　　　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

20年度（実績） 21年度（実績） 22年度（実績） 23年度（実績） 24年度（目標） 26年度（目標）

農業振興地域において、整備された優良農地

22,14922,14922,149 22,149 22,149農業振興計画区域面積 22,149

単位

ｈａ

対象指標

成果指標 単位 20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

21年度（実績）

12,674

22年度（実績） 26年度（目標）

12,698

23年度
（目標）

（実績）

B

C

農業振興地域において、整備された優良農地を保全する

E

D

24年度（目標）

12,689

12,695
A

農業振興地域における農
業用地面積

11,453ｈａ 12,694



（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： 久留米市 ）

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

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。）。）。）。）

用排水路の崩壊が進んでいる。
農業生産基盤整備率が低い。

ほとんどの事業が国や県に政策依存して
いる。

＊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。

農地・水により住民による環境整備が向
上。
佐賀中北部の集落内環境整備が完了し
た。
国営及び県営クリーク防災事業が動き出
した。

国では、農振法、農地法等の改正が行われ、農用地区域からの除外が厳格化された。
市では、平成２１年度に策定された農業振興地域整備計画に基づき、農用地区域及び農地の整備・保全計画を明確化し、優良農地の確保を図ってい
く。
国においては、農業農村関連予算が大幅に削減されており、水田農業を主とする本市に大きな影響がおよんでいる。
農業者の高齢化が進み、また担い手の減少から耕作放棄地が増加することが考えられる。
農業用施設の老朽化と農村集落内の環境保全に関する共同意識が低下することで、環境整備が遅れることが懸念される。

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？

農家から、農業用施設維持管理等の経済的支援が求められており、材料支給、浚渫補助等の支援制度活用推進を図る。
農村集落住居者から、農村環境改善のための事業推進が求められており、事業進捗向上に努める。
農業者団体から、北山ダム改修事業の要望が寄せられており、関係団体と連携を取ながら、早期の完了を目指す。
議会、農業者団体から、クリーク法面崩壊改修事業の推進要望があり、国営及び県営事業での早期の事業着手を目指す。

農業者は、農地を活用し農業経営の安定を図ることで農地を保全する。
農業者は、良好な生産環境の構築を協調して実施する。
市民は、農用地区域の保全意識を向上させる。（開発意識の抑制）
市民は、農業用水路や農地など農業用施設を社会基盤として維持管理することについて協働意識を確立する。

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）

農地の利活用調整を支援する。
農用地開発の抑制を図る。
農業施設基盤整備を推進する。
集落内環境（道路及び水路）整備を支援する。
農村集落内の環境整備に関する協働意識の醸成を支援する。

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

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） ● 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

妥当ではない

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

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

■ほ場整備事業により整備された水路の法面崩壊における機能低下解消のため早急なクリーク防災事業の実施が必要である。
■農業の生産を支える農村集落の生活環境基盤整備事業の推進を図る必要がある。
■佐賀西部土地改良区設立および西部高域線の地元同意が必要である。
■鍋島東ほ場整備の早急な事業開始が必要である。
■農家の担い手不足や高齢化に伴い、増加している耕作放棄地を抑制し、解消していく必要がある。

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：優良農地の保全は図られており、概ね達成といえる。
妥当性：各事業の成果は概ね達成されており、事業構成は現行の体系で妥当と考える。
経済性：総事業費は災害復旧事業費の増加に伴い増加しているが、各事業の成果は概ね達成されており妥当な水準と考えている。
必要性：ＴＰＰ参加表明や近年のゲリラ豪雨による農作物の被害等により、食料自給率への不安等住民の農業振興に対する関心は増加してい
る。

必要性（市民・社会ニーズ） ● 増加している



●次年度方向性の考え方

向上

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

■クリークの法面崩壊に対する整備及び浚渫を行うことにより、クリーク本来の機能を回復すると伴に、優良農地の保全に努める。
■水草除去を積極的に行うことにより、農地の保全に努め、合わせて有明海への流入防止を図り、海苔の生産性を高める。
■新農業振興地域整備計画に基づき、優良農地の確保を図る。
■生産基盤の整備や農村集落の環境整備を実施することで生産性の高い優良農地の確保に努める。
■農村集落住民の要望の高い生活環境整備の早期完了を目指し、国・県からの補助金の確保に努め事業に着手する。
■既存の排水機場の効率的運用及び農業用用排水路の制水門・樋門等の効果的運用等を図ることで、市街地及び農用地への浸水被害を防ぐ。
■農地・水向上活動により、市民と行政が協力し、生産基盤の保全に努める。
■農作物の生産性向上、荷傷め防止策として、農道整備を積極的に行う。

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

■クリークの法面整備は国営及び県営事業を積極的に活用することで早期整備を図る。
■鍋島東ほ場整備の同意取得及び、土地改良区設立の取組を強化する。
■行政と地域住民が一体となり、農村集落の環境整備推進事業をすすめる。
■佐賀西部高域線の事業同意率アップおよび、早期の土地改良区設立をめざす。
■耕作放棄地の発生防止と解消対策として、耕作放棄地再生利用緊急対策事業の推進を図る。

大 中 小

 ・川上南部土地改良区総代選挙執行事務
・佐賀東部土地改良区総代選挙執行事務
・農業委員会委員選挙執行事務
・横堤保存事業
・市川活性化施設管理運営経費

大

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））））

施
策
目
的
に
対
す
る
目
的
直
結
度

・水草除去事業
・クリーク防災機能保全対策事業
・地盤沈下対策事業
・農地水環境保全向上対策事業

・農村振興総合整備事業
・基幹水利施設管理事業

・農道整備事業
・水路浚渫事業
・土地改良施設適正化補助事業
・筑後川下流土地改良事業
・地域水田農業支援緊急整備事業
・国営造成施設管理体制整備促進事業
・土地改良区適正化事業
・残土処分場ほ場整備事業

・農村公園維持管理事業
・経営体育成基盤整備事業
・耕作放棄地再生利用緊急対策事業
・排水機場維持管理事業
・農地水環境保全向上対策推進事業(営農）
・中山間総合整備事業
・農業委員会開催事業
・国営総合農地防災事業
・ほ場整備事業費償還補助事業
・農業振興計画調査事業
・農地台帳整備事業
・かんがい排水関連事業
・農地保有合理化事業
・農地等災害復旧事業
・ため池災害防止事業
・平尾及び周辺地区集落環境改善事業
・嘉瀬新町地区最終処分場関連環境整備事業

・水資源機構営筑後川下流用水事業

・農業用施設維持補修事業
･基幹水利施設ストックマネジメント事業
・さが農業農村振興整備事業
・農地調整事業

事務事業の成果向上余地

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

中

小

・農道整備事業 ・クリーク防災機能保全対策事業
・水路浚渫事業
・土地改良施設適正化補助事業

・水草除去事業
・地盤沈下対策事業
・農業用施設維持補修事業
・国営総合農地防災事業

事
務
事
業
の
成
果

・農地台帳整備事業
・川上南部土地改良区総代選挙執行事務
・佐賀東部土地改良区総代選挙執行事務
・横堤保存事業
・市川活性化施設管理運営経費
・農地等災害復旧事業
・農業委員会委員選挙執行事務

・地域水田農業支援緊急整備事業
・農村振興総合整備事業
・耕作放棄地再生利用緊急対策事業
・基幹水利施設管理事業
・農村公園維持管理事業
・さが農業農村振興整備事業
・中山間総合整備事業
・平尾及び周辺地区集落環境改善事業
・農地水環境保全向上対策事業
・水資源機構営筑後川下流用水事業
・国営造成施設管理体制整備促進事業
・ため池災害防止事業
・経営体育成基盤整備事業
・ほ場整備事業費償還補助事業
・嘉瀬新町地区最終処分場関連環境整備事業
・農地保有合理化事業
・農業振興計画調査事業
・国営造成施設管理体制整備促進事業
・農業委員会開催事業

・土地改良区適正化事業
・排水機場維持管理事業

維持

事　務　事　業　の　コ　ス　ト

減少

減少 維持 増加



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（28点満点） 　■採点結果（経営戦略会議・市民意向調査）

・18年度評価 18.24 ・実績水準総合評価（28点満点） 18.60

・重要度総合評価（14点満点） 9.62

・19年度評価 17.52 ・今後のコスト水準（10点満点） 5.67

・市の裁量余地の大小（10点満点） 5.06

・20年度評価 18.56

※経営戦略会議調整

・21年度評価 17.92    なし（採点結果どおり）

・22年度評価 18.35 参考：H24方針

成果維持・コスト維持

・23年度評価 17.93

施策トータル
コスト

項　　目

162,570

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）

28,814

254,116

効率性指標

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　　　/  農振農用地面積　）

同
⑥人件費（定義式：　　　　　③　　　/　農振農用地面積　）

　■平成２５年度方針

同
⑦ﾄｰﾀﾙｺｽﾄ（定義式：　　　　④　　　/　農振農用地面積　）

平成21年度実績

37

1,707,822

356,660

2,064,482

134,485

28,086

平成23年度実績

38

2,860,891

41

3,816,368

32,148

332,767

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

365,874

3,226,765

225,302

408,115

4,224,483

300,620

平成22年度実績

向上

維持

低下

低下 維持 向上

成
　
果

コスト


