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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 

平成 15 年４月１日に旧宗像市と旧玄海町が、平成 17 年３月 28日に旧大島村が合併

して、「宗像市（以下、本市）」が誕生した。本市は福岡県の北部、福岡市及び北九州

市の両政令指定都市の中間に位置し、東側は遠賀郡岡垣町、遠賀町、鞍手郡鞍手町に、

西側は福津市に、北側は玄界灘、南側は宮若市にそれぞれ接している。また、玄海灘

を隔てて、大島、地島、勝島、沖ノ島などの離島がある。面積は 11,964ha で、その内、

離島面積は 1,005ha である。離島を除き、全域が独立水系である２級河川釣川流域を

形成している。地形は海岸部の玄海砂丘、釣川とその支流流域の低地と低地周辺の河

成段丘、低く平らな丘陵地と標高 200～400ｍ前後の低い山地に囲まれた盆地状の地形

をなしている。気象は年間平均気温 15.3℃、年間降水量 1,696.8mm、年間日照時間

1,799.9 時間で温暖な気候である。 

本市の総人口は 94,151 人（平成 17 年国勢調査）で、ＪＲ鹿児島本線が市の中央部

を東西に走り、国道３号とその北側を通過する旧国道３号（現主要地方道福間・宗像・

玄海線、主要地方道宗像・玄海線）及び海岸付近を通過する国道 495 号を中心とした

交通網の整備に伴う都市化の進展や産業構造の変化により、第３次産業就業者が増加

する一方で、総人口に占める農家人口（2,376人）の割合は、わずか 2.5％になってい

る。今後とも、農業従事者の高齢化と担い手不足などによって、農家人口は減少する

見通しで、平成 22 年の農家人口は 2,200 人、総農家戸数は 1,050 戸、平成 27 年の農

家人口は 2,000 人、総農家戸数は 1,000 戸となる見通しである。このように、本市は

交通網の整備に伴う都市化や産業構造等の変化等により、第１次産業から他産業への

シフトがみられ、農業従事者の高齢化と担い手の減少などから、本市の農業を取り巻

く環境は厳しくなっている。 

このような状況の中で、食料自給率の向上と地産地消をめざし、消費地に近い立地

条件を活かした都市近郊型農業の維持・発展に向け、水稲、麦、大豆、野菜、果樹な

ど現在作付けしている農産物の安定供給による「むなかたブランド」の確立と産地化

を図るとともに、地域内流通体制の整備を図る中で、地場農畜産物等を安定的に供給

するため、多品目・周年生産を推進し、地産地消運動の展開を図る。また、効率的か

つ安定的な農業経営による農業の持続的発展とともに、洪水防止機能、保健休養･やす

らぎ機能、大気浄化機能、気候緩和機能、伝統文化をささえ、美しい農村景観を創出

する多面的機能の発揮を図る。 

このため、農業生産の基礎的資源である集団的優良農地を確保する必要性があるこ

とから、「担い手の育成・確保」、「農地の利用集積による農業経営規模拡大」、「水田農

業の二毛作による耕地利用率の向上」、「農作業の効率化」を図ることを目的に、現況
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のほ場区画の畦畔除去を推進し、「ほ場区画の整理・大型化、汎用化」など農業生産基

盤の整備を推進し、コンバイン、トラクターなどの高性能農業機械化体系の導入によ

り、低コスト化と効率的かつ安定的な農業経営を展開することで、農業の持続的発展

による優良農地の保全・確保を積極的に進める。また、農業体験を通じての地域住民・

都市住民との交流や農作業を介しての自然とのふれあいの場という機能の充実を図る

など、新たな農業形態である「ふれあい農業」や「グリーンツーリズム」を推進し、

農業・農村文化の理解等、市民との幅広い交流の場を創出し、豊かな農村環境の維持・

保全に努め、農業的土地利用を推進する。 

なお、今後、住民の生活や産業活動の場として必要となる非農業的土地利用につい

ては、関連する法律（国土利用計画法、都市計画法、自然公園法）との整合を図り、

自然環境の保全に配慮しながら、秩序ある計画的な土地利用を推進する。 

 

イ 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 

将来的にも優良農用地として確保・保全する農地等に対して農業振興施策を集

中的に実施し、効率的かつ安定的な農業経営体を始めとして多様な担い手を育成

し、活力ある豊かな農村づくりを実現するために、農業上の高度利用を図ること

が相当であると認められる土地について、農業振興地域に内にある現況農用地 

○○ha のうち、次に掲げるａ～ｃに該当する農用地約○○ha について、農用地区

域を設定する方針である。 

 

ａ 集団的に存在する農用地 

・20ha 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 

・農業用用排水施設の新設又は変更（いわゆる不可避受益を除く。） 

・区画整理 

・農用地の造成（昭和３５年以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を

除く。） 

・客土、暗きょ排水、深耕、れきの除去、心土破砕、床締め、切盛り等 

ｃ 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ことが必要である土地 
・野菜（キャベツ、キュウリ、トマト、イチゴなど）、果樹（温州みかん、いち

じく、ビワなど）の地域の特産物を生産している農地で、産地の形成上確保

しておくことが必要なもの 

・高収益をあげている施設園芸のハウス 
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・国が補助を行わない土地改良事業等の施行に係る区域内にある土地 

・農業生産基盤整備事業の実施が予定されている土地 

・周辺の優良農地の保全や農業水利上の悪影響を防止するため確保する必要が

ある農地 

・農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者等の担い手の経営地に隣接する

一定規模の土地等、将来当該担い手に集積することによって、経営規模の拡

大と農業経営の合理化を図ることが適当な土地 

・農業経営基盤強化促進法に基づく特定農業法人が集積することとされている

農用地 

 

ただし、ｂ、ｃの土地であっても、次の土地については農用地区域には含めな

い。 

 

(a) 集落区域内（連続集合して存在する住宅、農業用施設、商店、工場等の施設

の敷地の外縁を結んだ線内の区域）に介在する農用地 

約○○ha 

(b)自然的な条件等からみて、農業の近代化を図ることが相当でないと認められ

る農用地 

約○○ha 

(c)中心集落の整備（中小企業の誘致、住宅の建設等）に伴って拡張の対象とな

る農用地 

約○○ha 

 

（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の内、（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又は隣接するものであって、該当農用地と一体的に保

全する必要があるものについて、農用地区域を設定する方針である。 

 

 

（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 

本地域にある現況農業用施設用地の内、（ア）において農用地区域を設定する

方針とした農用地に介在又は隣接するものであって当該農用地と一体的に保全

する必要があるもの及び２ha以上の農業用施設用地について、農用地区域に設

定する方針である。 
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農業用施設の名称 位置（集落名等） 面積（ha） 農業用施設の種類 

（農） 薄 牧 場 河東地区（河東） ８・８ 肥育牛舎、堆肥舎 

南郷エッグファーム 南郷地区（大穂） ５．９ 採卵鶏施設 

光岡カントリーエレベーター 南郷地区（光岡） １．２ 穀類等乾燥調製貯蔵施設 

冨地原ライスセンター 赤間地区（冨地原） １．０ 穀類等乾燥調製施設 

廣橋養鶏場 岬地区（上八） １．６ 採卵鶏施設 

計    

 

（エ）現況森林、原野等についての農用地区域の設定方針 

山林・原野等については、原則として農用地区域を設定しないが、山林・原

野等を開発することにより土砂等の流入が起き、優良農地の保全に支障を来た

すおそれのある区域においては、現況森林原野等でも農地保全のため、農用地 

  区域を設定する。 

 

 （２）農業上の土地利用の方向 

ア 農用地等の利用の方針 

本地域の現況農用地○○ha（田：○ha、畑：○ha、樹園地：○ha）のうち、○○ha

（田：○ha、畑：○ha、樹園地：○ha）について、また、現況農業用施設用地○ha に

ついて農用地区域を設定する。 

本市は都市計画法に基づく、市街化区域と市街化調整区域に区分しているが、都市

計画区域を設定していない地域もある。その中でも、市街化区域に隣接した周辺の田

は農業従事者の適切な生産活動により、食料供給だけでなく、洪水防止機能、保健休

養･やすらぎ機能、大気浄化機能、気候緩和機能など多面的機能を発揮しているため、

担い手への農地の利用集積と農業生産組織の法人化を推進し、農地の高度利用による

優良農地の保全を図る。併せて、水路や農道の手入れを農業者だけでなく、地域住民、

自治会などが参加する共同活動組織を設立し、農地や水などの地域資源の保全を図り、

農業の持続的発展と多面的機能の発揮を推進する。また、畑地では都市近郊の利点を

活かした野菜、花き等の生産が行われている。今後とも、生産者の顔が見える「地産

地消」をめざした都市近郊型農業を維持・発展させていくため、農産物直売施設等を

利用し、多品目・周年生産の振興を図り、農地の高度利用を推進する。 

田のほとんどは２級河川釣川水系の流域に展開し、ほ場区画の整理・大型化、用排

水路、農道、暗渠排水等のほ場条件の整備が実施されている。田は土地利用型農業の

生産基盤であるとともに、農業・農村が持つ多面的機能発揮に必要不可欠な土地であ

る。今後、ほ場条件が整った田では、農業経営基盤強化法に基づく利用権設定等促進

事業等により、担い手に農地の利用集積を図り、うまい米づくりを基本に、水稲、麦、
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大豆、飼料作物の二毛作とブロックローテーションを積極的に推進し、農地の高度利

用と効率的な土地利用による優良農地の確保を図る。 

畑地は、低地の田に隣接、又は丘陵地に展開している。今後は、都市近郊型農業と

して、生産者の顔が見える「地産地消」をめざし、安全・安心・新鮮な農産物の多品

目化と野菜、花きなどの作目ごとの団地化の育成を図るため、農道整備、用水路や農

道の整備等のほ場条件の整備を図り、農地の高度利用による優良農地の確保に努め、

産地化と地産地消運動を図る。 

樹園地のほとんどは温州みかん園である。しかし、近年における価格の低迷や農業

従事者の高齢化等に伴い、廃園化や畑地への転換が進んでいる。今後、樹園地内の農

道整備などのほ場条件の整備を進め、もぎとり園などの観光農業や放牧などの利用を

努め、遊休農地の防止に図る。 

農業用施設用地は、カントリーエレベーター、ライスセンター、畜産団地、たい肥

舎等の農業の近代化を図る施設の土地であり、耕畜連携を図りつつ、施設の高度利用

を促進する。 

 

 イ 用途区分の構想 
 （ア）吉武地区（Ａ地区）【 区域：Ａ－１，Ａ－２ 】 

この地区は本市の最東端に位置し、地区の北部境界付近を国道３号が、地区の

中央部を県道直方宗像線がそれぞれ東西に通過している。農地は本市の中央を南

北に縦断する２級河川釣川の最上流域に展開する低地の水田と畑地で、水稲を中

心に、麦、大豆、野菜の作付けを行っている。その中でも釣川流域の水田 180ha

は、昭和 57 年から平成 7 年にかけて、「吉武地区県営ほ場整備事業」によって、

ほ場区画の整理・大型化、農道、農業用用排水路、暗渠排水が完備された優良農

地で、大型機械化体系が導入され、認定農業者や農業生産組織などの担い手に農

地の利用集積を進め、水稲、麦、大豆のブロックローテーションによる高生産性

の土地利用を行っている。 

今後とも、水田は平成 19 年度産から導入される「品目横断的経営安定対策」に

対応するため、水稲＋麦＋大豆による効率的安定的な家族経営体と企業的経営体

による営農類型を目標に、より一層担い手への農地の利用集積の推進と、農業生

産組織の法人化を推進し、効率的な土地利用、低コスト化及び生産性の向上を推

進する。畑地は安全、安心な少量多品目の野菜の生産による農地の高度利用を推

進し、多品目周年栽培による直売を中心とした農業経営の拡大及び安定化による

産地化を推進する。 

よって、このほ場整備が実施された水田を中心に農用地区域○○ha 

【田：○○ha、畑：○○ha、採草放牧地：○○ha、農業用施設用地：○○ha】を 

設定し、今後も生産条件整備を行いつつ、高生産性・高収益性農業の振興を図る。 
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また、釣川流域では、堰による河川水の利用だけでは必要水量が確保できない

ため、数多くの農業用ため池を築き、豊かな地域資源になっているが、昨今、た

め池の老朽化により、漏水があるため、緊急性の高いため池を対象に堤体の改修

を推進し、農業用水の確保に努める。 

さらに、Ａ地区には「農」をテーマにした「正助ふるさと村」があり、市民農

園や体験農園による都市住民と農業とのふれあい・交流と、新鮮な野菜や農産物

加工品等の直売等が行われている。 

今後は、農産物・加工品の直売や農産物加工体験等を充実させ、地域内販売体

制を推進し、生産者の顔の見える安全で新鮮な高品質な農産物生産を推進し、地

産地消運動及び都市と農村との交流を推進する。 

 

（イ）赤間地区（Ｂ地区）【 区域：Ｂ－１，Ｂ－２，Ｂ－３ 】 

この地区は本市の南部地区に位置し、低地部の農業振興地域と丘陵地の市街化

区域による土地利用規制が行われている。農地は釣川流域に展開する低地の水田

がほとんどで、水稲を中心に、麦、大豆の作付けを行っている。農業用水はため

池からかんがいを行っている。その中でも、釣川流域の水田は平成２年から平成

８年にかけて、「富地原地区県営ほ場整備事業」によって、ほ場区画の整理・大型

化、農道、農業用用排水路、暗渠排水が完備された優良農地で、大型機械化体系

が導入され、認定農業者や農業生産組織などの担い手に農地の利用集積を進め、

水稲、麦、大豆のブロックローテーション、特に麦・大豆の集団作付けによる高

生産性の土地利用を行っている。しかし、農業従事者の高齢化、担い手不足が進

む中、市街化区域に隣接したＢ地区は農業従事者の適切な生産活動により、食料

供給だけでなく、洪水防止機能、保健休養･やすらぎ機能、大気浄化機能、気候緩

和機能など多面的機能を発揮していく必要がある。 

よって、このほ場整備が実施された水田を中心に農用地区域○○ha 

【田：○○ha、農業用施設用地：○○ha】を設定し、今後も生産条件整備を行い

つつ、高生産性・高収益性農業の振興を図る。 

今後とも、農業の持続的発展と多面的機能を発揮するため、水稲＋麦＋大豆に

よる効率的安定的な家族経営体と企業的経営体による営農類型を目標に、平成 19

年度産から導入される「品目横断的経営安定対策」に対応するため、より一層担

い手への農地の利用集積の推進と農業生産組織の法人化を推進し、農地の高度利

用による優良農地の保全を図る。併せて、平成 19年度から導入される「農地・水・

農村環境保全向上対策」に対応するため、水路や農道の手入れを農業者だけでな

く、地域住民、自治会などが参加する共同活動組織を設立し、農地、農業用水、

ため池などの地域資源の保全を図る。さらに、緊急性の高いため池を対象に堤体

の改修を推進し、農業用水の確保に努める。 
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（ウ）河東地区（Ｃ地区）【 区域：Ｃ－１，Ｃ－２，Ｃ－３】 

この地区は本市の中央部に位置し、地区の南部を旧国道３号及びＪＲ鹿児島本

線が東西に通過している。農地は山田川、横山川流域に展開する低地の水田と丘

陵地の樹園地に展開し、水稲と果樹（温州みかん）の作付けを行っている。また、

地区の北部は酪農団地や肥育牛の法人組織が県下でも有数な畜産振興地域である

が、家畜排せつ物の悪臭が環境問題となっている。さらに、山田川には、ホタル

が生息し、環境に配慮した農業生産活動が必要となっている。 

よって、ほ場整備が実施された水田を中心に農用地区域○○ha 

【田：○○ha、畑：○○ha、樹園地：○○ha、農業用施設用地：○○ha】を設定

し、今後も生産条件整備を行いつつ、高生産性・高収益性で環境に配慮した農業

の振興を図る。 

今後は家畜排せつ物のたい肥化を推進し、たい肥の地域内流通による有機性資

源の活用等を図り、消費者の安全・安心志向に対応した環境保全型農業を推進す

る。また、ほ場条件が整った水田はより一層担い手への農地の利用集積による大

規模かつ効率的な土地利用として、水稲のほか、耕畜連携による飼料作物（粗飼

料）の生産を導入し、効率的な土地利用と平成 19年度産から導入される「品目横

断的経営安定対策」に対応する。 

 

（エ）南郷地区（Ｄ地区）【 区域：Ｄ－１，Ｄ－２，Ｄ－３，Ｄ－４ 】 

この地区は本市の南端に位置し、地区の北部を国道３号が東西に通過している。

農地は南部の朝町川、高瀬川流域に展開する低地の水田と北部の丘陵地の畑地で、

水田では水稲を中心に、麦、大豆を、畑地では野菜、果樹の作付けを行っている。     

農業用水は、河川とため池からかんがいを行っているが、その中でも、朝町川、

高瀬川流域 の水田は昭和 53 年から平成２年にかけて、「南郷地区県営ほ場整備

事業」によって、ほ場区画の整理、農道、農業用用排水路、暗渠排水が完備され

た優良農地で、大型機械化体系が導入され、認定農業者や農業生産組織などの担

い手に農地の利用集積を進めている一方で、地区の中央にカントリーエレベータ

ーが整備され、水稲、麦、大豆のブロックローテーションによる高生産性の土地

利用を行っている。しかし、農業従事者の高齢化、担い手不足が進む中、市街化

区域に隣接したＤ地区は農業従事者の適切な生産活動により、食料供給だけでな

く、洪水防止機能、保健休養･やすらぎ機能、大気浄化機能、気候緩和機能など多

面的機能を発揮していく必要がある。 

よって、このほ場整備が実施された水田を中心に農用地区域○○ha 

【田：○○ha、畑：○○ha、樹園地：○○ha、農業用施設用地：○○ha】を 

設定し、今後も生産条件整備を行いつつ、高生産性・高収益性農業の振興を図



 8 

る。 

今後は平成 19 年度産から導入される「品目横断的経営安定対策」に対応するた

め、水田は水稲＋麦＋大豆による効率的安定的な家族経営体と企業的経営体によ

る営農類型を目標に、より一層担い手への農地の利用集積の推進と、農業生産組

織の法人化を推進し、効率的な土地利用、低コスト化及び生産性の向上を推進す

る。畑地は都市近郊型農業の発展に向け、安全、安心な少量多品目の野菜の生産

による農地の高度利用を推進し、多品目周年栽培による直売を中心とした農業経

営の拡大及び安定化を推進し、地産地消運動の展開を図る。併せて、平成 19 年度

から導入される「農地・水・農村環境保全向上対策」に対応するため、水路や農

道の手入れを農業者だけでなく、地域住民、自治会などが参加する共同活動組織

を設立し、農地、農業用水、ため池などの地域資源の保全を図る。さらに、緊急

性の高いため池を対象に堤体の改修を推進し、農業用水の確保に努める。 

 

（オ）東郷地区（Ｅ地区）【 区域：Ｅ－１，Ｅ－２，Ｅ－３ 】 

この地区は本市の西端に位置し、旧国道３号及びＪＲ鹿児島保全が地区の東部

から南部を通過している。農地は釣川流域の低地の水田が主で水稲と併せて、イ

チゴ、トマトなどの施設園芸が盛んな地区である。農業用水は河川及びため池よ

りかんがいを行っている。 

今後、ほ場条件が整った水田はより一層担い手への農地の利用集積による効率

的な土地利用として、水稲のほか、耕畜連携による飼料作物（粗飼料）の生産導

入を推進し、効率的な土地利用を推進するとともに、農業生産集団の組織化を図

る中で、地区の農業生産の実態に即した集落営農への取り組みに努める。畑地は

都市近郊型農業の発展に向け、消費者ニーズに対応した直売方式による多品目の

生産と収益性の高い作目へ転換し、産地化による集団的優良農地の確保と農地の

高度利用を推進する。また、都市住民に対し、生鮮野菜等の直売を中心とする効

率的な農業経営の展開を推進し、地産地消運動の展開を図る。さらに、漏水があ

るため池については、農業用水の確保を図るため、堤体の改修を推進する。 

よって、これらの平野部の水田を中心に農用地区域○○ha 

【田：○○ha、畑：○○ha、樹園地：○○ha、農業用施設用地：○○ha】を 

設定し、今後も生産条件整備を行いつつ、高生産性・高収益性農業の振興を図る。 

 

（カ）田島地区（Ｆ地区）【 区域：Ｆ－１，Ｆ－２，Ｆ－３，Ｆ－４，Ｆ－５ 】 

この地区は本市の北西部に位置し、地区の中央部を釣川が南北に通過している。

農地は釣川流域に展開する低地の暗渠排水が完備された水田の優良農地で、認定

農業者や農業生産組織などの担い手に農地の利用集積を進め、水稲、麦、大豆の

ブロックローテーションによる高生産性の土地利用を行っている。 
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今後とも、水稲＋麦＋大豆による効率的安定的な家族経営体と企業的経営体に

よる営農類型を目標に、平成19 年度産から導入される「品目横断的経営安定対策」

に対応するため、より一層担い手への農地の利用集積の推進と農業生産組織の法

人化を推進し、担い手への農地の利用集積による効率的な土地利用を推進する。

併せて、平成 19 年度から導入される「農地・水・農村環境保全向上対策」に対応

するため、水路や農道の手入れを農業者だけでなく、地域住民、自治会などが参

加する共同活動組織を設立し、農地や農業用水などの地域資源の保全を図る。 

よって、これらの平野部の水田を中心に農用地区域○○ha 

【田：○○ha、畑：○○ha、樹園地：○○ha】を設定し、今後も生産条件整備を

行いつつ、高生産性・高収益性農業の振興を図る。 

 

（キ）池野地区（Ｇ地区）【 区域：Ｇ－１，Ｇ－２ 】 

この地区は本市の北部に位置し、地区の北部付近で国道 495 号が東西を通過し

ている。農地は樽見川、牟田川流域に展開する低地の暗渠排水が完備された水田

の優良農地で、水稲の作付けを行っている。 

今後、ほ場条件が整った水田は担い手への農地の利用集積による効率的な土地

利用として、麦、大豆の生産導入を推進し、農地の高度利用と集団的優良農地の

確保を推進する。 

よって、これらの平野部の水田を中心に農用地区域○○ha 

【田：○○ha、畑：○○ha、樹園地：○○ha、農業用施設用地】を設定し、今後

も生産条件整備を行いつつ、高生産性・高収益性農業の振興を図る。 

 

（ク）岬地区（Ｈ地区）【 区域：Ｈ－１，Ｈ－２ 】 

この地区は本市の北端に位置し、地区の西部を県道玄海・田島・福間線が南北

に通過している。農地は湯川山麓のに展開する基盤整備済みの水田の優良農地で、

水稲とイチゴの作付けを行っている。また、この地区では、中規模の養鶏場が２

箇所ある。 

今後、ほ場条件が整った水田は水稲＋麦による効率的安定的な家族経営体によ

る営農類型を目標に、担い手への農地の利用集積の推進と、農業生産組織の法人

化を推進し、効率的な土地利用による農地の高度利用と集団的優良農地の確保を

推進するとともに、すぐれた自然景観を活かしてグリーンツーリズムの推進を図

る。 

よって、これらの基盤整備済みの水田を中心に農用地区域○○ha 

【田：○○ha、畑：○○ha、樹園地：○○ha、農業用施設用地】を設定し、今後

も生産条件整備を行いつつ、高生産性・高収益性農業の振興を図る。 
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（ケ）神湊地区（Ｉ地区）【 区域：Ｉ－１ 】 

この地区は本市の北東部の釣川河口部に位置している。農地は集落と保安林の

間に存在する農業生産基盤整備が完了した水田で水稲の作付けを行っている。 

今後はうまい米づくりを基本に、高品質化によるブランド化を推進する。 

よって、当該地区では、基盤整備済みの水田を中心に農用地区域○○ha 

【田：○○ha、畑：○○ha】を設定し、今後も生産条件整備を行いつつ、高生産

性・高収益性農業の振興を図る。 

 

（コ）大島地区（Ｊ地区）【 区域：Ｊ－１ 】 

この地区の農地は農業生産基盤整備が完了した水田で水稲を作付けしている。

また、市営大島牧場には採草放牧地が展開し、黒毛和牛の繁殖・肥育を行ってい

る。 

今後、ほ場条件が整った水田は、水稲のほか、飼料作物（粗飼料）の生産導入

を推進し、効率的な土地利用を推進する。また、採草放牧地は地域の畜産振興を

図る上で、必要不可欠な牧草を確保するため、草地更新を図り、農地の高度利用

を推進する。 

よって、当該地区では、基盤整備済みの水田を中心に農用地区域○○ha 

【田：○○ha、採草放牧地：○○ha】を設定し、今後も生産条件整備を行いつつ、

高生産性・高収益性農業の振興を図る。 
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 ２ 農用地利用計画 

   別記地番表のとおりとする。 
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第２ 農業生産基盤の整備開発計画 
１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向 

農地の整備状況は、水田の 73％が約 30ａ区画に整備されており、畑地の整備状況は、

30％が幹・支線農道が整備されている。 

農業生産基盤の整備及び開発は、農業者が効率的かつ安定的な農業経営を行い、か

つ収益性の高い農業を営むために生産性の向上を図ること、また、担い手への利用集

積による経営規模の拡大等の農業構造の改善を促進することを基本に、地域における

農業者、住民等の関係者の合意形成を図りつつ、土地利用の高度化、水利用の合理化

及び農村の生活環境に配慮しながら進める方針である。 

今後は、地域の現状を十分考慮して、環境との調和に配慮し、農家の合意形成を得

た中で、高度な農業生産の実現と農家の経営の安定及び規模拡大を図るため、ほ場区

画の整理・大型化、水田の汎用化、農道の整備、かんがい排水施設の整備、水資源の

確保を図り、農村環境の整備に努める。 

なお、農業生産基盤整備事業の実施に当たっては、田園環境整備マスタープランに

基づき、多自然工法など田園環境と調和した低コストな整備手法を導入するとともに、

農業用用排水路を活用した地域の水辺空間の整備による環境の再生・保全を推進する。 

 

２ 農業生産基盤整備開発計画 

受益の範囲 
事業の種類 事業の概要 

受益地区 受益面積 

付図３号 

対図番号 
備 考 

県営ほ場整備事業 区画整理 田島 50ha   

県営ほ場整備事業 区画整理 田野 30ha   

かんがい排水 排水路整備 江口 10ha   

      

 

 ３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

   該当なし 

 

４ 他事業との関連 

   該当なし 
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第３ 農用地等の保全計画 

１ 農用地等の保全の方向 

農用地は、本市農業の持続的発展を図っていくために、最も基礎的な農業生産基盤

である。本市は、将来にわたって、安全な食料を安定的に供給していくため、農業・

農村の有する多面的機能を発揮させ、無秩序な土地利用や耕作放棄等による農地のか

い廃を防ぎ、農業生産に必要な優良農地を営農に適した良好な状態で確保しながら農

地の有効利用を推進する。このため、農業委員会、農業協同組合等の関係機関との連

携を図る中で、利用権設定等促進事業、農地保有合理化事業等を通じ、認定農業者や

集落営農組織等の担い手への農地の利用集積を推進し、農用地の保全に努める。 

農用地の保全については、農業経営基盤強化促進基本構想に基づき、遊休農地の農

業上の利用の増進を図り、遊休農地の発生防止、解消に向けた取り組みと併せて、「農

地・水・農村環境保全向上対策」を活用し、農用地の維持、管理を図る。 

また、平坦低地で農用地等の浸水被害が発生している地域を対象に、排水路、樋門、

樋管、排水機場等の整備を推進し、自然災害による農用地等の浸水被害の軽減と、老

朽化しているため池の堤体を対象に、堤体の改修を推進し、農業用水の確保に努める。 

さらに、都市住民の農業体験の場として、農家との交流や農作業を介しての自然と

のふれあいの場を提供する中で、新たな農業形態である「ふれあい農業」を推進し、

農用地の保全に努める。 

 

２ 農用地等保全整備計画  

受益の範囲 
事業の種類 事業の概要 

受益地区 受益面積 

付図３号 

対図番号 
備 考 

県営ため池等整備事業 ため池整備 吉武 20ha   

県営ため池等整備事業 ため池整備 河東 14ha   

県営ため池等整備事業 ため池整備 池田 10ha   

団体営ため池等整備事業 ため池整備 池田 5.3ha   

団体営ため池等整備事業 ため池整備 田島 6ha   

      

 

３ 農用地等の保全のための活動 

（１）「農地・水・農村環境保全向上対策」の取り組みの推進 

   水路や農道の手入れを農業者だけでなく、地域住民、自治会なども参加して行う

共同活動組織を設立し、農地、農業用水、ため池などの地域資源の保全を図る取

り組みを推進する。 

（２）耕作放棄地の解消活動の支援 
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 ａ 認定農業者等担い手への利用集積 

農地所有者の耕作再開を促すとともに、農業経営基盤強化促進事業を導入し、認

定農業者等の担い手や新規就農者への利用集積を推進し、農地の有効利用を図る。 

 

  ｂ 景観形成作物の栽培による美しい地域づくり、景観づくりの推進 

 美しい地域づくり景観づくりを推進するため、景観形成作物の栽培を推進し、都

市と農村との交流の場として活用する。 

 

 （３）農地の保全管理等のための資金援助 

    該当なし 

 

 （４）集落協定に基づく農地保全活動に対する支援 

    中山間地域等の生産条件が不利な地域では、中山間地域等直接支払制度を活用し、

集落での合意形成を基に協定等を締結し、耕作放棄地の発生防止を図る。 

 

４ 森林の整備その他林業の振興との関連 
山林・原野等を開発することにより土砂等の流入が起き、優良農地の保全に支障

を来たすおそれのある区域においては、現況森林原野等でも農用地区域を設定して

農地の保全を図る。、 
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第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 
１ 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に関する誘導方向 

（１） 効率的かつ安定的な農業経営の目標 

本市の農業が維持発展していくためには、他産業従事者と均衡のとれた農業所得

が期待できる担い手の育成が必要である。このため、農業経営基盤強化促進事業に

より農地の流動化を推進し、認定農業者、特定農業法人を中心とした地域農業の担

い手に農用地の集積による規模拡大を図る。 

また、本地域の条件に適した重点作目である水稲、麦、大豆、野菜（キャベツ、

キュウリ、トマト、イチゴ）、果樹（温州みかん、イチジク）、花き、畜産等による

複合経営を推進し、農業を主体とする経営体が地域における他産業並みの所得に相

当する年間農業所得（主たる農業従事者１人当たり 470 万円程度、１経営体当たり

520 万円程度）、年間労働時間（主たる農業従事者１人あたり 2,000 時間程度）の水

準を実現できるよう経営感覚に優れた効率的かつ安定的な農業経営体の育成を推進

する。 

 

区分 営農類型 目標規模 作 目 構 成 戸数 流動化目標面積 

水 稲 

＋ 

麦 

＋ 

大 豆 

水田  1200a 水稲      600a 

小麦      600a 

大麦       400a 

大豆      600a 

  

イチゴ 

＋ 

水 稲 

 

水田  210a イチゴ      35a 

 あまおう夜冷 15a 

 あまおう普通 

ﾎﾟｯﾄ 20a 

水稲     110a 

  

トマト 

＋ 

水 稲 

＋ 

大 豆 

水田   450a 施設トマト    50a 

水稲      250a 

大豆          150a 

 

  

果樹 

＋ 

水 稲 

水田  200a 

樹園地 140a 

柑橘      110a 

イチジク     30a 

水稲      100a 

  

 

 

個 

 

 

 

 

別 

 

 

 

 

経 

 

 

 

 

営 

 

 

 

 

体 

水 稲 

＋ 

麦 

＋ 

キャベツ 

＋ 

大豆 

水田 1000a 水稲      500a 

小麦      360a 

大麦      240a 

キャベツ    250a 

 冬出し    150a 

 春出し    100a 

大豆      500a 
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区分 営農類型 目標規模 作 目 構 成 戸数 流動化目標面積 

花卉 

＋ 

水稲 

水田  150a 

施設用地 25a 

 

トルコキキョウ 20a 

スカシユリ   10a 

グラジオラス施設 10a 

グラジオラス露地 20a 

水稲      80a 

  個 

 

別 

 

経 

 

営 

 

体 

酪 農 

＋ 

飼料作物 

＋ 

水 稲 

水田 1000a 

経産牛 35頭 

イタリアン   450a 

スーダングラス 1450a 

水稲      100a 

  

組 

 

織 

 

経 

 

営 

 

体 

水 稲 

＋ 

麦 

＋ 

大 豆 

 

 

水田 2000a 水稲      1200a 

小麦       900a 

大麦        600a 

大豆       800a 

作業委託   1000a 

  

 

（２）農用地等の農業上の効率的かつ総合的な利用に関する誘導方向 

 効率的かつ安定的な農業経営を目指し、農業経営改善計画の達成に向けた経営規

模拡大に資するため、利用権設定等促進事業を実施するなかで、農業委員等による

掘り起こし活動を強化し、農地の出し手と受け手に関わる情報を一元的に把握する

とともに、両者を効率的に結びつけることや、農業協同組合と連携した農作業受委

託の促進を図り、担い手への農用地の利用集積により、適切な農業生産活動の維持・

増進を推進し、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る。 

また、耕作放棄地が増加傾向にある中で、これらを担い手への農地の利用集積、

景観作物の栽培等に活用し、農業・農村が持つ多面的機能が発揮されるよう農用地

の保全を図る。 

 

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 

魅力ある農業経営と生産性の高い農業の確立を図るため、地域農業集団や農業生

産組織を基礎とした農用地の流動化の推進によって、規模拡大及び農用地の効率的

利用を図る。 

 

（１）認定農業者等の育成対策 

    認定農業者等担い手の経営規模拡大、省力化を図るため、農業協同組合、農業委

員会、地域農業改良普及センター等で設置した北筑前地域担い手・産地育成総合支
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援協議会と農業振興支援センターが中心となり、農業経営の法人化、農業制度資金

利活用の相談を行い、経営改善計画の達成に向け経営・生産技術の改善指導を進め

る。 

   

（２）農用地の集団化対策 

    土地の地理的条件等を十分配慮し、所有権移転、利用権設定、農作業受委託等に

よる幅広い農用地の流動化を図りながら、効率的な農用地の活用を図る。 

 

 （３）農業経営基盤強化促進事業等農用地の流動化対策 

農業経営基盤強化促進事業、農地保有合理化事業、農地移動適正化あっせん事業

を積極的に活用・導入し、農業委員会等による掘り起こし活動を強化する中で、兼

業農家や未利用農地の所有者と協議を進め、農地の出し手と受け手に関わる情報を

一元的に把握するとともに、両者を効率的に結びつけ、担い手への農用地の利用集

積を推進する。 

 

 （４）農作業の受委託の促進対策 

担い手と兼業農家・高齢農業者を結びつけ、農業機械の利用や作業の効率化を進

め、農作業の受委託を推進する。水田においては、農業振興支援センターと連携し

た作業受委託を推進する。 

 

 （５）農作業の共同化対策 

農業経営の安定を図るため、農業機械の共同購入・施設の共同利用を推進し、生

産技術の向上やコストの低減を促進する。また、農業協同組合が主体となって行っ

ている水稲の育苗施設等の共同利用を推進する。 

 

 （６）農業生産組織の活動促進対策 

農業の近代化・効率化を図るためには、農業生産組織の育成や強化が必要であり、

農業協同組合、農業委員会、地域農業改良普及センター等で設置した北筑前地域担

い手・産地育成総合支援協議会と農業振興支援センターが中心となり、効率的な生

産組織の育成を進めるとともに、組織リーダーの育成も推進し、総合的に農業生産

組織の活動促進を図る。 

 

 （７）地力の維持増進対策 

地域ぐるみや個別経営体ごとの輪作体系の確立展開を推進支援し、同時に地力増

進作物の活用、土壌分析に基づく施肥や、たい肥の地域内流通による有機資源の活

用等を進め、耕蓄連携を推進する中で地力の増進維持を図る。 
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３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

  該当無し 
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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 

本市農業は、消費者ニーズに対応した農業の持続的な発展を図るため、地域の特性

に応じた生産団地を育成し、生産振興を図るとともに、環境と調和のとれた持続的な

農業生産への取り組みに向けた施設整備、重点作物の栽培促進による産地化と地産地

消による活力ある地域づくりを推進する。 

今後は、農産物の出荷や選別作業等の効率化・共同化を図るため、ロットの確保、

荷口の大型化に向けた集出荷施設や貯蔵施設の整備を行うとともに、環境保全型農業

を目指す上で必要なたい肥化施設整備や流通コストの削減のための農産物直売加工施

設の整備を推進する。 

 

（１）水稲 

水稲は、担い手と地域農業集団の育成強化、不耕起播種技術の導入や側条施肥田植

機・大型コンバイン等の高性能稲作機械の導入・共同利用を進め、稲作の低コスト化

を推進する。また、環境にやさしい農業を基本に、土づくり、減農薬、減化学肥料の

地域ブランドの育成、安定生産を推進する。 

 

（２）麦 

水稲及び大豆等を含めた総合的な土地利用体系のもとで作付け拡大を図る必要があ

る。このため、認定農業者等への利用権設定や集落営農等の組織活動による団地化等

により生産規模の拡大を図るとともに、排水対策や肥培管理等の基本技術の徹底を行

うことで品質向上を推進する。 

 

（３）大豆 

転作の重要な作物であり水系を考慮した地域ごとの団地化を図る必要がある。この

ため、排水対策や肥培管理等の基本技術の徹底及び栽培管理機や収穫機の共同利用を

促進し、水稲・麦などの組み合わせによる輪作体系を推進する。 

 

（４）野菜 

消費の多様化･周年化が進み、輸入野菜が増加している。このため、生産条件の整備

を図り、需要動向に対応できる安全で高品質野菜の計画的な生産出荷を図る必要があ

り、集出荷施設及び予冷･保冷施設の整備を推進するとともに、規格の簡素化、出荷容

器の改善、流通経費の節減に努めるなど流通の合理化を推進する。 

 

（５）果樹 

消費者ニーズに沿った高品質果実の生産コスト低減と計画的な生産出荷と流通段階
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での省力化を図る必要がある。このため、優良品種系統の導入・更新や園地改良及び

園内の作業道整備等による高能率園地化を進め、規模拡大を目指し消費者嗜好に即し

た生産を進める。また、高性能選果機等の集出荷施設が整備されたことから、出荷さ

れた果実の糖度･熱度･等階級など農家への情報伝達及び計画出荷のシステム化を構築

し、鮮度保持などを考慮した予冷施設、低温貯蔵施設の整備を推進する。その上で、

消費者志向や市場動向を踏まえ、出荷規格、ネーミング等の見直し、品質管理の徹底

に努め、付加価値を高めたブランド化、消費者宣伝や産地のイメージアップ等による

需要拡大をめざす。 

 

（６）花き 

需要に対応した高品質花きの安定生産のために、新技術の導入、エネルギーの効率

的な利用による低コスト生産と高品質花卉の生産向上や、鮮度保持技術を駆使するな

ど有利販売に向けた取組の強化を図る。 

 

（７）畜産 

耕種農家との連携強化による水田における飼料作物の生産拡大を図り、粗飼料の自

給率向上を図るとともに、堆肥舎の整備を推進して悪臭等の軽減に努める。 

 

２ 農業近代化施設整備計画 

受益の範囲 
施設の種類 位置及び規模 

受益地区 受益面積 受益戸数 
利用組織 

付図４号 

対図番号 

備 

考 

        

        

        

        

        

 

 ３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

   該当無し 
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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 

本市の農業を取り巻く環境は、農業生産の基盤である農地の減少とともに、農業従

事者の高齢化と担い手不足が深刻化している現状にある。このため、本市の農業・農

村の活性化を図る上で、農業生産に必要不可欠な農地の保全とともに、担い手の育成・

確保や集落営農による効率的土地利用が不可欠である。また、近年、農村女性は、農

業・農村の活性化に重要な役割を果たしていることから、より一層資質の向上を図っ

ていくことも必要である。 

そこで、北筑前地域担い手・産地育成総合支援協議会と農業振興支援センターの連

携により、担い手の確保を図るとともに、担い手が効率的かつ安定的な農業経営が行

えるように、農地の利用集積、農業生産基盤の整備、農業近代化施設の整備を推進す

る。 

また、地域の農業等の魅力を、市民を始め、隣接する市町の住民、北九州・福岡両

都市圏から訪れる都市住民への提供を通じて、都市と農村の交流、地域農産物等の販

売体制の強化、女性・高齢者の能力発揮等による「農業の６次産業化」を促進し、効

率的かつ安定的な農業経営体の育成を図る。 

 

 ２ 農業就業者育成・確保施設整備計画 

該当なし 

 

 ３ 農業を担うべき者のための支援の活動 

就農希望者を対象に就農支援資金による研修、就農準備、施設整備に係る資金の活

用を図り就農支援を行う。また、生産基盤となる農地の確保については、農業委員会

と一体となって、農地の貸し借りや取得に関する支援を行うとともに、農業関係制度

資金の活用を図る。さらに、北筑前地域担い手・産地育成総合支援協議会と農業振興

支援センターが中心となり、先進事例の視察や情報の収集を積極的に行い、担い手農

家の農業・経営技術の習得と向上を総合的に支援する。 

今後、農業を担う農業従事者を育成・確保するため、高齢農業者、女性農業者への

支援とともに、農業教育の持続を進め、教育の一環として小学校の段階から学校給食

でのむなかた産の農産物の利用、農作業体験、ふるさと先生の活動等を通じて、農業・

農村の多面的な機能の役割と理解促進を進めることで、長期的な視点で将来の農業の

担い手を確保する。 

 

（１）高齢農業者の支援 

本市農業を担う農業従事者は高齢化が進行しており、優れた農業経営者による生産

性の高い農業経営の確立と高齢者のもつ豊かな経験と円熟した技術を活かした農業生
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産活動や地域活動の促進が課題である。そこで、農村高齢者を農業や地域活動の担い

手として、また、農村の生活文化の伝承者として位置づけ、層の厚い地域農業の展開、

営農・生活技術の伝承、地域活動の活性化等の面において高齢者が生涯現役をモット

ーに生きがいを持って農業に関する活動を行うことができる体制を推進する。 

 

（２）女性農業者の支援 

女性がいきいきと働き、ゆとりをもって活動できる環境づくりに向けて、家族経営

協定の締結を推進する。また、主体的に農業経営及びこれに関連する活動に参画する

女性農業者の育成を図るため、女性農業者育成・参画に関する目標を定め、女性農業

者の参画を推進する。 

 

（６）農業教育の持続 

子供たちの「生きる力」を育むとともに、農業への理解を醸成し、次代の農業の担

い手や支援者を育成する観点から、農業体験学習の推進を図ることが重要である。こ

のため、小学校での食農教育、ふるさと先生の活動等を通じて、学校教育との連携を

深めるとともに、地元農産物を利用した学校給食の提供を通じて、農業教育を今後と

も推進する。 

 

 ４ 森林の整備その他林業の振興との関連 

   該当なし 
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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 

本地域は、北九州・福岡両都市圏に隣接しているため、都市化の進展、幹線道路沿

い等で商業集積が進められ、農業従事者の就業機会の場は増加傾向にある。 

また、地産地消、むなかたブランド化や、優れた自然環境・農村環境を活用した、

都市と農村の交流拡大による「ふれあい農業」やグリーンツーリズムを推進する中で、

就業の機会の増大を促進する。 

なお、事業所の誘致にあたっては、優良農地の確保を基本とし、国土利用計画、都

市計画との整合に留意する。 
単位：人 

区  分 従     業    地 

市町村内 市町村外 合  計 
Ⅰ Ⅱ 

男 女 計 男 女 計 男 女 計 

恒常的勤務 － － － － － － － － － 222 

計 － － － － － － － － 222 

自 営 業 － － － － － － － － － 12 

計 － － － － － － － － 12 

日雇・臨時雇 

出 稼 ぎ 
－ － － － － － － － － 13 

計  － － － － － － － － 13 

総 計 － － － － － － － － 247 

（注）資料：2005 年農林業センサス 

 

２ 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策 

農業従事者の安定的な就業目標を実現するため、農業委員会と緊密な連携のもとに

農用地利用集積を図り、担い手への農地集積を推進する一方、農作業の受委託、共同

化あるいは兼業作物体系の確立を図ることによって、農用地の有効利用と併せ農業の

就業安定を促進する。 

本市農業の理解者は市民であることを目標に、学校給食や赤間駅前周辺整備に伴う

商業集積の推進によって、地産地消によるむなかたブランド化の確立を推進する。 

農産物や農産物加工品の販売、農作業体験、伝統文化等の地域資源を活かし、市民

を始め、隣接する市町の住民、北九州・福岡両都市圏から訪れる都市住民との交流を

図ることにより安定的な就業の場の創出を推進する。 

   また、優良農地の確保を前提に、優良企業の誘致を推進する。 

 

３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

  該当無し 
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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 

本市は、豊かな自然や恵まれた居住環境を活かし、「海・山・川に育まれ、教育・文

化と歴史がいきるコミュニティのまち（であい・ふれあい・結びあい）」をまちづくり

の基本理念に掲げ、豊かな自然、歴史・文化資産を活かし、快適で“癒し”を感じる

まちづくりを基本にコミュニティのまち、地域における人材育成、生涯学習、市民活

動推進による元気なまち、子供から高齢者まで安全・安心に暮らせるまちの実現を目

指している。 

   しかし、農村部では都市部に比べて生活環境施設の整備が立ち遅れており、今後は、

農業の持続的な発展の基盤としての役割を果たしていくため、生活環境の整備を総合

的に行い、「安全で快適に暮らせるまちづくり」を目標に、住民生活の安定と質的な向

上、安全性、保健性、利便性、快適性、文化性の向上に努める。 

（１）安全性の向上 

迅速な災害応急対策や災害復旧防災対策活動等の防災体制を確立し、住民に対す

る意識啓発及び避難訓練の実施等防災対策を図る。 

また、交通危険箇所にカーブミラーやガードレール及び安全標識の設置や歩行者

が安全に歩行できるような歩道の設置等を推進する。 

さらに、防犯灯、防火水槽の整備を計画的に実施し安全確保に努める。 

 

（２）保健性の向上 

住民が安心して利用できる上水道の安定的供給を推進するとともに、水資源の保

護や節水への意識と行動の喚起を推進する。 

また、公共下水道の普及促進に努め、合併処理浄化槽の設置と適切な維持管理を

徹底する。 

 

（３）利便性の向上 

近隣都市への交通及び広域交通は、ＪＲ鹿児島本線のほか、国道３号とその北側

を通過する旧国道３号（現主要地方道福間宗像玄海線、主要地方道宗像玄海線）及

び海岸付近を通過する国道 495 号などの道路交通網であるが、近年、自家用車が主

要な交通手段となっている。このため、都市計画道路を始めとして市内道路網の整

備を推進するほか、「人にやさしいまちづくり」のため、自動車を利用できない人の

立場に立ち、バス、ＪＲなどの公共交通機関を利用しやすい道路、駅などの整備と

「ふれあいバス」の運行を継続していく必要がある。また、歩行者、自転者の安全

性を確保する歩道の設置を図り、バリアフリー化に努める必要がある。大島、地島

と本土を結ぶ唯一の交通手段である渡船は日常物資の運搬、通勤通学等に欠かすこ

とのできない生活航路であるため、利便性の向上に努める。 
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（４）快適性の向上（地域用水機能の保全と整備推進） 

農業用水は、かんがいに利用されるだけでなく、農業集落の防火等に利活用され

ているほか、景観形成、親水、生態系保全等の役割を果たしている。このため、河

川とため池や水路など農業水利施設の有する景観形成、親水等の地域用水機能を活

用し、うるおいとやすらぎのある快適な生活環境の整備として、地域用水環境整備

を推進する。 

 

（５）文化性の向上（農村コミュニティー活動の推進） 

都市化の進展に伴い、兼業化、高齢化、混住化が進み、地域における生活意識の

多様化がみられ、地域連帯感・集落機能が低下傾向にある。このため、農家、非農

家を含めた地域の交流の場づくりや地域農業集団、農業生産組織等各種組織の育成

強化を通じ、長年育んできた伝統行事や文化・伝承、文化的歴史的遺跡等の農村文

化や農業農村が持つ多面的機能を後世に伝えるとともに、都市住民が農村文化にふ

れる機会の充実や地域の自主性と創意に基づいたコミュニティー活動を推進し、地

域の連帯感を育成するとともに、都市と農村の交流を促進する。 

 

２ 生活環境施設整備計画 

 

施設の種類 

 

位置及び規模 

 

 

対図番号 

 

備 考 

公共下水道施設 市内全域 市内全域  

    

 

 ３ 森林の整備その他林業の振興との関連 

   該当なし 

 

 ４ その他の施設の整備に係る事業との関連 

   該当なし 
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第９  付図  

 

 別添 

 

 １ 土地利用計画図（付図１号）             

 ２ 農業生産基盤整備開発計画図（付図２号）      

 ３ 農用地等保全整備計画図（付図３号）        

 ４ 農業近代化施設整備計画図（付図４号）       

 ５ 農業就業者育成・確保施設整備計画図（なし）  

 ６ 生活環境施設整備計画図（なし）        

 


