
 
 
 
 

 
 

～「環境にやさしい農林水産業の推進」に向けて～ 
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南相馬市農林水産振興プラン策定にあたって 

～～地域資源循環型の環境にやさしい持続可能な農林水産業の推進～～ 

 

 南相馬市は、平成１８年１月１日に、旧小高町、旧鹿島町及び旧原町市の１市２町の合

併により誕生し３年を経過したところであります。 

 この間、「ともにつくる 活力に満ちた 安心で潤いのある南相馬」を将来像とした総合

計画の策定や、まちづくりの基本ルールである自治基本条例の制定など、新市建設計画を

受け継ぎ、かつ将来に向けた新たなまちづくりをスタートしたところであります。 

 さて、本市の農林水産業は、食の供給をはじめとした日常生活を支えてきた基幹産業と

して、「報徳仕法」という礎のうえに先人より連綿と引き継いできたところでありますが、

近年の食文化の変化による米の消費低迷や輸入農作物の増加、加えて穀物類のバイオ燃料

化など、時代潮流の変化の中で農林水産業を取り巻く環境が大きく様変わりしてきていま

す。 

 本来、農林水産業は、自然環境の中で営まれる生産活動で、光、水、土地、空気などの

自然界の恩恵を受け成り立っており、環境との調和なしには米や野菜などの生産活動は長

期的に継続しないものであります。 

南相馬市は、山、川、海の自然環境と東北としては比較的温暖な気候風土に恵まれてお

り、あらためて自然界の恩恵に心より感謝するとともに、先人より引き継いできた自然環

境を私たちの子々孫々につなぐ責務を感じているところであります。 

 こうしたことから、これからの農林水産業は、安心安全な食の生産活動とともに環境と

調和した持続可能な産業として育むものであることから、地域資源の循環活用による「環

境にやさしい農林水産業」の推進を基本理念に、高付加価値化への産品加工やブランド化

による販路拡大など「農林水産業の第６次産業化」を図ることとして本プランを作成した

ところであります。 

 また、この基本理念を現実のものとするためには、行政はもとより農林水産業に携わる

皆さんをはじめ関係機関団体や市民の皆さんの役割を明らかに、それぞれの主体が自主

的・主体的に実行するとともに互いの連携・補完により進める必要があり、報徳仕法の「一

円融合」の教えの中で皆さんのご理解とご協力を切に願うものであります。 

最後に、南相馬市農林水産振興プラン策定委員会の皆さんには、示唆に富んだ意見の

数々に心より感謝申し上げ、また、アドバイザーの両角教授には専門的見地からのご教導

をいただき衷心より感謝申し上げますとともに、本プラン実現のため市民皆さんのご理解

とご協力をお願い申し上げます。 

  

 平成２１年３月２４日 

 

                  南相馬市長  渡 辺 一 成 
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