
南相馬市農林水産業振興プラン（アクションプログラム）点検結果一覧表 　資料２
振興策の体系 事業名 事業概要 指標内容 目標値 現状値 計画期間 指標達成への貢献

①ほ場整備の推進 経営体育成基盤整備事業
大区画ほ場整備により集約的農業を展開し、作業効率の
向上と生産性を確保するとともに、生物多様性の保全な
ど農業の多面的機能を発揮させる。

ほ場整備の推進 ８地区、882.8ha ４地区、417.8ha H21-24
大区画ほ場整備により集約的農業を展開し、
作業効率の向上と生産性を確保することがで
きた。

②かんがい排水の
施設整備

基盤整備促進事業

農業用水利施設の健全な機能保持及び施設整備により、
受益者の利便性の維持向上を図り、作業の省力化により
生産性の向上と持続的な農家経営を図る。

かんがい排水の施設整
備

大畑水路工
L=1,660m
小木水路工
L=718m

L=1,660m
L=718m

H21-24

水路整備をすることにより、生産性の向上と
持続的な農家経営が図られる。

③農道整備の推進 基盤整備促進事業

農道整備により、営農団地の育成強化に努め、農作物の
品質の向上及び流通の円滑化を図る。 農道整備

道路改良
L=923m
舗装工
L=1,023m

L=923m
L=1,023m

H21-24

農道を整備することにより、農作物の品質の向
上及び流通の円滑化を図り、生産体制の確立と
生産性の高い産地づくりを目指し所得向上が図
られる。

農地防災湛水防止事業 湛水防除施設の改修 2箇所 2箇所 H21-24

県営ため池整備事業 ため池改修 3箇所 3箇所 H21-24
①戦略的産地づく
りの総合支援

戦略的産地づくり総合支援事業
栽培管理用機械や施設の整備について支援を行い、園芸
産地の振興を図る。

制度の利用 各年度　５件 H22　３件 H21-24
各生産者の要望に応じた支援を実施すること
ができた。

②水田畑地化の推
進

水田畑地化推進事業
転作水田を畑作に転換するため、水田に傾斜をつけ表水
面の水はけを良くするための事業を支援する。

水田傾斜化面積 10ha 要望無し H21-24
平成２２年度までに実施要望無し

③麦・大豆品質向
上の対策

麦・大豆品質向上対策事業
麦・大豆の無人ヘリによる省力的で適切な防除を行い、
品質の向上を図るとともに、生産性の向上による安定経
営を図る。

防除面積
２５０ha（年２
回）

実面積１８６．９haH21-24
天候不順による実施面積の減少等があったも
のの、概ね貢献できている。

④遊休農地の活用
促進

遊休農地解消の作付け支援事業

遊休農地の現状を把握し、耕作を再開しようとする場合、
作付けに対する支援により遊休農地の解消を進める。耕作
放棄地解消計画に基づき、土地利用の適正化、担い手への
農地の集積、市民農園等の利活用により農地を有効活用す
る。

遊休農地の解消
遊休農地解消面積
160ha

実績なし H21-24

市内遊休農地の調査に留まり、解消に向けた
取組みまでは実施出来なかった。

⑤土地利用型作物
の推進

水田作大豆・麦高生産化拡大推進
事業

水稲にかわる作物として、土地利用型作物（大豆・麦・
そば）の需要に応じた拡大と団地化による作業体系の効
率化を支援する。

生産拡大面積 ４００ha －５３．１ha H21-24

平成２１年度に事業が終了するまでには作付
面積が増加していたことから、大規模化・団
地化の促進について一定の貢献があったと考
えられるが、定着には至らなかった。

(3)生産技術の開発
と普及

①低コスト・省力
化米づくりの推進

生産コスト削減支援対策事業
地域農業生産システムの確立を図るため、直播栽培を導
入し低コスト農業の確立に取り組んでいる農業者等に対
し支援を行う。

直播栽培面積 ６５ha ７３ha H21-24
米価の低迷が続く中で、低コスト化への関心
も高まっており、直播栽培を導入しようとす
る生産者に対し、一定の促進効果があった。

つくり育てる水産業事業
漁業経営の安定化及び水産資源の増繁殖と保護を図るた
め、鮭の繁殖事業の取り組みに対し助成するとともに、
淡水漁稚魚放流の費用の一部助成する。

H21-24
充分に貢献している。

担い手の育成確保事業
漁業後継者育成等を目的として、相馬双葉漁業協同組合
請戸支所青壮年部及び福島県漁業協同組合青壮年部連絡
協議会の研修等の活動に対して支援する。

H21-24
充分に貢献している。

ブランド化による高付加価値事業
常磐物をブランドとする付加価値化により安定した漁価
の確保による生産性向上策を実施する。

H21-24
なし

(1)農商工連携によ
る商品開発

①農商工連携によ
る商品開発

商品開発連携事業

農林水産業者と食品加工業が連携し、地域農林水産品な
どを活かした新たな商品を開発する。

商品開発試作品 ６品目／３年 4品目作成 H21-24

平成２２年度の実績は不明ではあるものの、
平成２１年度には試作品を４品開発し、目標
値の２／３は達成していることから、東日本
大震災等が発生していなければ目標値の「６
品目／３年」を達成していた可能性があると
見込めるため、目標値達成には十分に貢献し
ていると考えられる。

①有機栽培の促進 有機農業地域協議会の設置

南相馬市有機農業推進協議会の設立

有機栽培面積 50ha 47ha H21-24

平成21年度に有機農業推進協議会を設立。平成
22年度には同協議会により、消費者に対し有機
米の普及啓発活動を行った。市内農業者の有機
農業への取り組みを促すことが出来た。

②特別栽培の促進 環境保全型農業推進事業補助金
特別栽培の取組に対して、認証費用の一部を助成し、特
別栽培の面積の維持と拡大を図る。前年度取組面積より
拡大した面積分の認証手数料の1/2の補助を行う。

特別栽培面積 2,000ha 2,246ha H21-24
十分に貢献している。

③ＧＡＰへの取り
組み

ＧＡＰに関する検討会設置

生産工程管理リスクに基づく作業を実施し、PDCAサイク
ルの実行により効率的な生産工程管理を行うための検討
会を設置する。JA部会での取り組みなど、制度導入に関
する各種の取り組みに対し、支援を行う。

GAPへの取り組みに関
する検討会設置

設置 H21-24

検討会未設置

(3)ブランド化への
地域一体の取り組
み

①ブランド化への
地域一体の取り組
み

商品開発連携事業

食の安全性に対する地域一体の取り組みや、主要品目の
優位性を活かした高付加価値化など、本市農林水産業の
姿を地域内外に情報発信するとともに地域食材を活かし
た新たな商品やブランド食の開発を進める。

ブランド食開発試作品
数

６品目／３年 4品目作成 H21-24

商品開発連携事業 H21-24
地域農林水産品のブランド化事業 H21-24 なし
直販所の継続展開と充実事業 H21-24 なし
産品流通拡大事業 H21-24 なし

未

湛水防除施設の維持補修として、施設の更新や導水路の
改修を行う。また、老朽化したため池の補修を行う。

農作物の湛水被害を防止するため、湛水防除
施設の更新などを行うとともに、老朽化した
ため池の補修を行い、農地の災害防止対策に
より、農家経営の安全が図られる。

平成２２年度の実績は不明ではあるものの、
平成２１年度には試作品を４品開発し、目標
値の２／３は達成していることから、東日本
大震災等が発生していなければ目標値の「６
品目／３年」を達成していた可能性があると
見込めるため、目標値達成には十分に貢献し
ていると考えられる。

農業算出額 １２０億円 不明

漁業後継者育成及び技
術向上研修会

１回

１　生産性
の向上によ
る安定経営
の農林水産
業

２　地域ブ
ランド化に
よる持続可
能な農林水
産業

(1)農業生産基盤整
備

(2)戦略的産地づく
りの総合支援

(4)生産性の高い魅
力ある水産業の推
進

(2)食の安全の取り
組み

(4)消費・流通拡大
による農林水産業
の振興

④農地防災対策の
推進

①生産性の高い魅
力ある水産業の推
進

①消費・流通拡大

本市産の農林水産物の地域内消費の取り組みをはじめ、
主要品目のブランド化による流通拡大策について、農林
水産業はもとより商業者などとの連携により取り組む。
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振興策の体系 事業名 事業概要 指標内容 目標値 現状値 計画期間 指標達成への貢献

(1)バイオマスタウ
ン構想の推進

①バイオマスタウ
ン構想の推進

BDFプラント、ペレット加工施設
等建設事業

バイオマスの発生から利用までが効率的なプロセスで結
ばれた総合的な利用システムが構築され、安定的かつ適
正なバイオマス利活用を進める。

バイオマス賦存量の
２０．２５％を利活用

検討中 検討中 H21-24
バイオマスタウン構想を立ち上げた段階で検
討する。

(2)堆肥センターの
整備活用

①堆肥センターの
整備活用

堆肥センター建設事業
堆肥センターの建設及び施設の管理運営を行うことと
し、施設の規模、内容などについて検討する。

堆肥生産量 堆肥生産量　1日9t 実績なし H22.H24-
調査結果から、堆肥センターの建設計画は凍
結され、目標の達成は困難となった。

(3)森林資源の循環
活用

①ペレット・薪ス
トーブ

ストーブ導入補助金事業
間伐材や林地残材などの森林資源を活用した木質ペレッ
トや薪を燃料とするストーブ又はボイラーの普及を図る
ため、初期の設備の導入等に関する支援を行う。

ペレットストーブ導入 毎年度２件 平成22年度　０件 H21-24
森林資源の利活用を行うことができた。

②森林の多面的機
能の保全

森林施業計画の作成支援事業 森林施業計画作成 ２件
Ｈ21検討 Ｈ22 1件
Ｈ23 0件 Ｈ24 0件

H21-24
ふくしま森林再生事業により施業計画の作成
が多少の前進が見られた。

林業担い手の育成・支援事業
実践的な林業作業及び
研修・林業技能習得

年１回
Ｈ21検討　Ｈ22年1
回　Ｈ23年0回　Ｈ
24年0回

H21-24
震災により林業業界が低迷しており、人材の確
保が難しくなったが、ふくしま森林再生事業の
実施により担い手の育成に貢献できている。

③市産材住宅建築
の促進

市産材住宅建築促進事業
市内に木造住宅を新築又は増築する者が、市産木材を使
用し市内工務店等を利用する場合、経費の一部を補助す
る。

補助制度利用者数 １０件
H21 15件 H22 13件
H23 2件 H24 2件

H21-24
市産材を使用し、市内の工務店等を利用する
ことにより、林業の活性化及び雇用の場の安
定と確保に寄与することができた。

④造林・樹種転換
の促進

造林事業補助金 造林事業 ６００ｈａ ４８２．７５ｈａ H21-24

森林林業の活性化を図り健全な森林を造るた
め、計画的に造林事業を推進するとともに、
森林所有者の造林保育に対する意識を高める
ことができた。

保全松林緊急保護整備事業
保全松林緊急保護整備
事業

２００ｈａ １５９．４３ｈａ H21-24

松くい虫被害から松林を守るため、保全する松
林の周辺松林について、計画的に樹種転換を促
進するための条件整備を図り、森林資源の確保
と自然環境の保全を図ることができた。

森林組合造林事業 造林事業 ６００ｈａ ４８２．７５ｈａ H21-24
森林所有者の造林・保育に対する意識を高め
森林生産力の増進と森林資源の増大、そし
て、森林組合の強化を図ることができた。

⑤森林整備地域活
動の支援

森林整備地域活動支援事業
市が認定する森林施業計画について、施業に不可欠な施
行実施区域の明確化作業や歩道の整備等に対して補助金
を交付する。

協定締結面積 ５００ｈａ
H21 496.83ha、H22
496.83ha H23実績な
し H24 30ha

H21-24
森林の有する多面的機能が十分に発揮される
よう、計画的かつ適切な森林整備の推進を図
るための支援ができた。

⑥特別間伐等森林
の再生と保全

間伐事業 間伐面積 ５１．７ｈａ １２．９ｈａ H21-24

間伐等の実施により、林道基盤整備を行うこ
とができた。

作業路網整備事業 作業路網整備 １９．６Ｋｍ ０．４Ｋｍ H21-24
作業路網整備の実施により、林道基盤整備を
行うことができた。

(4)多面的、公益的
機能の保全・活用

①農地・水・環境
保全向上活動

農地・水・環境保全向上活動事業
活動組織を作り、水路やため池等の施設の長寿命化を図
るための共同活動を実施する。 共同活動組織数 ４４地区 ５１地区 H21-23

共同活動をすることで、個人活動では実施で
きない範囲の農地へも保全意識を持たせるこ
とができた。

②都市と農村の交
流拡大

都市農村交流対策事業
都市生活者を本市に招き、稲の田植えや稲刈り、野菜の
収穫体験をはじめ、収穫した農産物での自炊、農業者と
の交流や市内見学を行う。

交流事業参加者 100人 19 H21-24
消費者との交流を通じ、南相馬市の農産物へ
の理解を図った。

③農家民宿の促進 農家民宿促進事業
田舎暮らしを直接的に体験できる「農家民宿」の拡大を
図るため、農家民宿の事業者に対する支援や利用促進の
ＰＲなどを行う。

農家民宿利用者 ２００人／年
H21 １８７人
H22 １８０人

H21-24
特になし

ハートランドはらまち再整備事業
本市の施設である「ハートランドはらまち」の利活用拡
大を図るため再整備を行う。

H21-24

④市民農園・滞在
型市民農園の取組

市民農園整備事業
都市生活者が農業体験ができる区画農園の整備及び運営
を行う。

市民農園利用区画数
各年度　新規３区
画

H22　推進中 H21-24
震災後の営農再開が進むにつれ、状況に応じ
市民農園のあり方について検討する。

⑤食育・食農の推 食農教育交流体験事業 食農教育交流体験事業 事業実施回数　参加者 年2回　60人(延) 年4回　80人(延) H21-24 とくになし

(1)後継者、担い手
の育成・支援

①後継者、担い手
の育成・支援

経営改善支援活動事業

農業経営改善支援センターにおいて、経営感覚に優れた
効率的かつ安定的な経営体の育成・確保のための情報提
供や農業経営改善計画の作成支援をするとともに、認定
農業者に対するフォローアップなどを行う。

認定農業者数 ４２０経営体 ３２９経営体 H21-24

目標値の達成には到達できなかったものの、
効率的かつ安定的な経営体の育成・確保のた
めの情報提供や農業経営改善計画の作成支援
を行ったことにより、認定農業者の減少を最
小限にとどめた。

(2)新規就労の支援 ②新規就労の支援 経営改善支援活動事業

農業経営改善支援センターにおいて、新規に本格的に就
農しようとする者に対し、就農計画の作成を支援すると
ともにフォローアップを行う。

新規就農者数
各年度で新規就農
者３人以上確保

H22に５人確保 H21-24

農業経営改善支援センターにおいて相談活動
等を積極的に取り組んだことにより、新規就
農者を５人確保したことから、目標値を達成
しているため、充分に貢献している。

(3)農林水産振興支
援センターの設置

③農林水産振興支
援センターの設置

市農林水産振興支援センター設置
事業

後継者・担い手の育成や支援活動・栽培技術の向上や経
営相談など幅広い活動を行う新たな中核的組織として、
農業経営改善支援センターの機能充実と拡大を基本に、
関係者との連携によりセンターを設置する。

農林水産振興支援セン
ター（仮称）の設置

H22までに設置 未設置 H21-24

指標の達成への貢献はできなかった。

森林の多面的・公益的機能を維持、保全及び活用するた
め、適正な森林施業を実施する計画策定の推進や担い手
育成などの支援を行う。

３　地域資
源の循環活
用による農
林水産業

４　農林水
産業振興へ
の総合支援

造林事業や、松くい虫被害のまん延防止のために行う松
林周辺の樹種転換事業に対し、国県補助金に併せ市単独
上乗せ補助を実施すると共に、国県補助の申請を森林所
有者に代わり行う森林組合に対し事務経費の一部を助成
する。

間伐が適正に実施されていない森林等、地域の森林の現
況、森林所有者の森林の所有状況、間伐等の森林施業の
実施状況、林道・作業路網等林業生産の基盤の整備状況
等を勘案しつつ、間伐や作業路網整備などを行う。


