
常陸大宮農業振興地域整備計画書

令和４年１０月

茨城県常陸大宮市

地域指定年度 平成１９年

計画策定年度 平成２０年

計画見直し年度
平成２５年

令和 ４年





目 次

第１ 農用地利用計画.................................................. 1

１ 土地利用区分の方向............................................................................................................. 1
(１) 土地利用の方向.................................................................................................................. 1
(２) 農業上の土地利用の方向....................................................................................................3
２ 農用地利用計画.................................................................................................................... 6

第２ 農業生産基盤の整備開発計画...................................... 7

１ 農業生産基盤の整備及び開発の方向....................................................................................7
２ 農業生産基盤整備開発計画.................................................................................................. 7
３ 森林の整備その他林業の振興との関連................................................................................ 7
４ 他事業との関連.................................................................................................................... 7

第３ 農用地等の保全計画.............................................. 8

１ 農用地等の保全の方向..........................................................................................................8
２ 農用地等保全整備計画..........................................................................................................8
３ 農用地等の保全のための活動...............................................................................................8
４ 森林の整備その他林業の振興との関連................................................................................ 8

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............................................................ 9

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............9
(１) 効率的かつ安定的な農業経営の目標..................................................................................9
(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.................................... 11
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......11
３ 森林の整備その他林業の振興との関連...............................................................................11

第５ 農業近代化施設の整備計画....................................... 12

１ 農業近代化施設の整備の方向.............................................................................................12
２ 農業近代化施設整備計画....................................................................................................12
３ 森林の整備その他林業の振興との関連.............................................................................. 12



第６ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備計画..................... 13

１ 農業を担うべき者の育成・確保施設の整備の方向............................................................ 13
２ 農業就業者育成・確保施設整備計画..................................................................................13
３ 農業を担うべき者のための支援の活動.............................................................................. 13
４ 森林の整備その他林業の振興との関連.............................................................................. 13

第７ 農業従事者の安定的な就業の促進計画............................. 14

１ 農業従事者の安定的な就業の促進の目標...........................................................................14
２ 農業従事者の安定的な就業の促進を図るための方策.........................................................14
３ 農業従事者就業促進施設....................................................................................................14
４ 森林の整備その他林業の振興との関連.............................................................................. 14

第８ 生活環境施設の整備計画......................................... 15

１ 生活環境施設の整備の目標................................................................................................ 15
２ 生活環境施設整備計画........................................................................................................15
３ 森林の整備その他林業の振興との関連.............................................................................. 15
４ その他の施設の整備に係る事業との関連...........................................................................15

第９ 付図........................................................... 16

別記 農用地利用計画................................................. 17



1

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

本市は、茨城県の北西部に位置し、北は大子町及び栃木県那珂川町、東は常陸太田市、

南は那珂市及び城里町、西は栃木県茂木町及び那須烏山市とそれぞれ接している。

地形的には、八溝山地及び阿武隈山地南端と関東平野周縁台地北端の境界部に位置し、

東に久慈川、南に那珂川の２大河川が、中央部を緒川と玉川がそれぞれ流れている。北西

部からその清流の流れに沿って、奥久慈県立自然公園や御前山県立自然公園等が含まれ

る広大で起伏の多い山地、ゴルフ場や牧場などが点在する丘陵と畑地帯、そして南東部の

河川の流域には水田地帯が開けている。

面積は、東西約 20.8㎞、南北約 26.4㎞におよぶ 348.45㎢で、茨城県の面積のおよそ
5.7％を占めている。
農業振興地域の範囲は行政面積 34,845haのうち国有林野 2,547ha、独立行政法人農業

生物資源研究所放射線育種場 63ha、都市計画区域の用途区域 506ha、既成市街地 40ha、
ゴルフ場用地 299ha、自動車テストコース 69haを除いた 31,321haで指定を受けている。
気候は、比較的小雨低温の関東北部の内陸型で、年間平均気温は約 12.9℃、年間降水

量は平均 1,330㎜前後、降雪は年間数回程度と過ごしやすい地域である。
交通は、県都水戸市から約 20㎞、首都東京から北東に約 100㎞の距離に位置し、常磐

自動車道那珂インターチェンジを利用して東京都心へ約２時間で行くことができる。

交通網は水戸市と郡山市を結ぶＪＲ水郡線と国道 118号が地域東部を南北に走り、南
部を東西に国道 123号、また南東部から北西部にかけて国道 293号が走っている。
土地利用の現況は農業振興地域 31,321haのうち農用地 4,723ha、農業用施設用地 50ha、

である。山林原野面積は 19,881haと約 63％を占め大部分が山間急傾斜地帯であり開発
も難しい状況にある。

このような情勢において、今後の安定かつ健全な農業の振興を図るには、農用地の流動

化による集積の促進や農作業受委託を推進し、優良農用地を確保・保全するとともに土地

利用との調整を図りながら、今後長期にわたり農地として活用する。

なお、土地移動の構想は次のとおりである。
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単位：ha,%

注 1：現在値について

（1）資料：令和 3年 確保すべき農用地等の目標の達成状況

（2）その他は、農業振興地域全体から農用地～森林原野を差引いた面積であり、住宅地や道路、河川・水路、河川敷

などである。

注 2：目標値について

（1）農用地は、近年の農地のかい廃（H23～H27：9.7ha）から年平均の減少面積（年平均 1.9ha）を見込んだ。（10 年

分 19.0ha）

（2）農業用施設用地は、増減は見込まない。

（3）森林・原野は固定とし、農用地の減少分は、道路等のその他用途になると見込んだ。

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

本地域における現況農用地約 4,723haのうち、ａ～ｃに該当する農用地約 2,752ha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

10ha以上の集団的な農用地
ｂ 土地改良事業又はこれに順ずる事業（防災事業を除く）の施行に係る区域内にある

土地

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

ただし、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（連接集合して存在する住宅、農業用施設、商店、工場等の施設の

敷地の外緑を結んだ線内の区域）に介在する農用地

（ｂ）自然的な条件等から見て、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

（ｃ）集落周辺の農用地や市街地等として開発が見込まれる農用地

区 分

年 次

農 用 地 農 業 用 施 設 用 地 森 林 ・ 原 野 そ の 他 計

実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率 実 数 比 率

現 在 4,723 15 50 0 19,881 64 6,667 21 31,321 100

目 標 4,721 15 50 0 19,864 64 6,686 21 31,321 100

増 減 ▲2 0 0 0 ▲17 0 19 0 0 0
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(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

原則設定しない方針である。

(ウ) 農業用施設用地についての農用地区域の設定方針

本地域内にある現況農業用施設用地のうち、（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、当該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。

(エ) 現況森林、原野等についての農用地区域の設定方針

原則設定しない方針である。

(２) 農業上の土地利用の方向

ア 農用地等利用の方針

単位：ha

区 域 農地
採草

放牧地
農業用
施設用地

計

大
宮

村石

現況 158.24 9.91 10.36 178.51

将来 120.95 9.91 10.36 141.22

増減 ▲37.29 0.00 0.00 ▲37.29

大場

現況 334.64 0.00 0.12 334.76

将来 255.78 0.00 0.12 255.90

増減 ▲78.86 0.00 0.00 ▲78.86

上野

現況 284.86 0.00 1.52 286.38

将来 217.73 0.00 1.52 219.25

増減 ▲67.13 0.00 0.00 ▲67.13

大宮

現況 67.44 0.00 0.02 67.46

将来 51.55 0.00 0.02 51.57

増減 ▲15.89 0.00 0.00 ▲15.89

大賀

現況 305.06 57.53 13.35 375.94

将来 233.17 57.53 13.35 304.05

増減 ▲71.89 0.00 0.00 ▲71.89

玉川

現況 161.46 57.00 11.16 229.62

将来 123.41 57.00 11.16 191.57

増減 ▲38.05 0.00 0.00 ▲38.05

世喜（大宮）

現況 256.13 0.00 1.09 257.22

将来 195.77 0.00 1.09 196.86

増減 ▲60.36 0.00 0.00 ▲60.36

塩田（大宮）

現況 88.76 2.52 0.12 91.40

将来 67.84 2.52 0.12 70.48

増減 ▲20.92 0.00 0.00 ▲20.92
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注 1：現況については、今回の全体見直しによる変更後の面積である。

注 2：将来の農地面積については、過去 5年間（H27～R1）の「確保すべき農用地等の目標の達成状況」の値から、対

数回帰法により概ね 10年後の農地面積（2140.1ha）及び減少率（約 0.764%）を設定し、現況農地面積に乗じて算出し

た。

注 3：農業用施設用地については、増減を見込まない。

注 4：採草放牧地は、増減を見込まない。

注 5：混牧林地は市内に存在しないため上表からは除いている。

区 域 農地
採草

放牧地
農業用
施設用地

計

山

方

山方

現況 168.89 0.00 0.40 169.29

将来 129.09 0.00 0.40 129.49

増減 ▲39.80 0.00 0.00 ▲39.80

下小川

現況 1.78 0.00 2.17 3.95

将来 1.36 0.00 2.17 3.53

増減 ▲0.42 0.00 0.00 ▲0.42

諸富野

現況 38.43 13.71 0.00 52.14

将来 29.37 13.71 0.00 43.08

増減 ▲9.06 0.00 0.00 ▲9.06

世喜（山方）

現況 66.32 0.68 0.00 67.00

将来 50.69 0.68 0.00 51.37

増減 ▲15.63 0.00 0.00 ▲15.63

塩田（山方）

現況 94.11 0.00 0.00 94.11

将来 71.93 0.00 0.00 71.93

増減 ▲22.18 0.00 0.00 ▲22.18

美

和

桧沢

現況 8.65 0.00 0.00 8.65

将来 6.61 0.00 0.00 6.61

増減 ▲2.04 0.00 0.00 ▲2.04

薩郷

現況 60.05 0.00 0.00 60.05

将来 45.90 0.00 0.00 45.90

増減 ▲14.15 0.00 0.00 ▲14.15

緒
川

小瀬

現況 112.78 0.00 0.21 112.99

将来 86.20 0.00 0.21 86.41

増減 ▲26.58 0.00 0.00 ▲26.58

八里

現況 42.48 0.00 7.17 49.65

将来 32.47 0.00 7.17 39.64

増減 ▲10.01 0.00 0.00 ▲10.01

御

前
山

野口

現況 176.61 0.00 0.45 177.06

将来 134.99 0.00 0.45 135.44

増減 ▲41.62 0.00 0.00 ▲41.62

伊勢畑

現況 113.92 0.00 0.03 113.95

将来 87.07 0.00 0.03 87.10

増減 ▲26.85 0.00 0.00 ▲26.85

長倉

現況 69.83 0.00 0.00 69.83

将来 53.37 0.00 0.00 53.37

増減 ▲16.46 0.00 0.00 ▲16.46

計

現況 2610.44 141.35 48.17 2799.96

将来 1995.25 141.35 48.17 2184.77

増減 ▲615.19 0.00 0.00 ▲615.19
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イ 用途区分の構想

(ア) 大宮地域

那珂川・久慈川流域に展開する水田地帯の大部分が基盤整備を完了しており、平坦地で

団地性に優れているので、今後も田としての利用を図る。上野地区の久慈川流域に広がる

水田地帯については、昭和３０年代に実施した基盤整備のため区画が狭小であり排水不

良地が多いため、再基盤整備をし、引き続き田としての効率的な利用を図る。

三美地区の畑地帯については、一部を除いて基盤整備を完了しており、その特性を生か

して民間企業等が参入し有機農業に取り組んでいる。有機農業で生産された野菜等は、市

場や消費者から高い評価を得ており、今後も野菜生産地として土地利用の推進を図る。そ

の他の地区の畑地帯については未整備ではあるが、団地性に優れているので、新規就農等

による利活用の促進など、耕作放棄地の再生支援に努める。

(イ) 山方地域

久慈川沿いの平地に広がる水田地帯のほとんどが団地性１０ｈａ以上であることから、

今後も基盤整備を維持し、田としての効率的な利用を図る。

台地に展開する比較的平坦な畑地帯については、近代化条件を備えているため、農道整

備・区画整備・かんがい排水施設等を整備し、生産性の高い畑としての利用を図る。

(ウ) 美和地域

小田野川・鷲子地区緒川流域に連なる水田地帯は、一部を除いて基盤整備が整っている

ので、今後も田として効率的な利用を図る。

また、畑地帯のほとんどは傾斜地にあり未整備であるが、野菜、そば、工芸作物等の栽

培を推進する。

(エ) 緒川地域

緒川・小舟川流域に広がる平坦地の水田地帯については、基盤整備が整っているので、

今後も田として効率的な利用を図る。

また、畑地帯のほとんどは傾斜地にあり未整備であるが、今後、野菜等と併せて合理的

な土地利用を推進する。

(オ) 御前山地域

那珂川沿いの低地に広がる集団的な水田地帯は、大部分が基盤整備を完了しており、本

地域における主要作物の重要な産地としての条件を備えていることから、機械化体系に

よる近代化を促進し、田としての効率的な利用を図る。

門井・下伊勢畑地区の畑地帯については、基盤整備を完了しており、受益地としての特

性を生かして、野菜等を主とした農地としての利用を図る。その他の地区の畑地帯につい

ては未整備ではあるが、団地性に優れているので、新規就農等による利活用の促進など、
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耕作放棄地の再生支援に努める。

ウ 特別な用途区分の構想

特になし

エ 農用地区域以外の農地等の利用構想

地形条件等から水田の大区画化が困難な谷津田や中山間地域においては、自然環境と

の調和や美しい景観の形成に配慮しつつ、地域の特性に即した農業・農村づくりを進める。

また、農業経営の安定に向けて、有機栽培米、特別栽培米など特色ある米の生産や園芸

作物、枝物を有効に組み合わせた複合経営の展開を促進するとともに、地域特産物のブラ

ンド化と付加価値の向上を図る。

２ 農用地利用計画

別記のとおりする。
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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

農用地区域に含まれる既存農用地のうち、田は山間地帯に拓ける谷津田等を除けば主

だった地域の基盤整備は完了しているが、畑については、一部を除いて基盤整備が行われ

ていない状況である。

今後は、生産性の向上と高度利用を図るため環境との調和を配慮しながら、農地の利用

集積と一体となった基盤整備、農道整備や用排水等の整備を計画的に推進するとともに、

農業用施設の維持管理に努め、農村環境改善・保全を行うものとする。

２ 農業生産基盤整備開発計画

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

常陸大宮市森林整備計画（平成 31年度策定）に基づき、森林の生産力及び公益的機能
の増進を図るため、造林・保育や間伐を促進し保全整備に努める。

４ 他事業との関連

総合計画及び分野別計画等に基づき実施される道路整備や河川整備等の事業との連

携・調整を図りながら、農業生産基盤の整備を進める。

事業の

種類
事業の概要

受益の範囲 対

図

番

号

備考
受益地区

受益面積

(ha)

区画整理 ほ場の区画整理、農道・用排水路の整備 根本地区 46.5ha 1 農業競争力強化農地整備事業

区画整理 ほ場の区画整理、農道・用排水路の整備
上大賀・久慈岡

地区
66.0ha 2 農業競争力強化農地整備事業

区画整理 ほ場の区画整理、農道・用排水路の整備 塩田地区 11.6ha 3
農地中間管理機構関連農地整備事

業

用水改良 用水路等の整備
那珂川沿岸

地区
566.0ha 4

国営那珂川沿岸農業水利事業

(那珂川沿岸地区関係 8市町村)

区画整理 ほ場の区画整理、農道・用排水路の整備 富岡地区 20.0ha 5

区画整理 ほ場の区画整理、農道・用排水路の整備 辰ノ口地区 7.0ha 6

区画整理 ほ場の区画整理、農道・用排水路の整備 津波地区 26.0ha 7

区画整理 ほ場の区画整理、農道・用排水路の整備 宮前地区 18.0ha 8

区画整理 ほ場の区画整理、農道・用排水路の整備 長倉地区 16.0ha 9

区画整理 ほ場の区画整理、農道・用排水路の整備 野口 5.0ha 10

区画整理 ほ場の区画整理、農道・用排水路の整備 野口平 5.0ha 11
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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

農業従事者の高齢化、後継者や担い手の減少、生産調整の実施等により農地の耕作放棄

地が増加する傾向がみられる。また、農村地域の都市化、混住化が進行しており、農業用

水の汚濁や農業用施設の機能に支障をきたしている。

このような状況を踏まえ、農業生産の拡大・安定のため、農地を良好な状態で保全し、

効率的な利用の促進を図る必要がある。具体的には、担い手の育成に努めるとともに、農

地の利用集積や遊休農地の解消対策などの施策を推進し、農用地の保全と農業用施設の

機能の維持増進を図るものとする。

２ 農用地等保全整備計画

３ 農用地等の保全のための活動

耕地利用率の低下や耕作放棄地・遊休農地の発生を防止するため、地域の実情に即した

基盤整備を促進するものとする。また、農業用施設の老朽化による機能低下や整備の遅れ

ている施設については、計画的に施設整備事業を取り入れ、農業基盤の整備を進め優良農

用地の維持確保に努める。

さらに、認定農業者、認定新規就農者、集落営農組織、法人等など効率的かつ安定的な

農業経営体をはじめ、地域農業を支える多様な担い手の育成・確保を図りつつ、高齢化と

兼業化が進む農家の農地の受け手として、これら担い手への農地の利用集積を農地中間

管理機構の活用で促進するとともに、農用地の保全及び有効利用を図るものとする。

なお、中山間地域においては、担い手の減少や高齢化等により耕作放棄地が増加してい

る現状を踏まえ、耕作放棄地の発生を防止し農地の多面的機能の確保を図る必要がある。

具体的には、農業生産条件の不利を補正する中山間地域等直接支払事業等を活用し、耕作

放棄地の解消、農業生産活動の維持とあわせて、国土の保全、水源のかん養、良好な景観

の形成等の多目的機能を確保する。

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

特になし

事業の種類 事業の概要
受益の範囲 対図

番号
備考

受益地区 受益面積(ha)

農道整備 農道整備 l=450m 富岡地区 20.0ha 1

かんがい排水 津波地区 取水工 津波地区 26.0ha 2
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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

農業従事者の高齢化や兼業化、担い手の減少が進む中、生産性の高い農業の育成・安定

を図るため、中核的経営体の経営能力と地域農業に対する指導的役割の向上を図る。

具体的な経営の指標は、年間農業所得が主たる農業従事者１人当たり 310万円程度、
年間労働時間が主たる農業従事者１人当たり 2,000時間程度の水準を実現できるものと
し、またこれらの経営が、本市の農業生産の相当部分を担う農業構造を確立していくこと

を目指す。

さらに、常陸大宮市担い手育成総合支援協議会を設置し、集落段階における農業の将来

展望とそれを担う経営体を明確にするため徹底した話合いを促進するなど、後継者や新

規就農者が就農しやすい環境づくりを、関係機関や地域と一体となり推進する。

営農類型及び経営規模（目標）

営農類型 目標規模 作目構成 戸数
（経営体数）

個別経営

水稲作＋飼料用米
＋作業受託

[経営面積]
水田 800a
[作付面積等]
水稲 450a
飼料用米 350a
[受託面積]
20a

水稲、飼料用米、作
業受託 １０

露地野菜
ねぎ＋普通作

[経営面積]
普通畑 80a
水田 350a
[作付面積等]
春 20a
初夏 20a
夏 20a
冬 20a
水稲 210a
小麦 140a

ねぎ、水稲、小麦 ５

施設野菜
きゅうり＋水稲

[経営面積]
普通畑 50a
水田 100a
[作付面積]
きゅうり
促成 20a
抑制 20a

水稲 100a
（飼料米含む）

きゅうり、水稲 ５

施設野菜
トマト＋水稲

[経営面積]
普通畑 40a
水田 60a
[作付面積等]
トマト
促成 20a
抑制 20a

水稲 60a
（飼料米含む）

トマト、水稲 ５

露地野菜
なす＋水稲

[経営面積]
普通畑 40a
水田 200a
[作付面積]
なす 35a
水稲 120a
六条大麦 80a

なす、水稲、六条大
麦 １０



10

和牛繁殖＋普通作

[経営面積]
普通畑 50a
水田 200a
[飼養規模]
繁殖牛成牛 20 頭
育成牛 3頭
[作付面積]
水稲 200a
（飼料米含む）
飼料用トウモロコシ 50a

繁殖牛、育成牛、水
稲、飼料用トウモロ
コシ

５

和牛肥育
[飼養規模]
常時飼養 100 頭
年間出荷頭数 58 頭

肥育牛 ３

生しいたけ

[経営規模]
有効ほだ木（原木）
40,000 本
育成ほだ木
20,000 本
年間生産量（生）16,000 ㎏

生しいたけ ２

施設野菜
イチゴ

[経営面積]
普通畑 50a
[作付面積]
施設イチゴ 30a

イチゴ １０

営農類型 目標規模 作目構成
戸数

（経営体数）

組織経営

水稲
畑作＋作業受託

[経営面積]
水田 40ha
畑 18ha
[作付面積等]
水稲 20ha
飼料用米 20ha
そば 12ha
その他（黒落花生,大豆他）
6ha
[経営面積]
58ha
[受託面積]
33ha

水稲、飼料用米、そ
ば、その他（黒落花
生,大豆他）

４

酪農

[経営面積]
300a
[飼養規模]
経産牛 35 頭
育成牛 16 頭
[作付面積等]
トウモロコシ 200a
イタリアンライグラス 100a
えん麦 100a

成鶏、育成経産牛、
育成牛、トウモロコ
シ、イタリアンライ
グラス、えん麦鶏

１

営農類型 目標規模 作目構成
戸数

（経営体数）

個別経営
（新たに
農業経営
を営もう
とする青
年 等 ）

露地野菜
ネギ専作

[経営面積]
普通畑 100a
[作付面積]
春ネギ 15a
トンネル初夏ネギ 20a
夏秋ネギ 20a
冬春ネギ 40a

ネギ ５

普通作＋露地野菜
水稲＋ネギ＋作業受
託

[経営面積]
水田 200a
普通畑 70a
[作付面積]
水稲 200a
（飼料米含む）
トンネル初夏ネギ 10a
夏秋ネギ 20a
秋冬ネギ 40a
作業受託
耕起 300a
代掻き 300a
田植 400a
収穫 400a

水稲、ネギ、作業受
託 ５
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(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

農業従事者の高齢化や兼業化が進む中、農用地の効率的利用による生産性の高い農業

の展開をするため、農地の流動化をさらに促進し中核的経営体への集積・集約を図るとと

もに、地域営農集団を育成し、生産向上に努め農用地の有効利用を推進する。さらに、農

業参入に意欲のある法人に対し支援を行い、農業の担い手を幅広く確保し、地域の活性化

を図る。また、畜産農家と耕種農家との連携を図り、畜産堆肥等の有効利用による土作り

を推進し地力の向上に努める。

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

地域農業の振興を図るためには、効率的かつ安定的な農業経営体を育成する上で、経営

規模の拡大による経営の安定化を図る必要がある。本市の大部分の農家は、一戸当たりの

耕作面積の規模が小さく、加えて兼業化や後継者不足による高齢化が進み、遊休農地の増

加が見られる。こうした状況の中、経営規模拡大及び農用地の効率的な利用を図るには、

基盤整備事業の推進と農地の流動化を進め中核的経営体、農業に参入する法人及び意欲

ある拡大意向農家への農地の集積・集約を図り、就農しやすい環境を整える。

また、中核的経営体を中心とした生産組織・集落営農組織の育成と組織作りを強化する

ため、農作業の受委託、農地の流動化等の推進体制を確立し各組合員の相互の連携を図る。

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

今後開発が見込まれる地域を除く山林を、地域に見合った森林としての多面的機能を

発揮できるよう調和のある整備に努め、立地条件等を考慮し適正樹の植栽を行うととも

に枝打ち・間伐等の保育を推進する。

普通作＋露地野菜
水稲＋ナス＋作業受
託

[経営面積]
水田 200a
普通畑 20a
[作付面積]
水稲 200a
（飼料米含む）
ナス 20a
作業受託
耕起 300a
代掻き 300a
田植 300a
収穫 300a

水稲、ナス、作業受
託 ５

露地野菜
ナス＋多目品露地野
菜

[経営面積]
普通畑 70a
[作付面積]
ナス 20a
秋冬ネギ 20a
その他露地野菜 25～30a

ナス、ネギ、その他
露地野菜

５

施設野菜
イチゴ

[経営面積]
普通畑 40a
[作付面積]
施設イチゴ 20a

イチゴ ５

露地花木
枝物

[経営面積]
普通畑 300a
[作付面積]
ハナモモ 50a
ヤナギ類 10a
ミズキ類 30a
その他枝物（約 30 品目）210a

ハナモモ、ヤナギ
類、ミズキ類、その
他枝物

５
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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

都市化、工業化に即応し農業所得の増大を期するには、規模拡大を図るとともに生産性

の向上と省力化を推進するための近代化が必要である。

本地域の振興すべき重点作目は、地域の現況及び将来の見通しを勘案し、水稲、野菜、

畜産を主として、これら作目の今後の農業生産技術体系、農業生産工程の分担、生産組織

及び農業近代化施設の整備方針は次のとおりである。

ア 水稲

基盤整備と相まって、集落ごとの集団的生産組織を育成し機械化体系による省力化を

進めていく。そのためには、機械の共同利用及び共同育苗の利用組織体制と合わせた機能

的な機械施設の整備を図る。

イ 野菜

地域の実情や需要の動向に見合った作付計画や輪作体系を確立する。さらに、栽培技術

の平準化や畑地かんがいの利用を含めた作柄の安定と品質の向上・均一化を推進し、高品

質野菜の生産などを目的としたハウス等の施設の整備を図る。

ウ 施設野菜

優良品種の導入や高品質化を図り、栽培技術の向上に努めるとともに、ハウス施設や機

械化体系の整備を進め、安定出荷を目指し産地確立を図る。

エ 畜産

高品質低コスト生産を図るため、優良系統の導入増殖等により生産能力を高め、個体管

理を徹底し、合理的な生産体制を整備する。また、家畜排泄物処理施設の整備による優良

堆肥を生産することにより、耕種農家との連携による資源循環型畜産経営を確立する。

オ 枝物

広域銘柄産地に指定されており、奥久慈枝物部会は、花桃を中心に２５０品目の枝物を

生産出荷している。花桃を中心に一元的管理体制を確立するため、平成２６年は枝物促成

施設を整備し、令和３年には枝物出荷貯蔵施設を増設した。今後さらなる枝物多品目産地

の発展を目指し、栽培面積、出荷品目の拡大に努める。

２ 農業近代化施設整備計画

該当なし

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

山村の特産を生かした特用林産物の生産向上を図るため、かん水施設等高性能機械化

による省力化と生産技術の向上に努め、生産体制を確立する。
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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

効率的な農業生産と安定的な農業経営を推進するため、将来（農業経営開始から 5年
後）の農業経営の発展目標を明らかにし、地域農業を支える認定農業者や人・農地プラン

に位置づけられている中核的経営体のほか、新規就農者、集落営農組織、定年帰農者、農

業に参入する法人など多様な担い手の育成・確保を図る必要がある。特に新規就農者の確

保にあたっては、農業への関心、理解を深めてもらうため、産業としての農業・農村の持

つ魅力を最大に引き出すよう努めるとともに、関係機関との協力体制を一層強化し地域

が一体となった取り組みを推進する。

また、都市住民との交流と地域農業の活性化を図るため、農業体験事業等を通して農業

経営感覚に優れた農業者の育成、交流を目的とした活動において支援をする。

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

認定農業者や人・農地プランに位置づけられている中核的経営体のほか、新規就農者、

集落営農組織、定年帰農者、農業に参入する法人など市の農業を担う多様な担い手と各関

係機関の協力体制を一層強化し、専門的な知識や技術の習得、農業経営の指導等をするほ

か、就農や経営についての情報提供をし、経営安定の支援をする。

また、農地の円滑な取得等については、農業委員会及び農業公社において支援をする。

さらに、将来の担い手の確保等の観点から、学校教育における食育教育や農業体験学習

の推進を図る。

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

特になし
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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

本地域は社会経済の変化、農業従事者の高齢化等に伴い第２次・第３次産業への就業人

口の移行が見られ、不安定な兼業農家が増加している一方で、農家戸数が年々減少の傾向

にある。

このような現状に対応するため、生産基盤の整備や中核的経営体への農地の流動化、農

作業の受委託等を促進しながら、地域内で就農できる体制作りや職業安定所等との連携

を図り、兼業農家の他産業への就業機会の確保に努める。

単位：人

資料：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

農業の担い手確保に十分配慮しながら、兼業農家における農業従事者の安定的な就業

を図るために、工業団地への優良企業の立地を促進し、より多くの就業機会の確保に努め

る。

３ 農業従事者就業促進施設

特になし

４ 森林の整備その他林業の振興との関連

特になし

区分

従業地

市町村内 市町村外 合計

男 女 計 男 女 計 男 女 計

H22 年

自営農業が主 - - - - - - 1,485 1,263 2,748

その他の仕事が主 - - - - - - 200 545 745

総計 - - - - - - 1,685 1,808 3,493

H27 年

自営農業が主 - - - - - - 1,238 918 2,156

その他の仕事が主 - - - - - - 62 338 400

総計 - - - - - - 1,300 1,256 2,556
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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

近年の農業情勢の変化と、農業従事者の高齢化や農村部への宅地化の進行に伴い農村

の生活様式は大きく変化している中で、農村地域の生活環境の向上を図るため、道路・交

通体系の整備、ＩＣＴ（情報通信技術）活用の推進、上下水道事業の整備、公園の維持管

理、防犯・防災・危機管理体制の充実、総合的な健康づくりの推進等、快適な生活ができ

るよう生活環境の整備を図る。

２ 生活環境施設整備計画

該当なし

３ 森林の整備その他林業の振興との関連

特になし

４ その他の施設の整備に係る事業との関連

特になし
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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）


