
１．予算と重要施策

平成３０年度予算 （平成２９年度）

　　１　攻めの都市型農業の推進 千円

　　２　農地と良好な農村環境の保全 千円

　　３　都市住民と農の共生 千円

　　４　森林の有する多面的機能の発揮 千円

　　５　都市型林業の創造 千円

平成30年度農林業振興施策

141,538

740,272

183,257

714,829
399,136

【予算】

【重要施策】
農 業

林 業

水産業

1,854,237千円

324,795千円

2,700,100千円

(2,227,414千円)

(333,005千円)

(3,559,165千円)

林　　業 324,795 333,005 ▲ 8,210 97.5%

農　　業 1,854,237 2,227,414 ▲ 373,177 83.2%

農林業予算計 3,212,106 3,587,111 ▲ 375,005 89.5%

うち農林業重要施策 2,179,032 2,560,419 ▲ 381,387 85.1%

（単位：千円，％）

区　　分
平成３０年度

（A）
平成２９年度

（B）
差引増減額

（A-B）
対前年比

（A/B）

資料２
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２．重要施策における主な取組み

（１）農業経営の安定・生産性の向上　　　651,342千円 

① 園芸産地育成事業 ＜農業振興課＞

② 農林業金融資金 ＜政策企画課＞

③ 効率的な有害鳥獣対策 ＜農業振興課＞

（２）魅力ある農産物と新たな価値の創造　　7,070千円

① 市内産農畜産物６次産業化推進事業 ＜政策企画課＞

② 福岡産花き海外プロモーション事業 ＜政策企画課＞

　効率的な農業経営の促進のため,ハウス施設の整備等への助成を行うほか,有害鳥獣被
害対策として,侵入防止柵の整備を推進するなど,農業経営の安定化と生産振興を図る。

　農林業者の経営の安定・向上と農産物の市民への安定供給を図るため，必要な資金を
低利で融資する。

　野菜・花きを主軸とした農業経営の収益性向上と，農産物の市民への安定供給を目的
に，県の補助も活用しながらハウス建設や省エネ機器の導入を推進する。

６次産業化・ブランド化を推進するため，市内産農畜産物の６次産業化に取り組む事
業者を支援するほか，新たな市場として期待されるアジアをはじめとした海外への輸出
の拡大に向けたプロモーション活動を推進する。

【74,760千円】

【542,000千円】

【2,559千円】

【4,637千円】

【2,433千円】

市内産花きの販路拡大，ブランド化の方策と
して安定的・継続的な輸出促進に向けたプロモ
ーション活動を行う。

市内産農畜産物の６次産業化による，新商品
の開発及び販路拡大への支援を行うなど，市内
産農畜産物のブランド化・地産地消及び農山村
地域の活性化を図る。

　鳥獣被害が多い地域を対象に侵入防止柵，防鳥ネット
等の設置や，有害鳥獣捕獲活動経費の支援により，農作
物被害額の減少及び農家の経営安定を図るとともに，
産学官連携による，有効な侵入防止対策やジビエの利活
用に関する調査・検討を行う。

志賀島産あまおうを
使ったアイス

香港のホテルでの
プロモーション

北崎の花きを使った
ボックスフラワー

侵入防止柵

１ 攻めの都市型農業の推進 740,272 千円
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（３）多様な担い手の確保・育成 81,860千円

① 女性農業者ステップアップ事業 ＜政策企画課＞

② 農の応援事業 ＜農業振興課＞

③ 人・農地プラン推進事業 ＜農業振興課＞

④ 新規就農スタートアップ支援事業 ＜農業振興課＞

⑤ アグリチャレンジ事業 ＜農業振興課＞

⑥ 帰農者活躍支援事業 ＜農業振興課＞

　新たな担い手の確保・育成のため，女性や若者，定年退職者など多様な人材に向けて
情報や農業体験の場の提供に努めるとともに，就農希望者に対し相談・就農・営農定着
まで一貫した取組みを実施するなど，早期に経営が安定するための支援を行う。

　人手を求める農家と農業に従事したい市民を雇用に結びつけ，農業経営の改善や生産
拡大を図る農家の支援を行う。

女性が持つ生活技術やセンス等を活かせる
６次産業の体験機会や情報の提供を行うとと
もに，先駆的に取り組んでいる女性農業者の
もとで研修を受けることにより，６次産業に
取り組む女性農業者の掘り起し及び育成を図る。

　人と農地の問題を解決するための「人・農地プラン」の作成及び45歳未満で独立・
自営就農する新規就農者へ資金の交付を行う。

新規就農希望者に野菜栽培の基礎研修や農家
から直接指導を受けるインターンシップを実施
し，担い手の確保，地域農業の活性化を図る。

【3,451千円】

　新規就農者に対し，農業機械や施設等の初期投資にかかる経費を助成する。

【1,340千円】

【2,200千円】

　定年退職等を機に就農する農家の子弟等に対し，農業機械等の導入支援を行い，就農
の定着，地域農業の活性化を図る。

【1,349千円】

【1,700千円】

【66,648千円】

女性農業者による
取組紹介

農機具を使った研修

ガイダンスでの
ほ場見学
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（１）農地の保全 460,827千円

① 農業用施設の改良 ＜農業施設課＞

② 農業用施設の維持管理 ＜農業施設課＞

　ため池や井堰，水路など農業用施設の整備を推進するとともに，関係水利組合との共
働により除草や巡回点検，侵入防止対策などの適切な維持管理や災害防止をはじめとし
た農地の保全に努める。

　豪雨，地震等による災害の防止及び農業経営の安定のため，整備の緊急性の高い
　　ため池や井堰等農業用施設の改良を行う。

 ため池　　２２ヶ所 農道　　２ヶ所
井堰 １３ヶ所 水路　　６ヶ所
井堰撤去　　４ヶ所

　老朽化した農業用施設の修繕や保守点検など保全を図るとともに，ため池の点検や
耐震調査，親水ため池等の清掃や樹木管理等の維持管理を行う。

【305,379千円】

　
洪水による災害の防止及び農業用水の安定確保を図るため，河川に設置された

　　大型井堰の改良を行う。（事業主体：福岡県）

 事業箇所：東区　　古東井堰　外２ヶ所

【140,228千円】

○ 防災・浸水対策，農業用施設整備

○ 農業用河川工作物応急対策

改修事例
（東区大字名子 新井手井堰）

２ 農地と良好な農村環境の保全 714,829 千円
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（２）農村環境の保全 254,002千円

① 耕作放棄地活用促進事業 ＜政策企画課＞

② 中山間地域等直接支払制度事業 　　【20,451千円】 ＜農業振興課＞

③ 農業集落排水の管理・運営等（集排特会）　【198,153千円】 ＜漁港課＞

　耕作放棄地を借り受け，農地再生に取り組む農業者への支援など，耕作放棄地対策に
取り組むことにより，農村地域の活性化を図るほか，農地・農業用水路等の適切な保
全・管理や農村環境の維持を図る。

農業集落における排水処理施設の維持管理及び機器更新・補修を行う。

　取組地区：小田・草場，勝馬，西浦外２地区

　農業生産条件が不利な中山間地域等において，農地維持活動等の協定を締結した集落
に交付金を交付することにより，耕作放棄地の発生防止，農地の保全，多面的機能の確
保を図る。

　取組集落数：脇山地区など18集落

【800千円】

　耕作放棄地調査の時間短縮と精度向上を図り，耕作放棄地の有効活用に向けた，貸し
手と借り手のマッチングの充実につなげていくため，ドローンを活用した耕作放棄地調
査の実証研究を行う。

中山間地域等の傾斜地 ３地区・約20haの農地で実施

ドローンを活用した持続可能な調査方策等を提案

耕作放棄地の貸し手と借り手のマッチングの充実に向けた取組み

ドローンを活用した耕作放棄地調査の実証研究

○ドローン飛行による撮影・データ処理

○農地状況の把握，現地確認によるデータとの比較

○ドローン実用化の可否の検討
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（１）農への理解促進と消費拡大 13,719千円

① 「花育（はないく）」推進事業 ＜政策企画課＞

② 「ふくおかさん家のうまかもん」事業者認定事業  【6,831千円】 ＜政策企画課＞

③ 市内産野菜の活用促進事業 ＜政策企画課＞

【855千円】

ふくおかさん家のうまかもん（＝市内産農林水産物
及びその加工食品等）を提供または販売する事業者を
認定し，専用ホームページでの紹介やＰＲグッズの交
付などの支援を行う。

 認定事業者数：368件（H30.3月末現在）

　市内産農水産物の学校給食への活用，学童菜園や花育体験校モデル事業，「ふくおか
さん家のうまかもん」事業者認定事業などの実施により，地産地消と食農教育の推進に
努める。

市内の小・中学生を対象に，実際に花に触れること
で花きの魅力を伝え，新たな需要創出を目指す。

【2,000千円】

　市内産未利用野菜の商品化に向けて，産学官連携による実証研究及び加工品の試作を
行う。

ＰＲグッズ（ミニのぼり旗）

大学，ＪＡ，民間事業者と福岡市で協議会を設置

栄養・調理・流通のノウハウを持つ大学，農産物の生産を担うＪＡ，

加工技術等に精通する民間事業者で効果的な未利用野菜の活用

モデルを構築

［事業内容］ 商品化の検討・実証研究・加工品の試作

［事業効果］ ドライ加工等の技術の活用による，野菜の長期保存，

旬の時期以外での出荷・販売が可能

⇒ 農業所得の向上 と 所得機会の平準化

自家消費

市場出荷

野

菜

生

産

未利用

生産調整による未利用

直売所へ出荷
規
格
外

規
格
内

未利用とは

生産調整や生産過程における表面の傷等に

より，農家が自己の判断で廃棄しているもの

未利用の野菜により，本来，農業者が

得るべき所得を失っている

課題

調理・栄養面

の監修，検証

生産者との調整

未利用野菜調達

民間事業者

ＪＡ

市

仕組みづくり

農産物加工，試作

大学

現状

「一人一花」運動共通ロゴ

３ 都市住民と農の共生 399,136 千円

産学官が連携した市内産未利用野菜の活用モデルの構築
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（２）農との交流の促進 385,417千円

① 市民農園拡大推進事業  【592千円】 ＜農業振興課＞

② ふれあい施設の管理･運営，施設整備　【384,825千円】＜農業振興課，森林・林政課＞

　市民農園開設に向けた施設整備への助成を行うほか，市民リフレッシュ農園や油山牧
場などのふれあい施設の管理運営により，農業体験を通じた交流の推進を図る。

　身近に農業体験ができる場を市民に提供するため，市民農園開設に向けた施設整備へ
の支援を行い，市民の農業への理解や参画を促進する。

花畑園芸公園や油山牧場などの農林業ふれあい施設の管理運営により，市民の農林業
とのふれあいの場を提供するとともに，施設の魅力向上に取り組む。

油山牧場花畑園芸公園

市民リフレッシュ農園
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（１）森林の保全・再生 　　85,672千円

① 森林環境整備事業 　　　【29,350千円】 ＜森林・林政課＞

② 松くい虫防除による住環境保全対策事業 　【29,787千円】 ＜森林・林政課＞

（２）市民とつながる森林
も　り

づくり　　　　　　97,585千円

① 市民の森管理 ＜森林・林政課＞

② 油山市民の森リニューアル事業 ＜森林・林政課＞

③ 親子で学ぼう森林教室 ＜森林・林政課＞

【1,900千円】

　森林・林業への理解を促進するため，林業作業の見学や間伐材を使った作品づくりを
行う森林教室を開催する。

　市民に身近な自然と緑のレクリエーションの場を提供するため，油山市民の森・自然
観察の森を管理，運営する。

　油山市民の森の開園50周年（平成31年度）に向けて，誰もが自然に親しむことがで
き，健康につながる憩いの場としてリニューアルするため，民間投資等による施設整備
やプログラムの充実を見据えたリニューアルプランを策定する。

【440千円】

【95,245千円】

 長期間手入れがなされず機能が低下し,また今後低下の恐れがあるスギやヒノキの森林
の間伐や,松くい虫被害対策を実施し,適切な管理による森林の保全･再生を推進する。

　県の森林環境税を活用し，手入れがなされず今後荒廃する恐れがある森林について，
間伐等の整備により環境を整え，公益的機能を長期的に発揮することができる森林へ
誘導する。

　防風・防砂や景観形成に重要な松林を松くい虫による被害から守ることにより，生活
環境を保全する。

　地域住民など多様な主体による森林づくりを推進するとともに，森林に対する市民の
理解促進に努め，市民とつながる森林(もり)づくりを推進する。

○施設の魅力向上

○利用者の健康増進

○市民交流の場を創出

効 果油山市民の森リニューアル事業

リニューアルプラン策定

○市民参画

○民間提案

○企業協賛

○ソフト事業の充実

・多様なプログラム

・イベントの誘致

○ハード整備

・施設の更新

・新規施設の導入

ﾘﾆｭｰｱﾙﾌﾟﾗﾝ ｲﾒｰｼﾞ○開園４８年が経過し

施設が老朽化

○時代とともに変化する

市民ニーズへの対応

課 題

油山市民の森

リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

４ 森林の有する多面的機能の発揮 183,257 千円
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（１）森林資源活用に向けた基盤づくり 　101,576千円

①　林道整備事業（森林基幹道） ＜森林・林政課＞

（2）持続可能な林業経営の確立 39,962千円

① 市営林造林保育事業 【24,522千円】 ＜森林・林政課＞

② 林業資源ビジネス化プロジェクト ＜森林・林政課＞

③ 地域産材利用促進事業 ＜森林・林政課＞

　森林経営計画の策定支援や林業資源ビジネス化プロジェクトによる林業の活性化に取
り組むとともに，地域産材の利用促進に向けたネットワークづくりに努めるなど，持続
可能な林業経営の確立に努める。

【2,605千円】

公共建築物の木質化を実施することで，木材
利用の啓発及び普及を行うとともに，木質バイ
オマスの活用を検討し，地域産材の利用促進を
図る。

森林基幹道「早良線」沿線の森林において，
航空レーザ計測によるデータを用いたシステ
ムを活用し，効率的に森林作業道を整備する
ことにより，木材生産の低コスト化による林
業のビジネス化を推進する。

　森林基幹道「早良線」の整備を進めるとともに，沿線の路網整備計画の策定や森林作
業道の整備に取り組み，森林資源活用に向けた基盤づくりを推進する。

【12,455千円】

　分収林等の下刈，枝打，間伐など保育管理を実施する。

【91,227千円】

　本市林業の拠点地域である脊振山系の中腹
に森林基幹道「早良線」を整備し，森林・林
業の振興を図り，森林のもつ多面的機能の高
度発揮，多目的利用を促進する。

タイトル

写真

森林基幹道「早良線」

森林作業道の整備による利用間伐

写真

議会応接室赤ちゃんの駅

５ 都市型林業の創造 141,538 千円
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