
資料１

令和４年６月末現在

〇基本目標／魅力ある農業の推進

〇施策／Ⅰ農業経営の安定化

施策の展開（事業）

(1)農業生産基盤
の整備と利用管
理

(2)人・農地プラ
ン（地域農業マ
スタープラン）
の推進

(3)遊休農地の解
消

①農地中間管理事業による農地の有効利用
　三陸町吉浜地区の農地について、農地中間管理事業を活用し、農地の有
効利用や農業経営の効率化に努めた。
・農地中間管理事業による利用権設定　２件(２名)　6,561㎡

②椿利活用推進事業
　遊休農地の縮減や椿利活用の推進を図るため、遊休農地等にヤブツバキ
の植樹を行った。
〔植栽実績〕
　・７月16日　末崎町字門之浜14　椿苗木30本
　・10月８日　東朋中学校敷地内　椿苗木56本　　計86本

①農地中間管理事業による農地の有効利用
　農地中間管理事業による利用権設定を行う。
　農地中間管理事業の活用を見据え、農地の有効利用や農業経営の効率化
を図るため、「これからの地域農業を考える座談会」を開催する。
　・日頃市地区等　３回

②いわて地域農業マスタープラン実践支援事業の実施支援
・事業実施主体　清水地区ハウス利用組合（綾里）
・事業概要
　パイプハウス（４間×10間）３棟を建設し、経営規模の拡大を図るとと
もに、野菜、花苗を生産し、農業販売額の増加を図る。
・補助対象事業費
　8,063,000円（県補助2,687,000円、市補助1,345,000円）
・事業導入に向けた相談対応　１件（三陸町吉浜地区）

①農地中間管理事業による農地の有効利用
　農地中間管理事業による利用権設定を行う。
　農地中間管理事業を活用を見据え、農地の有効利用や農業経営の効率化
を図るため、「これからの地域農業を考える座談会」を開催する。
・日頃市地区等　３回

②椿利活用推進事業
　遊休農地の縮減や椿利活用の推進を図るため、遊休農地等にヤブツバキ
の植樹を行う。

①農地中間管理事業による農地の有効利用
　農地中間管理機構、県及び農業委員会等と連携
し、事業活用による農地の集約化を図っていく必
要がある。

②いわて地域農業マスタープラン実践支援事業の
実施支援
　事業導入に向けた相談から導入に至るまでに計
画策定に大量の時間を要するものがある。

①農地中間管理事業による農地の有効利用
　農地中間管理機構、県及び農業委員会等と連携
し、事業活用による農地の集約化を図っていく必
要がある。

②椿利活用推進事業
　植樹後は土地所有者自らが、植栽地の草刈りや
肥料散布等適切な管理を行うこととしている。
　植樹した椿は、シカの被害等により生育が悪
く、実が取れないものが多いことから、電柵を設
置するなどの対策を行う必要がある。
　また、施肥等の生育管理も必要である。

第７次大船渡市農業振興基本計画の取組状況について

「第６次大船渡市農業振興基本計画」令和３年度実績

①農地中間管理事業に伴う協力金の交付
　地域内で分散している農地の有効利用や農業経営の効率化を図るため、
担い手農家へ農地の集約を行い、集約に協力した個人に経営転換協力金を
交付した。
〔新規集約面積〕6,561㎡
〔交付先・金額〕２件(２名)・計97,500円　(10a当たり、15,000円)

②農業用施設維持補修事業
　農業用水路等の補修を行い、適切な農業用施設の維持管理に努めた。
〔事業内容〕　　　　　計 　　4,568,850円
　・頭首工補修 　　　５件　　3,071,200円
　・農業用水路補修　 ４件　　1,497,650円

①農地中間管理事業に伴う協力金の交付
　地域内で分散している農地の有効利用や農業経営の効率化を図るため、
担い手農家へ農地の集約を行い、集約に協力した個人に経営転換協力金を
交付する。

②農業用施設維持補修事業
　農業用水路及びため池等の補修を行い、適切な農業用施設の維持管理に
努める。
〔事業計画〕　　　　　 計 　　4,000,000円
　・頭首工補修　　　　　　　　1,840,000円
　・農業用水路補修　　　　　　1,500,000円
　・ため池倒木伐採　　　　　　　660,000円

令和４年度計画・進捗（実績値は、令和４年６月末現在） 課題等

①農地中間管理事業に伴う協力金の交付
　農地中間管理機構、県及び農業委員会等と連携
し、事業活用による農地の集約化を図っていく必
要がある。

②農業用施設維持補修事業
　緊急度、優先度等を見極めながら、老朽化等に
対応した計画的な維持補修を実施していく必要が
ある。

〇施策の基本方針／１農地の保全と活用

①農地中間管理事業による農地の有効利用
　三陸町吉浜地区の農地について、農地中間管理事業を活用し、農地の有
効利用や農業経営の効率化に努めた。
・農地中間管理事業による利用権設定　２件(２名)　6,561㎡

②いわて地域農業マスタープラン実践支援事業の導入支援
・事業導入に向けた相談対応　２件
　（三陸町綾里地区・吉浜地区　各１件）
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施策の展開（事業）

(4)日本型直接支
払事業の推進

（5）環境に配慮
した農業の推進

〔施策の基本方針１「農地の保全と活用」成果指標〕

令和２年度（実績） 令和３年度（実績） 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度（目標）

672ha 649ha － － － － 670ha

19.9% 13.4% － － － － 19.0%

①多面的機能支払制度の推進
　農地の多面的機能を継続的に発揮させるため、農業用水路の泥上げや農
道の路面維持などの認定組織が取り組む共同活動等に対し交付金を交付
し、組織の活動を支援した。
　〔認定組織〕日頃市/板川長集落、小通集落、
　　　　　　　　　　 鷹生川流域広域協定（鷹生、宿、平山集落
　　　　　　　　　　 による広域協定）
　　　　　　　赤　崎/合足集落
　　　　　　　吉　浜/本郷集落、大野集落　　合計６組織
　〔協定面積・交付金額〕1,241,600㎡・6,992,528円

②中山間地域等直接支払制度の推進
　条件不利地域において、農地の維持管理及び保全活動を行う認定組織に
対し交付金を交付し、各地域における活動を支援した。
　〔認定組織〕日頃市/鷹生集落、宿集落、平山集落、小通集落
　　　　　　　吉浜/本郷集落、大野集落　　合計６組織
　〔協定面積・交付金額〕1,008,476㎡・16,433,078円

①多面的機能支払制度の推進
　農地の多面的機能を継続的に発揮させるため、農業用水路の泥上げや農
道の路面維持などの認定組織が取り組む共同活動等に対し、交付金を交付
し、組織の活動を支援する。
　〔認定組織〕日頃市/板川長集落、小通集落、
　　　　　　　　　 　鷹生川流域広域協定（鷹生、宿、平山集落
　　　　　　　　　　 による広域協定）
　　　　　　　赤　崎/合足集落
　　　　　　　吉　浜/本郷集落、大野集落　　合計６組織
　〔協定面積・交付金額〕1,241,600㎡・6,992,528円

②中山間地域等直接支払制度の推進
　条件不利地域において、農地の維持管理及び保全活動を行う認定組織に
対し交付金を交付し、各地域における活動を支援する。
　〔認定組織〕日頃市/鷹生集落、宿集落、平山集落、小通集落
　　　　　　　吉浜/本郷集落、大野集落　　合計６組織
　〔協定面積・交付金額〕1,008,476㎡・16,433,078円

①多面的機能支払制度の推進
　既存の組織については、現状維持で継続しつ
つ、新たな認定組織の掘り起しの必要がある。
　また、将来にわたって組織を維持する女性や若
者等の人材を育成する必要がある。
　事務全般の負担を軽減する必要がある。

②中山間地域等直接支払制度の推進
　既存の組織については、現状維持で継続しつ
つ、新規の認定組織の掘り起しの必要がある。
　また、将来にわたって組織を維持する女性や若
者等の人材を育成する必要がある。

①環境保全活動の取組の支援
　多面的機能支払制度及び中山間地域等直接支払制度に取り組む活動組織
に対し、環境保全型農業直接支払制度の周知を行った。

②農業用廃プラスチック・廃農薬の適正処理
　大船渡地方農業振興協議会に参画し、農業用廃プラスチックの回収につ
いて周知するとともに、回収作業を実施した。なお、廃農薬回収は隔年実
施としている。
　〔回収実績〕廃農薬回収(７月13日)　22戸、0.43ｔ
              農業用廃プラスチック（11月９日）　37戸、10.7ｔ

①環境保全活動の取組の支援
　多面的機能支払制度及び中山間地域等直接支払制度に取り組む活動組織
に対し、制度周知を行うとともに新規組織の掘り起しに努める。

②農業用廃プラスチック・廃農薬の適正処理
　大船渡地方農業振興協議会とともに、農業用廃プラスチック、及び廃農
薬の回収作業を行う。廃農薬回収は隔年で実施であり、当年度は実施予定
なし。
　〔回収実績〕
　　農業用廃プラスチック回収(11月予定)

①環境保全活動の取組の支援
　制度の周知とともに、取組可能な組織や農業者
との合意形成を図りながら、事業実施していく必
要がある。

②農業用廃プラスチック・廃農薬の適正処理
　回収実績の向上に向けて、効果的な周知を行う
等適正処理を推進する必要がある。

項　目

耕地面積

遊休農地率

「第６次大船渡市農業振興基本計画」令和３年度実績 令和４年度計画・進捗（実績値は、令和４年６月末現在） 課題等
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施策の展開（事業）

(1)土地利用型農
業の振興

(2)施設型・周年
生産型農業の確
立

課題等

①農地中間管理事業の活用による経営規模の拡大
　農地中間管理機構、県及び農業委員会等と連携
し、事業活用による農地の集約化を図っていく必
要がある。

②スマート農業の導入に向けた支援
　農業者にスマート農業は地理的に使えるか、費
用対効果は高いのか等を判断して、導入を検討し
てもらうためにスマート農業に関する情報共有に
力を入れ、農業者の理解を深める必要がある。

③経営所得安定対策
　経営所得安定対策等推進事業の周知を図り、メ
リットを知ってもらうことで、未申請の農業者や
新規就農者の確保に努める必要がある。

①各種イベント等
　大船渡市農業まつりは、新型コロナウイルス感染症まん延のおそれがあ
り、多数の来場者の安全確保が困難であることから中止された。

②高収益作物等
　大船渡市農協を実施主体として、市、農協、生産者で基金造成し、販売
価格が低落したことから、生産者に補給金を交付した。（対象作物：ピー
マン、菌床しいたけ）
〔市交付額〕　1,509,611円
〔基金交付額〕4,903,217円
〔負担割合〕　ピーマン：市1/3、農協1/3、生産者1/3
　　　　　　　菌床しいたけ：市3/10、農協3/10、生産者4/10

・生産拡大希望のあるトマトやイチゴの施設栽培計画事業者と随時、情報
交換を行った。
　なお、イチゴについては、夏イチゴ産地化推進協議会の設立に参画し、
生産大規模化による高付加価値農業への転換と産地ブランド化の推進に取
り組んだ。

③花き
　花きのＰＲと販売促進を目的に実行委員会形式により「花っこinおおふ
なと」を開催予定であったが、新型コロナウイルス感染症まん延防止を考
慮し、中止した。

①各種イベント等
　大船渡市農業まつりは、実行委員会事務局である大船渡市農協におい
て、催事案等を検討している。

②高収益作物等
　大船渡市農協を実施主体として、市、農協、生産者で基金造成し、販売
価格が低落した際に、生産者に補給金を交付する。（対象作物：ピーマ
ン、菌床しいたけ）

・生産拡大希望のあるトマトやイチゴの施設栽培計画事業者と随時、情報
交換を図り、施設整備、加工品の開発等の支援を行う。
・施設栽培計画事業者による生産者数の増加を目指す取組を支援する。

③花き
　花きのＰＲと販売促進を目的に実行委員会形式により「花っこinおおふ
なと」を開催予定であったが、販売先の変化や生産者の高齢化により、出
店業者、出品物の種類や数量の確保が難しいことから、令和３年度に引き
続き中止した。

①各種イベント等
　大船渡市農業まつりは、従来、大船渡市産業ま
つりと同日・同会場で開催されていた。令和４年
度は、まつり会場の変更が決定されており、ス
ペースの制約等があるため、催事全般にわたり、
検討、関係者との調整が必要である。

②高収益作物等
・生産面積の拡大及び生産技術の向上の両立を図
りながら、生産者の経営の安定化を図る必要があ
る。

・市内の農業法人は、国庫補助事業を活用したト
マトの施設拡大を計画していることから、各種調
整が必要である。

③花き
　イベント以外にも、契約販売の拡大等により、
収益性の向上等経営の維持安定化を図る必要があ
る。

「第６次大船渡市農業振興基本計画」令和３年度実績

①農地中間管理事業の活用による経営規模の拡大
　三陸町吉浜地区の農地について、農地中間管理事業を活用し、農地の有
効利用や農業経営の効率化に努めた。
・農地中間管理事業による利用権設定　２件(２名)　6,561㎡

②スマート農業の導入に向けた支援
・大船渡地方農業振興協議会が開催したスマート農業の推進に係る研修会
に市職員１名が参加し、情報収集に努めた。
・同研修会について、認定農業者への周知を行った。

③経営所得安定対策
・担い手農家の経営安定に資する経営所得安定対策等推進事業の実施主体
である大船渡市農業再生協議会に補助金を交付し、農業者の国への交付申
請を推進するとともに、その円滑かつ適正な事業の実施に向けて、関係機
関と連携を図りながら集落や農業者への指導・支援を行う等、地域段階の
推進活動に取り組んだ。
〔交付申請者数〕　32名
〔市交付額〕　　　1,140,000円

〇施策の基本方針／２農業経営の安定支援

令和４年度計画・進捗（実績値は、令和４年６月末現在）

①農地中間管理事業の活用による経営規模の拡大
　農地中間管理事業による利用権設定を行う。
　農地中間管理事業を活用を見据え、農地の有効利用や農業経営の効率化
を図るため、「これからの地域農業を考える座談会」を開催する。
　・日頃市地区等　３回

②スマート農業の導入に向けた支援
・大船渡地方農業振興協議会が開催したスマート農業に係る会議や研修会
に参加し、情報収集を図る。
・農業者にスマート農業に関する情報提供を行う。

④経営所得安定対策
・担い手農家の経営安定に資する経営所得安定対策等推進事業の実施主体
である大船渡市農業再生協議会に補助金を交付し、農業者の国への交付申
請を推進するとともに、その円滑かつ適正な事業の実施に向けて、関係機
関と連携を図りながら集落や農業者への指導・支援を行う等、地域段階の
推進活動に取り組む。
〔交付申請者数〕　25名
〔事業費〕　　　　983,000円
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施策の展開（事業）

(3)価格安定対策
の推進

(4)地域資源の活
用

①青果物等価格安定事業
　公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会を実施主体として、県、
市、農協、生産者で基金造成し、販売価格が低落したことから、生産者に
補給金を交付した。
〔市負担金〕　8,807円
〔基金交付額〕ピーマン 176,205円、ねぎ 172,878円、
　　　　　　　パンジー  79,825円
〔負担割合〕　県3/10、市2/10、農協2/10、生産者3/10

②山間地域農産物価格安定対策事業
　大船渡市農協を実施主体として、市、農協、生産者で基金造成し、販売
価格が低落したことから、生産者に補給金を交付した。（対象作物：ピー
マン、菌床しいたけ）
〔市交付額〕　1,509,611円
〔基金交付額〕4,903,217円
〔負担割合〕　ピーマン：市1/3、農協1/3、生産者1/3
　　　　　　　菌床しいたけ：市3/10、農協3/10、生産者4/10

③ブロイラー価格安定基金造成事業
　岩手県チキン協同組合を実施主体として、県、市、組合、生産者で基金
造成し、価格が低落したことから、生産者に補給金を交付した。
〔市交付額〕　561,875円
〔基金交付額〕1,798,000羽に対し8,990,000円
〔負担割合〕　県1/8、市0.5/8、組合3.5/8、生産者3/8

「第６次大船渡市農業振興基本計画」令和３年度実績 令和４年度計画・進捗（実績値は、令和４年６月末現在） 課題等

①青果物等価格安定事業
　公益社団法人岩手県農畜産物価格安定基金協会を実施主体として、県、
市、農協、生産者で基金造成し、販売価格が低落した際に、生産者に補給
金を交付する。

②山間地域農産物価格安定対策事業
　大船渡市農協を実施主体として、市、農協、生産者で基金造成し、販売
価格が低落した際に、生産者に補給金を交付する。（対象作物：ピーマ
ン、菌床しいたけ）

③ブロイラー価格安定基金造成事業
　岩手県チキン協同組合を実施主体として、県、市、組合、生産者で基金
造成し、価格が低落した際に、生産者に補給金を交付する。

①青果物等価格安定事業
　全県の出荷計画に基づく安定的な生産出荷の実
現のため、産地育成や生産者の維持・確保に努め
る必要がある。

②山間地域農産物価格安定対策事業
　全県の出荷計画に基づく安定的な生産出荷の実
現を図る必要がある。
　菌床しいたけは、生産農家が減少していること
から、補助事業の必要性を検討する。

③ブロイラー価格安定基金造成事業
　引き続き基金造成事業を通じて、ブロイラー生
産者の経営安定と計画的な生産の実現を図ってい
く。

①小枝柿
　大船渡市農協では、農家が生産した柿の実を集荷し、農産物処理加工、
集出荷施設において加工後、農家から集荷した干し柿と合わせて販売し
た。

②椿
・花きの生産振興と消費拡大を図り、椿の利活用による地域の活性化に資
するため、世界の椿館・碁石でつばきまつりを開催した。
〔開催日数〕45日間　〔来場者数〕5,501人
・椿を生かしたまちづくり活動の推進や椿油の普及を図るため、椿学習や
イベント等において椿油搾油体験を行った。
〔椿学習実施回数〕
　猪川小(１回)、大船渡小(２回)、末崎小(２回)、大船渡東高(１回)

③６次産業化に向けた取組の支援
・農業者や市内事業者等が行う新たな特産品開発に係る取組を支援した。
・産地化を目指した作業体系の確立のため、椿のタネ集めの支援を行っ
た。また、原材料となる椿の植樹を実施した。

④地産地消の推進
・市内小売店の産地コーナーを活用し、産地や生産者の顔が見える市内産
農産物の販売促進や消費拡大に取り組んだ。
・市関係部署で「食育業務担当者会議」を開催し、地産地消や食育に関す
る取り組みについて、情報共有を図った。

①小枝柿
　大船渡市農協では、農家が生産した柿の実を集荷し、農産物処理加工・
集出荷施設において加工後、農家から集荷した干し柿と合わせて販売す
る。

②椿
・花きの生産振興と消費拡大を図り、椿の利活用による地域の活性化に資
するため、世界の椿館・碁石でつばきまつりを開催する。
・椿を生かしたまちづくり活動の推進や椿油の普及を図るため、椿学習や
イベント等において椿油の搾油体験を行う。
〔椿学習予定回数〕
　日頃市小(３回)、大船渡小(３回)、その他（６回）

③６次産業化に向けた取組の支援
・農業者や市内事業者等が行う新たな特産品開発に係る取組を支援する。
・椿を活用した６次産業化を進めるに当たり、関係機関・団体の紹介や、
タネ集めの支援等を行い、６次産業化に向けた取組を支援する。

④地産地消の推進
・市内小売店の産地コーナーを活用し、産地や生産者の顔が見える市内産
農産物の販売促進や消費拡大に取り組んだ。
・産直施設の体制強化を図ることを目的に関係機関で連携し、研修会を開
催する。
・郷土料理等の普及に貢献している方を岩手県食の匠に１名推薦している
が、現在審査中である。

①小枝柿
　干し柿に適さない小ぶりな実が多いため、市農
協等と連携して、品質の向上や安定化を図るため
の管理方法等の指導を行っていく必要がある。
　生産者の高齢化により、原料となる柿を、加工
せず、そのまま農協に納品する数量が増加傾向で
あり、農協の加工・乾燥施設が手狭になってい
る。

②椿
　つばきまつりは新型コロナウイルス感染症の影
響を受けにくいイベントを開催するよう検討す
る。
　椿のタネの収穫目標を達成するため、収穫体制
の構築と成木の確保が必要である。

③６次産業化に向けた取組の支援
　生産、加工、流通過程において価値をつなぎ、
付加価値をより高めていけるよう、地域ぐるみで
の事業推進体制を構築する必要がある。
　椿の認知度の向上及び高付加価値化を図ってい
く必要がある。

④地産地消の推進
　郷土料理等の普及に貢献している方々の高齢化
が進んでおり、若い世代の後継者が少ないことか
ら、郷土料理の継承が懸念される。
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施策の展開（事業）

(5)活力に満ちた
魅力ある農村の
形成

(6)畜産経営の安
定と収益性向上

(7)鳥獣被害対策
の推進

　次のとおり鳥獣被害対策事業を実施する。
　・電気柵の設置
　　L=7,399ｍ　設置場所２地域（日頃市町大森、鷹生）
　　予算額　5,420,900円
　・集落ぐるみ座談会（学習会）　４回（三陸町越喜来甫嶺）
　・鳥獣有害捕獲　〔計画捕獲数〕ニホンジカ　1,422頭
　・サル装着ＧＰＳ首輪取付（交換）
　・モンキードッグ導入に向けた検討
　　（※モンキードッグは、サルを追い払うために訓練された犬）

　農作物等の鳥獣被害額は依然として高い水準で
推移しており、ニホンジカを重点対象とした有害
捕獲の強化が必要である。
　また、被害が拡大しているニホンザルや増加が
懸念されるイノシシの被害を未然に防ぐため、モ
ンキードッグの早期試行など、被害防止体制の強
化が必要である。

①活力に満ちた魅力ある農村の形成
　中山間直接支払制度及び多面的機能支払制度を活用し、農村環境の維
持、保全に努めた。

②グリーン・ツーリズムの推進
・農業体験メニューの提供及び民泊について、東日本大震災後、受入を休
止していたが、市観光交流推進室と連携し、受入体制の基礎の再構築に向
けた調整を行った。
・グリーン・ツーリズム推進協議会の会議に出席し、情報収集を図った。

①活力に満ちた魅力ある農村の形成
　中山間地域直接支払制度及び多面的機能支払制度を活用し、農村環境の
維持、保全に努める。

②グリーン・ツーリズムの推進
・市観光交流推進室や多様な業種と連携し、ニーズに合わせた農業体験メ
ニューの検討・造成、受入体制の基礎を再構築する。
・グリーン・ツーリズム推進協議会の会議に出席し、情報収集を図る。

①活力に満ちた魅力ある農村の形成
　高齢化により、共同作業の作業範囲や回数が減
少傾向にあることから、青年層や地域全体で取り
組む環境づくりをしていく必要がある。

②グリーン・ツーリズムの推進
　市観光交流推進室や多様な業種と連携し、農業
体験メニューの試行開発等を進めながら、事業の
定着を図っていく必要がある。

①養鶏業の振興
・ブロイラー価格安定対策事業により、ブロイラー生産農家に対して、市
場価格低落に係る助成を行った。
〔市補助金〕561,875円
〔交付総額〕1,798,000羽に対し8,990,000円
〔負担割合〕県1/8、市0.5/8、生産者3/8、協同組合3.5/8

・畜産競争力強化整備事業
　大船渡市チキンクラスター協議会が実施した施設整備事業について、設
定した成果目標を達成できるよう指導、助言した。

・鳥インフルエンザ発生時における市内部の連絡体制の構築を行い、埋却
候補地についても選定作業や現地確認を行った。

②肉用牛・酪農経営の安定化
・畜産振興総合対策事業
　優良な肉用牛を生産するため、繁殖用雌牛の導入に要する経費を補助し
た。
　〔導入頭数〕１頭　〔補助額〕92,000円　(繰越事業分のみ)

・種山高原牧野管理運営協議会参画事業
　市内畜産農家の負担を軽減し、低コストで安定的な生産を図るため、種
山高原牧野放牧事業運営協議会に加入し、放牧事業に参画するとともに、
負担金を支出した。
　〔協議会参画団体〕岩手県ほか５市町及び３農協の計９団体
　〔負担金〕256,935円

・畜産振興事業
　畜産の振興を図るため、大船渡市農協が畜産物の生産性向上のための事
業（人工授精、公共牧野運搬、牛削蹄、アカバネ病予防ワクチン接種等）
を行う場合に要する経費の一部を補助した。
　〔交付実績〕　568,400円

①養鶏業の振興
・ブロイラー生産農家の経営安定と計画的な生産を図るため、市場価格低
落時の補てん金造成に要する経費を助成する。
〔市補助金〕586,875円
〔利用羽数〕1,878,000羽
〔負担割合〕県1/8、市0.5/8、生産者3/8、協同組合3.5/8

・畜産競争力強化整備事業
　大船渡市チキンクラスター協議会が実施した施設整備事業について、設
定した成果目標を達成できるよう指導、助言を行う。

・鳥インフルエンザ発生時における埋却地について、新たな候補地の検討
を進めていく。

②肉用牛・酪農経営の安定化
・畜産振興総合対策事業
　優良な肉用牛生産を進めるため、県等と調整を図り、有利な補助事業の
導入を検討する。

・種山高原牧野管理運営協議会参画事業
　市内畜産農家の負担を軽減し、低コストで安定的な生産を図るため、種
山高原牧野放牧事業運営協議会に加入し、放牧事業に参画するとともに、
負担金を支出した。
　〔協議会参画団体〕岩手県ほか５市町及び３農協の計９団体
　〔負担金〕256,935円

・畜産振興事業
　畜産の振興を図るため、大船渡市農協が畜産物の生産性向上のための事
業（人工授精、公共牧野運搬、牛削蹄、アカバネ病予防ワクチン接種等）
を行う場合に要する経費の一部を補助する。
　〔交付予定額〕　778,000円

①養鶏業の振興
・生産農家の高齢化や減少等に対応するため、後
継者育成等が必要である。

・現在、選定されている３つの埋却候補地は、搬
入道路の道幅等の問題があり、利用上の課題があ
る。発生時になるべくスムーズな対応を行えるよ
う、条件のいい新たな埋却候補地を探す必要があ
る。

②肉用牛・酪農経営の安定化
・生産農家の高齢化、後継者不足、飼養頭数の減
少等に対応するため、担い手の確保が必要であ
る。
　

・当地域の家畜診療所を運営している岩手県農業
共済組合では、令和５年度をもって診療業務を停
止することとしていることから、令和６年度以降
の家畜診療体制について、関係機関が一体となっ
て検討していく必要がある。

〇その他
　イノシシの北上による豚熱の感染拡大が懸念さ
れるため、情報収集や市民への周知に努める。

　次のとおり鳥獣被害対策事業を実施した。
　・電気柵の設置（サル用複合柵を含む）
　　L=2,402ｍ 設置場所１地区(立根町上手）
　　事業費　1,515,959円
　・集落ぐるみ座談会（学習会）７回（日頃市町大森、鷹生）
　・グループパトロール事業　４日
　・鳥獣有害捕獲実績　〔捕獲数〕ニホンジカ 1,418頭
　　　　　　　　　　　　　　　　ツキノワグマ  ４頭
　　　　　　　　　　　　　　　　イノシシ　　　２頭
　　　　　　　　　　　　　　　　その他　　　　５頭
　　　　　　　　　　　　　　　　その他（鳥） 118羽
　・サル装着ＧＰＳ受信用固定基地局設置２基（日頃市町小通、宿）

「第６次大船渡市農業振興基本計画」令和３年度実績 令和４年度計画・進捗（実績値は、令和４年６月末現在） 課題等
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〔施策の基本方針２「農業経営の安定支援」成果指標〕

令和２年度（実績） 令和３年度（実績） 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度（計画）

66.6ｔ 86.4t － － － － 70.0ｔ

2,798万円 2,696万円 － － － － 2,940万円

0.2ｔ 0.2ｔ － － － － 1.0ｔ

9,315人 10,955人 － － － － 24,000人

1,054万円 643万円 － － － － 500万円

〇施策／Ⅱ農業の担い手の確保

施策の展開（事業）

(1)認定農業者の
育成

(2)就農者等の確
保・育成とス
マート農業の推
進

(3)生産組織等の
育成と法人化の
推進

(4)農業と福祉の
連携の推進

〔施策の基本方針１「担い手の育成・確保」成果指標〕

令和２年度（実績） 令和３年度（実績） 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度（計画）

29経営体 28経営体 － － － － 30経営体

１人・経営体/年 1人・経営体/年 － － － － ３人・経営体/年

26ha 26ha － － － － 40ha

項　目

ピーマン出荷量

令和４年度計画・進捗（実績値は、令和４年６月末現在） 課題等

・認定期間が満了した農業者９名の認定の更新を行った。
  また、新規に１名の認定を行った。
　〔認定農業者総数〕28名
・県認定農業者組織連絡協議会の事務局がある岩手県農業会議が主催する
各種研修等について、農業者等へ周知した。

・認定期間が満了する農業者１名について、認定の更新を行う。
・意欲ある農業者の掘り起しに努める。
・岩手県農業会議等が主催する各種研修等の活用について、農業者等へ周
知を行い、農業経営の改善の一助となるよう努める。

　高齢化などを理由に、更新を辞退し、認定農業
者数が減少傾向にあることから、市内に限らず、
市外からの移住等も視野に、意欲ある農業者の確
保が必要である。

「第６次大船渡市農業振興基本計画」令和３年度実績

　引き続き、農業者及び市地域福祉課等に対し、障がい者への就労準備支
援等の情報提供を行う。

　障がい者側では就労先の確保を求めている一
方、雇用する側は障がい者が働くための環境整備
の情報が不足しており、お互いに情報不足となっ
ている。

項　目

認定農業者数

①就農者等の確保・育成
・大船渡地方農業振興協議会で開催した新規就農希望者対象の就農相談会
に参画するなど、新規就農者への支援活動を行った。

・青年就農者の就農後の定着を図るため、経営が不安定な就農直後の所得
を確保する資金（農業次世代人材投資資金）を交付した。
〔交付額〕1,125,000円（夫婦型１件）

・市内小学校で実施する農作業体験学習を支援した。
〔対象校〕２校（吉浜小、日頃市小）〔補助金〕260,000円

・岩手県内の女性農業者の研修会・フォーラム等について、市内女性就農
者に周知し、参加の促進を図った。

②スマート農業の推進
・大船渡地方農業振興協議会が開催したスマート農業の推進に係る研修会
に市職員1名が参加し、情報収集に努めた。
・同研修会について、認定農業者への周知を行った。

①就農者等の確保・育成
・関係機関と連携し、大船渡地方農業振興協議会等で開催する就農相談会
や生産現場見学会に参画するなど、新規就農者への支援活動を行う。

・経営が不安定な就農直後の所得を確保することを目的に、新規青年就農
者に対し、農業次世代人材投資資金を交付する。
　〔交付予定額〕2,250,000円（継続　夫婦型１件）

・市内小学校で実施する農作業体験学習に補助金を交付する。
　〔対象校〕２校〔補助金〕260,000円

・岩手県内の女性農業者の研修会・フォーラム等に参加を促進し、女性農
業者の活躍意識の醸成を図る。

②スマート農業の推進
・スマート農業に係る会議や研修会に参加し、情報収集を図る。
・農業者にスマート農業に関する情報提供を行う。

①就農者等の確保・育成
　新規就農希望者に対し、農業次世代人材投資資
金の周知を図るとともに、関係機関と連携し、支
援体制を強化していく必要がある。

　講習会等を通じ、女性農業者の作業内容や作業
分担の拡大を図っていく必要がある。

②スマート農業の推進
　農業者にスマート農業は地理的に使えるか、費
用対効果は高いのか等を判断して、導入を検討し
てもらうためにスマート農業に関する情報共有に
力を入れ、農業者の理解を深める必要がある。

①生産組織等の育成
・関係機関からの情報収集を行ったが、研修会等への参加実績なし。

②法人化の推進
・関係機関からの情報収集を行ったが、研修会等への参加実績なし。

①生産組織等の育成
　大船渡地方農業振興協議会等で開催する研修会等に参加して情報収集を
行う。

②法人化の推進
　大船渡地方農業振興協議会等で開催する研修会等に参加して情報収集を
行う。

①生産組織等の育成
　当市の日本型直接支払事業に取り組んでいる組
織は、農地等の保全活動が主となっていることか
ら、農業生産活動の共同化等により組織化の機運
を高めていく必要がある。
②法人化の推進
　担い手となる農家が不足しており、法人化の機
運が高まらない。

新規就農者数

農作業等受託面積

〇施策の基本方針／１担い手の育成・確保

　障がい者への就労準備支援の一環として、障がい者施設に椿植栽地の草
苅りや肥料散布を委託するなど、農作業就労の取組を支援した。

ピーマン出荷額

椿実収穫量

世界の椿館・碁石来館者延べ人数

鳥獣による農作物被害額
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