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第第第第１１１１    農用地利用計画農用地利用計画農用地利用計画農用地利用計画    

１１１１    土地利用区分土地利用区分土地利用区分土地利用区分のののの方向方向方向方向    

((((１１１１))))土地利用土地利用土地利用土地利用のののの方向方向方向方向    

   本市は、平成１７年２月７日に関市、洞戸村、板取村、武芸川町、武儀町、上之保

村の１市２町３村が合併し、誕生した面積 472.84 平方キロメートルの市である。 

   本市は、長良川、板取川、武儀川、津保川などの清流や緑豊な自然を守り育て、住

む人と地域の自然が調和し共生するまちづくりを進めるとともに、日本のほぼ中心に

位置し、東海北陸自動車道と東海環状自動車道の結節点であるという優位な立地を活

かしながら、「人・物・情報がいきいきと交流する活力あふれる都市づくり」を目指し

ている。 

   また、地域が持つ魅力ある特性と可能性を活かし、高度化する土地機能を分担し互

いに補完するとともに、地域が抱える課題や住民ニーズに対応するため、下記の３地

域に区分し計画的な整備を図る。 

    ○「交流文化拠点ゾーン」（関・武芸川南部地域） 

      先端技術産業が集積する工業団地・広域高速交通網・商業施設・高度医療機

関など、市の生活拠点施設や都市的機能の充実を図る。 

    ○「自然や文化との共生交流ゾーン」（洞戸・板取・武芸川北部地域） 

      人と美しい水・壮大な自然との共生および交流機能の進展を図る。 

    ○「緑の生活文化ゾーン」（武儀・上之保地域） 

      緑豊な環境の中で高機能な教育・住環境の整備を図る。 

以上に基づき、新しい都市づくりを進めるため、新市建設計画、総合計画、都市計

画マスタープランなど各種計画との整合性を図り、社会情勢を踏まえた上で、住民の

視点に立った総合的な土地利用を計画的に進める。 

 

 ①①①①    土地利用土地利用土地利用土地利用のののの構想構想構想構想    

  土地利用土地利用土地利用土地利用のののの現況現況現況現況とととと将来将来将来将来のののの方向方向方向方向    

   当地域は岐阜県のほぼ中央部に位置し、洞戸・板取・武芸川北部地域及び武儀・上

之保地域は、標高が高く緑豊な山々に囲まれ、関・武芸川南部地域は、濃尾平野が広

がる田園都市地域である。市総面積の約 81％を森林が占め、農地等を合わせると約

87％が自然的土地利用である。 

    （（（（関地域関地域関地域関地域））））    

    本地域は、農用地面積の約 95％がほ場整備を完了しており、大規模機械化経営と

併せて生産性の向上が図られている。 

    しかし、人口の増加に伴って、産業・教育・文化・医療をはじめとする都市機能

の充実の要請が高まると予想されるので、集団的優良農地は保全しつつ、道路、宅

地、工業団地等を計画的に整備する必要がある。 

  （（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

    本地域の総面積 4,008ha のうち農用地は 113ha で、全地域の 89%が山林原野であ

る。耕地面積は減少の一途を辿っており、１戸当たり平均保有規模は田 0.11ha、畑
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0.14ha、桑園 0.08ha、計 0.33ha と極めて零細で、1.0ha 未満の農家が 94%を占めて

いる。これまでは、ほ場整備を積極的に実施してきたため、今後は機械の導入によ

り省力化を図る。その他の荒廃地は適正企業の誘致等を考え、農工一体の発展も図

る。 

  （（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

    本地域の総面積 18,735ha のうち農用地は約 35ha である。経営規模は 0.5ha 未満

農家が 150 戸あり全体の 93%を占めている。若年層の地域外流出により過疎化が進

んできたが、ここ数年、都市からのＵＩターンも見受けられる。今後は農地保有の

合理化を図り、農用地の有効利用を図るとともに農道、水路等の整備を行って、地

域の食糧自給態勢を整備し、園芸作物（花木・花苗）椎茸の栽培及び淡水魚の増殖

に力を入れ、観光農業を加味した収益制の高い農業を推進する。 

       （（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

    本地域の農業振興地域は、谷口・宇多院・平・小知野・八幡・高野・跡部の７地

区 596.8ha をもって構成されており、そのうち農用地約 190ha のほぼ全域で土地改

良による基盤整備が完了している。 

    優良農地では水稲を中心に、麦・大豆・野菜等が生産されており今後も保全して

いく方針であるが、高齢化や後継者不足の現状を踏まえ、農地の集団化や生産法人

の設立支援等の農業振興方策との連携の下に、新しい土地利用を図っていく。また、

遊休農地が多く見受けられる耕作不利地については、実情に沿った土地の有効利用

を検討し、都市近接条件を生かした観光農業としての活用や、恵まれた自然環境を

生かした公園･緑地･スポーツ施設等の都市的利便性を備えた整備を図りつつ、農業

生産基盤整備と一体となった土地利用の適正化を推進する。 

  （（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

    本地域は総面積の約 90%を山林原野が占め、農用地は約 144ha である。平坦地に

おける未開発地は少なく、宅地、工場用地などの確保も農地転用に頼らざるを得な

い状態であるが、この恵まれた自然環境の中で土地資源の有限性にかんがみ、自然

環境の保全を図りつつ長期的な観点から自然的、社会的特性を生かし、計画的かつ

調和のとれた土地利用を図る。 

 （（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））    

    本地域は標高 450ｍ前後の山岳に囲まれた農山村地域である。農用地は約 145ha

（3.0％）であり、本地域の中央部を貫流する津保川と小那比川に沿ってわずかに開

けた段丘に散在している。地域の約 90％を山林が占めるため、平坦地に未開発地が

少なく、宅地、工場用地などの確保も農地の転用に頼らざるを得ない状況にある。

今後は地域農業の近代化及び農業生産の確保を図るための土地利用を推進する。 
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単位：ha,％ 

 
農用地 

農業用 

施設用地 
森林原野 住宅地 工場用地 その他 計 

実 

数 

比 

率 

実 

数 

比 

率 

実 

数 

比 

率 

実 

数 

比 

率 

実 

数 

比 

率 

実 

数 

比 

率 

実 

数 

比 

率 

現在 

(H30) 
2449.1  31.3  28.7  0.4  1234.5  15.8  636.0  8.1  128.6  1.6  3347.2  42.8  7824.1  100 

目標 1976.2 25.3 24.3 0.3 1234.4 15.8 685.2 8.8 132.8 1.7 3771.2 48.1 7824.1 100 

増減 -472.9 － -4.4 － -0.1 － 49.2 － 4.2 － 424.0 － 0   － 
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②②②②    農用地区域農用地区域農用地区域農用地区域のののの設定方針設定方針設定方針設定方針    

  アアアア    現況農用地現況農用地現況農用地現況農用地についてのについてのについてのについての農用地区域農用地区域農用地区域農用地区域のののの設定方針設定方針設定方針設定方針    

        （（（（関地域関地域関地域関地域）））） 

    本地域内にある現況農用地約 1,564ha のうち、おおむね次に揚げる農用地以外の

農用地約 1,390ha について農用地区域を設定する方針である。 

    a 地域、地区及び施設等の整備に係る農用地 

        該当なし 

    b 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

敷地の外縁を結んだ線内の区域）に介在する農用地。 

        該当集落数 46  該当農用地面積 約 26ha 

    c 自然的な条件等からみて、農業の近代化を図ることが相当でないと認められる

次に揚げる農用地。 

        該当農用地面積 約 21ha 

    d その他 

      1 中心集落の整備（中小企業の誘致、住宅の建設等）に伴って拡張の対象と

なる鋳物師屋、肥田瀬、小屋名、下有知地区周辺農用地 約 68ha 

      2 道路沿線市街地として開発が進みつつある国道１５６号の山田地先から

下有知地先までの間、国道２４８号の小屋名地先から東田原地先までの間、

国道４１８号の肥田瀬、小瀬地先から広見地先までの間、主要地方道江南

関線の倉知地内、一般県道坂祝関線の鋳物師屋地先から大杉地先       

までの間の各沿線農用地の計 約 59ha 

  （（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

    本地域内にある現況農用地約 146ha のうち、おおむね次に揚げる農用地約 33ha 以

外の農用地約 113ha について、農用地区域を設定する方針である。 

          a 地域、地区及び施設等の整備に係る農用地 

                該当なし 

     b 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

の敷地の外縁を結んだ線内の区域）に介在する農用地。 

        該当集落数 8  該当農用地 約 17ha 

     c 自然的な条件等からみて、農業の近代化を図ることが相当でないと認められ

る次に揚げる農用地。 

        該当農用地面積 約 16ha 

（（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

     本地域内にある現況農用地約156haのうち、おおむね次に掲げる農用地約121ha

以外の農用地約 35ha について農用地区域を設定する方針である。 

     a 地域、地区及び施設等の整備に係る農用地 

        該当なし 

     b 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

の敷地の外縁を結んだ線内の区域）に介在する農用地。 
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                該当農用地 約 72ha 

     c 自然的な条件等からみて、農業の近代化を図ることが相当でないと認められ

る次に揚げる農用地。 

        該当農用地面積 約 49ha 

      （（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

     本地域内にある現況農地約 260ha のうち、おおむね次に掲げる農地以外の農地

約 190ha について農用地区域を設定する方針である。 

      a 地域、地区及び施設等の整備に係る農用地 

        該当なし 

      b 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

設の敷地の外縁を結んだ線内の区域）に介在する農用地。 

           該当集落数 15 該当農地面積 約 33ha 

       c 自然的な条件等からみて、農業の近代化を図ることが相当でないと認めら

れる次に揚げる農用地。 

                 該当なし 

           d その他 

        1 八幡集落周辺農地 約 7ha ・小知野集落周辺農地 約 6ha 

            2 道路沿線市街地として開発が進みつつある国道４１８号線及び主要地方

道岐阜美濃線の高野地区内沿線農地。 

                  高野地区沿線農用地 約 24ha 

   （（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

     本地域内にある現況農用地約249haのうち、おおむね次に掲げる農用地約105ha

以外の農用地約 144ha について農用地区域を設定する。 

      a 地域、地区及び施設等の整備に係る農用地 

         該当なし 

      b 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

設の敷地の外縁を結んだ線内の区域）に介在する農用地。 

         該当農地面積 約 48ha 

           c 自然的な条件等からみて、農業の近代化を図ることが相当でないと認めら

れる次に揚げる農用地。 

                 該当農用地面積 約 57ha 

      （（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））    

     本地域内にある現況農用地 165ha のうち、おおむね次に掲げる農用地 約 20ha

以外の 145ha について農用地区域を設定する方針である。 

      a 地域、地区及び施設等の整備に係る農用地 

         該当なし 

      b 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

設の敷地の外縁を結んだ線内の区域）に介在する農用地 

               該当集落数  6       該当農用地面積  約 5ha 
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      c 自然的な条件等からみて、農業の近代化を図ることが相当でないと認めら

れる次に揚げる農用地。 

        該当農用地面積 約 15ha 

 

イイイイ    現況農業用施設用地現況農業用施設用地現況農業用施設用地現況農業用施設用地についてのについてのについてのについての農用地区域農用地区域農用地区域農用地区域のののの設定方針設定方針設定方針設定方針    

   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

とした農用地に介在し、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

要がある農業用施設用地について、農用地区域を設定する方針である。 

 

ウウウウ        現況森林現況森林現況森林現況森林、、、、原野等原野等原野等原野等についてのについてのについてのについての農用地区域農用地区域農用地区域農用地区域のののの設定方針設定方針設定方針設定方針    

該当なし
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（（（（２２２２））））農業上農業上農業上農業上のののの土地利用土地利用土地利用土地利用のののの方向方向方向方向 

    ①①①①農用地等利用農用地等利用農用地等利用農用地等利用のののの方方方方針針針針    

  （（（（関地域関地域関地域関地域））））    

    本地域は、水田の利用権が大規模農家へゆるやかに移動しているほか、畑につい

ては田原、東志摩の畑作地帯で活発な利用が行われているため、農地としての保全

が維持されている。 

     将来的には、兼業化の安定とともに「米＋野菜」「米＋畜産」などの複合経営は一

部の農家に限定されていくため、水田のみの単作型がほとんどとなり、大規模機械

化農業が営農形態の中心となる。そのため、集団的優良農地については、厳しく保

全し効率的かつ有効な利用により、単収の向上を図る。 

    ア 東部地区 

     富野は山地に狭まれた谷あいの地区で、水田のほとんどが天水溜池利用である。

そのため、ほ場整備の進歩状況と合せて作付の集団化を行い、効率的な利用を確

保する。 

肥田瀬、鋳物師屋のほ場は一部未整備であるが、平坦で用水も整備された良好

な水田が多く、水田としてのみでなく、田畑輪換を通して利用率を高める。 

迫間、小迫間は山地に挟まれた農地であるが、木曽川右岸用水を利用し有効な     

作付により利用を高める。 

西田原、大杉は、平坦でかつ水田、畑も整備されているので「米＋野菜」「米＋

酪農」の複合経営と水田を主体とした兼業を維持する。 

東田原は畑作中心であるが、一部を除き、水田も含めたほ場整備の完了により

これまで以上に生産を上げ、米、野菜、養豚、種苗を組み合わせた複合経営の安

定を維持する。 

    イ 中部地区 

     黒屋、塔ノ洞を中心とする吉田地区は、本地区のなかで最も広い集団農用地で、

約 270ha（一部下有知を含む）の水田は、中池の溜池を利用する一部地域を除き

ほとんどが曽代用水の利用地区であり、南部稲口もほ場整備が完了した優良農地

が広がっているため、水稲を中心とした大規模輪作経営を推進し、水田としての

有効利用を図る。 

倉知は、南部の桐谷、藤谷を除きほ場整備が完了しているため、水田として有

効な利用を推進する。 

下有知は、集落介在農地を除きほ場条件は整備されており、水稲のほか田畑輪

換により野菜の作付けを推進し、東志摩にあっては、ほ場整備された畑地で大根

を中心とする野菜を作付けし、収益性を高める。 

    ウ 西部地区 

     小屋名、白金、山田は、国道が縦断しかつ岐阜市にも隣接しているため混住化

が特に顕著であるが、ほ場整備された水田が大部分であるため、一体的利用を厳

守することが必要である。 

保戸島は周囲を川に囲まれた平坦な水田地帯で、今後水利の整備により水稲を

中心とした大規模栽培を推進する。 

千疋、植野はほ場整備が完了しており、畑地かんがいも利用し、田、畑の有効
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利用を推進する。 

池尻広見は、一部区画の狭いほ場も有るが、集団的優良農地が大部分であるの

で、水稲を中心に田畑輪換により有効利用を図る。 

  （（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

    山間地に位置する立地条件により、農用地の多くは混在した利用がされている。

山峡劣悪田畑の大部分が植林によって減少しつつある。 

田については全体面積も少なく、経営規模も極めて零細で地域内消費量を満たす

生産量もないので、ほ場整備等、土地の条件を整え、田としての利用を確保する。 

畑地はそ菜を始め、果樹、茶、その他当地域の自然的条件及び農業規模に即応し

た生産性の高い品種の選定をして畑作の振興を図る。 

  （（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

    地域全域が急峻な立地条件にあり、生産性が高い農用地の水田化といった整備拡

張は非常に困難である。 

今後は、地域ごとの優良な農用地で農作業の機械化、低コストを推進するための

努力を図り、土づくりを基本としたいきいき健康農業を展開する。また、グリーン・

ツーリズム推進の中においては、農用地と民宿等の連携で独自の体験交流農業基地

の確立に向けての振興を図る。 

  （（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

    ほ場整備された農地の生産基盤条件を活かしつつ、効率的な農業生産の維持拡大

を促進し、農業経営の安定を図る。 

        （（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

    山間地に位置する立地条件により、農用地の多くは混在し利用されており、狭小

田の多くは植林が進みつつあるが、今後は谷地田も含め可能な限り、ほ場整備を進

める。また、ほ場整備済農用地において、区画面積の狭いほ場も多くみられるため、

農作業の機械化等、低コスト農業を推進するため再整備を進めていく。 

さらに、生産調整推進対策実施事業を中心に地域輪作経営を推進し、農業所得の

向上に努める。 

  （（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））    

    山間部に位置する立地条件により、農用地の多くは混在し利用されており、狭小

田の中には植林が行われた所もある。今後は農作業の機械化、低コスト化を推進す

るため整備を図る。 

    また、農家の高齢化、兼業化対策として担い手への農地の利用集積を推進すると

ともに、新たな適地産物を選定し「個性的な高付加価値農業」の展開を目指す。 
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農地 採草放牧地 混木林地 農業用施設用地 計 

森林原

野 

等 

現 況 将 来 増 減 現 況 将 来 増 減 現 況 将 来 増 減 現 況 将 来 増 減 現 況 将 来 増 減 現況 

東部地区 

（関地域） 
525.1 525.1 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.4 11.1 0.0 538.5 538.2 0.0 0.0 

中部地区 

（関地域） 
468.8 468.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.5 8.5 0.0 477.3 477.3 0.0 0.0 

西部地区 

（関地域） 
364.3 364.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 1.3 0.0 365.6 365.6 0.0 0.0 

洞戸地域 108.9 108.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 109.9 109.9 0.0 0.0 

板取地域 34.2 34.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 34.6 34.6 0.0 0.0 

北部 

(武芸川地域) 
88.7 88.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 88.7 88.7 0.0 0.0 

南部 

(武芸川地域) 
99.1 99.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.6 0.0 99.7 99.7 0.0 0.0 

武儀地域 140.9 140.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 0.0 141.7 141.7 0.0 0.0 

上之保地域 143.5 143.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0.0 143.8 143.8 0.0 0.0 

計 1973.5 1973.5 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.3 24.0 0.0 1999.8 1999.5 0.0 0.0 

 

②②②②    用途区分用途区分用途区分用途区分のののの構想構想構想構想    

（（（（関地域関地域関地域関地域））））    

   ア 東部地区 

    a  津保川沿いの上日立から坊地まで約 25ha の平坦地は､一部ほ場が未整備で

あるが、今後は農地としての有効利用を図る。藤谷川流域約 19ha、小野川流

域約 53ha、志津野川流域約 59ha は土地利用集積を図りつつあるので、作付

の団地化等と併せて有効に利用する。上大野約 29ha は､大型機械化に対応し

てほ場を整備中であるので、完了後は大野用水も利用した優良な水田地帯とす

る。 

    b  津保川右岸にあり、肥田瀬用水の受益となる約 66ha の農地は､肥田瀬ほ場

整備事業と肥田瀬南部ほ場整備事業の完了により優良農地として利用を推進

する。 

    c  蜂屋川流域の東田原には約 92ha の農地があり、県営ほ場整備の完了により

畑を中心に、野菜栽培と養豚経営を組合せ、畜産資源を有効に利用した地力増

進も図っていく。小迫間、迫間、大杉、西田原にある約 192ha の農地は､ほ場

整備を実施しかつ木曽川右岸用水も整備された優良水田が大部分であるため、

田畑輪換及び畑と併せて牧草、野菜を作付し、農地としての利用度を高める。 

   イ 中部地区 

    a  吉田地区は、曽代用水､中池溜池を利用する約 270ha（一部下有知を含む）

の集団農地でほ場整備も完了し田畑輪換にも対応できる農地である。長期的に

田畑輪換を高収益に結びつけるには、こうした広い農地での作付の集団化が必
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要であるため、優良農地として一体的に確保していく。津保川左岸稲口の約

26ha は､ほ場整備は完了しているものの用水整備が遅れているため、その実施

にともない水田として有効に利用する。 

    b  津保川右岸、倉知用水受益地約 35ha は､ほ場整備が完了した優良農地であ

り、水田としての利用を確保する。農業用施設用地として鶏舎が一部あるため、

農地と一体的に確保する。 

    c  曽代用水に受益し、ほ場整備も完了した優良農地約 93ha は､大根を中心と

した野菜を作付する東志摩の畑地約 10.0ha を除き､ほとんどは水田である。今

後は、国道に接する農地及び、集落介在農地以外を農地として確保していく。 

    d  長良川左岸、国道１５６号の西に位置する小瀬の農地約 46ha は､国道４１

８号で二分されるが、約 6ha は畑として、残る約 40ha は水田として確保して

いく。 

   ウ 西部地区 

    a  長良川と津保川とに挟まれた小屋名、上・下白金の農地約 102ha は､各務用

水の受益で優良な水田が多いが、一部集落に介在した農地があるため、それを

除く一体的な水田を有効利用していく。津保川左岸小屋名（一部）､山田の農

地約 37ha もほ場整備を実施しているが、山田地内については、一部集落に介

在した農地を除き優良農地として確保する。 

    b  戸田、保明、側島は､周囲を長良川と今川に囲まれた平坦な農地約 62ha を、

優良な水田として利用していく。 

    c  千疋、植野は、武儀川が長良川に合流する上に位置する平坦な農地約 77ha

で､ほ場条件も整備されており優良農地として確保する。 

    d  長良川右岸池尻の約 42ha、その西にあたる広見の一部約 26ha は、ほ場整

備の実施が古く区画が狭いものの、中濃用水が整備されているので優良農地と

して確保する。また広見の約 42ha は、昭和６１年にほ場整備が完了し優良農

地として確保していく。 

 （（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

   本地域は、木曽川水系、長良川の支流板取川と支流に沿って点在的に農地が分布し、

農用地は約 113ha で、田は当地域の中心部、県道美濃洞戸線のおおむね 30ha は集団

化しているが、その他の農地は、山間に小規模（10ha 以下）に分散し、傾斜度も１／

50 以下である。田については、全体の約 85%が整備されたが、地域全体では完了して

いないため、今後もほ場整備、農道の整備等を実施し、機械の導入により農用地利用

の増進に努め、農業経営の安定を図る。 

 （（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

   本地域の農地は南北に延びる長良川の支流、板取川に沿った急傾斜地に点在する、

約 34ha の農用地のうち、田については、ほ場整備が完了している区域及び隣接する

ものである。今後は、田畑が一体的に利用でき、機械導入をし易くするための農道・

かんがい排水事業を進めるにあたって、特用農産物の位置付けにより観光及び、交流

農業としての営農体系確立に向けた利用を図る。 
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 （（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

   ア 武芸川南部地区 

        一級河川武儀川に属する平坦部の農用地約 101ha については、既に土地改良

事業により用排水条件の整備、農地の集団化がされている。今後は大型機械等

の導入により農用地利用の増進に努め農業経営の安定化を進める。 

     イ 武芸川北部地区 

       一級河川武儀川に属する平坦部の農用地約 89ha については、既に土地改良

事業により用排水条件の整備、農地の集団化がされている。今後は大型機械等

の導入により農用地利用の増進に努め農業経営の安定化を進める。 

 

    （（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

   清流長良川の支流、津保川及び、その支流数河川に点在する比較的平坦な農用地約

130ha については、すでに大部分のほ場整備が完了し、機械化に対応する条件を備え

ていることから農用地として利用する。 

    （（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））        

   長良川の支流、津保川に属する平坦部の農用地 90ha については、小規模に分散し

ているものの、各地域では基盤整備が施行され、田畑転換に対応する条件が満たされ

ていることから、営農体系を確立し、機械の導入を図り集団転作を促進させ省力化と

生産性の向上を期する。 

 

 

 ２２２２    農用地利用計画農用地利用計画農用地利用計画農用地利用計画    

      別記のとおりとする。 
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第第第第２２２２    農業生産基盤農業生産基盤農業生産基盤農業生産基盤のののの整備開発計画整備開発計画整備開発計画整備開発計画    

    １１１１    農業生産基盤農業生産基盤農業生産基盤農業生産基盤のののの整備及整備及整備及整備及びびびび開発開発開発開発のののの方向方向方向方向    

 （（（（関地域関地域関地域関地域））））    

本地域は基盤整備が昭和 44 年度より積極的に実施され、平成 9 年までに大型基盤整

備は全て完了している。 

基盤整備完了地域では大型機械化稲作の必要性が論ぜられるようになり、一方経営

形態についても米の生産調整に伴い、従来の米中心の農業から、畜産、そ菜を柱とし

た自立経営を目標に進展しつつある。 

（（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

本地域の農用地は、田については 85％を超える達成率でかなり整備されたが､畑に

ついては小区画で散在しているため、農業生産の合理化を阻害している。このような

現況から土地利用の基本的な方向に即し、農業振興に対応するほ場整備事業を今後も

進め、農地の集団化を促進する。 

（（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

本地域の農用地は地形的に小区画での点在が余儀なくされていることから、昭和 53

年度よりほ場整備事業を積極的に行い、約 16ha が完了した。また、農地が山間地に

散在するため水の効果的利用が難しく、水稲・畑作物の生産を阻害している。そのた

め、かんがい排水事業農道整備により土地利用を効果的に推進し、農地の集団化を促

進する。 

    （（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

本地域の農業は水稲作を中心に農用地面積 190ha で展開され、農用地の整備率は概

ね 90％となっている。農業を取巻く環境は、兼業化にともなう生産意欲の低下、消費

者ニーズの多様化、農業従事者の高齢化等によって厳しく、進行する農業の自由化や

国際化に対応した基盤整備を図る必要がある。 

今後は、ほ場整備された農地の生産基盤を活かしつつ、効率的な農業生産の維持・

拡大を図るため、担い手農業者の育成と組織化に努め、農地の流動化の促進とともに

効率的な農業経営の展開を推進する。 

 （（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

本地域のほ場整備事業は昭和 29 年以来着々と施行され、平成 4 年度には整備可能面

積の約 98%にあたる 146ha が完了し、事業は終了している。しかし、昭和 30 年代に

施行したほ場約 30ha ついては、１区画 3ａの小規模なほ場である。そのため、近年の

農作業の機械化による低コスト農業の推進を考慮し、大ほ場化への再整備を検討する。

また、農道水路整備についても、老朽化した施設の改良を推進していく。 

（（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））    

本地域の農用地は、その大部分が小区画で散在し生産性が極めて低いことから、昭

和 51 年度よりほ場整備事業を積極的に推進し、現在可能面積 73ｈａのうち 70.6ha（達

成率 96.7％）が完了している。 

今後とも、農用地利用計画に即し農産物の動向に即応できる農業構造を確立するた

め、引き続き畑地総合整備事業を推進する。 
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農道については、事業による整備を推進し、生活道路と密接な関連を図り、農業生

産と日常生活がマッチするように、事業効果を検討しながら計画を進める。 

    

 ２２２２    農業生産農業生産農業生産農業生産基盤整備開発計画基盤整備開発計画基盤整備開発計画基盤整備開発計画    

必要に応じ、良好な農業都市環境の整備を推進する。 

    

    

３３３３    森林森林森林森林のののの整備整備整備整備そのそのそのその他林業他林業他林業他林業のののの振興振興振興振興とのとのとのとの関連関連関連関連 

   ほ場整備の実施にあたっては、その機能を確保し農地の集団化を図るため、隣接林

地等との土地利用の調整を行うとともに、天水利用農区にあっては水源のかん養機能

の維持向上のため森林の植裁・保育等を積極的に行い開発行為の指導・規制も強化す

る。また、林業改善事業等における林道整備によって、互いに有効となる整備を進め

る。    

 

 

    ４４４４    他事業他事業他事業他事業とのとのとのとの関連関連関連関連 

美濃東部農用地総合整備事業の基幹農道計画との調整を図り、農地造成、集団的優

良農用地の整備・確保を進める必要がある。 
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第第第第３３３３    農用地等農用地等農用地等農用地等のののの保全計画保全計画保全計画保全計画    

    

    

    

    

    １１１１    農用地農用地農用地農用地等等等等のののの保全保全保全保全のののの方向方向方向方向 

 

 ２２２２    農用地等保全整備計画農用地等保全整備計画農用地等保全整備計画農用地等保全整備計画    

 

 ３３３３    農用地等農用地等農用地等農用地等のののの保全保全保全保全のためののためののためののための活動活動活動活動 

 

 ４４４４    森林森林森林森林のののの整備整備整備整備そのそのそのその他林業他林業他林業他林業のののの振興振興振興振興とのとのとのとの関連関連関連関連 

※※※※該当該当該当該当なしなしなしなし    
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第第第第４４４４    農業経営農業経営農業経営農業経営のののの規模規模規模規模のののの拡大及拡大及拡大及拡大及びびびび農用地等農用地等農用地等農用地等のののの農業上農業上農業上農業上のののの効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ総合的総合的総合的総合的なななな利用利用利用利用のののの促進計画促進計画促進計画促進計画    

    １１１１    農業経営農業経営農業経営農業経営のののの規模規模規模規模のののの拡大及拡大及拡大及拡大及びびびび農用地等農用地等農用地等農用地等のののの効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ総合的総合的総合的総合的なななな利用利用利用利用にににに関関関関するするするする誘導方向誘導方向誘導方向誘導方向    

（（（（１１１１））））効率的効率的効率的効率的かかかかつつつつ安定的安定的安定的安定的なななな農業経営農業経営農業経営農業経営のののの目標目標目標目標    

農業の高齢化と零細化による後継者の減少は農地を荒廃へ導く。特に中山間地域で

は農家に農地の資産的保有の傾向が強いため農地の処分や借地にすることが少なく、

粗放農業の傾向にある。そこで、地域（集落等）での土地利用調整を農事改良組合、

水田利用組合などが行い、転作田の集団化を推進すると共に、担い手等への利用権の

移動をも進め、兼業農家と中核的担い手農家とが共存できる集落を形成する。 

そのため、行政は、地域の組織育成の指導、貸し手、借り手の掘り起こしを実施し

土地利用調整を円滑に行うとともに、農用地排水路の改善、農作業の機械化、作付方

式の高度化等の関連を考慮し、土地基盤整備を総合的に実施し集団化を促進する。 
 

 営農類型 目標規模及び作目構成 
戸    数 

(経営体数) 

流動化目標 

面      積 
備考 

個

人

経

営 

水稲作中心 
水稲(12ha)＋麦(8ha)＋大豆(8ha)＋

作業受託(5ha) 
10 230 ha  

水稲＋園芸 

水稲(5ha)＋さといも(1.5ha) 4 46  

水稲(5ha)＋夏秋なす(20a) 6 31  

水稲(5ha)＋ｷｳｲﾌﾙｰﾂ(2ha) 10    3  

水稲(5ha)＋茶(2ha) 3   

水稲(5ha)＋ゆず(2ha) 2   

水稲(5ha)＋椎茸(10,000 本) 3 3  

水稲(5ha)＋苺(0.3ha) 2   

園芸中心 
いちご(抑制.促成 20a,半促成 20a) 10 4  

ｷｭｳﾘ(20a)＋ﾒﾛﾝ(20a)＋白菜(60a) 2 7  

花卉中心 ハウス(5,000 ㎡) 3 －  

酪農中心 
乳用牛 40頭＋育成牛 3頭＋仔牛 13

頭＋牧草(8.5ha)＋ﾄｳﾓﾛｺｼ(4ha) 
3 58  

肉用牛(肥育)中心 肥育牛 80頭＋牧草(0.5ha) 3 4  

肉用牛一貫 
繁殖用成雌牛 35 頭＋肥育牛 70頭＋

牧草(5ha) 
2   

養豚一貫 肥育豚 1,000 頭＋母豚 90頭 3 －  

ブロイラー 常時飼養羽数 30,000 羽 1 －  

採卵鶏中心 採卵鶏 10,000 羽 2 －  

協

業

経

営 

水稲作中心 
水稲(20ha)＋ 麦(10ha)＋大豆(5ha)

＋作業受託(10ha) 
5 250  
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（（（（２２２２））））農用地等農用地等農用地等農用地等のののの農業上農業上農業上農業上のののの効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ総合的総合的総合的総合的なななな利用利用利用利用にににに関関関関するするするする誘導方向誘導方向誘導方向誘導方向    

効率的な利用を行うため、農用地の集団的確保とその利用体制及び集落組織の強化

を推進する。また、集落組織の再編成により、地縁的な区域での土地利用調整を行い、

集団的な作付栽培を推進し、作業の受委託、共同化を推進する。 

 

２２２２    農業経営農業経営農業経営農業経営のののの規模規模規模規模のののの拡大及拡大及拡大及拡大及びびびび農用地等農用地等農用地等農用地等のののの効率的効率的効率的効率的かつかつかつかつ総合的総合的総合的総合的なななな利用利用利用利用のののの促進促進促進促進をををを図図図図るためのるためのるためのるための

方策方策方策方策    

（（（（関地域関地域関地域関地域））））    

    農用地は集団的に確保し、作付の集団化を実施できる基盤を形成する。そのため

に、集落等を単位とする地域での組織的集団活動を強化し、そこでの農用地利用規

程の策定を促進する。 

  （（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

    農業経営基盤強化促進事業を中心に、地域農業集団による土地利用調整活動を通

じて土地の利用権の集積に努め、集積された農地を中核的担い手農家に誘導する。 

  （（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

    土地基盤整備された農用地を拠点に土づくりにより生産への意欲を高めるための

努力を図り、又、グリーン・ツーリズム推進の中で、地域内で求められる農業生産

物に対応出来るための消費ターゲットを明確化し、それにあった商品づくりを図る。

そのため生産者と消費者が効率的に展開出来るための運営組織を確立する。 

  （（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

    地域農用地利用組合との連携のもと、農用地の利用集積及び土地利用調整を支援

するとともに、担い手農業者を中心に利用権設定及び農作業受委託等を積極的に推

進し、中核農家の育成と規模拡大を図る。 

  （（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

   ①農業生産組織の育成対策 

    ア 生産調整については集落単位により実施し、麦・大豆・さといも等の栽培

を推進し、土地利用の効率化を図る。 

         イ 営農組合の組織化を図り、担い手農家を中心に水稲の作業受委託を促進し、

機械施設の有効利用を図る。 

       ② 農用地利用調整 

            農用地利用調整の促進のため、めぐみの農業協同組合は、農地及び採草放牧

地の借入れ及び貸付けを行う農地保有合理化促進事業を実施する。 

（（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））    

    土地基盤整備の積極的な推進により、土台作りは相当整備されている。今後は農

業生産の組織化が急務となっており、これらの地区を対象に生産組織の育成を図る。 
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 ３３３３    森林森林森林森林のののの整備整備整備整備そのそのそのその他林業他林業他林業他林業のののの振興振興振興振興とのとのとのとの関連関連関連関連 

   森林資源は、林産物の供給だけでなく水源のかん養、山地災害の防止、自然環境の

保全形成など住民と密接に結びついた多面的な機能を有している。河川流量を平準化

し、渇水や洪水を緩和するなど農業振興の上では特に重要な役割を果たしている。 

   そこで、森林の代謝を旺盛にして、浸透・保水能力の高い森林土壌の維持向上を図

るため、間伐促進総合対策事業や植裁等を積極的に行い、必要に応じて水源のかん養

を目的とした治山施設の整備も推進するとともに、開発行為の指導規制を強化し森林

の保全に努め、林業の振興と安定した農業生産を推進する。 
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第第第第５５５５    農業近代化施設農業近代化施設農業近代化施設農業近代化施設のののの整備計画整備計画整備計画整備計画    

    １１１１    農業近代化施設農業近代化施設農業近代化施設農業近代化施設のののの整備整備整備整備のののの方向方向方向方向    

（（（（関地域関地域関地域関地域））））    

    本地域全体の中で最も高い割合を占める米作について、積極的に大規模化を図り

その労働力により、特色ある集落づくりを行う。生産段階での施設整備と合せて、

集荷段階での規格統一を厳選し、価値の向上を図る。 

     米 ：低コスト稲作の実施のために、水田の利用集積や農作業の受委託を積極

的に推進し受託組織の体制を整備する。また、大規模乾燥調製施設及び

共同育苗施設を利用し、米穀の適正集荷と良質米への格付けを強化する。 

      麦 ：集落組織の活性化による計画的な土地利用により、麦作団地の育成を図

り、受託組織の整備と併せて作付面積を拡大し、定着化を推進する。 

       いちご：栽培農家の高齢化により、共同育苗ほの設置、共同防除、かん水施設及

び省エネ施設等の基幹施設を整備し、低コスト生産を整備する。 

     な す：地区毎に、作付けの団地化を推進し、共同防除を中心に省力化を図る。

選別施設は整備できているものの、選別体制の強化を更に図り、市場有

利販売をより高める。 

       里 芋：植え付け・管理・収穫・選別の機械化作業体系を確立し、作業効率を高

めて作付規模の拡大を推進する。 

       大 根：価格的に春から夏にかけてが良いので、ハウスの増設を行い、春だいこ

んを中心に、他作物との輪作を推進する。 

     鶏 ：生産性の高い近代経営の確立のため飼養基盤の整備を図り、生産及び販

売体制の確立、育すう部門と採卵・ブロイラー部門の分化と連携の合理

化により養鶏の近代化を推進するとともに、飼育技術の改善等により、

消費者ニーズに合致した鶏肉の改良を推進する。 

     豚 ：長期的土地利用の区分に基づき集落に散在した施設の計画的整備を誘導

し、飼養規模の拡大、種豚の改良、子豚の育成、素豚供給体制の整備と

併せて近代化を推進する。 

    乳 牛：水田の有効利用により飼料生産基盤を確保し、飼料生産の機械化体系の

確立、粗飼料貯蔵施設の整備拡充と経営技術の改善により酪農経営の近

代化を図る。 

    肉 牛：肥育経営を中心に、粗飼料給与水準の高い技術体系の確立と、肥育期間

の短縮により生産コストの低減を図ると共に、水田の高度利用による粗

飼料生産のための調製貯蔵施設の整備を促進する。 

  （（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

    現在ある農業近代化施設の有効利用を図り、安定した農業経営の推進をする。 

     （（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

    地域の立地条件から、広い面積をもっての区画整理は困難である。よって農地の

利用調整による規模拡大と農業機械・施設の協同利用による生産性向上を図ること

は難しい。そうした中でめぐみの農業協同組合と連携をとり限られた農地の土づく
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り条件整備を押し進めるための機械整備の充実と推肥ステーション整備を図る。 

  （（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

    重点作目は、水稲・麦・大豆・イチゴ・里芋等の成長作目を中心にした集約農業

による生産地形成を促進し、農業技術体制並びに出荷体制の強化を図る。 

  （（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

    本地域の農業生産は、水稲を中心とした複合経営であり、水稲品種の団地化と水

田転作による麦・大豆・さといも等の振興を推進するとともに、遊休農地の活用を

図るため野菜、茶、栗、しきみ等の少量多品目による周年計画生産によりむぎ農林

産物販売所・平成朝市での販売の充実と品質の向上を目指す。 

        さらに、めぐみの農業協同組合・中濃農林事務所等と充分なる相互の連携の下で

綿密な指導を行う為の体制づくりをし、各集落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の徹底した話し合いを行う。そして、高齢化や担い手減

少の進む中、望ましい経営を目指す農業者や周辺農家に対して農地の流動化を推進

し、新たな組織化、法人化を行う事により、企業的な農家の育成に努める。更に土

地利用型農業による発展を図る上で大型機械の利用によりコストを低減させて地域

内の農地の有効利用を図るとともに、条件が悪く受け手のない圃場等は農業委員会

を核とした農地銀行活動を一層活発化して農地の貸し手、受手に係る情報の一元的

把握の下に、両者を適切に結び付けて利用権設定等を進める。 

       その他、農地の有効利用の一環として遊休農地も含め、子供の農業体験学習や都

市との交流機会を拡大するため体験農園や観光農園を整備する。さらにイチゴ、さ

さげ、こまつな、さといも、きく、そばを戦略作物として位置づけ、道の駅平成を

拠点に直販・直売体制の確立を図る。 

  （（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））    

    本地域における近代化農業構造の基盤であるほ場整備は、昭和 51 年より本格的に

取り組まれ、その大部分が完了した。今後は、農地銀行の機能の一層強化を図ると

ともに農地の利用調整により担い手の規模拡大と、農業機械・施設の共同利用によ

る生産向上を図る。 

     米 ：中核農家の農用地への流動化、農作業の受委託を進め、規模拡大及び生

産性の向上を図るとともに良質米の生産振興に努め、機械化営農の促進

とめぐみの農協ライスセンターの利用拡大を図る。 

     茶 ：古くから産地として本地域の特産品であり、栽培技術もある程度確立し

ている。今後、ほ場等の整備、新しい技術の導入により生産性の向上を

図る。 

    ゆ ず：現在庭先で栽培されている程度であるが、特定地域農用地総合整備事業

（美濃東部）による農地整備の主要作物として、地域の特産化に取り組む。 

   しいたけ：原木栽培による消費者に喜ばれる作木として生産拡大を図る。 

    畜 産：黒毛和種の繁殖経営を図り、生産拡大と肥育素牛の充足向上に努める。 
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２２２２    農業近代化施設整備計画農業近代化施設整備計画農業近代化施設整備計画農業近代化施設整備計画    

必要に応じ、農業近代化施設整備を推進する。    

 

 

 ３３３３    森林森林森林森林のののの整備整備整備整備そのそのそのその他林業他林業他林業他林業のののの振興振興振興振興とのとのとのとの関連関連関連関連 

  （（（（関地域関地域関地域関地域））））    

    製材工場より産出する「おがくず」を畜産利用し、また、しめじ栽培の培土とし

た後のくずをいちご苗無病苗ほで再利用の実施を図る。 

  （（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域）））） 該当なし    

  （（（（板取地域板取地域板取地域板取地域）））） 該当なし    

  （（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域）））） 該当なし    

（（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

    特用林産物であるしいたけ産業については、自然的条件を生かし短期現金収入源

として水稲との複合経営による生産量の拡大をはかるため、原木・ほだ場の確保と

菌床椎茸をマッチさせた振興を図りつつ共選・共販体制の推進により質の向上と経

営安定に努める。 

  （（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域）））） 該当なし    

 

第第第第６６６６    農業農業農業農業をををを担担担担うべきうべきうべきうべき者者者者のののの育成育成育成育成・・・・確保施設確保施設確保施設確保施設のののの整備計画整備計画整備計画整備計画    

    

    

    

    １１１１    農業農業農業農業をををを担担担担うべきうべきうべきうべき者者者者のののの育成育成育成育成・・・・確保施設確保施設確保施設確保施設のののの整備整備整備整備のののの方向方向方向方向    

 

 ２２２２    農業就業者育成農業就業者育成農業就業者育成農業就業者育成・・・・確保施設整備計画確保施設整備計画確保施設整備計画確保施設整備計画 

 

３３３３    農業農業農業農業をををを担担担担ううううべきべきべきべき者者者者のためののためののためののための支援支援支援支援のののの活動活動活動活動 

※※※※該当該当該当該当なしなしなしなし    
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第第第第７７７７    農業従農業従農業従農業従事事事事者者者者のののの安定的安定的安定的安定的なななな就業就業就業就業のののの促進促進促進促進計画計画計画計画    

    １１１１    農業従事者農業従事者農業従事者農業従事者のののの安定的安定的安定的安定的なななな就業就業就業就業のののの促進促進促進促進のののの目標目標目標目標    

（（（（関地域関地域関地域関地域））））    

    農家の他産業への依存度は、増々進展しており、安定した勤務先の確保は、農家経

済安定の上で最も重要である。そこで、地場産業である刃物製造業について安定的就

業先としての優良企業誘致を進め、日雇等を縮小させたい。 

    （（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

   本地域における地場産業は、木材を中心とした家具製造業や製材所、あるいは縫製

業を中心に発展してきたが、その規模は中小零細な企業であり、林業の不振や技術革

新、消費者ニーズへの対応に必ずしも十分でなく、需要の伸び悩みもあって近年生産

活動は停滞しており、農業従事者の農外就業が不安定になってきている。 

      零細農家が多い本地域では、農業経営基盤強化促進事業の推進により利用権の設定

等で経営規模の拡大を図り、農業の生産性を高める。また、商品価値の高い農産物を

奨励して、農業収入の拡大を図る。 

      また、近年実施されている工場誘致により就業先を確保し、不安定な就業形態を解

消し、安定的な就業機会の確立を図る。 

 （（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

   本地域の農業体系は、兼業農家が 93%を占め、その経営規模は、0.5ha 未満の農家

が 93.2%である。このような状況から農業外収入のウエイトが極めて高い状況にある。

今後は都市住民との交流事業を一層促進させ、地域毎の特性を生かした中での拠点づ

くりを進め、農産物販売所の整備を促進する。 

    （（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

   本地域の産業は、金属加工、縫製業、プラスチック加工業等の中小企業であり、時

代に即した先端技術や近代的設備、新製品開発部門を備えた優良企業も増えている中、

農業従事者においては、他産業に比べて遅れている社会・労働保険、労動時間、休日

制等の制度の導入し、就農者の安定的な確保に努める。 

    （（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

   本地域の基幹産業である木工品、金属製品製造業、建築業及び特用林産物（しいた

け）生産の振興発展及び優良企業の誘致を推進するとともに農業経営基盤強化促進事

業等の推進による利用権の設定や農作業の受委託の推進により、農用地等の効率的か

つ総合的な利用を促進し、経営規模の拡大農業生産性の向上を図り農業従事者の不安

定な就業形態を解消し、安全的な就業機会の確保に努める。 

    （（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））    

   本地域の農業体系は総農家数（298 戸）の 29％にあたる 85 戸が販売農家で、その

うち兼業農家は 73 戸、また自給的農家が 213 戸である。このようなことから農業外

収入のウエイトが極めて高い状況にあり、地域の基幹産業である木材建築業及び関連

産業の振興発展を図ると共に、付加価値の高い企業誘致を促進し、農業従事者の安定

的な就業及び中核農家の経営規模の拡大を推進させ所得の増大を図る。 
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２２２２    農業従事者農業従事者農業従事者農業従事者のののの安定的安定的安定的安定的なななな就業就業就業就業のののの促進促進促進促進をををを図図図図るためのるためのるためのるための方策方策方策方策 

（（（（関地域関地域関地域関地域））））    

   農業従事者の就業意向を踏まえて農工法等との調整を図り、優良企業を誘致し、地

場産業との調和をとりながら恒常的就業地を確保して労力配分ができるよう、就業機

会の確保に努める。 

（（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

  農業従事者の就業意向調査を実施し、就業意向等を把握したうえで安定を図る。 

（（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

  農業従事者の就業意向を把握すると共に、地場産業の活性化に務める。又、既に整

備された交流センターを拠点に地域内全体の消費パターンを分析し、売れる農産物と

自家消費の効率化を追求する中で、グリーン・ツーリズムを一早く確立し、農林水産

業全体をとらえた地域の特色を活かした体制づくりを図る。 

（（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

  農業従事者の就業意向調査を把握したうえで安定的な就業の促進を図る。 

（（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

  農業従事者の就業意向を把握し安定的な就業の促進を図る。 

（（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））    

  農業従事者の就業意向を把握するとともに、地場産業の活性化に努める。 

 

 ３３３３    農業従事者就業促進施設農業従事者就業促進施設農業従事者就業促進施設農業従事者就業促進施設 

   ※該当なし 
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 ４４４４    森林森林森林森林のののの整備整備整備整備そのそのそのその他林業他林業他林業他林業のののの振興振興振興振興とのとのとのとの関連関連関連関連    

（（（（関地域関地域関地域関地域））））    

   山林を保有する林家数は 589 戸あるが、近年の木材不況等により山林業務に従事す

るものも少なく、山林の荒廃化は進む一方であるが、農閑期の労力を山林管理等の労

務に安定的に就業できるよう森林組合を中心に就業機会の確保に努める。 

 （（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

  該当なし 

 （（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

   本地域のおよそ 98%を占める森林の活力を考えるため、間伐促進を積極的に実施し、

森林組合の組織強化を図り、林業への就業機会の増大に務める。また木工クラフト館

を利用し、木に親しむ場としての交流体験基地として、林業の理解を深めるための意

味とイメージを高めて行く。 

 （（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

 該当なし 

 （（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

   林業をとりまく情勢の厳しい中で地域林業の振興を図るため森林組合の育成強化を

図る必要があり、新林業構造改善事業の導入等により、市・森林組合、林業関連事業

体が地域的な結びつきを強め林業経営の安定を図り、林業への就業機会の拡大に努め

る。 

 （（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））    

   本地域の 90％を占める森林に活力を与えるため、間伐促進を積極的に実施し、森林

組合の組織強化を図って林業への就業機会の増大に努める。 
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第第第第８８８８    生活環境施設生活環境施設生活環境施設生活環境施設のののの整備計画整備計画整備計画整備計画    

１１１１    生活環境施設生活環境施設生活環境施設生活環境施設のののの整備整備整備整備のののの目標目標目標目標    

（（（（関地域関地域関地域関地域））））    

  農村集落は市街地と距離を隔てているため一体整備は困難であると思われる。し

かし、兼業化、混住化が進み農村集落の生活様式も変化しているため、早期に環境

整備を図る必要がある。 

（（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

  兼業農家が急速に増えている近年、地域の農業構造の改善を促進していくために

は、意欲のある中核農家と兼業農家との間の連帯感の醸成を図り、農業者の育成と

農業の発展に重点を置かなければならない。その目的達成の１つの方策として地域

内各地区に多目的集会所を建設しており、現在までに９ヶ所が完成し残る小坂、阿

部の２地区にも今後計画的に建設される予定である。 

（（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

  該当なし 

（（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

  近年における兼業化、混住化等の進展に伴い、地域の農業構造を改善していくた

めには、農業従事者を中心として地域の生活環境及び定住環境の整備を行う必要が

ある。そのため、兼業農家との間に連帯感の醸成を図るとともに、既設の構造改善

センターを有効的に活用する 

（（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

  農山村における生活環境の整備は、地域住民の定住化と農業意欲の増大に不可欠

な課題である。このため、意欲のある中核農家と兼業農家との連帯感の構成を図り

良好な農村環境を整備する。 

（（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））    

  農村における環境の整備は、地域の生活向上と農業意欲への増大に不可欠な課題

である。このため、住民が必要とする施設の整備を重点的に行い中核農家と兼業農

家の連帯感を養い良好な農村環境を整備する。 

 

 

２２２２    生活環境施設生活環境施設生活環境施設生活環境施設整備計画整備計画整備計画整備計画    

     必要に応じ、生活環境施設整備を推進する。
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３３３３    森林森林森林森林のののの整備整備整備整備そのそのそのその他林業他林業他林業他林業のののの振興振興振興振興とのとのとのとの関連関連関連関連 

（（（（関地域関地域関地域関地域））））    

   保健休養機能、生活環境保全機能、自然環境保全機能等の公益的機能を高め快適な

農村集落形成を推進するために、「ふどうの森」を中心とした森林の整備促進を図る。 

     また、木材需要を高めるため公共的施設等については極力木造率を高める。 

 （（（（洞戸地域洞戸地域洞戸地域洞戸地域））））    

  該当なし 

    （（（（板取地域板取地域板取地域板取地域））））    

   本地域の農業経営は、ほとんどが兼業であり経営面積も小さいため、農業のみでの

定住は困難である。そのため、林業経営との兼業体制をとらざるを得ない。 

    （（（（武芸川地域武芸川地域武芸川地域武芸川地域））））    

 該当なし 

    （（（（武儀地域武儀地域武儀地域武儀地域））））    

  該当なし 

 （（（（上之保地域上之保地域上之保地域上之保地域））））    

   本地域の農業経営は 50a 以下の耕作農家が約 90％と非常に高く、専業農家は全体の

７％にすぎない。したがって農業のみでの安定は難しい、省力的に営農できる土地を

見極め、林業経営との兼業体制を取らざるを得ない。 

 

 

４４４４    そのそのそのその他他他他のののの施設施設施設施設のののの整備整備整備整備にににに係係係係るるるる事業事業事業事業とのとのとのとの関連関連関連関連 

該当なし 

 

 

第第第第９９９９    付図付図付図付図    

別添 

 １ 土地利用計画図（付図１号） 

  

  

 


