
第２回 田川市農業振興ビジョン策定委員会 次第 

 

日 時：令和３年９月２２日（水）１０時００分から 

場 所：田川市役所４階 第２委員会室 

 

１ 開 会 

 

２ 議  事 

⑴ 農業振興ビジョン策定にむけて 

 ア 第 1 回策定委員会意見のとりまとめ…資料１ 

 

 イ 取組方針の検討…資料２ 

 

ウ 具体的取組の検討…資料２、３ 

 

 ⑵ 今後のスケジュール 

 

３ 閉     会 



市内農業を取り巻く状況分析
（第1回策定委員会意見）

田川市建設経済部
農政課農業企画室

資料1



プラスの要因 マイナスの要因

内
部
環
境

田川市の強み（S） 田川市の弱み（W）

外
部
環
境

外部の機会（O） 外部の脅威（T）

市内農業を取り巻く状況分析

①

④③

②



市内農業を取り巻く状況分析 ①
プラスの要因

内
部
環
境

田川市の強み（S）
↓田川市（ご自身や身の回りの知人）が持つ資源や特徴のうち、農業振興に大きくプラスとなっているもの・要素（良いこと）を記載してください。

・福岡・北九州へ販売の
拡大化の可能性がある。
・福岡市、北九州市から

車で1時間以内

都市圏に近く、多様な働
き方ができる（農業従事
者本人の副業や、家族の

通勤にも便利）。

立地

「木綿のハンカチーフ」
（太田裕美）の舞台（商
品をブランド化に活用）

山本作兵衛氏により田川
市の知名度向上

文化

水（量・水質）には困ら
ない

夏と冬の寒暖差が大きい
ことで、美味しい作物が

できる区域

気候・環境

部分浅耕栽培技術の普及
で⻨、大⾖の単収が向上

技術

農福連携の取組がみられ
る（出荷調製作業）

ノウハウ

・バイオマス発電廃熱
（糒地区、2023年夏以
降）が利用できる
・バイオマス発電事業に
より、今後のエネルギー
問題解決に役立ちそう

担い手育成拠点として、
田川市実践型栽培施設
（パプリカ）がある

・JAによる育苗センター
がある。
・育苗センターに期待が
持てる。

いいかねパレット（テレ
ワーク、サテライトオ
フィス等拠点）がある

インフラ

田んぼの整備できている。

大きな道路が近い（物流
の強み）

いいかねパレットとの連
携関係 人を呼ぶ仕組み、
観光農園、体験農業等

イチゴの単価が高い

販売・価格

危機感があること

よそ者に対しての受
入れる姿勢が寛容

風土

人口増減の歴史の中で、
地付きの氏子等は流出
していない。（収益は
でないが、田を維持し

てきた）

園芸品目でも篤農家が多い

土地利用型農家の大規模
化が進む

壮年層の担い手の割合が
若干であるが増えている。

直売所での農産物、加工
品販売が盛ん

女性グループ（金川・あ
られ製造等）の活動

元気な高齢者（働き手）
がいる。

人材

田川高等技術専門校に農業
コース（農業科）がある

県立大学、農業高校があり、
連携が可能

組織

農で連携できる福祉施設
がある。

市⻑を筆頭に、市役所職
員、議員（市・県）等が
非常に熱心に振興に取り
組む姿勢

㈱LIFULLと関係人口構築
連携協定している

学校教育の中で食育活動
が取り組まれている

行政

新規就農者等への支援と
して、普及指導センター
で基礎講座（土壌肥料、
病害虫、農薬の安全使

用）を開催
鳥獣対策として、イノシ
シ、シカの他、独自にア
ライグマ捕獲への支援あ
り（鳥獣対策協議会）

ブランド牛の
金川牛がある

米穀データバンク、米
マップのランク付けで唯

一のAランク

農産物

多様な農畜産物を生産
パン用⼩⻨の試験栽培
（ことこと列車利用）

⻨・大⾖は水利影響が⼩
さく、規模拡大容易



マイナスの要因

内
部
環
境

田川市の弱み（W）
↓田川市（ご自身や身の回りの知人）が持つ資源や特徴のうち、農業振興に障害（マイナス）となっているもの・要素（困りごと）を記載してください。

市内農業を取り巻く状況分析 ②

・農作物自体や田川のブ
ランド認知度が弱い
・特産物がない

ブランド力・シカとイノシシの被害
・鳥獣被害が拡大
（近年はサル、アライグ
マも）

ジャンボタニシの侵入
（複数）

気候・環境

内陸部のため、冬期の日
照は少なく、低温傾向に
ある

スマート農業の現場へ
の導入がすすんでいな

い

・担い手農家の減少
・農家の高齢化、人口
の減少

法人化しても福利厚生
に不安がある。

後継者が少なく農家が
高齢化

人材

個別の栽培面積や産地
としての規模が⼩さい

新規就農者の受け入れ施
設、機関が弱い

（田川だけではないと思
うが）特定の農業経営者
に対して支援をする様な
（選択と集中）に対して
は誤解を生じさせない配
慮が必要

新規就農希望者の受入れ体制
が確立できていない（と聞い
た）。新規就農希望者を盛り
上げるコミュニティが必要

組織

異業種業者や都市生活者と
の交流の機会がない

耕地面積が少ない

・水路、農道がせまい
（猪位金）

田んぼがせまい
（コンクリ畦畔のため拡
大困難、機械操作注意）

土手が⻑い（管理に手が
かかる・猪位金）

インフラ

観光農園がない

農協との関係を無視でき
ない（昔からの付き合い
があると、産直等に気軽
に参入できない等）想
像）

産炭地域のマイナスイ
メージがある。

風土

地縁者でないと農地が借
りにくい

荒廃農地が増加
（約4ha）

販売方法の選択肢が少な
い。

農産物単価が安い

儲からない

販売・価格

栽培した農産物の売り先

生産と消費のバランス

売り先に合わせた作付面
積

B級品の利用が低位（加
工品の製品数、宣伝、販

売網等）

農業と企業等との連携し
た取組が少ない（（例

示）出荷袋）

農業者自ら販売する力が
低い(農協・市場に依存)

需要を踏まえた生産がで
きていない。
（供給過多）

農業は繁閑差が大きい

農産物は栽培期間が⻑く、
技術習得に時間を要する。

特性

荒廃農地解消に関する
支援がない（3年程度

継続理想）

行政

市の財政基盤が脆弱



市内農業を取り巻く状況分析 ③
プラスの要因

外
部
環
境

外部の機会（O）
↓田川市の外部環境のうち、農業振興に大きくプラスとなっているもの・要素（期待が持てそうなニュース・噂）を記載してください。

副業の規制緩和とブーム

みどりの食料システム戦
略策定により、国は有機
農業の推進意向あり

法律や規制

・日本人の人件費は
海外（先進諸国）に
比べて安い

都心部ではカーシェア等も
浸透してきていることから、
所有よりも共有。というマ
インドが高まっている

コロナ（ポストコロ
ナ）の影響で、農業で
の移住に関心がある者

がいる

社会動向
（国内・国外）

企業の農業参入が増加し
ている。

ドローンによる農薬散布な
ど、いわゆるスマート農業
に対する認知度が上がって
いることで、田川市の取り
組みに対して投資家などの
注目を得やすい

道の駅やスーパーでの直
売コーナーが増えた。

産直の敷居が（生産者・消
費者ともに）大幅に下がっ
た。例えば「食べチョク」
では田川市猪国のジビエ、
みやこ町のアスパラ、香春
町のお米などが全国に直売
されている。

加工業務用野菜のニーズ
が増加している。

市場・業界流行（トレンド）

価値（美味しい・安全
等）が見いだせれば、高
価格でも購入する消費者

が増えている。

健康志向により安全安心
な農産物への期待が高

まっている。

物語の消費など、消費者
が価値を見い出す対象が
多様化してきた（→売り
方の工夫で収益化の可能

性がある）

消費者ニーズ

近隣（直方市）にJA全農
ふくれんの広域販売セン
ターが設立された。（ナ
ス、ブロッコリーが取引
されている）

インフラ

⼩農や有機栽培、無理の
ない農業（スローライフ
的）等も上がってきてい
る（大多数ではないが）

SDGｓを世界が言ってい
る中での有機農産物の見
直し（0.3％→）の強み

農家が高齢化していくな
かで、規模拡大のチャン
スがある（経営をしっか
りやれる農家になる）

働く、学ぶ（農）、住む
ところがセットであれば、
農の実践を希望する者は
多い。

SDGｓの取組に関連する
と、企業（援農、販売）

との連携が可能

無線や5Gなどの高速通信
環境整備

スマート農業機器の開発

ソーラーシェアリングや
マイクロ水力発電（ピコ
水力発電）等再エネとの
組み合わせによる収益化

への方法がある。

技術革新動向

鳥獣対策において、利用
可能なIT機器がある。

コロナで宅配等の内食向
けの需要増

コト消費（体験＆買取）
のニーズあり

企業の退職者（毎年100
万人規模）あり。

ほかに、離職者などの受
け皿としても農業に期待

沖縄などでは、農業と
しては稼げなくても、
地縁その他によって移
住者を増やすことがで

きる事例あり

目安として700万円程度
農業所得があれば、就農

希望は見込まれる
（所得から逆算して取組
を検討してはどうか）

女性グループ（近隣の大
任（にんにく）・赤（カ
レー）の活動がある

他市町村の動向



マイナスの要因

外
部
環
境

外部の脅威（T）
↓田川市の外部環境のうち、農業振興に大きくマイナスとなっているもの・要素（不安になるニュース）を記載してください。

市内農業を取り巻く状況分析 ④

憶測ではあるが、他地域に
おいても同様の活動をして
いると思われる。規模も大
きくかつスピード感のある
取り組みが他地域でなされ
ると相対的に田川市の取り
組みの脅威になりえる

田川地域の人口減少、消
費者の減少

ドライブで立ち寄る観
光地が少ない

他市町村の動向

農業界全体の人材不足

他産業も、農業と同様に
人材が不足

日本経済の相対的地位の
低下で、輸入農産物の購
入力に影響

社会動向
（国内・国外）

農業政策（主に国）が、
大規模集約化を前提にし
たものが多く、それ以外
を目指すと補助制度等か
らこぼれおちてしまうこ
とが多い

法律や規制

消費の多様化により、農
産物の価格上昇が抑えら

れている

・食生活の多様化により、
米や野菜の消費量低下
（複数意見）
・米あまり

消費者ニーズ

自然災害が頻発

異常気象（７月豪雨、夏
季高温）による農産物栽
培への悪影響

気候・環境

自然災害が年々大きく
なっている

20年物価が変動してい
ない。←今後は技能実
習生が来日してもらえ
なく可能性ある

新型コロナの影響で、花や野
菜の一部に市場価格の低下が
見られた

市場・業界流行
（トレンド）

高齢化とともに田、畑の
耕作放棄地が問題になっ
ていく→仕組みづくり

農産物は輸入もあり、供
給過多（市場価格は下落

傾向）



田川市農業振興ビジョンの取組方針
及び具体的取組の検討について

田川市建設経済部
農政課農業企画室

資料2



✓「農業振興ビジョン」という農業分野に
おける今後の取組方針策定を通じ、地域の
若者が残り（流入含む）、生活を続けたく
なる具体的な支援策を明らかにする。（首
⻑意向）

✓第1回策定委員会の議論を踏まえ、田川市
の農業振興に必要な「取組方針」及び「具
体的取組」の議論を行う。

今回の議題（一部おさらい）



第1回
（委員会立上
げ）

• 現状共有
（SWOT）

• 策定方針確
認（目標設
定）

第2回
• 取組方針検
討（クロス
SWOT）

• 具体的支援
策等の意見
交換

第3回
（中間報告）

• 取組方針決
定

• 具体的支援
策等の検討
（素案）

第4回
• ビジョン
（素案）意
見

• 具体的支援
策等の検討
（原案）

第5回

• ビジョン
（原案）意
見

• 具体的支援
策等の決定

第6回
（ビジョン策
定）

• ビジョン
（案）承認

ビジョン策定スケジュール概略
〇策定委員会スケジュール

・国庫補助事業※の活用及びR4市当初予算計上を念頭に、次年度以
降の取組（原案）を提示
※国庫補助事業については、地方創生推進交付金（内閣府）を想定

R3.8月 9月 10月 11月 12月 R4.1月 2月 3月



農業振興ビジョン策定に向けた検討手順

① 市内農業を取り巻く状況分析（SWOT分析）

② ①を踏まえ、取組方針の検討・議論（クロスSWOT分析）

④ ③の重点項目を議論・選定

第1回委員会

③ ②を踏まえ、具体的取組（事業）の検討・議論
第2回委員会

⑤ ④の優先順位等を検討

今回

次回

前回

第3回委員会

S
強み

W
弱み

O
機会

T
脅威

効果(高)

効果(低)

実現性(高)

実現性(低)
短期

中期
⻑期



農業振興ビジョン全体像（時点案）
現状と課題 目標 取組方針 横断的

推進事項

SDGｓへの対応
（ゼロエミッション、
肥料・農薬低減、
有機農業の推進等）

①稼げる農業経営者
の育成と農関連産業
の創出

②農地利⽤の最適化
による多⾯的機能の
発揮と持続可能な⽣
産体制の確保

③豊かな⾷⽣活を⽀
える安全安⼼かつ多
様な農産物の確保

（農産物）
⽶⻨⼤⾖の⼟地利用型農業
が主体（⽔田が9割以上）

（⼈材）
・生産者の⾼齢化と後継者
不在
・法⼈化した担い手は少数
で、農地の円滑承継に懸念
・スマート農業など、効率
的な生産活動少数

（ブランド⼒）
特徴のある農産物が少な
く、ブランド⼒低い

（気候・環境）
野生⿃獣の生息域の拡⼤

（販売・価格）
需要を踏まえた生産を行う
農業者は少数で、農産物単
価が安い

（組織）
農業者（就農希望含む）を
支援するコミュニティ（場
所・機会）がない etc

第２回委員会以降で
議論・整理

取組方針と
具体的な⽀援策の検討

⼈と産業

⼟地

生産物

８⃣農業者と企業とのコミュニ
ティ(生産から販売まで一気通
貫の情報集積拠点)を創出

７⃣援農・農地保全体制の構築
(農業支援サ―ビス業の創出)

６⃣農業DX（デジタルトランス
フォーメーション）

４⃣地域特性（農福連携など）
を踏まえた経営規模最適化・
拡⼤

３⃣地域資源（バイオマス発電
排熱など）を活用した特徴の
ある農産物創出・ブランド化

５⃣次世代へつなぐ持続可能な
栽培品目・栽培技術（有機栽
培など）導入

２⃣農業者の経営⼒向上（農業
者から農業経営者へ）

１⃣都市地域・企業等との連携
による多様な農を実践する者
の参入促進



市内農業を取り巻く状況（第1回委員会意見）

外
部
環
境

内部環境（田川市内の状況）
強み（S） 弱み（W）

機会（O） 脅威（T）

・気候・環境（寒暖差⼤で美味しい作物栽培可、⽔の確保容易）
・農産物（⽶の食味、金川牛、生産品目多、パン用⼩⻨）
・販売・価格（イチゴ⾼単価）
・ノウハウ（農福連携の取組）
・立地（福岡・北九州都市圏近郊）
・⼈材（⼟地利用型の⼤規模化や篤農家が多い、農産物加工の女性グ
ループ、元気な⾼齢者）
・風土（よそ者に寛容、危機感あり、損得抜きで田を維持）
・インフラ（いいかねパレット、農地の基盤整備、主要国道近い、バ
イオマス発電排熱、実践型栽培施設（パプリカ）、育苗センター）
・組織（福岡県立⼤学、田川科技⾼、職業訓練校、農で連携できる福
祉施設）
・文化（山本作兵衛、木綿のハンカチーフ（太田裕美）舞台）
・技術（⻨⼤⾖（部分浅耕栽培技術・⽔利影響⼩））
・行政（(株)LIFULLと市の連携協定、学校教育での食育、県による
新規就農者向け基礎講座、⿃獣対策独自支援（アライグマ）、市職員
の意識）

・気候・環境（⿃獣被害拡⼤、ジャンボタニシ、冬期日照少と低温）
ブランド⼒（特産物なし、田川の農産物認知度弱い）
・販売・価格（農業者自ら販売する⼒、需要を踏まえた生産、企業との
連携、B級品の利活用）

・⼈材（担い手減少、⾼齢化、法⼈化不安、⼩規模、スマート農業未導
入、マーケットインの考え）
・風土（産炭地域のマイナスイメージ、地縁者以外は農地借りにくい）
・インフラ（農地・農道せまい、耕地少、観光農園なし、荒廃農地発生
（4ha）、⼟手⻑（中山間地域））
・組織（支援に関する選択と集中への配慮、新規就農受入機関弱い、異
業種・都市との交流必要、就農希望者（農業者）を盛り上げるコミュニ
ティなし）

・行政（荒廃農地解消に関する支援なし、市の財政基盤が脆弱）

・社会動向（⼈件費安い（先進国中）、コロナで農業移住、所有から
共有、稼ぐ目的とは別に農業での移住希望）
・インフラ（ふくれん広域販売センター（直方市・ナス・ブロッコ
リー））
・市場・業界流行（⼩農、有機栽培、無理のない農業、産直拡⼤（地
域・ネット）、スマート農業の普及、担い手不足で規模拡⼤容易、
SDGｓ（企業との連携、有機農業）、毎年100万⼈規模の企業退職者
（農業を受け皿）、企業参入増、700万以上の所得で就農希望見込ま
れる）
・消費者ニーズ（安全安心、コロナで内食増、物語消費、コト消費
（体験＆買取）、価値が伴えば⾼価格で販売可）
・他市町村の動向（近隣（⼤任・赤）の女性グループ）
・技術革新動向（ソーラーシェアリング、マイクロ⽔⼒発電、スマー
ト農業機器、⾼速通信環境）
・法律や規制（みどりの食料システム戦略、副業の規制緩和）

・社会動向（経済⼒の相対的地位低下、⼈材不足、約20年物価変動な
し）

・市場・業界流行（コロナにより花や野菜の価格下落、耕作放棄地
増、輸入含め農産物供給過多）

・消費者ニーズ（食生活の多様化、⽶野菜の消費量減）
法律や規制（農業施策が⼤規模集約化前提）
・他市町村の動向（近隣町村の⼈口減・消費者減・観光地が少ない、
規模の⼤きい自治体の農業振興の取組）
・気候・環境（自然災害頻発）



農業振興ビジョン取組方針（時点案）

２⃣ 農業者の経営⼒向上（農業者から農業経営者へ）
内部環境：販売・価格、インフラ（実践型栽培施設）、⼈材（土地利⽤型の大規模化
や篤農家が多い、マーケットインの考え）、組織（異業種・都市との交流必要、就農
希望者（農業者）を盛り上げるコミュニティなし）、行政（県による新規就農者向け
基礎講座）
外部環境：社会動向、インフラ、市場・業界流行、消費者ニーズ、市場・業界流行、
技術革新動向（スマート農業機器）、法律や規制

３⃣ 地域資源（バイオ
マス発電排熱など）を
活⽤した特徴のある農
産物創出・ブランド化
内部環境：気候・環境、農産
物、販売・価格、インフラ
（バイオマス発電排熱、主要
国道近い、育苗センター）、
⼈材、立地、文化、組織（農
で連携できる福祉施設）行政
（学校教育での⾷育）
外部環境：インフラ、消費者
ニーズ（安全安⼼、価値が伴
えば高価格で販売可）、市
場・業界流行（SDGS、企業
参入増）、技術革新動向（ス
マート農業機器） ５⃣ 次世代へつなぐ持続可能な栽培品目・栽培技術（有機栽培な

ど）導入
内部環境：気候・環境、農産物、販売・価格、インフラ（実践型栽培施設）、⼈材、
組織（職業訓練校、農で連携できる福祉施設）
外部環境：社会動向、市場・業界流行、消費者ニーズ、市場・業界流行、技術革新動
向（スマート農業機器、高速通信環境整備）、法律や規制（みどりの⾷料システム戦
略）

８⃣ 農業者と企業等とのコミュニティ（⽣産から販売まで一気通貫
の情報集積拠点）を創出
内部環境：インフラ（いいかねパレット、主要国道近い）、風土（よそ者に寛容）、
⼈材（土地利⽤型の大規模化や篤農家が多い）、立地、組織（異業種・都市との交流
必要、就農希望者（農業者）を盛り上げるコミュニティなし）、行政（株)LIFULLと
市の連携協定、市の財政基盤が脆弱）
外部環境：社会動向、市場・業界流行、消費者ニーズ、市場・業界流行、技術革新動
向（スマート農業機器）、法律や規制、他市町村の動向

６⃣ 農業DX（デジタ
ルトランスフォー
メーション）
内部環境：気候・環境（鳥
獣被害拡大、ジャンボタニ
シ）、販売・価格、⼈材
外部環境：市場・業界流
行、消費者ニーズ、技術革
新動向、法律や規制

１⃣ 都市地域・企業等との連携による多様な農を実践する者の参入
促進
内部環境：インフラ（いいかねパレット、観光農園なし、荒廃農地発⽣（4ha、農地
せまい）)、⼈材（農産物加工の女性グループ）、立地、組織（福岡県立大学、田川
科技高、職業訓練校、農で連携できる福祉施設）、行政（（株)LIFULLと市の連携協
定）
外部環境：社会動向、消費者ニーズ、技術革新動向（スマート農業機器）、気候・環
境

７⃣ 援農、農地保全体
制の構築（農業⽀援
サービス業の創出）
内部環境：気候・環境（鳥
獣被害拡大、ジャンボタニ
シ）、インフラ（農地・農
道せまい、荒廃農地発⽣
（4ha）、土⼿⻑（中山間地
域））、⼈材（担い⼿減
少、高齢化）、行政
外部環境：社会動向（⼈材
不足）、市場・業界流行
（耕作放棄地増）

４⃣ 地域特性（農福連
携など）を踏まえた経
営規模最適化・拡大
内部環境：インフラ（主要国
道近い、育苗センター、農地
の基盤整備）、⼈材、組織
（農で連携できる福祉施
設）、技術
外部環境：消費者ニーズ（安
全安⼼、価値が伴えば高価格
で販売可）、市場・業界流行
（耕作放棄地増）、技術革新
動向（スマート農業機器）、
法律や規制

外
部
環
境

機
会(O)

脅
威(T)

内部環境（田川市内の状況）
強み（S） 弱み（W）



農業振興ビジョン取組方針（時点案）と背景
取組方針 背景

１⃣ 都市地域・企業等
との連携による多
様な農を実践する
者の参入促進

・㈱LIFULLとの関係⼈口構築の連携協定を締結
いいかねPaletteにて、全国から希望者を募集し、実施予定
お試しテレワークツアー（個⼈、法⼈）
フリーランス養成講座、親子ワーケーションツアー

・フードロスを買取・販売する企業の企画で、⼤学生を募集し、地方で収穫体験に
て発生する規格外品を企業が買取・販売し、フードロスを解消する企画があり、田
川市で実施可能（社会⼈向けの企画も検討中）

・地方へ旅行や体験を求める方と、農業や観光など、季節的な雇用したいニーズを
結ぶサービスを展開する企業が田川市で募集可能。

・市⺠体験農園は利用者減少により、貸し農園としての利用は廃⽌が決定
２⃣ 農業者の経営⼒向

上（農業者から農
業経営者へ）

・実践型栽培施設（パプリカ）利用者に対して、販路拡⼤・農業経営アドバイザー
を招聘し、利用者への指導・助言（毎月1回）

・ASPO（アジア士業共同体）との産業振興、中⼩企業等、起業支援の連携協定を
締結

３⃣ 地域資源（バイオ
マス発電排熱な
ど）を活用した特
徴のある農産物創
出・ブランド化

・バイオマス発電所の排熱を利用し、ハウス栽培を行う計画がある

・たがわ魅⼒向上推進室が、池田エライザ監督とした映画「夏、至るころ」を製作
し、映画を通してパプリカピクルスが商品開発・販売が始まった



農業振興ビジョン取組方針（時点案）と背景
取組方針 背景

４⃣ 地域特性（農福連
携など）を踏まえ
た経営規模最適
化・拡⼤

・農福連携を取り入れている農業者がいる。

・市内に連携できる福祉事業所がある。

・就労継続支援（B型）を行う事業者が、市内に12ある。

５⃣ 次世代へつなぐ持
続可能な栽培品
目・栽培技術（有
機栽培など）導入

・有機農業をテーマにした、アグリガーデンスクール＆アカデミーと連
携して、えごま栽培の実証実験、えごまオイルを製作した。

・野生⿃獣の生息域の拡⼤などに対応する作物として、ショウガの実証
栽培に取り組む生産者がいる。

６⃣ 農業DX（デジタル
トランスフォー
メーション）

・ソフトバンク㈱との庁内外のDXおよびICTの利活用に関する連携協定
を締結し、社員をDX推進支援員として配置

・総務省より地方創生統括監を招聘

・国から、地方自治体のDX推進に係る財政措置として、地域社会のデ
ジタル化（任意取組）を推進するため、令和４年度の普通交付税を増額
（見込額7,000万円〜8,000万円）



農業振興ビジョン取組方針（時点案）と背景
取組方針 背景

７⃣ 援農、農地保全体
制の構築（農業支
援サービス業の創
出）

・築上町にある、農作業代行サービスを行う企業から、田川市に農業支
援サービス業ができる場合、農機具の貸出やオペレーター派遣など、ス
タートアップを支援したいとの意向が示されている。

８⃣ 農業者と企業等と
のコミュニティ
（生産から販売ま
で一気通貫の情報
集積拠点）を創出

・田川市でサービス提供可能なスマート農業関連企業数社に、農業者と
企業とのコミュニティ創出について意向を確認。
現在、6社が参加意向あり。
ある企業から、正式に実施する場合、さらに6社程度紹介いただける

との意向あり。



農業振興ビジョン目標及び取組方針（１⃣〜８⃣）
（時点案）

都市地域・企業等との連携による多様な農を実践する者の参入促進

農業者の経営⼒向上（農業者から農業経営者へ）

地域特性（農福連携
など）を踏まえた経
営規模最適化・拡大

農業DX（デジタルトランスフォーメーション）

農
業
者
と
企
業
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ(

⽣
産
か
ら
販
売
ま

で
一気
通
貫
の
情
報
集
積
拠
点)

を
創
出

都市地域・企業等
（⼈材）

総合計画、SDGｓ及び農業振興に係る個別計画の達成に寄与

地域資源（バイオマス
発電排熱など）を活⽤
した特徴のある農産物
創出・ブランド化

１⃣

２⃣

３⃣

６⃣⃣

８⃣⃣

次世代へつなぐ持続
可能な栽培品目・栽
培技術（有機栽培な
ど）導入

４⃣⃣ ５⃣

①稼げる農業経営者の
育成と農関連産業の創
出

②農地利用の最適化に
よる多面的機能の発揮
と持続可能な生産体制
の確保

③豊かな食生活を支え
る安全安心かつ多様な
農産物の確保

農業振興ビジョン目標

援
農
・農
地
保
全
体
制
の
構
築

(

農
業
⽀
援
サ―

ビ
ス
業
の
創
出)

⼈と産業 ⼟地 生産物

７⃣

農業者関係 農関連産業関係



農業振興ビジョン全体像（時点案）
現状と課題 目標 取組方針 横断的

推進事項

SDGｓへの対応
（ゼロエミッション、
肥料・農薬低減、
有機農業の推進等）

①稼げる農業経営者
の育成と農関連産業
の創出

②農地利⽤の最適化
による多⾯的機能の
発揮と持続可能な⽣
産体制の確保

③豊かな⾷⽣活を⽀
える安全安⼼かつ多
様な農産物の確保

（農産物）
⽶⻨⼤⾖の⼟地利用型農業
が主体（⽔田が9割以上）

（⼈材）
・生産者の⾼齢化と後継者
不在
・法⼈化した担い手は少数
で、農地の円滑承継に懸念
・スマート農業など、効率
的な生産活動少数

（ブランド⼒）
特徴のある農産物が少な
く、ブランド⼒低い

（気候・環境）
野生⿃獣の生息域の拡⼤

（販売・価格）
需要を踏まえた生産を行う
農業者は少数で、農産物単
価が安い

（組織）
農業者（就農希望含む）を
支援するコミュニティ（場
所・機会）がない etc

⼈と産業

⼟地

生産物

８⃣農業者と企業とのコミュニ
ティ(生産から販売まで一気通
貫の情報集積拠点)を創出

７⃣援農・農地保全体制の構築
(農業支援サ―ビス業の創出)

６⃣農業DX（デジタルトランス
フォーメーション）

４⃣地域特性（農福連携など）
を踏まえた経営規模最適化・
拡⼤

３⃣地域資源（バイオマス発電
排熱など）を活用した特徴の
ある農産物創出・ブランド化

５⃣次世代へつなぐ持続可能な
栽培品目・栽培技術（有機栽
培など）導入

２⃣農業者の経営⼒向上（農業
者から農業経営者へ）

１⃣都市地域・企業等との連携
による多様な農を実践する者
の参入促進



（参考）具体的取組の位置付け検討

効果(高)

効果(低)

実現性(高)実現性(低)
直近で実施目

指す
中⻑期で実施目

指す

（実現性）
・取組の推進主体を確保と同
時に、⽀援体制確立

 ・市の負担が小額（不要）
又は財源確保が見込まれるか

（効果）
・目標及び取組方針との整
合性

・既存の取組との相乗効果



資料３
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実施 時期
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エ

オ

カ

キ

生協関係との消費者交流の場を提供

飲食チェーン等の企業資本の投入及び提携←農地集積・機械の整備

※事前にいただいた意見及び本日の議論を踏まえ、具体的取組の実現に向け、上記を参考に「実施」と
「時期」という観点で、ご意見をお願いします。(委員会終了後、本書は回収いたします)

企業及び農業者と連携して、都市生活者に対する体験農業の場を提供
（今まで田川に全く関係のなかった都市生活者だけでなく、市外へ出ている子世代やその友
人、孫が参加できるような場やしくみを作ると最初は集まってもらいやすいのかなと思いま
した。真剣に新規参入を考えている人たちだけに限定せず、敷居を低くすることで、幅広い
層に関心を持ってもらったり繋がりを作ってもらうことも重要だと考えます。）

地域若者、県外地元出身者に向けた田川農業ビジネスのモデル及びビジネスプランを策定←
10億円規模のビジネスにつながる事業計画の作成
例）約100人が農業で生計を成り立たせることができるプラン

第２回農業振興ビジョン策定委員会 具体的取組等への意見表

実施
（取組んだほうがよいか）

是非実施した方がよい

その他（取組まなくてもよい、よくわからない等）

時期
（いつから）

すぐに実施した方がよい（来年度から）
しっかり準備をして実施した方がよい（数年後から）
その他（よくわからない等）

実施した方がよい
◎
○

空欄
◎

空欄
○

記載方法

・農業生産を核とした農業・地域の活性化
・農業は天候等に左右され、経済的な観点においては思い通りにならない側面を持つことから、新たに農業を
目指す方への支援の在り方として、また、推進する農の形態においても、その営みを通じて得られる心理面で
の豊かさが実現できることが重要
・しかるべき場を作れば人は自然に動く。逆に動かないのは、場の設定が間違っていると捉えるべき。いま必
要なのは困っている人と、何かを成したい人とのマッチングのためのプラットフォームづくり。厳しさを隠さ
ず、厳しさと面⽩さ（＝成⻑）との統合を目指す。

具体的取組（案）への意見

取組方針（案）への意見
都市地域・企業等との連携による多様な農を実践する者の参入促進

項目 意見の内容

６次産業化による地域特産品開発（イチジクの加工品等）
地域住⺠とともに考える田川市の農業発展シンポジウム
 （農業交流の促進）

①モデル（受入）農家を募って体験農業のための環境整備をする
②同時にSNS等にてモデル（受入）農家を紹介する活動を通じて新規就農者にとって魅力あ
る参入環境を作る
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資料３

※事前にいただいた意見及び本日の議論を踏まえ、具体的取組の実現に向け、上記を参考に「実施」と
「時期」という観点で、ご意見をお願いします。(委員会終了後、本書は回収いたします)

第２回農業振興ビジョン策定委員会 具体的取組等への意見表

実施
（取組んだほうがよいか）

是非実施した方がよい

その他（取組まなくてもよい、よくわからない等）

時期
（いつから）

すぐに実施した方がよい（来年度から）
しっかり準備をして実施した方がよい（数年後から）
その他（よくわからない等）

実施した方がよい
◎
○

空欄
◎

空欄
○

記載方法

取組方針（案）への意見

項目 意見の内容

�

実施 時期

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

新規就農者定着のための条件整備

農業者の経営的感覚を養う対策。情報収集のため、例えば日本農業新聞の販売促進

農業者の経営力向上（農業者から農業経営者へ）

具体的取組（案）への意見

・経営能力に優れた農業者の育成
・新規就農者の定着
・農業をビジネスとしてとらえることができる人材の誘致及び育成
・投資とリスクを考慮に入れた農業経営を行い規模拡大を図る
・農業経営者だけじゃないが、経営者は孤独。その孤独を支える参謀が必要。経営者とスタッフとの潤滑油と
なって社員満⾜（経済面だけじゃなく成⻑を実感する等精神面も）と収益性の両方の実現が求められる

・全国のトップレベルの農業者を講師とした講演会及び意見交換会の開催
・全国の有名農業経営者の講演会

①士業、農業経営コンサルタント等と一緒に経営計画を立てる
②社内ミーティングに士業等に同席してもらい、議事進行役になってもらい生産性の高い会
議を支援してもらう
③いきなり経営者というとハードルが高いかもしれないが、経営者の段階を明文化する

稼いでいる農家さんからの情報提供の場を作る。

士業、経営コンサルタント等による商品化・ビジネス化講座の開催
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資料３

※事前にいただいた意見及び本日の議論を踏まえ、具体的取組の実現に向け、上記を参考に「実施」と
「時期」という観点で、ご意見をお願いします。(委員会終了後、本書は回収いたします)

第２回農業振興ビジョン策定委員会 具体的取組等への意見表

実施
（取組んだほうがよいか）

是非実施した方がよい

その他（取組まなくてもよい、よくわからない等）

時期
（いつから）

すぐに実施した方がよい（来年度から）
しっかり準備をして実施した方がよい（数年後から）
その他（よくわからない等）

実施した方がよい
◎
○

空欄
◎

空欄
○

記載方法

取組方針（案）への意見

項目 意見の内容

�

実施 時期

ア

イ

ウ

エ

地域（複数⼾の農業者）で取り組む特産となる農産物生産、ブランド化の取組に対する支援
（ハウス・倉庫等 行政がハード面を補助など）

地域の特性を生かした商品開発チームの編成とクラウドファンディングを活用したブラン
ディングの実施

安定した販売ルートの確立

都心や海外のバイヤーとの事前（野菜を作る前の）商談会の実施
市場が求めている野菜を作る依頼型生産の実現

・特徴のあるブランド化推進
・需要のある商品開発とそれらを販売する情報発信力の強化
・プロダクトアウトではなく、マーケットインの発想から、市場に求められる商品作りの発想を持つ

具体的取組（案）への意見

地域資源（バイオマス発電排熱など）を活用した特徴のある農産物創出・ブランド化
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資料３

※事前にいただいた意見及び本日の議論を踏まえ、具体的取組の実現に向け、上記を参考に「実施」と
「時期」という観点で、ご意見をお願いします。(委員会終了後、本書は回収いたします)

第２回農業振興ビジョン策定委員会 具体的取組等への意見表

実施
（取組んだほうがよいか）

是非実施した方がよい

その他（取組まなくてもよい、よくわからない等）

時期
（いつから）

すぐに実施した方がよい（来年度から）
しっかり準備をして実施した方がよい（数年後から）
その他（よくわからない等）

実施した方がよい
◎
○

空欄
◎

空欄
○

記載方法

取組方針（案）への意見

項目 意見の内容

�

実施 時期

ア

イ

ウ

エ

オ 問題の本質を洞察できる相談員（カウンセラー）の育成

・新たな複合経営による園芸振興
・食品メーカーとの連携
・生業と、地域との接点と、経営（永続的発展）の掛け算的発想。ムリもなく、ムダもなく、作物のような
「有機的な地域コミュニティ」の実現。
・農業従事者だからこそ実現できる、きれいごとではない相互互換を基礎とした成⻑が大切。

年間の労働力を活用した複合品目の導入

企業の農業参入セミナーを開催し、農業ビジネスに興味関心ある企業を集約。それら企業と
の連携、提携を積極的に行う

高収益作物産地化による出荷ロットの拡大を図る。戦略的販売のための作型の選定及び技術
の開発←農業基盤の整備（農地の整備及び集積、機械の開発整備）

①農業者と福祉事業所とのマッチング
②①農福連携の取組みを検討する農業経営体を対象に、福祉事業所に新たな農作業を委託す
る際に必要な経費の一部を助成

地域特性（農福連携など）を踏まえた経営規模最適化・拡大

具体的取組（案）への意見
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資料３

※事前にいただいた意見及び本日の議論を踏まえ、具体的取組の実現に向け、上記を参考に「実施」と
「時期」という観点で、ご意見をお願いします。(委員会終了後、本書は回収いたします)

第２回農業振興ビジョン策定委員会 具体的取組等への意見表

実施
（取組んだほうがよいか）

是非実施した方がよい

その他（取組まなくてもよい、よくわからない等）

時期
（いつから）

すぐに実施した方がよい（来年度から）
しっかり準備をして実施した方がよい（数年後から）
その他（よくわからない等）

実施した方がよい
◎
○

空欄
◎

空欄
○

記載方法

取組方針（案）への意見

項目 意見の内容

�

実施 時期

ア

イ

ウ

エ

オ

有機農業の指導者育成

水田が9割以上であることを強みとして米、大豆の6次化商品を作る

県GAP認証の事例紹介と認証制度の推進

・農業でのSDGｓの推進
・ニーズのある加工食品を選択し生産はその材料とする
・持続性は、技術だけではなく「顧客のニーズ」に対してどれだけ敏感になれるのか？ニーズに対する意識に
合わせた支援メニューが求められる

気象変動や温暖化に対応した生産技術の確立

次世代へつなぐ持続可能な栽培品目・栽培技術（有機栽培など）導入

具体的取組（案）への意見
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資料３

※事前にいただいた意見及び本日の議論を踏まえ、具体的取組の実現に向け、上記を参考に「実施」と
「時期」という観点で、ご意見をお願いします。(委員会終了後、本書は回収いたします)

第２回農業振興ビジョン策定委員会 具体的取組等への意見表

実施
（取組んだほうがよいか）

是非実施した方がよい

その他（取組まなくてもよい、よくわからない等）

時期
（いつから）

すぐに実施した方がよい（来年度から）
しっかり準備をして実施した方がよい（数年後から）
その他（よくわからない等）

実施した方がよい
◎
○

空欄
◎

空欄
○

記載方法

取組方針（案）への意見

項目 意見の内容

�

実施 時期

ア

イ

ウ

エ

オ

生産工程の視える化（デジタル化）と生産作業の効率化（機械化・自動化）を対外的に情報
発信できる仕掛けを作る

・スマート農業の推進
・デジタル化（視える化）とスマート農業（効率化）を推進する
・無人化（育成管理・耕作・ドローンによる農薬散布）
・自動化（生産管理を含む）
・ECサイトおよび会計・経理のオートメーション化
・クラウドファンディング
・就労者マッチング

スマート農業機械等の導入による省力化の検討

農水省からリリースされているMAFFアプリの活用。
農水省HP（MAFFのページ） https://www.maff.go.jp/j/kanbo/maff-app.html

環境制御型ハウスの事例調査

農業DX（デジタルトランスフォーメーション）

具体的取組（案）への意見
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資料３

※事前にいただいた意見及び本日の議論を踏まえ、具体的取組の実現に向け、上記を参考に「実施」と
「時期」という観点で、ご意見をお願いします。(委員会終了後、本書は回収いたします)

第２回農業振興ビジョン策定委員会 具体的取組等への意見表

実施
（取組んだほうがよいか）

是非実施した方がよい

その他（取組まなくてもよい、よくわからない等）

時期
（いつから）

すぐに実施した方がよい（来年度から）
しっかり準備をして実施した方がよい（数年後から）
その他（よくわからない等）

実施した方がよい
◎
○

空欄
◎

空欄
○

記載方法

取組方針（案）への意見

項目 意見の内容

�

実施 時期

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク
「ちょっと手伝ってくれないかな？」という農作業のマッチングサイトの運営（ちょっとこ
こを掘ってほしい。という農機具のマッチングも含む）

援農、農地保全サービスを行う事業者の起業支援

農業だけで生計を立てる発想から副業で農業ができるための支援を模索する

・新たな援農体制の創設
・獣害対策、耕作放棄地対策等の（外部サービスに頼るだけでない）しくみづくりや、さまざまなタイプの農
家さん（例えば生産は自家消費程度でよいが農業は続けたい農家さん等）が無理なく農地・農業を維持できる
方法の模索等があるとよい。
・若手農業者のための副業を支援する
・人材不⾜に対する積極的な取り組み
・農機具のシェア

JAが主体となった人材バンクの条件整備

事業者の起業に頼るだけではなく、例えば農地を保全してほしい（自分の土地で耕作してほ
しい）人と、土地を使わせてもらいたい（耕作してもよい）人のマッチングのしくみづくり
やその他補助等の行政的な支援も必要

・援農に取組む（株）パソナの事例調査
・おてつたびによる援農システムの検討

具体的取組（案）への意見

援農、農地保全体制の構築（農業支援サービス業の創出）

高齢者就農者と新規就農者とのマッチング（お見合い制度）

農業経営者の困りごとに対するシェアリングサービスの提供（人材・農機具・資金等）
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資料３

※事前にいただいた意見及び本日の議論を踏まえ、具体的取組の実現に向け、上記を参考に「実施」と
「時期」という観点で、ご意見をお願いします。(委員会終了後、本書は回収いたします)

第２回農業振興ビジョン策定委員会 具体的取組等への意見表

実施
（取組んだほうがよいか）

是非実施した方がよい

その他（取組まなくてもよい、よくわからない等）

時期
（いつから）

すぐに実施した方がよい（来年度から）
しっかり準備をして実施した方がよい（数年後から）
その他（よくわからない等）

実施した方がよい
◎
○

空欄
◎

空欄
○

記載方法

取組方針（案）への意見

項目 意見の内容

�

実施 時期

ア

イ

ウ

エ

オ

カ
地域の商社を設立し、地域外に対して販路を拡大する。一方で、顧客のニーズに対して生産
依頼の逆オーダーをして販路拡大の担い手となる。

鳥獣害被害防止対策情報が集まる場が欲しい。

農業者と企業等とのコミュニティ（生産から販売まで一気通貫の情報集積拠点）を創出

マーケット（消費者）とのコミュニティをオンライン上で運営する←アカウントを作成し
SNS（ツイッター、インスタ）にてフォロワー数を伸ばす

・新たな販売システムの確立とJA共販体制との連携による販売体制強化
・地域商社の設立による「厳しくも地域を想った意見」を明らかにする取り組みの実施。

①農業者の課題と企業の持つ情報・技術とをマッチング→相談窓口の設置
②①を踏まえた課題解決のための取組に対して、委託（補助）事業の実施

具体的取組（案）への意見

・販売先に関する情報が入手できるようにして欲しい。
・従来の市場出荷と異なる販売チャンネル（ネット販売等）の検討

大学や公共施設、病院等の安定的に需要が見込める施設への農産物供給の新規開拓の支援な
どがもしできれば、消費者の側も地元田川の農作物を意識するようになりますし、とてもよ
いのかなと思いました。
また、それらの施設に直接購入してもらわなくても、施設を利用する方々に購入してもらえ
る直売所を設置してもらう等もよいのかなと思います。
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