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市町名 土地面積
( )

人 口
(人)

農家⼾数
(⼾)

耕地面積
(ha)

鳥栖市 71.72 74,137 447 1,260
神埼市 125.13 31,306 588 3,070
吉野ヶ⾥町 43.99 16,338 282 876
基山町 22.15 17,371 270 292
上峰町 12.80 9,364 120 464
みやき町 51.92 25,229 463 1,950
管内計 327.71 173,745 2,170 7,949
県内シェア (13.4％) (21.2％) (9.8％) (15.4％)
県全体 2,440.69 819,110 22,033 51,600

東部農林事務所は、佐賀県の東部に位置し、
北は背振山系を中⼼とした山間地域、南は筑後
川に沿った平坦地域までの２市４町を所管。
・土地面積327.7 、人口約17万3千人
・耕地面積約8千ha、 農家⼾数約2千⼾

位置及び面積
脊 振 山 系

●東部農
林

※土地面積 R2市区町村別面積調査
人 口 H30人口移動調査
農家⼾数 ２０１５農業センサス
耕地面積 R2耕地及び作付面積調査
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管内農業の概要（作付面積）
○平坦地域（南部）では、⽶・⻨・⼤⾖を中⼼とした土地利⽤

型農業が中⼼であり、一部では、イチゴやトマト、アスパラガ
スなどの施設園芸を加えた複合経営が営まれている。

○中山間地域（北部）では、気象条件を⽣かしたホウレンソウな
どの葉物野菜や果樹、茶などが栽培されている。

作物名 東部管内
(ha)

県全体
(ha)

県内シェア
(%)

水稲 4,483 24,100 18.6

⻨ 5,095 20,825 24.5

⼤⾖ 1,916 7,750 24.7

アスパラガス 31.1 106 29.3

丸トマト 3 15 20.0

イチゴ 9.8 128 7.7
※R2作物統計調査、R2年産JA調査

○東部農林事務所管内の主な農作物作付面積

２



農業経営体数の推移(H22⇒H27)
○経営体数は減少（県全体16％減、東部管内18％減）

法人数は増加 （県全体11％増、東部管内95％増）

市町名 経営体数
(H22)

経営体数
(H27)

法人数
(H22)

法人数
(H27)

東部管内 1,767 1,451 19 37
県全体 19,789 16,994 220 245

市町名 5ha未満
(H22)

5ha未満
(H27)

5ha以上
(H22)

5ha以上
(H27)

東部管内 1,555 1,203 212 248
県全体 18,641 15,737 1,148 1,257

○経営規模５ha未満は減少（県全体16％の減、東部管内23％の減）
５ha以上は増加（県全体16％の増、東部管内17％の増）

３



農業農村整備の取組方針
本県の農業及び農村の振興に関する施策を総合的かつ計画的に

推進するための基本計画として位置付けられる『佐賀県「食」と
「農」の振興計画2019』では、「稼げる農業の確⽴」と「活⼒
ある農村の実現」を柱とした様々な施策を推進することとしてお
り、農業農村整備の分野では下記の施策を重点的に推進している。

○稼げる農業の確⽴（農業の振興）
１．農業⽤水の安定確保と施設の適切な管理
２．水田の汎⽤化の推進
３．農地・農業水利施設の効率化

○活⼒ある農村の実現（農村の振興）
１．農村の⽣活環境基盤の整備
２．県土の保全や各種防災対策
３．⾷や農業・農村に関する理解醸成活動の推進
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整備前 整備後

○基幹⽔利施設ストックマネジメント事業

○かんがい排⽔事業

１．農業用⽔の安定確保と施設の
適切な管理

稼げる農業の確⽴（農業の振興）

５

市町名 地区名
鳥栖市 鳥栖南部

佐賀東部地区

○地域⽔利施設ストックマネジメント事業

市町名 地区名

神埼市、吉野ヶ
⾥町、上峰町、
みやき町

佐賀東部
２期

市町名 地区名
鳥栖市 鳥栖２期
神埼市 神埼第６
吉野ヶ⾥町 吉野ヶ⾥２期
上峰町 三養基⻄部
みやき町 三根ほか３地区



暗渠排水施工状況暗渠排水整備前（⽣育不良） 暗渠排水施工後

稼げる農業の確⽴（農業の振興）
２．⽔田の汎用化の推進
３．農地・農業⽔利施設の効率化

○経営体育成基盤整備事業

６

市町名 工種 地区名
鳥栖市 ⽤排水路、農道、暗渠排水 下野

○基盤整備促進事業
市町名 工種 地区名

鳥栖市 暗渠排水 鳥栖市
神埼市 ⽤排水路・農道 神埼市第⼋
吉野ヶ⾥町 ⽤排水路 吉野ヶ⾥第２
みやき町 暗渠排水 三根⻄ほか１地区



水路の草刈り 水管橋の塗装水路の泥上げ

○多面的機能⽀払交付⾦

美化活動（花植え）

活⼒ある農村の実現（農村の振興）
１．農村の生活環境基盤の整備

７

市町名 農地維持⽀払 資源向上⽀払(共同) 資源向上⽀払(⻑寿命化)

鳥栖市 １３組織 １３組織 ０組織

神埼市 ４３組織 ４３組織 ３７組織

上峰町 ２０組織 １９組織 ８組織

みやき町 ２８組織 ２８組織 ４組織

吉野ヶ⾥町 ２５組織 ２３組織 ０組織

基山町 ９組織 ８組織 ２組織

東部管内計 １３８組織 １３４組織 ５１組織



○ため池等整備事業

整備前 整備後

整備前 整備後

○クリーク防災機能保全対策事業

活⼒ある農村の実現（農村の振興）
２．県土の保全や各種防災対策

８

神埼市⻄部地区

横山地区

市町名 地区名

神埼市 神埼市⻄部
ほか２地区

みやき町 みやき

市町名 地区名

上峰町 耕地整理



東部農林事務所 機構図（令和3年5⽉）
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