
平成２９年度第２回さいたま市都市農業審議会 

議事要旨 

１．日時 

 平成３０年３月１９日（月）１４：００～１６：００ 

２．場所 

 ときわ会館５階 小ホール 

３．出席者 

区分 人数 

さいたま市都市農業審議会委員 １４名 

事務局職員（農業政策課） ６名 

担当課職員（農業環境整備課） ２名 

 ※委員については、出欠名簿参照。 

４．公開又は非公開の別 

 公開（傍聴者 ０人） 

５．開会 

 事務局より会議開催にあたり、次のことについて報告があった。

①定足数を満たしていることから、本日の審議会が成立していること。

②さいたま市情報公開条例第 23条により会議は原則公開となっていること。
③傍聴者は、現在のところ０名であること。

６．委員長挨拶 

７．事務局職員紹介 

８．議題 

議題（１）に入る前に、さいたま市長から本審議会委員長宛ての諮問書に

ついて、事務局より報告があった。

（１）さいたま市森林整備計画（案）について 

  農業環境整備課より、資料１をもとにさいたま市森林整備計画（案）につ

いて説明後、質疑応答が行われた。

【質疑意見等】 



①森林整備計画は今回初めて策定するものなのか。（島田委員） 

森林整備計画は、全国の市町村での策定が義務付けられたのが平成１２

年である。さいたま市おいても平成１５年から策定している。そのため、

１５年、２０年、２５年と策定し、今回は３０年からの計画を策定するも

のである。（農業環境整備課） 

②今回は、森林の面積が減少したことに対する諮問なのか。（島田委員） 

今回の変更箇所は少なく、大きく変わるところはないが、農業政策部に

おける計画の策定にあたるため諮問させていただいた。（農業環境整備課）

③今までに何回か策定をしてきたということだが、これまでも今回同様、審議

会に諮問してきたのか。（後藤委員長） 

前回までは都市農業審議会が発足していなかったため、審議会に諮るの

は今回が初めてである。（岸委員） 

④これから、さいたま市内で森林を増やすという計画なのか。（山﨑委員） 

森林整備計画では、森林の伐採の規制はできない。伐採については届出

をすればできるということになっている。秩父や飯能のような林業が盛ん

な地域とさいたま市のような都市部では状況が異なるため、森林について

は減少してしまうというのが現状である。（農業環境整備課） 

⑤森林の定義は、屋敷林をさすのか。市内には、あまり大きいところはないよ

うに思う。（山﨑委員） 

屋敷林も多く存在している。規模が大きい例としては、秋ヶ瀬公園の森

林などもがある。（農業環境整備課） 

 ⑥全体として森林を保全していくとか増やしていくとかいう方針があって、

そういった方針に基づいて、保全していくためにこういう施策を行う等の

記載が計画の中にあるのか。（後藤委員長） 

林業を行っている地域では伐採だけでなく植え替えをする必要がある。

しかし、都市部においては、林業は行われていないため、森林が減少する

こともやむを得ない状況であると考えている。計画の中では記載すべき事

項が決められているので、保育についても記載している。（農業環境整備課）

⑦さいたま市としては、森林について具体的にはどういった目的を持って、

どういった施策に取り組むといったことが、計画内に書かれているのか。

（滝沢委員） 

さいたま市の計画の中での森林の機能の位置づけは、快適環境形成機能

といって、森林があることにより安らぎや埃がこないといった、都市部に



ある森林の役割というところにある。さいたま市としては、そういった森

林の機能を認識しており、できるだけ残していきたいと考えている。その

他、森林には水を貯える機能や二酸化炭素削減の効果等もあるため、積極

的に伐採を進めるものではない。ただし、伐採を法的に規制することはで

きない。計画の中では、１１ページの別表１に森林の区分が記載されてお

り、さいたま市においては、快適環境形成機能、保健文化機能が主な森林

の機能となっている。（農業環境整備課） 

 ⑧計画の変更内容で森林が減少するということは、今後の見通しとしても期

待はできないということか。（島田委員） 

法的に規制をして伐採させないということはできないので、こういった

森林整備計画があるということを周知しながらできるだけ維持していきた

いと考えている。（農業環境整備課） 

 ⑨さいたま市の森林の割合をみると天然林がかなりの割合を占めている。天

然林の保護や管理についてはどう考えているのか。保存していくなら人手

もお金も必要なのではないか。（大図委員） 

今後、森林環境税というものができる予定である。その中で、森林の管

理に税金を導入して積極的に行っていくという話である。将来的には、森

林の管理については、進んでいくと考えている。（農業環境整備課） 

 ⑩山林となると相続税がかなり高い。うちでは、森林で落ち葉などを集めて、

たい肥にして使用するなど、都市農業ともとても関係が深くなっている。

そういった面で税制面の優遇策は考えているのか。（萩原委員） 

相続税の優遇など想定されておりませんが、そういったご意見も含め、

今後導入される森林環境税の活用方法など、他市とも連携しながら検討し

ていきたいと思う。（農業環境整備課） 

⑪見沼田圃周辺の貴重な斜面林をこれ以上減らさないよう、重要な部分だけで

も保全してほしいと思い、さいたま環境創造基金を利用して公有地化しても

らいたいとお願いしている。減少しているというのが仕方ないというのでは

なくて、そういうものも活用して、工夫してほしい。（島田委員） 

さいたま市としても、財源面で難しい部分もあるが、みどり推進課の方

で斜面林を買い取る施策を進めている。また、今後、森林環境税という新

たな税制が導入され、市町村で活用できるような流れができてきている。

皆さんのご意見を伺いながら、維持保全に向けて検討していければと考え

ている。（岸委員） 

⑫市としては、手続き上、必要なのでこの計画を諮問にかけたのだと思うが、



森林の保全を保全したり活用したりしていくには、農業者との関わりは大き

いと思う。次は５年後になるが、ほとんど手続きが済み、最後の段階で審議

するのはどうかと思うので、どの段階でどのような形で審議会に諮るのか検

討いただきたい。（後藤委員長）

⑬それでは、このさいたま市森林整備計画（案）については、審議会として妥

当ということで判断してよろしいか。（後藤委員長） 

⑭異議なし（全員） 

⑮それでは、妥当ということで判断したので、事務局の方で答申の手続きを進

めていただきたい。（後藤委員長）

  議題（２）に入る前に、さいたま市長から本審議会委員長宛ての諮問書に

ついて、事務局より報告があった。

（２）人・農地プラン（案）について 

  農業政策課より、資料２をもとに人・農地プラン（案）について説明後が

行われた。 

今回は、第一回の審議会にて諮問した人・農地プラン（案）の修正である。

内容としては、農地基本台帳と整合をとるため、中心経営体の経営規模の面

積を修正するものである。面積の修正については軽微な変更にあたらないた

め、再度諮問させていただくこととなった。 

 （委員より意見質問等なし） 

①それでは、この人・農地プラン（案）については、審議会として妥当とい

うことで判断してよろしいか。（後藤委員長） 

②異議なし（全員） 

③それでは、妥当ということで判断したので、事務局の方で答申の手続きを

進めていただきたい。（後藤委員長） 

（３)その他 

農業政策課より資料３をもとに来年度の主な事業について説明が行われた。 

①就農に向けた農業研修の開催とは、具体的にどのようなことを行うのか。

（萩原委員） 

７月から開催予定であり、場所は見沼グリーンセンターを活用して新規

就農者の確保に向け取り組みたいと考えている。定員としては年５名程度

を想定している。（農業政策課） 



②応募資格等はあるのか。（島田委員） 

農業以外からの参入者、農家の子息の方、定年して就農したい方等を対

象にしたいと思う。年齢等の細かい部分については、現在検討中である。

（農業政策課） 

③農業をしたくてもつてがない人向けにマッチングなどは考えているのか。

（秋山委員） 

農業研修については、あくまで農業の技術や知識を身につけるためのも

のであるが、実際に就農するにあたり計画を作る際には、計画の作成から

農地の貸し借り等についても農業委員会とも協力しながら支援していく。

（農業政策課） 

④７月開始で終了はいつか。（島田委員） 

初年度は７月開始で翌年３月終了予定である。（農業政策課） 

⑤研修した方の中には、そのまま自身で農地を借り受け就農する方もいると思

うが、若谷委員のところのような社員を募集している法人へ紹介するといっ

たことは考えているのか。（島田委員） 

研修も一年だけなので、座学や小さい農地で作付けをやってもらう形に

なってしまい、実際に農業をやっていくのとは違うと思う。研修を受けた

後も若谷委員のような法人や指導農家のところで引き続き研修を受けても

らうか、見沼田圃にある県の方の就農予備校の方に移行してもらうとか、

そういったことも必要である。詳細については決まっていないが、地域と

のネットワークを活かせるよう検討していきたい。（農業政策課） 

⑥さいたま市に若手農業者の団体はあるのか。また、それらの団体には、何名

くらいの方がいるのか。（梅國委員）

旧大宮、浦和市の若手農業者の集まりとしてさいたま市４H クラブがあ
り、旧岩槻市には岩槻４H クラブがある。旧与野市の方では与野グリーン
サークルがある。少し年齢は高めにはなるが、農業青年協議会という団体

もあり、そちらも３地区に分かれている。会員は概ね１００名前後である。

新たに就農する方がいれば、そういった団体への紹介を行っている。（農業

政策課） 

⑦本当に体験農園を進めるのであれば、見沼田圃には様々な体験ができる場が

あるので、トイレや休憩施設についてもセットで考えていただければ、もっ

と遠方から来られる方が増え、結果的に農を大切にするということになると

思う。（島田委員）



トイレや休憩施設については、法的に難しい部分がある。現在ある観光

農園や栽培収穫体験農園については、農家の方の自宅を使っていただいた

り、近くのコンビニなどを利用していただいたりして対応している。農地

に常設で設置するのはなかなか難しいところである。（農業政策課）

滞在型市民農園と農業交流施設の整備と見沼田圃を活用した体験型観光

農園はセットで考えている。滞在型市民農園と農業交流施設については、

土地等の買収の必要がない場所で検討を進め、現在、環境局の所管となっ

ている大崎のごみ処理施設の跡地に建設する予定であり、来年度以降取り

壊し等が始まる。そちらにトイレ、休憩施設、駐車場、加工施設や直売所

等の核となる設備を用意して、その周辺で農家の皆さんに観光農園等の新

たな取組をやっていただきたいと考えている。今はまだ農業交流施設がで

きていないので、月に１回程度、近隣の農家の方に直売イベントをやって

いただいているが、ハード面が完成するころには、ソフト面でもいろいろ

な催しがあるといった状態にしていきたい。市としては、見沼田圃に限ら

ず、既存の公共施設を活用しながら施策を進めていきたいと思う。（岸委員）

⑧滞在型市民農園は泊まる施設はあるのか。農泊や民泊等は考えているのか。

（萩原委員）

滞在型市民農園と農業交流施設自体には、宿泊施設を作る予定はない。

ここでいう滞在型とは、観光農園や見沼ヘルシーランド等の色々な施設で

過ごしていただき、１日なり半日なり滞在していただくということを指し

ている。（農業政策課）

農泊については農家の方と連携して活用できる可能性があるのではない

かということで、オリンピック・パラリンピックの関係部署で検討が始ま

っている。（岸委員） 

⑨ハード面を整えるのはなかなか大変である。今、大崎周辺に既にある観光農

園等、ソフト面もうまく使いながら早めに取り組んでいってもらいたい。（滝

澤委員）

今すでにある観光農園等については、もちろん活用していくつもりであ

るし、まだやられていない農家の方にもぜひ参入してほしいと考えている。

農業交流施設だけでなく、くらしの博物館や見沼ヘルシーランド等の周辺

施設も活用しながら、農だけでなく、さいたま市に来ればいろいろな楽し

みがあるという形を目指しており、市外の方にも訪れてもらえるような施

設にしていきたい。（岸委員） 

⑩地産地消事業の市内農産物の PR による消費拡大とは具体的にどんなこと
をするのか。（滝澤委員）

市で発行している農情報ガイドブック「トレトリ」という冊子にて、直



売所や特産品の情報を発信している。（農業政策課） 

⑪いつどんなイベントがあるかなども載っているのか。（滝澤委員） 

大きいものしか載せてはいないが、市内の農業関係のイベントを紹介し

ている。また、紅赤等の特産品を使った加工品の紹介も載せ、PRに取り組
んでいる。（農業政策課） 

⑫来年度、直売所の新設は考えているか。（滝澤委員） 

市で開設することは考えていない。生産団体等で新設する可能性はある

が、今の段階でそういった話はでていない。（農業政策課） 

（４）意見交換 

①２０２２年には生産緑地法の施行後３０年を迎えるが、２０２２年に生産

緑地の農地全体に占める割合は何割程度なのか。また、その中で指定を受

けて３０年を迎えるのは何割程度なのか。新たに生産緑地として指定を受

けるには一年前までに決めなければならないということになっていたと思

うが、そうなると２０２１年までにすべての対象者の意向を確認する必要

があるということである。対象者の方すべてに制度を理解していただき、

意向を確認していくのは、かなり難しいことだと思う。制度自体が複雑に

なるということもあるし、税制面も変わってくる。一軒ずつ訪問して説明

し意向を確認するような体制をとらなければ、多くの方が理解しないまま

に新たな制度が発足するということになりかねない。まだ、２０１８年だ

が、そのあたりを市も農業関係の団体の方々もよく考えていただかないと

大変なことになるのではないかと感じている。（後藤委員長） 

生産緑地の管轄は都市局になるが、都市局の方も１２月議会で条例改正

を行い、生産緑地の面積要件を５００㎡以上から３００㎡以上に引き下げ

ることとした。制度改正については、必要であれば個別に訪問したり説明

会を行ったりといったことも、農政サイドでも協力していきたいと考えて

いる。（岸委員）

農協としては、すでに生産緑地の制度改正についてパンフレットを配布

したり、相続税の問題についても併せて、支店を通してセミナーを開催し

ているところである。（山﨑委員）

農業委員会としても協力して周知を図っていきたい。（若谷委員） 

②資料３の一番下に記載のある農業基盤整備事業に取り組んでいるが、約１２

０町くらいの面積で取り組んでいて約１００町分を農地として利用する予

定である。圃場整備に取り組むには、地権者４３３件のうち９５％以上の仮

同意が必要だが、現在８５％程度で暗礁に乗り上げている。相続した人や県

外にいる人などは、通知をしても返信が来ず、直接行ってもなかなか会うこ

とができない。このまま、事業がとん挫してしまってはもったいないので、



何か皆さんの意見を伺えたらと思う。（若谷委員） 

圃場整備の事業をやろうとすると、最終的には１００％の同意が必要と

なってくる。若谷委員のおっしゃる通り、相続した土地がポツンと残って

しまうことが多く、時間をかけてでもやはり同意をとっていく必要がある

と思う。実は熊谷の方で地権者の同意を得られず、代執行をやった事例は

ある。しかし、結局事業実施後、納得していただくことができず、１０年

経った今でも訴訟を行っている。県としては、同意が取れていない事業は、

もうしないと考えているし、農業者、市、県の３者が汗をかいて地権者を

探し出して、同意をとっていかないと先には進めないと考えている。（大図

委員） 

９．その他 

事務局より、下記の通り報告があった。

・来年度の第一回の都市農業審議会は８月以降の予定である。

・本日の答申については、後藤委員長の承認をもって、市へ回答する。

１０．閉会（萩原副委員長挨拶） 

問合せ先 

経済局農業政策部農業政策課 農業政策係 

電話 ０４８－８２９－１３７６ 



平成29年度第２回さいたま市都市農業審議会　出欠簿

区分 所属団体等 役職 委員 出欠 備考

 学識経験者  武蔵大学経済学部  教授 　後藤　光蔵 〇 委員長

 学識経験者  埼玉県
 さいたま農林振興セン
ター　所長

　大図　早孝 〇

 学識経験者
 人間総合科学大学
 人間科学部

 准教授 　梅國　智子 〇

 農業者  さいたま市農業委員会  会長 　若谷　茂夫 〇

 農業者
 さいたま農業協同組合
 女性部

　見川　せつ子 〇

 農業者
 さいたま市女性農業者
 連絡協議会

　萩原　知美 〇 副委員長

 農業者
 南彩農業協同組合
 女性部

　高橋　美彌子 〇

 農業者
 さいたま市認定農業者
 連絡協議会

 会長 　飯山　正樹 〇

 農業関係団体  さいたま農業協同組合  代表理事組合長 　山﨑　昇一 〇

 農業関係団体  南彩農業協同組合  代表理事組合長 　中野　榮一 ×

 事業者  株式会社安楽亭  代表取締役社長 　柳　時機 〇

 事業者
 生活協同組合
 パルシステム埼玉

 理事 　秋山　佳津美 〇

 公募 　滝澤　正文 〇

 公募 　島田　由美子 〇

 職員  さいたま市
 経済局理事兼農業政
策部長

　岸　千晴 〇


