
議題（２）さいたま市農業振興ビジョン施策体系及び 

重点プロジェクトの項目について 

１．農業振興ビジョン施策体系について 

（１）全体の構成について 資料①② 

  施策体系、施策の柱、個別施策の次期総合振興計画と合わせた構成に変更し

ています。 

※ 参考資料 さいたま市次期総合振興計画（案）抜粋 

（２）施策体系に位置づけられた具体的な取り組みについて 資料③～⑥ 

  以下の通り、掲載方法を変更する予定です。 

   ①区分は、「新規」のみとする。 

   ②掲載順は、優先順位の高い順とする。 

③全事業について、事業の内容がわかるよう説明を追記する。 

④事業の再掲を行わない。 

資料３



旧 施策体系 新 施策体系（案）

施策の柱 個別施策 施策の柱 個別施策

①地産地消の推進

②消費拡大拠点、流通システムの形成

③農業経営の安定化 ②農業経営の安定化

④付加価値の形成 ③ブランド化の推進

⑤担い手の育成 ④農のあるまちづくりの推進

⑥農環境の保全と改善 ⑤流通システムの整備

⑦遊休農地の解消と活用 ⑥農環境の保全と整備

⑧農地流動化対策の推進 ⑦遊休農地の解消と活用

⑨価値と魅力の共有 ⑧農地流動化対策の推進

⑩市民による支援と協働

⑪食農教育の推進

基本方針 基本方針

農業 持続可能で元気なさいたま市
「農業」を確立します

１．地産地消の確立

農業 持続可能で元気なさいたま市
「農業」を確立します

農のある豊かな暮らしを共有す
る「農コミュニティ」を育みま
す

４．農のあるまちづくりの推進

１．担い手の育成・農業経営の安定

（総振 施策の内容より）
 農業者や就農希望者への支援などにより、意欲ある
担い手の確保・育成を進めるほか、農業経営安定化に
向けた支援に取り組みます。

①担い手の育成

２．農業経営の安定・生産性の向上

２．地産地消の推進

（総振 施策の内容より）
 地産地消の推進に向け、新鮮さや安全性に優れた農
産物の生産とそのブランド化を進めると共に、市民が
農業にふれあう機会の拡大を図ります。

農地 多面的機能を活かした「農地」
の保全を進めます

３．農地の保全と農業の持続

３．農地の保全と農業の持続

（総振 施策の内容より）
 農地を確保し、農地の有効利用を図るため、生産基
盤の整備、及び農業者への営農のための保全活動支援
を推進します。

農コミュ
ニティ

※下線部について保留中

①



庁内意見照会 結果
１ 農業振興ビジョンの施策体系について
 「基本方針」、「施策の柱」及び「個別施策」に対する意見

施策の柱 個別施策 意見 関連する課所

１．地産地消の確立
①地産地消の推進
②消費拡大拠点、流通シス
テムの形成

２．農業経営の安定・生産性の向上
③農業経営の安定化
④付加価値の形成
⑤担い手の育成

農地 多面的機能を活かした「農地」
の保全を進めます

３．農地の保全と農業の持続
⑥農環境の保全と改善
⑦遊休農地の解消と活用
⑧農地流動化対策の推進

【個別施策】
（農環）「⑥農環境の保全と改善」の「改善」を「整備」へ変更。

農業政策課
農業環境整備課
農業振興課
農地調整課

農コミュニ
ティ

農のある豊かな暮らしを共有す
る「農コミュニティ」を育みま
す

４．農のあるまちづくりの推進
⑨価値と魅力の共有
⑩市民による支援と協働
⑪食農教育の推進

農業政策課
健康教育課
見沼グリーンセンター

検討保留

【施策の柱】
（農振）「３．農地の保全と農業の持続」の「持続」が「維持」になっている箇所がある。

 →どちらかに統一する又は別の名称に変更する方向で、農業振興課及び農業環境整備課にて調整をお願いし
たい。

基本方針

農業 持続可能で元気なさいたま市
「農業」を確立します

【施策の柱】
（農政）「地産地消の確立」を「地産地消の推進」へ変更。

【個別施策】
（農政）「④付加価値の形成」は、施策の柱「地産地消の推進」へ移動。

農業政策課
見沼グリーンセンター
農業者トレーニングセンター

全体的な意見

（農政）次期総合振興計画に合わせて構成を変更。

・基本方針を「農業」に一本化。
・施策の柱を「１．担い手の育成・農業経営の安定」、「２．地産地消の推進」、「３．農地の保全と農業の
持続」へ変更。
・基本方針の「農コミュニティ」の内容は、個別施策「農のあるまちづくりの推進」として掲載。

②



旧 具体的な取り組み 新 具体的な取り組み（意見反映前）

施策の柱 個別施策 区分 具体的な取り組み 施策の柱 個別施策 区分 具体的な取り組み

新規 安全・安心な農産物の生産および供給を行うための検査体制 新規 青年就農給付金事業（新規就農者の経営安定化のための給付金の支給）

新規 ６次産業化推進事業・農商工連携による産業の活性化 新規 さいたま市版就農予備校推進事業・花植木研修施設の推進

新規 ニーズ対応型農業推進事業 拡充 認定農業者支援事業（農業施設や機械等の購入費用の助成支援など）

拡充 さいたま市農情報インターネット発信事業（市民・農家による農情報発信） 拡充 農業後継者育成支援事業（後継者団体の事業支援や新規就農者の自立経営支援）

拡充 食農教育の推進 拡充 新規参入者への農地斡旋

継続 市内産農産物の認証とマーク化事業 拡充 農業法人化の推進事業

継続 食品表示の適正化事業 拡充 援農ボランティア育成事業（専門的な講義と実習による人材育成）

継続 農情報ガイドブック作成事業（農家と市民特派員により作成、農情報としてネット発信に活用） 拡充 ランドコーディネーター育成事業（農業関連講座の実施、協議会活動の支援）

継続 農業祭事業 新規 担い手への農地集積・集約化（認定農業者等に農地の集積を図る取り組み）

新規 新たな直売施設の整備 新規 新農業ビジネスの推進（ＩＴ等新技術の導入等支援）

新規 共販出荷体制の推進 拡充 農業法人化の推進事業

拡充 直売所・朝市などのファーマーズマーケット支援事業 拡充 認定農業者の確保と支援事業

拡充 直売組織育成事業（直売組織への事業支援） 拡充 農業団体育成事業（農業生産団体等の育成支援）

継続 地元小売店への地場産コーナーの設置支援事業 拡充 農業生産団体支援事業（経営近代化のための施設整備等への支援）

継続 卸売市場整備事業（市場整備に要する経費の補助） 拡充 見沼農業活性化対策事業（見沼農業の活動支援など）

新規 担い手への農地集積・集約化（認定農業者等に農地の集積を図る取り組み） 拡充 栽培収穫体験農園の支援事業

新規 新農業ビジネスの推進（ＩＴ等新技術の導入等支援） 拡充 畜産事業（畜産防疫、畜産公害対策、優良種畜導入など）

拡充 農業法人化の推進事業 拡充 農業制度資金利子補給事業（事業資金の利子補給）

拡充 認定農業者の確保と支援事業 継続 経営所得安定対策等の見直し

拡充 農業団体育成事業（農業生産団体等の育成支援） 継続 環境保全型農業直接支援事業（生物多様性、保全を重視した先進的な営農活動への支援）

拡充 農業生産団体支援事業（経営近代化のための施設整備等への支援） 継続 農業経営を考える講習会の実施

拡充 見沼農業活性化対策事業（見沼農業の活動支援など） 継続 苗木等の繁殖・育成事業（農業者トレーニングセンターの温室ハウスを活用した事業）

拡充 栽培収穫体験農園の支援事業 新規 安全・安心な農産物の生産および供給を行うための検査体制

拡充 畜産事業（畜産防疫、畜産公害対策、優良種畜導入など） 新規 ６次産業化推進事業・農商工連携による産業の活性化

拡充 農業制度資金利子補給事業（事業資金の利子補給） 新規 ニーズ対応型農業推進事業

継続 経営所得安定対策等の見直し 拡充 さいたま市農情報インターネット発信事業（市民・農家による農情報発信）

継続 環境保全型農業直接支援事業（生物多様性、保全を重視した先進的な営農活動への支援） 拡充 食農教育の推進

継続 農業経営を考える講習会の実施 継続 市内産農産物の認証とマーク化事業

継続 苗木等の繁殖・育成事業（農業者トレーニングセンターの温室ハウスを活用した事業） 継続 食品表示の適正化事業

新規 ６次産業化推進事業・農商工連携による産業の活性化 継続 農情報ガイドブック作成事業（農家と市民特派員により作成、農情報としてネット発信に活用）

拡充 さいたまブランドの推進（市内産農産物を利用した加工品、水稲・野菜・花き・植木のブランド化による新たな市場開拓） 継続 農業祭事業

拡充 特別栽培農産物への取り組み支援（減化学肥料・減農薬栽培の農産物への支援） 新規 ６次産業化推進事業・農商工連携による産業の活性化

拡充 エコファーマーへの取り組み支援（環境にやさしい農業への支援） 拡充 さいたまブランドの推進（市内産農産物を利用した加工品、水稲・野菜・花き・植木のブランド化による新たな市場開拓）

新規 青年就農給付金事業（新規就農者の経営安定化のための給付金の支給） 拡充 特別栽培農産物への取り組み支援（減化学肥料・減農薬栽培の農産物への支援）

新規 さいたま市版就農予備校推進事業・花植木研修施設の推進 拡充 エコファーマーへの取り組み支援（環境にやさしい農業への支援）

拡充 認定農業者支援事業（農業施設や機械等の購入費用の助成支援など） 新規 農業交流施設（農産物直売、農業研修、農産物加工体験、環境啓発の場など）の整備

拡充 農業後継者育成支援事業（後継者団体の事業支援や新規就農者の自立経営支援） 拡充 見沼田圃での協働と農業活性化事業

拡充 新規参入者への農地斡旋 拡充 ランドコーディネーター事業（農業のＰＲ企画・情報発信）

拡充 農業法人化の推進事業 継続 食（郷土料理）と農を楽しむ体験イベント事業

拡充 援農ボランティア育成事業（専門的な講義と実習による人材育成） 継続 農業イベントの実施（農業祭、アグリフェスタ、春の園芸まつりなど）

拡充 ランドコーディネーター育成事業（農業関連講座の実施、協議会活動の支援） 継続 農情報ガイドブック作成事業（農家と市民特派員により情報を収集、ガイドブック・マップを作成。農情報としてネット配信にも活用）

拡充 農業振興地域整備計画推進事業（優良農地の保全） 新規 滞在型市民農園の整備

拡充 農業環境整備事業（用排水路整備など） 拡充 援農ボランティア育成事業（専門的な講義と実習による人材育成）

拡充 土地改良関連事業への支援 継続 援農ボランティア事業（生産者への農作業の応援）

拡充 農地・水保全管理支払交付金事業（地域共同活動による農地・水路等の保全活動、水路等の長寿命化、水質・土壌の高度な保全活動への支援） 継続 市民農園、栽培収穫体験農園の支援事業

新規 耕作放棄地再生利用事業（耕作放棄地再生作業の取り組み） 拡充 学校給食への取り組み支援（学校給食への地場産農産物の導入支援など）

拡充 遊休農地の発生防止対策（遊休農地の調査、パトロール、所有者へ指導、防止対策の強化） 拡充 農業体験教室事業（小学校における児童体験農園の実施など）

拡充 利用権設定等促進事業（情報の収集・提供を行い、認定農業者等に農地集積を促進する） 継続 食（郷土料理）と農を楽しむ体験イベント事業

拡充 多様な主体による遊休農地活用事業（企業等による農業参入、市民農園・学校農園等への農地の活用） 継続 学校教育ファーム制度の活用（市・農家・学校などが連携した農作業体験への取り組み）

拡充 景観・緑肥作物などの栽培支援事業（レンゲ・コスモス・ソルガムなどでの土づくり） 新規 新たな直売施設の整備

拡充 利用権設定事業の強化（円滑な農用地の売買、賃借の促進） 新規 共販出荷体制の推進

継続 農地基本台帳の電子データ化 拡充 直売所・朝市などのファーマーズマーケット支援事業

継続 GIS（地図情報システム）による農地管理の運用、作付け品目調査の活用 拡充 直売組織育成事業（直売組織への事業支援）

新規 農業交流施設（農産物直売、農業研修、農産物加工体験、環境啓発の場など）の整備 継続 地元小売店への地場産コーナーの設置支援事業

拡充 見沼田圃での協働と農業活性化事業 継続 卸売市場整備事業（市場整備に要する経費の補助）

拡充 ランドコーディネーター事業（農業のＰＲ企画・情報発信） 拡充 農業振興地域整備計画推進事業（優良農地の保全）

継続 食（郷土料理）と農を楽しむ体験イベント事業 拡充 農業環境整備事業（用排水路整備など）

継続 農業イベントの実施（農業祭、アグリフェスタ、春の園芸まつりなど） 拡充 土地改良関連事業への支援

継続 農情報ガイドブック作成事業（農家と市民特派員により情報を収集、ガイドブック・マップを作成。農情報としてネット配信にも活用） 拡充 農地・水保全管理支払交付金事業（地域共同活動による農地・水路等の保全活動、水路等の長寿命化、水質・土壌の高度な保全活動への支援）

新規 滞在型市民農園の整備 新規 耕作放棄地再生利用事業（耕作放棄地再生作業の取り組み）

拡充 援農ボランティア育成事業（専門的な講義と実習による人材育成） 拡充 遊休農地の発生防止対策（遊休農地の調査、パトロール、所有者へ指導、防止対策の強化）

継続 援農ボランティア事業（生産者への農作業の応援） 拡充 利用権設定等促進事業（情報の収集・提供を行い、認定農業者等に農地集積を促進する）

継続 市民農園、栽培収穫体験農園の支援事業 拡充 多様な主体による遊休農地活用事業（企業等による農業参入、市民農園・学校農園等への農地の活用）

拡充 学校給食への取り組み支援（学校給食への地場産農産物の導入支援など） 拡充 景観・緑肥作物などの栽培支援事業（レンゲ・コスモス・ソルガムなどでの土づくり）

拡充 農業体験教室事業（小学校における児童体験農園の実施など） 拡充 利用権設定事業の強化（円滑な農用地の売買、賃借の促進）

継続 食（郷土料理）と農を楽しむ体験イベント事業 継続 農地基本台帳の電子データ化

継続 学校教育ファーム制度の活用（市・農家・学校などが連携した農作業体験への取り組み） 継続 GIS（地図情報システム）による農地管理の運用、作付け品目調査の活用

２．地産地消の推進

３ 農地の保全と農業の維持

①担い手の育成

１．担い手の育成・農業経営の安定

③ブランド化の推進

⑥農環境の保全と改善

⑦遊休農地の解消と活用

⑧農地流動化対策の推進

②農業経営の安定化

④農のあるまちづくりの推進

⑤流通システムの整備

１ 地産地消の推進

２ 農業経営の安定・生産性の向上

３ 農地の保全と農業の維持

４ 農のあるまちづくりの推進

⑪食農教育の推進

⑩市民による支援と協働

⑧農地流動化対策の推進

⑨価値と魅力の共有

②消費拡大拠点、流通システムの形成

①地産地消の推進

⑦遊休農地の解消と活用

⑥農環境の保全と改善

④付加価値の形成

⑤担い手の育成

③農業経営の安定化

④付加価値の形成 部
分

⑨価値と魅力の共有

部分

⑪食農教育の推進
部分

③



新 具体的な取り組み（意見反映後）

事業名 内容

認定農業者の確保と支援事業 認定農業者の認定強化及び農業施設や機械等の購入費用の助成支援など

新規 認定新規就農者の確保と支援事業 認定新規就農者の認定強化及び農業施設や機械等の購入費用の助成支援など

さいたま市版就農予備校推進事業

新規参入者への支援

農業後継者育成支援事業 後継者団体の事業支援や新規就農者の自立経営支援

農業次世代人材投資資金 新規就農者の経営安定化のための給付金の支給

担い手への農地集積・集約化 人・農地プランや農地中間管理事業を活用し、認定農業者や新規参入者等に農地の集積を図る取り組み

スマート農業の推進 ＩＴ等新技術の導入等支援

見沼農業振興事業 見沼農業の活性化支援及び観光農園等の整備支援

農業法人化の推進事業

農業団体育成事業 農業生産団体等の育成及び経営近代化のための施設整備等への支援

畜産事業 畜産防疫、畜産公害対策、優良種畜導入など

新規 第三者認証GAP取得支援事業

新規 農業経営安定化のための試験栽培 多収・高品質・省力化に向けた、野菜・果樹等農産物の栽培試験と技術指導

新規 土壌診断事業 環境にやさしい農業の実施に向けた、市内農地の土壌診断の実施

農業者向け講習会の実施

農業制度資金利子補給事業 事業資金の利子補給

経営所得安定対策事業

環境保全型農業直接支援事業 生物多様性、保全を重視した先進的な営農活動への支援

苗木等の繁殖・育成事業 農業者トレーニングセンターの温室ハウスを活用した事業

さいたまブランドの推進 市内産農産物を利用した加工品、水稲・野菜・花き・植木のブランド化による新たな市場開拓

６次産業化推進事業・農商工連携による産業の活性化

農情報ガイドブック作成事業

安全・安心な農産物の生産および供給を行うための支援

ニーズ対応型農業推進事業

農業交流施設（農産物直売、農業研修、農産物加工体験、
環境啓発の場など）の整備

市民農園、栽培収穫体験農園の支援事業

援農ボランティア育成事業 専門的な講義と実習による人材育成

学校給食への取り組み支援 学校給食への地場産農産物の導入支援など

援農ボランティア事業 生産者への農作業の応援

新規 都市農地の活用 都市農地貸借円滑化法を活用し、生産緑地の有効活用を図る

農業イベントの実施 農業祭、アグリフェスタ、春の園芸まつりなど

農業体験教室事業 見沼グリーンセンターでの親子農業体験教室や小学校における児童体験農園の実施など

学校教育ファーム制度の活用 市・農家・学校などが連携した農作業体験への取り組み

食（郷土料理）と農を楽しむ体験イベント事業

地元小売店への地場産コーナーの設置支援事業

直売所支援事業

直売組織育成事業 直売組織への事業支援

共販出荷体制の推進

卸売市場整備事業 市場整備に要する経費の補助

農業用水路整備事業 水路整備による水路機能等の向上

農業基盤整備事業 農業生産性向上のため農地の集積・集約等

多面的機能支援事業 地域共同活動による農地・水路等の保全活動

新規 農業用水路管理事業 用水路機能を確保するため、緊急的な補修や浚渫等の維持管理を実施するほか、関連農業団体等への支援を行う

農業振興地域整備事業 優良農地の保全

遊休農地の発生防止対策 遊休農地の調査、パトロール、所有者へ指導、防止対策の強化

景観・緑肥作物による遊休農地活用

景観・緑肥作物などの栽培支援事業 レンゲ・コスモス・ソルガムなどでの土づくり

利用権設定等促進事業 賃借の促進

農地台帳の電子データ化

GIS（地図情報システム）による農地管理の運用

※ 網掛けしている事業は、重点プロジェクトに位置付けられている事業です。
※ 優先順位が高い順で掲載する予定です。

⑤流通システムの整
備

３

農
地
の
保
全
と
農
業
の
維
持

⑥農環境の保全と整
備

⑦遊休農地の解消と
活用

⑧農地流動化対策の
推進

２

地
産
地
消
の
推
進

③ブランド化の推進

④農のあるまちづく
りの推進

区分
具体的な取り組み

施策の柱 個別施策

１

担
い
手
の
育
成
・
農
業
経
営
の
安
定

①担い手の育成

②農業経営の安定化

④



削除事業一覧 （施策体系に位置づけられた「具体的な取り組み」） 

施策の柱 個別施策 区分 具体的な取り組み
廃止 削除
重複 統合

理由 関連する課所

拡充 さいたま市農情報インターネット発信事業（市民・農家による農情報発信） 廃止
当初想定されていた事業は実施されておらず、また、インターネットを用いた情報発信は、ブランド
化の推進として市ホームページにて行っているため。

農業政策課

拡充 食農教育の推進 重複 個別施策「農のあるまちづくりの推進」の内容と重複するため。 農業政策課
健康教育課

継続 市内産農産物の認証とマーク化事業 廃止
当初想定されていた事業は完了しており、また、今後は個別施策「ブランド化の推進」の中で市内産
農産物のPRを行っていくため。

農業政策課

継続 食品表示の適正化事業 削除
食品表示法は、「食品を摂取する際の安全性及び一般消費者の自主的かつ合理的な食品選択の機会を
確保するため」のものであり、農業振興とは関連性が低いため。

農業政策課

継続 農業祭事業 重複 個別施策「農のあるまちづくりの推進」の内容と重複するため。 農業政策課

②消費拡大拠点、流通シ
ステムの形成

新規 新たな直売施設の整備 廃止
具体的な取り組み「農業交流施設の整備」の中に直売施設も含まれるため。また、既存の直売所への
支援については、継続して行っていく。

農業政策課

拡充 認定農業者の確保と支援事業 重複 個別施策「担い手の育成」の内容と重複するため。 農業政策課

拡充 農業生産団体支援事業（経営近代化のための施設整備等への支援） 廃止 実態に合わせ、具体的な取り組み「農業団体育成事業」へ統合するため。 農業政策課

拡充 栽培収穫体験農園の支援事業 統合 具体的な取り組み「見沼農業活性化対策事業」へ統合するため。 農業政策課

新規 ６次産業化推進事業・農商工連携による産業の活性化 重複 個別施策「ブランド化の推進」の内容と重複するため。 農業政策課

拡充 特別栽培農産物への取り組み支援（減化学肥料・減農薬栽培の農産物への支援） 廃止
県で認証する制度であり、市としては、特別栽培農産物に限定した施策の展開はなく、具体的な取り
組み「さいたまブランドの推進」の中で、市内農産物のPRをっているため。

農業政策課

拡充 エコファーマーへの取り組み支援（環境にやさしい農業への支援） 廃止
県で認証する制度であり、市としては、エコファーマーに限定した施策の展開はなく、また、国や県
でも現状推進されていない制度であるため。

農業政策課

拡充 農業法人化の推進事業 重複 個別施策「農業経営の安定化」の内容と重複するため。 農業政策課

拡充 ランドコーディネーター育成事業（農業関連講座の実施、協議会活動の支援） 削除
育成については、事業の目的を達成したため。また、協議会への活動支援については、継続するが具
体的な取り組みへは掲載しない。

農業政策課

新規 耕作放棄地再生利用事業（耕作放棄地再生作業の取り組み） 廃止 当初想定されていた事業（国庫事業）が、終了しているため。 農業振興課
農業政策課

拡充
利用権設定等促進事業（情報の収集・提供を行い、認定農業者等に農地集積を促進す
る）

統合 具体的な取り組み「利用権設定事業の強化」に統合するため。（農振） 農業振興課

拡充 見沼田圃での協働と農業活性化事業 重複 個別施策「農業経営の安定化」の内容と重複するため。 農業政策課

拡充 ランドコーディネーター事業（農業のＰＲ企画・情報発信） 削除
育成については、事業の目的を達成したため。また、協議会への活動支援については、継続するが具
体的な取り組みへの位置づけはしない。

農業政策課

継続
農情報ガイドブック作成事業（農家と市民特派員により情報を収集、ガイドブック・
マップを作成。農情報としてネット配信にも活用）

重複 個別施策「地産地消の推進」の内容と重複するため。 農業政策課

⑩市民による支援と協働 新規 滞在型市民農園の整備 統合 具体的な取り組み「農業交流施設の整備」へ統合されたため。 農業政策課
見沼グリーンセンター

⑪食農教育の推進 継続 食（郷土料理）と農を楽しむ体験イベント事業 重複 個別施策「農のあるまちづくりの推進」の中で事業が重複するため。 農業政策課

①地産地消の推進
１ 地産地消の推進

③農業経営の安定化

④付加価値の形成

⑤担い手の育成

⑦遊休農地の解消と活用

⑨価値と魅力の共有

２ 農業経営の安定・生
産性の向上

３ 農地の保全と農業の
維持

４ 農のあるまちづくり
の推進

「拡充・継続・廃止」の区分を用いていましたが、この一覧では、削除理由により以下の区分を入力しています。

・廃止 既に事業が実施されていないもの、または、今後は事業を実施しないもの。 ・削除 事業は実施されているが、「具体的な取り組み」への位置づけは行わないもの。
・重複 複数の個別施策に位置づけられていた事業を１つの個別施策への位置づけに変更したもの。 ・統合 実態に合わせ、事業を統合したもの。

（事業の再掲は行わない予定です。）

⑤



庁内意見照会 結果
１ 農業振興ビジョンの施策体系について
 施策体系に位置づけられた「具体的な取り組み」について

施策の柱 個別施策 区分 具体的な取り組み
拡充
継続
廃止

修正
有無

修正内容 関連する課所

拡充 認定農業者支援事業（農業施設や機械等の購入費用の助成支援など） 拡充 無 農業政策課

新規 さいたま市版就農予備校推進事業・花植木研修施設の推進 継続 有 文言修正 「・花植木研修施設の推進」を削除 農業政策課

拡充 新規参入者への農地斡旋 拡充 有 文言修正 「農地斡旋」→「支援」 農業政策課

拡充 農業後継者育成支援事業（後継者団体の事業支援や新規就農者の自立経営支援） 拡充 無 農業政策課

新規 青年就農給付金事業（新規就農者の経営安定化のための給付金の支給） 継続 有 文言修正 「青年就農給付金事業」→「農業次世代人材投資資金」 農業政策課

新規 担い手への農地集積・集約化（認定農業者等に農地の集積を図る取り組み） 継続 有
文言修正「（認定農業者等に農地の集積を図る取り組み）」→「（人・農地プランや農地中間管理
事業を活用し、認定農業者や新規参入者等に農地の集積を図る取り組み）」

農業政策課

新規 新農業ビジネスの推進（ＩＴ等新技術の導入等支援） 拡充 有 事業名変更 スマート農業の推進
農業政策課
見沼グリーンセンター

拡充 見沼農業活性化対策事業（見沼農業の活動支援など） 拡充 有 事業名変更 見沼農業振興事業（見沼農業の活性化支援及び観光農園等の整備支援） 農業政策課

拡充 農業法人化の推進事業 継続 有 農業政策課

拡充 農業団体育成事業（農業生産団体等の育成支援） 拡充 有
文言修正 「（農業生産団体等の育成支援）」→「（農業生産団体等の育成及び経営近代化のため
の施設整備等への支援）」

農業政策課
※見沼グリーンセンター（追加）

拡充 畜産事業（畜産防疫、畜産公害対策、優良種畜導入など） 継続 有 農業政策課

拡充 農業制度資金利子補給事業（事業資金の利子補給） 継続 有 農業政策課

継続 経営所得安定対策等の見直し 継続 有 文言修正 「等の見直し」→「事業」 農業政策課

継続 環境保全型農業直接支援事業（生物多様性、保全を重視した先進的な営農活動への支援） 継続 無 農業政策課

継続 農業経営を考える講習会の実施 継続 有 文言修正 「農業経営を考える講習会」→「農業者向け講習会」
農業政策課
※見沼グリーンセンター（追加）

継続 苗木等の繁殖・育成事業（農業者トレーニングセンターの温室ハウスを活用した事業）
※検討中
農業交流施設建設に伴い、農業者トレーニングセンター閉鎖時期について検討中。

農業者トレーニングセンター

拡充
さいたまブランドの推進（市内産農産物を利用した加工品、水稲・野菜・花き・植木のブラン
ド化による新たな市場開拓）

拡充 無 農業政策課

新規 ６次産業化推進事業・農商工連携による産業の活性化 継続 有 農業政策課

継続
農情報ガイドブック作成事業（農家と市民特派員により作成、農情報としてネット発信に活
用）

継続 有 文言修正 「（農家と市民特派員により作成、農情報としてネット発信に活用）」を削除 農業政策課

新規 安全・安心な農産物の生産および供給を行うための検査体制 継続 有 文言修正 「検査体制」→「支援」 農業政策課

新規 ニーズ対応型農業推進事業 継続 有 農業政策課

新規 農業交流施設（農産物直売、農業研修、農産物加工体験、環境啓発の場など）の整備 継続 有 農業政策課

継続 市民農園、栽培収穫体験農園の支援事業 継続 無
農業政策課
見沼グリーンセンター

拡充 援農ボランティア育成事業（専門的な講義と実習による人材育成） 拡充 無 見沼グリーンセンター

拡充 学校給食への取り組み支援（学校給食への地場産農産物の導入支援など） 継続 有
農業政策課
健康教育課

継続 援農ボランティア事業（生産者への農作業の応援） 継続 無 見沼グリーンセンター

継続 農業イベントの実施（農業祭、アグリフェスタ、春の園芸まつりなど） 拡充 無
農業政策課
見沼グリーンセンター
農業者トレーニングセンター

拡充 農業体験教室事業（小学校における児童体験農園の実施など） 継続 無 文言修正 （  ）内に「見沼グリーンセンターでの親子農業体験教室や」を追記（見沼GC）
農業政策課
※見沼グリーンセンター（追加）
健康教育課

継続 学校教育ファーム制度の活用（市・農家・学校などが連携した農作業体験への取り組み） 継続 無
※ 農業政策課（削除）
健康教育課

継続 食（郷土料理）と農を楽しむ体験イベント事業 継続 無 農業政策課

継続 地元小売店への地場産コーナーの設置支援事業 拡充 有 農業政策課

拡充 直売所・朝市などのファーマーズマーケット支援事業 継続 有 文言修正 「・朝市などのファーマーズマーケット」を削除 農業政策課

拡充 直売組織育成事業（直売組織への事業支援） 継続 有 農業政策課

新規 共販出荷体制の推進 継続 有 農業政策課

継続 卸売市場整備事業（市場整備に要する経費の補助） 継続 無 農業政策課

拡充 農業環境整備事業（用排水路整備など） 拡充 有 事業名変更 農業用水路整備事業（水路整備による水路機能等の向上） 農業環境整備課

拡充 土地改良関連事業への支援 拡充 有 事業名変更 農業基盤整備事業（農業生産性向上のため農地の集積・集約等） 農業環境整備課

拡充
農地・水保全管理支払交付金事業（地域共同活動による農地・水路等の保全活動、水路等の長
寿命化、水質・土壌の高度な保全活動への支援）

拡充 有 事業名変更 多面的機能支援事業（地域共同活動による農地・水路等の保全活動） 農業環境整備課

拡充 農業振興地域整備計画推進事業（優良農地の保全） 継続 有 事業名変更 農業振興地域整備事業（優良農地の保全） 農業環境整備課

拡充 遊休農地の発生防止対策（遊休農地の調査、パトロール、所有者へ指導、防止対策の強化） 継続 有 農業振興課

拡充
多様な主体による遊休農地活用事業（企業等による農業参入、市民農園・学校農園等への農地
の活用）

継続 有 事業名変更 景観・緑肥作物による遊休農地活用
農業政策課
農業振興課（追加）

拡充 景観・緑肥作物などの栽培支援事業（レンゲ・コスモス・ソルガムなどでの土づくり） 継続 有
農業委員会では栽培支援事業は行っていない。（農振）
農業政策課にて農業振興事業費補助金のメニューにて対応しているため所管課変更

農業振興課
農業政策課（追加）

拡充 利用権設定事業の強化（円滑な農用地の売買、賃借の促進） 継続 有 事業名変更 利用権設定等促進事業（賃借の促進） 農業振興課

継続 農地基本台帳の電子データ化 継続 有 文言修正 「農地基本台帳」→「農地台帳」 農業振興課

継続 GIS（地図情報システム）による農地管理の運用、作付け品目調査の活用 継続 有 文言修正 「、作付け品目調査の活用」を削除 農業振興課

【様式３】新規追加用
３ 農業振興ビジョンへ新たに追加する必要のある事業又は指標について
 農業振興ビジョンの施策体系について、新たに施策の柱の個別施策へ位置づけする必要がある事業

事業名 関連する課所

認定新規就農者の確保と支援事業 農業政策課

第三者認証GAP取得支援事業 農業政策課

農業経営安定化のための試験栽培 見沼グリーンセンター

土壌診断事業 見沼グリーンセンター

都市農地の活用 農業政策課

農業用水路管理事業 農業環境整備課
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位置付けする個別施策 事業の概要

認定新規就農者の認定強化及び農業施設や機械等の購入費用の助成支援など

第三者認証GAP取得に向けた取り組みに対する支援。

都市農地貸借円滑化法を活用し、生産緑地の有効活用を図る。

用水路機能を確保するため、緊急的な補修や浚渫等の維持管理を実施するほか、関連農業団体等への支援を行
う。

多収・高品質・省力化に向けた、野菜・果樹等農産物の栽培試験と技術指導。

環境にやさしい農業の実施に向けた、市内農地の土壌診断の実施。

①担い手の育成

②農業経営の安定化

④農のあるまちづくりの推進

⑥農環境の保全と整備

③農業経営の安定化

③農業経営の安定化

⑥


