
資料１ 

農業振興ビジョン 2021 重点事業の進捗状況について 



農業振興ビジョン2021 重点事業推進目標進捗管理表

R1年度
（基準年）

R3年度 R7年度 R12年度 令和７年度末目標達成に向けた取組 所管課

目標 238経営体 292経営体 365経営体

実績 212経営体 243経営体 - -

目標 15人 16人 17人

実績 16人 16人 - -

目標 15.8% 20.3% 26.0%

実績 13.5% 15.9% - -

目標 40ha 50ha 68ha

実績 38ha 98.5ha - -

目標 3件 7件 12件

実績 3件 3件 - -

目標 2件 2件 2件

実績 2件 3件 - -

担い手の確保・育成
農業経営の安定化

認定農業者経営体数

新規就農者数

担い手への農地の集積率

賃借権等の設定面積

ICT等を活用した農業技術又
は機器導入件数

農業参入した法人数
農業委員、農地利用最適化推進委員と
連携のうえ、農家の法人化の相談等を
進めていく。

認定農業者制度の周知及び現認定農業
者への支援を行う。

県と連携し就農相談に対応すると
ともに、就農希望者を対象に農業の基
礎及び実践的な技術を習得するための
研修を実施する。

人・農地プランや農地中間管理事業等
の制度を活用し、農地の出し手と受け
手に係る情報収集及び担い手への貸付
けを促進する取組を行う。

農業委員及び農地利用最適化推進委員
による地域での活動や広報を通して、
利用権設定による農地の貸借を促進す
る。

市内生産者によるスマート農業の導入
を支援する。
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農業振興ビジョン2021 重点事業推進目標進捗管理表

地産地消の推進 R1年度
（基準年）

R3年度 R7年度 R12年度 令和７年度末目標達成に向けた取組 所管課

目標 2店舗 3店舗 4店舗

実績 － 3店舗 - -

目標 3品 3品 4品

実績 3品 21品 - -

目標
民間活力導入可能性
についてのサウン
ディング調査の実施

- -

実績
基本計画
再検討
(R2年度）

サウンディング調査
を実施 - -

目標 2件 2件 2件

実績 0件 3件

食料品スーパーなどにおけ
る地場産農産物コーナーの
新規設置店舗数

地場産農産物の新規加工品
数

農業交流施設整備

市民農園開設支援数

食料品スーパー、百貨店等における地
場産農産物コーナーの設置を推進す
る。

商品開発店舗数を増加させるため、多
様な事業者に働きかけを行うととも
に、紅赤以外の特産品についてもブラ
ンド化を推進する。また、引き続き、
農情報ガイドブック「トレトリ」や
リーフレットでの情報発信を行う。

令和3年度までの検討結果を基に、平成
29年3月に策定した基本計画を修正す
る｡

引き続き、市民農園、栽培収穫体験農
園の開設を支援する。
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農業振興ビジョン2021 重点事業推進目標進捗管理表

農地の保全と有効利用 R1年度
（基準年）

R3年度 R7年度 R12年度 令和７年度末目標達成に向けた取組 所管課

目標 18.9% 39.7% 71.7%

実績 13.7% 21.1% - -

目標 5箇所 8箇所
10年間で
80箇所

実績 6箇所 7箇所 - -

目標 396ha 497ha 622ha

実績 396ha 396ha - -

目標 - ｰ -

実績
43.64ha

（H27年度） 72.88ha - -

多面的機能支援事業の活動面積3

農業委員及び農地利用最適化推進委員
による利用状況調査を踏まえ、遊休農
地所有者に対し利用意向調査を実施し
中間管理機構へ報告する。

基盤整備地区内の担い手へ
の農地の集積率（新規事業
地区）

農業用水路整備箇所数

基盤整備により、営農環境の改善を行
うことで、担い手への農地の集積率の
向上が見込まれるため、引き続き整備
の推進を図っていく。

営農環境の改善としては、水路整備の
必要性が高いことから、今後も積極的
に整備の推進を図っていく。

農業、農村の有する多面的機能の維
持・発揮を図るため、地域の共同活動
を支援していく。

1

2

4
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農業環境整備
課

農業環境整備
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農業委員会遊休農地面積
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農業振興ビジョン2021 重点事業

１　担い手の確保・育成と農業経営の安定化

令和3年度の取組 令和4年度以降の取組 所管課
該当
ページ

① 認定農業者の確保・育成
認定農業者申請の補助や、認定農業者支援対
策事業（農業振興事業費補助金）を実施し
た。

認定農業者向けの講習会の開催や経営改
善に向けたフォローアップの実施、ま
た、経営支援のための補助金を交付す
る。

農業政策課 P.35

② 認定新規就農者の確保・育成

認定新規就農者制度の周知や青年等就農計画
の作成支援（５名）及び農業後継者支援事業
を活用した、計画の目標達成に向けた農業施
設や機械等の導入を支援（２件）した。

認定新規就農者制度の周知や青年等就農
計画の作成支援及び目標達成に向けた農
業施設や機械等の導入支援などを実施す
る。

農業政策課 P.35

③ 就農に向けた農業研修の実施
新たに農業を始めるために必要な農業の基礎
及び実践的な栽培技術の研修を実施（受講生
４名が全員修了）した。

就農準備研修を実施し、新たに農業を始
めるために必要な農業の基礎及び実践的
な栽培技術の研修を実施する。

農業政策課 P.35

④ 新規参入者への支援
就農希望者や農業参入を目指す企業等への貸
付意向のある農地情報の提供などを行った。

就農希望者や農業参入を目指す企業等へ
の貸付意向のある農地情報の提供などを
行う。

農業政策課 P.35

⑤ 農業後継者育成支援事業

農業後継者支援事業（農業振興事業費補助
金）を実施し、農業後継者団体（１団体）の
PR事業等や農業後継者（３名）の自立経営に
資する機械・設備導入費の一部を補助した。

農業後継者団体が実施する事業及び新規
就農者の自立経営に向けた取組を支援す
る。

農業政策課 P.35

　担い手の確保・育成
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農業振興ビジョン2021 重点事業

令和3年度の取組 令和4年度以降の取組 所管課
該当
ページ

① 担い手への農地集積・集約化
実質化した人・農地プランを３地区作成。
農地中間管理事業を活用した農地の貸借を
16.7haを実施した。

人・農地プランや農地中間管理事業等の
制度活用に向けた、農地の出し手と受け
手に係る情報収集及び担い手への貸付け
を促進する取組の実施する。

農業政策課 P.37

② スマート農業の推進

先進技術を活用した経営モデルを作成した。
スマート農業振興事業(農業振興事業費補助
金）を実施し、ICT等を活用した農業機械等
を導入する生産者を支援（３件）した。

先進技術を活用した経営モデルを作成、
確立する。生産現場への技術の普及啓発
を行う。市内生産者によるスマート農業
の導入を支援する。

農業政策課
見沼グリーンセ
ンター

P.37

③ 見沼農業振興事業
活性化支援事業（農業振興事業費補助金）
（２件）及び観光農園等整備事業（１件）を
実施した。

見沼田圃の農業の活性化に向けた取組及
び観光農園等の整備を支援する。

農業政策課 P.37

④ 農業経営法人化の推進
県、農業委員会、農業協同組合、各融資機関
等の関係機関と連携し、農業経営の法人化を
推進した。

県、農業委員会、農業協同組合、各融資
機関等の関係機関と連携し、農業経営の
法人化を推進する。

農業政策課 P.37

　農業経営の安定化
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農業振興ビジョン2021 重点事業

２　地産地消の推進

令和3年度の取組 令和4年度以降の取組 所管課
該当
ページ

①
食料品スーパーなどにおける地場
産農産物コーナー設置の推進

食料品スーパーなどにおける地場産農産物
コーナー設置を推進（新規３店舗）した。

引き続き、地場産農産物コーナーの設置
を推進する。

農業政策課 P.41

令和3年度の取組 令和4年度以降の取組 所管課
該当
ページ

① さいたまブランドの推進

市内産農産物の商品化を検討する店舗に対し
て、原材料の提供や生産者とのマッチングを
行った。また、農情報ガイドブック「トレト
リ」やリーフレット、ホームページでさいた
ま市産農産物のＰＲを行った。

商品開発店舗数を増加させるため、多様
な事業者に働きかけを行う。また、引き
続き、農情報ガイドブック「トレトリ」
やリーフレットでの情報発信を行う。

農業政策課 P.43

②
６次産業化推進事業、農商工連携
推進事業

県主催の6次産業化講習会等の情報を市内農
業者へ提供した。

引き続き、情報提供を行うとともに、農
業振興事業費補助金（６次産業化、農商
工連携推進事業）の周知も行っていく。

農業政策課 P.43

③ 農情報の積極的な発信

農情報ガイドブック「トレトリ」を23,000部
作成し、窓口や直売イベント時に配布した。
また、ホームページやツイッターで農情報の
発信を行った。

農情報ガイドブックの作成及び配布と、
インターネットを活用した農情報の積極
的な発信を行う。

農業政策課 P.43

④ 安心・安全な農産物生産の推進 市内農産物の放射性物質検査を実施した。
放射性物質検査について、保健所の検査
スケジュールをもとに、生産者等からの
要望に応じて検査を実施する。

農業政策課 P.43

　流通システムの整備

　高付加価値化の推進
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農業振興ビジョン2021 重点事業

令和3年度の取組 令和4年度以降の取組 所管課
該当
ページ

① 農業交流施設の整備
令和２年度の検討結果を踏まえて、公民連携
事業の公募条件、内容等を具体化するための
サウンディング調査を実施した。

令和3年度までの検討結果を基に、平成
29年3月に策定した基本計画を修正す
る。

農業政策課 P.44

② 給食等への取組支援

地元生産者と栄養教諭・学校栄養職員等の情
報交換会を開催することにより、地元生産者
との交流を図り、地元農産物を学校給食に導
入できるよう支援した。

地元生産者と栄養教諭・学校栄養職員の
情報交換会を開催することにより、地元
生産者との交流を図り、地元農産物を学
校給食に導入できるよう支援する。

農業政策課
健康教育課

P.44

③
市民農園、栽培収穫体験農園の支
援

農業とふれあえ、自然学習ができ、また生き
がいと健康づくりの場として利用できる市民
農園の運営を行った。
また、栽培収穫体験農園の開設を支援（３
件）した。

市民農園、栽培収穫体験農園の開設を支
援するとともに、見沼グリーンセンター
において、より多くの市民が利用できる
よう、区画数を増加するなど、市民ニー
ズに対応した市民農園の運営を行う。

農業政策課
見沼グリーンセ
ンター

P.44

④ 援農ボランティア事業
研修を開催し、援農ボランティアの育成を行
うとともに農業者へボランティアの紹介を
行った。

引き続き、研修を開催し、新たな援農ボ
ランティアを育成するとともに、人手不
足の農業者へボランティアの紹介を行
う。

見沼グリーンセ
ンター

P.44

　農のあるまちづくりの推進
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農業振興ビジョン2021 重点事業

３　農地の保全と有効利用

令和3年度の取組 令和4年度以降の取組 所管課
該当
ページ

① 農業基盤整備事業

県営土地改良事業さいたま中央地区におい
て、地域の話し合いを行い、人・農地プラン
の策定を行うとともに、農地の集積率の向上
を推進した。

基盤整備により、営農環境の改善を行う
ことで、担い手への農地の集積率の向上
が見込まれるため、引き続き整備の推進
を図っていく。

農業環境整備課 P.48

② 農業用水路整備事業
７箇所の水路整備工事を完了させるととも
に、次年度以降の工事着手に向けて、５箇所
の水路測量設計業務を実施した。

営農環境の改善としては、水路整備の必
要性が高いことから、今後も積極的に整
備の推進を図っていく。

農業環境整備課 P.48

③ 多面的機能支援事業
多面的機能支援事業について、１５地区３９
６haのエリアで、地域団体の活動支援を行っ
た。

農業、農村の有する多面的機能の維持・
発揮を図るため、地域の共同活動を支援
していく。

農業環境整備課 P.48

令和3年度の取組 令和4年度以降の取組 所管課
該当
ページ

① 遊休農地の発生防止対策
農業委員及び農地利用最適化推進委員が担当
地区毎に現地調査を行い、状況写真を撮影
し、結果を調査票に記入し整理した。

農業委員及び農地利用最適化推進委員に
よる利用状況調査を踏まえ、遊休農地所
有者に対し利用意向調査を実施し中間管
理機構へ報告する。

農業委員会 P.50

② 景観作物による遊休農地活用
遊休農地発生防止の一助として、景観作物で
ある「菜の花」を栽培した。

景観作物である「菜の花」の栽培を通じ
て、遊休農地の発生防止を図っていく。

農業委員会 P.50

③ 利用権設定等促進事業

新たな遊休農地の発生防止のためにも、貸し
手及び借り手の意向を調査し、農地の貸借を
進めた。
（令和4年3月末現在の設定面積231ha）

農業委員及び農地利用最適化推進委員に
よる地域での活動や広報を通して、利用
権設定による農地の貸借を促進する。

農業委員会 P.50

　農環境の整備と維持

　遊休農地対策
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