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序章 はじめに 

 

 １ 基本計画策定のねらい 

農林水産業・農山村は、消費者に信頼される良質な食料や木材などの供給に加え、

県土の保全、良好な景観の形成、伝統文化の継承、保健休養・やすらぎ等の多面的

機能を通じて、県民の豊かな暮らしに寄与しています。また、食品産業、観光業等

とも結びつき、地域経済に活力をもたらすなど重要な役割を担っています。 

現在、農林水産業・農山村を取り巻く環境は、人口減少、デジタル技術の発展、

経済の国際化、災害等のリスクの顕在化など、めまぐるしく変化しており、様々な

課題に直面する一方、生かすべき機会も生まれています。 

こうした中、平成２９年に埼玉県農林水産業振興条例（平成２９年条例第１４号。

以下「条例」という。）が制定され、以下の基本理念に基づき農林水産業の振興に

取り組んでいます。 

① 農林漁業者の優れた経営能力を生かし、農林水産業の産業としての競争力を強

化すること。 

② 地域の特性に応じて、収益性の高い、安定的な農林漁業経営を確立し、将来に

わたり農林水産業を持続的に営むことができるようにすること。 

③ 農林水産業及び農山村の有する多面的機能を適切かつ十分に発揮することが

できるようにすること。 

④ 消費者の需要に応じ、消費者に信頼される良質かつ安全な農林水産物を安定的

に供給することができるようにすること。 

本計画は、農林水産業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、上記

の基本理念にのっとり、本県の農林水産業・農山村の将来像を示し、これを実現するた

めの取組の展開方向、取組の進捗を測るための指標等を明らかにするために定めるもの

です。 

 

 ２ 策定の根拠 

   条例第７条に規定する基本計画として策定します。 

 

 ３ 目標年度 

   目標年度は、令和３年度から５年後の令和７年度とします。 

 

４ 基本計画の構成 

 

[第Ⅰ章] 埼玉農林水産業・農山村の姿 

  本県の農林水産業・農山村の現状を、農林水産物の供給・消費、農業、林業、水

産業、農山村という５つの切り口から示しています。 

 

[第Ⅱ章] 農林水産業・農山村を巡る潮流 

  農林水産業・農山村を巡る８つの潮流をとらえ、課題を整理しています。 
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[第Ⅲ章] 本計画が目指す将来像 

  基本計画が目指す将来像を、条例に規定する４つの基本理念に即して示してい

ます。 

 

[第Ⅳ章] 取組の展開方向 

  第Ⅲ章で示した将来像の実現に向けた施策を、７つの大柱で整理しています。各

大柱は、小柱と目指す方向により構成されています。 

  

[第Ⅴ章] 計画の推進に当たって 

  基本計画の推進に当たって、県、市町村、農林漁業団体、農林漁業者、関連産業

の事業者・団体、県民それぞれの役割と、基本計画の実効性の確保に係る方針を示

しています。 
 



策定のねらい
【農林水産業の振興に係る基本理念（条例第３条）】
① 農林漁業者の優れた経営能力を生かし、農林水産業の産業としての競争力を
強化すること。

② 地域の特性に応じて、収益性の高い、安定的な農林漁業経営を確立し、将来
にわたり農林水産業を持続的に営むことができるようにすること。

③ 農林水産業及び農山村の有する多面的機能を適切かつ十分に発揮することが
できるようにすること。

④ 消費者の需要に応じ、消費者に信頼される良質かつ安全な農林水産物を安定
的に供給することができるようにすること。

県民・消費者

農山村

競争力・持続可能性が高い
農林水産業

農林漁業者の
優れた
経営能力

地域の特性に応じた
収益性の高い
安定的な

農林漁業経営

多面的機能を
適切かつ十分に発揮

 需要に応じた
 消費者に信頼される
 良質な
 安全な
農林水産物 を 安定的に供給

“みんな”に喜ばれ、“もうかる”農林水産業・農山村を目指します。
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第Ⅰ章 埼玉農林水産業・農山村の姿 

１ 農林水産物の供給・消費 

（１）農林水産業を取り巻く市場 

 本県の農林水産業を取り巻く環境の大きな特徴は、生産現場の近隣に大消費地があるこ

とです。本県の人口は全国第５位の７３５万人（令和元年１０月）であり、本県を含む首

都圏の人口は、我が国の人口の３５．１％を占める４，４２８万人（令和元年１０月）で

す。このような立地条件が本県の農林水産業の「地の利」であり、また、大消費地の需要

をいかに取り込むかが、農林水産業の振興における課題となっています。 

 

（２）地産地消 

県内の多くの消費者の需要を地産地消により取り込むため、県産農産物については、「近

いがうまい埼玉産」をキャッチフレーズに、様々な取組が行われています。 

県内には、有人の農産物直売所が２７９か所設置されており、その販売金額は２７８億

円で本県の農業産出額の１５．８％に相当します（平成３０年度）。直売所の設置数及び

販売金額は、直売所が新設される一方で、消費者ニーズに対応した幅広い商品が提供でき

るよう直売所の大型化に向けた統廃合が進んでいることなどに伴い、近年ほぼ横ばいで推

移しています。 

 

 

 

また、量販店等への県産農産物コーナーの設置、県産農産物を積極的に取り扱う県産農

産物サポート店の登録等を推進しており、県産農産物コーナーは５６３店舗（令和元年度）

に設置され、県産農産物サポート店は２,６１０店舗（令和元年度）が登録されています。 

 

 

   

県産農産物コーナー設置数の推移 

県農業ビジネス支援課調べ 

（％） （店舗） 
（店舗） 

県産農産物サポート店の推移 

県農業ビジネス支援課調べ 

農産物直売所の設置か所数及び販売額の推移 

（億円） （か所） 

県農業ビジネス支援課調べ 
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 県産木材については、県及び県内全ての市町村で木材利用方針が策定され、公共施設で

の木造化・木質化が進められています。また、民間において、県産木材を６０％以上使用

した住宅戸数は、平成２６年度から令和元年度までの６年間で１,１８７戸増加しています。 
 

（３）農林水産業の関連産業との連携 

 本県の食料品製造業出荷額は、全国第２位の１兆７，７４７億円（平成２９年）であり、

全国有数の「食品産業立地県」です。 

 この強みを生かし、本県では、食品産業等の実需者と契約栽培取引を行い、品目、品種

や作り方に係る実需者ニーズに対応した生産を行う産地づくりに取り組んでいます。この

ような産地は、平成２８年度から令和元年度の４年間で、３３地区育成されています。 

 また、農産物の加工等を行うことで高付加価値化につなげる観点から、農商工連携や食

品産業と連携した６次産業化にも取り組んでおり、６次産業化については毎年５０品目以

上の農産加工品が開発されています。 

 

   

 
 

 

（４）食品の安全確保と消費者の信頼確保 

 消費者が安全な食品を安心して消費できるようにするためには、生産・流通段階におけ

る食品の安全確保や、適切な食品表示と情報提供を通じた消費者の信頼確保が重要です。 

本県では、農産物の安全性をより高めるため、生産・流通段階での安全性のチェックや

生産工程管理（ＧＡＰ）の取組を推進しています。平成２６年度に県が新たに策定したＳ

－ＧＡＰの取組を進める農場評価制度により、令和元年度までに５９５農場を「Ｓ－ＧＡ

Ｐ実践農場」として評価しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県農業ビジネス支援課調べ 

６次産業化により開発された農産加工品数 
（品目） 

県が評価した S-GAP 実践農場を持つ経営体数 

県農産物安全課調べ 
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 また、食品表示法に基づく食品表示の適正化を図るため、食品表示調査員による店頭調

査を毎年２,０００件程度行っており、令和元年度においては、適正な表示をしていた店舗

の割合は９９．２％となっています。 

 

 

 

  

 

 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響を確認するため、県産農

林水産物に対する放射性物質の分析調査を行うとともに、その結果を公表することにより、

風評被害の防止を図っています。令和元年度には５１品目、１２４検体の農林水産物を調

査したところ、全てが基準値を下回っています。 

 

 

近くに大消費地があり、また、「食品産業立地県」であるという「地の利」を生かし、

地産地消や食品産業との連携による需要の取り込みや高付加価値化を展開してきてお

り、これを一層推進していく必要があります。 

また、近年普及を始めたＳ－ＧＡＰについては、徐々に取組が広がっていますが、更

なる拡大が課題となっています。食品表示の適正化を図る取組の継続等と合わせて、引

き続き、県産農産物の安全性への信頼確保を図っていくことが重要です。 

 

年度 H28 H29 H30 R1

調査件数(件) 2,089 1,986 2,028 2,172

適正表示率（％） 99.2 99.4 99.6 99.2

適正表示率の推移 

県農産物安全課調べ 

（注）食品表示調査員から提供された情報のうち 

   適正な表示をしていた店舗の割合 
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２ 農業 

（１）農産物の生産 

 本県では冬期の日照時間が長く、温暖な気候条件を生かすとともに、秩父などの山間地

から中央部の丘陵地、東部や南部の低地まで変化に富んだ地勢に合った特色ある地域農業

が展開され、野菜、米、畜産、花き、果樹、茶など多彩な農産物が生産されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本県の農業産出額（※）は、昭和５２年の２，８７５億円をピークとして、平成１２年

から平成２９年までは２，０００億円前後で推移し、平成３０年は１,７５８億円で全国第

２０位となっています。直近における減少の要因としては、台風による収量の減少等の影

響が挙げられます。 

 農業産出額の内訳は、野菜が４７．４％、米が２１．０％、畜産が１４．８％、花きが

９．１％を占め、全国平均と比較すると野菜が占める割合の高さが顕著です（全国の野菜

の割合は２５．６％）。 

 

  ※ 品目ごとの生産量に、品目ごとの農家庭先販売価格（農業経営体が出荷した時点の

消費税を含む価格。市場手数料等の諸経費を含まない。）を乗じて求めたもの。 
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 本県の主力である野菜は、さといも、ねぎ、ほうれんそう、こまつななど多くの品目に

おいて全国トップクラスの産出額を誇っており、野菜全体の産出額は８３３億円で全国第

９位となっています（平成３０年）。 

 また、パンジー、洋ラン等の花き生産も盛んで、その産出額は１６０億円で全国第４位

となっているほか、小麦、茶等も全国有数の地位にあります（平成３０年）。 

 

 

 

 

 
 

品目 総額 米 野菜 果実 花き 畜産 

産出額 １,７５８億円 ３７０億円 ８３３億円 ６１億円 １６０億円 ２６１億円 

農林水産省調べ 

本県の主な分野別産出額（平成３０年） 

本県の品目別産出額の全国順位（平成３０年） 

本県の農業産出額の推移 

全国の農業産出額 

農林水産省調べ 

福岡
埼玉
千葉

群馬

洋ラン(切り花)

静岡 福岡
埼玉 福島 山形 千葉 富山

千葉

こまつな

茨城
埼玉
福岡
東京

小麦
北海道
福岡
佐賀
埼玉
愛知愛知 千葉 新潟 三重 北海道 鹿児島山梨

北海道
５位 鹿児島 大分 岐阜 滋賀
４位 宮崎 北海道 茨城 京都 長野 埼玉 埼玉 福岡

栃木

埼玉
神奈川 埼玉 高知

３位 愛媛 茨城 群馬 青森
２位 千葉 埼玉 埼玉 埼玉 香川 群馬

北海道 宮崎 群馬 埼玉 新潟 新潟徳島
パンジー ﾁｭｰﾘｯﾌﾟ ゆり洋ラン(鉢)

愛知

千葉
埼玉

さといも ねぎ ほうれんそう かぶ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ きゅうり えだまめ

１位 埼玉 千葉 千葉 千葉
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（２）担い手 

本県の総農家数は６４,１７８戸であり、このうち主業農家は７，５１８戸です 

（平成２７年）。また、農業就業人口は５８,５７５人で、このうち基幹的農業従事者は 

５０,８１２人です（平成２７年）。いずれの数値も、長期的に減少が続いています。 

基幹的農業従事者の年齢構成は、６５歳以上の割合が６６．５％（全国は６４．６％）、

３９歳以下の割合は４．３％（全国は４．９％）であり、高齢者の割合が大きい状況です

（平成２７年）。 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

農業者が減少する中で、農業の競争力や持続性を確保するためには、効率的かつ安定的

な農業経営が拡大することが重要です。このため、本県では認定農業者への支援や農業経

営の法人化に取り組んでいます。 

 

 

 

農業就業人口・基幹的農業従事者の推移 

基幹的農業従事者の人口ピラミッド 

農林水産省 「2015農林業センサス」 

農林水産省 「農林業センサス」 

（人） 

総農家数・主業農家数の推移 

農林水産省 「農林業センサス」 

（人） 
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 こうした取組の結果、地域農業の担い手である認定農業者は、５,０７９経営体となって

います（平成３０年度）。また、農業法人は、令和元年度に１,１２８法人となり、５年前

の平成２７年度から４１．０％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 また、農業を担う新たな人材を確保するため、本県では、就農相談窓口や休日就農相談

会、就農希望地で実践的な就農研修を行う明日の農業担い手育成塾などの就農支援を行っ

ています。 

 こうした取組の結果、新規就農者数は、平成２９年度以降、毎年度３００人を上回って

おり、令和元年度は３２１人となっています。新規就農者数の年齢構成は例年７割程度が

３９歳以下となっており、経営類型別では野菜が約７割となっています。 

 

 

 

    

 

 

 

 

農業法人数の推移 

県農業支援課調べ 

認定農業者数の推移 

県農業支援課調べ 

年齢階層別新規就農者数の推移 

県農業支援課調べ 

（人） 

（法人） 
（経営体） 

県農業支援課調べ 
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 さらに、本県では、女性や企業など、農業現場を支える多様な人材や主体の活躍推進に

取り組んでいます。 

本県の農業就業人口に占める女性の割合は平成２７年において４７．７％（全国は 

４８．１％）です。また、女性農業者が起業した取組事例は２３３件となっています（平

成２９年度）。 

 

 

 

 

 

 

 

 本県に農業参入した株式会社、ＮＰＯ法人等の数は、平成２７年度の８７から令和元年

度には１５９まで増加しています。 

地域ぐるみで営農を行う集落営農は、高齢化などにより徐々に減少して令和元年度は 

８１組織となっていますが、このうち法人化している組織の割合は３９．５％と増えてき

ています。 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

農業参入した企業等数の推移 

県農業支援課調べ 

（企業等） 

農林水産省「集落営農実態調査」 

集落営農数の推移 

女性農業者の起業数の推移 
（件） 

県農業ビジネス支援課・農業支援課調べ 

農業就業人口に占める女性の割合 

農林水産省 「2015農林業センサス」 
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（３）農地 

本県の耕地面積は７４,５００ｈａ（令和元年）であり、県土面積の約２割を占めていま

す。また、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域として位置付けている農

業振興地域における農用地区域内の農地面積は、６３,７２３ｈａ（平成３０年）となって

います。いずれの数値も、農地転用等に伴い長期に渡り徐々に減少しています。 

 

 

 

   
 

 平成３０年の作付延べ面積は６６,２００ｈａで、近年の耕地利用率（耕地面積に対する

作付延べ面積の割合）は９０％をやや下回る水準で推移しています。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農用地区域内農地面積の推移 

関東農政局「農業振興地域整備計画」 

本県の作付延べ面積と耕地利用率の推移 

農林水産省「耕地及び作付面積統計」 
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 本県における耕作が行われていない遊休農地面積の解消については、担い手への農地集

積等の取組により、近年は毎年おおむね４００ｈａ前後の面積で推移していますが、直近

の平成３０年は２５８ｈａと減少しています。 
 一方、遊休農地面積全体については、新規発生が抑えられ、近年減少傾向にあり、平成

２５年の３，６３８ｈａから平成３０年の３,４１１ｈａと、５年間で６．２％（２２７

ｈａ）減少しています。 

 

 

 
 

農地の有効利用を図るためには、担い手への農地の集積・集約化が重要です。このため、

本県では、地域の中心となる担い手を明確にして農地集積の進め方を取りまとめた計画で

ある人・農地プランの実質化に取り組むとともに、農地中間管理事業などを活用した集積・

集約化を推進しています。 

こうした取組の結果、担い手への農地集積率は平成２７年度の２５．１％から令和元年

度には３０．５％と高まっています。 

 農家１戸当たりの耕地面積は拡大しており、平成２７年度には１．１９ｈａとなりまし

たが、都府県平均（１．５９ｈａ）は下回っています。 

そのような中でも、本県における５ｈａ以上の経営規模の販売農家数は平成２２年の 

６９２戸から平成２７年には８９５戸と増加し、経営の規模拡大は進んでいます。米麦等

の土地利用型農業では、経営規模が５０ｈａ以上という大規模な農業経営体も活躍してい

ます。 

 

 

    

 

農家一戸当たりの耕地面積の推移 

農林水産省「耕地及び作付面積統計」、「農林業センサス」 

農地利用集積率の推移 

県農業ビジネス支援課 

（％） 

遊休農地面積と解消面積の推移  

県農業ビジネス支援課調べ 
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また、農業の生産性を向上する観点からは、農地の大区画化等を通じて生産コストの削

減を進めることが重要です。本県における農用地区域内の農地のうち、３０ａ以上の区画

に整備されている水田の整備率は５６．７％であり、全国平均の６５．９％を下回ってい

ます（平成３０年度）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本県の農業においては、全国有数の産出額となる野菜や花などを含め、多彩な農産物が

生産されています。県全体の農業産出額は、災害等の影響から直近で減少しており、更な

る生産振興が重要です。 

基幹的農業従事者については、長期的に減少や高齢化が進んでいます。このため、農業

経営の法人化を更に進めるとともに、新規就農者の確保・育成や認定農業者の支援のほか、

女性や企業等の多様な人材・主体の活躍を推進することが必要です。 

農地については、全体の面積が長期的に減少を続ける中、農地を有効に利用するための

遊休農地の解消・活用、担い手への集積・集約化、基盤整備等について取組が進展してお

り、これらを更に進める必要があります。 

 

水田整備率（30a 以上区画）の推移 

県農村整備課調べ 
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３ 林業 

（１）森林 

本県の森林面積は１１９，７７９ｈａ（平成２８年度）で、県土面積の約３割を占めて

います。所有形態別に見ると、国有林が１０．３％、民有林（県営林、市町村有林、私有

林等）が８９．７％となっています。また、これらの森林に蓄えられた立木の材積（体積）

は、戦後に植栽された人工林の成長に伴い長期的に増加してきており、平成２８年度

には３，４６０万㎥となっています。 
 
 

 
 
 
 本県の民有林１０７,４６０ｈａにおける人工林の割合は５３．０％（全国は４５．５％）

であり、その面積は５６,９６４ｈａです（平成２８年度）。これらの人工林の約８割が木

材として利用可能な林齢に達している一方、木材価格の低迷などにより伐採される人工林

が少なく、再造林される面積が少ない状況です。 

 スギやヒノキにおいては、６０年生前後になると２０年生前後の木と比べて炭素吸収量

が３分の１になるため、このような「森林の少子高齢化」は、森林が有する地球温暖化防

止機能の低下につながります。 

 
 

 
 

県森づくり課調べ 

所有形態別森林面積 

県森づくり課調べ 

民有林人工針葉樹の齢級構成 

県森づくり課調べ 

森林材積の推移 
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 また、森林の４０．１％に当たる４８，０３４ｈａ（令和元年度）が、水源涵養、土砂

流出防備などの機能をより高度に発揮すべき森林として保安林に指定されています。 
 
 
 

 
 
 
 
 本県の森林は、地域ごとに様々な様相を見せています。 
 東京都や山梨県、長野県との県境に位置する県西部の奥地林には、シラビソ林やオオシ

ラビソ林、コメツガ林など学術的に貴重な原生林が広がっています。 
 一方、奥地の人工林では、手入れの遅れ等により荒廃が危惧される森林が見受けられる

ため、水源涵養機能などの森林の公益的機能を持続的に発揮できるよう、県や市町村など

により針葉樹と広葉樹が混じり合った針広混交林化が進められています。 
 また、奥地の人工林では、シカによる植栽木・下層植生の食害やクマによる剝皮被害が

増加し、林地の荒廃や枯損木の発生が見られます。シカによる被害は、県西部から北部に

かけての山地・丘陵地の人工林にも拡大しています。 
 里山地域の森林や、コナラ、クヌギなど武蔵野の雑木林として親しまれてきた平地林は、

かつては薪炭やたい肥の原料供給の場として利用され、手入れが行き届いていました。し

かし、現在はこれらの利用が少なくなり、竹林の拡大やササの繁茂が見られるなど手入れ

の行き届かないものや、他用途へ転用されるものも多くなっています。 
 
 
 
 
 

保安林の種類別面積（令和元年度末現在） 

県森づくり課調べ 

注１ 割合は全保安林面積に対するものであり、２種類以上の保安林指定があるため合計は１００％を超える。 

注２ 合計欄は保安林区域の実面積 
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こうした中、本県の森林を育て健全に維持していくため、間伐を中心とした森林整備を、

平成２８年度から令和元年度の４年間で８，９０３ｈａ実施しています。間伐については、

保育としての切り捨て間伐に加え、木材として利用できるものは搬出間伐が行われており、

木材生産の一翼を担っています。 

 また、飛散するスギ花粉を減らすため、間伐、枝打ち、少花粉品種の植栽等の発生源対

策を行ったスギ林は平成２７年度に５，３４９ｈａであったものが、平成３０年度には

６，４１８ｈａに増加しました。 

 
 
 

   

 
 森林整備等の推進は、全国的にも重要な課題となっており、令和元年度から、森林整備

等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境譲与税の市町村及び都道府県

への配分が始まりました。 
 本県においても、市町村に対して約３億５，７８９万円、県に対して約８，９４９万円

が配分されており、森林所有者に対する森林整備の意向調査、森林の整備、森林の整備を

担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の

促進等の取組に係る財源として活用されています（令和元年度）。（※） 
 本県に配分される森林環境譲与税を、本県における森林整備等に有効に活用するため、

山側の市町村と都市部の市町との結びつきの強化等を一層進めていくことが重要です。 
 
※ 森林環境譲与税は、財源となる森林環境税の課税開始に先立って譲与が始まっていま

す。国全体の譲与額については、令和元年度は２００億円、令和２～３年度は４００億

円、令和４～５年度は５００億円、森林環境税の課税が始まる令和６年度以降は約６００

億円とされています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

県森づくり課調べ 

森林整備面積の推移 

（ha） 

県森づくり課調べ 

花粉発生源対策を行ったスギ林面積の推移 

（ha） 
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（２）林業構造 

 本県の林業従事者は、昭和６０年には１,０２２人でしたが、平成２２年には２７０人ま

で減少しました。その後、緑の雇用制度の活用や技能研修への支援等の実施により人材の

育成を行った結果、平成２７年は３００人まで回復しています。 

また、私有林の所有形態は、１ｈａ以上を所有する林家の７８．０％の所有面積が５ｈａ

未満（平成２７年）であるなど、小規模となっています。 

 

 
 

 

 

 森林の適切な管理や林業の生産性向上を図る上では、小規模な森林を取りまとめて施業

を行う集約化・団地化や、団地化された森林における森林管理道や作業道等の路網の整備、

路網整備により使用が可能となる高性能林業機械の導入が重要です。 

 本県においては、森林の境界を明確化し、一定範囲の森林をとりまとめ、作業道の開設

や森林整備が効率的に行えるようにする施業の集約化・団地化を推進し、令和元年度まで

に１６,８８７ｈａの森林が集約化・団地化されました。 

これと同時に路網の整備を進めてきた結果、森林管理道の延長は８８９ｋｍ（令和元年

度）、作業道の延長は６５６ｋｍ（令和元年度）となっています。 

 高性能林業機械については、導入推進の結果、平成１１年度に７台であったものが、平

成３０年度には５３台が県内に導入されています。 
  
 

 

  
 

林業従事者数及び高齢化の推移 

（人） （％） 

総務省「国勢調査」 

県森づくり課調べ 

作業道延長の推移 

（km） 
（ha） 

県森づくり課調べ 

集約化・団地化された森林面積の推移 
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（３）木材生産 

 国産木材の価格は、昭和５０年代半ば以降、低価格な輸入木材の増加等の影響を受けて

長期にわたって低迷しており、林業の採算性は低位で推移しています。しかし、近年は輸

入木材と国産木材の価格が拮抗し、国産材の需要が高まっているため、国内の木材自給率

は３６．６％（平成３０年）に回復しています。 
 
 

 

 
 県産木材の供給量（素材生産量）は、平成１０年度には３１，０００㎥まで低下してい

ましたが、林業の機械化、路網の整備等の生産性向上の取組の効果と相まって、令和元年

度には９７，０００㎥まで増加しました。 
 
 

 
 
 本県の森林は、人工林の成長に伴い森林資源が充実してきていますが、木材価格の低迷

により伐採・再造林が低調であり、鳥獣被害等も生じています。このため、森林環境譲与

税も活用し、森林資源の適切な管理や利用を推進する必要があります。 
 本県の林業構造については、林業従事者数は３００人程度であり、私有林の所有面積は

小規模です。林業の生産性向上等の観点から、森林施業の集約化・団地化、路網整備、高

性能林業機械の整備等を進めてきており、更なる推進が必要です。 
 木材生産については、長期にわたる木材価格の低迷により採算性が低い状況ですが、近

年は国産材の需要が高まっており、県産木材の供給量は増加してきています。こうした状

況を生かし、森林を循環利用して木材を安定供給できる体制をつくることが重要です。 
 

木材価格の推移（国産、輸入材） 

県森づくり課調べ 

（円/㎥） 

県産木材供給量の推移 

県森づくり課調べ 

（千㎥） 
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４ 水産業 

（１）養殖業 

本県における養殖業の生産額は約４億６，０２３万円であり、その７４％に当たる３億

３，９２６万円がキンギョ、ニシキゴイ等の観賞魚、２６％に当たる１億２，０９８万円

がホンモロコ、ニジマス等の食用魚に係るものです（平成３０年度）。 

このうち、ホンモロコの養殖は、本県が全国に先駆けて水田を利用した養殖技術を確立

して普及を始めたものであり、その生産額（約４，５７１万円）・生産量（１７ｔ）は全国

１位です（平成３０年）。県内においては、県東部・北部を中心とする１９市町において 

３５戸の生産者が養殖を行っています（平成３０年）。 

 

（２）河川漁業 

河川漁業においては、釣りが本県のレジャーとして定着しており、漁業協同組合が、放

流など魚類の増殖や漁場管理を行っています。本県における魚類の放流金額は、 

約２，１７５万円であり、アユ、マス類及びフナが約９５％を占めています（平成３０年）。 

 

 本県における水産業は、全国一のホンモロコ養殖を含む養殖業や、消費者にレジャーの

場を提供する河川漁業により、一定の地位を占めています。将来にわたり水産業の維持・

発展を図る上で、新規就業者の確保や、河川環境の保全等が重要となっています。 

 

５ 農山村 

（１）農山村の人口・地域資源 

農山村地域を国勢調査における人口集中地区以外の地域と捉えると、本県の農山村地域

は、都市周辺に位置するものも含め県内全域的に広がっています。 

平成１７年から平成２７年の１０年間で、県内の人口集中地区における人口が増加する

中、農山村地域の人口は１４９万人から１４４万人に減少しています。また、農山村地域

では、人口に占める６５歳以上の割合が２９．２％と、県全域の２４．８％を上回ってい

ます（平成２７年）。このように、農山村地域では人口減少や高齢化が進んでおり、コミ

ュニティの維持や地域活動について影響が懸念されています。 

 一方、本県の農山村には、特色ある農林水産物、加工品、伝統文化、美しい景観など豊

かな地域資源があり、その特長を生かした多彩な農林水産業が展開されています。中でも、

都心からのアクセスが良いという地域特性を生かし、２８０の観光農園（平成３０年度）

が開設されています。 

 

     

 

 

 

 

○農山村地域の人口減少
県内人口

Ｈ１７ Ｈ２７

県全域 705万人 727万人

人口集中地区　 557万人 583万人

農山村地域　　 149万人 144万人

○農山村地域の高齢化

人口に占める６５歳以上の割合

Ｈ１７ Ｈ２７

県全域 16.4% 24.8%

人口集中地区 15.6% 23.7%

農山村地域 19.7% 29.2%

総務省「国勢調査」 ※１人口集中地区：人口密度が１平方キロメートル当たり４,０００人以上の基本単位区等がたがいに隣接し、 

            各基本単位区の人口が５,０００人以上である地域 
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（２）多面的機能の発揮 

農山村とそこで営まれる農林水産業は、農林水産物の生産のほか、県土・自然環境の保

全、水源涵養、良好な景観の形成、教育や体験の場の提供、地域の伝統文化の継承など、

県民の日常生活に深く関わる様々な分野で多面的な機能を有し、県民共通の財産となって

います。 

本県では、県民が農業の楽しさを体験できるように市民農園の利用を促進しており、市

民農園が２２８か所、１３,０５３区画設置（平成３０年度末）されています。 

また、子供達が農業を身近に感じられるように、学校ファームを県内の公立小中学校

１,２１９校（令和元年度）に設置し、学校教育における農業体験活動を推進しています。 

さらに、本県では、社会全体で森林を守る気運を醸成する観点から、森林ボランティア

活動を支援しています。森林ボランティア活動に参加する延べ人数は年々増加しており、

令和元年度は年間２７,９００人となっています。 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市民農園設置数及び設置区画数の推移 

県農業ビジネス支援課調べ 

学校ファームの設置状況の推移 

県農業ビジネス支援課調べ 

県森づくり課調べ 

森林ボランティア活動参加延べ人数の推移 
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（３）鳥獣害対策 

  近年、イノシシ、シカ、サル等の野生鳥獣の生息域の拡大等を背景として、野生鳥獣に

よる農作物や森林への被害が深刻化し、農作物の被害金額は年間９,８８５万円（平成３０

年度）となっています。森林ではシカによる被害が全体の８１．２％を占めており、枝葉

や下層植生が消失するなど被害が発生するとともに、土砂流出などによる山地災害の発生

が危惧されています。野生鳥獣による被害は農林業者の生産意欲を低下させ、遊休農地の

発生や人工林の管理低下につながるなど、農林業や農山村の暮らしにも影響を及ぼしてい

ます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

県では、野生鳥獣の行動域や生態の分析により、効果的な侵入防止柵の開発などを行う

とともに、研修会の開催により、被害防止対策の普及や定着を図っています。 

また、県内３２市町村（令和元年度）では、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止

のための特別措置に関する法律に基づく被害防止計画を策定しており、地域における野生

鳥獣による農林業被害の実態を調査するとともに、被害防止対策や情報提供等を行ってい

ます。 

 

 本県の農山村は、都市部に先行して高齢化や人口減少が進んでおり、また、農作物や森

林への鳥獣害も発生しています。こうした中にあっても、地域資源を生かした観光農園や、

農山村の多面的な機能を県民に伝える取組が展開されており、更なる推進を通じて農山村

の活性化を図っていくことが重要です。 

 

野生鳥獣による農作物被害の推移 

県農業支援課調べ 

（万円） 
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第Ⅱ章 農林水産業・農山村を巡る潮流 

 

１ 人口減少と高齢化 

  日本の人口は、平成２０年をピークとして減少過程に入っています。本県の農林

水産業の主要なマーケットである首都圏の人口や、本県の人口についても、これま

では増加を続けてきていますが、今後減少することが見込まれています。 

  また、高齢化率（総人口に占める６５歳以上人口の割合）は上昇を続けており、

平成２７年の国勢調査によれば、全国では２６．６％、本県では２４．８％となっ

ています。 

  人口減少や高齢化は、農林水産業の販売面においては、食料消費量の減少につな

がります。一方、農林水産業の生産面や農山村の維持との関係においては、農山村

地域は特に人口減少・高齢化の傾向が顕著であることと相まって、農業生産やコミ

ュニティの担い手が足りなくなることが懸念されます。 

  このような潮流に対応するため、商品やサービスの高付加価値化による所得確保、

輸出など新たな市場の開拓、担い手の確保等に取り組むことが重要となっています。 

 

２ デジタル技術の発展と農林水産分野での活用 

  近年、ロボット、ＡＩ（人工知能）、ＩｏＴ（モノのインターネット）等のデジタ

ル技術が急速に発展する中、こうした技術が農林水産分野においても実用段階に入

っています。また、今後普及拡大が見込まれる５Ｇを活用した、スマート農機の遠

隔操作やほ場の遠隔監視など、更なる新技術の現場実証が進められています。 

  本県においても、センシング技術を活用したほ場管理、航空レーザにより計測し

た森林情報のクラウド化など、デジタル技術等を生かしたスマート農林水産業を推

進しています。また、農業における課題をアグリテック企業（テクノロジーを活用

して農業の効率化等に取り組む企業）の技術により解決する取組も展開されていま

す。 

  農林水産業の従事者が減少し、高齢化する中で、農林水産業を成長産業にしてい

くためには、デジタル技術による新たな農林水産業への変革が不可欠であり、農林

水産分野への技術の実装を拡大していくことが重要となっています。 
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３ 田園回帰志向の高まり 

  令和２年に内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が実施した「移住等の増

加に向けた広報戦略の立案・実施のための調査」によると、東京圏在住者（２０～

５９歳）の４９．８％が「地方暮らし」に関心を持っていると回答しています。ま

た、地方での生活においてやりたい業種については、「農業・林業」との回答が 

１５．４％であり、最も多く挙げられた業種となっています。 

  一方、地方での暮らしに対するネガティブイメージとしては、「公共交通の利便

性が良くなさそう」、「収入が下がる気がする」などが上位に挙げられています。 

  こうした調査結果に表れる都市住民の意識を背景として、田園回帰による人の流

れは継続しており、農業と他の仕事を組み合わせた働き方である「半農半Ｘ」、サテ

ライトオフィス等の多様なライフスタイルの普及など、地域活性化に貢献する動き

がみられます。また、新型コロナウイルスの感染拡大を契機とするテレワーク等の

新たな生活様式の広がりも、こうした動向を後押ししています。 

  本県においても、こうした田園回帰志向の高まりを農林水産業・農山村の活性化

につなげられるよう、都市と農山村の地域間交流の促進、農山村の生活環境の整備

等に取り組むことが重要となっています。 

 

４ ＳＤＧｓへの関心の高まり 

平成２７年の国連サミットにおける「持続可能な開発目標（Ｓｕｓｔａｉｎａｂ

ｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ：ＳＤＧｓ）」の採択以降、ＳＤＧｓへ

の関心が世界的に高まっています。 

  農林水産業は、自然資本を基盤として生産活動を行うものであり、持続可能な世

界を実現するためのＳＤＧｓの目標に向けて取り組む上で、食料供給、環境保全等

の面で重要な関わりを持ちます。 

  有機農業や特別栽培農産物の取組など環境に配慮した生産活動の推進や、景観や

生物多様性などの多面的機能の発揮はもとより、食料の安定供給、雇用の創出等を

含め、経済・社会や環境の持続可能性を高める観点から、農林水産業・農山村にお

ける取組を展開していくことが重要となっています。（農林水産業・農山村に係る施

策とＳＤＧｓの目標との関係については、参考資料参照） 
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５ 経済の国際化の進展 

  経済の国際化が進展する中、平成３０年１２月にＴＰＰ１１協定が、平成３１年

２月に日ＥＵ・ＥＰＡが、令和２年１月に日米貿易協定がそれぞれ発効しました。

畜産物の関税削減など長期の関税削減期間が取られている合意内容も含め、輸入面

及び輸出面における今後の変化に対応していく必要があります。 

  本県においては、畜産物を中心として生産額の減少が懸念されるほか、野菜につ

いては、合意内容に基づく関税削減自体もさることながら、例えば国内の米産地が

外国産との競合を避けて野菜生産に転換することによる国内産地間競争の更なる

激化等が懸念されます。 

  こうした潮流の中にあっても本県の農林水産業の競争力を維持する上では、規模

拡大による生産コストの削減、商品やサービスの高付加価値化、輸出など新たな市

場の開拓等に取り組むことが重要となっています。 

 

６ 海外からの食料供給に係る懸念 

  世界の人口は７７億人と推計されていますが（令和元年）、今後も開発途上国を

中心に増加が見込まれ、令和３２年には９７億人になると見通されています。この

ような中、穀物等の需要は、人口増加や食生活の多様化、経済成長に伴い、今後、

全体として増加する見込みです。 

  また、新型コロナウイルスの感染拡大により、小麦の主要輸出国等により食料の

輸出規制が行われたことや、感染長期化による海外での食料生産・流通への影響が

懸念されること等からも、食料や飼料を多く輸入に頼る日本にとって、食料安全保

障をめぐる状況は予断を許しません。 

  このような国際環境の中で食料の安定供給を図る上では、国内農業の生産基盤の

強化などとともに、地産地消等を通じて身近で生産される国産農産物の消費拡大を

推進することの重要性が高まっています。 

  本県においても、農業生産基盤強化の観点から優良農地の確保や農産物の生産拡

大に取り組むことや、地産地消等を通じて消費者と食と農とのつながりを一層深め

ることが重要となっています。 
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７ 木材需要の拡大と人工林の伐期の到来 

  日本の林業は、長期にわたる木材価格の低迷など厳しい状況が続いてきました

が、近年は木材需要が回復傾向にあり、合板等への国産材の利用が進んだことな

どから、国産材供給量は増加傾向にあります。木材自給率も８年連続で上昇して

おり、平成３０年は３６．６％となるなど活力を回復しつつあります。 

  こうした中、木材の用途については、住宅分野に加え、公共建築物等の非住宅

分野における構造・内外装や、木質バイオマスのエネルギー利用等の多様な利用

が進んでいます。 

  また、戦後に植栽された人工林が伐期を迎える中、「伐って・使って、植えて、

育てる」森林の循環利用を推進するため、森林経営管理制度、森林環境譲与税等

の新たな政策も実施されています。 

  このような潮流を生かしながら、路網や生産・加工・流通施設の整備等を進

め、県産木材を安定的に供給できる体制をつくることが重要となっています。 

 

８ 農林水産業を脅かすリスクの顕在化 

近年、台風、豪雨等の自然災害が頻発しており、比較的に自然災害の少ない本県

においても、令和元年の台風第１９号では大きな被害が発生しました。地球温暖化

による気候変動も、夏場の高温による米の品質低下、暖冬による野菜の生育前進化

など、農業生産に影響を及ぼしています。 

また、平成３０年以降国内で発生が続いていた豚熱（ＣＳＦ）が、令和元年には

本県においても発生し、２か月間で７，６００頭もの豚を殺処分することとなるな

ど大きな被害が生じました。アジア諸国では、アフリカ豚熱（ＡＳＦ）、口蹄疫、高

病原性鳥インフルエンザ等の家畜疾病が発生しており、海外からの侵入防止等が課

題となっています。 

さらに、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、農林水産業・食品産業に

は深刻な需要減少等の影響が生じています。 

こうした農林水産業を脅かすリスクに対応するため、災害予防や災害発生時の危

機対応、農業経営におけるセーフティネットの構築が重要となっています。 
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第Ⅲ章 本計画が目指す将来像 

 

本県において、農林水産業の振興は、次に掲げる事項を基本として行われなけ

ればならないこととされています（条例第３条）。 

① 農林漁業者の優れた経営能力を生かし、農林水産業の産業としての競争力

を強化すること。 

② 地域の特性に応じて、収益性の高い、安定的な農林漁業経営を確立し、将来

にわたり農林水産業を持続的に営むことができるようにすること。 

③ 農林水産業及び農山村の有する多面的機能を適切かつ十分に発揮すること

ができるようにすること。 

④ 消費者の需要に応じ、消費者に信頼される良質かつ安全な農林水産物を安

定的に供給することができるようにすること。 

本章においては、これらの基本理念に即して、本計画が目指す本県の農林水産

業及び農山村の将来像を示します。また、将来像を今後実現することを目指して

当面５年間施策を展開する上で、農家の所得向上や販売金額の大きい農家の育

成、その他主要な施策の進捗管理に係る指標を示します。 

 

１ 農林漁業者の経営能力を生かした競争力の高い農林水産業の実現 

（１）農業者 

① 認定農業者や法人の経営発展により、効率的かつ安定的な農業経営が拡

大しています。 

② 自立就農や農業法人への就職就農が進み、本県の農業生産を維持・発展

することができる新規就農者が確保されています。 

③ これまで農業を牽引してきた農業者に加え、若者、女性、高齢者、企業

等の多様な人材や主体が活躍しています。 

 

（２）林業者 

① 林業経営の改善や収益性向上が進み、意欲と能力のある林業経営体が、

本県の森林の循環利用に必要な林業生産活動を行っています。 

② 林業経営体への就職が進み、本県の森林を管理し、林業を維持・発展す

ることができる新規就業者が確保されています。 

③ 林業の職場環境が改善され、若者、女性等の多様な担い手の活躍が進ん

でいます。 

 

（３）漁業者 

養殖業が魅力を持ち、安定的な経営が行われるとともに、新規就業が進ん

でいます。  
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２ 地域の特性に応じた、収益性が高く安定的な農林漁業経営に立脚する、持続

性の高い農林水産業の実現 

（１）農地、森林その他生産基盤 

① 本県の農業を維持・発展させる上で必要な農地面積が確保され、ほ場整

備の進展等により農地の生産性が向上しています。 

② 農地の集積・集約化が進展して農業経営が効率化するとともに、遊休農

地の解消が進み、耕地がフル活用されています。 

③ 森林における路網整備が進み、効率的な森林整備や木材生産が行われて

います。 

 

（２）イノベーション 

先端技術の農林水産業への導入が広く進み、生産性の高い農林水産業が展

開されています。 

 

（３）リスクへの対応 

① 自然災害に備えた農林水産業関連施設の強靱化、家畜防疫体制の強化等

が進み、危機の発生が最大限に予防されています。 

② 過去の危機対応における教訓その他の知見が共有され、危機対応の準備

が整っています。 

③ 農業保険や経営所得安定対策等の普及が拡大し、農業経営におけるセー

フティネットが構築されています。 

④ 鳥獣害及び病虫害防止対策が進み、被害の軽減が図られ、農林業者が安

心して生産活動を行っています。 

 

３ 多面的機能が適切かつ十分に発揮される農林水産業及び農山村の実現 

（１）農山村の活性化 

① 農山村における生活環境の整備等が進み、都市からの移住が増加し、従

来からの住民とともに安心して住み続けられる地域が実現しています。 

② 地域資源を活用した６次産業化、体験農園、観光農園等により、農山村

の所得が向上するとともに、賑わいが生まれています。 

 

（２）多面的機能の発揮 

① 農地や農業水利施設を維持保全するための地域の共同活動が活発に行

われ、洪水防止、水源涵養、景観形成等の機能が十分に発揮されています。 

② 森林において森林整備が行き届き、水源涵養、土砂崩壊防止、二酸化炭

素の吸収等の機能が十分に発揮されています。 

③ 漁業協同組合の収益性向上や組合員活動の活性化に伴い、充実した魚の

増殖が図られ魚影の濃い川づくりが進んでいます。 
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④ 農山村のコミュニティが維持され、都市と農山村の地域間交流が活発化

し、文化の伝承、保健休養・やすらぎ等の機能が十分に発揮されています。 

 

４ 需要に対応し、消費者に信頼される良質かつ安全な農林水産物を安定供給

できる農林水産業の実現 

（１）農産物の供給 

① 生産基盤の整備や先端技術の普及ととともに、施設や機械への投資等も

継続され、県民に食料を安定供給する上で余力を持った生産力が確保され

ています。 

② 県内の卸売市場の持つ機能等が最大限に発揮され、農産物の鮮度を保っ

たまま消費者に届ける流通システムが実現しています。 

③ ブランド価値を含め国内外の市場における埼玉県産農産物の評価が高

まり、首都圏はもとより、海外においても販売が広がっています。 

④ 県産農産物が、農産物直売所、量販店等の県産農産物コーナー、飲食店、

学校給食等を通じて県民に提供され、地産地消の行動が浸透しています。 

⑤ 都市的地域と農山村地域が近接し、食品産業、福祉、医療など多様な事

業者との連携が可能な本県の強みを生かし、付加価値の高い多様な商品や

サービスが提供されています。 

⑥ ＧＡＰ（農業生産工程管理）の取組の農業者への浸透等を通じて、食品

の品質や安全性に係る消費者からの信頼が一層向上しています。 

 

（２）林産物の供給 

① 森林施業の集約化・団地化、高性能林業機械の導入等が進み、「伐って・

使って、植えて、育てる」森林の循環利用の下、県産木材の供給体制が整

っています。 

② 県産木材の利用が、住宅分野や公共施設において更に拡大するとともに、

民間の非住宅分野においても広がっています。 

 

（３）水産物の供給 

① 本県の養殖業において生産された観賞魚や食用魚が、県内外においてそ

の評価を高め、販売が広がっています。 

② 本県での釣りのレジャーとしての魅力が高まるとともに、より幅広い消

費者が川魚に親しんでいます。 



No. 指標名

1
農家（※）１戸当たり生産農業所得
※　経営耕地面積が10ａ以上の農業を営む世帯又は農産物販売金額が年間
15万円以上ある世帯

1,072,298円
（平成30年度）

→
1,424,923円
（令和7年度）

2
販売農家（※）数に占める販売金額1,000万円以上の農家数の割合
※　経営耕地面積30ａ以上又は農産物販売金額が年間50万円以上の農家

7％
（令和元年度）

→
10％

（令和7年度）

3 農業法人数
1,128法人
（令和元年度）

→
1,500法人
（令和7年度）

4 新規就農者数
321人/年間
（令和元年度）

→
330人/年間
（令和7年度）

5 担い手への農地集積率
30％

（令和元年度）
→

42％
（令和7年度）

6 遊休農地解消・活用面積

7 基盤整備面積
23,040ha

（令和元年度）
→

23,640ha
（令和7年度）

8 路網密度
22.8m/ha

（令和元年度）
→

25.0m/ha
（令和7年度）

9 需要に応じた野菜の作付拡大面積

10 契約野菜対応型野菜産地育成数

11 新たに農業の６次産業化により開発された商品数

12 森林の整備面積

13 施業のため集約化・団地化する森林面積
16,887ha

（令和元年度）
→

23,500ha
（令和7年度）

14 県産木材の供給量
97,000㎥/年間
（令和元年度）

→
116,000㎥/年間
（令和7年度）

15 県産農産物コーナー新規設置数

16 県産木材を利用した公共施設数
1,059施設
（令和元年度）

→
1,420施設
（令和7年度）

17 県がＳ－ＧＡＰ実践農場評価を行った経営体数
595経営体
（令和元年度）

→
1,600経営体
（令和7年度）

18 スマート農業技術の導入件数

19 防災・減災対策に着手した防災重点農業用ため池の数

20
多面的機能を発揮する共同活動の実施面積割合
（カバー率）

30.6％
（令和2年度）

→
40％

（令和7年度）

21 農山村へつないだ都市住民の延べ人数
5,000人

（令和3～7年度）

12,500ha
（令和3～7年度）

大柱6　災害等のリスクへの対応

大柱7　農林水産業を核とした活力ある地域づくり

将来像を実現するための指標

大柱1　多様な担い手の育成及び確保

大柱2　優良農地の確保及び有効利用

大柱3　生産基盤の整備

目標

2,000ha
（令和3～7年度）

大柱4　農林水産物の安定供給

250品目
（令和3～7年度）

大柱5　イノベーションの促進

120件
（令和3～7年度）

50か所
（令和3～7年度）

（２）地産地消の促進

（３）消費者の信頼確保

1,000ha
（令和3～7年度）

30地区
（令和3～7年度）

125店舗
（令和3～7年度）

（１）生産、流通、販売等の体制の整備
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第Ⅳ章 取組の展開方向 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

１ 多様な担い手の育成及び確保 

  本県の農林水産業の担い手を育成・確保するため、農業経営の法人化や林業事業体の経

営改善を通じて農林漁業者の経営発展を促します。また、新規就業希望者に対する研修や

就業のマッチング等により新規就業を促進するとともに、女性、高齢者、企業等の活躍や

参入を促し農林水産業の多様な担い手を育成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）農林漁業者の経営発展 

＜目指す方向１：農業経営体の経営力向上＞ 

農業経営の法人化、担い手の経営支援、施設・機械の導入、資金調達、農作業安全の

取組等を通じて、農業経営体の経営力向上を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 認定農業者等の担い手に対して法人化のメリット等の情報提供を行う経営相談窓口

を設置するとともに、県内の農業・商工団体や税理士等の専門家で構成する農業経営

相談所を通じて、経営相談や経営分析等による支援を行います。 

② 高い経営力を有し、地域の核となる農業法人の経営者を育成します。また、農業法

人の様々な経営課題の解決や、円滑な事業継承について支援を行います。 

③ 認定農業者制度を周知するとともに、農業経営基盤強化促進基本構想に基づき市町

村をまたがる広域認定を行います。 

④ 農業経営体の規模拡大や省力化に必要な施設、機械等の導入を支援します。 

⑤ 長期かつ低利の農業制度資金を円滑に融通するため、融資機関に対して利子補給を

行うとともに、市町村や融資機関と連携し、相談体制を充実させます。 

【指標】 

農家１戸当たり生産農業所得 

 現状値 １，０７２，２９８円（平成３０年度） 

→ 目標値 １，４２４，９２３円（令和７年度） 

 

販売農家数に占める販売金額１，０００万円以上の農家数の割合 

 現状値 ７％（令和元年度） → 目標値 １０％（令和７年度） 

 

【指標】 
 農業法人数 

  現状値 １，１２８法人（令和元年度） 

→ 目標値 １，５００法人（令和７年度） 

 

 新規就農者数 

  現状値 ３２１人/年間（令和元年度） 

→ 目標値 ３３０人/年間（令和７年度） 
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⑥ 市町村や農協、農業機械メーカー、農機販売店と連携し、農業機械安全に関する啓

発活動を実施するとともに、労災保険の加入を促進します。また、農業機械利用者の

技術向上及び安全意識を高めるため、農業機械利用技能者養成研修等を実施します。 

 

＜目指す方向２：林業経営体の育成と技術力の向上＞ 

意欲と能力のある林業経営体を経営面で育成するとともに、低コストで採算の合う林

業を実践できるよう、人材育成等を通じて技術力の向上を図ります。 

＜取組の内容＞ 

 ① 職員が常に経営改善の意識を持ち、森林所有者の収益還元や林業の生産性の向上、

雇用管理・労働安全対策に取り組む、意欲と能力のある林業経営体を育成します。 

② 採算のとれる林業経営を実践できる経営能力の高い人材や、森林施業を提案して集

約化・団地化を推進する人材、作業道を計画・施工できる技術者の育成を支援すると

ともに、架線集材等のこれまで培われてきた技術の継承を促進します。 

③ 自力で伐採・搬出を行うなど林業に積極的に取り組む森林所有者の活動を支援しま

す。 

④ 森林所有者に代わって森林を育てる森林整備法人が行う分収林事業を支援します。 

 

＜目指す方向３：養殖業者の育成と技術力向上＞ 

技術開発や普及指導を通じて、養殖業者の技術力向上を図ります。 

＜取組の内容＞  

 ① 省力化技術の開発や収益性の高い種苗の供給を行うとともに、個別の巡回指導、講

習会の実施により、養殖技術の向上を図ります。 

② 埼玉県養殖漁業協同組合、関係団体、生産者との連携を図り、市場ニーズに対応し

た養殖経営の支援を行います。 

 

（２）新規就業の促進 

＜目指す方向１：新規就農者の確保＞ 

新規就農希望者への情報提供、研修、就農先とのマッチング、資金の交付等を通じて、

新規就農者の確保・育成及び定着を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 県農林振興センター等に設置した就農相談窓口で情報提供を行うとともに、休日就

農相談会、就農支援セミナー等を開催し、新規就農希望者を支援します。 

② 新規就農者の希望地での就農と定着を促進するため、明日の農業担い手育成塾によ

る実践研修等を通じ、市町村、農協、指導農業士等と連携した就農支援体制を構築し

ます。 

③ 農業大学校や埼玉県農林公社による具体的かつ実践的な情報提供により、就職就農

を希望する者と農業法人とのマッチングを行います。また、埼玉県農業会議と連携し、

国の事業を活用した就職就農者に対する研修等を支援します。 

④ 国の事業を活用した資金の交付や、農業経営開始に必要な施設・機械の導入支援を

行い、就農意欲の喚起や就農後の定着を図ります。 

⑤ 農業大学校において、実践的な農業教育のほか、キャリアコンサルタントによるキ

ャリア教育や学生の生涯プラン作成の支援、親元就農や新規参入、就職就農など学生
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が希望する進路に応じた就農支援、農業高校生を対象とした研修等を行います。また、

農業大学校の施設・機械等の整備・充実を図ります。 

 

＜目指す方向２：林業への新規就業者の確保＞ 

林業の魅力発信、技術研修、就労支援等を通じて、林業を実践できる優れた人材を育

成し、林業への新規就業者の確保、育成及び定着を図ります。 

＜取組の内容＞  

 ① 林業就業セミナー等を行い、林業に関心の高い若者のほか、県内外から幅広い層の

新規就業希望者に対して、本県の林業の魅力を発信します。 

 ② 新規就業希望者に対して、林業の知識や技術を身に付ける研修を実施するとともに、

地域に定着できるよう移住・定住支援を行います。 

③ 林業事業体による作業員の雇用を支援するとともに、労働安全の確保や労働環境の

改善、社会保険の充実を促進します。 

④ ＩＣＴの活用や新たな林業機械の導入等により重筋作業を軽減するなど、魅力ある

職場づくりを進め、新規就業者の定着を促進します。 

 

＜目指す方向３：養殖業への新規就業者の確保＞ 

養殖業への新規就業者等に対して、知識、経験に応じたきめ細やかな支援を行い、就

業者の確保を図ります。 

＜取組の内容＞  

新規就業者を発掘するため、県水産研究所において、就業に関する個別相談や情報

提供を行うとともに、後継者や新規就業希望者を対象に養殖技術の個別指導や講習会

を開催します。 

 

（３）多様な担い手の育成 

＜目指す方向１：女性の活躍推進＞ 

女性が主体となる活動への支援、農業経営や地域農業における女性の参画促進、人材

育成、ネットワークづくり、職場環境の改善等を通じて、農林水産業に従事する女性が

いきいきと活躍できる環境を整備します。 

＜取組の内容＞ 

① 女性が参画することによる農業経営の発展を目指し、新たなビジネスにチャレンジ

する取組を促進します。また、次世代の経営者としての優れた経営感覚を醸成すると

ともに、地域農業のリーダーとなる女性農業者を育成するため、研修会を開催するな

ど研鑽の機会を設けます。 

② 女性農業者の取組についてＳＮＳ等を活用した情報発信を行うとともに、女性農業

者のネットワーク化を推進します。 

③ 女性農業者が地域における政策決定の場へ参画できるよう、農業委員、農協理事、

県の施策検討に係る専門家会議等への就任を促進することにより、農業・農村におけ

る男女共同参画を推進します。 

④ 山村生活を支える女性の地域活動や林業研究活動を支援します。また、林業の現場

における職場環境改善を支援し、女性作業員の就業を促進します。 
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＜目指す方向２：高齢者の活動促進＞ 

高齢農業者がその経験や知識、技術を生かし地域で活躍できるよう支援します。 

＜取組の内容＞ 

① 高齢農業者が有する農業関連の豊富な知識や技術、経験の次世代への伝承を促進し

ます。 

② 退職後に農業に取り組む者を含め、中高年齢者の活躍が促進されるよう、農業技術

の普及指導等を通じて支援を行います。 

③ 農作業を軽作業化する技術、機械等の普及を推進します。 

④ 高齢者を含む地域住民の活動などを通じて、農業・農村が持つ多面的機能が発揮さ

れるよう、地域での生態系保全や農業用用排水路、農道の管理等に係る活動を支援し

ます。 

 

＜目指す方向３：本県農業への企業等参入の促進＞ 

相談窓口の設置、参入候補地の情報提供、技術支援等を通じて、本県農業の新たな担

い手となる企業、ＮＰＯ法人等の参入を促進します。 

＜取組の内容＞ 

① 本県に農業参入を希望する企業等を確保するため、農業展示会等における相談窓口

の設置や定期的な研修会の実施、企業参入マニュアルの作成等を行います。 

② 農業への参入を希望する企業等が本県で円滑に参入し、地域に定着できるよう、県

に設置した企業等農業参入相談窓口において、参入候補地の情報提供、農業技術の支

援等をワンストップで行います。 

③ 農業の担い手確保が困難な地域や未利用農地が多い地域において、農業参入を目指

す企業や経営力の高い農業法人などを積極的に誘致し、農地の有効活用と集約化を図

ります。 

④ 地域との信頼が構築されるまでの間は、行政がつなぎ役を務めるとともに、関係機

関と連携し、参入した企業等への農業技術等の支援を円滑に行う体制を整備します。 

 

＜目指す方向４：中小・家族経営による地域の下支え＞ 

中小・家族経営は、農地の継続的な利用や、農協における生産・販売の取組への参加

などを通じて、農地の維持・管理や地域社会の維持に重要な役割を果たしています。こ

うした機能が今後も発揮されるよう、中小・家族経営が行う農業生産や地域活動に係る

支援を行います。 

＜取組の内容＞ 

① 中小・家族経営においても安定的に農業生産を続けられるよう、農業技術の普及、

施設整備等について支援を行います。 

② 中小・家族経営が生産する農水産物の販売が促進されるよう、直売所の機能強化な

ど、県産農水産物を販売する場の拡大を促進します。 

③ 日本型直接支払制度を活用し、中小・家族経営の参加の下で行われる農道、農業用

用排水路等の維持管理・保全の取組を支援します。 
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２ 優良農地の確保及び有効利用 

  農業生産の基礎となる優良農地を確保するとともに、農地中間管理事業等をフル活用す

ることにより、担い手へ農地を集積・集約化し、農地の有効活用を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）優良農地の確保 

＜目指す方向：優良農地の確保＞  

集団的に存在する等の条件を満たす優良農地について、農地制度の適切な運用により、

良好な状態で維持・保全を図ります。 

＜取組の内容＞ 

 ① 市町村の農業振興地域整備計画の定期的な見直しを促進します。 

 ② 農業振興地域の整備に関する法律に基づく、農用地利用計画の変更基準の適切な運

用を行います。また、農地法に基づく農地転用許可基準の適切な運用を行います。 

③ 農地パトロール等を通じて、不法盛土など違反転用への対策を実施します。また、

営農型太陽光発電施設など営農の継続が必要な事業について、適切に事業が行われる

よう農地法に基づき指導します。 

 ④ 農地転用許可権限の移譲を希望する市町村への説明会を実施します。 

 

（２）農地の有効利用 

＜目指す方向１：担い手への農地集積・集約化＞ 

人・農地プランの作成・見直し、農地中間管理事業等の活用、基盤整備事業との連携

などにより、担い手への農地の集積・集約化を促進します。 

＜取組の内容＞ 

① 担い手への農地の集積・集約化など地域の人と農地の問題の解決に必要な、実効性

のある人・農地プランの作成と定期的な見直しを支援します。 

② 農地中間管理事業について、県、農地中間管理機構、市町村、農協、農業委員会、

土地改良区等が連携し、推進会議による情報共有、重点推進地区の設定、地域の実情

を踏まえた農地の受け手・出し手の掘り起こし等を行います。 

③ 農地中間管理事業のほか、利用権設定等促進事業や農業委員会によるあっせんなど

地域の状況に適した手法も活用し、認定農業者や農業参入企業など担い手への農地の

集積・集約化を促進します。 

④ 農地の集積・集約化と畦畔除去等を行う基盤整備事業を連携させた取組を推進しま

す。 

 

＜目指す方向２：遊休農地の発生防止・解消・活用＞ 

遊休農地や荒廃農地に係る調査支援、農地所有者への指導、担い手や農業に参入する

【指標】 
 担い手への農地集積率 

  現状値 ３０％（令和元年度） → 目標値 ４２％（令和７年度） 

 

 遊休農地解消・活用面積 

  ２，０００ｈａ（令和３～７年度） 
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企業へのあっせん・仲介等を通じて、遊休農地の発生防止・解消・活用を促進します。 

＜取組の内容＞ 

① 人・農地プランの作成・見直しを行う中で、遊休農地の発生防止・解消・活用の方

策検討を促進します。 

② 遊休農地の所在等を明確にするために農業委員会が行う利用状況調査、市町村・農

業委員会が行う荒廃農地の発生・解消状況に関する調査を支援し、遊休農地の所有者

等に対する指導を促進します。 

③ 農地利用最適化推進委員と農業委員が行う担い手への農地のあっせんなど農地利用

の最適化業務を促進し、規模縮小を志向する農家等が所有する農地の遊休化の防止を

図ります。 

④ 農地耕作条件改善事業による農地整備と併せた遊休農地の再生、農地中間管理事業

や農地利用に係る法制度の活用等を通じて、遊休農地の解消・活用を進めます。 

⑤ 遊休化が懸念される農地について、地域の意向を踏まえ、新たな担い手となりうる

企業等の農業参入の仲介や調整を行います。 

⑥ 集落介在農地など、担い手への集積が困難な遊休農地については、市民農園や景観

形成作物の栽培など地域の状況に合わせた活用を促進します。 
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３ 生産基盤の整備 

  ほ場整備の推進、農業水利施設の保全管理、農業用ため池の防災・減災対策等を推進し、

農業の生産性向上と災害の未然防止を図ります。また、林内路網の整備により、木材生産

コストの低減を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）農業生産の基盤の整備 

＜目指す方向１：ほ場整備の推進＞ 

地域の目指す営農形態に応じて、効率的な整備手法を検討し、生産基盤の整備を推

進します。 

＜取組の内容＞ 

① 地域の話合いにより農地の貸し借りの意向などを明確にした計画を策定し、それ

に基づく基盤整備を実施します。 

② 地域の目指す営農を実現するため、作付品目の特性や、水田地帯か畑地帯かなど

の地域の実情に応じた効果的な基盤整備を進めます。 

③ １０ａ区画水田の現況形状を活用し、畦畔除去等による大区画化等を行う埼玉型

ほ場整備を推進し、基盤整備を加速させます。 

 

＜目指す方向２：農業水利施設の計画的な整備と保全管理＞ 

農業水利施設の計画的な補修・更新等を行うことにより、老朽化が進んだ農業水利

施設の適切な保全管理を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 農業水利施設について、計画的な補修・更新により、費用を平準化しつつ長寿命

化を図るため、「基幹的農業水利施設の機能保全に関する実施方針」の定期的な見直

しを行います。 

② 実施方針に基づく農業水利施設の計画的な補修・更新や、必要な新規整備を行い

ます。 

 

＜目指す方向３：農業用ため池の防災・減災対策と計画的な保全管理＞ 

農業水利施設として地域農業を支え、防災・減災上も重要である農業用ため池につ

いて、計画的な保全管理や点検、ソフト・ハード両面の防災対策を推進し、被害の未

然防止を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 農業用ため池を管理する市町村、土地改良区等による計画的な保全管理や、地震

【指標】 
 基盤整備面積 

  現状値 ２３，０４０ｈａ（令和元年度） 

→ 目標値 ２３，６４０ｈａ（令和７年度） 

 

 路網密度 

  現状値 ２２．８ｍ／ｈａ（令和元年度） 

→ 目標値 ２５．０ｍ／ｈａ（令和７年度） 
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後・豪雨後における点検等の徹底を促します。 

② 下流に大きな被害を及ぼすおそれのある防災重点農業用ため池については、地域

防災計画へ位置付けるとともに、緊急連絡網の整備などソフト対策を支援します。 

③ 耐震・豪雨調査の結果、所要の安全率を下回った防災重点農業用ため池のうち、

緊急的に防災対策を行う必要があるため池について、防災対策を推進します。 

 

（２）林業生産の基盤の整備 

＜目指す方向：路網整備の促進＞ 

効率的な林業経営の確立のため、森林管理道及び作業道を整備し、有機的に結びつ

いた林内路網の拡充を図ります。また、災害に強い路網づくりを促進するとともに、

山村の生活に重要な役割を果たしている森林管理道等の安全性を確保するための維

持管理を行います。 

＜取組の内容＞ 

① 森林管理道と作業道、作業ポイントなどが効果的に組み合わされた、効率的に木

材搬出ができる林内路網の整備を促進します。 

② 機械の大型化に対応するため、森林管理道と作業道の改良を進めます。 

③ 現地の地形や地質に応じた整備を行い、災害に強い路網づくりを促進します。 

④ 安全に通行ができるよう森林管理道の改良・舗装を推進するとともに、橋梁、ト

ンネル等の施設を定期的に点検・補修して長寿命化を図ります。 
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４ 農林水産物の安定供給 

  良質かつ安全な農林水産物の安定供給を行うため、生産、流通、販売等の体制を整備す

るとともに、安全管理を通じて消費者の信頼確保を図ります。また、県産農産物を購入す

る場の拡大等を通じて、地産地消を促進します。 

 

（１）生産、流通、販売等の体制の整備 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア 農業の分野ごとの施策 

＜目指す方向１：米の振興＞ 

米の需要が全国的に減少する中、実需者ニーズに的確に対応した米の高品質安定生

産を推進し、生産者の経営安定と収益向上を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 良食味で病害虫抵抗性があり、高温耐性を持つ「彩のきずな」や、これに続く新

品種の導入を推進します。また、気候変動に対応した高温対策技術や、品種ごとの

特性を踏まえた適正な栽培管理の徹底を推進し、品質・収量の安定を確保します。 

② 地域の水田農業を支える担い手への農地利用の集積と集約を図ることで、ほ場条

件の改善と作業の効率化を進めます。 

③ 水田農業経営の大規模化を推進するとともに、ドローン、ＧＮＳＳを活用した自

動操舵などの先進技術、省力・多収生産技術の導入を進め、生産コスト低減を図り

ます。 

④ 近年、需要が拡大している外食・中食向けの業務用米へ対応した生産を推進しま

【指標】 
 需要に応じた野菜の作付拡大面積 

  １，０００ｈａ（令和３～７年度） 

 

 契約野菜対応型野菜産地育成数 

  ３０地区（令和３～７年度） 

 

 新たに農業の６次産業化により開発された商品数 

  ２５０品目（令和３～７年度） 

 

森林の整備面積 

１２，５００ｈａ（令和３～７年度） 

 

施業のため集約化・団地化する森林面積 

 現状値 １６，８８７ｈａ（令和元年度） 

→ 目標値 ２３，５００ｈａ（令和７年度） 

 

 県産木材の供給量 

  現状値 ９７，０００㎥／年間（令和元年度） 

→ 目標値 １１６，０００㎥／年間（令和７年度） 
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す。また、需要に応じた主食用米の生産に加え、飼料用米や米粉用米などの新規需

要米、加工用米の導入を推進するなど、水田農業経営の安定化を図ります。 

⑤ 水田農業経営に対するセーフティネットへの加入促進、経営所得安定対策等の制

度に関する情報など、生産者が必要とする情報を発信します。 

⑥ 集落営農組織や多面的機能維持活動組織等への支援により、地域の水田農業の環

境保全に努めます。 

 

＜目指す方向２：麦の振興＞ 

実需者ニーズに対応した麦種や品種への誘導や、基本技術の励行により、安定生産

を推進します。 

＜取組の内容＞ 

① 実需者の求める特性や用途に対応した品種への誘導を行うとともに、求められる

生産量が供給できるよう、単収の向上と作付面積の確保を図ります。 

 ② 高品質・安定生産のため、品種特性を踏まえた基本技術の励行などを促進します。 

③ 先進技術・省力化技術の導入や農地の集積・集約化を推進するとともに、経営所

得安定対策等交付金を活用した水田における二毛作等の作付拡大を推進します。 

 

＜目指す方向３：大豆の振興＞ 

主穀の中でタンパク質に富むという特徴を踏まえ、実需者ニーズに対応した高品質

な大豆の生産を推進します。また、在来系統など地域の特色ある大豆について、加工

業者や販売業者との連携を図りつつ、生産拡大を進めます。 

＜取組の内容＞ 

① 実需者が求める安定した生産量・品質を確保するため、湿害対策や病害虫防除な

どの基本技術の励行を促進するとともに、ドローン等を活用した省力・低コスト技

術の普及を推進します。 

② 経営効率化のため、優れた経営体への農地の集積・集約化を推進するとともに、

経営所得安定対策を推進し、生産者の安定的な経営を支援します。 

③ 在来大豆について、県が保有する種の提供を含め地域ニーズに合わせた生産を推

進するとともに、生産者と加工業者や販売業者等が連携した新商品の開発を促進し

ます。 

 

＜目指す方向４：野菜の振興＞ 

更なる野菜産地の育成・拡大を図るため、初期投資費用の削減につながる取組等の

支援を通じて、新たに野菜生産を始める農業者・法人の増加を図ります。また、消費

者ニーズの高い品目の導入を推進するとともに、県内の食品製造業者等の求める品目

や品種、作り方などに応じた生産・安定供給ができる産地を育成します。 

＜取組の内容＞ 

① 地域の状況を踏まえ野菜産地強化の取組をまとめた「地域構想」に基づき、新規

就農者の確保や生産拡大・高品質化につながる機械・施設の導入を支援します。ま

た、調製、選別、箱詰めなどの作業の分業化や外部委託など、産地における労働力

を補完するシステムを構築するため、産地拠点施設の整備を支援します。 

② 産地と実需者等との連携による契約栽培取引を促進します。また、食品などの加
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工製造に関わる企業などと連携し、品目、品種や作り方などに対する実需者ニーズ

に対応できる産地づくりを促進します。 

③ 特徴ある品種や品目の導入を支援し、消費者ニーズに即した野菜の生産拡大をさ

らに推進します。 

④ 次世代施設園芸のモデル拠点や先端的な情報通信技術等を活用する産地で得ら

れた成果を、県内の農業者に普及します。 

⑤ 野菜生産者の所得と野菜供給の安定化を図るため、野菜価格安定対策を実施しま

す。 

 

＜目指す方向５：果樹の振興＞ 

優良品種への転換、省力化技術の導入による生産性向上、新たな担い手の育成、品

種のリレーによる安定供給の促進等を通じて、産地の維持・強化を図ります。また、

消費者ニーズを的確に捉え、付加価値を高めた製品の開発や観光果樹産地の育成を図

ります。 

＜取組の内容＞ 

① 新植・改植により需要を踏まえた品種転換を促進し、併せて省力化樹形や省力化

機械の導入による生産性の向上を図ります。 

② 新規品目については、需要を踏まえ戦略的に導入を促進するとともに、ブルーベ

リーやいちじく等の特色ある産地が形成された品目については、生産技術の向上を

図り、産地の維持発展を推進します。 

③ 果樹産地の維持・存続に向け産地ごとに具体的な目標を定めた産地計画に基づき、

新たな担い手の育成研修や農地中間管理事業等の活用により、優良園地を次世代へ

引き継ぐ仕組みづくりを推進します。 

④ 品種のリレーにより出荷期間の延長を図り、安定的な供給により産地ブランドの

更なる強化を進めます。 

⑤ 高付加価値化と周年販売につながる加工品の開発を促進します。 

⑥ 贈答用高品質果実から日常消費まで、多様な消費者ニーズに対応した販売を促進

します。 

⑦ 観光果樹用の品種導入を進めるとともに、多品種・多品目栽培により年間を通じ

て集客できる魅力のある観光果樹産地づくりを促進します。 

 

＜目指す方向６：花植木の振興＞ 

生産・物流におけるコスト低減を図るとともに、生産者や関係団体と連携して実需

者から求められる商品の開発や販路の開拓を進め、商品力のある花植木産地の確立を

図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 生産者による新商品の開発、知的財産権の取得、ＳＮＳ等を活用した情報発信、

販売促進等を支援します。 

② 園芸資材の効率的利用等により、花植木の生産・物流におけるコスト低減を図り

ます。 

③ 高温期に適した植栽技術や栽培管理技術、鮮度保持技術を開発し、年間を通じた

需要を開拓します。 
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④ 日常生活に花のあるシーンを増やすための気軽に飾れる花の開発や、スーパー、

コンビニエンスストア等での販売促進により、新たな販路を開拓します。 

⑤ 花き関係団体と連携し、県産花植木の品質や商品性を直接買参人等に情報提供す

る花植木商談会の開催を支援します。また、花き産業が一体となった情報交換を進

め、実需者等のニーズに合致する商品や産地情報等の発信などにより、業務需要の

確保を促進します。 

 

＜目指す方向７：茶、地域特産物の振興＞ 

 茶については、本県の気候風土に適した品種や高性能機械等の導入によって、生産

性や品質の向上を図り、本県茶業の特徴である自園・自製・自販の強みを生かした収

益性の高い茶業経営の確立を促進します。また、消費者ニーズを捉えた魅力ある商品

の製造・販売を促進するとともに、狭山茶のブランド力の更なる向上を図ります。 

 養蚕、こんにゃくなど地域文化に根差した地域特産物については、生産を継続する

ための取組を展開し、産地体制を維持していきます。 

＜取組の内容＞ 

① 本県の気候風土に適した多様な茶の品種の導入を促進するため、優良品種苗木の

安定的な生産供給体制を整備します。また、県育成新品種の「おくはるか」や「さ

やまあかり」の栽培方法や加工適性に関する情報提供を行います。 

② 作業労力の低減など生産性の向上に向けて、農地中間管理事業や作業受委託によ

る茶園の集約化及び高性能機械等の導入を促進します。 

③ 安全・安心な茶生産及び海外輸出の促進に向けて、ＩＰＭ技術等を活用した効率

的な病害虫防除体制の確立、ＧＡＰやＨＡＣＣＰの取組を促進します。 

④ 県育成品種の特性を生かした紅茶や半発酵茶、食品加工原料としてのニーズも高

い抹茶など、二番茶を使った魅力ある商品の製造・販売を促進します。また、高度

な製茶技術の継承と狭山茶ブランド力の向上に向けて、生産者団体が行う製茶品評

会や手もみ茶保存の活動を支援します。 

⑤ 養蚕については、製糸業界など関係業界と連携して養蚕農家の手取り単価を維持

し、経営安定を図ります。 

⑥ こんにゃくについては、共進会の開催などにより技術の高位平準化を図るととも

に、新たな加工品の開発などを促進します。 

 

＜目指す方向８：畜産の振興＞ 

ＩＣＴ等を活用したスマート畜産による省力化、優良家畜の確保、自給飼料の増産

等の推進により、畜産の生産性向上や経営安定化を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 施設整備やＩＣＴ技術の導入を畜産クラスター事業等により支援し、家畜の飼養

管理の効率化や生産性の向上を図ります。また、畜産クラスター協議会の目標達成

の進捗確認により、地域一体となった収益性の向上に向けた取組を支援します。 

② 施設・機械の導入支援とともに、酪農ヘルパーの利用促進や肉用牛ヘルパーの制

度等の検討により、畜産における労働環境の改善を図ります。 

③ 性判別精液を利用した優良な乳用後継牛を確保する取組を支援するとともに、育

成牧場である秩父高原牧場を活かし、県内で後継牛が確保できる取組を推進します。
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また、優良な遺伝資源を持つ受精卵を確保し、秩父高原牧場における和牛子牛の生

産供給を強化することにより、埼玉県産和牛の増頭を図ります。 

④ 豚凍結精液による人工授精の推進により、養豚の生産性向上を図ります。 

⑤ 「彩の国地鶏タマシャモ」の生産振興と消費拡大のため、彩の国地鶏タマシャモ

普及協議会の活動を支援します。 

⑥ 耕種農家とのマッチングにより、飼料用米や飼料用稲をはじめとする自給飼料の

生産・利用の拡大を支援します。また、良質な堆肥を生産するための施設や機械の

整備を支援するとともに、耕種農家での利用拡大を促進します。 

⑦ はちみつの安定生産のため、蜂群配置の調整を行い、蜜源の確保や飼養管理技術

の向上を支援します。 

 

＜目指す方向９：環境に配慮した農業の振興＞ 

「埼玉県エコ農業推進戦略」（令和３年度～令和７年度）に基づき、有機農業や特別

栽培農産物の取組など環境に配慮した持続可能な農業を推進します。また、環境に配

慮した持続可能な農業への食品関連事業者や消費者の理解を促進し、販路拡大を図り

ます。 

＜取組の内容＞ 

① 環境に配慮した持続可能な農業への取組者に対し、国の環境保全型農業直接支払

制度に基づく補助事業の情報提供などの支援を行います。また、特別栽培農産物認

証制度等を活用した農産物の生産に係る支援や、エコファーマー導入計画策定の助

言や技術指導等を行います。 

② 農業用廃ビニールやポリエチレンフィルムなど農業用廃資材について、リサイク

ル処理などの適正な処理が行われるよう市町村や農協、資材メーカーと連携して推

進するとともに、環境に負荷を与えにくい資材の普及を図ります。 

③ 有機農業者の課題解決に向けた研修会や自主活動や、農業大学校有機農業専攻の

学生と先進的有機農業者との情報交換を支援します。また、持続可能な農業に取り

くんでいる者や今後取り組もうとする者、農業大学校の学生に対し、農業技術や販

売方法等の情報提供を行います。 

④ 農業者と流通業者との情報交換、商談会や各種イベントへの出展等を支援し、食

品関連事業者や消費者の理解促進を図るとともに、環境に配慮した持続可能な農業

の販路を拡大します。 

 

イ 林業における施策 

＜目指す方向１：皆伐・再造林システムの確立・普及＞ 

森林を皆伐し、その跡地への植栽から保育までを確実に実施する皆伐・再造林シス

テムを確立・普及することにより、森林の循環利用を進め、森の若返りを図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 伐採者と造林者との連携強化を支援し、効率的な伐採・搬出作業と伐採後の確実

な植栽を促進します。 

② 伐採から地拵・植栽・獣害対策を一貫して作業し、その後の下刈などの保育を確

実に実施するシステムを確立・普及します。 

 ③ 作業道が整備できない急傾斜地において、架線系システムの技術の伝承を支援し
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ます。 

 

＜目指す方向２：森林施業の集約化・団地化の促進＞ 

伐採のロットを確保して効率的な森林整備や木材生産を行うため、森林整備・木材

販売方法の提案による森林所有者の経営意欲の喚起を図るとともに、森林計画制度も

活用し、森林施業の集約化・団地化を促進します。 

＜取組の内容＞ 

① 林業事業体が行う施業の集約化・団地化を促進する人材の育成を支援します。 

② 森林組合などが行う森林境界の明確化を、市町村による地籍調査等と連携しなが

ら支援し、円滑かつ計画的な森林整備を促進します。 

③ 森林所有者や所在地、樹種、林齢など森林簿等にある森林資源情報の精度向上を

推進します。 

④ 森林経営管理制度を活用し、意欲と能力ある林業経営者への森林施業の集約化を

促進します。 

 

＜目指す方向３：高性能林業機械システムの普及＞ 

高性能林業機械の導入による低コストな伐採・搬出システムを普及拡大し、林業の

生産性向上を図ることにより、外国産木材と価格競争ができる効率的な木材生産体制

の整備を促進します。 

＜取組の内容＞ 

① 林業事業体による高性能林業機械の導入を支援し、機械化による生産性の向上を

図ります。 

② 高性能林業機械を扱う技術者の育成を推進し、伐採・搬出を行う作業班の能力向

上を図ります。 

③ 現地の地形に応じた低コスト伐採・搬出システムの普及を推進します。 

 

＜目指す方向４：優良・少花粉苗木生産体制の確立＞ 

再造林に必要な苗木を確保するため、成長や形質に優れ、花粉の発生量が通常の品

種に比べ１％以下のスギやヒノキの優良・少花粉品種の導入を推進します。 

＜取組の内容＞ 

  ① 優良で少花粉なスギ・ヒノキ品種の採種園を整備します。 

② 苗木生産者に対して優良・少花粉品種の種子を提供するとともに、健全な苗木生

産に向けた技術指導や後継者育成など、総合的な生産体制整備を支援します。 

③ 少花粉スギ・ヒノキのコンテナ苗について技術開発や生産体制の整備を支援し、

苗木の生産性向上や植栽コストの低減を図ります。 

④ 将来的な伐採・造林計画により、種子や苗木が安定的に生産できるよう、適正な

需給調整を行います。 

 

ウ 水産業における施策 

＜目指す方向：水産業の振興＞ 

新たに開発・改良された養殖技術の導入による生産拡大と実需者ニーズに対応した

供給体制の確立を図るとともに、多様な販売ルートの確保を促進します。 
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＜取組の内容＞ 

① 子持ちホンモロコや耐病系キンギョなど、新たに開発された養殖技術の導入によ

り、技術の高位平準化や養殖品目の拡大を図ります。 

② 関係団体と生産者間で市場情報の共有化をさらに進め、実需者ニーズに対応した

安定出荷のための技術講習等を行います。 

③ 食用魚について、庭先販売のほか道の駅や農産物直売所を活用した販売を促進し

ます。 

④ 養殖業者の特色ある水産物のブランド力の向上を支援し、商品の差別化を促進し

ます。 

 

エ 農林水産物の流通の合理化・効率化 

＜目指す方向１：農水産物の流通システムの合理化＞ 

県内の卸売市場で取り扱う農水産物を高品質で鮮度を保持したまま流通できる体制

づくりを支援するとともに、農水産物の県内流通を拡大する取組を支援します。 

＜取組の内容＞ 

① 多様な品揃えや安定した集荷など、市場の持つ機能を有効に発揮できるよう、卸

売市場関係者等を対象とした連絡会議や研修会を開催し、県内卸売市場間の連携を

促進します。 

 ② 実需者ニーズに対応した産地づくりや、新鮮で安心な農水産物を短時間で地域に

供給する流通システムの構築など、卸売市場のコーディネート機能と地域の特色

を生かした取組を支援します。 

 ③ 取引情報の電子化など、情報通信技術の活用による市場運営の効率化、流通業務

の迅速化等の取組を促進します。 

④ 鮮度保持のための施設整備によるコールドチェーン化や品質・衛生管理の徹底な

ど、食品の品質向上や安全・安心の確保に資する取組を支援します。 

⑤ 加工施設の整備やパッケージ施設の整備等、卸売市場の付加機能を充実させるた

めの取組を支援します。 

⑥ 卸売市場の付加価値向上と食文化の維持・発展を図るため、イベントや市場見学

会等の消費者との交流や食育に関する取組など、卸売市場の多様な取組を支援しま

す。 

⑦ 食品廃棄物やＣＯ２の排出削減、包装容器等のリサイクルなど、各卸売市場にお

ける環境負荷低減の取組を促進します。 

 

＜目指す方向２：木材の生産・加工・流通体制の整備＞ 

木材の品質向上を推進するとともに、消費者が「必要な時」に、「必要な材」を、「必

要な量」提供できる供給体制をつくります。 

＜取組の内容＞ 

① 加工される木材の品質や生産性が高い木材加工施設の整備を支援します。 

② 木材の品質を確保するため、強度や含水率が安定したＪＡＳ材などの県産木材の

供給体制をつくります。 

③ 中間土場などを活用した工場直送などの流通体制づくりや、流通施設の整備を支

援します。 



 

- 46 - 

④ ＩＣＴの活用等により、県産木材の生産から加工、流通を経て消費者に木材が届

くまでの過程について、山側にある立木の量や樹種、伐り出された丸太の量や規格

等の情報の見える化を進めます。 

⑤ 違法に伐採された木材は使用しないという基本的な考え方に基づき、森林認証材

や森林経営計画に基づき伐採された木材の使用を推進します。 

 

 オ 農林水産物の需要拡大 

＜目指す方向１：農産物のブランド化＞ 

県産農産物が県内外の実需者や消費者から評価され、選択されるよう、他産地の農

産物との差別化に一層取り組むとともに、首都圏マーケットへの販路の拡大を図りま

す。 

＜取組の内容＞ 

① 農産物のブランド化について、戦略的な取組を推進できるよう体制を整備します。 

② 県が育成した品種について、他産地と差別化が図れる商品づくり等によるブラン

ド力の強化を図るとともに、効果的な販売戦略を策定します。 

③ 県が育成した品種を中心として、重点的にブランド化を推進する品目を選定し、

メディアプロモーションや関係者が一体となったキャンペーンを展開し、県産農産

物の魅力発信により需要拡大を図ります。 

④ ＷＥＢやＳＮＳを活用し、県産農産物の魅力を広く情報発信することにより、県

産農産物の需要拡大・購入促進を図ります。 

⑤ 産地や組織単位でのブランド化の取組に加え、農業者等が生産する特色ある農産

物のブランド力の向上を支援し、地域団体商標等の知的財産の活用などにより、商

品の差別化を促進します。 

 

＜目指す方向２：農水産物の輸出促進＞ 

  ジェトロ埼玉など関係機関と連携し、新たな輸出品目の拡大や輸出相手先国の開拓、

海外需要に対応できる産地の生産体制の整備等を通じて、県産農産物や観賞魚、加工

食品などの輸出促進を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 県産農産物の輸出について、戦略的な取組を推進できるよう体制を整備します。 

② 輸出を志向する生産者団体や県内食品事業者等に対して輸出関連情報の提供を

行うなど、県産農産物及び県産農産物を主原料とした加工食品の輸出を促進します。 

③ 海外市場のニーズ、需要に応じたロットの確保、輸出先国の求める残留農薬の規

制などに対応できるよう、産地への技術支援や生産体制の整備を支援します。 

④ 海外の見本市や商談会への出展支援など、輸出を志向する生産者や事業者が参画

しやすい環境づくりを進め、継続的で強固な販売ルート確保につながるよう支援し

ます。 

⑤ ＥＵ等向けに植木、盆栽、観賞魚等を輸出する際に必要な検疫制度、衛生証明書

の発行等に係る事務や情報提供、栽培地検査等の技術指導を行い、輸出の円滑化を

図ります。 

  

＜目指す方向３：農業の６次産業化等の促進＞ 
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農産物の加工等を通じて商品を高付加価値化し、農業収益の向上を図るため、売れ

る商品づくり、販売力の強化、販路開拓等を支援し、多様な産業との連携の下で県産

農産物を活用する農業の６次産業化等の取組を推進します。 

＜取組の内容＞ 

① 農業の６次産業化に取り組む農業者等に対し、経営ビジョンを明確にするための

事業計画書の作成を支援するとともに、計画の実現に向けた経営改善や６次産業化

に取り組む上での課題解決について、専門家の派遣等を通じて支援します。 

② 農業者等と食品加工業者、流通・販売業者等のマッチングを支援し、農産物の特

性や地域性を生かした付加価値の高い商品開発や販路開拓などに取り組む、食品産

業と連携した６次産業化や農商工連携の取組を推進します。 

③ 商品コンテストの開催や専門家の派遣等による販路開拓の伴走支援を通じて、商

品のブラッシュアップや農業者等の商談能力向上を図り、販売力を強化します。 

④ インターネットの通販サイトや百貨店、高速道路のサービスエリア等での６次産

業化商品の販売を支援し、農業収益の向上を図ります。 

⑤ 県内の農業者等や食品関連事業者と県内外のバイヤーによる商談会を開催し、県

産農産物や県産農産物を利用した加工食品等の販路開拓を図り、新たなビジネスチ

ャンスを創出します。 

 

＜目指す方向４：生活様式の変化に対応した販路の開拓＞ 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機とした新しい生活様式の拡大など、社

会情勢に応じて生じる生活様式の変化に対応し、新たな販売方法の普及や新商品の開

発を推進します。 

＜取組の内容＞ 

① 消費者が外出等を控えるような状況が生じても県産農産物等とのつながりを保

ち、また、従来県産農産物を購入する機会が少なかった消費者とのつながりを生み

出せるよう、インターネットを通じた農産物や６次産業化商品の紹介・販売を促進

します。 

② 新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に生じた、在宅時間を豊かにするた

めの花や緑に対する需要を捉え、気軽に飾れる花商品の開発等を推進します。 

 

＜目指す方向５：県産木材の利用促進＞ 

県産木材の利用を促進するため、住宅分野での利用拡大やＰＲ効果の高い公共施設

等の木造化・木質化を推進するとともに、新たな部材の活用により今後需要が見込ま

れる中大規模木造建築物を設計できる技術者等を育成します。 

＜取組の内容＞ 

① 県産木材の利用に取り組む工務店等に対し、県産木材の生産から加工・流通に関

する情報を提供するとともに、利用拡大のための活動支援を行います。 

② 県や市町村が策定した公共施設の木造化・木質化に関する方針等に基づき、人目

に触れる機会の多い公共施設等の木造化・木質化を進めます。 

③ 木造による中大規模建築物の建設を可能にするＪＡＳ材の利用やＣＬＴ、重ね柱

などの新たな部材の活用を推進します。 

④ 木造建築に精通した専門家等と連携し、今後新たな木材需要が見込まれる中大規
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模木造建築物等の設計ができる人材を育成します。 

 

カ 多様な事業者との連携 

＜目指す方向：多様な事業者との連携の促進＞ 

県産農産物を活用した商品開発、販路開拓、観光農業のＰＲ等について、農林漁業

者と食品産業、観光産業等に係る多様な事業者との連携を促進し、バリューチェーン

の構築その他の付加価値の向上を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① ６次産業化や農商工連携において、農業者が食品加工業者、流通・販売業者等と

連携して行う商品開発や販路開拓の取組を支援します。 

② 県内の生産者や産地と量販店や食品製造事業者等との直接取引を促進します。ま

た、生産面においても、事業者からの品質、ロット、価格等に係る需要に応じた供

給が可能な産地を育成します。 

③ 鉄道会社などの企業と連携した観光農業のＰＲ等により、観光農園、直売所等の

情報を広く発信します。 

④ 福祉施設での作業受託など農福連携の取組を支援します。 

 

（２）地産地消の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 県産農産物を購入する場の拡大 

＜目指す方向：県産農産物を購入する場の拡大＞ 

農産物直売所の魅力向上と機能強化を促進するとともに、産地や実需者をコーデ

ィネートし、県内量販店や飲食店などでの県産農産物の取扱いを拡大するなど、県民

が身近で主穀、野菜、果物、畜産物等の幅広い県産農産物を「知って、買って、食べ

る」機会を広げる多彩な地産地消を推進します。 

＜取組の内容＞ 

① 直売所が地域の特色を生かした魅力的なものとなるよう、農産物直売所へ出荷す

る生産者組織の活動を強化するとともに、県内の直売所の連携を強化し、県産農産

物の品揃えの充実等を図ります。 

② 県産農産物の県内流通も含めた出荷体制の整備を支援し、量販店等における県産

農産物コーナーの設置を推進します。 

③ 県産農産物を取り扱う小売店や飲食店等の「県産農産物サポート店」としての登

録を進めるとともに、主原料に１００％県産農産物を使用し製造された「ふるさと

認証食品」の認証を進めるなど、県民が県産農産物を身近で購入できる機会を増や

【指標】 
 県産農産物コーナー新規設置数 

  １２５店舗（令和３～７年度） 

 

 県産木材を利用した公共施設数 

  現状値 １，０５９施設（令和元年度） 

→ 目標値 １，４２０施設（令和７年度） 
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します。 

④ 県内の生産者や産地と量販店や食品製造事業者等の直接取引や、県内卸売市場を

介するルートなど、多様な流通ルートの確保や流通体制の強化を促進します。 

 

  イ 県自らの率先した取組 

＜目指す方向：県自らの率先した取組による地産地消の普及・拡大＞ 

県の広報活動やイベントにおいて農産物や木材の地産地消をＰＲするとともに、県

が整備する施設の木造化・木質化を進め、地産地消の普及・拡大を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 各種のメディアを活用するほか、駅やＳＡ・ＰＡなどでも県産農産物のＰＲを行

い、地産地消の裾野を広げ、県産農産物の消費拡大を推進します。 

② 県内関係団体と連携し、県産農産物を使ったレシピ作成や直売所店舗での県産農

産物の試食販売や県内での料理教室などの開催により、新たな県産農産物ファンの

獲得につなげます。 

③ 県が策定した「県有施設の木造化・木質化等に関する指針」に基づき、公共施設

の整備の計画・設計段階から木造化・木質化の検討を行い、県が整備する施設にお

ける木材の利用拡大を進めます。 

④ 木造技術者講習会の開催や木造建築に精通した専門家等との連携等により、木造

化・木質化を提案できる技術者を育成します。 

⑤ 木とのふれあいまつりなどのイベントにおいて、木材と触れ合う機会を増やし、

木の良さをＰＲします。 

 

  ウ 市町村による取組の支援 

＜目指す方向：市町村による取組を通じた地産地消の普及・拡大＞ 

市町村が行う学校給食における県産農産物の利用拡大、食育活動、施設の木造化・

木質化等について、情報提供など必要な支援を行います。 

＜取組の内容＞ 

① 市町村が行う学校給食における県産農産物の利用を支援します。 

② 市町村による県産農産物の知識を有した食育推進リーダーの育成を支援するな

ど、県産農産物を活用した食育活動を支援します。 

③ 市町村が策定した「市町村施設の木造化・木質化に関する方針」を踏まえ、市町

村が整備する施設の木造化・木質化を支援します。 

④ 市町村、設計者、木材産業関係者等のマッチングを支援し、関係者の情報共有を

図るとともに、市町村に対して公共施設の木造化に係るアドバイスを行うなど、川

上から川中、川下までの連携を図ります。 

 

（３）消費者の信頼確保 

 

 

 

 

 

【指標】 
 県がＳ－ＧＡＰ実践農場評価を行った経営体数 

  現状値 ５９５経営体（令和元年度）  

→ 目標値 １，６００経営体（令和７年度） 
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  ア 農林水産物の安全管理等 

＜目指す方向：法令等遵守に基づく信頼性の向上＞ 

農林水産物が生産され加工・流通を経て、食品として消費されるまでの安全・安心

など信頼性を確保するために、各段階において法令やガイドライン等に即した点検・

確認の取組を促進します。特に、Ｓ－ＧＡＰについては、農業者の取組が拡大するよ

う、実需者や消費者の認知度向上と併せて、更なる普及拡大に取り組みます。 

＜取組の内容＞ 

① 県産農産物への信頼性を高めるため、食品安全、環境保全、労働安全の視点に基

づく取り組みやすさを重視したＳ－ＧＡＰの普及を図ります。 

 ② Ｓ－ＧＡＰの集団評価を促進するため、農協、生産者組織と連携した推進体制の

構築、啓発資料の作成や研修会の開催等の支援を行います。また、食品関連事業者

等の実需者や消費者のＳ－ＧＡＰの認知度や評価を高めるため、イベントや商談会

を活用したＰＲ、量販店でのＳ－ＧＡＰコーナーの設置等を行います。 

③ グローバルＧＡＰ等を目指す農業者に対して、認証取得の体制づくりや技術面の

支援を行います。また、農業関係の教育機関による認証取得の取組への支援を行い

ます。 

④ 農薬適正使用アドバイザー等の育成を行うとともに、農薬販売者や農薬使用者に

対して適正な農薬の取扱い等に係る指導を行います。 

⑤ 畜産農家や食用魚養殖業者に対して、動物用医薬品の適正使用や適切な飼養衛生

管理に係る指導を行います。 

⑥ ６次産業化等に係る食品製造において衛生管理の徹底を図るとともに、事業者の

製造工程管理の高度化を支援します。 

⑦ 農林水産物について、放射性物質や残留農薬等の調査を実施し、結果を公表しま

す。 

 

  イ 食品表示の適正化 

＜目指す方向：適正な食品品質表示の確保＞ 

消費者が食品を選択する際のよりどころとなる適正な食品表示を確保するため、食

品関連事業者への調査、指導等に取り組みます。 

＜取組の内容＞ 

① 県民等からの食品表示に関する相談や通報等を受け付けるための、専用の窓口を

設置します。 

② 県民と協働して、量販店などの食料品販売店における食品表示の状況をモニタリ

ングします。また、表示と商品の内容が一致しているか（真正性）について、ＤＮ

Ａ鑑定等の科学的手法による調査を行います。 

③ 国、市町村等と緊密に連携し、不適正表示事案に対する食品関連事業者への調査

や指導を行います。 

④ 食品関連事業者を対象に、適正な食品表示に関する研修会を行います。また、県

政出前講座等により、消費者の食品表示制度への理解を深めます。 

⑤ 米トレーサビリティ法に基づき、米穀等の取引の適正化を推進します。 
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５ イノベーションの促進 

  農林水産業の従事者が高齢化又は減少する中、作業の「省力化」・「効率化」による規模

拡大や経営の高度化、これまで経験や勘として培われてきた技術・知識の「見える化」を

通じて、先端的な情報通信技術等を活用したスマート農林水産業を推進します。また、本

県の自然条件に適した新たな生産技術や、安定生産や販売拡大に寄与する新品種を開発す

るため、農林水産研究機関において試験研究を行い、併せて農林水産業における技術的な

イノベーションを促進します。 

 

 

 

 

（１）先端的な情報通信技術等を活用したスマート農林水産業の推進 

＜目指す方向：スマート農林水産業技術の開発・実証・普及＞ 

各生産体系に応じてスマート農林水産業技術の開発・実証・普及を行い、作業の「省

力化」・「効率化」及び技術や知識の「見える化」を推進します。 

＜取組の内容＞ 

 ① 農林水産試験研究機関において、ＩｏＴやロボット技術を活用した機械化・省力

化技術や、モニタリング・センシング機器を活用した農作物の生育・収量の予測技

術等を開発します。 

 ② 耕種農業においては、土地利用型農業へのドローン、ロボットトラクタ等の導入、

施設園芸への統合環境制御装置の導入、多様なセンシング技術やＬＰＷＡ通信網を

活用した茶生産システムの構築、省力化樹形と自動防除機等を導入する未来型果樹

園の実証等を推進します。 

③ 畜産においては、搾乳・哺乳ロボット、発情発見装置等の導入を推進します。 

④ 林業においては、航空レーザ等を活用した森林資源情報の精度向上、クラウドシ

ステムを活用した行政と林業事業体との情報共有、ドローンによる苗木運搬の導入

等を推進します。 

 ⑤ 水産業においては、電気ショッカーボート等を活用した効率的な外来魚の駆除技

術を開発し、普及を図ります。 

 

（２）試験研究の推進 

＜目指す方向：重点的・計画的な試験研究の実施＞ 

本県農林水産業における様々な課題に技術面で対応するため、農林水産試験研究機

関における研究開発を計画的・効率的に推進し、新技術や新品種の実用化と普及を図

ります。 

＜取組の内容＞ 

① 気象予測情報を活用した生産技術、病害虫・鳥獣害の防止技術など、環境の変化

に対応した技術を開発します。 

② ゲノム解析から得られた遺伝子情報の活用や、機能性成分の解析技術等の開発を

行い、高温耐性のある水稲品種など本県の気象環境に適した品種や、他県の農産物

との差別化可能な埼玉ブランドとなる品種の育成と普及を図ります。 

③ 生産・収量予測や病害虫判定へのＡＩ判断の活用、栽培・飼養環境や管理法によ

【指標】 
 スマート農業技術の導入件数 

  １２０件（令和３～７年度） 
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る品質への影響の解明等を行い、省力、低コスト、高品質生産技術を開発します。 

④ 伝統野菜、狭山茶、ホンモロコ等の特産農林水産物の安定生産・活用技術、特産

物の加工技術など、地域の特性を生かした技術の開発と指導を行います。 

⑤ 大学や国、他県の研究機関、民間企業との連携、新品種や新技術などの知的財産

の権利保護等を進め、試験研究を効率的・効果的に推進します。 
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６ 災害等のリスクへの対応 

  自然災害、感染症、鳥獣被害、家畜伝染病、病害虫等の農林水産業を脅かすリスクに対

応するため、災害予防、危機管理体制の強化、セーフティネットの普及等を推進します。 

 

 

 

 

 

（１）災害対策の推進 

＜目指す方向１：農業災害対策等の推進＞ 

平時から、農業用施設の防災・減災機能の強化、危機対応の準備や農業保険などセ

ーフティネットへの加入促進、農業者への情報提供システムの構築等により、災害へ

の備えを進めます。また、農業災害による被害が生じた場合は、補助事業等により復

旧を支援します。 

＜取組の内容＞  

① ため池や排水機場をはじめとする農業水利施設の計画的な修繕や更新を実施し、

耐震化・長寿命化による防災・減災機能の強化を促進します。また、降ひょう等に

よる果樹への被害を防止するため、多目的防災網等の設置を推進します。 

② 災害や感染症の発生等の緊急事態であっても継続的に生鮮食料品等を生産・供給

できるよう、農業法人等による危機対応の準備を促進します。 

③ 農業共済組合や関係機関と連携し、農業保険への加入を促進します。畜産につい

ては、畜産経営安定対策への加入を促進するとともに、生産者積立金への助成等に

より経営安定を図ります。 

④ 農業災害による被害が予想される場合に、気象情報や技術対策資料を迅速に農業

者に提供できるシステムを構築します。 

⑤ 農業災害による被害が生じた場合は、国や市町村等と連携し、補助事業や制度資

金等を活用して被災した農業者の経営継続・再開を支援します。 

⑥ 農作物、家畜、トラクタ等の盗難被害防止について、市町村や農協、県警と連携

し、チラシ配布や広報誌等への掲載を通じて、農業者等への注意喚起を行います。 

 

＜目指す方向２：山地災害対策の推進＞ 

山地に起因する土砂災害等から県民の生命や財産を保全し、安全・安心な生活環境

を確保します。 

＜取組の内容＞  

① 新たな崩壊等の恐れのある森林において、治山施設を整備します。 

② 既存の治山施設の定期的な点検や修繕を行い、長寿命化を図ります。 

③ 伐採等を制限する保安林の適切な管理や整備を推進します。 

④ 台風や豪雨などにより、山地の崩壊や渓流の荒廃が発生した場合は、速やかに復

旧対策を行います。 

 

（２）鳥獣及び特定外来生物による被害の防止 

＜目指す方向：鳥獣及び特定外来生物による被害の防止対策の推進＞ 

【指標】 

防災・減災対策に着手した防災重点農業用ため池の数 

５０か所（令和３～７年度） 

3 7  
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地域ぐるみの鳥獣被害対策への支援、県境を越えた対策、捕獲した鳥獣の活用促進

等を通じて、鳥獣被害の防止を図ります。また、河川や湖沼における外来魚の駆除を

進めます。 

＜取組の内容＞ 

① 市町村に対し、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関

する法律に基づく被害防止計画の策定や「鳥獣被害対策実施隊」の設置を促進する

とともに、地域ぐるみの鳥獣被害防止対策を推進する指導者を育成します。 

② 市町村等と連携し、鳥獣による被害状況や対策、個体数調整等の情報の共有化を

行います。また、周辺都県等と連携し、広域的な個体数調整を促進するとともに、

被害状況や対策の情報共有、被害防止技術の開発・普及等を推進します。 

③ 森林において、シカによる食害やクマによる剥皮被害を防止するため、獣害防止

柵や樹皮ガードなどを設置します。また、人と獣との緩衝帯となる里山の整備を行

い、容易に獣が人里に近づけない環境をつくります。 

 ④ 森林の獣害地について、自然力の活用により整備コストを縮減した環境林整備の

手法を確立・普及します。 

⑤ 捕獲した鳥獣の処理について、市町村等と連携し、ジビエ利用を含め幅広い活用

を促進します。 

⑥ 河川や湖沼において、刺し網捕獲や産卵床破壊等による外来魚の駆除を進め、魚

類資源の減少を防ぎます。 

 

（３）伝染性疾病及び病害虫の発生の予防及びまん延の防止 

＜目指す方向１：伝染性疾病対策の推進＞ 

   家畜伝染病の予防対策、迅速・的確な防疫対策に向けた危機管理体制の強化、ブラ

ンド畜産物の遺伝資源の保護等により、家畜伝染病のリスクから畜産を守ります。ま

た、養殖水産動植物における伝染性疾病のまん延防止を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 畜産農場への巡回指導等を通じて、畜産農家において飼養衛生管理基準が遵守さ

れるよう指導を徹底し、家畜疾病の発生・まん延防止を図ります。 

② 口蹄疫やアフリカ豚熱などの発生に備え、防疫演習の開催や防疫資材の備蓄など

により、危機管理体制を強化します。 

③ 「彩の国黒豚」をはじめとする埼玉県ブランド豚の凍結受精卵の作成により、家

畜伝染病によるブランド消滅を防ぎます。 

④ 農業高校にタマシャモ原種鶏を分散飼育することにより、家畜伝染病によるブラ

ンド消滅を防ぎます。 

 ⑤ 魚類疾病の予防対策を徹底して養殖魚などの損失を防止するとともに、コイヘル

ペスウイルス病などの伝染性疾病の発生に備えた防疫対策の指導・普及を行い、疾

病のまん延防止と危機管理体制の強化を図ります。 

 

＜目指す方向２：病害虫防止対策の推進＞ 

病害虫の侵入防止、農業者への発生予察情報の提供、発生時の防除対策等により、

病害虫による農林水産業への被害拡大を防止します。 

＜取組の内容＞ 
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 ① 日本の農作物に重要な被害を与える病害虫の侵入防止のため、県内の生産ほ場等

で侵入警戒調査を実施し、国と連携して、発生状況の把握や注意喚起、的確な防除

対策を講じます。 

 ② 国及び県で定める病害虫について、調査結果や予察ツールを活用し、精度の高い

発生予察情報を農業者等へ提供します。 

③ 病害虫による被害が予想される場合に、気象情報や県病害虫防除所による発生予

察情報及び技術対策資料を、迅速に農業者に提供できるシステムを構築します。 

 ④ 重要害虫や新規病害虫の発生時には、関係機関と連携してまん延防止対策を講じ

ます。 

⑤ 総合的病害虫・雑草管理（ＩＰＭ）の普及・定着を推進し、効果的な防除を促進

します。 

⑥ 松くい虫やナラ枯れなどの森林病害虫の被害について、必要な防除対策を実施し

ます。  
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７ 農林水産業を核とした活力ある地域づくり 

  農林水産業・農山村の多面的機能が十分に発揮される魅力ある農山村の振興を図るため、

農山村における生活環境の整備や、農山村の地域資源を活用した所得と雇用機会の確保を

推進します。また、都市と農山村との地域間交流等を通じて農林水産業・農山村に対する

県民の理解を促進するとともに、都市農業についても振興を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

   

（１）農山村の振興 

  ア 農山村における生活環境の整備 

＜目指す方向１：農山村における快適な暮らしの創出＞ 

生活排水処理施設等の整備、企業や大学生との連携による地域活動などにより、農

山村における快適な暮らしを創出します。 

＜取組の内容＞ 

① 農業集落排水施設について、市町村の公共下水道や合併浄化槽の整備との調整を

図りながら、効率的な整備を促進します。また、既に整備が完了した農業集落排水

施設について、適時適切な補修・更新を促進します。 

② 県産木材などの自然素材を利用し、自然と調和した公園施設や集落道等の整備を

促進するとともに、農業施設や公共施設等への県産木材の利用を図り、温かみのあ

る木の空間づくりを促進します。 

③ 災害時の迂回路となる森林管理道や山地災害を防ぐ治山施設を適切に設置し、山

村の安全・安心な生活を確保します。 

④ 企業や大学生の持つ新しい視点や専門知識などを活用し、地域住民による地域活

動を支援します。また、中山間地域においてリーダーとなる人材を育成するための

研修会を実施するなど、地域住民活動を支援します。 

⑤ 安らぎとにぎわいの空間を創出するため、川の再生に取り組み水辺空間の利活用

を推進します。 

 

＜目指す方向２：里山・平地林の整備＞ 

景観の向上や生物多様性の保全を図り、魅力ある農山村を創生するため、手入れが

行き届かず荒廃した里山や平地林の整備を促進します。 

＜取組の内容＞  

① 里山・平地林を適切に維持管理するため、繁茂してしまった竹やササの刈払い等

を行う地域の活動を支援します。 

② 市町村や地域住民、ボランティア団体が取り組む平地林整備の担い手の育成を支

援します。 

③ 平地林の若返りを図るため、更新のための伐採を進めます。 

【指標】 

 多面的機能を発揮する共同活動の実施面積割合（カバー率） 

  現状値 ３０．６％（令和２年度） → 目標値 ４０％（令和７年度） 

 

 農山村へつないだ都市住民の延べ人数 

  ５，０００人（令和３～７年度） 
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④ 整備後の森林について、憩いの場や子供の自然体験の場としての活用を推進しま

す。 

 

  イ 地域資源を活用した所得と雇用機会の確保 

  ＜目指す方向１：地域資源を活用した中山間地域農業・森林産業の振興＞ 

    企業等との連携を促進することでビジネスチャンスを開拓し、中山間地域ならでは

の多彩な資源や特性を生かした観光農業など、中山間地域農業の振興を図ります。ま

た、健康、観光・レジャー、教育等の多様な分野との連携により、森林資源を活用し

て新たな雇用と収入機会を生み出す「森林サービス産業」の取組等を推進します。 

  ＜取組の内容＞  

① 企業等と連携し、地域に埋もれた資源を活用するなど、地域性を生かした付加価

値の高い商品の開発・販売の取組を支援します。 

② ウェブサイトや各種イベント、企業の広報媒体などを活用し、中山間地域の農業・

農山村に関する情報を発信します。 

   ③ 中山間地域等直接支払制度を活用し、傾斜地などの条件不利地の農用地を維持し

ていくために、地域ぐるみによる農業生産活動等を支援します。また、中山間にお

ける集落営農など、地域の生産活動の持続性を高める取組を後押しします。 

④ 観光農園の経営力を高める研修会を開催するなど、多彩な品目・品種の導入や品

質の向上、体験型メニューの充実などの魅力ある観光農園づくりの取組を支援しま

す。 

⑤ 森林資源を利用した製品づくり、森林体験ツアーなど、食品産業や観光業等、教

育機関など他産業と連携した新たな森林サービス産業の取組を支援します。 

⑥ 里山・平地林の大きく育った広葉樹などを利用し、箸や食器、家具や薪、しいた

けの原木などをつくる森林産業を支援します。 

⑦ 新鮮でおいしく、安全・安心な状態で消費者に届けることができるよう、きのこ

などの生産基盤体制や流通体制の整備を支援します。 

 

＜目指す方向２：農山村バイオマスの利活用の促進＞ 

農山村に豊富に存在する各種バイオマスが一層利活用される仕組みの構築を支援

します。また、畜産農家と耕種農家の連携をより進めて、良質な堆肥の生産及び円滑

な流通を促進し、家畜排せつ物の適正な利用を推進します。 

＜取組の内容＞  

① 農山村バイオマスの相談窓口において、バイオマスの幅広い相談に対応します。

また、農山村バイオマスに係る研修会を開催し、県民、農業者、関係事業者等を対

象に情報提供を行います。 

② 堆肥等を活用した土づくりを通じて、化学肥料や化学農薬の使用低減など環境に

配慮した取組を支援します。また、家畜排せつ物の堆肥化施設の整備や、散布機械

の導入を支援するとともに、良質な堆肥の生産のための技術支援を行います。 

③ 畜産農家と耕種農家の連携による稲わら、麦わら等の飼料化・堆肥化や、市民農

園での堆肥の活用など、地域の実情に即した取組を促進します。 

④ 事業系食品残さについて、堆肥化等の利活用を促進し、食品リサイクル・ループ

の構築を支援します。 
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⑤ 農業集落排水施設の管理者やその利用者に対し、汚泥リサイクルの理解促進を図

ります。 

⑥ 木質ペレット・チップ等の製造及び木質バイオマスを活用したボイラー等の導入

を支援します。 

 

  ウ 農業・農山村の多面的機能の発揮 

＜目指す方向：農業・農山村の多面的機能の発揮＞ 

日本型直接支払制度を活用した地域の共同活動による農道、農業用用排水路等の維

持管理・保全などを通じて、農業・農山村の多面的機能の向上・発揮を図ります。 

＜取組の内容＞  

① 環境保全型農業に取り組む地域では、環境保全型農業直接支払交付金を活用し、

環境保全型農業の技術向上や理解促進に関する活動を促進します。 

② 中山間地域では、中山間地域等直接支払制度を活用し、傾斜地などの条件不利地

の農用地を維持していくために、地域が共同で行う草刈りや水路の整備などの農業

生産活動等を支援します。また、先進地事例やモデル地区の活動の紹介を通じて、

地域の共同活動が農地集積に有効な手段であることをＰＲします。 

③ 多面的機能支払交付金を活用し、地域住民の参加による農道や水路法面の草刈り

や軽微な補修、植栽や生態系保全活動等の共同活動を支援するとともに、担い手農

家への農地集積という構造改革を後押しします。 

 

エ 森林の公益的機能の発揮 

＜目指す方向１：水源涵養機能の発揮＞ 

豊かな下層植生を維持し雨水等による森林土壌の表面侵食や土砂流出を防ぐことに

より、清らかな水を安定的に供給し、水源涵養機能を持続的に発揮できる森づくりを

推進します。 

＜取組の内容＞ 

① 間伐や枝打ちなどの適正な森林整備により、土壌の表面侵食や流出を防ぐ下層植

生を豊かにし、雨水の浸透・保水機能を持続的に発揮させます。 

② スギやヒノキの人工林において、間伐作業と合わせて広葉樹を育成する針広混交

林の造成を推進します。 

③ 人工林の伐採後の再造林を促進し、伐採跡地を早期に森林の状態に回復させます。 

④ 埼玉県水源地域保全条例を適切に運用し、水源林を保全します。 

 

＜目指す方向２：二酸化炭素の吸収・貯蔵機能の向上＞ 

二酸化炭素を吸収し、炭素を貯蔵する機能を持続的に発揮させるため、森林を適正

な状態に維持するとともに、炭素を長期間貯蔵し続けることができる木材の利用を促

進します。これらの取組を通じて、地球温暖化防止に貢献します。 

＜取組の内容＞  

① 間伐や伐採跡地の再造林、里山や平地林等の森林整備を着実に実施し、健全で活

力ある森林を維持します。 

② 高齢林を伐採して再造林を行い、森の若返りを図ります。 

③ 県産木材の利用促進を図るとともに、県民や企業等による森林整備や県産木材に
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よる二酸化炭素の吸収量・貯蔵量の認証（環境への貢献度の「見える化」）を行いま

す。 

④ 国の森林吸収源対策に沿って、間伐などの取組を促進します。 

 

＜目指す方向３：生物多様性の保全と快適な環境の形成＞ 

生物多様性の確保のため、原生的な森林を保全するとともに、多様な生物が生息で

きる環境に配慮した森林の整備・保全を推進します。また、快適な生活環境を形成・

維持するため、都市及び近郊の森林を良好な状態に維持します。 

＜取組の内容＞ 

① 広葉樹を植栽するなど、樹種、林齢構成の異なるタイプの森林を配置する整備を

進め、多様な生物の生息・生育地を確保します。 

② 奥秩父の原生林をはじめ重要な生態系を有する森林の保全を図ります。 

③ 都市及び近郊に残された里山や平地林を整備し、循環利用を図りつつ適切な状態

に維持することにより、多様な生態系の確保や快適な環境を形成します。 

 

  オ 水辺づくり 

＜目指す方向：魚影の濃い川づくり＞ 

魚を増やす取組と魚を減らさない取組を一体的に行い魚類資源の回復を図るととも

に、自然環境の保全や漁場の適正な管理を行うことで、将来にわたり県民が河川漁業

の恵みを享受できるよう、魚影の濃い川づくりを進めます。 

＜取組の内容＞ 

① 放流効果の高い増殖技術の開発と普及を図るとともに、産卵床造成や魚巣の設置

などの増殖活動を促進します。 

② 巣落とし等によるカワウの駆除と刺し網捕獲や産卵床破壊等による外来魚の駆

除を進め、魚類資源の減少を防ぎます。 

③ 漁業協同組合の活動を通して行う生態系の維持・保全活動、体験活動への支援や

各種情報の提供を行います。 

④ 遊漁情報や釣りマナー情報など、生態系に配慮した漁場利用に関する情報の提供

を関係機関と連携して進めます。 

 

（２）県民の農林水産業及び農山村に対する理解の促進 

  ア 都市と農山村との地域間交流の促進  

＜目指す方向１：農山村地域への移住の促進＞ 

本県の農山村に関心のある移住希望者に対する農ある暮らしの情報発信や、農山村

での交流活動の開催等を通じて、関係人口の創出による地域コミュニティの担い手の

増加や農林水産業との副業・兼業を含めた農山村での多様な生活のあり方の実現とい

う観点を踏まえ、農山村地域への移住を促進します。 

＜取組の内容＞  

① 移住情報サイトなどを活用して、首都圏に近い本県の農ある暮らしの魅力や、移

住等に関する情報を広く発信します。また、本県の移住相談窓口や市町村と連携し

て、農ある暮らしに関心のある移住希望者を対象としたセミナーなどを開催し、農

山村への移住を促進します。 
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② 農山村体験ツアーや移住希望者と地域の支援者との交流会を開催するなど、農あ

る暮らしの体験の場を提供します。 

③ 農山村地域に関心のある都市住民を応援する地域サポーター活動を拡大するな

ど、移住者を受け入れるための体制整備を支援します。 

 

＜目指す方向２：グリーン・ツーリズムの推進＞ 

観光農園など農業・農山村の魅力の発信、市町村や企業と連携した広域的な集客の

取組、経営力強化のための研修会の開催等を通じて、地域の特色を生かしたグリーン・

ツーリズムの取組を拡充します。 

＜取組の内容＞ 

① ウェブサイト等により、観光農園、体験交流施設、直売所等の情報を広く発信し

ます。また、県グリーン・ツーリズム推進協議会と協働して、農業・農山村の魅力

を発信します。 

② 市町村や企業などと連携し、市町村域を越えた広域連携による観光農園への集客

の取組を促進します。 

③ 観光農園を対象とした研修会等を開催し、ホスピタリティの向上など経営力の強

化を支援します。 

④ 訪日外国人観光客等の増加を視野に、外国人の受け入れが可能となる観光農園等

の体制整備を支援します。 

 

＜目指す方向３：都市と山村の連携による森づくり＞ 

森林整備や木材の利用促進の財源となる森林環境譲与税が、都市部市町にも山側市

町村にも配分されていることを踏まえつつ、県内の都市部市町及びその住民について、

本県の森林・林業への理解を醸成し、都市と山村の連携による森づくりを推進します。 

＜取組の内容＞ 

   県内の都市部市町と山側市町村とのマッチングを通じて東西の結びつきを強め、

地域間連携により山側市町村において森林整備等を行い、都市部市町において山側

市町村から供給される木材を利用する取組等を支援します。 

 

  イ 農林水産業に関する情報提供の推進及び学習機会の増大 

＜目指す方向１：花と緑に囲まれた暮らしの推進＞ 

 花植木の多様な効用に係る県民の理解を深め、日常生活への花の定着を図るため、

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機に増えた在宅時間を豊かにする観点も

交え、花植木の魅力に係る周知・広報、花と緑に触れ合う機会の創出等を推進します。 

＜取組の内容＞ 

① 花植木展示会などを通じて、生活様式に合わせた花の楽しみ方を提案するととも

に、暮らしに潤いや安らぎを与える花植木の魅力を発信します。 

② 花育などを通じて、幼少期から花と緑に触れ合う機会の創出を推進します。 

③ 公共施設や商業施設など地域における花飾りを促進します。 

 

＜目指す方向２：学校ファームの充実＞ 

次世代を担う子どもたちが、農業体験を通じて農業や環境などに対する理解を深め
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るため、関係機関と連携して資材提供や技術指導を行うなど、学校ファームの活動を

促進します。 

＜取組の内容＞ 

① 市町村に設置されている学校ファーム推進協議会との連携の下、学校ファームの

取組状況を把握し、必要な支援を行います。 

② ＪＡグループさいたまと連携し、学校ファームに必要な資材や補助教材等を提供

します。 

③ 学校ファームを実施する学校の要望に応じて、営農技術の指導などの支援を行い

ます。 

④ 優良事例を紹介するなど、学校ファームにおける取組の充実を促進します。 
 

＜目指す方向３：農林公園、森林ふれあい施設等の利用促進＞ 

多くの県民が楽しみながら農林業や森林などについて学ぶ機会を提供するため、体

験学習やイベントの充実を図るとともに広報を工夫し、農林公園、森林ふれあい施設

等の利用促進を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 施設が広く県民に利用されるよう、指定管理者やボランティア等との協働により、

健康増進にも役立つ魅力ある体験学習やイベントの充実を図ります。 

② ウェブサイトや広報誌など様々な広報媒体を活用したＰＲ活動を強化します。 

③ 来訪者が安全で安心して利用でき、農林業や森林に親しむことができるよう、施

設の老朽化や利便性の向上に配慮した整備を計画的に行います。 

 

＜目指す方向４：市民農園での活動促進＞ 

県民が農業に接する機会を確保するため、地域農業との調和を図りながら、多様な

主体による市民農園の整備を促進します。 

＜取組の内容＞ 

① 市町村等に対して、都市農地貸借法に基づき生産緑地を借りて市民農園を開設し

やすくなったことを含め、市民農園に関する制度を周知するとともに、市民農園開

設に係る手続きを支援します。 

② 農業経営の一形態として開園し、農家の指導のもと農作業を体験できる農園利用 

方式による市民農園の設置を支援します。 

③ 集落介在農地や生産緑地などの担い手への集積が困難な農地については、地域で

の話し合い等を通じて市民農園などの利用を検討し、農地の有効利用を促進します。 

 

＜目指す方向５：森林環境教育及び木育の推進＞ 

森林が持つ多面的機能や、森林整備、木材利用の必要性等について理解を深めるた

め、森林資源を生かした施設の充実や、森林インストラクター等の育成、森林環境教

育や木育の機会の創出を図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 森林資源を生かした県内５箇所（県民の森、みどりの村、彩の国ふれあいの森、

１００年の森、越生ふれあいの里山）の施設について、森林環境教育の場としての

充実を図ります。 
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② 森林環境教育に対応できる森林インストラクターや、県産木材の理解を深めるた

めの体験プログラムを提案できる人材を育成します。 

③ 森林環境教育や木育の推進体制を整備し、教育機関との連携やイベントにより、

次世代を担う子供たちへの森林環境教育や木育の機会の創出を図ります。 

   

ウ 県民参加の森づくりの推進 

＜目指す方向：県民参加の森づくりの推進＞ 

健全な森林を次代に引き継ぐため、社会全体で森林を守る気運を醸成して、県民参

加による森づくりを促進します。 

＜取組の内容＞ 

① 広く県民が森林の大切さを理解し、森林活動を体験する機会の充実を図ります。 

② 森林ボランティア活動を希望する県民に対して、森林における安全作業を学習で

きる機会の充実を図ります。 

③ 森林ボランティア団体の活動に対する支援の強化を図ります。 

④ 社会貢献を目的として森づくりを希望する企業が、県内の森林において活動しや

すくなるよう、環境整備を図ります。 

⑤ 将来にわたって森づくり活動が継続されるよう、意識の醸成を図ります。 

 

（３）都市農業の振興 

 ＜目指す方向：都市農業の経営維持、知識の普及啓発及び多面的機能の発揮＞ 

都市農地の貸借促進、地場産農産物の利用促進、農地を活用した地域づくりの取組

への支援等を通じて、都市農業の経営維持、知識の普及啓発及び多面的機能の発揮を

図ります。 

＜取組の内容＞ 

① 都市農業振興基本法に基づき市町村が定める地方計画の策定を支援します。 

② 意欲ある都市農業者の営農継続と農地の有効利用を図るため、都市農地の貸借制

度を活用する取組を促進します。 

③ 都市農業の理解醸成の一層の推進に向け、学校給食や宿泊施設、外食産業など多

様な施設における地場産農産物の利用を促進します。 

④ 体験農園や防災協力農地の設置など、農地を維持・活用しながら農地所有者と地

域住民等が協働して行う、魅力ある地域づくりの取組を支援します。 

⑤ 見沼田圃について、その治水機能を保ちつつ、地域の主要な作物である花・植木

や野菜などの産地づくりや新規作物の導入などの担い手支援のほか、観光農園、市

民農園の整備を促進し、都市と調和した特色ある農業の振興を図ります。 

⑥ 農地と平地林が一体となった景観を残す三富地域について、伝統的な農法等を農

業遺産として次代に引き継ぐ取組を支援し、地域の農業者やＮＰＯ等と連携しなが

ら地域の特徴を生かした農業の振興を図ります。 
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第Ⅴ章 計画の推進に当たって 

 

１ 県民参加の取組の必要性と役割分担 

  本計画に掲げる将来像を実現するためには、農林水産業・農山村が果たす役割について、

農林漁業者や関係団体、行政のみならず、広く県民全体において理解を深め、幅広い支援

や支持を得ながら、各主体がそれぞれの役割を認識し、積極的な取組を展開することが必

要です。 

条例においても、農林水産業の振興に関して、県、農林漁業団体、農林漁業者、関連産

業の事業者・団体及び県民の責務や役割が明記されています。県は、条例に明記された各

主体や市町村等と連携し、将来像の実現に向けて率先して取り組むとともに、関係者の意

欲的な取組を支援します。 

 

（１）県の役割 

こうした責務を果たすため、県は、他の主体と連携・協働しながら、農林漁業者や農山

村地域の自立・自走を促進する施策をはじめ、本県の特性と実情に即した施策を講じます。

その上で、施策の効果を検証するとともに新たな知識や技術を蓄積し、更に効果的な施策

を検討・実施していきます。 

また、県が持つノウハウや情報、信用力を最大限に発揮し、食品産業など他分野の事業

者と連携した取組を促進するとともに、迅速かつ効率的に取組が展開できるよう、利便性

の高いワンストップ型の行政サービスの充実を図ります。 

さらに、広域的な観点から、他の主体と適時的確に情報を共有できるよう、情報の収集・

発信を行います。 

 

（２）市町村の役割 

  市町村は、地域の農林漁業者にとって身近な行政機関であることから、地域における農

林水産業・農山村の目指す方向を明確にし、地域での主導的な役割を発揮することが重要

です。担い手の育成、農地・森林の利活用の推進、各市町村の特性に応じた生産振興や地

域活性化等において、国や県、農林漁業団体と連携して施策を推進することが重要です。 

また、今後の社会情勢の変化等を踏まえ、地域の関係機関や団体、地域住民等と密接に

連携し、地域の特性を生かすことができる取組を展開することが重要です。 

 

（３）農林漁業団体の役割 

  条例は、農林漁業団体の役割として、「農林水産業の振興を図るため、農林水産業以外

の多様な事業者等との連携に努めるとともに、良質かつ安全な農林水産物の安定的な供給

を担う主体であることを深く認識し、基本理念の実現に自ら積極的に取り組むものとする」

と規定しています（第５条第１項）。 

  こうした役割を果たす上で、農林漁業団体は、各団体の役割を最大限発揮し、地域の農

林漁業者、住民、他産業の多様な事業者等との連携を図りながら、消費者や農林漁業者の

ニーズに対応したサービスの向上や事業活動に努めることが重要です。 

また、市町村等と連携しながら、産地が将来にわたって持続的に発展していく戦略を描

き、その実現に向け担い手の育成から生産・販売対策などの取組を展開していくことが重
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要です。 

さらに、農山村地域の実情を踏まえ、農地や森林をはじめとする地域資源の保全活動に

主体的に取り組むことが重要です。 

 

（４）農林漁業者の役割 

  条例は、農林漁業者の役割として、上記の農林漁業団体と同様の内容を規定しています

（第５条第１項）。 

  農林水産業の持続的な発展を実現するためには、農林漁業者自らが主体的に創意工夫し

て経営改善に取り組むなど、自立・自走を基本に事業を行うことが重要です。 

また、地域の合意形成により作成した人・農地プランなどに基づき、意欲ある担い手を

中心とした地域の農林水産業の体制づくりに主体的に取り組むとともに、地域住民、他産

業の事業者等との連携や都市との交流活動に積極的に取り組んでいくことが重要です。 

 

（５）農林水産業・農山村に関わる産業の事業者・団体の役割 

  条例は、「食品産業その他の関連産業の事業者及び団体」の役割について、「その事業

活動等を行うに当たり、県産の農林水産物の利用の促進及び付加価値の創出に努めるとと

もに、基本理念の実現に取り組むものとする」と規定しています（第５条第２項）。 

  こうした役割を果たす上で、食品産業、木材産業、流通業、観光業など農林水産業・農

山村に関わる産業の事業者・団体には、大消費地に農林水産物の生産現場や農山村が近接

する本県の環境をチャンスとして捉え、農林水産業・農山村の魅力を生かした商品・サー

ビスの提供や事業運営を行うことが期待されます。 

  また、そのような事業を発展させることにより、地産地消や都市と農山村との交流の拡

大、農林水産業・農山村の多面的機能の更なる発揮を通じて、県民全体に対する一層の社

会貢献を行うことが期待されます。 

 

（６）県民の役割 

  条例は、県民の役割について、「自らの暮らしを通じて農林水産業の重要性を深く認識

し、地産地消等に努めるとともに、農林漁業の体験その他の都市と農山村との地域間交流

等を通じて、農林水産業及び農山村の有する多面的機能についての理解と関心を深めるも

のとする」と規定しています（第６条）。 

  こうした役割を果たす上で、県民には、本県の農林水産物・農山村の魅力に目を向け、

日々の生活の中で県産の食品を食べること、県産の花を飾ること、住まいに県産木材を取

り入れること、農山村や森林を訪れて食やレジャーを楽しむことなどが期待されます。 

  また、こうした活動をきっかけにして、自らの命や暮らしを支える「食と農」の大切さ、

県土や自然環境を保全し、安らぎや潤いの場を提供する農林水産業・農山村の多様な役割

などを認識し、本計画が示す将来像を実現する上で、消費行動その他の活動を通じて農林水

産業・農山村を支えることが期待されます。 

 

２ 計画の実効性の確保 

  本計画の実効性を確保するため、県民の視点からニーズを的確にとらえ、時代の潮流を

踏まえた取組、農林漁業者や地域の主体性と創意工夫を発揮させる取組など、施策を実施



- 65 - 

していきます。 

  また、施策ごとに取組状況や指標の進捗状況を確認し、評価を実施するとともに、評価

を踏まえて更に効果的な取組への見直しを行うことを通じて、本計画の実現を確実なもの

としていきます。 



大柱 小柱

（１）農林漁業者の経営発展 ２　飢餓、８　経済成長と雇用、11　持続可能な都市

（２）新規就業の促進 ２　飢餓、４　教育、８　経済成長と雇用

（３）多様な担い手の育成 ２　飢餓、５　ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ、８　経済成長と雇用、10　不平等

（１）優良農地の確保 ２　飢餓、11　持続可能な都市

（２）農地の有効利用 ２　飢餓、11　持続可能な都市

（１）農業生産の基盤の整備 ２　飢餓、11　持続可能な都市、13　気候変動、15　陸上資源

（２）林業生産の基盤の整備 11　持続可能な都市、13　気候変動、15　陸上資源

（１）生産、流通、販売等の体制の整備 ２　飢餓、８　経済成長と雇用、15　陸上資源

　①農業の分野ごとの施策 ２　飢餓

　②林業における施策 ２　飢餓、15　陸上資源

　③水産業における施策 ２　飢餓

　④農林水産物の流通の合理化・効率化 ２　飢餓

　⑤農林水産物の需要拡大 ２　飢餓、８　経済成長と雇用、15　陸上資源

　⑥多様な事業者との連携 ２　飢餓、８　経済成長と雇用

（２）地産地消の促進 ２　飢餓、15 陸上資源

　①県産農産物を購入する場の拡大 ２　飢餓

　②県自らの率先した取組 ２　飢餓、15 陸上資源

　③市町村による取組の支援 ２　飢餓、15 陸上資源

（３）消費者の信頼確保 ２　飢餓

　①農林水産物の安全管理等 ２　飢餓

　②食品表示の適正化 ２　飢餓

（１）先端的な情報通信技術等を活用したスマート農林水産業の推進 ２　飢餓、９　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ等

（２）試験研究の推進 ２　飢餓、９　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ等

（１）災害対策の推進 ２　飢餓、11　持続可能な都市、13　気候変動

（２）鳥獣及び特定外来生物による被害の防止 ２　飢餓

（３）伝染性疾病及び病害虫の発生の予防及びまん延の防止 ２　飢餓

（１）農山村の振興 ６　水・衛生、11　持続可能な都市、13　気候変動、15　陸上資源

　①農山村における生活環境の整備 11　持続可能な都市、15　陸上資源

　②地域資源を活用した所得と雇用機会の確保 ７　ｴﾈﾙｷﾞｰ、11　持続可能な都市、13　気候変動、15　陸上資源

　③農業・農山村の多面的機能の発揮 11　持続可能な都市、15　陸上資源

　④森林の公益的機能の発揮 ６　水・衛生、11　持続可能な都市、15　陸上資源

　⑤水辺づくり ６　水・衛生、15　陸上資源

（２）県民の農林水産業及び農山村に対する理解の促進 ８　経済成長と雇用、11　持続可能な都市、15　陸上資源

　①都市と農山村との地域間交流の促進 ８　経済成長と雇用、11　持続可能な都市

　②農林水産業に関する情報提供の推進及び学習機会の増大 11　持続可能な都市

　③県民参加の森づくりの推進 11　持続可能な都市、15　陸上資源

（３）都市農業の振興 ２　飢餓、11　持続可能な都市

※SDGｓの17ゴールは以下のとおり。

「１　貧困」：あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

「２　飢餓」：飢餓を終わらせ、食料安全保障及び栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

「３　保健」：あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

「４　教育」：すべての人々への、包摂的かつ公正な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

「５　ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ」：ｼﾞｪﾝﾀﾞｰ平等を達成し、すべての女性及び女児のｴﾝﾊﾟﾜｰﾒﾝﾄを行う

「６　水・衛生」：すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

「７　ｴﾈﾙｷﾞｰ」：すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的ｴﾈﾙｷﾞｰへのｱｸｾｽを確保する

「８　経済成長と雇用」：包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇用と働きがいのある人間らしい雇用を促進する

「９　ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ等」：強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝの推進を図る

「10　不平等」：各国内及び各国間の不平等を是正する

「11　持続可能な都市」：包摂的で安全かつ強靭で持続可能な都市及び人間居住を実現する

「12　持続可能な消費と生産」：持続可能な生産消費形態を確保する

「13　気候変動」：気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる

「14　海洋資源」：持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する

「15　陸上資源」：陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する

「16　平和」：持続可能な開発のための平和で包摂的な社会を促進し、すべての人々に司法へのｱｸｾｽを提供し、あらゆるﾚﾍﾞﾙにおいて効果的で説明責任のある包摂的な制度を構築する

「17　実施手段」：持続可能な開発のための実施手段を強化し、ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ・ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟを活性化する

３　生産基盤の整備

４　農林水産物の安定供給

５　イノベーションの促進

６　災害等のリスクへの対応

７　農林水産業を核とした活力ある地域づくり

埼玉県農林水産業振興基本計画

１　多様な担い手の育成及び確保

２　優良農地の確保及び有効利用

SDGｓの１７ゴール

SDGsの目指す１７ゴールと埼玉県農林水産業振興基本計画の施策
参考資料

- 66 -


