
no. 事業者名 企画・取組名 実施場所 開催期間 問合せ先 ホームページ 内容

1 さいたま市 さいたま市農業祭
さいたま市市民の森（見

沼グリーンセンター）
11月19日(土) 048-829-1378

https://www.city.saitama.jp/004/001/002/0

05/kita/p092194.html

秋の収穫祭として、市内農業生産者と消費者の交流と地産地消を目的に開催します。

市内産の新鮮な野菜や花・植木、農産物加工品が数多く販売される、市内最大規模の農業イベン

トです。

2 川口市 市役所マルシェ
川口市役所第一本庁舎1階

多目的スペース
11月1日(火） 048-259-7249

https://www.city.kawaguchi.lg.jp/soshiki/01

110/050/oshirase/30763.html

市内産新鮮野菜と川口ならではの魅力的な品々を販売する。

※新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、開催中止の可能性あり。

上尾市 あげお朝市 JR上尾駅自由通路

11月26日(土)

10時～12時

※売り切れ次第終了

048-775-7384

市内で生産された新鮮で安全な野菜のほかに、季節の花や果実、飲むヨーグルト等数多くの品を

取り揃えています。農家さん自身が出店し、販売します。あげお朝市は、毎月第4土曜に開催して

います。※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となることがあります。

上尾市 軽トラ・ファーマーズマーケット
JR上尾駅西口イベント広

場(上尾駅出張所南側)

11月16日(水)

10時30分～12時30分

※売り切れ次第終了

048-775-7384
市内の農業者が自ら生産した新鮮な野菜や花、果物等を軽トラックの荷台に並べて販売します。

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止となることがあります。

上尾市 あげおアグリフェスタ 上尾市民体育館

11月12日(土)、13日

(日)

10時～15時30分

048-775-7384
３年ぶりにあげおアグリフェスタを開催します。農業団体等による模擬店や農産物の販売のほか

に、市内農家による農産物共進会を開催し、出品された農産物も購入することができます。

4 戸田市 戸田収穫祭 戸田市役所南側駐車場 11月26日(土) 048-441-1800(内線397)
https://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/21

4/keizai-shuukakusai.html
姉妹都市・友好都市・民間交流・市内農家による野菜・果物の産直販売

実りのまつり「朝霞市農業祭」
朝霞市中央公民会・コ

ミュニティーセンター
11月20日(日) 048-463-1904 -

市内の生産者が丹精込めて育てた農産物の品評会や地元野菜や花などの販売が行われます。その

他、農業団体による各種模擬店や抽選会などが行われます。

朝霞産農産物直売　あさか新鮮野菜市
朝霞市役所　１階　市民

ホール
11月24日(木) 048-463-1904 - 市内の生産者が、市役所で旬の野菜を直売します。

新座快適みらい都市市民まつり第４７

回収穫祭

新座市役所（新座市野火

止一丁目１番１号）
11月13日(日) 048-424-9605 -

市内農業者から出品された農産物の品評会をはじめ、農業団体等による新鮮野菜や花等の販売の

ほか、地元食材を活かした模擬店の出店もあります。

１　品評会（野菜、花等）

２　品評会出品物（野菜等）の即売

３　協力団体による模擬店　など

ファーマーズマーケットin新座市役所
新座市役所（新座市野火

止一丁目１番１号）

11月9日(水)、30日(水)

※10:00～13:00
048-424-9605

https://www.city.niiza.lg.jp/site/farmers-

marlet-info/reiwa4famazu.html

新座市役所の１階ロビーにおいて、定期的（月２回）に市内の農業団体による新鮮野菜、花など

の販売を行っております。市内の農家の皆さんが育てた安心・安全な農産物を販売します。
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市町村（３０）

朝霞市

新座市
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市町村（３０）

7 北本市 北本まつり「産業まつり」
北本市役所1階ホール・駐

車場
11月6日(日)

048-591-4461（北本まつり

「産業まつり」部門実行委

員会事務局）

-
地元農産物の販売や商工バザール、団体パフォーマンスのほか、姉妹都市である福島県会津坂下

町の特産物の販売などを予定。

8 伊奈町 伊奈町農産物共進会
伊奈町立伊奈中学校体育

館

11月5日(土)～　　　6

日(日)
048-721-2111 -

本町の農業者が生産した各種農産物を展示し、一般に公開することによって生産意欲の向上及び

農業経営者の改善と発展を図るため農産物共進会を開催し特に優秀なものを表彰し、その努力を

たたえる。

9 所沢市
所沢市農業後継者協議会　農産物品評

会・頒布会
所沢市役所　市民ホール

11月15日(火) 10:00～

14:00
04-2998-9158 -

所沢市内の農業青年で組織している「所沢市農業後継者協議会」が、野菜の品評会及び出品物の

販売を実施する。

10 飯能市 はんのう生活祭 飯能市役所駐車場
11月13日(日)　9:30～

14:30
042-973-2122 -

市内の農林水産業や商工業の方々が集結し、市産品の魅力を発信します。

※新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、開催中止となる場合があります。

11 狭山市 狭山市農業祭
JAいるま野狭山支店・狭

山市市民会館
11月19日(土) 04-2937-7543 -

農産物品評会、学童農業体験展示、農産物の販売、食品の販売（テイクアウトのみ）、キャラク

ターショー

ふれあいマルシェいるま 入間市役所庭 11月10日(木)
04-2964-1111（内線4232・

4233）
- 農産物の販売

第50回　入間市農業まつり 入間市市民会館駐車場 11月23日(水)
04-2964-1111（内線4232・

4233）
- 農産物等の販売

12 入間市
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市町村（３０）

なんばた青空市場
南畑幼稚園周辺（富士見

市下南畑3474-1）
11月3日(木) 049-251-5663 -

富士見市南畑地域の「農」が集まったイベントで、稲刈りを終えた田んぼを会場に行われます。

【イベント】

地域の朝採れ野菜の直売・模擬店・稲刈りがやさいの重さ当て・やきいも・かかしコンテスト・

トラクター試乗体験・さんだら飛ばし

ふじみマーケット - 11月23日(水) - - ※詳細不明

14 鶴ヶ島市 鶴ヶ島産業まつり 鶴ヶ島市運動公園
11月12日(土)、13日

(日)
049-271-1111(内線234)

https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/p

age009296.html

・地元農産物の販売

・市内事業者などによる出店（飲食物の販売、各種商品の販売など）

・国内物産展（国内交流会）

産業まつり ふじみ野市福岡中央公園 11月3日(木) 049-262-9024 -
産業祭りにおいて、地元野菜や狭山茶等の出店を行います。

また、米消費拡大事業として、くじ引きの当選者に地元のお米を無料で配ります。

軽トラ市
イオンタウンふじみ野立

体駐車場屋上
11月19日(土) 049-262-9024 -

イオンタウンふじみ野店が行うカレー博のイベントの一部として、軽トラ市を実施。

地元野菜や狭山茶を生産者が直接販売します。

16 嵐山町 嵐山まつり 国立女性会館 11月６日(日) 0483-59-6671
http://www.town.ranzan.saitama.jp/000000

6305.html

嵐山町で生産された小麦である農林61号を使用したうどんやお饅頭の販売。また、嵐山町産お米

を使用したお弁当の販売を行います。

17 小川町商工会 第44回小川町商工祭 小川町役場周辺 11月3日(木) 0493-72-0280
https://www.syokoukai.or.jp/syokokai/ogaw

a/index.html

概要：小川町商工会員 約50事業者が出店。工夫を凝らした飲食物の販売からサービスの紹介な

ど。

PRポイント：昨年度は県内唯一の商工祭であった当会。今年も会員事業者と地域の方をつなぐた

め、感染防止対策を実施しながら開催します。

18 川島町 川島町農業商工祭 平成の森公園周辺 11月23日(水) 049-299-1760 https://www.town.kawajima.saitama.jp/ 農産物（加工品）・一般商品の販売、おにぎり配布、農産物品評会並びに農産物の展示即売会等

13 富士見市

15 ふじみ野市

https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page009296.html
https://www.city.tsurugashima.lg.jp/page/page009296.html
http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000006305.html
http://www.town.ranzan.saitama.jp/0000006305.html
https://www.syokoukai.or.jp/syokokai/ogawa/index.html
https://www.syokoukai.or.jp/syokokai/ogawa/index.html
https://www.town.kawajima.saitama.jp/
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市町村（３０）

19 鳩山町 はとやま祭 鳩山公民館駐車場 11月3日(木) 049-296-7887 - 埼玉県及び鳩山町の乳製品、野菜等の販売やそれらを加工した商品を販売予定。

20 東秩父村 和紙フェス
道の駅　和紙の里ひがし

ちちぶ

11月19日(土)～　20日

(日)
0493-82-1223 http://www.higashichichibu.jp/

東秩父村は、約1300年の歴史がある手漉き和紙の産地。その東秩父村で開催される、和紙が主役

の体験型イベントです。

たくさんの楽しいコトと美味しいモノに出会える、充実のイベントです。

※新型コロナウイルス感染症の影響により、規模を縮小することがあります。

21 小鹿野町 尾ノ内紅葉まつり
尾ノ内渓谷（小鹿野町河

原沢）
11月6日(日)

0494-79-1101（小鹿野町産

業振興課）
- 地元生産者が特設テントにより、地元の新鮮野菜を販売する。

22 本庄市
ほんじょう産業フェスタ～本庄いいも

の集めました～
本庄総合公園

11月19日(土)

10時～15時
0495-25-1175

https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaik

ankyo/shoukoukankou/tantoujouhou/event/

15645.html

本庄市の産業を支える食、商工業、農業が一堂に会します。テイクアウトでお店の味を楽しめた

り、まちの企業の製品やPRの見学、農産物の販売等出店方法は様々です。まちの産業に触れるこ

とで、産業の振興を図ります。

美里町 令和４年度産えごま油試飲会 円良田特産センター 11月1日(火)～30日(水) 090-3331-5836 - 今年収穫したえごまから搾油したえごま油が試飲できます。

美里町商工会 商工祭
埼玉ひびきの農業協同組

合　美里支店　駐車場
11月5日(土)

美里町商工会（0495-76-

0144)
- 地元農産物の販売

23

http://www.higashichichibu.jp/
https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/shoukoukankou/tantoujouhou/event/15645.html
https://www.city.honjo.lg.jp/soshiki/keizaikankyo/shoukoukankou/tantoujouhou/event/15645.html
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市町村（３０）

24 熊谷市 第18回熊谷市産業祭

熊谷スポーツ文化公園内

（にぎわい広場、陸上競

技場

11月19日（土）　10時

～15時
048-588-9987

https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/sos

hiki/sangyo/nougyoshinkou/sangyosai/18th

-sangyosai.html

3年ぶりに熊谷市産業祭を熊谷スポーツ文化公園で開催します。市内の農産物の販売、商工業関連

の展示や販売を予定しています。1日のみの開催となりますが、みなさまのお越しをお待ちしてお

ります。

第3回行田農業まつり
古代蓮の里（行田市大字

小針2375番地1）
11月19日(土) 048-556-1111（内線388） - 市内農産物及び加工品の展示、販売、配布を行う。

行田はちまんマルシェ
若葉保育園駐車場（行田

市行田11番10号）

11月6日(日)、13日

(日)、20日(日)、27日

(日)

0148-556-1111（内線388）

https://www.city.gyoda.lg.jp/soshiki/kankyo

keizaibu/nosei/gyomu/sangyo_shinko/norin

_suisan/nogyo/hachimanmarshe.html

毎週日曜日の9時から12時まで行田はちまんマルシェを開催しています。

朝採れ新鮮お野菜や果物、きれいなお花、キッチンカーで作られるおいしいお料理、お菓子やお

みやげ、世界でひとつしかないハンドメイド作品など行田市内の逸品を多数販売しています。

26 加須市
市民農園一人一品品評会および直売会

（仮）

加須市グリーンファーム

加須
11月20日(日) 0480-62-1111(内線213） -

市民農園利用者が収穫した野菜の品評会を実施するとともに、同時に収穫した野菜の販売や地元

営農組合で収穫した米等を販売する。

27 羽生市 羽生市農業まつり ほくさい農協本店 11月13日 (日)
048-561-1009（ほくさい農

協中央支店）
-

農産物品評会及び即売会

市内農業者団体による農産物販売等

28 春日部市 農業祭

ウイング・ハット春日部

（春日部市谷原新田1557-

1）

11月23日(水・祝) 048-736-1111 - 品評会、他

29 宮代町 生産者　土曜市 新しい村　森の市場結
11月12日(土)

9:30～12:00
0480-36-3441 https://www.atarasiimura.com/

直売所生産者が対面で農産物を販売します。

※コロナウイルス感染症拡大防止の為イベントが中止の場合があります。中止の場合はＨＰでお

知らせします。

30 杉戸町 杉戸町農業祭 アグリパークゆめすぎと 11月6日(日) 0480-33-1111 - 農産物の生産団体及び農産物利用店の出店、キッチンカーの出店など

行田市25

https://www.city.kumagaya.lg.jp/about/soshiki/sangyo/nougyoshinkou/sangyosai/18th-sangyosai.html
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