川口市農業基本計画
（川口市都市農業振興計画）

〜農が誇れるまち川口〜

平成 30 年（2018 年）３月

本市では、
平成 23 年 3 月に本市農業のビジョンを
明確にし、農業振興策を総合的かつ計画的に推進す
るため、川口の農業を考える有識者会議からの提案
を最大限に活用した「川口市農業基本計画」を策定
し、これまで、様々な農業振興策に取り組んで参り
ました。
また、同様な農政課題を抱える全国の地方公共団
体等と連携し、都市農地・農業の必要性について広
く国民に訴え、国等に理解と協力を求める活動を展
開して参りました。
その結果、平成 27 年 4 月に「都市農業振興基本法」が制定され、平成 28 年 5
月には「都市農業振興基本計画」が閣議決定されるなど、都市農業の必要性が国
の政策として明確化され、都市農地の位置づけが「宅地化すべきもの」から都市
に「あるべきもの」へと、歴史的な大転換がなされました。
このように、都市農地・農業について、農業政策上及び都市政策上の再評価が
なされ、関連する新たな施策の方向性が示されたことに加え、都市農業振興に向
けた地方計画の策定が努力義務化され、更には、本計画を策定してから 6 年が経
過し、整理・見直しの時期を迎えたことから、
「川口市農業基本計画（川口市都市
農業振興計画）として改訂することとなりました。
今回の改訂は、農地・農業の情勢を最新の情報に整理するとともに、都市農業
基本法及び同計画並びに埼玉県都市農業振興計画が示す、都市農業振興に向けた
地方計画に適合させるための内容等を新たに盛り込んだものであります。
今後も、選ばれるまちの実現に向け、全国の都市農業地域のリーダーとなるべ
く、本計画に基づき、50 年後も「農が誇れるまち川口」を引き続き目指し、各種
農業施策を積極的に推進して参りたいと考えております。
結びに、本計画の策定にあたり、様々なご意見ご協力を賜りました川口市農政
審議会委員の皆様をはじめ、川口市農業委員会委員、川口緑化産業団体連合会、
さいたま農業協同組合の他、多くの農業者、市民の皆様に心から感謝申し上げま
すとともに、
引き続きご理解とご協力を賜りますよう、
切にお願い申し上げます。
平成 30 年 3 月

川口市農業基本計画（川口市都市農業振興計画）
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第１章
１

計画の趣旨

計画改訂の趣旨

本市は首都東京に隣接していることから、交通網の発達などに伴う都市化及び宅地化
の影響を顕著に受け、農地面積が年々減少しており、このままでは数十年後には市内か
ら農地がなくなるのではないかと懸念されています。また、農業従事者の高齢化及び後
継者不足など、農業の担い手不足が深刻化しており、本市農業を取り巻く環境は極めて
厳しいものとなっています。
このような状況の中、今後の農業のあり方を根本的に検討するため、平成 20 年度に
「川口の農業を考える有識者会議（以下「有識者会議」という。
）」を設置し、この中で
本市農業の今後のあり方に加え、40 に及ぶ広範かつ具体的な施策が提案されました。
平成 23 年 3 月には、本市農業のビジョンを明確にし、農業振興策を総合的かつ計画
的に推進するため、有識者会議からの提案を最大限に活用した「川口市農業基本計画」
を策定し、様々な事業に取り組んできました。
また、本市において農業振興施策を講じると同時に、平成 22 年 10 月には「全国都
市農業振興協議会」を設立し、同様の問題を抱える全国の地方公共団体等と連携して、
国等に都市農地及び都市農業の必要性を訴えてきました。
その結果、平成 27 年 4 月に「都市農業振興基本法（以下「基本法」という。）」が
制定され、また、平成 28 年 5 月には「都市農業振興基本計画（以下「基本計画」と
いう。）」が閣議決定されるなど、都市農業の必要性が国の政策として明記され、都市農
地の位置づけが「宅地化すべきもの」から都市に「あるべきもの」へと大きく転換され
ることとなりました。
このように、都市農業について農業政策上及び都市政策上の再評価がなされ、都市農
業振興に関する新たな施策の方向性が示されたことに加え、川口市農業基本計画の策定
から 6 年が経過していることから、基本法等の趣旨を踏まえて川口市農業基本計画を
見直し、「川口市農業基本計画（川口市都市農業振興計画）（以下「本計画」という。）」
に改訂することとしました。

２

川口市都市農業振興計画の考え方

基本法第 10 条において、
「地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共
団体における都市農業の振興に関する計画（以下「地方計画」という。）を定めるよう
努めなければならない。
」とされており、地方計画の策定は努力義務となっています。
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一方、本市が平成 23 年に策定した「川口市農業基本計画」は、都市における農業振
興策を総合的かつ計画的に推進するために策定したものであり、基本法で規定する都市
農業の「多様な機能」を意識し、基本方針や施策に盛り込んだ内容となっていることか
ら、川口市農業基本計画の見直しを実施するとともに、基本法に定められた「地方計画」
としても位置づけ、都市農地の保全・都市農業の振興を図っていきます。
また、都市農業は、市街地及びその周辺の地域において行われる農業と定義され、市
街化区域及び非線引き都市計画区域における用途地域を中心としたものとなっていま
すが、地方公共団体によっては、これらの地域内には残された農地が極めて少ない地方
公共団体もあり、そのような場合は、周辺部における農業も都市農業に含むものとして
捉えることとするとされています。
本市においては、市域全体が都市化の影響を顕著に受け、農地が年々減少しているこ
と、及び、市内に農業振興地域を有しておらず、農業振興地域に適用される諸制度が活
用できないことから、市内農地全てを「都市農地」、市内で行われる農業全てを「都市
農業」と捉え、市域全体を都市農業の振興を図るべき対象区域として設定し、計画を進
めることとします。

３

計画の位置づけ

本計画は、本市の農業振興を推進するための計画であり、
「第 5 次川口市総合計画」
を始め、「川口市中小企業振興条例」、「川口市産業振興指針」、「川口市都市計画基本方
針」、
「川口市緑の基本計画」
、
「川口市食育推進計画」、
「川口市環境基本計画」等、本市
関連計画との連携を図ります。
また、基本法に定められた「地方計画」としての位置づけに加え、国や埼玉県の農業
政策とも連携を図りながら、計画を推進します。

４

計画の期間

本計画は、平成 23（2011）年度から平成 34（2022）年度までを計画期間とし
ています。今回の見直しは、平成 30（2018）年度から平成 34（2022）年度まで
の計画に反映させるものとします。
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第２章
１

都市農地・農業に関する情勢の変化

都市農地・農業をめぐる経緯

昭和 30 年代から 40 年代にかけての高度経済成長の過程で、無秩序な市街地の拡大
を防止しつつ宅地開発需要等に対応していくため、昭和 43 年に都市計画法が制定され
ました。同法に基づき、
「市街化区域」
「市街化調整区域」という区域区分がなされ、
「市
街化区域」は「すでに市街地を形成している区域及びおおむね 10 年以内に優先的かつ
計画的に市街化を図るべき区域」と定義され、市街化区域内の農地は「市街化・宅地化
すべきもの」として位置づけられることとなりました。
一方、農業の振興を図るべき地域を明らかにし、土地の農業上の有効利用と農業の近
代化のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的として、昭和 44 年に農業
振興地域の整備に関する法律が制定されました。同法に基づき、都道府県知事が「農業
振興地域」を指定し、その区域内に農業振興地域を有する市町村が策定する農業振興地
域整備計画において、今後も農業

農振法と都市計画法の土地利用区分

上の利用を図るべき土地の区域と
して「農用地区域」が設定され、
同区域内の農地転用は制限される
こととなりました。主要な農業振
興施策は農業振興地域の中でも特
に農用地区域を中 心とし て集 中
的・計画的に行われることとなり、
農業振興地域に指定されない市街
化区域内の農地は農業振興施策の
対象から除外されました。

また、都市農地は税制面においても大きな負担を抱えることとなりました。
市街化区域において、良好な生活環境の確保に相当の効用を持ち、かつ、公共施設等
の予定地として適している農地を計画的に保全するため、昭和 49 年に生産緑地法が制
定され、生産緑地地区については宅地並み課税が免除されました。昭和 50 年度税制改
正では、農家の相続に伴う農地の細分化を防止するため、相続農地について相続人が自
ら農業経営を継続する場合に、税制面から支援するという観点から相続税納税猶予制度
が創設されました。この制度では、一定の要件の下、農地の価額のうち宅地化期待益部
分に対応する相続税額について納税が猶予され、相続人の死亡又は 20 年間の営農継続
により猶予されていた納税が免除となりました。しかし、三大都市圏を中心とした地価
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の高騰を受け、昭和 63 年 6 月に閣議決定された「総合土地対策要綱」の中で、市街
化区域内農地について「宅地化するもの」と「保全するもの」との区分の明確化を図り、
保全すべき市街化区域内農地については市街化調整区域への編入もしくは生産緑地地
区の指定を受けることとされ、その後、平成 3 年の税制改正及び生産緑地法の改正に
より、三大都市圏特定市の市街化区域内農地における相続税納税猶予制度は廃止され、
生産緑地地区のみ固定資産税の農地課税と終身営農を条件とした相続税納税猶予制度
が適用となりました。
平成 21 年には農地法が抜本改正され、従来の「農地の所有」から「農地の効率的な
利用」を中心とした法律へと転換し、一般法人の貸借での参入規制の緩和等、農業への
参入が促進されることとなりました。この改正を反映し、相続税の納税猶予制度も見直
され、従来は自ら営農する場合のみ制度の対象としていましたが、市街化区域外の農地
に限り、農業経営基盤強化促進法に基づく貸付け（特定貸付け）についても納税猶予が
継続されることとなりました。しかし、農地を永続的に確保し、その有効利用を促進す
るという観点から、相続税の納税免除条件は 20 年間の営農義務から終身営農義務へと
変更されることとなりました。
農地税制の概要

急速な経済成長や国際化の著しい進展等により、日本の経済社会が大きな変化を遂げ
る中で、食料・農業・農村をめぐる状況も大きく変化し、食料自給率の低下や農業者の
高齢化・農地面積の減少等の課題が顕在化する一方、食料の安定供給、国土や環境の保
全等、農業・農村の役割に大きな価値が見出され、平成 11 年に国の農政の基本法とな
る「食料・農業・農村基本法」が制定され、国として都市農業について生産振興を図る
ために必要な施策を講じることが初めて規定されました。
また、同法に基づき中長期的な方針を定める「食料・農業・農村基本計画」が策定さ
れ、概ね 5 年ごとに見直すこととされており、平成 27 年 3 月に改定されています。
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２

都市農業振興基本法の施行

人口の減少や高齢化が進む中、これまで宅地化予定地として見られてきた都市農地に
対する開発圧力が低下するとともに、新鮮な農産物の供給や防災空間の確保等、都市農
業の多様な機能に対する評価が高まってきました。
都市農業の多様な機能

出典：
「都市農業振興基本法のあらまし」（農林水産省）

このような状況を踏まえ、都市農業の安定的な継続を図るとともに、多様な機能の適
切かつ十分な発揮を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的として、平成 27
年 4 月に基本法が制定されました。基本法において、
「都市農業」とは「市街地及びそ
の周辺の地域において行われる農業をいう。」と定義され、都市農業の振興に関する基
本理念として、
①

都市農業の多様な機能の適切かつ十分な発揮と都市農地の有効な活用及び適正
な保全が図られるべきこと

②

良好な市街地形成における農との共存に資するよう都市農業の振興が図られる
べきこと

③

国民の理解の下に施策の推進が図られるべきこと

を明らかにするとともに、政府に対し、必要な法制上、財政上、税制上、金融上の措置
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を講じるよう求めています。また、総合的・計画的に施策が推進されるよう、政府によ
る基本計画の策定が義務づけられました。

平成 28 年 5 月には、これからの都市農業の持続的な振興を図るための施策の総合
的かつ計画的な推進を図るため、基本法に基づき、基本計画が閣議決定されました。基
本計画は、3 つの柱立てにより構成されています。
第１

都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針

都市農業の振興にあたっては、
「都市農業の多様な機能の発揮」を中心的な政
策課題に据え、都市農業の振興に関する新たな施策の方向性として、(1) 都
市農業の担い手の確保、(2) 都市農業の用に供する土地の確保、(3) 農業振
興施策の本格展開の３つを掲げています。
第２

都市農業の振興に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策

第１で示した基本的な方針の実現に向け、今後講ずべき施策として、(1) 農
産物を供給する機能の向上並びに担い手の育成及び確保、(2) 防災、良好な
景観の形成並びに国土及び環境の保全等の機能の発揮、(3) 税制上の措置、
(4) 農産物の地元での消費の促進などに取り組むこととしています。
第３

都市農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に必要な
事項

都市農業振興基本法において都道府県及び市町村が定めるよう努めることと
されている「地方計画」の策定に向け、国からの積極的な働きかけや必要な
情報の提供などの適切な支援等を行うこととしています。

このように、基本法の制定及び基本計画の閣議決定により、都市農地は農業政策と都
市政策の双方から再評価され、宅地や公共施設予定地としてみなされてきた都市農地の
位置づけは、「あって当たり前のもの」さらには「あるべきもの」へと大きく転換され
ることとなりました。今後、国をはじめとして、都市農地の保全・都市農業の振興に向
け、具体的な施策が講じられていくこととなります。
さらに、都市農業の振興を図る上では、地域の実情に応じて取組が進められることが
必要であり、地方公共団体は、基本計画を基本とした当該地方公共団体における都市農
業の振興に関する計画（地方計画）を定めるよう努めなければならないとされています。
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３

国及び埼玉県の農業情勢

（１） 国
農林業センサスによる

農産物販売金額規模別の基幹的農業従事者数

と、基幹的農業従事者数
は平成 17 年から平成
27 年の 10 年間で 22%
減少し 175 万人となり、
平均年齢は 67.0 歳と高
齢化が進行しています。
販売農家数自体も 10 年
間で 32%減少し 133 万

年齢階層別基幹的農業従事者数

戸と、今まで我が国の農
業を支えてきた昭和一桁
世代のリタイアが進行し
ていることが窺えます。

出典：
「平成 28 年度食料・農業・農村白書」
（農林水産省）

平成 28 年の農地面積

農地面積、作付（栽培）延べ面積、耕地利用率

は、前年に比べ 2 万 5 千
ha 減少して 447 万 1 千
ha と近年は緩やかな減
少傾向で推移しており、
耕地利用率は近年 92%
前後で推移しています。
現状では耕作できないと
全国の荒廃農地面積（推計）

判断された荒廃農地の面
積は、平成 27 年におい
て 28 万 4 千 ha となっ
ていますが、その主な発
生原因としては、農業者
の高齢化・労働力不足が
あげられます。

出典：
「平成 28 年度食料・農業・農村白書」
（農林水産省）

7

平成 27 年 3 月に改定された「食料・農業・農村基本計画」では、農業や食品産業
の成長産業化を促進する「産業政策」と、多面的機能の維持・発揮を促進する「地域政
策」を車の両輪として、
「食料の安定供給の確保」
「農村の振興」
「農業の持続的な発展」
等の施策を講ずることとしています。
食料の安定供給の確保に関する施策
○農林水産物・食品の輸出促進、食品産業のグローバル展開の促進
○6 次産業化の戦略的推進
農業の持続的な発展に関する施策
○力強く持続可能な農業構造の実現に向けた担い手の育成・確保、経営所得安
定
対策の着実な推進
○農地中間管理機構のフル稼働による担い手への農地集積・集約化と農地の確保
○米政策改革の着実な推進、飼料用米等の戦略作物の生産拡大
農村の振興に関する施策
○多面的機能支払制度等の着実な推進
○農村への移住・定住等の促進や鳥獣被害への対応
○「集約とネットワーク化」による集落機能の維持

都市農地・農業という面では、基本法の制定及び基本計画の閣議決定を背景の一つと
して、平成 29 年に都市緑地法等の一部を改正する法律が施行されました。この改正に
より、都市計画法の新たな用途地域として「田園住居地域」が創設され、都市計画法上
でも農地が位置づけられることになるとともに、生産緑地地区の面積要件や建築規制が
緩和されました。
また、生産緑地地区の貸借をしやすくし、貸借した場合でも相続税納税猶予が継続さ
れる制度が検討されており、大半の生産緑地地区の営農義務が解除される 2022 年を
前に、生産緑地制度の転換期を迎えています。
都市緑地法等の一部を改正する法律

概要

○生産緑地地区の面積要件の引き下げ【生産緑地法】
500 ㎡以上から、300 ㎡以上を下限として条例で引き下げ可能に。
○生産緑地地区における建築規制の緩和【生産緑地法】
設置可能な建築物は農業用施設に限定されていたが、農業者の収益性を高め
るため、農産物等加工施設、農産物等直売所、農家レストランを追加。
○特定生産緑地指定制度の創設【生産緑地法】
都市計画決定後 30 年経過により生産緑地地区の買取申出が可能となるが、
特定生産緑地に指定された場合はその時期が 10 年延期される。
○田園住居地域の創設【都市計画法】
農地と調和した低層住宅に係る良好な住居環境の保護を目的とした「田園住
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居地域」を新たな用途地域として創設。
（２） 埼玉県
埼玉県は、全域が都心から約 100km 圏内であり、地勢は西部の山地と中央部の丘
陵・台地、東部の低地に大別されます。農地は台地から低地にかけて広がっており、耕
地率は約 20%となっています。
また、江戸時代の用水開削や新田開発等から近代に至る用排水路の整備等による農地
の拡大と、大消費地である東京に隣接するという地理的特性もあり、台地丘陵地域には
畑作地帯や低地には水田地帯がそれぞれの地域の特性を生かしながら広がっていまし
たが、昭和 30 年代後半以降の急速な都市化により農地が減少し、平成 28 年において
75,800ha となっています。
一方、農林業センサスによると、基幹的農業従事者数は平成 17 年から平成 27 年の
10 年間で 26%減少し 50,812 人、販売農家数は 30%減少し 36,743 戸となり、全
国的な課題である農業の担い手不足は、埼玉県においても大きな課題となっています。
農業従事者の減少や高齢化、TPP 等によるグローバル経済の進展など、農林業・農
山村を取り巻く環境は大きく変化しており、こうした環境の変化に的確に対応し、農林
業・農山村の持続的な発展を図るため、県は平成 28 年度からの 5 年間に取り組むべ
き施策を取りまとめた「埼玉農林業・農山村振興ビジョン」を策定しました。ビジョン
では、環境の変化に対応するため、農林業の「稼ぐ力」、農林業に係わる「人材力」、農
山村の「地域力」の３つの力を高める取り組みを展開することとしています。
加えて、首都圏に立地している埼玉県における都市農業の重要性に鑑み、ビジョンを
基軸としつつ、都市農業の有する多様な機能の発揮を通じ、農業者と地域住民が共存す
ることにより、都市農業が将来にわたり安定的に継続されることを目的として、「埼玉
県都市農業振興計画（以下「県計画」という。）
」を平成 29 年 3 月に策定しています。
県計画の対象区域は、「市街化区域及び非線引き都市計画地域における用途地域内農
地を中心とし、それと一体となって農業が展開されている周辺部（農業振興地域を除く。
）
を基本とする。」とされており、本市も県が都市農業振興のために講じる施策の対象区
域に含まれています。
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第３章
１

川口市の農地・農業の現状等

農地・農業の現状等

本市の都市計画区域面積は 6,197ha であり、そのうち市街化区域は 5,467ha で
88.2%を占め、市街化調整区域は 730ha で 11.8%となっています。
平成 29 年 4 月 1 日現在の市街化区域内農地は 288.48ha、そのうち生産緑地地区
は約 45%の 129.57ha となっています。
市街化調整区域内農地は 171.63ha ですが、
本市は埼玉県の中でも都市化の著しい県南部に位置しており、農業振興地域の指定はさ
れていません。
市内農地の多くは市街化区

川口市の都市計画区域区分（平成 29 年 4 月 1 日現在）

域にあるため、交通網の発達
などに伴う都市化・宅地化の
影響を大きく受けて面積が減
少し続けています。さらに、
農地の細分化による生産力の
低下、農薬散布や落葉に対し
て寄せられる周辺住民からの
苦情の増加などにより営農環
境は悪化しており、農地を計
画的に保全・活用するととも
に、営農しやすい環境をつくりだす必要があります。

本市では、平成 4 年から生

川口市の生産緑地地区面積の推移

産緑地地区の指定を開始し、
平成 19 年からは県の指針を
受けて追加指定を行ってい
ます。平成 4 年の時点で生産
緑地地区面積は 165.95ha
でしたが、土地所有者の死亡
や主たる従事者の故障に起
因する指定の解除により面
積は約 22％減少しています。
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本市の農業は、緑化産業が中心となっており、農業産出額の 69.3%を花きが占め、
18.2%が野菜となっています。
本市北東部では、
「安行の植木」
「赤

川口市の農業産出額推計（平成 27 年）

山の枝物」など、花きを中心とした
都市農業が営まれており、樹の幹を
曲げて美しく仕立てる「曲げもの」、
植木の移植の際に根を保護し、移植
しても枯らさない「根回し」
「根巻き」、
繁殖法である「挿し木」
「接ぎ木」
、
「ふ
かし」と呼ばれる促成栽培の技術等、
伝統ある技術が高い評価を受けてい
ます。
また、市域全体では野菜類の生産
が盛んで、神根地区では、ぼうふう・
木の芽といった特色ある伝統野菜等
の生産も行われています。

※小数点以下第二位を四捨五入しているため、合計が 100%になりません。

資料：平成 27 年市町村別農業産出額（推計）
（農林水産省）

本市の川口市営植物取引センターで開催されるせり取引の売上高は、近年減少傾向に
あります。本市農業の中心である花きは嗜好品であり、景気の影響を受けやすく、また、
燃油価格及び資材等の高騰による経営の圧迫、多様化するニーズへの対応など、緑化産
業を取り巻く環境は大変厳しいものになっています。
川口市営植物取引センターのせり取引の売上高推移
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農家数、農業就業人口

川口市の農家数及び農業従事者数

及び基幹的農業従事者数
の推移は、右図のとおり
となっています。農家数
は平成 17 年から平成 27
年の 10 年間で 22.4%減
少し 865 戸、そのうち自
給 的 農 家 は 383 戸 で
6.8%減の一方、販売農家
は 482 戸で 31.4%減と、

資料：農林業センサス（農林水産省）

販売農家の減少割合が大
きくなっています。

川口市の販売農家における農業後継者の有無

また、基幹的農業従事者数は平成 27
年で 921 人ですが、平成 17 年からの
10 年間で 37.5%減、平成 12 年からの
15 年間では 48.6%減となっており、平
均年齢も 63.5 歳と高齢化が進んでいま
す。これは全国的な傾向と同様であり、
今後も本市の農業を支えてきた世代のリ
タイアが進行し、担い手の減少傾向が続
くものと見込まれ、後継者の確保・育成
が大きな課題となっています。更に、担
い手不足に伴い、植木等の伝統技術の継

資料：2015 年（平成 27 年）農林業センサス（農林水産省）

承も危ぶまれています。

２

農業関連施設

本市には緑化産業関連施設として、川口緑化センター、川口市営植物取引センター及
び川口市立グリーンセンターといった市有施設のほか、埼玉県花と緑の振興センターが
あり、各施設間で連携してイベントを開催するなど緑化産業の振興が図られています。
現在整備中の赤山歴史自然公園（平成 34 年度全体供用開始予定）は、首都高速道路
のハイウェイオアシスからも散策することができる「自然環境や歴史文化遺産を活用し
た、地域の振興や都市農業の活性化に資する公園」であり、地域特性を踏まえた「植木
のまち川口」ならではの公園として、地域の方々の協力により、公園に隣接した植木畑
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を来園者が自由に散策できるオープンナーセリーや、地域物産館において植木・花鉢等
の展示販売が計画されています。

農業関連施設
◎川口緑化センター
本市の伝統産業である、植木を中心とする花き生産や造
園といった特産農業の振興を図るため、緑化産業に関わる
各種情報の収集・提供を行う拠点施設として設置され、花
と緑に関する各種展示会やイベントを開催し、植物と人の
ふれあいの場所を提供するとともに、各種情報を発信する
緑化関係の総合施設として、積極的な事業運営を進めてい
ます。
◎川口市営植物取引センター
花きの生産及び流通の円滑化並びにこれらの取引の適正
化を促進するとともに、特産農業の振興を図る施設として
設置され、全国有数の植木の生産地として知られる「植木
の里・安行」の市場施設として、毎週火曜日にせり取引を
実施し、流通拠点としての役割を果たしています。

◎川口市立グリーンセンター
農業の振興を図るとともに、都市近郊に残る貴重な緑地
を保全し、市民の憩いの場所としてレクリエーション施設
を提供して、心身の健康増進と自然科学知識の醸成を図る
施設として設置され、武蔵野の面影を残す雑木林を中心に
大芝生、つつじ山、花壇、ロックガーデン、池等を配置し
て全体を一つの大庭園として造られています。

◎埼玉県花と緑の振興センター
埼玉県農林部の花木・植木・緑化造園の県域振興機関と
して、植木・果樹などの生産出荷、造園、都市緑化等の技
術の指導、盆栽等の輸出振興などに関する業務を行なって
います。また、植木類、観賞用樹木類を中心に 2,000 品
種以上の植物を展示し、広く県民に公開し、緑の学習の場
や見本園としての機能を果たしています。更に、緑化講座
による花育・緑育、園芸ボランティア育成による共助の取
組など多彩な業務を展開しています。
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３

都市間連携

平成 11 年に制定された「食料・農業・農村基本法」において、初めて都市農業の振
興が国の責務であることが明記され、平成 17 年策定の「食料・農業・農村基本計画」
では、都市農業が多面的な役割を果たすことが求められるなど、都市農業の必要性と推
進の方向性については明確に示されているものの、国の支援策や制度は十分とは言えず、
各都市はその対応に苦慮していました。
そこで、都市農業の必要性について国民的コンセンサスを形成することが急務である
として、平成 21 年に本市の呼びかけにより、有志市長と関係者が都市農業の復権と再
生をめざす決意を表明するため「都市農業サミット」を開催し、関係機関等へ共同宣言
書を提出しました。
同サミットの中で、この活動を一過性のものにすることなく、各都市が連携を図った
組織をつくり、共通する都市農業の課題に継続して取り組んでいく必要があるとの意見
があったことから、都市及びその周辺の農地と農業の復権と再生をスローガンとして、
農地を保全・活用し、農業振興を積極的に推進するため、共通の課題を抱える地方公共
団体等が連携・活動することを目的として、平成 22 年に「全国都市農業振興協議会」
が設立されることとなりました。本市も同協議会に参画し、農業形態や課題が類似する
都市や、都市農地保全推進自治体協議会との連携を図り、国や関係諸団体へ理解と協力
を求める活動を行っています。

全国都市農業振興協議会の活動の様子
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第４章
１

川口農業のめざす方向性

将来ビジョン

農が誇れるまち川口
本市では、花きを中心とした特徴ある都市農業が営まれており、都市化が進む中でも
緑豊かな潤いある環境が形成されています。
しかし、都市化に伴う営農環境の悪化、農産物価格の下落などによる農業経営の低迷
に加え、重い税負担や機械・施設投資に対する収益性の低さなどにより、本市の農地・
農業は危機に瀕しています。
このような状況の中、国において、新鮮な農産物の供給、防災空間の確保、良好な景
観の形成といった都市農業の有する多様な機能が認識され、都市農地の保全、都市農業
の振興に関する施策が講じられていくこととなりました。
本市においても、基本法の理念を踏まえ、伝統ある農業が市民の誇りとなるよう、農
業者のみならず市民や様々な機関との連携を一層強化し、伝統ある元気な農業が、私た
ちの誇りとして 50 年後もしっかりと息づいた「農が誇れるまち」を引き続きめざしま
す。

※拡大版は P17
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２

基本方針

現状と課題を踏まえ、農業経営の安定化・向上、農地保全、市民と農とのふれあい、
都市間連携の視点に立ち、将来ビジョンを実現するための基本方針を以下に示します。

基本方針１

伝統が農の未来を照らす

本市の緑化産業は、江戸時代からの伝統と独自の仕立て技術により、現在の地位を築
いてきました。このような伝統ある農業を基盤とした独自性のある強い産業として、本
市農業のＰＲに加え、販路の拡大などにより農業経営の安定化と向上を図ります。

基本方針２

農が支える緑が住みよい環境をつくる

本市の農地は、農産物供給機能のほか、良好な景観の形成、環境保全、防災など多様
な機能を有しており、貴重な資源です。市民全体が農地の多様な機能や保全の必要性に
ついて共通の認識のもと、農地面積の減少を抑制し、農地の計画的な保全と活用をめざ
します。

基本方針３

感性を刺激する農ある暮らしを楽しむ

市民のライフスタイルの変化により、都市農業には食育、安全・安心な農産物の供給
のほか、野菜づくりなど身近に農作業に親しめるレクリエーション機能などが求められ
ています。都市農地を保全し、都市農業を維持・発展させるためには、市民の理解が不
可欠であることから、見て、触れて、育て、食べるなどの体験と教育を通じて、その豊
かさに触れ、農あるライフスタイルを楽しむプログラムを進めるとともに、より多くの
市民が農業者とともに本市の農地・農業についての意識を共有することをめざします。

基本方針４

農による知恵と力で人と地域を結ぶ

本市には、植木を中心とする花き及びぼうふうや木の芽など特色ある伝統野菜の生産
技術に関する知財に加え、川口緑化センターや川口市立グリーンセンターなどの農業関
連施設があります。これらを活用することにより、一層の農業振興やより豊かな市民生
活の実現へ結びつけていきます。
また、都市農業の復権と再生に向け、農業形態や課題が類似する都市と連携を図り、
国等へ理解と協力を求める活動を引き続き行っていきます。
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３

市民と農との関わり

〜農あるライフスタイル〜

農あるライフスタイル イメージ
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２−１ 川口農業のＰＲ
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３−２ 市内流通システムの
構築
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４−１ 伝統的な技術や品種の
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５−２ 緑のまちづくり
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農ある暮らしを
楽しむ

６ 環境にやさしい
農の推進

６−１ 環境にやさしい
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７ 農の魅力の共有

７−１ 市民の理解促進
７−２ 市民と農との
ふれあいの場の創出

８ 農ある暮らしの創造

８−１ 農ある暮らしの提案
８−２ 学校教育との連携に
よる農とのふれあい

４ 農による知恵と力で
人と地域を結ぶ

９ 施設・知財の有効活用

９−１ 施設・知財の有効活用

１０ 都市農業振興に向けた
環境の整備

１０−１ 都市間連携の推進
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１０−２ 都市農業振興への
取り組み

２

施策の内容

基本方針１

１

伝統が農の未来を照らす

営農のための経営支援

営農を継続していくため、経営の安定化や担い手育成に対する支援を行います。

１−１ 経営の安定化に向けた農家支援
農業経営の一層の安定を図るため、効果的で効率的な経営環境づくりなどを支援し
ます。
○効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農地の利用集積（利用権設定・
農地バンク）
、経営管理の合理化など、農業委員や農地利用最適化推進委員（農
業委員会委嘱）と連携を図りながら、農業経営基盤の強化を促進します。
○農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想（平成 26 年 9 月策定）に
示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき経営の改善を進
めようとする認定農業者に対し、経営管理等に関する研修会を実施します。
○農業経営の近代化や合理化を図るため、融資制度や助成制度を実施するとと
もに、労働力不足の解消に資するため、農業機械の導入についても支援しま
す。
○家族農業経営に携わる各世帯員が、意欲的に経営に参画できる農業経営をめ
ざし、経営方針や就業環境などについて家族間の話し合いに基づき取り決め
る「家族経営協定」の締結を推進します。

１−２ 担い手育成に対する支援
本市には、伝統ある農業を担う若手農業者がいるものの、農業従事者数は年々減少
していることから、農業後継者の資質向上及び新たな担い手の確保を図ります。
○農業後継者の育成と資質の向上を図るため、農業青年団体等が開催する研修
会や講演会等の自主事業を支援します。
○新たな担い手の育成・確保を図るため、川口農業塾を開催し、営農実践研修
を実施します。
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２

特産品のＰＲ・商品開発

伝統ある花きや野菜生産を推奨するとともに、本市農業のＰＲや新たな商品開発に向
けた取り組みを強化することで、川口ブランドを成長させます。

２−１ 川口農業のＰＲ
本市では、伝統と技術を有する安行植木や、ぼうふう等の伝統野菜の生産など特色
ある農業が営まれていますが、市民をはじめとする消費者の認知度は十分とは言えな
いため、本市農業のＰＲを継続して行うとともに、特産農産物の高付加価値化（ブラ
ンド化）についても検討を進めます。
○各事業において、花きや伝統野菜といった特産農産物を生産する本市農業を
ＰＲするとともに、高付加価値化（ブランド化）の検討を進め、本市の特色
ある農業の認知度向上を図ります。
○安行植木の販路拡大と取引の促進を図るため、パンフレット等の作成、イベ
ント等の参加を通じた普及宣伝を実施します。
○関係機関と連携し、植木や盆栽を主とした農産物の輸出入について検討を進
めます。

２−２ 新たな商品開発
農産物の新品種導入に対する支援や、異業種間での意見交換・事業企画等を実施し、
新商品の開発・需要の開拓を行います。
○今後の本市の農業の維持・発展に資するモデル事業に対し支援を行い、農産
物の産地化に取り組みます。
○緑と農のライフスタイルを推進するため、緑化関連商品の開発等について、
緑化団体や建築士会など異業種も含めた団体と連携し、意見交換等を行いま
す。
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３

流通システムの構築

現在の流通システムを再構築するとともに、生産・流通・小売の連携により、都市住
民の需要を逃さない流通システムの構築を図ります。

３−１ 花きの販路拡大に向けた流通システムの再構築
市場の取引情報を市場統計として捉え、これらを分析して市内農業者と情報を共有
し、消費者等のニーズを把握するとともに、流通機構の改善に努め、花き取引の活性
化を図ります。
○せり市場の取引高をはじめ、市内外及び都道府県別の買主・売主取引高、樹
木別取引高などの取引情報を市場統計として捉え、売れ筋商品の見極めなど
の分析を行い、生産者等へ情報提供します。
○市内生産者の生産状況の目録を作成・公表し、緑化の普及を図ります。
○緑化産業を取り巻く環境の変化に対応すべく、流通機構の改善に努め、花き
取引の活性化を図るとともに、川口緑化センターや川口市営植物取引センタ
ーと連携を図りながら、緑化産業の振興に努めます。
○緑と農のライフスタイルを推進するため、緑化関連商品の開発等について、
緑化団体や建築士会など異業種も含めた団体と連携し、意見交換等を行いま
す。
（※重複）

３−２ 市内流通システムの構築
市内で生産される花きやぼうふうなどの伝統野菜の多くは、市外で取引・消費され
ています。川口産農産物の消費拡大による収益向上を図るとともに、地産地消に対す
る市民ニーズへの対応に向け、市内小売店等への流通システムを構築します。
○市民の地産地消に対するニーズに対応するため、直売所の整備を支援すると
ともに、ネットワーク化をめざします。
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４

伝統ある農の継承

安行や赤山を中心とした花きに加え神根や新郷を中心とした野菜生産の歴史と伝統
を、郷土の誇りとして広く未来へ伝えます。

４−１ 伝統的な技術や品種の継承
安行を中心とする植木や赤山を中心とする枝物など、本市は花き生産において長い
歴史と伝統が受け継がれています。これらを生かし、共進会などを通じた花きの生産
技術の向上、現有品種の保存・育成を行い、花と緑の総合的な宣伝・普及を図ります。
○花きの生産技術の向上及び花と緑の総合的な宣伝・普及を図るため、共進会
や即売会を行う「川口市花の文化展」の開催を支援します。
○花きの栽培・育成等の伝統技術に関する研修会を開催します。
○特産農業としてモデルとなるテッポウユリやぼうふうの栽培に対し、積極的
に支援を行います。
○川口市立グリーンセンターの施設を利用し、花木類及びラン類の現有品種を
育成・展示するとともに、利用普及に努めます。

４−２ 市民・学校との連携
学校と連携して、川口市立グリーンセンターの施設を利用した植物園の管理運営等
に関する実習を行い、植物・園芸等に関する知識を深めます。
また、担い手不足の農家を支援するため、農業ボランティア制度の構築を検討しま
す。
○川口市立グリーンセンターの施設を利用し、学校から依頼を受けた植物園の
管理運営等に関する実習を実施します。
○担い手不足の農家を支援するため、農業に関心を持つ市民を援農ボランティ
アとして登録し、繁忙期等に援農希望のある農家へ派遣する農業ボランティ
ア制度の構築を検討します。
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基本方針２

５

農が支える緑が住みよい環境をつくる

農・緑・住一体のまちづくり

農とともにあるライフスタイルを付加価値とした「農・緑・住一体のまちづくり」を
推進します。

５−１ 農地の利活用
市民農園や農家レストランの設置、防災協力農地としての利用など、農地の利活用
を促進し、都市農地の保全を図ります。
○市民農園・体験農園・学校ファームなどの設置を推進するとともに、農地の
貸借・流動化を支援し、生産量の拡大と農地の活用を促進します。
○市街化調整区域内の対象区域において、要件を満たした農業の振興に資する
施設（農家レストラン等）の設置に関して開発の規制を緩和し、土地利用の
弾力的な運用を図ります。なお、土地利用の選択肢の拡大について継続的に
取り組む中で、宅地内の農地・緑化率を高く設定するなどの優良田園住宅制
度の導入なども検討します。
○農地を災害発生時の一時避難場所などとする防災協力農地制度について、農
業者の理解促進に努めます。

５−２ 緑のまちづくり
植木を中心とした花きの有数な産地である本市にふさわしい、緑豊かで潤いある環
境を将来にわたって市民が享受できるよう、関係各課と調整しながら、農・緑・住一
体のまちづくりを進めます。
○地域に点在する名勝を結び、安行地区全体の街おこしとなりうるオープンガ
ーデン事業に対し、広報による周知等の支援を行い、緑豊かな潤いある街中
の散策を楽しみ、伝統を受け継ぐ職人の技を感じる、緑とのふれあいの場を
創出します。
○500 ㎡以上 3,000 ㎡未満の敷地に建築物の建築等を行う場合には、敷地面
積の一定面積以上の緑化をするよう義務づけ、緑化の推進を図ります。
（敷地面積 3,000 ㎡以上は、埼玉県へ緑化計画を届け出ます。）
○まちに潤いを与え、快適な居住環境をつくる働きを持つ緑を増やすため、生
け垣等の設置及び屋上・壁面緑化に対し、支援を行います。
○本市の恵まれた自然環境と立地条件を生かし、緑豊かで良好な農地・緑地と
住宅が共生した一体のまちづくり実現に向け、具体的な取り組みの実践を推
進します。
○緑と農のライフスタイルを推進するため、緑化関連商品の開発等について、
緑化団体や建築士会など異業種も含めた団体と連携し、意見交換等を行いま
す。
（※重複）
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６

環境にやさしい農の推進

環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業を推進し、健全な農地、安全・安心な農産物
を供給します。

６−１ 環境にやさしい農の推進
本市では農地と宅地が混在しており、農業を営む上で、周辺環境への配慮が重要な
課題となっています。農薬の適正使用の啓発や自然環境の保全を図り、都市と農地が
共存する持続的な農業を推進します。
○鳥獣保護区内を中心に巡回を行い、鳥獣の保護並びに自然環境及び農業環境
の保全を図ります。
○埼玉県の指導のもと、農薬の適正使用及び保管管理の徹底等について広報を
行います。
○木質バイオマスの普及促進、廃棄物の削減並びに環境産業及び緑化産業の振
興のため、廃木材等の木質バイオマスを再資源化する優良事業者の誘致を行
います。
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基本方針３

感性を刺激する農ある暮らしを楽しむ

農とともにあるライフスタイルを付加価値とした「農・緑・住一体のまちづくり」を
７
農の魅力の共有

ＰＲ活動や文化的イベントを通じて、市民が気軽に農とふれあい、本市農業を知る機
会をつくります。

７−１ 市民の理解促進
市民には、本市の農地・農業の現状があまり知られていません。また、農業者は周
辺住民からの営農活動に対する苦情などにより、営農環境が悪化しています。本市の
農地・農業を、農業者、市民、農業協同組合、農業・緑化団体及び行政の連携により
守り育て、
「農が誇れるまち川口」の実現に向け、本市農業への理解と農あるライフ
スタイルの魅力の共有を進めます。
○行政や農業・緑化団体による各種イベント等の開催・支援を通じ、緑化産業
の振興及び市民の本市農業への理解促進を図ります。
○園芸教室の開催や専門家による緑化相談を行い、園芸技術の普及を図ります。

７−２ 市民と農とのふれあいの場の創出
近年、食の安全・安心、地産地消、農地の景観形成機能などが注目され、市内農地
を地域の貴重な資源として有効に活用することが求められています。日常的な暮らし
の中で、市民が農とふれあえる場を創出し、農の魅力を実感できる取り組みを進めま
す。
○農業体験やレクリエーションの場を提供する市民農園の開設に対し、支援を
行うとともに、ホームページへの掲載など広報を行います。
○地産地消の推進、川口ブランドのＰＲ及び農を身近に感じる場の提供として、
市役所マルシェを開催します。
○農業・緑化団体の開催するイベント等で埼玉高速鉄道とタイアップし、市民
と農がふれあえる機会の拡大を図ります。
○地域に点在する名勝を結び、安行地区全体の街おこしとなりうるオープンガ
ーデン事業に対し、広報による周知等の支援を行い、緑豊かな潤いある街中
の散策を楽しみ、伝統を受け継ぐ職人の技を感じる、緑とのふれあいの場を
創出します。
（※重複）
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農とともにあるライフスタイルを付加価値とした「農・緑・住一体のまちづくり」を
８
農ある暮らしの創造

市民がより身近に農とふれあい、農の魅力を暮らしに生かしたライフスタイルを提案
するとともに、将来を担う子どもたちが農に関する体験や学習をすることができる機会
を提供します。

８−１ 農ある暮らしの提案
農が誇れるまちを市民と共有するため、市民自らが取り組める農あるライフスタイ
ルを提案し、実践を支援します。
○家庭、学校、地域を通じて本市の将来を担う子どもたちの健全な食生活の実
現及び健全な心身の成長を図るとともに、すべての市民一人ひとりが食生活
を楽しみ、生涯にわたって健康に暮らし続けることができるよう、あらゆる
世代、ライフスタイルに合わせた食育を推進します。
○農あるライフスタイルの推進を図るため、家庭等で実践できる実技を含めた
講習会を開催します。
○川口市生活フェスティバルを開催し、地産地消のＰＲを実施します。

８−２ 学校教育との連携による農とのふれあい
子どもたちは、花や野菜などの農産物の生育過程に触れる機会が少なくなっていま
す。将来を担う子どもたちが農業体験活動を通じて、農、食及び環境などを学ぶこと
ができる食育教育を進めます。
○児童・生徒が農業体験活動を通して、生命、自然、環境及び食物などに対す
る理解を深めるとともに、情操を養い生きる力を身につける「学校ファーム」
を、行政、農業者、学校関係者等の協働により実施します。
○学校給食において、川口産農産物を積極的に利用し、子どもたちの農や食へ
の関心を高めるとともに、地産地消の推進を図ります。
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基本方針４

農による知恵と力で人と地域を結ぶ

農とともにあるライフスタイルを付加価値とした「農・緑・住一体のまちづくり」を
９
施設・知財の有効活用

農業関連施設の総合的なマネジメントを進め、施設とともにそれらが有する知財など
も有効に活用します。

９−１ 施設・知財の有効活用
本市農業は、伝統と独自の仕立て技術など貴重な農業知財を有しています。また、
市内には農業関連の拠点となる施設があり、本市農業の活性化に寄与しています。こ
れらの施設の機能の維持・拡大により、情報の収集や発信など、施設機能及び知財の
有効活用を図ります。
○川口緑化センター、川口市営植物取引センター、川口市立グリーンセンター、
赤山歴史自然公園（地域物産館を含む）、埼玉県花と緑の振興センターといっ
た、市内にある農業関連施設の機能維持・有効活用を図ります。
○広報紙やホームページを通じて、農政制度、農業情勢、花きの栽培・育成等
に関する情報提供を行います。
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農とともにあるライフスタイルを付加価値とした「農・緑・住一体のまちづくり」を
１０
都市農業振興に向けた環境の整備

全国都市農業振興協議会を中心に、他都市等との連携を図りながら農業振興策につい
て検討を進めるとともに、都市農業の復権と再生をめざして国や関係団体へ協力要請を
行います。

１０ −１

都市間連携の推進

全国の都市農地・農業は、担い手不足や価格競争への対応のみならず、都市化の進
展による営農環境の悪化などの課題を抱えています。また、相続税納税猶予制度や生
産緑地制度などの都市農地の保全に関する対策が講じられているものの、終身営農等
の要件があり、農地を手放す農家が後を絶たないことから、都市農業が衰退の一途を
たどっています。都市農地・農業の復権と再生をめざし、農地の保全・活用及び農業
振興を積極的に推進するため、全国都市農業振興協議会を中心として、共通の課題を
抱える都市等との連携・活動を推進します。
○全国都市農業振興協議会に参画し、都市農業の復権と再生に向け、農業形態
や課題が類似する都市と連携を図り、国等へ理解と協力を求める活動を行い
ます。
○生産緑地法の改正に伴い、条例による生産緑地地区の面積要件の引き下げが
可能になったことから、都市農地の確保のためにも、農業者がより活用しや
すい制度となるよう、指定要件の見直しを検討します。
○農地等の利用の最適化の推進に関し、必要に応じて、関係行政機関等に対し
施策の改善意見を提出します。

１０ −２

都市農業振興への取り組み

農業は地域によって経営条件が異なり、都市部では相続税や固定資産税等の負担が
大きく、農地を手放す農家が後を絶ちません。農地を保全・活用し、農業振興を推進
する制度は農地法を中心に構築されていますが、いわゆる農村農業から都市農業まで
すべてを規定するには無理があります。こうしたことからも、本市が 50 年後にも農
が誇れるまちとなるよう、税制度を含めた法制度の創設・見直しについて国等へ働き
かけるなど、都市農業振興への取り組みを進めます。
○生産緑地地区に対する営農義務及び相続税納税猶予の終身営農義務の要件緩
和等を国に対し要望します。
○三大都市圏特定市を対象とした農地制度の見直し及び都市農地の保全や都市
農業の維持・継続に寄与する支援制度を創設するよう、国に対し要望します。
○三大都市圏特定市の市街化区域内農地の固定資産税について、都市農業の維
持をめざし、さらなる軽減措置を国に対し要望します。
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３

リーディングプロジェクトの取り扱い

改訂前の計画では、複数の事業を組み合わせ、計画の実現に向けて重点的に取り組む
リーディングプロジェクトが４項目設けられていました。リーディングプロジェクトと
して位置づけることにより、他の事業への波及効果を期待したものですが、様々な要因
から速やかに実施することが困難なものについては、未達成となっていました。
そこで、本計画の計画期間が満了し、新たな計画を策定するまでの間は、リーディン
グプロジェクトとして複数の事業を合わせて選定するのではなく、一つ一つ確実に、そ
して、取り組み全般にわたって総合的かつ効率的に実施すべきとの考えから、リーディ
ングプロジェクトとしての位置づけは行わないこととしました。

【参考 計画策定時のリーディングプロジェクト】
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第６章
１

計画の推進に向けて

役割

「農が誇れるまち川口」の実現に向け、農業者、市民、農業協同組合、農業・緑化団
体及び川口市がそれぞれの役割を認識した上で、協力し、連携を図りながら計画の推進
に努めます。

（１）農業者
首都東京に隣接するという地理的特性を生かし、消費者ニーズを捉えることで農業経
営の安定化を図るとともに、市民等へ本市の農業を理解してもらい、50 年後にも農が
誇れるように消費者とのつながりを保ちながら農業の維持・発展に努めます。
・伝統ある農業を基盤とした独自性と安定性を備えた農業経営をめざします。
・環境負荷の軽減に配慮し、環境にやさしい農業を推進します。
・市民農園や学校ファームなどを通じ、市民が農にふれあえる機会を提供します。
・都市農業の復権と再生に向け、既存施設が有する設備や知財を利活用します。

（２）市民
緑豊かな潤いある暮らしは、市内に農地があることで支えられています。市民をはじ
めとして、関連事業者及び団体等を含めた市民全体で本市の農地・農業の価値を認識し、
農業者等とともに川口の農業を支えます。
・都市農業に対する理解を深め、地産地消に努めます。
・農地の多様な機能を理解するとともに、農地の保全に協力します。
・体験を通じて農の魅力を感じ、農あるライフスタイルを楽しみます。
・市内の農業関連施設を活用し、農業者やその他様々な人との交流を図ります。

（３）農業協同組合
農業者と市民をつなぐパイプ役として、農業者に対する支援を行うとともに、農ある
暮らしを市民に提供します。
・経営支援、技術指導などあらゆる面で農業者の営農活動を支援します。
・遊休農地の利活用などにより、農地の保全に努めます。
・農とふれあえる場づくりを行い、農業者と市民をつなぐコミュニティをつくります。
・農に関する情報を農業者・市民へ提供するなど、総合的に支援します。
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（４）農業・緑化団体
農業者の活動を支援するとともに、本市の農業振興に努めます。
・異業種連携による農業振興の取り組みや、本市農業のＰＲなどを行います。
・オープンガーデン事業など緑のまちづくりに向けた取り組みを進めます。
・イベント等の開催により、農の魅力を市民などに広く伝えます。
・都市農業振興に向けた取り組みを進めます。

（５）川口市
農業者、市民の様々な取り組みに対して支援を行うとともに、本計画の進行管理を行
います。
・農業経営の安定化に向け、本市農業の伝統を生かし、様々な支援を行います。
・農あるライフスタイルの実現に向けた農・緑・住一体のまちづくりを進めます。
・農に対する市民理解を深めるとともに、農あるライフスタイルの実践を進めます。
・他都市と連携しながら都市農業振興に向けた検討・提案・要請などの取り組みを進め
ます。

２

段階計画

第 5 章で示した施策の実現に向け、実施する事業を以下に示します。事業着手の目
安については、
「短期」
（概ね 5 年以内）、
「長期」
（状況に応じて適宜・適切な時期に検
討）とし、すでに実施している事業は「継続」として示します。
また、有識者会議で提案された施策との関連性を示すため、有識者会議で提案された
施策内容を含む事業については有識者会議提案番号を記載します。

基本方針１
個別目標

伝統が農の未来を照らす
施策

事業（＊は重複）

1 営農のための経営支援
1-1 経営の安定化に向けた農家支援
農業経営基盤強化の促進
認定農業者の支援
都市型農業の振興
農業機械の導入支援
家族経営協定の推進
1-2 担い手育成に対する支援
農業後継者の育成
川口農業塾の開催

31

着手の目安
継続

短期

長期

有識者会議
提案番号

○
○
○
○
○
○
○

3-2

個別目標

施策

事業（＊は重複）

2 特産品のＰＲ・商品開発
2-1 川口農業のＰＲ
川口農業のＰＲ
特産農産物高付加価値化（ブランド化）
の検討
安行植木の普及宣伝
農産物等の輸出入対策
2-2 新たな商品開発
新品種の導入奨励
異業種連携の支援＊
3 流通システムの構築
3-1 花きの販路拡大に向けた流通システムの再構築
流通に関する情報の収集、分析及び提供
取引機構の整備
異業種連携の支援＊
3-2 市内流通システムの構築
直売所の整備支援
4 伝統ある農の継承
4-1 伝統的な技術や品種の継承
農業共進会の開催支援
技術研修の実施
特産農業の推奨
品種保存と展示
花き温室等の活用
4-2 市民・学校との連携
植物園実習の実施
農業ボランティア制度の検討

基本方針２
個別目標

着手の目安
継続

短期

長期

有識者会議
提案番号

○
2-2
2-3

○
○
○
○
○

2-4
2-14

○

2-14

○
○

○

2-8

○
○
○
○
○
○
○

3-3

農が支える緑が住みよい環境をつくる
施策

事業（＊は重複）

5 農・緑・住一体のまちづくり
5-1 農地の利活用
農地の利活用推進
遊休農地に対する指導
5-2 緑のまちづくり
オープンガーデンの開催支援＊
家庭・事業所等の緑化推進
農・緑・住一体のまちづくり計画
異業種連携の支援＊
6 環境にやさしい農の推進
6-1 環境にやさしい農の推進
鳥獣保護緑地の保全対策
植物防疫の推進
木質バイオマスの普及促進
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着手の目安
継続

短期

長期

○
○

1-4

○
○
○
○

○
○
○

有識者会議
提案番号

1-7
1-10
2-14

2-12

基本方針３
個別目標

感性を刺激する農ある暮らしを楽しむ
施策

事業（＊は重複）

7 農の魅力の共有
7-1 市民の理解促進
農の魅力のＰＲ
緑化産業の活性化
園芸振興の推進
緑化イベント等の開催
園芸技術の普及
7-2 市民と農とのふれあいの場の創出
市民農園の開設支援
市役所マルシェの開催
埼玉高速鉄道とのタイアップ
オープンガーデンの開催支援＊
8 農ある暮らしの創造
8-1 農ある暮らしの提案
食育の推進
農業体験の開催
川口産食材のＰＲ
8-2 学校教育との連携による農とのふれあい
学校ファームの推進
学校給食での地場農産物の積極的利用

基本方針４
個別目標

着手の目安
継続

短期

長期

有識者会議
提案番号

○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○

2-7
3-10

○
○

2-10

農による知恵と力で人と地域を結ぶ
施策

事業（＊は重複）

9 施設・知財の有効活用
9-1 施設・知財の有効活用
施設の有効活用
農に関する情報発信
10 都市農業振興に向けた環境の整備
10-1 都市間連携の推進
全国都市農業振興協議会の活動推進
農業者が活用しやすい生産緑地制度の
検討
県等への意見の提出
10-2 都市農業振興への取り組み
生産緑地制度及び相続税納税猶予制度
の見直し要請
農地法の見直し及び支援制度の要請
農地に対する固定資産税の軽減措置の
要請
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着手の目安
継続

短期

○
○

長期

有識者会議
提案番号

2-13

○
○

4-3

○
○

4-5

○

4-6

○

4-4

３

計画の進行管理

本計画の着実な推進を図るため、農業者、市民、農業協同組合、農業・緑化団体と川
口市とが協働し、計画（Plan）→実行（Do）→評価（Check）→改善（Act）を繰り
返す PDCA サイクルによる継続的な改善を図りながら、計画を推進していきます。

Plan

Do

見直しに基づく
事業の計画

事業の実施

Check

Act

事業の推進状況
や成果をもとに、
確認・評価

評価をもとに
計画の見直し
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資料
１

改訂にあたり意見聴取した団体等

川口市農政審議会委員

川口市農業委員会委員

◎
○

小川 勝
飯村 靖史
新井 良彦
飯塚 孝行
石塚 直幸
落合 正宏
川田 好男
桐山 洋一郎
坂口 清貴
杉本 佳代
鈴木 誠一
中村 浩子
並木 進
蓮見 育子
矢作 太郎
※ ◎は会長、○は副会長

◎
○

松澤 正久
飯村 靖史
山崎 豊
山岡 宗義
小林 祐一
坂口 清貴
中田 英一朗
山岡 孝
中山 栄次
加藤 江
髙山 健司
鈴木 國雄
※ ◎は会長、○は会長職務代理者

さいたま農業協同組合
代表理事組合長 山﨑 昇一
常務理事（南部統括部担当）

２

川口緑化産業団体連合会
會田

正行

会長 長瀬 昭次
（事務局 (公財)川口緑化センター）

改訂までの経緯

平成 29 年 10 月

・平成 29 年度第 1 回川口市農政審議会
川口市農業基本計画の改訂について（概要説明）

平成 29 年 11 月

・川口市農政審議会農政推進検討部会部会員へ
素々案の意見聴取

平成 29 年 12 月

・農政審議会委員へ素案の意見聴取
・農業委員会委員及びさいたま農業協同組合へ素案の
意見聴取

平成 30 年 01 月

・農政審議会委員及び川口緑化産業団体連合会加盟団体へ
素案（見直し案）の意見聴取

平成 30 年 02 月

・パブリック・コメントの実施（2/5〜3/6）
・平成 29 年度第 2 回川口市農政審議会において審議

平成 30 年 0３月

・農政審議会正副会長との最終調整を行い、改訂案の確定
・
「川口市農業基本計画（川口市都市農業振興計画）」策定・
公表
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３

「川口の農業を考える有識者会議」で提案された 40 施策一覧

農地と緑地の維持・保全・拡大による
健全な生活環境の確立
1-1 都市農業サミット開催事業
1-2 農業基盤整備計画策定事業
1-3 「農と緑」のシンクタンク連携事業
1-4 遊休農地等利活用促進事業
1-5 食料自給率向上計画策定事業
1-6 安行の緑等の保全・公共資本化事業
1-7 宅地内の緑化推進事業
1-8 緑のまちづくりシンボル事業
1-9 土地利用マップ作成事業
1-10 農・緑・住一体的街づくり計画策定事業
基本目標 1

基本目標 3
3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-6
3-7
3-8
3-9
3-10

４

知的営農集団と農業事業体の形成

農業技術学習研究センター開設事業
「川口農業塾」開催事業
農業ボランティア育成事業
農業アドバイザー、農業マイスター事業
エコファーマー育成支援事業
営農者研究会支援事業
生産者特別支援事業
ＮＰＯ等市民団体形成支援事業
アンテナショップ出店事業
「かわぐちの食材と料理」の発掘普及事業

農商工連携による地域に根ざした
多角的都市農業の確立と発展
「生産・流通・小売」の連携による
収益向上モデル構築事業
製品ブランド化推進事業
ロゴマーク制定事業
新品種の導入奨励事業
朝市開催事業
市内外農家連携による安定供給システム
構築事業
食育推進計画策定事業
直売所拡大事業及びＰＲ活動事業
トレーサビリティ推進事業
学校ファーム推進事業
農薬等低減・管理共同化システム構築事業
農業バイオマス・リサイクルシステム構築事業
農業情報共有データベース構築事業
異業種連携支援事業

基本目標 2
2-1
2-2
2-3
2-4
2-5
2-6
2-7
2-8
2-9
2-10
2-11
2-12
2-13
2-14

施策推進のために
4-1
4-2
4-3
4-4
4-5
4-6

川口市緑のまちづくり推進条例の見直しの検討
緑化の義務づけを強化する開発許可制度の検討
営農者が活用しやすい生産緑地制度への検討
農地に対する固定資産税の軽減措置の検討
生産緑地及び相続税納税猶予制度の
見直しの要請
農地法の見直し及び支援制度の要請

計画当初・改訂で先送りした事業及び完了した事業一覧
事業名

生産者特別支援事業
担い手への支援
農業者研究会支援事業
アンテナショップ出店事業
販路拡大事業
「生産・流通・小売」の連携による収益向上モデル構築事業
市内外農家連携による安定供給システム構築事業
農業者間交流事業（情報交換・交流）
ＮＰＯ等市民団体形成支援事業
農業基盤整備計画策定事業
安行の緑等の保全・公共資本化事業
緑のまちづくりシンボル事業
土地利用マップ作成事業
緑化の義務づけを強化する開発許可制度の検討
エコファーマー育成支援事業
農薬等低減・管理共同化システム構築事業
朝市開催事業
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有識者会議
提案番号
3-7
3-6
3-9
2-1
2-6
3-8
1-2
1-6
1-8
1-9
4-2
3-5
2-11
2-5

前農業基本計画
施策番号
1-1
1-2
2-2
3-1
3-1
3-2、8-1
3-2
4-1
4-2
5-1
5-2
5-2
5-2
5-2
6-1
6-1
7-2

先送り

完了

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

農業公園の新設事業
食料自給率向上計画策定事業
トレーサビリティ推進事業
植物工場新設事業
農とふれあう地域活動事業
出前授業
「農と緑」のシンクタンク連携事業
農業技術学習研究センター開設事業
農業アドバイザー、農業マイスター事業
都市農業サミット開催事業
川口市緑のまちづくり推進条例の見直し検討

５

1-5
2-9

1-3
3-1
3-4
1-1
4-1

7-2
8-1
8-1
8-1
8-1
8-2
9-1
9-1
9-1
10-1
10-2

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

安行近郊緑地保全区域における農地所有者への意向調査結果概要

（１）調査の目的
魅力あるまちづくりを進めていくにあたり、地域内の緑農地の保全及び今後の利活用
の方策を検討するため、農地所有者の土地利用状況や今後の土地利用に関する意向を把
握する調査を実施するもの。

（２）調査概要
【調査対象】安行近郊緑地保全区域内（新井宿・西新井宿・赤山・石神・安行・戸
塚・神根）の農地所有者
【調査方法】郵送配布・戸別訪問による聞き取り
【実施期間】平成 28 年 11 月〜12 月、平成 29 年 6 月〜7 月
【回 答 数】200/257（77.8%）

（３）調査結果（複数回答項目あり）
●「今後も農地として土地利用をしたい」と回答した農家が 45.1%、
「農地以外の
土地利用をしたい」と回答した農家が 39.1%、今後の意向が不明確等の「未定」
と回答した農家が 16.3%であった。
●「農業所得が減少している方」は 69.8%、
「農業後継者がいない」と回答した農
家は 52.1%であった。
●農業継続の課題は、高齢化や収入の減少、後継者不足、販路拡大の難しさ、鳥獣
被害である。
●どのような地域にしたいかという質問項目では、
「農業を活用して、自然にふれあ
える地域」が 42.5%と最も多く、
「農業ではなく、日常生活の利便性が高い地域」
が 40.7%であった。
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●興味のある施設は、農産物直売所に次いでコンビ二等商業施設、農家レストラン、
駐車場、市民農園などが多く、その運営方法としては「第３者に依頼」が最も多
かった。
●農地以外の土地利用として想定するのは、
「宅地」
「駐車場」
「売店・コンビニなど
の商業施設」という回答が多かった。

（４）総括
安行近郊緑地保全区域内の農地所有者の意向は、今後も農業を続けていきたいという
方が、農業以外を望む方よりも多かった。しかし農業継続を望む方でも、所得の減少、
後継者不足により、農業を継続するには厳しい状況であることが明らかになった。また、
高齢の農地所有者からは、市街化調整区域内の農地のため、相続になった際に土地を売
却しにくいこと等への不安を抱えている方が多くみられた。

６

農政資料

（１）地区別の状況
平成 30 年 1 月 1 日現在

地区

農家戸数（戸）

農地面積（ha）

0

0.10

0.00

青木

13

0.55

0.00

南平

29

3.19

0.54

新郷

158

52.18

17.47

神根

375

192.25

36.14

29

10.41

2.43

安行

265

105.18

51.19

戸塚

254

76.99

13.24

67

13.14

5.50

1,190

454.00

126.51

横曽根

芝

鳩ヶ谷
計

生産緑地地区面積（ha）

※端数調整のため、合計が合わない部分があります。
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（２）農地面積及び農家戸数の推移
年度

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

582.23

570.28

552.43

538.65

521.29

491.42

466.67

460.11

454.00

市街化区域(ha)

386.79

376.79

361.00

351.85

339.80

313.20

298.70

288.48

286.22

市街化調整区域(ha)

195.45

193.49

191.43

186.79

181.48

178.22

167.97

171.63

167.78

1,529

1,480

1,470

1,381

1,323

1,275

1,240

1,202

1,190

農地面積(ha)

農家戸数(戸)

※端数調整のため、合計が合わない部分があります。

資料：農地基本台帳整備に係る調査

（参考）経営耕地面積の推移
年度

S40

S45

S50

S55

S60

H2

H7

H12

H17

H22

H27

田(ha)

1,104

773

345

141

70

37

44

27

19

18

41

畑(ha)

846

509

426

287

204

188

479

368

482

257

296

樹園地(ha)

16

260

359

465

589

574

250

248

6

182

66

総面積(ha)

1,966

1,542

1,130

893

863

800

773

643

507

457

403

※調査方法の変更により、H12 までは総農家数、H17 からは農業経営体の面積。
※端数調整のため、合計が合わない部分があります。

資料：農林業センサス

（３）市民農園設置状況の推移
平成 30 年 1 月 1 日現在
年度
農園数
特定農地貸付
によるもの

区画数
面積(㎡)

H20

H21

H22

H23

H24

H25

H26

H27

H28

H29

2

2

6

6

9

10

10

10

11

11

2

2

6

6

9

10

10

10

11

11

137

137

300

315

441

471

492

492

579

626

10,200

10,200

17,124

17,640

22,085

23,114

24,366

24,366

25,669

25,868
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