
「（仮称）久喜市農業農村基本計画（素案）H27.1.13現在」からの修正箇所一覧
平成２７年３月２４日現在

素案
H27.3.24
該当頁

修正内容

1 P3 ― ― P3
　計画の位置づけの図を修正します。

事務局修正

2 P5

　④人口のところに、高齢化率が記載さ
れていますが、人口と同じＨ２６．１
２．１現在の高齢化率を記載したほうが
良い。

　高齢化率について、記載をしたところ
ですが、本計画の④人口への高齢化率の
記載は、なじまないと考えられるため、
削除することとします。

P5

　「※高齢化率２１．９％（Ｈ２４．
４．１現在）」削除します。

3 P5 ― ― P6
　市の概況で、 (２)土地利用を追加し
ます。 事務局修正

4 P6 ― ― P7
　統計の用語について、注意書きを追記
します。 事務局修正

5 P6～P9

　統計データが古いと思うが、より新し
い統計データの記載はできないのか。

　現時点においては、記載の統計データ
が最新データとなっています。 P7～P10

　（素案）のとおり

6 P6 ― ―
P7、
8行目

　「・・勤め先を退職したことに・・」
を「退職などに」に修正します。

事務局修正

7
P10、
5行目

　「農業従事者の高齢化・減少・・」を
「農業従事者の減少・高齢化・・」にし
たほうがインパクトがあって良いのでは
ないでしょうか。

　本計画では、農業従事者が高齢化し、
離農していくと考えているため、「農業
従事者の高齢化・減少・・」としていま
す。

P11、
5行目

　（素案）のとおり

8 P10 ― ― P11

①３行目
　「下記」を「次」に修正します。
②「③収益性の高い生産構造への転換」
　の内容を整理し、修正します。 事務局修正
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素案
H27.3.24
該当頁

修正内容

対　　　　応

番号
素案

H27.1.13
該当頁

意　　　　見 意見に対する考え方 備　考

9 P13

　８つの基本的な施策を、大きく３つく
らいに分類したらどうか。例えば、
（１）と（２）を「農業者が使いやすい
農地等の確保・整備」、（３）～（５）
を「農業の活性化」、（６）～（８）を
「農村の活性化や工夫」のようにしたら
どうか。

　基本理念を整理し、８つの基本的な施
策を３つに分類します。

P14
P15

　基本理念から、基本目標として、「農
地の整備・確保」、「農業の活性化」、
「農村・農村環境の整備」の３つの基本
目標を掲げ、８つの基本的な施策を整理
します。

10 P13

　「（３）農業の担い手の確保・育成」
の中で、具体的に女性就農者や青年就農
者について記載したらどうか。例えば、
「⑤女性就農者や青年就農者への活動助
成・育成」を追加したらどうか。

　女性就農者や青年就農者の支援につい
ては、重要だと考えます。
　しかしながら、本計画においては、青
年就農者も女性就農者も対象であり、区
分しておらず、広義として農業者に含ま
れていると考えています。

P15

　（素案）のとおり

11 P13

　「（８）農村の維持・農村の保全」の
中に、「③農村コミュニティの確保」の
ような施策を追加していただきたい。

　農業の維持・農村の保全において、
「農村コミュニティの確保」は、必要で
あると考えます。

P15
P26

　「（８）農村の維持・農村の保全」の
中に、「③農村コミュニティの維持・強
化」を追加します。

12 P13

　「農地の流動化」、「農地の集約化、
大規模経営の実現」、「農地の耕作放棄
地の解消」について、農地中間管理機構
を活用していくことが考えられます。そ
のため、基本的な施策の（１）、
（２）、（３）それぞれの施策に明記す
る必要があると考えます。

　農地中間管理機構の活用は、「農地の
流動化」、「農地の集約化、大規模経営
の実現」、「農地の耕作放棄地の解消」
など、様々な課題の解消に結ぶ付いてい
くことになると考えますが、農地中間管
理機構は、担い手への農地集積、集約化
の手段・方法の一つと考えています。

P15

　（素案）のとおり

13 P16

　総合振興計画では、農業ボランティア
の育成に記述があるが、素案では、その
記述が無い。現実的に農業ボランティア
になる方はいるのでしょうか。

　「農業ボランティア」については、市
内農業者への労働力確保の視点から必要
であると考えます。 P26

　「（８）農業の維持・農村の保全」、
「①農業者団体への支援」の中で、追記
します。
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修正内容
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番号
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14 P16

　意欲ある新規就農者を育成するため
の、技術指導ボランティア等の協力体制
整備が考えられる。

　「技術指導ボランティア」について
は、新規就農者を育成するために必要で
あると考えます。
　類似している事業で、埼玉県において
「地域指導農家」制度を実施しており、
必要に応じ活用しています。
　本計画においては、「①新規就農者の
確保・育成」の中で「・・・技術指
導・・・」の記載をしています。

P18

　（素案）のとおり

15 P18

　「④新たな特産物の創出」の内容が特
定の企業の特定の生産物が記載されてい
るが、計画書として、その記載があるこ
とは、問題無いのか。トマト生産者に対
しての配慮が必要だと考える。

　「④新たな特産物の創出」の中で、次
世代施設園芸コンソーシアムという記載
をしてありますが、久喜市もこのコン
ソーシアムの構成員となっているため、
記載をしたところですが修正します。

P21

　「④新たな特産物の創出」の内容を検
討し、修正します。

16 P18

　「④新たな特産物の創出」は、「①農
産物ブランド化の推進」の中で、位置づ
けても良いと考える。

　「①農産物ブランド化の推進」につい
ては、既存の特産物について、ブランド
化を推進していくものとして位置づけ、
「④新たな特産物の創出」については、
これから特産物になるように取り組んで
いくものとして位置づけて、区別をして
います。

P21

　（素案）のとおり

17 P19

　「（５）地産地消・地産外商の推進」
の中に、「直売所等の活性化」を明記し
たほうが良いと思います。

　直売所等が活性化することは、生産者
にとっては所得の向上、消費者にとって
は生産者の顔が見え、安全安心な農産物
を手に入れることができるなど、の効果
が見込まれるため重要であると考えま
す。
　しかしながら、市としては直売所の運
営を行なっていないため、地産地消の観
点から久喜産農産物の紹介などに努めて
います。

P22

　（素案）のとおり
　ただし、　「①地産地消の推進」の中
の記載を再検討し、修正します。
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素案
H27.3.24
該当頁

修正内容

対　　　　応

番号
素案

H27.1.13
該当頁

意　　　　見 意見に対する考え方 備　考

18 P19

　「②多様な販売ルートの確保」の中
で、「インターネットやソーシャルネッ
トワークサービスなどを活用・・」の記
述があるが、テレビなどのマスコミの活
用を加えたらどうか。

　市が主体的に情報を発信できる手段と
して、インターネットやソーシャルネッ
トワークサービスをあげています。
　マスコミの活用については、これまで
も、情報提供に努めていますので、引き
続き、行ってまいります。

P22

　「②多様な販売ルートの確保」の内容
を再検討し、修正します。

19 P23

　計画されたものが実行され、その評価
と改善、ＰＤＣＡサイクルを明記したら
どうか。

　ＰＤＣＡサイクルについては、計画に
基づいた施策を実施していくうえで、必
要なものであると考えます。 P28

　「第６章　計画の推進」、「３．事業
の効果的な実施」の中で、追加します。
　また、内容についても修正します。
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