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■中山間地域での苗生産を支援し、園芸二毛作の生産拡大を推進
−事業新設の背景−
平成 30 年産からの米政策の見直し等を踏まえ、農業経営の安定と強化を図るためには、
園芸導入による複合経営を推進する必要がある。
夏場の苗栽培適地（発芽適温 15〜30℃）とキャベツ苗等の需要動向に着目し、中山間地域
℃）とキャベツ苗等の需要動向に着目し、中山間地域
において苗を生産し平野部の農家に供給する「地域間連携による生産・供給体制づくり」を
進めることで、農業所得の向上と園芸の振興を図る。

【事業の目的】
中山間地域の農業所得向上と、平野部での園芸二毛作（えだまめ後作）の生産拡
大を図る。

【新規
新規】 地域間連携園芸生産拡大事業費補助金
基本施策：農業の振興（中山間地域の振興）

事業概要

予 算 額
担 当 課

・中山間地域において、秋冬野菜苗の生産・供給に取り組む団体等に対し、生
・中山間地域において
秋冬野菜苗の生産・供給に取り組む団体等に対し、生
産に要する経費を支援する。
〈対象経費
対象経費〉苗生産
生産及び供給に要する経費
及び供給に要する経費
（キャベツ、ブロッコリー、カリフラワー等）
〈対 象 者〉えちご上越農業協同組合、中山間地域に属する
えちご上越農業協同組合、中山間地域に属する
えちご上越農業協同組合、中山間地域に属する農業者
農業者 3 戸以上
で組織する団体
〈補 助 率〉2/3 以内
432 千円
農政課

■地域農業の将来像や農地の在り方の話し合いを促進
【拡充
拡充】 農用地の有効活用
農用地 有効活用と優良農地
優良農地の
の保全管理
保全管理
基本施策：農業の振興（中山間地域の振興）

事業概要

予 算 額
担 当 課

・農地と農村集落の維持・存続を図るため、地域農業の将来像や農地の在り方
について、集落・地域での話し合いを促すとともに、「農業振興地域整備計
画」の見直しを行う。
・市農林水産部・各区総合事務所、上越市農業委員会、ＪＡえちご上越などの農
農林水産部・各区総合事務所、上越市農業委員会、ＪＡえちご上越などの農
業関係機関・団体が集結し、集落・地域に入り話し合いを進める。
13,429 千円（
千円 基礎データの収集、地図情報との照合作業、図面作成等）
農村振興課

あわせて、
「農業振興地
「農業振興地
域整備計画」の更新作業
域整備計画」 更新作業
を⾏い、市内の農地
を⾏い、市内の農地や水
田面積を整理する。
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■棚田米等の販売促進活動への支援制度
棚田米等の販売促進活動への支援制度
棚田米等の販売促進活動への支援制度を創設
を創設
−事業
事業新設の背景
の背景−
中山間地域で生産された米は、
「棚田米」として食味や生産環境から販売上の有利性はあるも
のの、現状では生産性不利を埋めるだけの収入水準には至っていない。また、中山間地域
の農業法人は経営面積も小さく、販路開拓などの販売活動に専門的・重点的に取り組むこと
ができない状況にある。

【事業の目的】
「棚田米」等中山間地域で生産される農産物の販路拡大と有利販売を促進し、中
山間地域の農業者の所得向上を図る。

【新規
新規】 中山間地域棚田米等販売強化支援事業
基本施策：中山間地域の振興
(1)営業経費への支援
営業経費への支援
〈支援対象〉中山間地域
〈支援対象〉中山間地域の農業法人
の農業法人等（複数の法人による連携した取組を含む）
（複数の法人による連携した取組を含む）
〈対象経費
対象経費〉棚田米等の販売活動に係る旅費、資材等の消耗品費、リーフレット等
〉棚田米等の販売活動に係る旅費、資材等の消耗品費、リーフレット等
販売促進品の製作、郵送料等の役務費、研修会に係る負担金 など
販売促進品の製作、郵送料等の役務費、研修会に係る負担金
〈補 助 額〉対象経費の
対象経費の 1/2（
（上限 200 千円）
(2)研修・相談会の開催
研修・相談会の開催

事業概要

〈時

期〉年 2 回（6
回（ 月・12
12 月）

〈会

場〉上越市内
上越市内

〈支援内容〉
〈支援内容 ・首都圏等のコメ・農産品の流通・販売に精通した専門家を講師に、
首都圏等のコメ・農産品の流通・販売に精通した専門家を講師に、
販売方法や販売先の開拓、商品開発等を内容にした講演会の開催
・講演会を受け、農業者等の個別の課題に対応した相談会を
講演会を受け、農業者等の個別の課題に対応した相談会を開催
講演会を受け、農業者等の個別の課題に対応した相談会を開催
(3)中山間地域等直接支払制度の超急傾斜農地保全加算取組への支援
中山間地域等直接支払制度の超急傾斜農地保全加算取組への支援
〈支援内容〉農産物の販売活動
農産物の販売活動に取り組んでいない集落協定に対し、
に取り組んでいない集落協定に対し、加算金の交付
要件を満たすことができるよう、市内でのイベント等において棚田米
をはじめとした農産物の
をはじめとした農産物の販売
販売を支援する。
を支援する。
予 算 額

〈実施回数
回数〉年 2 回
1,293 千円

担 当 課

農村振興課

美しい棚田で生産される米など
美しい棚田で生産される
米などの販売を支援
の販売を支援

安塚区内の棚田
安塚区内の棚田
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上越市食料･農業･農村アクションプラン
（案）
（平成 28 年度〜32 年度）

※網掛けが平成 29 年度からの変更箇所

平成３０年度
新潟県上越市

上 越 市 食 料 ･農 業 ･農 村 アクションプランの策 定
１ アクションプラン策定の目的
上越市では、上越市食料・農業・農村基本条例の基本理念の実現のため、上越市食料･農業･
農村基本計画（以下「基本計画」という。
）を策定し、食料、農業及び農村に関する各種施策を
推進することとしています。
この基本計画に基づく施策の実効性を高めるため、平成 28 年度から平成 32 年度までの 5 年
間に重点的に進める施策を示し、年次的な取組内容を明確にした、分かりやすく具体的な実行
計画（アクションプラン）を策定するものです。
また、アクションプランは、毎年、施策の評価・検証を実施し、必要に応じ施策内容の見直
しを行い、翌年以降の施策の改善に反映していく、PDCA サイクルの考え方により進行管理を行
います。
なお、アクションプランは基本計画に基づき、地域内自給を基本とした食料の安定供給に資
する取組を示すこととしていることから、
「地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創
出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律（六次産業化・地産地消法）
（平成 22 年 12
月 3 日法律第 67 号）
」に基づく、
「地域の農林水産物の利用の促進についての計画（促進計画）
」
として位置付けるものとします。

上越市食料・農業・農村基本条例
≪基本理念≫
・地域内自給を基本とし、安全な食料の安定的な供給
・担い手の確保、環境保全に配慮した農業の自然循環機能の維持増進による持続的な発展
・多面的機能を活用した生産、生活、定住の場としての調和のとれた空間

上越市食料・農業・農村基本計画
≪計画期間≫

平成 28 年度から平成 37 年度まで

上越市食料・農業・農村アクションプラン
≪策定期間≫

平成 28 年度から平成 32 年度まで
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（毎年更新）

２ 基本計画とアクションプランの基本方針（目指す将来像）

将来像６．

将来像１．

観光、教育、福祉等と連
携し、多様な交流と情報
交換を活発にするまち

ブランド化の推進と食料
の安定供給を推進するま
ち

〔農村に関する基本理念〕

〔食料に関する基本理念〕

多面的機能を活用した生産、
生活、定住の場としての調和
のとれた空間

地域内自給を基本とし、安全
な食料の安定的な供給

次世代につなぐ魅力
将来像５．
自然と農業が調和した魅力
ある農村づくりに取り組む
まち

ある農業を目指して

将来像２．
地産地消を進めるまち

将来像３．

将来像４．
環境にやさしい農業に取
り組むまち

意欲ある担い手による持
続可能な地域農業を実現
するまち

〔農業に関する基本理念〕
担い手の確保、環境保全に
配慮した農業の自然循環機
能の維持増進による持続的
な発展
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３ 基本方針（目指す将来像）別の施策
基 本 計 画
●食料に関する施策

アクションプラン
●食料に関する施策

●農村に関する施策
５．自然と農業が調和した魅力ある農村づくりに
取り組むまち
○農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮
○農村の環境整備の推進
○多様な主体の参画による集落機能の維持・活性化
○地域資源、特性を活かした魅力ある地域づくり
○棚田等地域資源の保全・活用の促進
○農業生産活動の支援
６．観光、教育、福祉等と連携し、多様な交流と
情報交換を活発にするまち
○都市と農村の交流促進
○観光、教育、福祉等と連携した交流の場の形成
○食料・農業・農村に関する情報交換

５年ごとに見直
しを行います。
P 計画
↓
D 実施・実行

実行

↓

現 状 評 価

C

見直し

↓

新基本計画策定

基本方針︶

３．意欲ある担い手による持続可能な地域農業
を実現するまち
○強い経営体の育成
○新規就農者の確保・育成
○女性農業者の育成
○農業生産基盤の整備
○農地の有効利用の促進
○需要構造等の変化に対応した生産の推進
○園芸作物の生産振興
○畜産の振興
○農業技術・食品加工研究の普及・促進
○農業者の経営安定確保
○食料・農業・農村に関する情報交換
４．環境にやさしい農業に取り組むまち
○環境保全型農業の推進
○バイオマス資源の利活用

■ 上越市第６次総合計画 ︵
農林水産分野

●農業に関する施策

農業としての農林水産業や農山漁村を活性化し︑生産活動に対する喜びを生み︑市民がそこから生み出される
多様な恵みをうけることができるよう︑担い手の育成や経営安定化に向けた意欲ある取組に対して積極的に支援
を行うとともに︑地域の支え合いにより中山間地域の集落や農林漁業の維持・活性化を推進します︒

■ＴＰＰ関連政策をはじめ︑
国の農業・農村政策の活用

１．ブランド化の推進と食料の安定供給を推進
するまち
○食の安全・安心と取組推進
○農産物のブランド化
○流通の活性化
○アグリビジネスの創出
○食品産業(外食・加工)との連携
○食料・農業・農村に関する情報交換
２．地産地消を進める
○食育の推進
○上越産農産物の販路拡大
○地産地消の推進
○食品産業（外食・加工）との連携

１．ブランド化の推進と食料の安定供給を推進
するまち
○農産物のブランド化
・農産物等販売促進事業
・農産物輸出促進事業 など
○アグリビジネスの創出
・アグリビジネス創出支援事業
２．地産地消を進める
○食育の推進
○地産地消の推進
・農産物直売所との連携強化
・学校給食用野菜生産体制強化支援事業
・地場産野菜の地産地消拡大事業 など

●農業に関する施策
３．意欲ある担い手による持続可能な地域農業
を実現するまち
○担い手の育成・確保等の推進
・人・農地問題解決加速化支援事業
・農地の集積と集約化
・新規就農者等定住転入促進事業
・農業次世代人材投資事業
・法人間連携支援事業
○農業者の経営安定確保
・土地改良事業
・園芸振興事業
・畜産振興事業
・経営所得安定対策推進事業
４．環境にやさしい農業に取り組むまち
○環境保全型農業の推進
・環境保全型農業直接支払交付金

●農村に関する施策
５．自然と農業が調和した魅力ある農村づくりに
取り組むまち
○農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮
・多面的機能支払交付金（農地維持支払）
○農業生産活動の支援
・中山間地域等直接支払交付金
・中山間地域元気な農業づくり推進事業
・鳥獣被害防止対策事業
など
６．観光、教育、福祉等と連携し、多様な交流と
情報交換を活発にするまち
○都市と農村の交流促進
○観光、教育、福祉等と連携した交流の場の形成
・農福連携障害者就労支援事業
・観光客等への農産物の販売促進
など

実行

点検・評価

現 状 評 価

見直し

A 処置・改善
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新たなアクションプランへ

３ 関係者の責務・役割
アクションプランの円滑な実施に向けて、関係者の役割を認識し、理解を深めます

⑴ 上越市の責務
・基本条例の趣旨の浸透を図るため市民への理解促進と合意形成を図る。
・基本条例の基本計画にのっとり、食料・農業及び農村に関する基本的かつ総合的な施策を策
定し、実施する。
・施策を講ずるときは、国及び県と連携を深めながら、効果的な事業を実施する。
・農業者、農業関係団体、事業者との連携を進め、地域の総合的な調整を図る機能を担う。

⑵ 農業者・農業関係団体の役割
・農業者及び農業に関する団体は、自らが安全な食料の安定的な供給及び農村におけるまちづ
くりの主体としての役割を担う。
・農業経営が継続、発展しながら、地産地消や農作物自給率の向上に資するため、食料の安定
生産に努める。
・持続性の高い循環型農業の生産方式に取り組み、生産過程の透明性を確保し、安全な食料の
生産に努める。

⑶ 市民の役割
・健康的な食生活の基である生産現場との各種交流会、農業行事等に参加する等、食料、農業
への理解と提言に努める。
・市民は農業都市の住民として、食品残さの循環利用や地域で生産された安全な食料への理解
を深め、環境にやさしい日常生活に心がける。

⑷ 事業者の役割
・事業活動を行うに当たっては、食料の安全性に関心を持ち、農産物の地域内流通、地域内消
費に取り組むように努める。
・農産物を使用する立場から、地域の特色を活かした農産物の生産、流通体制の研究など食料・
農業についての提案に努める。

４ アクションプランの推進体制

施策の推進状況の点検
上越市食料･農業･農村政策審議会
施策の推進体制

上越市

JA・県等
関係機関

消費者
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農業者

事業者

Ⅰ 食料に関する施策

将来像１

ブランド化の推進と食料の安定供給を推進するまち

■代表的な指標
指標１

現状

コシヒカリの 1 等米比率

(H29)

80.5％

目標

H37 年度まで 95％以
上の確保

■重点施策の目標と主要事業の取組
重点施策の目標
①農産物のブランド化
米や園芸品目におい
て商品の特性を強く打
ち出すＰＲや味、品質
にこだわった農産物生
産を拡大し、消費者や
実需者が選択する農産
物のブランド化を推進
する。

主要事業

平成 30 年度の取組

農産物等販売促進 ○農業者と飲食店等との商談会を開催し、繋がりの
事業
強化を図ることで、求められる農産物の生産拡大
（積極的な地場農
に向けた意識の啓発を図る。
産品の販売促進 ○首都圏等において、農産物等の継続販売につなが
事業）
る体制作りのため、生産者自らが都市型直売所へ
出店し、販売する活動を支援する。
○米をはじめとする主要産品の新たな販路開拓の
ため、生産者自らが全国規模の商談会へ出展する
活動等を支援する。
○大消費地での上越米のトップセールス(＊)を展
開し、知名度向上と有利販売へ結びつける。
○首都圏への販路拡大に向け、都市生協を通じ、当
市の優れた農産物や農産加工品等の需要拡大と
有利販売の促進を図る。
○「上越野菜」振興協議会の活動を支援し、
「上越
野菜」の地域ブランドを構築するための取組を推
進する。
○雪室商品の売れる仕組みづくりのため、雪室推進
プロジェクトが行う市場ニーズやターゲットに
合った雪室商品の開発や販路開拓の取組を支援
する。
○雪下・雪室野菜の知名度向上と販路拡大を図るた
め、ＪＡえちご上越が行う地域内での店舗やイベ
ントを活用した販売促進の取組を支援する。
＊トップセールスとは…
地域をあげて良質米を生産している上越市をア
ピールするため、市長自ら先頭に立ち、ＪＡえ
ちご上越幹部等とともに「えちご上越米」を販
売する卸事業者に対しセールスを行うもの。
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農産物輸出促進事 ○県や関係団体と連携を図りながら、農産物の輸出
業
促進に向けた取組を検討する。
○農業者自らが行う農産物等の海外販路開拓に向
けた取組に要する経費の一部を支援する。
農産物等の品質向 ○関係機関と連携し、農作物等の品質向上を図る。
○コシヒカリの品質向上については、
「上越地域農
上対策
業振興協議会」において、高品質米確保のため
不断の検証と対策の検討を行う。

②アグリビジネスの創出
農業生産と加工・販売
を一体的に取り組む６
次産業化への取組を推
進するとともに、他産業
や食品関連企業等、多様
な分野の事業者と連携
したアグリビジネス創
出への取組を推進する。

アグリビジネス創 ○農産物の利用促進と農業者の所得向上を図るた
出支援事業
め、農業者等に対し、6 次産業化に向けたセミナ
ーの開催や情報提供を行い、新たなアグリビジネ
スの創出を支援する。
○農業者が行う新たな加工品開発や直売所等の開
設に向けたソフト事業について必要な経費を支
援するほか、新規や規模拡大に伴う農産加工のハ
ード事業について、県単事業の補助対象とならな
い取組に要する経費の一部を支援する。
○北陸研究センターが育成した酒造好適米を使用
した上越独自の清酒の醸造に向け、酒造組合等実
需者のニーズを把握し、特産品化の可能性を検討
する。
○米粉を活用したアグリビジネスを支援する。
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■主要事業の年度別計画
【重点施策】 ①農産物のブランド化
取組年度

２８年度

２９年度

３０年度

３１年度

３２年度

主要事業
・首都圏等における効果的な販売促進活動の実施
○農産物販売促進 ・大消費地での上越米のトップセールスの展開
事業
（積極的な地場農 ・
「上越野菜」の地域ブランドの構築
産品の販売促進
・雪室推進プロジェクトが行う雪室商品等の売れる仕組みづくり
事業）
への支援
・ＪＡえちご上越が行う雪下・雪室野菜の販路拡大への支援
・関係機関と
連携した農
産物の輸出
○農産物輸出促進
促進に向け
事業
た取組の検
討、試験的
な輸出

・関係機関と連携した農産物の輸出促進に向けた取組の推進
・農業者自らが行う農産物の海外販路開拓への支援

・関係機関と連携した農作物等の品質の向上
○農産物等の品質
向上対策
・コシヒカリの品質向上（
「上越地域農業振興協議会」における毎年度の検証を踏
まえた次年度の対策）

【重点施策】 ②アグリビジネスの創出
取組年度

２８年度

２９年度

３０年度

主要事業
・6 次産業化の取組支援

○アグリビジネス
創出支援事業

・農産加工品等の開発支援
・新品種による清酒の共同研究の実施
・米粉を活用したアグリビジネスの支援
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３１年度

３２年度

将来像２

地産地消を進めるまち

■代表的な指標
現状

指標１

地産地消推進の店（認定店）

指標２

学校給食への地場産野菜の使用率

(H29)
現状
(H29)

156 店
14.70％

目標
(H37)
目標
(H37)

170 店
25.0％

■重点施策の目標と主要事業の取組
重点施策の目標
①食育の推進

主要事業
食育推進事業

○第 3 次上越市食育推進計画及び食育推進実施計
画（アクションプラン）に基づき事業を進める。
○食育フォーラムの開催、広報上越や市のホームペ
ージでの啓発等により、食育とその取組を市民に
周知する。
○上越の食を育む会(上越食育推進協議会)の活動
を支援する。
○食品ロスの削減に向け、食育の取組の一環とし
て、各種イベントやホームページ等を通じ市民へ
の啓発を進める。

食育推進事業

○地場産食材の利用を促進する「地産地消推進の
店」認定事業の周知とともに加入促進を図る。

食育推進条例、食育
推進計画に基づき、市
民一人ひとりが自らの
健康に関心を持って食
を選びとっていく力を
身につけることができ
る社会を構築するた
め、全市民的運動とし
て「食育」を総合的、
計画的に推進する。

②地産地消の推進
消費者の求める安
全・安心、新鮮・おい
しい農産物を広く提供
するため、直売施設の
機能充実や地場産農産
物の生産拡大を行う。
また、学校給食、食
品加工業者等と連携し
た地産地消の取組を積
極的に推進する。

平成 30 年度の取組

農産物直売所との ○上越市農産物直売所連絡協議会において、会員相
連携強化
互の情報交換を積極的に行う。
○直売所に携わる農家数と利用者の増加を図るた
め、直売所情報の積極的な発信を行う。
学校給食用野菜生 ○学校給食用の生産及び供給体制を強化し、学校給
産体制強化支援事
食における地場産野菜の使用率を向上させる。
業
地場産野菜の地産 ○市内の飲食店、小売店を対象に上越産えだまめな
地消拡大事業
ど「上越野菜」の販売促進活動を行い、認知度や
農家の生産意欲の向上を図る。
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■主要事業の年度別計画
【重点施策】 ①食育の推進
取組年度

２８年度

２９年度

３０年度

３１年度

３２年度

主要事業
・食育推進計画及び食育推進実施計画（アクションプラン）の着実な実行
○食育推進事業
・上越の食を育む会(上越食育推進協議会)の活動支援

【重点施策】 ②地産地消の推進
取組年度

２８年度

２９年度

３０年度

３１年度

３２年度

主要事業
○食育推進事業

○農産物直売所と
の連携強化

・
「地産地消推進の店」認定事業の周知と加入促進
・上越市農産物直売所連絡協議会における会員相互の連携強化
・直売所への出荷者及び販売額の向上に向けた情報発信
・学校給食用野菜の生産に係る初度的経費の支援

○学校給食用野菜
生産体制強化支 ・学校給食用野菜の生産拡大に資する農業機械の整備費の支援
援事業
・農業者と学校の連携強化による食育活動の推進
○地場産野菜の地 ・市内飲食店、小売店を対象にした上越産えだまめなど「上越野菜」の販売促進
活動
産地消拡大事業
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Ⅱ 農業に関する施策

将来像３

意欲ある担い手による持続可能な地域農業を実現するまち

■代表的な指標
現状

指標１

新規就農者確保数

指標２

地域重点品目の取扱額
（うち えだまめ）

(H29)
現状
(H29)

目標

H37年度までに
310人以上の確保

10,296 万円
目標
（4,217 万円） (H37)

20,000 万円
（10,000 万円）

25 人

■重点施策の目標と主要事業の取組
重点施策の目標

主要事業

平成 30 年度の取組

①担い手の育成・確保等 人・農地問題解決 ○集落における話し合いに基づき、地域の中心とな
の推進
加速化支援事業
る経営体等を記載した「人・農地プラン」の作成・
見直しを行い、地域農業の維持・発展を図る。
担い手への農地の集
○複数の農業者により設立された法人等に農業経
積・集約化を促進するほ
営法人化等支援補助金を交付する。
か、農業経営の組織化・
○上越市担い手育成総合支援協議会が行う、労務･
法人化を推進し、強い経
財務管理に関する研修会開催等を支援し、認定農
営体の育成を図るとと
業者や新規就農者の確保・育成を図るとともに、
もに、新規就農者の確保
集落営農による法人化を促進する。
と育成を推進する。
農地の集積と集約 ○農地中間管理事業の活用促進や機構集積協力金
化
の交付等により、担い手への農地の集積と集約化
を推進する。
新規就農者等定住 ○新規就農者の募集・受入体制を整備し、首都圏等
転入促進事業
で募集した農業体験希望者を対象に「おためし農
業体験」を実施するほか、農業用機械購入費や大
型特殊免許等取得費の支援対象範囲の拡大、新規
就農者に対するサポート体制づくりを行う地域
や新規就農者を雇用する法人に対する支援など
を創設し、次代の農業を支える新規就農者を確
保・育成する。
農業次世代人材投 ○次世代を担う農業者となることを志向する者に、
資事業（旧青年就農
就農直後（5 年以内）の経営確立に資する資金を
交付することにより、担い手の育成を図る。
給付金給付事業）
法人間連携支援事 ○地域の複数の農業法人が連携して行う生産コス
業
トの削減等の取組を推進し、農業経営の安定化と
強化を図るとともに、平野部と中山間地域の農業
法人等との連携・協力体制づくりを推進し、中山
間地域における営農継続と農地保全を図る。
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②農業者の経営安定確保

土地改良事業

○農地の利用集積等により作業の効率化と生産性
の向上を図るため、農地の大区画化や汎用化を推
進するとともに、中山間地域における耕作放棄地
の防止と営農の継続を図るため、農業基盤整備を
推進する。

農産物の付加価値を
高めるとともに、農地の
集積・集約化、土地改良
事業による生産性の向 園芸振興事業
上とコスト削減を図る
とともに、６次産業化の
推進、園芸の導入などに
よる農業経営の複合化
や多角化を進め、農業者
の経営安定確保に努め 畜産振興事業
る。

○農業経営の安定と強化、年間を通じた雇用を創出
するため、園芸導入に必要な初度的経費を支援
し、水稲単一経営から複合経営への転換を促進す
る。
○ぶどうやいちごなどの果樹や施設園芸の生産拡
大に向けた取組を支援する。
○畜産物の流通や肉用子牛生産の安定等を目的と
する事業に対し、経費の一部を支援する。
〇地場産飼料の地域内利用を推進し、飼養コストの
低減を図る。

経営所得安定対策 ○業務用米などの需要に応じた生産の推進と収量
推進事業
の向上や生産コストの削減による水田農業全体
としての所得の向上等により、農業経営の安定を
図る。

■主要事業の年度別計画
【重点施策】 ①担い手の育成・確保等の推進
取組年度

２８年度

２９年度

３０年度

３１年度

３２年度

主要事業
・人・農地プランの作成及び見直しの推進及び作成検討会の実施
○人・農地問題解決
・農業経営法人化等支援補助金の交付
加速化支援事業
・法人経営に必要となる労務･財務管理に関する研修会開催等の支援
・機構集積協力金の交付
○農地の集積と集
約化
・農業委員会と連携した担い手への農地の集積・集約化の推進
・研修メニュー及びＰＲパンフレットの作成による新規就農希望者等の募集
○新規就農者等定
・研修参加者宿泊費補助金の交付等による研修及び新規就農の支援
住転入促進事業
・サポート体制づくりを行う地域や新規就農者
を雇用する法人への支援
○農業次世代人材
投資事業（旧青年 ・農業次世代人材投資資金（旧青年就農給付金）の交付
就農給付事業）
・複数法人が連携して行う取組を支援

○法人間連携等支
援事業

・平野部と中山間地域の法人との連携を支援
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【重点施策】 ②農業者の経営安定確保
取組年度

２８年度

２９年度

３０年度

３１年度

主要事業
○土地改良事業

・県営経営体育成基盤整備促進事業及び県営農地環境整備事業の推進
・生産拡大、コスト削減等に必要な機械・施設の整備の支援

○園芸振興事業

・えだまめ等園芸品目の種苗費等の初度的経費や機械化の支援
・生食用・醸造用ぶどうの生産振興
・子牛の生産や流通経費の支援

○畜産振興事業

・基金による肉用繁殖牛の貸付け
・関係機関と連携による、飼料用米の地域内利用の推進

○経営所得安定対 ・経営所得安定対策等の推進と需要に応じた米生産の実施
・生産コスト削減に向けた省力・低コスト生産技術の導入を推進
策推進事業
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３２年度

将来像４

環境にやさしい農業に取り組むまち

■代表的な指標

指標１

環境保全型農業直接支払
交付金

取組組織数
交付面積

現状

82 組織

(H29)
現状

1,063 ㏊

(H29)

目標
(H37)
目標
(H37)

90 組織
1,320 ㏊

■重点施策の目標と主要事業の取組
重点施策の目標
①環境保全型農業の推進
農業の環境への負荷
の低減を図るため、環
境保全型農業の実践に
取組み、化学肥料及び
化学合成農薬の使用を
５割以上低減した水稲
栽培を推進する。

主要事業

平成 30 年度の取組

環境保全型農業直 ○環境保全型農業直接支援対策の取組について、積
接支払交付金
極的に農業者に周知し、環境保全型農業の一層
の普及・推進を図る。

■主要事業の年度別計画
【重点施策】 ①環境保全型農業の推進
取組年度

２８年度

２９年度

３０年度

３１年度

主要事業
○環境保全型農業
・環境保全型農業直接支援対策に取組む農業者の支援
直接支払交付金

‑ 13 ‑

３２年度

Ⅱ 農村に関する施策

将来像５

自然と農業が調和した魅力ある農村づくりに取り組むまち

■代表的な指標
指標１

多面的機能支払交付金（農地維持
支払）取組面積のカバー率

指標２

中山間地域等直接支払交付金制度
への参加集落数

現状
(H29)
現状
(H29)

74.9％
212 集落

目標

80％

(H37)
目標

H37 年度まで 212 集
落の維持

■重点施策の目標と主要事業の取組
重点施策の目標

主要事業

平成 30 年度の取組

①農業・農村の有する多 多面的機能支払交 ○農地維持支払により、農地法面の草刈り、水路の
面的機能の維持・発揮
付金
泥上げ、農道の砂利補充等の基礎的保全活動の取
（農地維持支払）
組みを支援し、取組面積のカバー率を引き上げ
多様な主体の参画を
る。
得て農地や農業用水路
等の農業用施設の適切
な保全管理並びに補
修・更新等を行うこと
により、農村環境の向
上及び農業用施設の長
寿命化に対する地域活
動を支援する。
②農業生産活動の支援
中山間地域等直接 ○中山間地域集落の農業生産活動の取組を支援し、
支払交付金
中山間地域農業の振興と農地の保全を図る。
各種支援制度による
安定的な農業経営の確 中山間地域元気な ○中山間地域農業及び農村の維持と地域農業を担
保とともに、集落間連携 農業づくり推進事
う体制を確立するため、中山間地域元気な農業づ
による農業生産活動の 業
くり推進員の配置や中山間地域ならではの農産
維持など地域固有の連
物の栽培や販売・出荷等への支援、さらには休耕
携体制を構築し、中山間
農地を活用した作物栽培への支援など、農業者の
地域農業が持続できる
所得向上と農地保全に資する市単事業の取組等
環境を整える。
を通じて、中山間地域農業の振興を図る。
緊急消雪促進対策 ○農業者の消雪対策に係る負担軽減と農産物の安
事業
定生産を図るため、農業者の組織する団体等が行
う消雪促進対策に要する経費を支援する。
鳥獣被害防止対策 ○農作物被害の軽減を図るため、市、農業者、関係
事業
機関及び団体等が連携し、鳥獣被害防止対策に取
り組む。
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■主要事業の年度別計画
【重点施策】 ①農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮
取組年度

２８年度

２９年度

３０年度

３１年度

３２年度

主要事業
○多面的機能支払交
・農地維持支払を活用した水路や農道等の維持管理など地域資源の基礎的保全活動
付金
や多面的機能を支える共同活動の支援
（農地維持支払）

【重点施策】 ②農業生産活動の支援
取組年度

２８年度

２９年度

３０年度

３１年度

３２年度

主要事業
○中山間地域等直接 ・中山間地域等直接支払交付金を活用し、農業生産活動や農道・水路の維持管理な
支払交付金
ど集落の共同取組活動を支援
・中山間地域元気な農業づくり推進員の配置
・多様な主体との連携活動
事業の見直し
・検討

・市補助金交付による事業推進の見直し
・人的交流の推進については、ふるさと玉手箱事
業等の活用を図る

・農産物等庭先集荷サービス事業の実施
事業の見直し・検討
○中山間地域元気な
農業づくり推進事 ・ふるさと玉手箱事業の実施
業
事業の見直し・検討
・中山間農地活用促進モデル事業の実施
事業の見直し
・検討

新たな事業の
実施

新たな事業の
実施

新たな事業の
実施

・中山間地域農業生産振興事業
事業の見直し
・検討
○緊急消雪促進対策 ・育苗用地等の機械除雪、耕作道の機械除雪、消雪促進剤の散布、水稲本田のすじ
事業
掘りやかくはん作業に対する支援
・関係機関及び団体等が実施する鳥獣被害防止対策の取組の支援
○鳥獣被害防止対策
・第一種銃猟免許の取得経費の支援
事業
・電気柵の更新経費の支援
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将来像６

観光、教育、福祉等と連携し、多様な交流と情報交換を活発にするまち

■代表的な指標
指標１

都市との体験交流人数

指標２

農福連携協力法人等の数

現状
(H29)
現状
(H29)

273 人
13 法人等

目標
(H37)
目標
(H37)

340 人
15 法人等

■重点施策の目標と主要事業の取組
重点施策の目標
①都市と農村の交流促進
こだわりを持った地
域農産物の購入や市民
農園等での農作業体験
を楽しみとする都市住
民に、食や農への認識
を深める機会を広く提
供し、都市と農村の交
流活動を促進する。

主要事業

平成 30 年度の取組

農産物販売促進事 ○都市生協との連携により、こだわりを持った当市
業
の農産物の理解を深めていただくため、農作業体
（首都圏生協との
験や交流事業を行う。
連携事業）
・パルシステム東京 組合員体験交流事業
・パルシステム東京 職員産地研修事業
都市・農村交流促 ○都市住民のニーズに対応した農業体験を通じ、農
進事業
村地域の活性化を図る。

②観 光 、教育 、福 祉 等と 越後田舎体験推進 ○越後田舎体験推進事業により、都市住民との交流
の連携
事業
を推進する。
地域の創意工夫によ 農福連携障害者就 ○農福連携の取組を強化するため、引き続き受託農
る取組を進め、雇用の創 労支援事業
作業や新規受入農家の開拓を図るほか、障害のあ
出と所得の向上及び地
る人への農業実習体験を行う。
域の活性化を図る。
○新たに、農福連携により福祉分野における農業の
6 次産業化に向けた事業計画の作成、農業を通じ
た障害のある人と地域住民との交流事業を行う。
観光客等への農産 ○上越妙高駅等での農産物・加工品等の販売を促進
物の販売促進
する。
観光農園等整備促 ○観光農園等への誘客促進に向け、観光農園等を経
進事業
営する農業者等に対し、看板作成や駐車場新設、
直売所新設などの環境整備の取組に要する経費
を支援する。
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■主要事業の年度別計画
【重点施策】 ①都市と農村の交流促進
取組年度

２８年度

２９年度

３０年度

３１年度

３２年度

主要事業
○農産物販売促進
事業
・都市生協の組合員等による農作業体験事業・交流事業の実施
（首都圏生協との
連携事業）
○都市・農村交流促
・市民農園の貸付と農作業体験交流の実施
進事業

【重点施策】 ②観光、教育、福祉等との連携
取組年度

２８年度

２９年度

３０年度

３１年度

３２年度

主要事業
○越後田舎体験推
・越後田舎体験推進事業の実施
進事業
・農福連携障 ・農福連携障害
○農福連携障害者
害 者 就 労 支 者就労支援コ
・農福連携障害者就労支援事業の実施
援 モ デ ル 事 ーディネート
就労支援事業
業の実施
事業の実施
○観光客等への農
・上越妙高駅等での農産物・加工品等の販売促進
産物の販売促進
○観光農園等整備
促進事業

・観光農園の誘客促進に向けた環境整備の支援
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