
 

第２次加須市農業振興ビジョン策定にかかわる 
アンケート調査の実施について 

 
１ 調査目的 

 令和 3 年度を初年度とし令和 12 年度までを計画期間とした「第２次加須市農業振

興ビジョン」の策定にあたり、加須市の農業の現状と課題について、農業者及び消

費者からの市民意向を把握したうえで、農林業センサスの結果や品目別検討会など

を通じて集約した多様な意見等と併せ、次期計画を策定・審議していく中での基礎

資料として最大限活用し、可能な限り市政に反映するために行うものである。 
 
２ 調査方法 

調査対象 認定農業者 農業者 消費者 

抽出対象 
及び人数 

認定農業者全員 
（約 270 人） 

農地台帳に登載され 
た農地を 5,000 ㎡以 
上経営（耕作）する 
農業者 
75 歳未満（約 750 人） 

住民基本台帳に登載 
された一般市民（農家

以外） 
20 歳～75 歳未満 
（約 1,000 人） 

発送人数 268人 732人 1,000人 

抽出方法 認定農業者全員 上記対象者から無作為抽出 
（令和元年度中に本件以外で市が実施した 
 無作為アンケート調査等の対象者は除外） 

調査方法 郵送配布・郵送回収 

調査期間 令和 2 年 2 月 10 日発送 ～ 2 月 28 日締切 

 
２ 調査内容 

調査対象 認定農業者 農業者 消費者 

調査項目 １．農業経営の概要 
２．農業経営の課題や今後の展望 
３．農地の耕作状況と今後の賃借意向等 
４．地域農業の振興のあり方 

１．市内産の農産物や

農業イベント等 
２．農産物等の購入 
３．農作業への興味・

関心、市の農業への

期待 
 
３ 調査結果 

調査対象 認定農業者 農業者 消費者 

回答人数 171人 472人 500人 

回答割合 63.8% 64.5% 50.0% 

 

【資料４】 
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第２次加須市農業振興ビジョン 現状と課題の整理 

以下、（１）農地、（２）農業経営、（３）担い手、（４）地産地消等の 4 つの視点での現状・課題を整理する。 

（１）農地 
現状の把握（統計データの整理） アンケート調査結果からの整理 関係者等ヒアリング結果からの整理 

■土地利用(面積) 

・地目別では「田」が 34.8％で最も高く、次いで「宅地」が 18.7％、「畑」

が 16.2％である。 

・「田」「畑」では年々減少傾向にあり、「宅地」は増加傾向にある。 

■経営耕地(面積) 

・経営耕地面積は減少傾向にあり、平成 27 年現在 4,747ha である。 

・「田」の面積は減少しているものの、割合は 9 割を維持している。 

・「畑」は面積、割合ともに平成 22 年から増加している。 

□経営耕地(経営体数、面積)周辺市比較 

・本市と同様、どの地域においても田の割合が最も高く、9 割を超え

ている。 

・畑(果樹園地を除く)では他の地域と比べ最も割合が低く 52.6％であ

る。 

■農地転用(面積・件数) 

・転用面積は毎年約 22～27ha で推移している。 

・転用先の用途は、面積で見ると「その他」108,268 ㎡が最も多く、次

いで「一般住宅店舗」105,057 ㎡、「倉庫・作業所」13,747 ㎡の順で

ある。 

・件数でみると「一般住宅店舗」の 127 件が最も多い。 

■経営規模(面積) 

・経営耕地面積規模別農家数は、0.5～1.0ha が最も多く 30.5％を占

める。 

・平成 17 年から 5.0 ㏊以上の農家数の割合は 1.5％増加している。 

□経営規模(面積)周辺市比較 

・本市と同様、全ての周辺市で 0.5～1.0ha の農地規模の割合が最も

高い。 

・1.0 ㏊以上の経営耕地面積規模の農家数が加須市と同じ 5 割台な

のは、鴻巣市と古河市である。 

 

 

（※耕作放棄地の状況の整理を追加） 

 

■耕作する農地の形態 

・「全て自己所有」が 35.6%と最も多く、次いで「一部借りている」が 26.6%、「半分以上借りている」が 18.0%。 

・「すべて自分の機械で、自分（家族）で生産・管理している」が65.4%と圧倒的に多く、次いで「一部の作業、

もしくはほとんどの作業を委託して生産・管理している」が 9.6%。 

■貸している農地 

・貸している農地について「ない」という回答が 46.0%と最も多くなっており、「一部貸している」が 28.0%、「半

分以上貸している」が 6.7％。 

■今後の耕作農地の規模意向 

・「現状維持」が 51.7%と最も多く、「耕作面積を縮小したい」（10.6%）と「耕作面積を拡大したい」（10.2%）がほ

ぼ同割合。 

■農地の拡大縮小の方法 

・「農地の貸借（農地中間管理事業、利用権設定、農業公社など）」が 32.8%と最も多くなっており、次いで多

かったのが「拡大・縮小の予定はない」（24.8%）。 

■農地の貸借、作業受委託の課題 

・「区画が小さく、作業効率の悪い土地が多い」が 32.3%と最も多く、「引き受けてくれる人・組織が不足して

いる」が 21.3%、「貸したい・借りたいという情報が手に入りにくい」が 15.8%。 

・「公社等が農地の貸借や作業受委託の意向を一括管理して、市全体で効率的な利用を促進する」が

32.8%と最も多く、次いで「集落にこだわらず、規模拡大しようとする農家や法人に集積していく」が 20.8%、

「集落営農組織の設立を進め、集落単位で一括して管理･耕作していく」が 16.6%、「特になし」が 14.4%と

なっている。 

■基盤整備の意向 

・「自己負担がほとんどないのであれば、基盤整備をしたい」が 32.9%と最も多く、次いで「自分が耕作でき

なくなったとしても借上げてもらえる保証があれば、基盤整備をしたい」が 24.7%、「基盤整備をする意向

はない」が 20.8%、「条件のよい土地が確保できるのであれば、基盤整備をしたい」が 10.4%。 

■農業振興に求める取組み 

・「農道・用排水路等の整備・改良」が 45.8%と最も多く、次いで「ほ場整備・区画整備」が 33.7%、「農地集積

（農地中間管理事業など）・流動化の相談機能の強化」が 29.2%、「機械・施設等（スマート農業の取り組

みを含む）の導入・更新補助」が 22.2%となっており、農業の生産基盤の強化に対する取組・支援を期待

する声が多くなっている。 

【埼玉県農林公社】 

・加須市は農地中間管理事業の先駆的

存在の地域である。 

・今後は集約化を進めることも重要にな

ってくる。 

・水田が多いエリアでは、田畑転換を検

討する際には、農地利用の調整を図

る必要があり、市である程度コントロー

ルできると良い。 

【かぞ農業公社】 

・農地集約・区画拡大と併せて、水路条

件の改善も必要である。 

・耕作放棄地の維持・管理作業（除草作

業）を 17～8ha 程度受託しているが、

その耕作放棄地を農地に戻すという

依頼は受けていない。 

≪現状から見た課題のまとめ≫ 

○水田の面積は減少しているものの割合は 9 割を維持していることから、水田の維持保全が本市の農政の要であり、引き続き取り組む必要がある。 

○経営耕地規模は大きな変化は無いが、規模の大きな農家は増加傾向にあり、今後も大規模化の可能性はある。 

○すべて自己所有の農地での耕作が多いが、貸借している農地も一定程度ある。 

○規模拡大意向のある農家が約 1 割、現状維持が約 5 割、規模縮小も約 1 割となっており、規模拡大と縮小の意向のマッチングが求められる。 

○農地貸借・作業受委託の課題は、生産基盤の側面（区画が小さく非効率）と引き受け手の不足が挙げられており、今後は集積と併せて農地の集約化も推進する必要がある。 

○農業者が行政に期待する取組みは、生産基盤の強化に関することが多くなっている。 

 

  

【資料４】 



2 

（２）農業経営 

  

現状の把握（統計データの整理） アンケート調査結果からの整理 関係者等ヒアリング結果からの整理 

■農産物(産出額・収穫量) 

・平成 26 年から 30 年までのどの年でも「米」の産出額が最も高く、次

いで「野菜」「花き」となっている。 

・平成 29 年に比べると「麦類」「雑穀」「豆類」「いも類」以外は産出額

が減少している。 

・野菜(果菜類)の作付け面積・収穫量は多少の増減はあるものの、

平成 26 年からほぼ横ばいである。 

■農産物(農家数) 

・野菜類の作付経営体数が最も多いのは「きゅうり」で、次いで「だい

こん」「すいか」「はくさい」の順である。 

・果樹類の作付経営体数が最も多いのは「日本なし」で、次いで「か

き」「うめ」「温州みかん」の順である。 

□農産物(農家数、作付面積)周辺市比較 

・本市と同様、他の周辺市においても、稲の作付が多く、次いで野菜

類が多い。 

・稲では経営体数、面積のどちらにおいても加須市が一番多い。 

■市内産業の状況 

・農林業に係る事業所数は 8.5％、従業者数は 0.1％である。 

・事業所数で最も多いのは卸売業、小売業で 23.2％、従業者数で最

も多いのは製造業で 28.4％を占めている。 

■卸売業、小売業の状況 

・卸売業、小売業において、食・農業に関する業態が市内には多く存

在する。 

■直売所 

・市内の直売所は 7 箇所ある。 

 

 

■農業収入 

・「５０万円未満」が 21.4%と最も多く、次いで「５０～１００万円未満」が 21.0%。 

・販売しているが、年間農業所得が１００万円未満という回答が４割強。 

・年間農業所得が３００万円以上という回答は、１００世帯（15.5%）。 

■5 年間での農業収入の増減 

・5 年間で農業収入が減ったという回答が、増えたという回答の 2 倍以上 

■販売金額の大きな品目 

・「主穀」が 64.4%（415 件）と全体の 6 割強を占め、次いで「施設野菜」が 9.9%（64 件）。 

・主穀のなかでは、「米」が 93.3%。 

・露地野菜のなかでは、「ねぎ」が１５件と最も多い。 

・施設野菜のなかでは、「きゅうり」が２８件と最も多く、次いで「トマト」が１７件、「いちご」が１０件。 

■販路 

・販売品目の大きな品目の販路は、「ＪＡ」が 50.0%と半数を占め、次いで「民間の米集荷業者」が 25.8%、

「庭先販売」が 11.3%。 

■加工 

・「自ら加工品を製造している」という回答が１０件、「委託製造（原料供給）している」という回答が７件。 

■経営上の課題 

・「機械・設備の更新」が 47.2%と最も多く、次いで「農産物価格の低迷」が 41.8%、「高齢化等による労働力

の不足」が 36.0%、「資材・燃料価格の高騰」が 31.7%。 

■今後力を入れたい品目 

・「主穀」が 37.9%と最も多く、次いで「施設野菜」が 9.0%、「露地野菜」が 5.1%。 

・主穀では多い順に「米」、「麦」、「大豆」、露地野菜では「ブロッコリー」、「ねぎ」、「なす」、施設野菜では

「きゅうり」、「トマト」、「いちご」 

■米の転作向けに力を入れたい品目 

・「転作する意向はない」が 40.5%。 

■5 年後の経営内容・規模 

・「現状維持」が 37.1%と最も多く、次いで「わからない」が 15.7%。「経営内容・規模を拡大したい」（10.1%、６５

件）という回答が、「経営内容・規模を縮小したい」（7.8%、５０件）という回答を上回っている。 

■取り組みたい生産・経営形態 

・「特別栽培・有機栽培等の栽培方法」が 16.8%、「高収益作物への転換」が 12.9%、「スマート農業の導入」

が 11.6%。１割以上（１００名弱）の農業者が新たな栽培方法や作物へ意欲的。 

 

 

【加須農林振興センター】 

・全県下でも加須市は、スマート農業の

先駆的地域である。今後は、積極的に

情報共有が図れる体制を構築するこ

とや、モデルケースとなる農業者を育

成するという方針が考えられる。 

・近年は米の品質低下が著しい。生産者

の所得を底上げするためにも、「彩の

きずな」などの新たな高温耐性品種を

導入し、品質の改善を図る必要があ

る。 

・新型コロナウィルスへの対応として、選

果場での作業時のガイドライン等を作

成できると良い。 

・加須農林振興センター管内での GAP

取得は 60 件以上あるが、加須市内の

みでは個人・団体合わせて 5 件程度と

GAP の取得率が低くなっている。 

・観光農業は今後 10年でさらなる発展が

見込まれる分野であると思われる。 

【かぞ農業公社】 

・スマート農業を活用したモデル的な取

組を農業公社が耕作している農地で

実施するという可能性はある。 

≪現状から見た課題のまとめ≫ 

○米が中心の地域として、稲作の経営改善が最大の課題である。米の販路、単価の向上と機械化によるコスト削減が求められる。 

○野菜類は作付け面積・収穫量が横ばいであるが、高収益型として充実が求められる。 

○現状で加工の取組は少ないが、高収益化のための作目転換や 6 次産業化等の展開が求められる。 

○昨今、注目されている観光農園等、新たな経営モデルへの転換による収益性の向上も期待できる。 

○市内に複数存在する卸売業・小売業や、周辺市を含めた周辺産業との連携には可能性がある。 

○GAP の取得率が低くなっているが、取得することによる付加価値創出、販路拡大・販売単価の向上等が期待されることから、今後、制度についての周知や取得支援を検討する必要がある。 
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（３）担い手 

  

現状の把握（統計データの整理） アンケート調査結果からの整理 関係者等ヒアリング結果からの整理 

■農家数 

・平成 27 年現在、総農家数は 3,010戸で、そのうち、専業農家は 866

戸、兼業農家は 2,144 戸である。 

・平成 12年から比較して、総農家数及び兼業農家数は減少。専業農

家数は増加している。兼業農家数については、半数以上が減少し

ている。 

■農業者の年齢構成 

・農業従事者の年齢構成を見ると、平成 27 年現在、70 歳以上が最

も多く 1,930 人(53.2％)を占める。次いで 60～69 歳(33.4％)、50～

59 歳(15.0％)と続く。 

■経営規模（金額） 

・販売金額規模別農家数は平成 27 年では 50 万円未満が 41．8％と

最も高く、次いで 50～100 万円が 41.8％を占めている。 

・200 万円未満の割合が 8 割を超えている。 

・販売金額 700 万円以上の戸数が、平成 12 年から半数近く減少して

いる。 

□経営規模（金額）周辺市比較 

・本市と同様、全ての周辺市で 50 万円未満の農業者が最も多くなっ

ている。 

・200 万円未満の農家の割合が 8 割を超えているのは、加須市、羽

生市、行田市、鴻巣市、久喜市、幸手市である。 

 

 

（※法人化や企業参入の状況、新規就農の状況の整理を追加） 

 

≪農家アンケート≫ 

■各世帯の従業者数 

・各農家世帯の従事者数は、全体の約３分の２が１～２人。（「現在は農業をしていない」

（17.4%）、「無回答」（1.2%）を除くと、１～２人で農業に従事している割合は、8 割を超える。） 

■後継者 

・農業後継者は「いない」が 40.8%と最も多く 4 割を占め、次いで「後を継ぐかわからない」が

30.6%となっており、「いる」という回答は、11.2%と 1 割強に留まっている。 

 

≪消費者アンケート≫ 

■将来的な農業への参加意向 

・「参加する意向はない」が 45.8%、「農家でボランティアやパートとして働いてみたい」

（10.8%）、「親戚や自分が農地を持っているので、そこで農業をやってみたい」（9.8%）、「農

地を借りて農業をやってみたい」（5.2%）。 

 

 

【加須農林振興センター】 

・新たな法人経営体が設立されたことは、加須市での

特徴的な動きである。法人経営体と連携し、援農の

システムを構築できると良い。さらに、そこから雇用

就農や独立のロードマップを描けると、担い手不足

解消の新たな打開策となるのではないか。 

・全県下でも加須市は、スマート農業の先駆的地域で

ある。今後は、積極的に情報共有が図れる体制を構

築することや、モデルケースとなる農業者を育成す

るという方針が考えられる。（再掲） 

【埼玉県農林公社】 

・羽生市では、市を挙げて企業参入の取組を展開して

おり実績も複数ある。加須市でも市を挙げての取組

が必要なのではないか。 

【かぞ農業公社】 

・今後のかぞ農業公社は、「担い手」としての役割と「農

地保全の底支え」的存在としての役割の両方を持っ

ていかざるを得ない。 

・派遣先の農業者の作物に合わせたスキルを習得して

いなければ援農にはならないため、「加須の農業担

い手塾」の卒塾生を一概にサポーターとすることは

難しいと思われる。 

・兼業農家を継いだ時に、農業の基本的なことをフォロ

ーできる事業や仕組みがあると良い。農業の基本を

学ぶ機会がないために、手放される農地もあると思

われる。 

・スマート農業を活用したモデル的な取組を農業公社

が耕作している農地で実施するという可能性はあ

る。（再掲） 

 

 

≪現状から見た課題のまとめ≫ 

○農家数は減少しており、特に兼業農家の減少が目立つ。また、農業者の高齢化が進行している。 

○本市の農業を牽引する、販売金額の大きな農家が減少していることが課題である。 

○後継者の確保が懸念されるなか、非農家の市民で「農業をやってみたい」という方が一定程度あり、その活用を検討できる。 

○労働力不足解消の手段として、作業の効率化・省力化が期待されるスマート農業の導入も検討される。 
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（４）地産地消等 
現状の把握（統計データの整理） アンケート調査結果からの整理 関係者等ヒアリング結果からの整理 

 ■加須市農産物、農業関連施策やイベントの認知 
・「米」が 82.4%と最も多く、次いで「いちご」が 64.4%、「トマト」が 60.4%、「きゅうり」が 57.2%。 
・「道の駅童謡のふる里おおとね」が 53.4%と最も多く、次いで「加須未来館」が 40.6%、「ＪＡほくさい加須農産物直売所」が 35.2%、「道の駅かぞ
わたらせ」が 34.6%。 

■参加してみたい講座やイベント 
・「なし狩り・いちご狩りなどの収穫体験」が 46.4%、「地域農産物の直売イベント」が 42.6%。 
■農産物購入場所 
・「スーパーマーケット」が 84.0%と圧倒的に多く、次いで「農産物直売所・農家の庭先販売」が 51.0%、「自分で生産、もしくは親戚等からもらう」
が 36.8%、「一般の小売店（八百屋等）」が 21.2%。 

■野菜などの農産物購入時重視すること 
・「鮮度」（78.8%）と「価格」（72.8%）、次いで、「旬や季節感」（30.4%）や「産地や生産者」（18.8%）。 
■米の購入場所 
・農産物の購入と同様、「スーパーマーケット」が 29.6%と最も多くなっており、次いで「自分で生産、もしくは親戚等からもらう」（22.8%）と「農産

物直売所・農家の庭先販売」（14.8%） 
■米粉について 
・「米粉を使った商品（パン・お菓子等）を購入することがある」が 47.6%、次いで「米粉や米粉を使った商品を購入したことはない」（21.2%）。 
・「身体に良さそう」（36.4%）と「おいしい、食感がよい」（34.4%） 
■直売所の利用 
・「近くに行ったり見かけたりした場合に利用している」が 47.0%と半数、「あることは知っているが、利用していない」（13.2%）や「どこにあるのか

分からないので利用していない」（10.0%）。 
■地元農産物の優先購入意向 
・「そう思い、既に優先的に購入している」（28.0%）に対し、「そう思うが、あまり購入できていない」が 43.2% 
■地元農産物を購入しない、できない、不満に感じること 
・「地元産品が購入できる場所が少ない、また販売量が不足していて買いたいときに買えない」が 28.6% 
■地元農産物を購入しやすい場所 
・スーパーマーケット」が 79.6%、「農産物直売所・農家の庭先販売」（27.2%）や「コンビニエンスストア」（21.8%） 
■農作業に携わる機会 
「特に農作業に携わる機会はない」（43.2%）、「庭先やベランダで野菜の栽培等をしている」という回答が 29.4%、「親戚等が農家で、その農作
業を手伝っている」が 7.8%、「知人等から畑を借りて野菜の栽培等をしている」が 4.8% 

■農作業に参加しやすくするための機会・支援 
「特に機会や支援は必要ない」が 26.2%、「野菜等の栽培について学べる市民講座」（21.8%）、「市民農園・貸し農園を増やす」（15.4%）、「農家

でのボランティアやパートの受入」が（15.2%）、「簡単な機械・器具の貸し出し」（14.4%） 
■市内農業に期待する役割や機能 
・「新鮮な農産物の供給」70.4%、「自然や環境の保全」（32.6%）、「食文化や地域文化の継承」（29.0%）、「生活に潤いや安らぎを提供」（20.8%） 
 
 

【加須農林振興センター】 

・加須市内には農家の分家も多いため、

それぞれ農業・農地が身近にあり、市

民農園の需要はあまり高くはないと思

われる。 

・観光農業は今後 10年でさらなる発展が

見込まれる分野であると思われる。

（再掲） 

≪現状から見た課題のまとめ≫ 

○市民の加須市農産物の認知は高い。また、関連施設やイベントの認知を高め、市民・消費者と農業との接点をつくることが有効と考える。 

○地元農産物の優先購入意向が高くない。消費者の農産物購入ニーズに対応する販売場所の確保が必要である。 

○農作業参加のニーズが高くないが、庭先での野菜栽培や農作業の手伝いや体験の経験者は一定程度ある。参加しやすくなる仕掛けが必要である。 

○農業に期待する役割の認知は、農産物の供給以外にも一定程度ある。商工業や教育との連携などで農業の理解を図ることが考えられる。 
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