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令和３年度の主な取組実績について 
 

【基本方針１】農業者及び担い手の育成・確保の推進 

（１）目標値と令和３年度実績 
取組項目 R2年度実績 R3年度実績 目標値(R8) 

新規就農者の支

援・育成 
新規就農者数 12人 集計中 毎年 10人以上 

担い手確保の促

進 

援農ボランティア

登録者数 
   209人 243人 259人 

農福連携促進事業

の実施件数 
2件 7件 10件 

 

（２）令和３年度の主な取組実績   

  ①新規就農者の支援・育成 

〇就農相談件数  63件 

 〇農外からの新規参入者数  7件 

〇農業次世代人材投資資金（経営開始型） 

  交付対象者：15人  交付額：17,369,361円 

  〇農業研修受入支援事業  3人×30,000円 

    

  ②農業後継者等の支援・育成 

  〇農業後継者支援事業（1,402,000円） 

     ・ブドウ棚の簡易雨よけ設置：事業費 2,856,271円×1/2以内 

 

〇景観形成事業（641,886円） 

  ・業務委託料（遠藤）：577,500円 

     ・土地賃借料（遠藤）：44,586円 

     ・コスモス種代（大庭※）：19,800円  

※さがみ農協藤沢市経営士協議会主催 

   〇トップ経営体育成事業  2件 

     ・ヒートポンプ導入事業（2,816,000円） 

事業費：8,450,568円×1/3以内 

   ・畜産物の製造・販売に要する施設導入（3,934,000円） 

事業費：12,984,312円×1/3以内 

 

③担い手確保の促進 

〇援農ボランティア登録者数 243人（内新規登録 51人） 

〇援農ボランティア受入農家数  50戸 

   〇農福連携促進事業申請件数  7件 

 

資料２ 
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【基本方針２】農業経営の安定化に向けた取組の推進 

（１）目標値と令和３年度実績 
取組項目 R2年度実績 R3年度実績 目標値(R8) 

農業経営改善

への支援 
認定農業者数 107人 101人 132人以上 

 

（２）令和３年度の主な取組実績   

  ①産地競争力の強化（1,077,000円） 

   〇遮光ネット導入事業（389,000円） 事業費：780,505円×1/2以内 

〇忌避剤導入事業（383,000円）   事業費：767,910円×1/2以内 

〇園芸用結束機導入事業（305,000円）事業費：611,700円×1/2以内 

   

  ②野菜生産出荷等への支援 

    〇農協共販出荷用資材費補助（12,686,000円） 

      ・ダンボール購入費 事業費：11,581,000円×1/4以内 

      ・その他資材購入費 事業費：1,105,000円×1/4以内 

    〇市場出荷用資材費補助（778,000円） 

      ・ダンボール購入費 事業費：558,773円×1/4以内 

      ・その他資材購入費 事業費：3,028,217円×1/4以内 

〇野菜価格安定事業費（2,712,000円） 

      ・対象：春レタス、春・秋冬きゅうり、秋キャベツ、ほうれん草 

・資金造成額：16,291,000円（県 1/2、生産者 1/2） 

・負担割合：生産者負担の 1/3以内 

〇農業制度資金利子補助事業（78,156円） 

      ・かながわ都市農業推進資金等利子補助金 13件 47,724円 

      ・農業経営基盤強化資金利子補助金 8件 30,432円 

〇湘南野菜生産育成事業費 

      ・湘南野菜レンタルコンテナ促進事業（1,960,000円） 

        事業費：11,440,907円×1/4以内 

      ・出荷団体育成事業（1,794,000円） 

        事業費：3,588,000円×1/2以内 

     

  ③技術向上の促進 

〇果樹品評会業務委託（141,064円） 

  開 催 日：8月 17日（火） 

  開催場所：イトーヨーカドー湘南台店 

  〇植木品評会業務委託 コロナ禍の影響により中止 

〇園芸まつり業務委託 コロナ禍の影響により中止 

    〇畜産共進会報償金（35,500円） 

 



3 

 

  ④畜産振興対策の推進 

    〇家畜防疫対策事業（6,235,000円） 

     （１）監視伝染病予防注射等推進事業（4,850,000円） 

         事業費：19,401,028円×1/4以内 

（２）家畜衛生対策事業（1,385,000円） 

事業費：4,157,846円×1/3以内 

    〇家畜改良増殖事業（1,431,000円） 

    （１）乳牛資質改良事業（285,000円） 

事業費：857,800円×1/3以内 

    （２）肉豚資質改良事業（1,146,000円） 

事業費：6,440,142円×1/3以内 

〇後継乳牛生産支援事業（429,000円） 

事業費：1,289,199円×1/3以内 

 

  ⑤農業経営改善への支援 

    〇農業経営改善計画書認定件数  

24件（うち新規 3件）、未更新 9件  

    〇家族経営協定の締結に係る支援 

件数：2件 
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【基本方針３】農地保全と農業生産基盤整備の推進 

（１）目標値と令和３年度実績 
取組項目 R2年度実績 R3年度実績 目標値(R8) 

農地の保全 

水田保全事業補助

対象面積 
51.6ha 52.6ha 51.6ha 

遊休農地面積 15.1ha 18.8ha 10.1ha 

 

（２）令和３年度の主な取組実績   

  ①農地の保全 

    〇人・農地プランの実質化に向けた取組 

      令和２年度に実施したアンケート調査の回答が過半に達成しな

かったため再調査を実施。「六会・長後地区」、「御所見・遠藤地区」

は過半を回収。 

    〇水田保全のための支援 

水田保全事業奨励金（24,692,000円） 

      10ａあたり 50,000円（50円/㎡） 

  〇多面的機能支払事業補助金（5,082,380円） 

      農地維持・資源向上（共同）（2,655,420円） 

      資源向上（長寿命化）（2,426,960円） 

      対象面積：6,622a（打戻地区 2,841a、西俣野地区 3,781a）  

〇遊休農地解消費助成事業（300,000円） 

      予算額：300,000円（50円/㎡、60ａ分） 

      解消面積：76.12ａ（葛原 33.69a、大庭 42.43ａ） 

〇鳥獣保護管理対策事業補助金（225,000円） 

  事業費：15,000円×30匹×1/2以内 

      捕獲数：アライグマ 30匹・ハクビシン 2匹 

   

  ②農業生産基盤の整備 

    〇西俣野地区農道整備工事（7,810,000円） Ｌ＝71.7ｍ 

    〇西俣野地区農業用水路等改修事業（20,790,000円） Ｌ＝88.4ｍ 

    〇畜産経営環境整備事業費（12,617,560円） 

      ・臭気調査（428,560円） 

        調査費：214,280円（3地点）×2回 

      ・畜産緊急支援基金負担金（1,338,000円） 

      ・豚舎改修工事（9,137,000円） 

        事業費：18,275,478円×1/2以内 

      ・送風機改修工事（1,273,000円） 

        事業費：2,546,500円×1/2以内 

・豚舎餌箱設置工事（441,000円） 

        事業費：883,080円×1/2以内 
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【基本方針４】農産物の安定供給と消費拡大に向けた地産地消の推進 

（１）目標値と令和３年度実績 
取組項目 R2年度実績 R3年度実績 目標値(R8) 

地産地消の推

進 
かながわブラン

ド登録件数 
18件 18件 23件 

 

（２）令和３年度の主な取組実績   

  ①地産地消の推進 

〇藤沢産農産物の市内流通や利用の促進 

 ・藤沢産サンセットマルシェ 

   開 催 日:毎週水・金曜日 

   開催場所：市役所 サンセット広場 

・ふじさわ元気バザール 

   開 催 日：毎月第 2土曜日 

   開催場所：藤沢駅北口サンパール広場 

     ・地産地消講座 
開催日 場所 テーマ 申込 参加者 

7月 17日（土）

～12月 10（金） 

大庭圃場 大豆で学ぶ農と食 44人 19人 

7月 22日(木) 湘南佐藤農園 トウモロコシと湘南ポ

モロンを収穫しよう 

644人 

（219組） 

62人 

(24組) 

10月23日(木) 安田果樹園 藤沢産のリンゴとカキ

を収穫しよう 

1255人 

(403組) 

25人 

(8組) 

3月 5日(土) 井出農園  

長谷部農園 

藤沢産のトマトとイチ

ゴを収穫しよう 

1503人 

（471組） 

25人 

（7組） 

 

・地産地消弁当販売事業 

   実施期間：11月 15日（月）～11月 30日（火） 

月～金曜日（祝日除く） 

   実施時間：11時～14時 

   開催場所：市役所サンセット広場 

・花育体験イベント事業 

   実 施 日：12月 4日（土） 

   開催場所：市役所サンライズ広場 

   参加者数：19人 

・みなと春マルシェの実施 

   実 施 日：2022年 3月 13日（日） 

   開催場所：片瀬漁港、市民交流広場 

   来場者数：2,794人（延べ人数） 

・ＰＲ用ミニのぼり旗の作成 

       わいわい市や量販店等に設置 
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     ・藤沢産ロゴマークシール（ＱＲコード付）の作成 

無償配布を行っているロゴマークシールに「おいしい藤沢産 

ホームページのＱＲコードを載せ、消費者に対して藤沢産農水 

産物に関する情報を発信し、地産地消の普及啓発を図った。 

     ・「食べ歩きマップ」の作成 

       市内のホテル等に配架してもらい、藤沢産利用推進店のＰＲ 

を行った。 

         

作成部数：藤沢駅周辺（2,000部） 

             片瀬江ノ島駅・鵠沼海岸駅周辺（1,500部） 

 

・果樹直売所用ダンボール作成 

さがみ農協藤沢市果樹部と連携し、藤沢産ロゴマーク入りの 

ダンボールを作成し、藤沢産果樹のＰＲを行った。 

     ・ＰＲ用動画の作成 

       藤沢産サンセットマルシェの様子を、3月に YouTubeに公開し 

た。 

     ・藤沢産利用推進店の充実 

       藤沢産利用推進店登録店舗数の増加及び藤沢産利用推進店に

おける藤沢産農水産物等の需要拡大に向け、新たに市のホーム

ページ等において、藤沢産農水産物等の入手先情報を発信し、生

産者と既存の藤沢産利用推進店や新規の藤沢産利用推進店に登

録してもらえるよう飲食店等とのマッチングを図った。 

 

  ②学校給食用農産物生産出荷の推進 

    〇市内産新米、野菜、果物等を学校給食に提供することで、食育の促 

進と農業者の安定的な生産・出荷を推進 

     ・ふりふりバター体験事業 

実 施 日：10月 19日（火） 

   開催場所：天神小学校 

   対 象 者：5年生 71人 

 

     ・学校・保育園周辺で生産されている農産物の活用 

       実 施 日:12月 6日（月）～10日（金） 

       保育園における藤沢産農水産物等の利用促進を図るため、俣 

野保育園を新たにモデル園に設定し、新米と大豆を使用したふ 

じさわランチを実施した。 

      ※御所見・亀井野・俣野・中里小学校では通年で活用。 
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【基本方針５】都市農業の多面的機能の活用 

（１）目標値と令和３年度実績 
取組項目 R元年度実績 R3年度実績 目標値(R8) 

講座等の実施 
各種講座への参

加人数 
94人※1 182人 毎年 120人 

 ※１ 令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により事業未実施。 

 

（２）令和３年度の主な取組実績   

  ①良好な景観保全の促進 

〇【再掲】水田保全事業奨励金（24,692,000円） 

           10ａあたり 50,000円（50円/㎡） 

〇【再掲】多面的機能支払事業補助金（5,082,380円） 

      農地維持・資源向上（共同）（2,655,420円） 

      資源向上（長寿命化）（2,426,960円） 

対象面積：6,622a（打戻地区 2,841a、西俣野地区 3,781a） 

〇【再掲】景観形成事業（641,886円） 

       ・業務委託料（遠藤）：577,500円 

          ・土地賃借料（遠藤）：44,586円 

          ・コスモス種代（大庭）：19,800円 

 

  ②講座等の実施 

    〇【再掲】地産地消講座 
開催日 場所 テーマ 申込 参加者 

7月 17日（土）

～12月 10（金） 

大庭圃場 大豆で学ぶ農と食 44人 19人 

7月 22日(木) 湘南佐藤農園 トウモロコシと湘南ポ

モロンを収穫しよう 

644人 

（219組） 

62人 

(24組) 

10月23日(木) 安田果樹園 藤沢産のリンゴとカキ

を収穫しよう 

1255人 

(403組) 

25人 

(8組) 

3月 5日(土) 井出農園  

長谷部農園 

藤沢産のトマトとイチ

ゴを収穫しよう 

1503人 

（471組） 

25人 

（7組） 

 

〇援農ボランティア養成講座  参加者 51人 

 

  ③農業に対する理解の促進と交流の活性化 

〇【再掲】果樹品評会業務委託（141,064円） 

    〇【再掲】畜産共進会報償金（35,500円） 

 

④防災協力農地確保の推進  9.6ｈａ（前年度から 0.2ｈａ減） 
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【基本方針６】農業に関する環境施策の推進 

（１）目標値と令和３年度実績 
取組項目 R2年度実績 R3年度実績 目標値(R8) 

環境に配慮した

農業の推進 

有機農業の取組

面積 
19.7ha 23.4ha 54.2ha 

 

（２）令和３年度の主な取組実績   

①環境に配慮した農業の推進 

〇土壌病害菌防除農薬導入事業（222,000円） 

    事業費：445,775円×1/2以内 

 

〇環境保全型農業直接支払交付金（916,800円） 

    対象面積 764ａ×1,200円 

   

  ②畜産環境対策の推進 

〇【再掲】畜産経営環境整備事業費 

      ・臭気調査（428,560円） 

        調査費：214,280円（3地点）×2回 

      ・送風機改修工事（1,273,000円） 

        事業費：2,546,500円×1/2以内 

 

③気候変動に対応する農業の推進 

〇【再掲】水田保全事業奨励金（25,000,000円） 

        10ａあたり 50,000円（50円/㎡） 

 

〇【再掲】野菜価格安定事業費（2,712,000円） 

      ・対象：春レタス、春・秋冬きゅうり、秋キャベツ、ほうれん草 

・資金造成額：16,291,000円（県 1/2、生産者 1/2） 

・負担割合：生産者負担の 1/3以内 

 


