
平成 30 年 12 月 5 日 

環境経済委員会 

産業部農業水産課 

 

浜松市農業振興ビジョンの策定について（素案） 

 

１ 策定の目的 

   平成 21 年 3 月に策定された「浜松市農業振興基本計画」が平成 30 年度末に計画年

度終了を迎えます。浜松市の現状や課題を踏まえつつ、基本方針、施策を分かりやす

く市民の皆さまにお伝えするとともに推進体制を整え、本市の農業が目指すべき将来

像を実現するため策定するものです。 

 

２ 計画の位置付け 

   国の「食料・農業・農村基本ビジョン（2015 年）」、静岡県の「経済産業ビジョン

2018～2021（農業・農村編）」及び「静岡県農業振興地域整備基本方針（2016 年）」

の内容を踏まえつつ、市政運営の中長期的指針である「浜松市総合計画 基本計画（浜

松市未来ビジョン 第 1 次推進プラン）」を上位計画とし、産業経済における農業部門

の個別計画として、本市農業行政の最上位に位置付けます。 

 

３ 計画策定のポイント 

  ・全市民が目指すべき方向性を共有し、「暮らし」を支える農業の振興に取り組むこ

とが必要と考え、全市民により分かりやすく計画を伝えられるよう、計画の本編を

A3 用紙 1 枚にまとめ、その裏面をこども編としました。計画の詳細は「解説編」

に記載しております。 

  ・庁内での検討に加えて、農業者や農業協同組合、有識者等が参加する策定委員会お

よび策定ワーキングにて会議を重ね策定しました。 

 

４ 今後の予定 

・平成 30年 12月 12日   パブリック・コメントの実施 

～平成 31年 1月 10日   

・平成 31年 2月      環境経済委員会報告 

（パブリック・コメント実施結果、修正案） 

  ・平成 31年 2月      パブリック・コメントに対する市の考え方公表 

  ・平成 31年 4月      浜松市農業振興ビジョン施行 



浜松市農業振興ビジョン（案） 

に対するご意見をお待ちしています！ 

 

 

 
 

１．「浜松市農業振興ビジョン（案）」とは 

   平成２１年度を始期とする「浜松市農業振興基本計画」が平成３０年度

末で終期を迎えます。浜松市の現状や課題を踏まえつつ、基本方針、施策

を分かりやすく市民の皆さまにお伝えするとともに推進体制を整え、本市

の農業が目指すべき将来像を実現するため「浜松市農業振興ビジョン」を

策定するものです。 

 

２．案の公表期間及び意見募集期間 

平成３０年１２月１２日（水）～平成３１年１月１０日（木） 

 

３．案の公表先 

農業水産課、市政情報室、区役所、協働センター、中央図書館、市民協働セン

ター（中区中央一丁目）、パブコメ PRコーナー（市役所本館 1階ロビー）にて

配布 

浜松市ホームページ（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp）に掲載 

【トップページ→ご意見・お問い合わせ→パブリック・コメント制度】 

 

４．意見の提出方法 

意見書には、住所、氏名または団体名、電話番号を記入して、次のいずれかの

方法で提出してください。 
（意見書の様式は特に問いませんが、参考様式を添付しています。なお、意見は浜松市ホ
ームページ上にある意見入力フォームからも直接提出できます。） 

①直接持参 農業水産課（市役所本館６階）まで書面で提出 

②郵便【はがき、封書】 

（最終日の消印有効） 

〒４３０－８６５２ 

浜松市中区元城町１０３－２ 農業水産課あて 

③電子メール nousui@city.hamamatsu.shizuoka.jp 

④ＦＡＸ ０５３－４５７－２２１４（農業水産課） 

 

５．寄せられた意見の内容および市の考え方の公表 

お寄せいただいたご意見の内容は、本市の考え方とあわせて、平成３１年２月

に公表します。公表先は案の公表先と同じです。 

 

６．問い合わせ先 

産業部農業水産課（ＴＥＬ ０５３－４５７－２３３３） 

 

｢パブリック・コメント制度｣とは、市が計画や条例など
を策定するときに、案の段階で市民の皆さんに公表し、ご
意見、ご要望などを聴きながら最終的な案を決定する手続
きのことをいいます。 
浜松市では、平成１５年４月から、この制度を導入して

います。 



 

下記の資料をご覧のうえ、ご意見をお寄せください 

 

 

●パブリック・コメント実施案件の概要 

   ●浜松市農業振興ビジョン（案）       ･･････ Ａ３版、表面 

   ●浜松市農業振興ビジョン こども版（案）  ･･････ Ａ３版、裏面 

   ●浜松市農業振興ビジョン 解説編（案） 

１ 浜松市農業振興ビジョン策定にあたって ･･････ Ｐ １ 

２ 本ビジョンの位置付け         ･･････ Ｐ ２ 

３ 推進体制               ･･････ Ｐ ３ 

４ 計画期間               ･･････ Ｐ ４ 

５ 基本理念               ･･････ Ｐ ５ 

６ 基本方針               ･･････ Ｐ ６～Ｐ１１ 

７ 基本方針・基本施策体系図       ･･････ Ｐ１２ 

８ 浜松市農業の現状           ･･････ Ｐ１３～Ｐ１５ 

９ 用語解説               ･･････ Ｐ１６ 

●意見提出様式（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



パブリック・コメント実施案件の概要 

 

案件名 浜松市農業振興ビジョン（案） 

趣旨・目的 

本市農業の現状や課題を踏まえつつ、基本方針、施策を分かりやす

く市民の皆さまにお伝えするとともに推進体制を整え、本市農業が目

指すべき将来像を実現するため策定する。 

策定（見直し）に 

至った背景・経緯 

 「みんなで支え 次代につなぐ はままつ農業 ～笑顔あふれ 明

日を拓く～」を基本理念として平成 21 年 3 月に策定した「浜松市農

業振興基本計画」の計画年度終了に伴い、これまでの取組を検証し、

現状と課題を踏まえて計画の見直しを行った。 

立案した際の 

実施機関の考え方

及び論点 

農業振興は、農業者はもちろんのこと、市民、事業者、機関・団体、

行政といった多様な主体が、それぞれの役割を担い連携するなど「オ

ール浜松」で取り組むことが重要である。 

案のポイント 

（見直し事項な

ど） 

○基本理念の設定 

 本市の農業振興を図っていくにあたり、“チャレンジ・工夫で「も

うかる農業」を実現する”を基本理念とした。本計画において「もう

かる農業」とは、小規模から大規模まですべての農業者が収益を上げ

ることにより、農業が持続的に発展することを言う。これにより市民

も安心して豊かな食を楽しむことが可能となる。 

 

○基本方針と基本施策の設定 

 基本理念を実現するために 5つの基本方針（5つの力）を設定した。 

 「営」む力 

 ・「経営者」の意識を醸成し、市場競争力の高いビジネス経営体を

育成する 

 ・多様な人材が働きやすい環境を整える 

 「売」る力 

 ・戦略を明確にし、販路拡大や付加価値の創出を目指す 

 ・消費者とのつながりを強化し相互利益を生み出す 

 「産」む力 

 ・農地の集積・集約により強い農業経営の実現を図る 

 ・先端技術の活用や栽培技術の向上により生産性を高める 

 「守」る力 

 ・農地の果たす多面的機能を理解し、農地を守り、農村環境を次代

に引き継ぐ 

 ・農業生産の基盤を整備し良好な営農環境を確保する 

 「地域」の力 

 ・浜松産農産物の豊富さ・美味しさを実感し、伝えていく 

 ・自然豊かな農山村を地域資源として活用し、活気をもたらす 

 



 上記 5つの基本方針に 17の基本施策を設定した。 

 「営」む力 

 ①ビジネス経営体の育成 

 ②「経営者」意識の醸成 

 ③多様な担い手の確保 

 「売」る力 

 ④６次産業化やブランド化による付加価値づくり 

 ⑤輸出販売を含む販路拡大 

 ⑥マーケティング戦略を持った農業者の育成 

 ⑦安全・安心な作物の生産と流通 

 「産」む力 

 ⑧安定した農地の確保 

⑨優良品種、気候変動に対応する作物の生産 

⑩ICT、省力化技術等の導入 

⑪栽培技術の継承と業務改善の実施 

 「守」る力 

 ⑫農地の保全、耕作放棄地の解消、農村環境の維持 

⑬農業生産基盤の整備、施設の耐震化・老朽化対策 

⑭鳥獣被害対策 

 「地域」の力 

 ⑮食農教育、地産地消の推進 

⑯浜松農業の理解と情報発信 

⑰観光資源としての農山村の活用 

関係法令・ 

上位計画など 
浜松市総合計画「浜松市未来ビジョン」 

計画・条例等の 

策定スケジュール 

（予定） 

平成 30年 12月 12日  案の公表、意見募集開始 

平成 31年 1月 10日   意見募集終了 

平成 31年 2月          意見募集結果及び市の考え方の公表 

 



 

パブリック・コメント意見提出様式 
～ あ な た の ご 意 見 を お 待 ち し て い ま す ～  

 

ご住所 
（所在地） 

 

お名前 
（法人名・団体名） 

 

電話番号  

案の名称 浜松市農業振興ビジョン（案） 

意見募集期間 平成３０年１２月１２日（水）～平成３１年１月１０日（木） 

意見欄 

 

・この様式は参考です。任意の様式でも提出していただくことができますが、その
場合でも、上記と同様の内容について記入をお願いします。 

・この様式は、市ホームページからもダウンロードできます。 
 
【提出先】 農業水産課あて 
住所    ：〒４３０－８６５２ 浜松市中区元城町１０３－２ 
ＦＡＸ   ：０５３－４５７－２２１４ 
Ｅ－ｍａｉｌ：nousui@city.hamamatsu.shizuoka.jp 
 

 

 

mailto:nousui@city.hamamatsu.shizuoka.jp


 

 

 

 

～どうやって意見を書いたらいいの？～ 
 

「もっとこうしたらどうか」「もっとこうしてほしい」など、計画や条

例の案を見て思ったこと、感じたことを箇条書きや文章にまとめてくだ

さい。 

 どうやって書いたらいいか分からない場合には、以下の書き方例を参

考にしてみてください。 

 

＜書き方例＞ 

・ ●ページにある「○○○○」という言葉は分かりにくいので、「□□

□□」に変えてはどうでしょうか。 

・ ●ページの「△△△△」については、「■■■■」という内容を追加

したほうがよい。その理由は･････だからである。 

・ ●ページに書いてある目標件数ですが、「○○件」では少ないので、

「□□件」にすべきだと思う。 

・ ●ページの「△△△△」という文章は具体的にどういう意味なのか。

また、専門用語が多く使われているので、計画の中に用語解説をつけ

るべき。 

  

 

皆さんからの

ご意見を 

お待ちして 

おるのじゃ！ 


