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はじめに 

 近年，国内の農業を取り巻く状況は，農産物価格の下落や農業者の高齢化，後継者不足，耕

作放棄地の増加など大変厳しい状況にあります。国内の食市場においては，少子高齢化の進行

や人口減少の本格化により縮小に向かう一方，世界の食市場は人口増加や経済成長に伴い拡大

が続くことが見込まれます。 

 新潟市は，市町村として日本一の水田面積を誇る全国有数の大農業都市です。市内各地では，

コシヒカリなどの米をはじめ，さまざまな野菜，果樹，花きなど全国に誇れる魅力的な農産物

が生産され，米菓，酒，発酵食品といった食品関連産業も大きく発展しています。 

本市の最も重要な農産物である米については，平成 30 年産米から生産者や集荷業者・団体

が自らの経営判断で米の需給調整に取り組むことになり，新潟県から示される「新潟米の県全

体の生産目標の市町村別内訳」を参考に生産が行われています。農業の成長産業化と農業者の

所得の確保に向けて，国・県からの交付金や補助事業による支援に加え，本市独自支援として

「元気な農業応援事業」により経営規模拡大や加工用米・米粉用米・酒米の地域内流通の促進

による水田のフル活用を推進するとともに，新たな生産の柱となる園芸作物の導入も重点化し

ております。本市農業にとって大きな転換期を迎えており，ますます農業者・生産者団体・行

政が一体となって対応していくことが重要です。 

 こうした中，国家戦略特区の指定を受けた本市では，規制緩和を活用した企業が特例農業法

人を設立して営農しているほか，全国で初の農家レストランが3店舗開業して4年目を迎える

など，全国に先駆けたモデル的な農業や新たな形の農村地域の活性化の取組が進められていま

す。平成 29 年度には特区民泊と農業支援外国人材の 2 事業を進め，田園資源の活用や外国人

人材の活用に向けた取り組みを推進しています。また，特区の規制緩和は利用していませんが，

ロボット技術やICTを活用して省力化や精密化などを進めた次世代型農業（スマート農業）を

目指す企業が市内農家と協力できる体制が構築されており，本市農業の活性化が加速すること

を期待しています。 

さらに，農業の6次産業化に加え，子育てや教育，福祉などの分野で本市の豊富で多様な田

園資源をフル活用して連携させる，農業の 12 次産業化を進めています。食と農と文化を融合

させる食文化創造都市の推進については，レストランバスの運行をはじめとする生産者と料理

人と消費者の結びつきを深める活動を行うとともに，本市の食の素晴らしさや食文化を活用し

たまちづくりを図ることで，食で選ばれる新潟市の実現に向けて取り組んでまいります。  

この 5 月には G20 新潟農業大臣会合が本市で開催され，34 の国・国際機関の代表団を新潟

にお迎えしました。会議場の内外での新潟の食や農についての展示や，本市がこれまで先進的

に取り組んできたスマート農業の視察を通じて，本市の食と農の魅力や可能性，おもてなし文

化の素晴らしさを世界に発信することができました。 

 また，本市の水産業は，沿岸・沖合漁業とともに，信濃川，阿賀野川等での鮭漁や種苗生産

などの内水面漁業も意欲的に取り組まれています。今後も水産物と漁業の魅力の活用を積極的

に進め，漁港や水産施設の整備など漁業基盤の整備を推進してまいります。 

「新潟市の農林水産業」は，本市の農林水産業の現状と様々な取組を整理しました。本市の

農林水産業をご理解いただく基礎資料等としてご活用いただければ幸いです。 

最後に本冊子の発行に当たり，御協力くださった関係各位に厚く御礼申し上げます。 

令和元年４月 

新潟市 農林水産部長 二神 健次郎 

平成31年4月
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