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第 32 回神奈川県都市農業推進審議会 議事録 

平成 30 年 12 月 19 日（水） 

 

―開会― 

（農政課長） 
安藤会長に議事進行をお願いします。安藤会長よろしくお願いします。 

（安藤会長） 
 それでは、事務局から本日の進行予定について説明してください。 
（農政課長） 
 それでは、簡単にご説明します。 
傍聴希望者がいる場合は、本審議会は公開とされておりますので、傍聴者の入

室について決定をお願いします。 
次に審議事項に入っていただきますが、神奈川県都市農業推進条例の改正素

案につきまして、事務局から「改正素案に係る市町村・関係団体からの意見と県

の考え」についてご説明しますので、その後ご審議いただきます。 
審議会終了後、進和学園まで移動していただき、農福連携及び６次産業化の事

例につきまして現地調査をしていただきます。 
本日の進行については以上です。どうぞよろしくお願いします。 

（安藤会長） 
 本日の審議会の傍聴については、傍聴要領に基づき公開することといたしま

す。本日は傍聴希望者はいらっしゃいますか。 
（農政課長） 
 本日は傍聴希望者はございません。 
 

―議事（報告）― 
（安藤会長） 
 それでは審議事項に移らせていただきます。はじめに、事務局から資料説明を

お願いします。 
（事務局） 
 ～農業企画グループリーダーより資料１，２に基づいて説明～ 
（安藤会長） 

 それでは、かなり専門的な話で、用語の質問なども出るかもしれませんが、皆

さんからご意見いただければと思っております。私が若干の解説を加えると、最

初に特に保全すべき農地の取扱いが問題になっているという話をしましたが、

２つの意見があるようです。答弁を今日初めて読みましたが、幅広く農地を守っ

ていきたい人達と、農地の転用、開発をしたい人達の２派がいて、その両方の人
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達にとって特に保全すべき農地を限定することが問題であるという状況なのか

と思います。幅広く農地を守っていきたい人達からすると農振農用地あるいは

生産緑地に限定して施策が実施されるとなると、それ以外の農地はどうなるの

かという問題提起です。それから、特に保全すべき農地で指定されて、県がこう

いう枠までかけたりすると、法的な拘束力はないですけれども、農振除外という

言葉が出てきましたが、農用地区域から除外しないと農地の転用はできない。条

例で規定されているから、よりそのハードルが高くなるという感じがすると、ま

だ開発を志向している地域もあるでしょうから、そういうところからするとこ

れは困ると、こういう２つの意見がどうもあるようで、議員の先生方がどっちの

意見なのかよくわからないところもあって、そのような意見が出ているという

ことでしょう。原案通りではなかなか通しにくい状況で、皆さんからご意見をい

ただきたい。議論を誘導する訳ではありませんが、農地を守ることについて、ど

う考えたらいいかということに関して幅広くご意見いただければと思っており

ます。例えば、全体的な底上げの含意、秘訣は何だとお考えでしょうか。何を求

められているのでしょうか。県として、施策として、何ができるのでしょうか。 

（農政課長） 

 我々の考えとしては、特に保全すべき農地ということで対象を絞り、そこに対

して集中的に施策を講じていこうと改正素案を出させていただきました。それ

をしないとなると、今までと変わらない形となります。県内全域でいうと今まで

の農業を都市農業として、今の状況が続いている中でどういう形で何をやって

いくのかと、それによって神奈川の農業がどう発展していくのかをしっかりと

示すことが必要ではないかという主旨だと理解しています。 

（安藤会長） 

 何を具体的に求められているのでしょうか。つまり、特に保全すべき農地以外

の農地に対する施策というのは何でしょう。 

（農政課長） 

 やはり生産量とか生産額という話に当然なってくると思います。 

（安藤会長） 

 それを上げるための何らかの補助金とか、何らかの施策を用意して欲しいと

いうことでしょうか。 

（農政課長） 

 最終的にはそうなると思います。 

（環境農政局長） 

 神奈川県の場合、全域を都市農業という位置づけをし、ハード系の土地整備に

ついては、法律がありますから、整備ができるところとできないところがあった

のですが、農業振興という部分については、特に全県を対象に生産を促進するよ
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うな施策を打ってきたということがあります。議員がおっしゃっているのは、特

に保全すべき農地とした場合にもこれまでやっていた施策自体を絞り込んでし

まうということはせずに全体的な部分については引き続きやって欲しい、でき

れば都市農業を神奈川県はやっている訳だから、全体としてさらに振興を図っ

て欲しいというぐらいの意味合いかと思います。 

（安藤会長） 

 特に保全すべき農地については、底上げしたままさらに何か政策を打ち出し

たいとなると、さらに上乗せ、エクストラ的なものを付けるような構造にしない

と難しいですかね。 

（環境農政局長） 

 さらに言うと、特に保全すべき農地については、その中でもさらにやっていく、

それ以外の地域についても置き去りにしないで欲しいという意味合いだろうと

思います。 

（坂本委員） 

 それは県のお考えとしては、そのお考えと合っているのでしょうか。 

（環境農政局長） 

 県の考えとしては、今、農政課長が申し上げたように基本的には特に保全すべ

き農地における部分を一生懸命やっていきたいと、だからと言って、それ以外の

地域については、手を引くというわけではないです。 

（農政部長） 

 ソフト事業については、基本的に全県を対象に差をつけずに行っている。普及

指導、技術開発の研究は区別はしていない。これからさらに生産量を維持してい

こうと、県内でかなり右肩下がりに落ちてきている中、いかにして食い止めてい

くかを考えた時に、今までやっていた同じことをやっても厳しいだろうという

考えのもと、永続的に農業をやっている人達、生産意欲の高い人達のところにプ

ラスで乗せていくための施策を何か打っていかなければいけないということを

考えた時に、ある程度、対象とする農家の方々を絞り込む。つまり、農業で生活

している、意欲的に生産している人達のところが多いのは農振農用地であり、生

産緑地であるということを踏まえた上で、特にそういうところに「特に保全すべ

き」という言葉が良いのか、特にそこの場で営農してる人達を振興すべきという

言い方がいいのか、わからないですけれども、そういう形で支援することで、よ

り県内の生産量の減少傾向を止めていくという考え方がベースにあるというこ

とです。ですから、ある程度、少し上乗せをしていくっていう考え方を今回、示

させていただきましたけれども、ただその示し方が特に保全すべき農地という

言葉の使い方がいかがなものなのかというような意味合いもあるのかもしれま

せん。 
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（安藤会長） 

 今のご説明に何かありますでしょうか。 

（坂本委員） 

 まず前提として、法律の範囲に入っているということで、国の立場からすると

条例について何か申し上げる立場でもないと思っております。ただ、今の話をお

聞きして、特に振興すべき対象を明確化するというのであれば、多くの方は納得

されるのかと思ったんですけども、農地を保全するという話と、そういう人がた

くさんいる農地を指定していくという話が混在しており、ちょっと意図がずれ

てしまったのではないかと考えます。 

（農政部長） 

 説明の仕方が偏ったかと思いますが、農地も右肩下がりでずっと落ちている

ところはあるので、神奈川の場合、都市化の波が強いですから、減っていくとい

うことはある程度、致し方ない部分はあります。ですが、なるべく減るスピード

を落とすように持っていきたいという気持ちもあり、今回、生産緑地の制度は変

わりますので、特に県としても、なるべく生産緑地から特定生産緑地に移行して

もらいたいという気持ちが我々としても強い。そういう中で、特に保全して欲し

いという気持ちも込めて、特に保全すべき農地という言い方をしているという

ところもあります。ただ、農地を保全するには、そこで営まれている農業が成り

立っていかないといけないという意味合いもありますので、それをサポートす

るための手立てみたいなことから入っていくという形になるのかなというよう

に思います。特に保全すべき農地といのは、そういう意味合いも含んでいるとい

うことです。 

（安藤会長） 

 この審議会では、新しい何か提案を出さなければいけないということではな

くて、意見が出れば良いということでしょうか。 

（農政部長） 

 そうですね、皆さんのご意見を色々とお聞かせ願えればと思います。 

（吉岡委員） 

 今回のものを何回か読んでいて、この「特に保全すべき農地」という言葉に引

っかかりがあります。言葉が適切ではないのか、この「特に」を使うことによっ

て、何か他のところに誤解が生まれているような感じがして、県の方ではこうし

たいからというのはわかるのですが、この言葉を持ってきたのは、何かで使われ

ているから持ってきたのか、それとも今回のところで生まれたのかを聞きたい

なと思います。 

（農政課長） 

 県内全域が保全すべき農地なんですけども、今回は特に他から持ってきてい
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る訳ではないです。 

（綱島委員） 

 一農家からしてみると、凄くきつい言葉に聞こえてしまうんですよね。条例の

全体を読んでいて、特に保全すべき農地と指定すると、そこだけ浮いているよう

な感じに取れて、何か文言をもうちょっと適切なものに変えられないのか、要は

生産量であるとかを推進をしていきたいということですよね。そうするともっ

と何かないのかなというように思いました。あと、生産緑地に関しては土地利用

として、農家の方は農地として残さなければいけないところもあるのですが、相

続とかを当てにしてしまっている方もいらっしゃいます。先ほどあったように

手放すことがいけないのではないかと誤解が生まれてしまうのではないかと思

いました。 

（安藤会長） 

 どなたかありますでしょうか。吉岡委員、お願いします。 

（吉岡委員） 

 農業のことは素人ですが、会長さんの補足でそういうことだとわかりました。

「特に」と言うと、指定されなかった方が、県がサポートしてくれていないのか

なという言葉の表現の印象の部分がかなり強いかなと思います。先ほどの３ペ

ージの最後のところの施策の見える化をしてくださいというところは、農政課

長さんがおっしゃったように県全体を保全したいという補足もない中で聞くの

で、もしかすると言葉が独り歩きするということがあるのではないでしょうか。

全く別の例ですけども、例えば食育という言葉に今はなっていますが、昔は栄養

指導で、指導はトップダウンのイメージで、それが教育になり、食育になり、今

は援助という上からではなく支援という言葉を使っています。言葉一つをとっ

ても細心の注意を払わないといけない。すごく言葉に気を遣います。そうした点

から考えますと、「特に」とつけることによって、悪い意味の差別に繋がるよう

な印象を受けてしまうのかなというのが率直な感想です。あとは、今回、特に県

の考えとして、特に保全すべき農地に特化してある期間支援することによって

どのくらいの費用対効果が期待されるのかの試算を一緒に示されていたのでし

ょうか。 

（農政課長） 

 施策はこれからの部分もありますので、費用対効果まではできていません。 

（吉岡委員） 

 その辺が見えると、５年なり 10 年なりで特に保全すべき農地が永久固定では

なく、長中期の中で中期までは、この地域が特に保全で、その期間にこれくらい

の費用対効果が見込まれ、県として右肩下がりをストップできた後に、普通の保

全すべき農地の順番になった時に後半の計画の中ではこうなるという見通しが
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あると、皆に伝わって安心するのかなと、細々やっている農家さんも見放された

のではないという気がするのかと思います。 

（安藤会長） 

 では、次に、秋本委員、お願いします。 

（秋本委員） 

 神奈川県下の全農地を特に保全すべき農地という形で、政策的に支援すると

ころというのは、経営体があって初めて可能であって、例え線で囲っても、今、

経営されていない経営体が、耕作されていない農地は指定のしようがない訳で

すから、もっと緩い意味で特に保全すべき農地という形でやってはどうかと思

います。 

（安藤会長） 

 線を引けば農地が守れる訳ではないという話ですよね。農業をする人に着目

したらどうかというご提案かと思います。補助事業だと、農振農用地でないと使

えない事業というのも結構多いのではないか、また、県もお金がなくて大変で、

国庫補助事業に乗っかる形でしか施設投資とかできない等、もしかするとそう

いう問題が絡んでいるかもしれません。 

（農政課長） 

 そうですね。事業を実施する場合、事業対象地域を受益地という言い方をする

のですが、基本は農振農用地になります。今回、県の施策で、今まで市街化区域

内につきまして、特にハード系の事業については実施していなかったのですが、

今年度から生産緑地も対象になるということでやってきていますので、ある程

度その対象地域をどこにするのかというのが、事業を実施する上では決めてい

かなくてはいけないというのはあります。 

（安藤会長） 

 農家レストランを作るような補助事業を考えてらっしゃるのですか。 

（農政課長） 

 生産緑地を対象とする事業では、農家レストランもできます。 

（安藤会長） 

 事業の実施範囲を巡る問題を読み込んだ議論ということだったのかもしれま

せん。 

（秋本委員） 

どうしても特に保全すべき農地という対象地域は必要なのですか。 

（農政課長） 

特に保全すべき農地というのは色々とご意見もいただきましたので、それを

このまま通そうという考えはありません。 

（安藤会長） 
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まとまりのある優良な農地というのは生産緑地法が改正される前のはなしで

すね。現在は 500 平米から 300 平米まで引き下げることができるようになりま

した。そういうところまで目配せして神奈川県がやっていきますよというそう

いう先進的に踏み出すような内容だったと思います。ですが、制度が変わって

しまいましたので、まとまりのある優良な農地がある程度引き下げられたと解

釈すると、もう少し更に進んで何かをやりたいとなると、どのような文面がい

いのかは悩みどころです。色々な方が言われたようにこれを見て考える方々

は、人によって大きく違いますからね。センスというか感覚というか、感受性

の違いなのか。意見、見解の違いがこれについては特に出てしまう。そういう

面がこの表現にはあったのだろうなということになります。それだけに皆さん

から、この言葉も含めてどのように考えていらっしゃるか。その普通の人たち

の感覚を汲み取り、意見を出していただければ、この条例づくりに役に立つと

思っています。思いついたようなことで本当に構いませんので、ご意見をいた

だければと思います。石川委員、お願いします。 

（石川委員） 

保全する農地が恵まれていて、営農する農家に力が入っているのかなってそ

ういう感じ、本当に何にも分からないのですけど今そういう感じを受けまし

た。 

（秋本委員） 

保全する農地というようにして仰せられると、従来の土地利用、今の法令で

規定されているそういった法令は従来通りのはずですよね 

（安藤会長） 

そうです。変わらないです。 

（秋本委員） 

ですから実態は変わらない。 

（安藤会長） 

変わらないです。 

（秋本委員） 

地主さんにとって実態は変わらない。ですが、従来通りの表現では神奈川の

都市農業推進のこれは少しインパクトがないものですから。 

（安藤会長） 

意欲的に取り組んで何かやろうというときの根拠に使おうということでもあ

ります。 

（秋本委員） 

ですから、全農地をとって保全する農地で、もっと緩い形で表現すればよい

のかなと思うのですけれど。 
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（環境農政局長） 

県としても、市町村がいらっしゃいますし、農業者の方が、地主さんがいら

っしゃいますので農地の保全自体は、県だけではできないわけです。一方、そ

の県行政、農政としては、農地はなるべく保全したいので、今回生産緑地につ

いてもこれまでは宅地化の運命にありましたけれども、これからは市街化区域

の中で農地として残していこうと法律が変わってきた。一方、農用地について

も、今減っていく方向にありますけれども、できればそれを少しでも回復して

いきたいという傾向があり、県としてはできれば農地を増やしていきたいとい

う気持ちがあります。それを県の条例でその気持ちを表したいと思いまして、

特に保全する農地と表現し、生産緑地にしても市町村が条例を作らないと面積

要件を下げることができませんし、農用地の編入についても市町村や農家の方

の理解がないと進みませんので、県としてしてはそうしたいという気持ちを示

して、市町村さんも生産者の方も一緒になっていきませんかということを示す

ために、特に保全すべき農地という言い方を使ってみました。ですが、確かに

今お話にあったようにもっと違う言い方があるのではないかというご指摘がそ

の通りかもしれないなということでありますので、この表現、改正を見直すべ

きじゃないかという意見を、団体からも議会からもいただきました。今日、同

じテーマでご意見を伺ったところ、やはり同様のご意見もいただいているのか

なというように今受け止めております。よって今我々の方で考えている条例素

案につきましては、もう一度少し考え直させていただいて、その農地を保全し

たいという気持ちは変わらないのですけれども、条例でどう表現するかはやは

り考え直すというか、その再考させていただくということでしょうか。 

（成田委員） 

いいですか。 

（安藤会長） 

はい。成田委員、どうぞ。 

（成田委員）  

やはり「特に保全すべき農地」と書かれていると、ものすごく特別に囲われ

た農地と捉えてしまう人がいるかも知れないですね。農業者でも、消費者で

も、誰でも、確かにそのように捉えてしまう可能性があるかもと、お話しを伺

っていて思いました。今の条例に記載されている「まとまりのある優良な農

地」と書かれていると、そんなに厳密に特定されていないイメージが浮かぶの

ですが、素案の文章だと、グッと範囲が限定される様なイメージを持ってしま

う可能性が確かに高くなりますね。これを文章で表現することは、とても難し

いでしょうけれど、今、局長がおっしゃられた通り、違う表現が必要なのかも

しれないなと感じました。 
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（安藤会長） 

ありがとうございます。 

（山田委員）  

今、局長がおっしゃったことが全てで、よくわかるんですけれど、何度も話

が出てますとおり、あの囲われた感じが生産者もどのように感じるのかなと感

じるところがあるし、具体的に神奈川県でこの囲うというか特別な土地という

のを示すならば、ここを確保することによって神奈川県の生産量がどのくらい

シェアを増やすことができるから、農業を守っていくために必要だという考え

があるとか、そういった具体的な部分もちょっと補足してかないと、生産者

を、本来我々としては生産者とつなぎ止めていってほしいというのが我々の卸

売会社の立場側の意見なので、保全すべき土地の意味が伝わりづらいというの

がありますね。今おっしゃった事が全てだと思います。だけどなかなかこれだ

けだと、生産者も何なのって、やることによって何かあるのという具体的に変

わんないでしょ、法律に守られてるから変わらないけれど、変わらないけれど

保全するといわれるんだったら何がどうかわるのかというところは、もうちょ

っと出してほしいなという気はいたします。 

（成田委員）  

確かに、条例という枠の中で、表現できる言葉というのは限られているのか

もしれませんが、県職員の方々の様々な想いを、もっと伝えていただきたいで

す。生産者の方々へ、みなさんの「生産量を上げたいんだ、農地守りたいん

だ、もっと増やしていきたいんだ、だからこういう施策を考えているんだ。」

という想いを、どこにどう表現したら適切なのか。今、解が見つからないので

すが、もっと伝える工夫をしていただけないかなと、消費者側からは思いま

す。もちろん消費者側からしても、生産量が上がって、神奈川県産のものが世

間に知れ渡ったり、注目されたりしたら、私たち消費者側にとっても、ひとつ

の誇りになります。神奈川県ってこんなに農業が盛んなんだよ、こういう農産

物が強いんだよとか、消費者側でもすごく嬉しく感じて、人々へ伝えていける

ようになります。少し話がずれたかも知れませんが、伝えるためには、伝わる

ためにはどうしたらいいのかということを、ぜひ心に少し止めていただいて、

様々な書類に表現していただけたら、みなさんに理解していただけるのではな

いかなと思います。 

（二宮委員）  

前回のこの審議会で、この素案が出されまして、私個人としてはその内容に

特に違和感は感じませんでした。というのは先ほど、県の事務局の方が説明し

ていますとおり、現行の政策自体は何も変わらず、そこに上乗せをするという

ことであったものですから、それがあって違和感を感じなかったのが素直な気
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持ちです。何故かというと、JA としては、今その施策の要望の中に、町の部分

の生産緑地への反映ですか、今神奈川県の町には生産緑地がありませんので、

生産緑地制度を町の方に普及していただきたいということを県にはお願いして

ますし、市町村の農協からもおそらく町を管轄にもっている農協は行政に対し

てそういう要求をしているんだと思います。それはやっぱり農地を基本的に残

すんだというベースに立っていますので、そういった意味で、前回示されたこ

の県の改正案に特に違和感を感じなかったというのが素直な気持ちです。もう

一方で、先ほどからこの政策の基本的な目標として、底上げを図るんだという

ことを言われてまして、その底上げは何だというと、先ほどの話ですと、生産

量の向上だと農政課長が言われましたけれど、ここはちょっと違和感を持ちま

して、我々は販売額の向上といいますか拡大というのかな、それは農業という

のは生業といいますか業でありましてね。農業が成り立つのは、1つは生産す

るベースの農地です。その農地で生産物を作る農家や人ですね。秋本さんのよ

うな。秋本さんたちが生産技術を持つことなんですね。そこにきちんと市場性

をもつ商品作物がある。その４つがそろうと、市場性がでて農家が業として成

り立つ。これが農業で再生産可能になるということですね。したがって、底上

げを図るというのは、販売額が上がらなければだめだとそういうような考えを

持ってます。これは皆さんも特に異論はないと思うんですけれど。その基本的

ベースの農地、これを政策的に県が維持していくというのは非常にありがたい

考えだと感じています。ただ、その基本には、農家が業として成り立っている

農地を農地として残して使っているんだということがなければだめなんです

ね。したがって、県が色んな政策を議論していただいていますが、そのことが

農家に対して農地が残せるんだ残すんだという最大効果がある政策として作っ

ていただきたいというのが私の気持ちです。それを最大効果がある施策として

作るのが、果たしてその条例を変えることが必要なのか、それとも条例の下に

つくなにかぶらさがっているような施策を変えればいいのか、そこは私として

はなかなか政策的な素人ではそこは分かりません。そこは県の方の最大効果を

判断して制度設計していただければいいんじゃないかと思いますが、全体的に

は 2つの視点を、意見としては思っております。以上です。 

（安藤会長） 

ありがとうございます。条例まで書き込む必要があるかどうかという点を、

もう少し施策としてどのようなことを実施するのかという点と関連付けて検討

してみてはどうでしょうか。条例に書き込むことは予算を獲得するという面も

プラスに働くことになるということは間違いないですね。 

（二宮委員）  
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そこは誤解ないように話しておきたい。そこは良い悪いとは言ってなくて、

どこが一番政策的に効果があるのかというのを県としてきちんと判断してやっ

ていただきたいということを申し上げているので、それに対して私が反対とか

どうこう言ってるわけではないです。そこは誤解ないように言っておきます。 

（農政部長） 

条例を今回変えようと思って考えた基本的な趣旨、考え方については、神奈

川県都市農業推進条例を持ち、その下にかながわ農業活性化指針という計画的

なものを持っています。施策的なものは、大体そこに色々と書かれている。今

回審議会の皆さんにも色々ご意見をもらい作り上げている形になっているので

すが、指針の方は基本的には議会にも報告して意見をいただき、あるいは審議

会にも諮って色々意見をいただいきましたけど、基本的には県の考え方で最後

は承認不要でできてしまう。ところが条例は、最低でも県議会で承認いただか

ないとできないという性格のものなので、いわゆるその県としての何かこうい

うことをやりたいこういうことをやるんだ、そういうことをやる上において、

条例で示すことの意味合いというのは決定的な差があるということがあって今

回条例に入れよう、条例を変えていこうということで動かしてきてるというこ

とはご理解いただきたい。 

（安藤会長） 

選挙の洗礼を受けた人達の承認を得ている、すなわち、県民の総意を得てい

るということになりますが、それだけに、議員の先生方もこの条例が変な争点

に使われるのを心配されている。大変慎重になられるのはそのためです。農地

を守りたいという想いは同じですがそれをどのように表現したらよいか。議員

の先生方のご理解を得られるような文面にするのにかなり苦労されているのだ

と思います。本当にわずかな言葉の問題なのしれませんが、そこに込められて

いる意味合いをより豊かなものにするためにご意見を伺っているのですが、同

時に政策の構造についても、こうしたやりとりを通じて委員の皆さんに理解を

共有していただけたらと思ってます。 

（遠藤委員） 

参考資料の中で、２の１のところ基本理念のまとまりのある優良な農地を特

に保全すべきというように変えたということは、県のやる気をみせたという表

現でよろしかったですかね。今、繰り返しになりますけれども、私は開成町の

立場であり、農業委員会にいるポジションでもあるので、特に保全すべきとい

う言葉は、県内すべての農地を守るんだという表現ではあるというところなん

ですけれど、やっぱりイメージとして、農振農用地の農地の転用規制みたいな

ところをより強化するみたいなイメージが出てくるような気がするので、局長

さんもその言葉は変えるんだというお話のようなので、この辺をご検討いただ
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きたい。あと資料２の 6ページの一番下の持田委員の質問の中の、農業企画グ

ループリーダーから説明を受けたところ、５行目の後半ぐらい「このままこの

形で改正することになるのであれば、後になって、問題が出てくるのではない

かと危惧している。」というようなことも言われてますから、条例とは相当厳

しいもので一回使ってしまうとこの言葉がなんか特に独り歩きしていくような

気がするので、やはり多方面から出てきたように少し言葉を変えていただきた

いなと思います。以上です。 

（安藤会長） 

ありがとうございます。 

（環境農政局長） 

基本的には、まず法律があり、実際の農地があり、そこを耕されてる生産者

の方がいらっしゃるということがもちろん大前提であります。ただ県としては

そういったことを前提に農政を進めるにあたって一緒にやっていくんだという

趣旨で、都市農業推進条例を作りまして、プレイヤーであるのはもちろんこの

条例自体ももちろん規制の条例ではなくて、一緒に進む方向を明らかにする条

例として、その中にある県の責務、県民の責務、生産者の責務を決めて、それ

ぞれ力を合わせて神奈川県内の農業を振興していこうという趣旨で書いてあり

ます。今回の過程を経て、いただいた様々なご意見を踏まえまして、皆さんが

納得できる形での表現にしないといけないと思い、より適切な表現になるよう

に、これから検討を進めてまいりたいというように考えております。 

（綱島委員） 

すみません。あのもう一個いいですか。 

（安藤会長） 

はい、綱島委員、どうぞ。 

（綱島委員） 

農地とは別になるのですが、条例の件で、農業者として、先日、県の方で行

われた女性農業者の研修会の方に参加させていただきました。県内の若手の地

域参入者の方を含めた若手の女性農業者の方と交流することができ、すごく勉

強になりました。その中で思ったのは、今のことで農地を保全ということも力

を入れることも必要なんですが、育成の方にも非常に力を入れていかないとこ

の今の高齢者の方が多い中で、うまくシフトできるような体制、その中にも新

規参入者の方への手厚い支援というか補助金もあるんですが、親族が継いでや

りたいといったときの支援というのがなかなか少ないというところがありま

す。なので、そういったところにも少し目を向けていただいて育成というとこ

ろに力を入れていかないと本当に待ったなしの状況なので支援を何かしていた

だければ、ここにも条例の方にも書いてあるように、農業者等の責務というと
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ころで(２)「生産流通及び販売活動並びに県民との交流活動を通じ」というと

ころで、意欲的にそういったものにつながるようにしていただければと思いま

す。 

（農業振興課長） 

研修では、他の地域の生産者と交流もして頂き、情報交換もできているのかな

と思います。担い手の方への支援、技術指導については、先ほどの農地の問題を

おいておきまして、幅広く農業技術センターで技術指導をしております。補助事

業などは、国の事業も充実しており、少しずつ県内でも国庫事業の利用も増え、

また JA グループの方でも、応援プログラムとしてメニューが出ていますので、

具体の要望を聞きながら、既存メニューの紹介、また必要があれば追加の施策の

展開ということを考えていきます。 

（環境農政局長） 

あと、先ほど底上げという話があって、議員はその全体が進歩するといいとい

う趣旨で底上げという意味をとっているのですが、議員がその生産量とか生産

額販売額とは言ってないのですが、我々としては総合的に生産量とか販売量を

上げると考えているということです。 

（農政課長） 

現在の指針では、農地面積を数値目標として位置付けるとともに、主に農畜産

物の販売額を現状維持していこうというということで位置づけられています。 

（安藤委員） 

そうですね。私が少し考えすぎたようです。農振農用地以外についても土地改

良事業を行ってほしい、固定資産税の引き下げ運動をやりたい等、そうした要望

が仮にあるとしたら大変だなと思って底上げの意味する内容をたずねてしまい

ました。そこまでのことは考えていらっしゃらないということなので、とりあえ

ず、そのように受け止めておきたいと思います。3時半からは現地調査にいかな

ければいけないので、早く開始したにも関わらず、私が議論を誘導してしまった

がために、このような意見聴取の形にしてしまいました。申し訳ございませんで

した。以上をもちまして、審議事項については終わりましたので事務局に進行を

お返ししたいと思います。どうもありがとうございました。 

（農政課長） 
安藤会長、進行の方ありがとうございました。 

―閉会― 


