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環境農政常任委員会 質疑応答要旨 

平成30年12月12日 

新堀 史明 委員（ 会派 自民党）  

神奈川都市農業推進条例の改正素案について

質問（ 新堀委員）  

神奈川県都市農業推進条例の改正素案について伺う。  

条例の改正については、 前回の常任委員会で改正に係る基本的考え方につい

て報告をいただいている。 その後、 都市農業推進審議会で審議を経ているとい

うことであるので、 この改正素案に関して、 何点か伺う。  

 10月に開催された審議会からの意見として「 特定生産緑地の指定漏れがない

よう、 市、 農業委員会、 Ｊ Ａが連携して取り組むことが大事」 とあるが、 連携

した取組については、 具体的にどのように対応していく つもりなのか伺いたい。  

答弁（ 農政課長）  

特定生産緑地の指定につきましては、 農地を所有している農業者の方などの

同意が前提となっています。 また、 制度を導入している市におきまして、 Ｊ Ａ、

農業委員会と連携し、 制度を周知し、 意向の確認を漏れなく 実施することが必

要となります。  

 また、 ３ ０ 年を経過する前までに指定する必要があり、 期限を過ぎてしまい

ますと指定できなく なることから、 早めに事務手続きを進めることも必要とな

ります。  

 県内におきましては、 まだ、 指定に向けた具体的な手続きは始まっていませ

んが、 一部の市においては、 Ｊ Ａと連携した説明会が開催されていますので、

まずは制度の周知等を行うために、 他の市においても開催されるよう、 Ｊ Ａ県

中央会などとも調整しながら働きかけていきたいと考えています。  

質問（ 新堀委員）  

特定生産緑地の指定は、 期限が決まっているものであるため、 速やかに進め

ていただきたいと思うが、 今回の改正素案に出てく る「 特に保全すべき農地」

として「 農業振興地域全体を対象にすべき」 との意見もあるが、 それについて

は、 どのように考えているのか伺う。

資料２
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答弁（ 農地課長）  

農業振興地域は、 総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる

地域について指定するものですが、 その中でも農用地区域内の農地は、 法令等

によりほ場整備などの農業生産基盤整備事業の対象とされるため、 土地利用が

規制され、 原則として転用を許可できない農地とされていることから、 県とし

ては特に農業振興施策を講じていく べき農地であると考え、 営農が担保されて

いる生産緑地などと同様に「 特に保全すべき農地」 に位置づけることとしてお

ります。  

質問（ 新堀委員）  

条例が改正されると、 「 特に保全すべき農地」 から外れる農地が出てきて、

それを「 特に保全すべき農地」 への移行を促進することとしているが、 新たな

規制や運用の強化によって移行を促進すると考えているのか伺いたい。  

答弁（ 農地課長）  

「 特に保全すべき農地」 への移行につきましては、 既存の法令や国の通知等

で示されている当該農地の指定基準等を市町村に改めて周知し、 それに基づい

て移行を促進するものと考えており、 新たな規制や運用の強化は予定しており

ません。  

質問（ 新堀委員）  

 特に規制等は考えてないということだが、 それでは「 特に保全すべき農地」

への移行については、 具体的にはどのように進めていこうと考えているのか。  

答弁（ 農政課長）  

「 特に保全すべき農地」 への移行ですが、 県の支援につきましては、 ソフト

面の栽培技術や農業経営の改善指導につきましては、 特に保全すべき農地以外

であっても、 これまでと同様に実施してまいります。  

また、 ハード面のほ場整備など土地改良事業や農業用施設の整備に対する支

援につきましては、 農用地区域を中心に重点的に実施するとともに、 生産緑地

につきましても今年度から実施している事業により支援します。  

このように「 特に保全すべき農地」 に対する支援を通じて、 特に保全すべき

農地以外につきましては、 既存の施策・ 事業のほか、 今後検討する施策・ 事業

を含めまして農用地区域や生産緑地へと移行を促進していきたいと考えていま

す。  
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質問（ 新堀委員）

審議会のほかに、 市町村や農業団体などにも意見聴取しているが、 どのよう

な団体を対象に実施したのか。 また、 今回の条例改正に対する説明会なども団

体、 市町村に行ったのか伺いたい。  

答弁（ 農政課長）  

意見聴取につきましては、 ３ ３ 市町村の農政所管課、 ３ １ の市町農業委員会、

及び県農業会議やＪ Ａなど２ ８ の農業団体を対象に、 １ ０ 月２ ４ 日付けで「 条

例の一部改正素案に対する意見等」 を照会しました。  

 次に、 説明会ですが、 １ ０ 月２ 日に県農業経営士協会に行っています。 また、

１ ０ 月１ ２ 日に各Ｊ Ａ農政担当部課長会の中で、 １ ０ 月２ ３ 日は県農地中間管

理事業推進会議の場を使って説明しています。 このように、 既存の役員会や会

議など関係者の方々 が集まる場で、 それぞれ時間をいただき、 条例改正の背景

や基本的考え方などを説明しております。  

質問（ 新堀委員）  

 今回の条例改正は、 説明が大切であると思われるが、 説明会では、 具体的に

どのような意見があったのか伺いたい。  

答弁（ 農政課長）  

説明会では、 特に意見はありませんでしたが、 意見照会の結果、 いく つかの

意見をいただいています。 具体的には第２ 条の定義に関しては、 特に保全すべ

き農地に対して、 「 市街化調整区域を含めること」 、 「 その他まとまりある農

地を加えること」 、 「 町の市街化区域が位置付けられていない」 といった意見

がありました。 また、 「 農用地区域を含めることに反対する」 という 意見、

「 土地利用に関わる特定の法律に基づく 農地を位置づけることは、 条例の理念

に馴染まず不適当である」 、 「 県全域で営まれる農業については濃淡をつけず、

保全対象として必要な施策を講じる必要がある」

という意見もありました。  

 また、 第３ 条の基本理念や第７ 条の基本的施策に関しては、 「 特に保全すべ

き農地を、 特に保全すべき農地をはじめとする優良な農地とすべき」 、 ７ 条の

基本的施策については、 「 特に保全すべき農地を位置づけず、 現行のまま農地

とすべき」 、 「 第２ 条、 第３ 条は改正せず、 第７ 条に、 例えば「 市街化区域内

の農業が持続的に発展するために必要な施策を推進すること」 を位置づける改

正を提案する」 といった意見がありました。  
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質問（ 新堀委員）  

今回の条例の改正に対して、 かなり否定的な意見が多かったという 印象を受

けたが、 具体的に全体の件数の中で、 どれく らい否定的な意見の件数があった

のか伺いたい。  

答弁（ 農政課長）  

 意見照会については、 ９ ２ の市町村、 農業団体等へ実施しています。 その結

果、 ５ つの機関、 団体から、 先ほどのような意見をいただきました。 意見照会

した機関数の割合ですと約５ ％となっています。  

質問（ 持田委員）  

 県域全体で営まれる農業を都市農業としている中で、 「 特に保全すべき農地」

を限定する理由は何か。  

答弁（ 農政課長）  

都市農業を持続的に発展させるための基盤である農地については、 依然とし

て減少傾向で推移しており、 「 ２ ０ ２ ２ 年問題」 によって生産緑地の減少も危

惧されることから、 条例の目的を達成するためには、 生産緑地や農用地区域な

どの優良な農地を「 特に保全すべき農地」 として位置づけることで、 県の姿勢

を明確に示すとともに、 保全するために必要な施策を総合的かつ継続的に講じ

ていく ためです。  

 一方、 特に保全すべき農地以外で営まれる農業に対しても、 引き続き支援を

行ってまいります。 また、 県域全体を都市農業とする考えは変わりません。  

質問（ 持田委員）  

 今回の「 特に保全すべき農地」 の位置づけで、 農地の区分がクローズアップ

されてく るという状況だが、 神奈川県の農地は、 全体で約19, 000へクタールの

面積があるが、 生産緑地は約1, 300ヘクタールということだが、 それ以外に「 特

に保全すべき農地」 とした面積はどれく らいあるのか。  

答弁（ 農地課長）  

農用地区域の面積については、 現在10, 658ヘクタールとなっています。  

質問（ 持田委員）  

 この農用地区域に生産緑地を加えると、 約12, 000ヘクタール程度となるが、

全体の農地は19, 000ヘクタールとなると、 「 特に保全すべき農地」 以外の農地

がまだ多く あるということだが、 その状況はどうなっているのか。  
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答弁（ 農地課長）  

 市街化区域と市街化調整区域として、 都市計画法において土地利用が区分さ

れており、 市街化調整区域内に農業振興地域を県で定めています。 農業振興地

内の面積が、 荒廃農地を含んだ面積として現在17, 520ヘクタールあります。 農

業振興地域外の調整区域にある、 いわゆる調整白地農地は2, 230ヘクタール、 あ

わせて19, 750ヘクタール、 そのうち、 農振農用地が10, 658へクタールという面

積の割合になっています。 市街化区域内の農地については、 生産緑地が1, 315ヘ

クタール、 生産緑地以外の農地が1, 443ヘクタールという状況になっています。  

質問（ 持田委員）  

 再度、 神奈川県都市農業推進条例をしっかり見直してみたが、 目的の第１ 条

として、 「 この条例は、 県民等が日常生活及び事業活動を通じ、 都市農業によ

り新鮮で安全・ 安心な食料等の供給と」 という ことで記載されて、 最終的に

「 もって現在及び将来の県民の健康で豊かな生活の確保に寄与することを目的

とする」 というのが大目的となっている。 それで、 第２ 条として定義が、 都市

農業、 県民等、 食料等、 多面的機能、 地産地消の５ 項目あり、 それぞれ説明が

あるが、 都市農業という ことでは、 「 都市に生活する県民に対し、 新鮮で安

全・ 安心な食料等を供給し、 及び農業の有する多面的機能を提供する役割を担

う 神奈川県全域で営まれる農業（ 畜産農業を含む。 ） をいう」 、 ここで「 全域

で営まれる農業」 と第２ 条のところでいっている。 それでまた、 「 特に保全す

べき農地」 という条項を新たに加えていく ということで、 条例の中で２ 重構造

とすべきなのかという単純な疑問が出てきている。 また、 「 特に保全すべき農

地」 として、 ３ つ掲げているが、 まず、 都市計画法に規定する田園住居地域が

ある。 それと、 農用地区域、 生産緑地地区に存する農地だが、 なぜこの３ つの

の農地だけを「 特に保全する農地」 と位置付けたのか。 ここが大きな疑問であ

る。 また、 田園住居地域については、 まだこれからの制度で、 まだ県内にない

状態で条例の中に位置付けるということの疑問があるがどうか。  

答弁（ 農政課長）  

生産緑地、 田園住居地域につきましては、 市街化区域内にある農地を対象に、

生産緑地法、 都市計画法により地区等が定められ、 農業以外での土地利用が制

限されています。  

 「 農用地区域」 につきましては、 市街化調整区域内にあるまとまった農地で

あり、 原則として農業以外での土地利用は生産緑地などと同様に制限されてい

ます。 さらに、 ほ場整備など農業生産基盤整備事業の対象にもなっていること

から、 農業振興施策を重点的に講じていく べき農地であると考えています。

 このように、 それぞれの法律によって土地利用の規制がかかっており、 農地
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として、 今後も保全されることが担保されていること、 特に力を入れて施策を

行っていく 農地を明確にし、 今後、 重点的に保全を図っていく ために、 特に保

全すべき農地として位置付けることにしたものです。

質問（ 持田委員）  

 それぞれの法令によって規定されているということであれば、 あえて条例で

「 特に保全すべき農地」 とすることではなく 、 むしろ施策を講じていこうとの

考えであるならば、 計画である「 かながわ農業活性化指針」 において力強く 位

置付けていく べきではないかと思う。 この条例というのは、 理念を定めており、

だれもが農業というものをしっかりと営んでいく 、 いろいろな農家の形に応じ

た手立てをしていく という方向性が適当であり、 農業を営む方が、 やりやすく

一生懸命取り組んでいける環境を作っていく のが条例であろうと思っている。

規制については、 既に法令で定められているため、 条例は補完をしていく べき

もので、 施策を講じていく のは、 指針や計画で進めていく べきではないかと思

うがいかがか。  

答弁（ 農政課長）  

都市農業の持続的な発展を図るため、 「 特に保全すべき農地」 として県の姿

勢を明確に示すことは、 今後の県の農業行政を進めていく 上での基本的な事項

であり、 農業者の方をはじめ、 市町村や農業団体など関係者の方々 とも認識を

共有していく ためには、 長期的な目標や施策の方向を定めた「 かながわ農業活

性化指針」 ではなく 、 議会の議決を経なければ改正することができない条例に

位置付けることが必要であると考えています。

質問（ 持田委員）  

 神奈川の全域で営まれているのが、 都市農業と条例の冒頭で謳っている中で、

あえて「 特に保全すべき農地」 を位置付けるというのは、 それ以外の農地はど

う するのかという疑問も出てく る。 そのため、 このような項目を設けることは

ないと思っている。 この点についてはまだ検討途中であると思うが、 報告内容

には、 今後のスケジュールの記載もある。 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をしている。

条例にはしっかりと安定した形で記載すべきではないか。 いままでの条例は、

とても素晴らしいものと思っている。 神奈川県全域の農業が都市農業という位

置づけがされている。 農家のそれぞれの営農の形態それぞれの中に農地が総合

的にあり、 農地が減っているのは残さなければならないとしている以外のとこ

ろで減っている場合の方が多いと思っている。 「 特に保全すべき農地」 の位置

づけはもう一度しっかりと考える必要があると思うが、 局長の考えはいかがか。  
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答弁（ 環境農政局長）  

本県農業を巡る環境としては、 Ｔ ＰＰの発動など様 な々厳しい影響がある中

であっても、 各地域に応じた農業が行われ、 魅力的な地産地消に取り組まれて

いると認識しています。 県域全体で営まれる農業を都市農業と位置付けて振興

していく という考えにつきましては、 これまで同様で今後も変わりません。  

 そうした中、 生産緑地の問題などもあり、 法改正の趣旨を踏まえ、 生産緑地

などは特に力を入れて保全に取り組んでいこうということで、 今回、 県農政の

方向性を示す本条例に取り入れていく ことがふさわしいと考え、 改正素案とし

て考え方をお示しさせていただきました。

 しかしながら、 報告させていただき、 質疑の中で答弁したように「 特に保全

すべき農地」 の位置づけの仕方につきましては、 市町村、 農業団体からいかが

なものかといったご意見をいだいているところであり、 また、 今日の議論では

「 特に保全すべき農地」 についてはさらなる考慮を要するとのご意見をいただ

いたと受け止めました。 こうした、 団体の意見や本委員会での意見については、

しっかり受け止めていく 必要があると思っています。  

 また、 本条例については、 県だけではなく 、 本県で農政に携わっている者が

みんなで取り組んでいく 内容が記載されていますので、 その方々 の理解があっ

てこその条例改正であると考えているところであります。 今後は、 今月１ ９ 日

に開催します「 都市農業推進審議会」 の意見も伺い、 条例改正の内容について

は、 いただいた意見や本常任委員会での議論をしっかりと受け止めまして、 条

例改正の内容については、 さらに検討してまいります。

要望（ 持田委員）  

農振地域が指定されたのが、 昭和４ ５ 年頃だったと思う。 また、 生産緑地制

度も30年経過しようとしているということだが、 神奈川県も開発が進んできて

一定の形に収まってきた時に生産緑地制度ができてきた。 そして、 その後特定

生産緑地制度で10年間の延長することになってきた。 このような背景がある中

で、 生産緑地制度というのは、 個 の々農家が自主的に生産緑地にする制度であ

ったが、 昭和４ ５ 年の指定は個々の農家というより地域全体で指定したような

経緯があった。 今になってみると耕作している世代の意思とだいぶ違ってきて

いる。 「 後継者」 がいつのまにか「 担い手」 に変わってきた。 今どのような状

況にあるのかということをしっかり見据えてもらいたい。 条例や法律により守

られて営農や生活ができるものであり、 法律や条例が弊害となって活動しずら

いということにはなってもらいたく ないと思っている。  

要望（ 新堀委員）  

 今回の改正素案については、 施策の対象となる農地を「 特に保全すべき農地」
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と位置づけ、 都市農業の持続的な発展を図るという、 県の姿勢を示すものであ

ることはわかりました。 しかしながら、 「 特に保全すべき農地」 の指定におい

ては、 否定的な意見を持つ機関、 団体もあることから、 より慎重に議論を進め

相互理解を図る努力が必要であると考えます。 今後は今まで以上にていねいな

説明を行い、 審議会からの意見はもちろん市町村、 農業団体等の意見も考慮し

た上での条例改正の取組を期待したい。  

以 上 
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環境農政常任委員会 質疑応答要旨 

平成30年12月12日 

亀井 たかつぐ 委員（ 会派 公明党）  

神奈川県都市農業推進条例の改正素案について

質問（ 亀井委員）  

神奈川県都市農業推進条例の改正素案について、先ほど先行会派の議論を聞いてい

て、環境農政局長と農政課長の答弁のトーンが違っていたようであるので確認させて

もらいたい。 

まずは、基本的なところから聞かせてもらいたい。 

神奈川県全域の農業が都市農業だということが大前提であるようだが、その上で、

この条例の目的を達成するため、農地の明確化を図るために「 特に保全すべき農地」

として定義づけをするということだが、「 特に保全すべき農地」 というのはどういう

ところをいうのか。 

答弁（ 農政課長）  

「 特に保全すべき農地」 として、市街化区域内にある生産緑地地区内に存する農地、

それから、都市計画法に基づき指定される田園住居地域内の農地、さらに市街化調整

区域内の農業振興地域内の農用地区域ということです。 

質問（ 亀井委員）  

 なぜこの区域等を「 特に保全すべき農地」 として特出しして設定したのか。 

答弁（ 農政課長）  

 これらの３つの区域等については、それぞれの法律によって、土地利用の制限がか

かっており、今後とも農地として利用される農地であるためです。 

 さらに、これらの農地を「 特に保全すべき農地」 として、明確化することによって

県の施策等についても、重点化を図っていく という理由からです。 

質問（ 亀井委員）  

 それでは、重点化を図らない、その他の場所というのがあるが、その他の場所は重

点化しないことで仕事量を落とすということになるのか。 
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答弁（ 農政課長）  

 「 特に保全すべき農地」 以外については、県の支援、施策のうちソフト事業等につ

いては、これまで通り実施していきます。ハード整備等については、「 特に保全すべ

き農地」 に重点化して実施していきたいと考えております。このような取組を進める

ことによって、特に保全すべき農地以外についても、「 特に保全すべき農地」 へと移

行を促進していきたいと考えています。 

質問（ 亀井委員）  

 異論のあった意見というのが、９２分の５だということだが、その異論のある意見

の意図はどのようなものなのか。 

答弁（ 農政課長）  

 １つは、県内全域を都市農業としている条例であるのに「 特に保全すべき農地」 と

して区分するのはいかがなものか、ということ。また、農用地区域は、重点的に農業

施策を講じていく 地域であり、原則転用が禁止されている地域であるが、それぞれの

地域の事情によって、転用等をせざるを得ない状況も出てきます。その時に条例に位

置付けられることによって、除外、転用が厳しく 運用されるのではないかといった懸

念が生じる可能性がある、ということから出てきた意見と考えています。 

質問（ 亀井委員）  

 今回、素案という形で出した内容として、田園住居地域、農用地区域、生産緑地地

区に存する農地を「 特に保全すべき農地」 として特出して、施策の中心とするという

ことだが、今回の意見を聞いた上で、この条例案を修正するとした場合はどのような

修正が考えられるのか。 

答弁（ 農政課長）  

 今月１９日に都市農業推進審議会がありますので、いただいた意見等を審議会に伺

い、検討を進めていく ことで、現時点では白紙状態ということです。 

質問（ 亀井委員）  

 重点地域を設けて、そこを中心に実施するハード整備については、指定されなかっ

たところは少し整備が遅れるかもしれないが、それでも、「 特に保全すべき農地」 に

していく という方向性はよいのではないかと思っていた。いろいろな意見を聞きなが

ら、今後検討していった場合、「 特に保全すべき農地」 の考え方を取りやめると考え

た場合でも、今までと同じことをやっていたら意味がないと思っている。全体的な底

上げができればそれが良い。特出ししたところを中心に引っ張っていく という考えも

あるが、全体的な底上げすることがよいと思われるが、そのための取組についてどの
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ように考えるのか。 

答弁（ 農政課長）  

 委員お話のとおり、全体的な底上げが図れることが一番良いと考えていますが、今

後の都市農業の状況を踏まえて法律、制度が変わってきた中で、「 特に保全すべき農

地」 ということで対象を明確にしていこうと考えましたが、今回、市町村、農業団体

からいただいた意見を真摯に受け止めて、都市農業の発展に向けてどのようにすべき

かということを説明し、また団体、市町村の意見を聞きながら、改めて検討していき

たいと考えています。 

要望（ 亀井委員）  

 神奈川県全体が都市農業であるということを前提に考えれば、全体的な底上げを図

っていく ことが最も適切であると思っている。今回の指摘を受けたことで、今まで通

りで良いとなると逆にマイナスになる。全体的な底上げを考えて、見える化するよう

な施策を作り、実行することを要望する。 

以 上 


