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第 31 回神奈川県都市農業推進審議会 議事録 

平成 30 年 10 月 18 日（木） 

 

―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ご説明をお願いします。 
（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、事務局から「指針で数値目標を設定し

た各項目の進捗状況等」についてご説明した後、ご審議いただきます。その次に、

同様に事務局から「神奈川県都市農業推進条例の改正素案」についてご説明しま

すので、その後、再度ご審議をお願いします。 
本日の進行については以上です。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、「指針で数値目標を設

定した各項目の進捗状況等について」です。まず、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「指針で数値目標を設定した各項目の進捗

状況等について（資料１）」に基づいて説明～ 
（安藤会長） 
ありがとうございました。ただいま指針に基づく数値目標についての説明が

ありました。一番最後に、参考資料２があります。ここに「都市農業推進条例と

かながわ農業活性化指針、主な事業との関係」がＡ３判で整理されているかと思

います。その中に、神奈川県の農業活性化指針の方向が三つに分かれていて、そ
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れぞれに事業が紐づいております。これらの指針を実現するために、それぞれ数

値目標を設定して毎年度取り組み、今年度の数値はこのように確定したという

ことです。それから、数値の実績を踏まえて、今年度どのような事業を実施して

いるかが、今、下線部引いたところを中心に事務局の方から説明があったという

ことになります。この三つの柱、政策の三つの方針ですね、それからそこで掲げ

られいる、それぞれの項目課題というものはオーソライズされ、確定されたもの

なので、これを前提としつつ、その中身についてこれでよろしいかどうか、そし

て、その中身を議論していく中から新しい方針あるいは、取り組み方向が議論の

中から出てくればと思っております。 

どなたからでも結構ですので、ご意見等いただければと思います。施策の方向

が一から三までありますけれども、どの分野から意見をいただいても構いませ

ん。本日全員出席ということなので、こちらからご指名しなくてもなんとかなる

かなと思っておりますので、積極的な発言をよろしくお願いいたします。いかが

でしょうか。はい、綱島委員お願いいたします。 

（綱島委員） 

お聞きしたいのですけれども、今日提示されました新規就農者の実績値が年

間で 64 名という数字、それと新規就農者の女性割合の 18％についてお聞きしま

す。この 64 名という数値を見るとすごく喜ばしい数値なのですけれども、一方

で新規参入されても、数年後には離農してしまうという人数がかなり多いと聞

いています。そこで、神奈川の場合には追跡調査というものはされているのか、

されていれば、その様子を伺いたい。 

それから、新規参入されたあとに離農した場合は、どんな世代の方が入ってき

て、また、それがなぜ離農してしまったのかということについてお聞きしたいと

思います。それと、女性割合が 18％ということなのですが、これは単独で就農

されたのか、それとも、法人の方に入られていたのか、または、結婚によるもの

なのか、その辺をお聞きかせいただきたいと思います。 

（安藤会長） 

よろしいでしょうか。もう少し細かい中身の区分を教えていただけると、対策

なり、色々なことを考えられる。そういうことですね。いかかでしょう。 

（農業振興課長） 

農業振興課の方からお答えします。まず、新規参入者の 64 人という数字です

けども、確かに、参入後に思うように経営が上手くいかない、あるいは、体調を

悪くしてしまうといったこともありまして、離農する方が数名おられました。現

在、多くの方が国の支援事業で年間 150 万円ほどの給付金を受け取っており、

絶えず市町村・ＪＡの方と連携して状況を把握してますが、どうしても数名の方

が離農してしまうということです。ただ、全国的にみると非常に少ない状況であ
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ります。給付金は５年目までですので、それ以降も継続的に普及指導等により、

引き続き指導という形で把握は継続しますので、また分析をして、課題をつかみ

たいと考えております。 

それと、先ほどの新規参入 64 名というのは、農家以外からの参入数というこ

となんですが、女性の割合については、新規就農者全体で、新規参入も法人もあ

るいは農家の後継者、結婚で就農された方も含んだ全体で 160 数名という中で

の女性の割合を出しております。 

（安藤会長） 

もう少し何か細かい数字は出せますか。雇用就農が何人で、家の後継者として

就農された方が何人とか、そのあたり数値というのは把握されていますか。雇用

就農は少なくとも把握されていますよね。 

（農業振興課長） 

はい、いま手元に雇用就農の数字がないのですが、実は雇用就農というのは、

神奈川県の中で減ってきております。原因として、どうしても、毎年常に雇用で

きるほどの法人が非常に少ないということです。全国に比べて、法人への雇用に

よる就農というのは減ってきているというのが課題でございまして、また、そう

いった法人の育成については別途取り組んでいるという状況でございます。 

（安藤会長） 

よろしいですか、まだなにかあれば。綱島委員どうぞ。 

（綱島委員） 

先日、関東農政局の女性交流会に参加してまいりました。その時、若手の方の

事例発表がありまして、非常によかったと思っております。そういったものを、

大学等に行ったときに、年齢層の高い方達の事例ではなく、若手の方の、こうい

うところは大変なんだけれども、こういうところが、すごく充実していいよとい

ったこと等を、ビデオレターとか、そういった形でお伝えするのも一つの手と思

いました。以上です。 

（安藤会長） 

ありがとうございます。女性についての年齢階層別という数字はどうでしょ

うか。例えば、10 月４日と 10 月 30 日に大学を対象に就農フェアを実施すると

なっていますが、若い方々の新規参入が多いから、若い人達にもっと積極的にア

ピールしたいのか、それとも、少ないからこちらにアピールしようとされている

のか、その辺の戦略等について教えていただきたい。 

（農業振興課長） 

 大学の方の状況ですが、東京農業大学については全体で 14 名参加で女性の方

が５名という結果でした。若いうちから目標を持った方は、先ほどの事例を教え

るといったこともございますけども、バスツアーとかセミナー等もやっており
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ますので、できるだけ農地の斡旋等も含めまして就農しやすいようにと考えて

おります。ちなみに、全体の新規就農での話になりますが、年齢的には 30 代・

40 代が多いという状況です。 

（安藤会長） 

ありがとうございます。よろしいですか。そのほか何かありますか。古屋委員

お願いします。 

（古屋委員） 

 雇用就農という言葉が出たので関連して、意見を述べさせていただきます。去

年、農林水産省で、雇用就農者キャリアアップ人材事業というのがありました。

今回の資料ではトップ経営体という言葉がありますけども、そういった法人の

農業者を対象に、いかに雇用就農を、どちらかというと雇用を維持する、雇用就

農者の方々にそこで働くビジョンを持ち、それをきちんと農業事業者さんがス

テップアップできるようにフォローして評価体制を整えていくとか、そういっ

たことをやっていきましょうということで、去年モデルケースをピックアップ

して、その事例をまとめた事業に私も参加させていただきました。確かに今おっ

しゃったように雇用する法人が少なくなってきているという話でしたけれども、

農業に興味がある方が求人を調べた時に、その農業者さんがどういうビジョン

を持ってどういう人を募集しているのかというのがあると、結構集まりやすい

という事例も多々見られましたので、そういったものを含めて、ＭＢＡの講座や

研修において、そういったところも意識付けて、研修の中に組み入れていただい

たりしていただければと思います。 

（農政部長） 

 神奈川県の場合は、法人の数の方が多くなくて、法人就農したがっている方が

多いです。ですから、法人がビジョンを持てばたくさん人が来るということでは

ないです。 

（古屋委員） 

 そういう簡単な図式ではないです。働きたい人をいかに集めて、新たに来た人

にいかに意思を持ってそこで働いてもらうか、そのビジョンとしては、私はそこ

から出て独立をしてグループ体を作っていくというのも一つあるでしょうし、

そこでずっとというのもあると思うのですけども。 

（農政部長） 

そこでずっと雇用されると、給料面でどうしても続けるのが難しい面があり

ます。 

（古屋委員） 

その辺のすり合わせを最初のところから一緒にやっていきましょうというの

が、農林水産省の意識としてあって、モデル事業として去年、一昨年から取組ん
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でいます。 

（農政部長） 

 他県に聞くと、人が欲しい法人がたくさんあって、人がなかなか集まらないと

いうのがありますけども、本県は逆転してしまっているところが非常に悩まし

いところで、そのためにいわゆるトップ経営体育成という法人を作っていくた

めの事業を急遽進めております。 

（古屋委員） 

 それにいかに雇用維持、募集していくということを入れていただければと思

います。 

（農政部長） 

 そうですね。 

（農業振興課長） 

 そういった労務管理なども含めて、魅力ある経営ということについては、講義

など組み込んでおりますが、カリキュラムは毎年工夫しておりますので、いただ

いた意見を参考にさせていただきます。ありがとうございます。 

（安藤委員） 

 ありがとうございました。それでは、山田委員お願いいたします。 

（山田委員） 

 山田でございます。新規参入者の関係でお伺いしたいのですが、64 名の方が

新規就農者ということで、この方々の参入した地域というのは、神奈川県の中で

どこが多いのかお聞きしたい。また、どのような作物をやられているのかという

ことと、もう一点が、作られた農産物の販売先を持っているのかまで調べている

のかをお伺いします。 

（農業振興課長） 

 地域については、湘南地域が 29 名で多いという状況でございます。作目につ

いては、施設ですと農地を借りにくい状況もありますので、約７割が露地野菜と

いう状況です。それと、販路については、皆さん必ず販売も含めて就農の時に経

営プランを立てますので、多くの方がまず直売から始めており、この辺りはＪＡ

の協力も得ながら進めている状況であります。 

（山田委員） 

 ７割が露地野菜であることはわかるのですが、施設経営が現在どんどん減っ

てしまっていて、さきほど環境農政局長のお話にありました通り、台風の被害も

あり、生産者が被害にあってから再開するのは、費用も掛かり、結構労力がいり

ます。県内でもキュウリ、トマトとか非常に盛んな品目なのですけども、施設が

減ってきている現状があるので、施設を増やしていくことも合わせて考えてい

かないといけない。露地は皆さん結構栽培されてるんですよ。ですが、経営的に
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露地で生業としてやっていくには、どうしてもある程度の面積がないと直売だ

けでは全く生活できないのが現実だと思っております。ですので、その辺も考え

ながら露地で作るからいいですということだけでやってしまうと、結局、先ほど

言っていた、やめられてしまう方が多かったりとか、初めは販路を決めていたけ

ど、急遽我々の市場の方に持ってくるということになってしまう。もちろん、持

ってきてもらわないとこちらも困るのですが、直売がイメージしていたのと違

うということで、新規参入された方で市場に何を持ってくるという情報もあり

ますので、露地をたくさんやってもらうのは構わないのですが、サポートは色々

と考えていかないと、我々市場としてもサポートしていかなければいけないと

思っているところです。 

（安藤委員） 

 他県では、新規就農者にハウスのリースをするといった事業もあるので、そう

いうことも次年度に向けて検討していただけないかというのが、ご発言の背景

にあると感じました。他県の事例はたくさんあると思いますので、そういう事例

を集めるところから始めてもよろしいのかなと思います。ただし、新規就農者を

育成するといっても簡単ではなくて、成功している場合には必ず農協が一生懸

命バックアップしているケースが多いようです。単にお金を付ければいいとい

うわけではなく、その辺りが他県でも苦しんでいるところですので、調べておい

ていただければと思います。他はいかがでしょう。坂本委員お願いいたします。 

（坂本委員） 

 私も今年の４月に着任いたしまして、市町村とかＪＡの方にお伺いするだけ

でなく、新規就農者の方のところへ何件か伺っております。市町の政策で、県

の部分にプラスしてワンストップ窓口を農業委員会、市、ＪＡで作られている

ところや、町が最初の農地を確保する時に後ろ盾になって補助金も出すといっ

た非常にプラスアルファの取組みをされているところの新規就農者の方という

のは、やはり定着されているようにお見受けしました。今もお話がありました

ように他県の先進事例、関東農政局の十都県のなかでも県境を超えて多角的に

展開されているような経営者が、たくさん出てきていらっしゃいます。また施

設野菜の代表格であろうと思われますトマトの生産で、人を雇うということに

非常にご苦労されて、いろんなツールを開発されたり、しっかりとビジョンを

作ってやられたりと非常に先進的なこともやっていらっしゃるところが県内に

もあります。このような先進事例を是非、かながわ農業アカデミーの就農支援

ワンストップサービスやかながわ農業アカデミーで学ばれる時に組み込んでい

ただきたいと思います。 

というのは、新規就農の方はまず最初の農地確保のところで皆さんものすご

く苦労されております。ところが、営農を始めて 10 年も経たないうちに今度
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は借りてくれという人達が殺到して、その時点ではその方々はもう手がいっぱ

いになっていまして、これ以上の経営展開が望めないような状態で日々の作業

に追われていると、いうような事例が見受けられます。なぜ貸し手が殺到して

できなくなるのかというと、皆さん点在した農地を何十か所と借りて栽培され

ていまして、それで手が回らなくなっている。そのあとの経営展開、例えば他

の県に行ってもっと大規模なところでやろうとか、施設を作ろうとかいうこと

ができないぐらいお忙しくなってしまうというのがだいたい何件か回らせてい

ただいたところのパターンとしてあります。なので、そうならないようになる

べく早い段階で他の県でやられているような先ほど会長がおっしゃっていたよ

うなサポート、リース事業だったり、最初のところで農地の確保をもっと市町

やＪＡさんとでやるとか、長野県でやられているように師匠制度というか、お

師匠さんを決めてその方にしっかり面倒見てもらうような、そういった制度と

かを考えていただければと思います。 

例えば、農業次世代人材投資事業の交付実績を見ても平成 29 年度で 107 人

ということでこれは、農業県のところよりも実は多かったりしますし、あの北

海道でも 800 人台ですので、そういう都道府県と比べても多い方だと思いま

す。そんな風にやはり惹きつける魅力があるところで是非しっかり育てていた

だいて、新規就農される方々を全国的なレベルに上げていただきたいというの

が私共の考えでございます。農地の話プラスその後の経営ということで、先日

の会議の時も申し上げましたが、ＧＡＰのこともきちんと最初から組み込んで

いただくとか、その後、雇用ができるぐらいのレベルになった場合にどうなる

というビジョンを見せていただくとか、そういうところをもっと気をつけてい

ただき、橋渡しになっていただければと思います。また、生産緑地の貸借円滑

化法の施行もありますので、県内でますます新規就農者が増加する傾向になる

と思います。その辺も含めてご検討いただければと思います。 

（安藤会長） 

 ありがとうございました。要望ということで承りました。中間管理機構の農

地を新規就農者の方々に渡していくという動きもあるようです。担い手への集

積だけだと、神奈川県の場合はなかなか実績が上がりにくいと思っています。

面積は大きくはないのですが、新規就農者の方々に農地を繋いでいくことで、

多少なりとも実績は出せるかもしれないなという感じもします。他県ではそう

いう事例もあるようです。そのためには市町村の体制を整えるなどの準備が必

要となるので、すぐにできることではないと思いますが、検討していただけれ

ばと思います。何かありますでしょうか。 

（農地課長） 

 農地中間管理事業につきましては、なかなか神奈川県の場合、集積という部
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分で厳しい状況が続いています。ですが、今、会長がおっしゃっていたように

例えば県内の中井町の方では新規就農者の参入に積極的に取組んでいただいて

おりまして、中間管理機構を活用して新規参入者の方に農地をお貸しするとい

うような取組みも一部の市町村では行っているという状況でございます。 

（安藤会長） 

 他にいかがでしょうか。秋本委員、お願いします。 

（秋本委員） 

 新規参入者について質問したいと思います。単年度目標値 37 名となっていま

すが、家族経営の農家で毎年廃業する人は、このような数字ではないのであろう

かと思っていますが、この 37 名という根拠は、どこから出てきたのかお聞きし

たい。そして、実績値 64 名となっていますけれども、露地野菜が圧倒的に多い

ということで、もちろん参入計画は、色々な方が指導しておられるということで

すが、やはり生活できるだけの農業生産をあげるような、計画の時点からのサポ

ートが必要であると私は思っております。これは他県で行われている、施設の貸

与、ある年数が経過したら自分のものになるという、そういった制度も含めて、

様々な生活できるサポートが必要だと思っていますので、その辺をご説明いた

だきたい。 

（農業振興課長） 

 目標年において、年間 45 名というのを安定して確保していきたいという目標

がございまして、その 45 名の途中の数字として設定しております。もちろん、

その 45 名というのは、多いに越したことはないのですけれども、700 万円以上

の販売額をあげるような経営体を確保していこうということで、販売額上位層

の減少具合を見込みまして、45 名を毎年確保・育成して、しっかり育てていけ

ば生産を補うような経営体をつくっていけるだろうということで目標値を設定

してございます。それと、ハウスの問題はおっしゃる通りでございます。まず資

金を使ってハウスを作るという仕組みはしっかりできていますけれども、どう

しても最初は皆さん、あまり、資金とか借りるまでもなく、あるいは、有機農業

の手法の方が結構おられますので、露地野菜が多いのが現状でございます。ただ、

先ほど山田委員からも意見がございましたけれども、ＪＡの方で、ハウス部会の

人数が減ってきているということで新しくハウスを建てないで、既存のハウス

を使ってもらって新規参入をしてもらう、という動きも出ていますので、そのあ

たりは、先ほどの参入者が多い湘南が増えているという一部の要因でもありま

す。ハウスのリースの話ももちろんございますので、どういったニーズがあるの

か、また、施設の野菜の方向性とか、本人の目指すところも十分に分析しながら

対応していく必要があるのかなと思います。そして、当初の 5 年間の目標とし

ては、250 万とか 200 万、まずそのあたりを目指そうということで、計画を立て
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て、皆さん就農しているのが現状でございます。 

（秋本委員） 
 今の農業振興課長のおっしゃることもわかります。ですが、新規参入をして、

いろんな計画をつくって、いざ自立という時点で、生活できないといけない。実

際私の知っている限りでは、年間百数十万の売り上げ、所得ではなく、売り上げ

です。そのくらいの規模の経営しかできないというのが、現実であると思ってお

ります。そうではなく、こういうやり方をしたら、農業所得 500 万くらい行きま

すよ、それ位のサポートあるいは指導をあわせて、新規参入者たちを自立に向け

てサポートしてほしいと思っております。 

（農業振興課長） 

 規模を拡大していく方への指導は、農業委員会と協力して、農地を手当てして

いきますし、また、それに伴う施設整備だとか機械整備、そのあたりも支援をし

ていきながら、段階的に売り上げが上がっていくように仕組みを作ってござい

ます。十分ではない部分もございますけれども、内容を分析しながら、対応でき

るところは工夫していく、というように考えております。 

（安藤会長） 

 ありがとうございます。小さなところから育てていくというのではなく、最初

から生活が成り立つ規模で行かないと、定着率が上がらないということかもし

れません。そうした取り組みをしている地域もありますが、神奈川県は地価が高

いため一気に大きな面積を確保するのは難しい面があります。この点について

は、他県の事例や、新規就農者のフランチャイズ型を展開している農業経営の事

例もありますので、そのあたりを見ていただきながら、次年度に向けて考えてい

ただければと思いますが、よろしいですか。では、糸長先生お願いいたします。 

（糸長委員） 

 この審議会に初めて出席しますので、とんちんかんな質問になると申し訳な

いのですけれども、指針の数値目標は、全部で 10 くらいありますけれども、一

方で施策の方の体系を見ると相当数あって、もともと数値目標の項目は少なか

ったのかということが一つ疑問です。もう一つは、参考資料２で今年度、平成 30

年度の当初予算額でいうと公共事業等を含めて、相当予算額が高いものが当然

ありますよね。ですから費用対効果も含めて、これだけ金を使ってどう効果があ

ったのか通常は見ますので、そうしたときに、ひとつ質問したいのは、鳥獣被害

絡みで、何らかの費用対効果みたいなものが、指標がないのかもしれないですけ

れども、今後の課題かもしれませんけれども、今までお話しされていることは重

要な点ではありますけれども、県民からするとそんなに金使ってないじゃない

かと、金使っている施策はどうしたの、ということが一番気になることで、それ

がそのままでいいのかどうかということも含めてということだと思いますので、
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そのへんの仕組みも含めて教えていただけますか。 

（安藤会長） 

 数値目標については、私が引き継いだ時からのもので、所与の条件となってい

ます。ただし、鳥獣害については、県西部の方では、かなり大きな問題になって

いることは確かです。この点も含めて、なにか新たな内容を、環境と共存する農

業に区分するしかないかもしれませんが、ひとつの目標として掲げるというこ

とが、今後必要だろうというご提案だったと思います。いかがでしょうか。 

（自然環境保全課長） 

 鳥獣被害、農作物に関しては、被害額ということでストレートに出てまいりま

す。神奈川県内、過去 10 数年増えたり、減ったり、１億円台から２億円、直近

ですと増えていると言ってよいかと思います。それにつきまして、被害金額の低

減ということを掲げて、例えば昨今増えているイノシシ、神奈川県内においても

大変な課題であると認識しておりまして、今般策定をさせていただこうとして

いる計画のなかでも基準年よりは減少させようという目標値の立て方でござい

ます。費用対効果、それにいくらかけているのかというのは、多面的に丹沢、大

山一円における対策ですとか、森林整備ですとか、直接的には、農家の畑に柵を

張るといったような、防除活動や捕獲の活動、なかなか効果を算定し難いのが事

実でございます。いずれにしましても、被害金額は、減少を目指すというように

考えておりますが、費用対効果というのは、正直厳しい面があるのかなと考えて

おります。 

（安藤会長） 

 ありがとうございます。 

（農政課長） 

 指針の数値目標の関係でございますが、施策の方向として、１から３と大きく

３つありまして、参考資料２を見ていただきますと、真ん中の部分が指針の施策

の方向と取組内容ということになっております。施策の方向１でいきますと、取

組内容として（１）から（３）まで３つあるということで、施策の方向２につい

ては、（１）から（６）、そして施策の方向３については、（１）から（４）とい

うようになっています。施策の方向とそれぞれの数値目標でございますが、それ

ぞれの取組内容を踏まえて、代表的なものを目標としてそれぞれ、３つなり、４

つ、５つということで設定させていただいております。それから、指針全体とし

ては、総合的な数値目標ということで、資料１の裏面になりますが、農産物、畜

産物の販売額と農地面積ということで、設定しております。 

（安藤会長） 

 ありがとうございます。 

（糸長委員） 
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 一点だけ申し上げますと、今の資料１の指針の数値目標について、例えば、マ

ーケットインの発想による云々というのが、参考資料２の方の何と何の組み合

わせなのか、あるいは、30 年度の予算でいうと６次産業とかいろいろ書いてあ

りますけれども、参考資料２に言葉があって数値目標がないわけですよね。そう

すると、比べようがないわけです。要するに、予算で出したものとその指標で効

果を見ましょうと言っても、その予算がちゃんと使われたんでしょうかという

評価が我々第三者ができないんじゃないか。今までどうされてきたのかわかり

ませんけど。 

（農政課長） 

 確かに直接的に、目標の項目名とそれから取組内容がリンクしていないとい

うことで、そういった意味では少し分かりにくい部分もございますが、例えば施

策の方向の１の（１）「県民の求める食の提供」では、基本的には、その目標と

いうことで、マーケットインの発想による新たな契約数、それから、（２）の「農

畜産物のブランド力の強化と６次産業化の推進」ということで、新商品の開発や

販路拡大などの成果があった畜産物のブランド数と農業者が生産・販売した加

工品の年間総販売金額というような形で設定させていただいているということ

になっています。 

（安藤会長） 

 よろしいですか。今のどの事業がどう絡んでくるかは重要な話だと思います。

本当は１対１の関係で数値と事業が一致していないといけません。そのため比

較的わかりやすい数字を使って、素人の方にも理解ができるようにお願いした

いし、その内容をもう少し精査する必要があるだろうというご指摘だったと思

います。ありがとうございました。それでは大変恐縮ですが、次の条例の改正素

案について、ご説明をいただきたいと思います。こちらは、神奈川県農業が抱え

ている全体的な基盤である農地に関する内容ですのでこちらの説明をしていた

だき、その後に、農業全体の方向付けや農村のあり方といったことも含めた議論

をしたいと思っております。それでは説明の方よろしくお願いします。 

（農政課長） 

 ～農政課長より「神奈川県都市農業推進条例の一部改正素案について（資料

２）」及び「神奈川県都市農業推進条例の一部改正素案対照表（資料３）」に基づ

いて説明～ 
（安藤会長） 

 ありがとうございました。生産緑地法の改正等に伴って、農地に関する制度が

かなり大きく変わり、そのことを反映した条例の改正ということです。最後の参

考資料１が土地利用区分となっています。糸長先生であれば見てすぐわかると

思いますが、かなり複雑です。このように農地の区分がされていて、それぞれに
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税金・制度が乗っかっているということになります。今の条例案で言えば、現行

から素案への書き換えを認めていただきたいということですが、いかがでしょ

うか。法をめぐっての議論になりますが、どうでしょうか。 

（糸長委員） 

 そもそもなのですが、審議会の委員を相談されたときにも少し申し上げたテ

ーマで、農振をやっていないからということで清川村が抜けてますよね。先ほど

の鳥獣被害もそうですが、神奈川県の特性として、農振は農振として、ここでい

うと非線引きの区域農地になると思いますが、それに対する都市農業推進審議

会としてのなんらかのアプローチといいますか、予算付けも含めて、何か必要で

はないかなと。また、当然農振の白地農地も対象外にしているようですが、神奈

川県は暮らしと農業といった視点で、国の施策を乗り越えるようなものをやら

れてもいいのではないか。かつて、横浜で専用区域をやったみたいに、今度は山

側の方の特別な手当てがもっとあってもいいのかなと思います。私が丹沢大山

のことをずっとやっているのでなおさらなのですが、こうやって見ていても、神

奈川県には「市町村」があるはずなのですが、唯一の村が抜けて、いつも「市町」

と出てくるので、不自然なんですよね。そこで条例をすぐに変えるわけにはいか

ないでしょうが、何らかの対応をしていただきたい。 

（安藤会長） 

 いかがでしょうか。何かそうした意見等が村から上がってきたりというよう

なことはあるでしょうか。 

（農政課長） 

市町村に対する説明というのは来週に予定しておりまして、その中で清川村も

ご参加いただけると思いますので、具体的にはそこで意見等あればお伺いした

いと思います。都市農業推進条例でございますが、現行の条例におきましては、

県内全域で営まれる農業を都市農業と位置付けております。したがって、市・町・

村であっても分け隔てなく扱っていると、そういう条例の規定になっておりま

すが、実際の施策事業ということで考えていきますと、どうしてもこれまでの農

業施策というのは、農業振興地域の農用地区域を中心にやってきたということ

でございます。そうした中で、今回新たに市街化区域内農地の生産緑地、田園住

居地域を特に保全すべき農地として位置づけるということで、県としましては

生産緑地に対しては今年度から、所有されている農家の農業意欲の喚起等とし

て、施設整備等に対する支援を実施しております。生産緑地で限ってみますと、

県内 33 市町村のうち、導入されているのは 19 の市だけということで、さらに

市街化区域がある９つの町は制度が導入されていないという状況でございます。

県としてこういった条例改正を通じて、できる限り都市農業を守っていくには

何が必要か、農地を保全していくためにはどうしたらいいかというのを、市町村
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の皆様と問題意識を共有して、一緒に取り組んでいければと考えております。ま

た併せて、当然こういった形で改正する上で、必要な支援策等々につきましても、

今後状況を踏まえながら、検討していきたいと考えております。以上です。 

（安藤会長） 

よろしいですか。農用地区域外だと、この参考資料２の事業で、実施できない

事業もありますよね。国の事業はそうですが、県の単独事業では、そのような制

約はかかっていないと考えてよろしいのでしょうか。 

（農地課長） 

まず、農地関係のハード整備については、農道ですとか水路の改修というのは

基本的には国の事業で、対象は農振農用地を受益地としており、神奈川県単独の

事業では、農用地と一体となった白地農地も一部対象とするような工夫もして

おります。また、これは国の事業ですけれども、農地中間管理事業については、

農用地だけではなくて、白地農地も対象にするということですので、全ての施策

が農用地だけを対象にしているというわけではなく、さらに修繕のソフトの部

分で言えば、農振の白地の農地であっても対象となるということで、そういった

中で事業を進めております。基本的には農振農用地の指定自体が市町村の農振

の整備計画の中で指定していくという制度となっていますので、今後、農振の見

直しの中で、なるべくまとまりのある優良な農地につきましては農用地に指定

していただくようなお願いも市町村に対してはしていきたいと考えております。 

（安藤会長） 

ありがとうございました。他、いかがでしょうか。二宮副会長、お願いします。 

（二宮副会長） 

資料３の第２条の（６）を付け加えてますけど、この順番ですよね。最初に田

園住居地域が来て、次に農用地区域、そして生産緑地。この順番について、意味

合いがあってこの順番にしているのか。それから、この概念でいくと、参考資料

１だと農業振興地域全体としては、あえて外しているのかどうか。この２点をお

聞きしたい。 

（農政課長） 

まず、資料３の（６）の特に保全すべき農地の順番でございますが、それぞれ

法律の制定年月日が書かれているかと思いますが、法律ができた順番という形

になっています。 

（二宮副会長） 

それは分かりますが、特に保全すべき農地という概念で整理した場合には、多

少この順番については違和感を覚えると、私は個人的に感じますが。 

（農政課長） 

この辺は、私共の政策法務サイドとの調整の中でこのような記載になってお
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ります。我々どもとしては市街化があって、調整という順番、あるいは面積的に

言えば、農振農用が一番大きいという案もありましたが、やり取りの中でこのよ

うな整理とさせていただきました。 

（二宮副会長） 

特に保全すべき農地としての、農振地域全体としての地域設定というんです

か、この場合だと農振地域の農用地区域に限定していますが、その辺はいかがで

しょう。 

（農地課長） 

農振地域全体の農地を指定したほうが良いのではないかというご意見ですが、

そういった考え方もあるとは思いますが、今回は「特に」ということで、今後 10

年、20 年以上にわたって農業上確保すべき土地ということを踏まえて、今は農

振農用地ということで設定しております。例えば、白地ですと三種農地、二種農

地といった農地転用がかなり進んでしまうような農地もございますので、そち

らの部分については農地法の中で農地転用の許可が可能な地域です。農振農用

地については原則農地転用が許可できないところですので、そういった意味合

いで農振農用地を設定しております。 

（二宮副会長） 

これは単純な質問なのですが、田園住居地域という新たな制度ですが、本県に

はあるのでしょうか。 

（農地課長） 

 市町村が用途地域として指定するもので、現在、県内にはありません。ただ、

将来的には市町村の考え方の中で出てくることもあると考えています。今のと

ころ、我々としては、これに向けた用途地域の指定という話は市町村から聞いて

おりません。 

（二宮副会長） 

 特に保全すべき農地という考えだと、県の方から積極的に市町村に対して、地

域設定等していくというスタンスをとられるのか。 

（農地課長） 

 制度的な説明をさせていただいた中で、特に市町村の方で用途地域を設定し

たいというご相談があれば、我々としても積極的に相談に乗っていきたいと考

えております。 

（安藤会長） 

 他いかがでしょう。糸長委員お願いします。 

（糸長委員） 

 一つ質問です。現在の条例では、生産緑地は対象としては入ってないのですか。 

（農政課長） 



15 

 

 言葉としては入っておりません。 

（糸長委員） 

 今回初めて入れるということですね。わかりました。参考資料１ですが、法に

基づく区域指定で、平成 29 年の数字で、生産緑地が 1,315ha、生産緑地でない

市街化区域内農地が 1,443ha と多いですよね。県の見通しとしては、生産緑地の

1,300ha がどのくらいになってしまうという見通しをもっていらっしゃるのか。

あるいは、逆に言うと、市街化区域内農地のものがかさ上げで生産緑地の方に来

る場合もないわけではないと思うので、その辺の見通しとそれに伴って、この条

例を改正することで、どれだけキープしようとしているのか、政策目標を教えて

いただきたい。また、あえて生産緑地を入れるのならば、先ほどの清川村の話に

戻って申し訳ないが、農振区域外であっても、それなりに意味あるものはちゃん

と位置づけるというのは、通常でいうと考えられると思うが、そのあたりはどう

なのか。 

（農地課長） 

 生産緑地につきましては、平成 29 年度現在で 1,315ha ありまして、いわゆる

2022 年に、制度が成立してから 30 年経って、一気に生産緑地が解除されてしま

うのではないかというようなことで、我々としても特に保全すべき農地として

位置づけを進めているところです。見込みについては、東京都の方でアンケート

調査を行って、７割は残るのではないかというデータがあるので、我々としても

７割程度は維持していきたいと考えております。また、1,443ha の生産緑地以外

の市街化区域内農地については、原則転用が可能となってしまっている農地な

ので、なるべく残したいですが、そこの部分を生産緑地に移行していくのはかな

り厳しいと考えております。ただ、今まで 500ｍ２以上という生産緑地の指定要

件が市町村が条例を定めることによって 300ｍ２まで引き下げられるという動き

もあるので、300ｍ２で新たに生産緑地に指定していただけるような働きかけを

ＪＡ・市町村と連携して進めていきたいと考えております。 

(糸長委員) 

食い止めるための施策は、ここに条例の中では具体的に平成 30 年度には予

算で入ってませんでしたけど、31 年度にそれなりの止めるための施策として、

場合によっては、面的な整備に関してもあるでしょうし、あるいは逆に生産緑

地じゃなかったものを生産緑地にして、力業だけど 300ｍ２にするとか、そうい

ったものも含めたそこら辺の施策はもう次年度予算から検討されていると思う

のですけれど、そのあたりはどうなのですか。 

（農政課長） 

生産緑地を対象とした施策事業ということでございますが、参考資料２の主

な事業を見ていただくと、施策の方向３の（１）農地等の活用保全の右側で都
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市農業推進事業費 1,500 万円というものがございます。これが生産緑地を対象

とした事業費でございまして、所有される農家、生産緑地を所有している農家

の方が特定生産緑地にするとか、あるいは新たに生産緑地を指定するといった

場合に多面的機能等を確保するために必要な機械施設等の整備に対して支援を

するという事業でございます。 

（安藤会長） 

生産緑地の追加指定の話がありましたけれど、追加指定は神奈川県内では多

いのでしょうか。追加指定を認めている市町村と認めていない市町村があると

思うのですが、そのあたりはどうでしょう。 

（農政課長） 

19 の市全てが追加指定ということではございませんが、例えば 29 年度の実

績で申し上げますと、追加指定しているところが、横浜市、相模原市、それか

ら鎌倉市で実施をされているという状況でございます。 

（安藤会長） 

300ｍ２に下がればまた増えますかね。 

（農政課長） 

可能性としてはあります。現在７つの市で、既に条例が制定されておりまし

て、残る市につきましても今年度中、あるいは来年度早々に制定される予定で

すが、19 の市のうち、２市だけは条例の制定を考えていないということでござ

います。そういう状況でございますので、面積が下がった中で追加指定の動き

もこれから進められるのではないかと期待しているところであります。 

（安藤会長） 

先ほど糸長先生のコメントと関連づけて言えば、例えば 300ｍ２に満たないよ

うな細かい農地を換地でまとめて、ある程度の面積にするといったことも考え

られるかもしれません。以前、大阪府では市街化区域内農地も府単独の予算で

整備する事業を実施していました。予算があまりないので難しいとは思うので

すが、そうしたかなり踏み込んだ、それぐらいの覚悟を示していただかないと

農地は守れないのではないかということがったように思います。また、生産緑

地も 1,315ha ありますが、そのうち相続税納税猶予を受けているところは確実

に残ると思いますが、そうではない農地はどれくらいの面積があるのかなど、

言いだすと切りがありません。農地保全に対してはなかなか強制力が働かない

中で、また、お金もない中で、一体どこまでのことができるのだろうかという

のが都市計画・農村計画の専門家からの正直なご意見だと承りました。つい私

も触発されて余分な発言をしてしまいました。話を戻しますが、この 1,315ha

のうち、相続税納税猶予制度の適用農地は多いのでしょうか。これは各農業委

員会レベルの数値を集計するしかないのですが、気になるところです。生産緑
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地の指定を受けて相続税納税猶予制度を受けている農地があったとして、30 年

が経過して、ついうっかり 10 年の継続を忘れると、今後未来永劫、宅地並み

の固定資産税を払わなければいけなくなってしまいますので、そうしたミスが

ないようにしていただきたいと思います。これはむしろ農協に働きかけていた

だければと思っています。こうした活動費も、この 1,500 万円の予算に入って

いるように思います。ともかく、ここで失敗すると大変なことになるので、市

町村や農業委員会との連携がどうなっているかが気になるところなのですが、

どうでしょうか。 

（農地課長） 

まず一点目の市町村別の納税猶予を受けている生産緑地というのは資料とし

てはあると思うのですが今手元にございません。二点目の市町村への 30 年経っ

た後の働きかけの部分については、我々としても一番やらなければいけない部

分だと認識しておりますので、そこの部分は市町村なり、農協なり、農業委員会

と連携しながら進めて、2022 年の前には現在、生産緑地に指定されているすべ

ての方に周知できるように努力していきたいと考えております。 

（糸長委員） 

一点よろしいですか。しつこくて申し訳ないが、同じようなテーマですが東京

都の場合、東京都農業会議で 30 年ほど前からアグリタウン研究会というのを研

究者と作りながら、農業委員会と連携とって、アンケートかけたりとずっとやっ

てきているわけですよね。いま神奈川県はどうしているか分からないが、神奈川

県の農業委員会と市町村と連携しながら、モデル的な保全策を考えていく、都市

計画を交えながら、そういうことをこの都市農業推進条例が改正されたことを

根拠にして、もっと運動論的なものをぜひ組み込まれるといいと思うんですよ。

横浜なり鎌倉なり先進事例地区等々あるわけですから。でないと、言葉が変わっ

ただけで、書きましたというだけで、ここにあるから頑張ってください。ちょっ

と農業施設が建ちますくらいだと、インセンティブがそんなに働かないし、せっ

かく首都圏にあって立派な、特に神奈川の場合は、東京と違って、横浜とかそう

ですけど、谷戸も抱えてるし、山と田んぼと住宅地っていう、複合系なわけです

よね。自営等も含めて、その辺りの特性を出すためには、ケースバイケースで保

全策をしっかりとみんなで作っていくという、その最先端にこの審議会の条例

がなっていけば、非常に東京都より先に行っていると思いますよ。 

（安藤会長） 

今の話は、農地だけではなく、斜面林なども視野に入れて、緑地空間を守って

いく運動を起こしていこうということになるかと思います。それくらい大胆な

活動を市民巻き込んでやってはどうか、そのための研究チームを組織してはど

うかというご提案かと思います。今年度は予算も確定しているので難しいと思
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いますが、次年度以降、そういったことも含めて検討していただければと思いま

す。実際、斜面林は多いですよね。それがなくなり、緑地を維持するのにかなり

苦労しているのではないでしょうか。問題は農地だけではないということです。

かなり時間を使ってしまいましたが、他いかがでしょう。どうぞ、梅津委員。 

（梅津委員） 

本来ですと、こちら側に座っているので、答弁の方は控えようかと思っていた

のですが、いま生産緑地のお話が出ました。神奈川県で平成 30 年度と平成 31 年

度の対策として 1,500 万円という予算措置をされておりまして、その中に隠れ

ている部分がございます。神奈川県が３分の１以内の補助をします。市について

は３分の１以上の補助をつけなさいと、隠れ補助がありますので、農家の皆様、

生産緑地を持っている皆様は、３分の２の補助を受けて、ビニールハウスなりト

ラクターなりを購入できるという、これたぶん短いスパンでの事業だと思いま

すので、すごくこれは効力が発揮できる事業だと厚木市の方では考えておりま

す。それから新規就農の話が先ほど出たんですけれども、国の方からも強く、途

中でリタイアされる方が多くでてきましたと、たぶん今年度からだと思ったの

ですが、ちゃんと評価シートを作って、評価をしなさいという項目と、年に２回

くらいは面談をして、農業が続けられるレベルをやっているのかチェックをし

て、チェックに満たないものはサポートをしていきなさいよと言われています

ので、その辺りは年を追うごとに、離脱者が出ないような、施策をもう少し講じ

ていくのかなと思っています。厚木市の方でも、ある程度サポート体制を構築し

ておりますが、新規参入者が多くなっており、これ以上新規参入者が多くなって

くると、サポートができなくなってくるということで、ジレンマに陥っていると

ころです。もう少しお話ししたいこともございますが、お時間もありますので、

この辺にさせていただきます。 

（安藤会長） 

ありがとうございました。新規就農の希望者の方がかなり多いという明るい

話でした。個人負担３分の１で、いろいろな事業ができることの効果も大きいと

いう補足的な説明だったかと思います。ほかいかがでしょうか。よろしいでしょ

うか。少し早いですが、以上を持ちまして、この二つの議題についての審議を終

わりにさせていただければと思います。それでは、進行を事務局の方にお戻しし

たいと思います。 
（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― 


