
　神奈川県の農業は、県民の皆様へ新鮮で安全・安心な食料等を供給するとともに、良好な景観の形成や情
操のかん養をはじめとする多面的機能を提供しています。
　一方、輸入農畜産物の増加による農畜産物価格の低迷等により、農家や農地の減少、担い手の高齢化と耕
作放棄地の増加等の課題を抱えています。
　こうした課題に対応し、本県農業を持続的に発展させるため、農業者及び農業関係団体の主体的な取組み、
県民の理解と協力、県の施策の推進等を示した神奈川県都市農業推進条例を制定しました。
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都市農業の役割と条例のねらい

　良好な景観の形成、防災、県土の保全、水源のかん養、自然環境の
保全、文化の伝承、情操のかん養など、農業が適切に営まれるこ
とによって生じる様々な機能を「農業の有する多面的機能」とい
い、この機能は都市化の進む中で日常的に発揮されています。

　産業構造の変化や都市的土地利用の拡大という状況の中で、本
県の農業就業人口は０．９％、農業の県内総生産に占める割合は
０．２％に過ぎませんが、野菜や牛乳等に代表されるように生鮮食料
については、高い生産力を維持しています。
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都市農業を

持続的に発展させる

①３つの基本理念

②関係者の責務　

③１２の基本的施策

総合的・計画的な
施策の推進

食料等の安定供給
＋

農業の有する
多面的機能の発揮

　この条例では、新鮮で安全・安心
な食料等の供給と多面的機能を提
供している県内全域で営まれてい
る農業を都市農業としています。
都市農業の役割
○都市住民に対する新鮮な農畜産
物の供給

○学童農園や市民農園、観光農園
等による農業体験・レクリエー
ションの場の提供

○緑や防災空間の提供

都市農業

　この条例では、農畜産物とその
加工品（農業者及び農業団体が加工
したもの）を食料等としています。
「食料」
○米、野菜、果樹などの農産物
○牛乳、豚肉、牛肉、鶏卵などの
畜産物

○これらを原料とした農畜産加工
品（お茶、梅干、漬物、ジュース、
ハム、アイスクリームなど）
「等」
○食用にならない花き、工芸農作
物、飼料作物など

食　料　等

　この条例では、地域の需要に即
した生産を行い、その産物を地域
で消費するための取組を地産地消
としています。
　県民の地域への愛着、県内の農
作物の分布や生産の状況等を考慮
し、神奈川県全域を範囲として、
考えています。
　また、地産地消は直売ばかりで
なく、契約生産・販売、卸売市場の
機能を利用して、県内の農畜産物
が様々な機会を活用して県民へ供
給されることと、考えています。

地産地消

神奈川県都市農業推進条例
（平成１７年１０月１８日公布、平成１８年４月１日施行）



新鮮で安全・安心な食料等の安定
供給と地産地消の推進

　新鮮で安全・安心な食料等が、農業者により生産され、
合理的な価格で流通するとともに、需要に応じて安定的
に供給される地産地消の推進が図られること

多様な担い手による農業資源の維
持・確保と農業の発展

　多様な担い手により、まとまりのある優良な農地、農業
用水などの農業資源が維持・確保され、環境に調和する農
業及び県民と農業者との間の交流を通じた農業が営まれ
ること

農業の有する多面的機能の発揮と
循環型社会への貢献

　県民が多面的機能の恵みを享受するとともに、都市か
ら生じる有機性資源を農業の自然循環機能により活用
し、都市と農業の共存が図られること
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県の責務

県民の責務 農業者及び農業関係団体の責務
私たち県民はどんなこ
とをしたらいいの？

生産者にはどんな役割
があるのかな？

県は何をするの？

●農業の多面的機能につい
て、よく理解しましょう。
●県内産の農畜産物を消
費、利用しましょう。
●農業に参画し、農業者と
交流しましょう。

●農業の多面的機能につい
て、よく認識しましょう。

●農畜産物を生産、販売、流
通し、県民と交流しましょ
う。

●総合的な施策を策定し、実施
します。
●市町村との連携や、施策の調
整に努めます。
●県民等と連携・協働して施策
を推進します。

都市農業の持続的発展を図る
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　知事は、都市農業の持続的発展に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための指
針を定めることとしています。
　また、指針では、都市農業に関する総合的で長期的な目標と施策の方向など必要な事項
を定めることとしています。

　県の附属機関として、農業者、農業関係団体及び都市農業に関する学識経験者等の幅広
い層の方々からなる審議会を設置して、指針の策定や変更、都市農業の持続的発展に関す
る重要事項について審議を行います。

　神奈川県都市農業推進条例は、平成１８年４月１日から施行されます。
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都市農業の持続的な発展のために
必要な１２の施策

①安全・安心な食料等の供給の推進
　　農薬等の使用の適正化、食料等の
品質に関する表示の適正化、衛生・
品質管理の普及啓発と指導

②地産地消の推進
　　生産・販売体制の整備、円滑な流
通の促進、銘柄の確立

③農業経営の安定化の推進
　　地域特性を生かした生産振興、経
営安定施策、鳥獣害対策

④農業経営の高度化並びに農業者及び
農業関係団体の情報交換の促進

　　農業技術及び特産品の開発と普
及、情報化の推進

⑤食と農に対する県民の理解の促進
　　食と農に関する知識の普及・情報
提供、農業体験による学習機会の充実
⑥農業の多様な担い手の育成及び確保
の推進

　　意欲ある担い手の育成、女性の農
業経営への参画、農作業受託組織の
育成、県民の農業への参画　など

⑦農業の生産基盤の確保及び整備の推進
　　農地の利用集積、生産条件の改善
⑧農地の有効利用の促進
　　耕作放棄地の解消及び発生抑制、
農業用水その他の農業資源の保全

⑨地域の農業を生かした県民と農業者
との交流の推進

　　農や自然にふれあい・学ぶ施設の
整備、市民農園の整備、伝統文化等
に接する機会の充実

⑩未利用資源の有効活用の促進を通じ
た農業の生産性向上の推進

　　家畜排せつ物、食品廃棄物その他
の未利用資源の有効活用

⑪環境に調和する農業生産の推進
　　化学農薬及び化学肥料の使用の抑制
⑫その他都市農業の持続的な発展のた
めに必要な施策の推進
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（目的）
第１条　この条例は、県民等が日常生活及び事業活
動を通じ、都市農業による新鮮で安全・安心な食
料等の供給と、農業の有する多面的機能の恵みを
享受していることを認識し、県民の日常生活の基
盤である都市農業を貴重な営みとして次世代に引
き継ぐことの重要性にかんがみ、都市農業の持続
的な発展について、基本理念を定め、並びに県及
び県民等の責務を明らかにするとともに、都市農
業の持続的な発展に関する施策の基本となる事項
を定めることにより、都市農業の持続的な発展に
関する施策の総合的かつ計画的な推進、食料等の
安定供給及び農業の有する多面的機能の発揮を図
り、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。
（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語
の意義は、当該各号に定めるところによる。
　�　都市農業　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。

　�　県民等　県民及び農業者並びに農業に関する
団体（以下「農業関係団体」という。）をいう。

　�　食料等　農畜産物（花き、工芸農作物及び飼
料作物を含む。）及びその加工品（農業者及び農
業関係団体が加工するものに限る。）をいう。

　�　多面的機能　良好な景観の形成、防災、県土
の保全、水源のかん養、自然環境の保全、文化
の伝承、情操のかん養等農業生産活動による食
料等の供給の機能以外の多面にわたる機能をい
う。

　�　地産地消　地域の需要に即した生産を行い、
その産物を地域で消費するための取組をいう。

（基本理念）
第３条　都市農業の持続的な発展は、将来にわたり、
県民が求める新鮮で安全・安心な食料等が、農業
者によって県内において安定的に生産され、合理
的な価格で流通するとともに、県民の需要に応じ
て安定的に供給されることにより、地産地消の推
進が図られることを旨として行われなければなら
ない。

２　都市農業の持続的な発展は、将来にわたり、多
様な担い手により、まとまりのある優良な農地、
農業用水その他の農業資源が維持及び確保され、
地域の特性に応じた環境に調和する農業及び県民

と農業者との間の交流を通じた農業が営まれるこ
とを旨として行われなければならない。

３　都市農業の持続的な発展は、将来にわたり、県
民が農業の有する多面的機能の恵みを身近に享受
するとともに、農業生産に当たり、都市から生じ
る食品廃棄物その他の有機性資源を農業の自然循
環機能の維持増進に活用することにより、都市と
農業の共存が図られることを旨として行われなけ
ればならない。

（県の責務）
第４条　県は、前条に定める都市農業の持続的な発
展についての基本理念（以下「基本理念」という。）
にのっとり、都市農業の持続的な発展に関する総
合的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。

２　県は、都市農業の持続的な発展に関する施策の
推進に関し、市町村との連携を図るとともに、市
町村が行う都市農業に関する施策との調整に努め
るものとする。

３　県は、県民等と連携し、及び協働して、都市農
業の持続的な発展に関する施策を推進するものと
する。

（農業者等の責務）
第５条　農業者及び農業関係団体は、農業の有する
多面的機能に関する認識を深めるとともに、次の
各号に掲げる事項を行うよう努めるものとする。

　�　食料等の生産、流通及び販売活動並びに県民
との交流活動を通じ、基本理念の実現に向け主
体的に取り組むこと。

　�　県が実施する都市農業の持続的な発展に関す
る施策に協力すること。

（県民の責務）
第６条　県民は、農業生産活動及び農業の有する多
面的機能に関する理解を深めるとともに、次の各
号に掲げる事項を行うよう努めるものとする。

　�　県内産の食料等の消費及び利用に努めるとと
もに、農業生産活動への参画及び農業者との交
流活動を通じ、基本理念の実現に積極的な役割
を果たすこと。

　�　県が実施する都市農業の持続的な発展に関す
る施策に協力すること。

（基本的施策）
第７条　県は、基本理念に基づいて、次に掲げる施
策を実施する。

　�　食料等の生産から流通を経て販売に至る過程
における農薬、肥料、飼料、動物医薬品その他
の資材の使用の適正化、食料等の品質に関する
表示の適正化並びに衛生及び品質管理の普及啓

神 奈 川 県 都 市
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発及び指導を通じて、安全・安心な食料等の供
給を推進すること。

　�　県民等が県内産の食料等を提供し、及び利用
するための生産体制及び販売体制の整備、食料
等の円滑な流通の促進並びに県内産の食料等
（飼料作物を除く。）の銘柄の確立を通じて、地
産地消を推進すること。

　�　地域の特性を生かした生産の振興、経営安定
施策の実施及び鳥獣害対策の推進を通じて、農
業経営の安定化を推進すること。

　�　実用性の高い農業技術及び特産品を開発し、
及び普及するとともに、情報化の推進を通じて、
農業生産及び農業経営の高度化並びに農業者及
び農業関係団体の情報交換を促進すること。

　�　食と農に関する知識の普及及び情報提供並び
に農業の体験による学習機会の充実を通じて、
食と農に対する県民の理解を促進すること。

　�　意欲ある農業の担い手の育成、新規就農の促
進、女性の農業経営への参画の支援、高齢者の
農業に関する活動の機会の確保、地域の農作業
を受託する組織の育成及び農業者以外の県民の
農業への参画を進めることを通じて、農業の多
様な担い手の育成及び確保を推進すること。

　�　農地の利用の集積を促進し、及び生産条件の
改善を推進することを通じて、農業の生産性の
向上を図り、ほ場その他の農業の生産基盤の確
保及び整備を推進すること。

　�　多様な担い手により農地の保全を促進し、耕
作放棄地（以前耕作の用に供されていた土地で、
過去一年以内に耕作されず、かつ、当分の間耕
作される見込みのないものをいう。）の解消及び
発生抑制を図ること並びに共同して行う取組に
より農業用水その他の農業資源の保全を促進す
ることを通じて、農地の有効利用を促進するこ
と。

　�　県民が農及び自然にふれあい、それらについ
て学ぶための施設の整備、市民農園の整備並び
に伝統文化その他の地域資源に接する機会の充
実を通じて、地域の農業を生かした県民と農業
者との交流を推進すること。

　�　家畜排せつ物、食品廃棄物その他の未利用資
源の有効活用を促進することを通じて、地力（土
壌の性質に由来する農地の生産力をいう。）の増
進及び農業経営の効率化を図り、農業の生産性
の向上を推進すること。

　�　化学的に合成された農薬及び化学肥料の使用
の抑制による環境への負荷の少ない持続性の高

い農業の普及を通じて、環境に調和する農業生
産を推進すること。

　�　その他都市農業の持続的な発展のために必要
な施策を推進すること。

（指針の策定）
第８条　知事は、都市農業の持続的な発展に関する
施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、都市
農業の持続的な発展に関する指針（以下「指針」
という。）を定めなければならない。

２　前項の指針は、次に掲げる事項について定める
ものとする。

　�　都市農業の持続的な発展に関する総合的かつ
長期的な目標及び施策の方向

　�　前号に掲げるもののほか、都市農業の持続的
な発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進
するために必要な事項

３　知事は、社会経済情勢の変化及び農業を取り巻
く環境の変化に迅速かつ柔軟に対応するため、定
期的に指針を検証し、必要に応じ指針の変更を行
わなければならない。

４　知事は、指針を定め、又は変更したときは、遅
滞なくこれを公表するものとする。

（財政上の措置）
第９条　県は、都市農業の持続的な発展に関する施
策を推進するために必要な財政上の措置を講ずる
よう努めるものとする。

（推進体制の整備）
第１０条　県は、県民等及び市町村と連携して、都市
農業の持続的な発展に関する施策の総合的かつ計
画的な推進を図るための効率的な体制を整備する
ものとする。

（審議会への諮問）
第１１条　知事は、第８条第１項に定める指針を定め、
又は変更しようとするときその他都市農業の持続
的な発展に関する重要事項に関し決定を行おうと
するときは、神奈川県都市農業推進審議会の意見
を聴くものとする。

（委任）
第１２条　この条例の施行に関し必要な事項は、規則
で定める。

　　　附　則
（施行期日）
１　この条例は、平成１８年４月１日から施行する。
（附属機関の設置に関する条例の一部改正）
２　（略）
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