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第1回 鎌倉市農業振興協議会会議録（概要） 

 

日時   平成20年5月1日（木）15時00分～17時00分 

場所   鎌倉市役所 第三分庁舎 講堂 

出席委員 １８名 

     河野会長、石井副会長、安齊委員、安藤委員、市田委員、内海委員、柿澤委員、

梶谷委員、小泉紀委員、小泉勝委員、三ノ宮委員、中島委員、並木委員、林委

員、盛田委員、矢野委員、山ノ井委員、山元委員   

事務局  相澤市民経済部長、梅澤市民経済部次長、大谷産業振興課長、 

加藤産業振興課農水担当係長、渡邉産業振興課副主査、安田産業振興課副主査  

 

○ 議事に先立ち、市長挨拶、委嘱式、委員自己紹介、正副会長の選出を行いました。 

 

議 事 

(1) 会議の公開及び会議録の公表について 

(2) 協議会の設立経過及び役割について 

(3) 鎌倉ブランドやさいの紹介 

(4) 意見交換 

(5) その他 

 

 

会  長：議題に入らせていただきます。「議題１ 会議の公開および会議録の公表につ

いて」を議題とします。 

事務局 ：会議の公表につきましては、次回の会議から、事前に「広報かまくら」及びホ

ームページで傍聴者を募集し、会議を公開したいと考えます。議事録の公表に

ついては、会議終了後１ヶ月程度を目途に、要点をとりまとめ、各委員の了解

を得た後、ホームページで公開したいと考えております。なお発言者名は、会

長、副会長、委員とし、個人の名前はだしません。以上の取り扱いでよろしい

でしょうか。 

会  長：ただいまの傍聴と、議事録公開について、事務局案のとおりでよいでしょうか。 

（了承） 

会  長：それでは、「議題２ 協議会の設立経過及び役割について」を議題とします。

事務局から説明をお願いします。 

事務局 ：鎌倉市農業振興協議会の設立経過及び役割について、説明します。 
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    鎌倉市では従来、鎌倉市農政協議会を組織しておりました。この協議会は主に

生産者である農業者の方、農業団体のJAさがみさん、そして県の関係機関の方

をメンバーに組織しておりました。しかしながら、本市の都市農業の振興を推

進していくためには、生産者だけでなく、より幅広い層の方々からのご意見・

ご要望などをお聴きしながら施策に反映させていく必要があります。国・県の

各種の計画などにおいても、それぞれの立場から主体的に取り組むべき事項も

示されているところです。 

そこで今回、鎌倉の農業振興にいっそう取り組んでいくため、新たに鎌倉市農

業振興協議会を設置し、鎌倉市の農業振興の推進や具体的な施策について、生

産者だけでなく、さまざまな分野の皆さんから意見を伺う場として協議会を組

織することになりました。 

ここで、お手元の「鎌倉市農業振興協議会設置要綱」をご覧ください。第２条、

の当協議会の所掌事務ですが、協議会は、次の各号に掲げる事項の連絡及び調

整を行うものとしています。「農業振興の推進にかかる全体的な方針などに関

する事項」「農業振興施策の進捗状況に関する事項」 

この様に、当協議会の所掌事務を定めておりますが、特に基本計画や基本構想

の策定のような具体的な事項を定めているわけではありません。まず第一には

本市農業の現状と課題などを把握し、鎌倉市の農業振興推進のために農業者、

行政はもちろんですが、事業者や市民の皆様など様々な分野の方がどのような

行動をしていけば、良いのかなどの、具体的な行動計画をつくっていければと

考えております。そしてその行動の進行状況についても共有していく場とした

いと考えております。 

 

会  長：ただいまの説明に対して、何か質問はありませんか。 

＜質問なし、了承＞ 

会  長：「議題３ 鎌倉ブランド野菜の紹介」実際に鎌倉ブランド野菜に取り組んでい

る委員より、鎌倉ブランド野菜について説明をいただけるとのことです。 

委  員：さがみ農協協同組合の鎌倉青壮年部に所属しており、今から二年半前に「関東

甲信越地区ＪＡ青年組織活動実績発表大会」で発表し受賞した「地産池消を

実現した「鎌倉ブランド」」について発表したいと思います。ただし内容が

二年半前なので違っている場合がありますので、ご了承ください。 

     

 ＜パワーポイントの説明資料で、かまくらブランド野菜についての紹介を行

っていただきました（約２０分）＞ 
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会  長：ご意見ありませんでしょうか。 

委  員：発表後２年半経ちましたが、その中で進んだところを紹介していただけないで

しょうか。 

委  員：発表の中にもありましたが、植木、街路樹の剪定堆肥の扱いについてです。そ

れまで消費者の方に配布するのにばらばらだったのが、ブランド堆肥として２
．．．．．．．．．．

０キロの袋詰
．．．．．．

にしたことで、より一層広い範囲の方に使用していただけたこと

です。 

委  員：鎌倉ブランド野菜について、よくわかりました。すばらしいことだと思いまし

た。ただひとつ消費者の側から言えば、コストを下げるという事は盛り込まれ

ているのでしょうか。またブランド化する目的は何か。例えば全国的に鎌倉ブ

ランド野菜を有名にするのか、または鎌倉市民や湘南地域の生活を安定にする

のかなと。消費者は、できるだけ、良いものを安く買いたいけれど、おいしい

が値段が高いとなると、買えない。安くておいしいものがほしい。コスト面を

大きな目標としてほしい。 

委  員：鎌倉のブランド化は、今何を柱にしているのかご説明いただきたい。 

委  員：平成５年から鎌倉ブランドを始めましたが、市民の方には申し訳ないのですが、

市場やいろんなところで、販売をしている中で、ほかのところよりも１円、１

０円でも高く買ってもらおうということではじめました。１５年やってきて、

価格よりも安全・安心・新鮮を消費者にＰＲしようということが、今一番の課

題になっています。農家を登録制にし、１５０戸中６０数軒の農家に賛同して

もらい、皆さんに安全・安心・新鮮の野菜を食べてもらうということで、進め

ています。 

会  長：安心・安全・新鮮をどうやって。 

事務局 ：「かまくらブランドやさい」のパンフレットをご参照ください。鎌倉市で野菜

を作っているという差別化と、ほかのところでもやっていると思いますが、減

農薬をきちんと守る事で親しまれていると思われます。 

会  長：一番は、減農薬・減肥料ですか。 

副会長 ：１００％有機栽培ではなく、農薬につきましては最低限使用します。が極力使

用しないということです。この近辺、鎌倉・戸塚区・茅ヶ崎・藤沢市あたりか

ら鎌倉地域に野菜が出回っているわけですが、鎌倉ブランド野菜は、鎌倉の少

ない農地の中でがんばって生産している野菜であるということを、鎌倉の消費

者の方にわかりやすくし、地元で消費するということが当初の目的でした。 

会  長：ありがとうございました。値段についてはどうですか。 

委  員：スーパーの鎌倉ブランド野菜コーナーで買って、今まで裏切られた事はなくお

いしいのですが、値段が少し高いので毎日のこととなると難しい。鎌倉に地域
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に適した野菜とそうでない野菜とので差別化、ブランド化を図るのはどうでし

ょうか。たとえば、茅ヶ崎の砂地でできるジャガイモは、おいしい。鎌倉にこ

だわりすぎず、湘南地域でブランド化するのはどうでしょうか。 

会  長：湘南野菜というのは、どうでしょう。これもブランドですか。 

委  員：教えてほしいのですが、価格はどのようでしたか。例えば、わかりやすい例で

いえば小松菜とかどのくらい違いましたか。 

委  員：その日によりますが、他の小松菜が１５０円だとすると、鎌倉野菜は１９８円

くらいです。少しですが毎日の事なので気になります。わたしがいちばんおい

しいと思ったのは、里芋です。他が２００円くらいのとき、３９８円ほどだっ

たと思います。あまりにおいしいので、家族の要望で何度か買いました。 

委  員：それはどうして高いのですか。少量だからですか。 

委  員：わからないのです。鎌倉野菜はどうして近くて交通費もかからないのに高いの

か。鎌倉野菜というよりも、ブランド野菜に力をいれているのではないかと疑

問をもちました。七色畑ということで少量しか作らない、大量消費できないか

らとか。 

委  員：スーパーなどで売られている野菜は、生産地帯から（市場を経て店舗にくるま

で）流通するのに時間がかかるもの。鎌倉の野菜のように、スーパーや市場へ

届くのに時間は、かからないものがあります。時間のかからないものは、その

分新鮮です。スーパーでは、新鮮だから、他のものより高く買ってもらう、高

いのではなく、新鮮さを買ってもらうということです。 

委  員：価格の問題ですが、先ほど小松菜がでましたが、鎌倉野菜は一般的な野菜とは

違い、私の店の場合、個別店舗での仕入れは、直接生産地から仕入れること

もある。よって我々の努力で仕入れたことに関して多少利益をいただくこと

もある。また我々は、建物も借り物で、月何千万円家賃を払いますので、場

所代などコスト計算していかなければいけない。できるだけ皆さんに手ごろ

な商品を提供していくことを考えておりますが、そのためには、やり方仕方

を変えていく。皆さんもよく聞かれると思いますが、「ＢtoＢ」という電子

オンライン取引から発生しているもので、直接生産者から仕入れて売るとい

うことです。市場や問屋など跳び越して距離を縮めて仕入れるということで、

今、最も力をいれています。魚もそうです。これは市場法などいろいろあり

ますが。生産者に近づいて、なるべく安く仕入れたものをお客さんに提供す

る。そういった商流の中で、自分の土地のものを安く新鮮なものを買いたい

という希望者がたくさんいらっしゃるのであれば、それをイベント化して売

る方法もあります。「我々の店舗で売るということに関して我々の儲けはい

らない、お客様が喜んでいただければ結構です」というイベントを開催して

いるところもあります。生産者が我々の店舗に商品を持ち込んで売るという
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イベントで、場所代・コストについては何もいわない。集客力を考えれば広

告をうつのと同じです。いろんな手法はある。また、鎌倉ブランド野菜は、

人口の割に生産量が少ないので希少性が優位にたってくる。そこに価値があ

ると思うので価格が上がるのは仕方がない。なるべくお客さんに喜んでいた

だくということであれば、イベントといった努力も続けていきます。 

会  長：今言われている減農薬・減肥料は、コストを削減することもできる。 

さらに安全・安心という、付加価値もつけられるのではないでしょうか。         

委  員：２点質問があります。１点は、ＪＡ（農協）が、手数料を取っている。そのこ

とが当然価格に添加されていると思いますが、そのあたりをお聞きしたい。

もう一点は、神奈川県は、エコ農産物・減農薬を推奨していると思いますが、

鎌倉ブランドが、それに近づくような方向にあるのか、またはＪＡに従った

ほうが良いのか、県の普及指導部としては、そのような方向へもっていこう

としているのか。この２点を教えていただきたい。 

委  員：今言われた手数料関係ですが、部署が違いあまりよく把握していなのです。 

副会長 ：手数料は、５％ぐらいですか、 

委  員：単価の面でお話ししたいと思います。例えば、さといもの値段ですが、食べて

いただければ値段の違いはわかると思います。わからなければ困りますし、そ

れで値段に差をつけています。もし安いものがほしければ、「これ、どちらが

安いですか、食べてみてどんな違いがありますか」など八百屋さんに聞いてみ

ると実際の値段の差が、わかると思います。鎌倉ブランドの野菜は、市場で扱

っている品物の中でも、見ていただけば、量、葉の肉など全く違うことがわか

ります。それを考えて単価がついています。 

委  員：お店によっては、鎌倉ブランド野菜は、安いものと並べてなく、まったく別格

に扱われていませんか。 

委  員：私共が扱っている業者はそういったことはしていないと思います。他の産地の

ものと鎌倉野菜と比べてみてください。全く違います。自信をもってお薦めし

ます。 

会  長：どうもありがとうございました。他にいらっしゃいませんか 

委  員：一農家という立場でお話させていただいてもよろしいでしょうか。鎌倉野菜は

一律に高いと、誤解して欲しくないと思います。私は鎌倉の直売所で売ってお

りますが、他と比べて安い値段で売っていると思います。先ほどエコ、農薬に

ついて話がでましたが、農家は、農薬をかけたくてかけているわけではない。

かけなければ、農薬代もかからないし、作業時間もかからない。また、有機肥

料は畑のためにいれないと畑が疲れます。実際、季節によっては、ほうれん草

や小松菜も農薬をしなくてもできます。だからといって、無農薬・有機肥料と

いうことで差別化して売っていません。決して、農家も高く売ろうと思ってい
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ません。先ほど、○○屋へ寄ってから来たのですが、ラディッシュにしてもサ

ニーレタスしても、高い値段で野菜が並んでいますが、並んでいるということ

は、買うお客さんがいるからです。コスト・コストというのはわかるのですが、

あまりコストに走ってしまうと、今で言う中国野菜の結末、地場の野菜が輸入

野菜に押されて安ければ良いという方向に行かないように、皆さん、主婦の皆

さんも考えていただきたいのです。決して農家は、儲かっていません。今日は

こういう格好をしていますが、先ほどまでＴシャツに地下足袋、家族労働で休

みもありません。都市近郊の農家は裕福だと、高い野菜を売っているからだと

誤解はなさらないでください。 

会  長：どうもありがとうございました。 

委  員：トマトの皮には農薬がかかっているので、生では食べないという方がいらっし

ゃるんですが、やはり皮をむいたほうが良いのか。また人参も皮をむいたほう

が良いのでしょうか。 

委  員：農薬を使うときは、国の方で決められた倍率があり、それを守って行っていま

す。わたしたちもハウスで作業をしているとき、おなかがすいたら、そのまま

食べますよ。新鮮ですよ、野菜は、全部生で大丈夫です。よかったら畑にきて

みてください。 

委  員：幼いころから、化学肥料は土地をやせさすと聞いておりましたので、農家の方

には、完全な有機は無理かもしれませんが、進めていただけたらと思います。 

会  長：農薬のことなので、県の方に伺いましょう。 

委  員：今の説明のとおり、農薬は、他のものに比べて、安全性については、厳しく評

価されています。農薬を購入しますと、その仕様について、細かく指示があり

ます。そのとおり使用していれば、安全性はとても高いものになっています。

他の地域の直売所では、残留農薬の検査を行っているところもあります。その

ような結果を、付加価値としてつけていくような方法もとることも出来るので

はないでしょうか。 

会  長：除草剤は、使わないほうが良い、良くないですね。後はいかがでしょうか、後

ひとつくらいですが。 

委  員：生産されている方に伺いたいのですが、今後、生産の販路を拡大していきたい

のか、枠の中で安全性を高め、付加価値をつけていきたいのか、まだ定まって

いないかもしれませんが、今後の方向性についておききしたい。 

副会長 ：鎌倉に限ったことでは無いのですが、生産者の担い手の不足、高齢化が進んで

います。若い生産者のいるところは、現状維持でやっていけますが、全体的に

みれば、減少していくことは目に見えています。生産記録なども残しておりま

す。湘南地区で特に鎌倉市の高齢が進んでいる状況です、農家もそうです、生

産量も増えていかない、現状維持、農家戸数、担い手も減るでしょう。 
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委  員：定年された方に手伝ってもらうよう、指導していただくのはどうでしょうか。 

副会長 ：全くそうですね。団塊の世代の方などに。 

会  長：ありがとうございました。また時間が余りましたらお伺いたします。ご協力あ

りがとうございました。議題４ですね。事務局から、お願いします。 

 

事務局 ：鎌倉市が取り組むべき施策の整理として、「神奈川県都市農業推進条例と鎌倉

市の都市農業振興策」という資料を用意しましたので、ご覧ください。 

本日、今後、鎌倉市が取り組むべき施策の整理として、皆様のお手元にＡ３横

の１枚ものの「神奈川県都市農業推進条例と鎌倉市の都市農業振興策」という

資料をお配りしていますのでご覧ください。 

神奈川県では「新鮮で安全・安心な食料等の供給」および「農業の有する多面

的機能の発揮」を図り、現在そして将来の県民の健康で豊かな生活の確保を目

的に平成１８年４月１日に神奈川県都市農業推進条例を施行しております。こ

の条例では鎌倉も含め県内全域で営まれています農業を都市農業と位置づけて

おります。県民の健康で豊かな生活の確保を図るという目的を達成するために 

「都市農業の持続的な発展についての基本理念」や「県、農業者及び農業関係 

団体、県民のそれぞれの責務」を定めるとともに「都市農業の持続的な発展に

関する施策の基本となる１２の施策を掲げております。 

基本理念などからキーワードとしては ①地産地消の推進 ②多様な担い手に

より、まとまりのある優良農地の確保 ③農業の有する多面的機能の発揮し、

都市と農業の共存などが挙げられると思います。 

先ほども述べましたが、これら都市農業を持続的に発展させるために必要な１

２の施策 ①の安全・安心な食料等の供給の推進から 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 まで様々な立場で取り組むべき事項を

掲げております。 

資料の右側でございますが、こちらには鎌倉市の農業の概要を右上に、その下

に市の総合計画における農業施策の現状と課題や目標、施策の方針を記載して

います。 

そして右下に県の「都市農業の持続的な発展に関する施策の基本となる１２の

施策に対しまして現在、鎌倉市の行政、生産者、事業者、消費者などが取り組

んでいる取組みをこちらで把握しています範囲で書き出してみました。 

本日はこの資料などをヒント・参考として、「こういったところにもっと力を

入れて欲しい」ですとか、「私達は、こんな取組みを行っている」など自由に
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議論、意見交換を行っていただければと思います。 

本日の協議会ではあまり時間はとれないかと思いますが、第２回目以降でもこ

の議論は継続していきたいと考えております。 

その議論を通じて、本市が取り組むべき施策を整理し、実行可能な行動計画に

つなげていければと考えております。是非、委員皆様の活発なご意見等をいた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

会  長：まだ、若干の時間があるようなので、意見交換ということで続けたいと思いま

す。どなたかどうでしょうか。利用集積などはどうでしょうか。 

 

委  員：農地の流動化（※効率的な生産ができるよう農地の権利移動を促進すること）

はまだありません。遊休農地や荒廃農地の活用が課題となっており、関谷では

農業委員会が中心となって遊休農地対策協議会を組織しています。耕作後、３

年したら所有者に返すというものです。 

委  員：配布資料にもありますが、県の取組みとして「中高年ホームファーマー制度」

を行っています。神奈川県では、農業の担い手の高齢化、後継者不足により耕

作放棄地が増加傾向にあります。これらの農地の活用を図るためにとともに、

県民の方々の農業への参入の場を提供するため、平成 １５年度から「中高年

ホームファーマー事業」を実施しています。葉山町の募集では２０倍という倍

率でした。 

委  員：地元でつくった野菜で鎌倉の四季を是非、皆さんに味わってほしいと思います。

西洋野菜もつくっていますのでよろしくお願いします。 

 

会  長：「議題５ その他」について、事務局よりお願いします。 

事務局 ：６月４日に現地見学会を予定しています。時間は、午前９時からお昼頃まで、

市内関谷・城廻農業振興地域 大船市民農園 鎌倉農協連即売所など、市内の

農業関連の場所をまわりたいと考えております。参加は自由参加です。詳しい

案内は、後日送付いたしますので、よろしくお願いします。 

     なお、第２回協議会は、７月頃に開催予定です。 

 

会  長：何かございますか。本日は、ありがとうございました。 

 

 


