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（参考様式３） 

会  議  録 

会議の名 称 東村山市第３次農業振興計画 第１回検討会議 

開 催 日 時 令和２年８月31日（月）午後３時00分から午後５時00分 

開 催 場 所 東村山市役所北庁舎２階 第３会議室 

出 席 者 

及 び 欠 席 者 

●出席者： 

（委  員）八木洋憲会長、増田勝義副会長、小山林委員、丸山宙委員、櫻

井雄大委員、五十嵐髙雄委員、齋藤誠委員、園田智子委員、吉

田滋実委員、岡部里美委員、武田正文委員、村木美奈子委員 

（理事者） 渡部尚市長 

（市事務局）産業振興課（武岡地域創生部長、新井次長、篠宮課長、高橋課

長補佐、小澤主任、平岡主任、田中）、（株）地域計画建築研究

所（原田弘之、武藤健司） 

 

●欠席者： 松澤龍人委員 

傍 聴 の 可 否 可 
傍聴不可の場合

はその理由 
― 傍聴者数 ０名 

 

会 議 次 第 

 

１ 開会 

２ 委嘱状交付 

３ あいさつ 

４ 委員紹介 

５ 会長、副会長選任 

６ 東村山市第３次農業振興計画検討会の傍聴に関する定め 

７ 東村山市第３次農業振興計画の策定スケジュールについて 

８ 東村山市第２次農業振興計画の取組の現状評価等について 

９ 東村山市農業を取り巻く現況等について 

10 意見交換 

11 その他（報告事項） 

①農業者へのアンケート調査について 

②懇談会の開催について 

③第２回の検討会議について 

12 閉会 
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配 布 資 料 

・東村山市第３次農業振興計画 第１回検討会議 次第 

・資料１ 東村山市第３次農業振興計画検討会議 委員名簿 

・資料２ 東村山市第３次農業振興計画検討会議 設置規則 

・資料３ 東村山市第３次農業振興計画検討会の傍聴に関する定め 

・資料４ 東村山市第３次農業振興計画 策定スケジュール 

・資料５ 東村山市第２次農業振興計画の評価結果 

・資料６ 東村山市農業を取り巻く現況 

・資料７ 農業者へのアンケート調査 

・資料８ 懇談会等実施要領 

・参考資料 東村山市第２次農業振興計画 

問い合わせ先 

地域創生部産業振興課 

担当者名 高橋 

電話番号 042-393-5111 内線2912 

ファックス番号 042-394-4200 

e-mail sangyoshinko@m01.city.higashimurayama.tokyo.jp 

会  議  経  過  

１．開会 

本日の協議会には委員12名出席。協議会委員数の過半数を満たしており、東村山市第３

次農業振興計画検討会議設置規則第６条第２項の成立条件を満たしている。次第に沿って

進める。 

 

２．委嘱状交付 

―渡部市長より委嘱状を交付（増田委員が代表で受領） 

 

３．あいさつ 

（渡部市長） 

本日は新型コロナウイルス感染症拡大が続く中、また公私ともお忙しいところ、東村山

市第３次農業振興計画第１回検討会議にご出席をいただき感謝する。また、委員の皆様に

は、東村山市の農政はじめ市政万般に対し日頃よりご協力をいただき重ねて御礼申し上げ

る。 

第３次農業振興計画を策定するにあたり、農業者、農業団体、広報市民、学識経験者な

どの多くの皆様にご参加いただき、これからの東村山市の農地をいかに守り、農業を活性
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化させるかということについて様々な視点・角度からご意見をいただければと思う。 

東村山市は、戦後までは農村地帯だったが、昭和30年代からは急速に都市化が進み住宅

都市として発展してきた。開発が進む中でも、農業者の皆様のご尽力でご自身の農地を保

全し、今日も営農を継続している農家の方もたくさんいらっしゃる。多くの産物は東村山

市の特産品として挙げられ、おいしくて新鮮、安全なものが供給されている。 

しかしながら、今日の都市農業をめぐる環境は大変厳しく、税制上も相続発生時は相続

税の関係から農地を手放さざるを得ない状況であり、年々農地が減少していることも事実

である。税制上の問題は国の政策となるが、本市としては、都市農業の継続ができるよう、

多摩地域あるいは周辺市と連携し、都や国に対しての要望活動等を地道に続けてきた。こ

れらの運動もあり、数年前には都市農業基本法が施行されるなど、国においても都市農業

の重要性の再認識をしていただき、制度や政策が充実しつつある。 

現在の都市農業の制度的な基盤としては、生産緑地法と相続税の納税猶予制度が大きな

柱である。生産緑地については、生産緑地法で定められた期限である30年を迎える農地が

出始めることから、「特定生産緑地にいかに円滑に移行していただくか」が重要となる。生

産緑地所有者の意向を踏まえながら移行手続きを進めているところである。 

一方で、今後も東村山で営農を続けていただくためには、「農業収益を一定程度上げてい

くこと」が大きなポイントになる。東村山市の農業者の生産規模は、周辺地域と比べて比

較的小規模であり、農業収入だけで生計を立てることは厳しいという現実がある。市とし

ては、高い生産性、あるいは付加価値をつけていただくことで、農業で所得を上げていた

だく支援を行っている。今後も東村山の基幹的な産業のひとつである都市農業をさらに発

展させ、「農ある風景の東村山」を残していくために、今後も農業者の方が代替わりしても

農業を継続していただける仕組みや取組を積極的に進めることが重要である。 

第３次農業振興計画では、このような状況も踏まえて実効性のある計画を作成すること

が非常に重要である。委員の皆様には、東村山市の農地が守られ、さらに発展できるよう、

いろいろな観点からご指導とご協力をいただくことを心からお願いしたい。 

 

４．委員紹介 

―委員自己紹介 

 ―「資料１ 東村山市第３次農業振興計画検討会議 委員名簿」 

 

（事務局） 

―資料の確認 
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５．会長、副会長選任 

 

会長には、八木委員、副会長には、増田委員が選任される。  

―会長・副会長挨拶 

（会長） 

市長からもご紹介があったが、東村山市は「農のある風景」ということで、都心から近

いにも関わらず緑が豊富で、市民一人あたりの農地面積が都内でも多い地域である。第２

次農業振興計画の策定から10年が経過するが、この10年間に大きな出来事があった。 

まずは、策定後すぐに起きた2011年の東日本大震災において、農業や緑に対しての見方

が変わったことである。また、現在起きていることとして、新型コロナウイルスの影響に

よって、都会から郊外に人が動いたり、働き方や住み方に対して見直しがされている。 

都市農業については、都市農業振興基本法により、国が都市農業に対しても本格的に政

策を実施すると認め、本腰を入れはじめた。まさに転換期である。2018年には生産緑地法

の抜本的改正があった。都市農業にようやく風穴を開けることができた状況である。次の

10年を見据えてよい検討をしていきたい。 

 

（副会長） 

昔は農地の中に住宅があったが、東村山市は市街化区域ということもあり宅地化が進み、

現在は住宅の中に農地がある状態である。それは農業者にとって、消毒作業一つをとって

も近所の目を見ながら作業を行うなど、農作業がしにくい状況となっている。今後、都市

農業の理解が促進され、農業者が営農しやすいなど、少しでも良い方向になるよう計画の

検討に努めたい。 

 

６．東村山市第３次農業振興計画検討会の傍聴に関する定め 

（事務局） 

―「資料３ 東村山市第３次農業振興計画検討会の傍聴に関する定め」 

事務局より説明 

 

（会長） 

本日の会議について、非公開にする特段の理由はないと判断されるため、公開というこ

とでよろしいか。 
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―異議なし― 

 

（会長） 

それでは、傍聴の許可をする。傍聴者の方がいらっしゃれば、事務局にてご対応いただ

きたい。 

 

 ―事務局確認、傍聴者なし 

 

７．東村山市第３次農業振興計画の策定スケジュールについて 

（事務局） 

―「資料４ 東村山市第３次農業振興計画 策定スケジュール」 

事務局より説明 

 

８．東村山市第２次農業振興計画の取組の現状評価等について 

（事務局） 

―「資料５ 東村山市第２次農業振興計画の評価結果」 

事務局より説明 

 

（会長） 

ここまでの中で、質問や意見があればお願いしたい。 

 

（委員） 

評価・検証にあたり、成果の実績には、件数だけでなく金額も追記できないか。 

 

（事務局） 

予算や決算情報など、金額がわかるものは追記したい。 

 

（委員） 

都市農地保全支援プロジェクトについて、「補助上限事業費は９千万円」、「現在、対象は

認定農業者に限られている」とあるが、実際のニーズはさらに多いということか。あるい

は、認定農業者ではない農業者からもニーズがあるのか。 
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（事務局） 

補助事業が開始された平成29年度以前に、市内全農業者にアンケートを行ったところ、

概算では３億円程度の支援ニーズがあった。そのため、現在は認定農業者に絞って施策を

実施している状況であり、支援してほしい農業者は多いと考えている。 

 

（委員） 

農地の創出・再生支援事業について、都としては要望を前年度に把握し、翌年度に向け

て予算要求をしている。現地点での問題点・主な課題に「要望者の事業実施希望時期と、

補助事業の交付時期がずれてしまうことが課題」とあるが、農地の創出・再生支援事業を

早く活用したい農家が多いということか。 

 

（事務局） 

この課題欄の記載は、都市計画道路の関連で記載した課題であり、実際には調整しなが

ら進めていけている状況である。 

 

（会長） 

学校給食について、地場野菜納入率のベースとなる単位は何か。 

 

（事務局） 

重量で算出しており、野菜に占める地場野菜の割合を示している。 

 

９．東村山市農業を取り巻く現況等について 

（事務局） 

―「資料６ 東村山市農業を取り巻く現況」 

事務局より説明 

（会長） 

ここまでの中で、質問や意見があればお願いしたい。 

 

（委員） 

11ページ目の経営耕地面積について、平成25年に数値が増えている原因は何か。 
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（事務局） 

農業者にご協力をいただいたアンケート結果によるものである。年によっては相続の関

係などでアンケートにご協力いただけない農業者もいるため、数値が増減することがある。

施策を実施したわけではない。 

 

（会長） 

農家戸数など、出典によっては数値が大きく異なるため、最終時は調整いただきたい。 

 

10．意見交換 

（会長） 

東村山市の農業振興について、日々感じていること、期待することなどを順番にお話い

ただきたい。 

 

（委員） 

10年前に掲げていただいたものが「ブランド化」である。キウイや梨などの果物を強化

し、皆さんに伝えようという状況は現在も変わらない。赤キウイが増えつつあったが、か

いよう病によって木が枯れてしまい、中断していることは残念である。 

平成17年度に都の補助事業を活用して、ぶどうのハウスを作った。それ以前は、補助事

業があったかどうかも知らずに農業を行っており、路地栽培で病気に負けるなど、病気に

弱い品種を作ることはできなかったが、ハウスにより品質がよい、高級なぶどうが作れる

ようになった。平成25年度にも補助事業を活用することができ、活用する農家数も増えて

きた。 

今年はコロナ禍によりどうなるかと思ったが、直売所の客数は例年の1.5～２倍くらいに

なっており、ハウスがなかった頃には考えられない状況である。品質向上やブランド化の

取組により、皆様に知っていただき集客に結びついている。今後は、SNSやホームページを

強化することでさらに知っていただき、周知いただけるような取組を実施したい。 

（会長） 

ウィズコロナの一過性の取組にしないように、お客様の利用しやすさ、どうやって農園

にきてもらうかなどを検討していければと思う。 

 

（委員） 

緑化組合は、農地に関する取組では組合員の３割が植木の生産、７割は造園業を営んで
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いる。最近は、農地の直接的な運営・活用だけでなく、空き家、空き地、耕作放棄地に関

わる部分としては除草や防除という形でサポートをしている。植木の剪定管理だけでなく、

一般家庭や農家が手に負えなくなったものに対しての事業が増えている。 

先ほど、資料６でSDGsのご紹介があったが、2030年がSDGsの期限である。農業では、ど

のような部分が該当するかを具体的に教えていただきたい。 

 

（事務局） 

SDGsは、企業だけでなく、最終的には市民一人ひとりにアプローチしなければいけない

と考えている。持続可能な開発目標（SDGs）の視点で、「市としていかに貢献していけるの

か」、「農業分野としてどのように貢献していけるか」を考える必要がある。 

例えば、農薬をあまり使わない、水を汚さない、緑をできるだけ残すなどについて、市

民一人ひとりが、あるいは農業政策としてどのように貢献ができるのかというと、資料６

で記載しているSDGsの17の目標のうち「目標２ 飢餓をゼロに」などが当てはまり、新技

術という点では「目標９ 産業と技術革新の基盤をつくろう」なども当てはまると考える。 

「経済、社会、環境をどのように活性化し、10年後に結び付けるか」、「どのような貢献

をするのか」ということがSDGsの考え方であると思う。そのような長期的な視点でこの計

画を作成したいと考えている。 

 

（会長） 

SDGsは17の目標ごとにロゴが設定されており、各項目は計画の評価として利用すること

も考えられる。 

 

（委員） 

イノベーションも必要であるが、農地を減らさないための取組支援など、実効性のある

取組を進めていきたい。 

（委員） 

東村山市花卉研究会の中心メンバーは、30～40代であり、他団体に比べて若い農家が多

い。新規で施設を建てるのではなく、いまある施設の改修を行いながら長く農業を続けた

いという農業者が多い。 

駅前のプランター事業は、今後も継続して実施したい。東村山市内には、多くの駅があ

るため、他の駅でも協力できることがあれば行いたい。駅前だけでなく、公園や主要道路

などにも花を活用していただければありがたい。 
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（委員） 

直売所の出荷者が高齢化しており、また直売所に来られるお客さんの平均年齢は69歳で

ある。多くの出荷者は、収穫した農産物のうち、直売所への出荷が半分、庭先直売所での

販売が半分くらいではないか。 

直売所に出荷する農産物は、直売会の方針として「新鮮でいいもの」と決めている。規

格外の農産物を出荷するとよいものが売れなくなることから、規格外品は庭先直売所で販

売してもらい、直売所はできるだけいいものを販売することで進めている。 

また、清瀬市では、農協が週に1回、移動販売車で出向き直売会を開催している。市内の

買い物困難地域に対して、直売会を農協として開催できないかという話もあり、今後検討

したい。 

 

（委員） 

農協の直売所では、東村山市内でもよい農産物が販売できている。相続が発生するたび

に農地が減っており、相続税の高さが最も大きい要因であると考えている。農地を増やす

ことは難しいかもしれないが、10年後今と同じぐらいの農地を残すことをテーマに検討し

たい。 

 

（委員） 

近年は、露地野菜から施設野菜、土耕栽培から養液栽培、スマート農業など、生産の効

率化といった動きが増えている。施設野菜では、トマトが特に人気である。未来を見据え

た新しい技術を取り入れることは、担い手の減少や高齢化が進むなかでよいことであると

思う。補助事業もいろいろあるため、ぜひ活用していただきたい。 

 

（委員） 

農業者の技術面の支援を主に行っている。今後の農業振興にあたっては販路の問題が考

えられる。直売所はたくさんあり、ネット販売を個人で進めている方もいるが、これから

高齢化が進む中で、どういうやり方を進めていけばいいかなどを検討していきたい。 

 

（委員） 

学校給食を通して、郷土への関心や生産者への感謝などを育みたいと考えている。子ど

もたちにとっては、生活の中に農業があるわけではないので、給食を通して「こんな野菜
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があるのか」と意識をしながらいただいている状況である。 

近年、子どもたちの食物アレルギーが増えており、フルーツのアレルギーが多く、特に

キウイは症状が大きいなど、東村山の特産品であるキウイが学校での提供が難しいという

一面もある。 

 

（委員） 

消費者の立場から「東村山の農業」を考えたい。コロナ禍により在宅勤務となり、平日

の昼間に市内を歩く機会が増え、庭先直売所が多いことに気づいた。庭先直売所は、スー

パーよりも価格が安いまたは同程度であり、多くの農産物が売られており、物流面からも

二酸化炭素の排出量が少なくとてもよいことだと思っている。 

コロナ禍の現在は、庭先直売所の利用を増やすチャンスであると考える。「どこで、いつ、

何が売られているかわからない」という状況ではあるが、例えばgoogleマップも活用する

など、直売所や地産地消がより進み、市民や子どもたちがより喜べるような取組を考えた

い。 

 

（委員） 

３年前から体験農園を利用し、親切に教えていただいている。周囲には市民農園を利用

したい知人もいるが、空きがない状況である。空いている農地があるのであれば、市民に

貸していただくような取組が進められないかと思う。 

働いていた頃は直売所に行く機会は少なく、コインロッカー型の庭先直売所があっても

買い物に行く時間には売り切れていることが多かった。庭先直売所はいつ開いているかわ

かりにくいため、スーパーでまとめて購入することが多かった。スマートフォンも普及し

ているため、「庭先直売所がいつ開いているのか、どんなものが売っているのか」など、農

業者が簡単に情報を提供できるサービスがあれば、働く主婦などともつながり、新鮮で安

く、地産地消の取組として、子どもたちに食べてもらうことにつなげられるのではないか。 

東村山産の花についても、どこで売られているのかさえも知らない状況であり、ホーム

センターに行ってしまう。市内の花屋と連携するなど、どこで売っているのかがわかるよ

うな取組を進めてほしい。 

 

（会長） 

市民農園については、都市農地の貸借の制度により、相続税の納税猶予も継続されるこ

とから、開設がしやすくなった。 
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庭先直売所については、東京都農林総合研究センターでは「いつ、どこで販売している

のか」をリアルタイムで知ることができる試行事業を進めており、再来年の完成を目指し

ているようである。 

 

（副会長） 

現在は息子が農業を行っているが、これまでにも都の補助制度を利用している。今後も

補助制度を活用したいが、新設補助は対象だが、改修のみは補助の対象外の場合もあった

りするため、対象の範囲を柔軟に広げていただけるとありがたい。 

また、各学校の花の植え替えについて、ボランティアを募って生産者と連携・管理する

ことも一つの策ではないか。 

 

（会長） 

本日の会議をふまえて、次回の検討会議では第３次農業振興計画のイメージや方向性を

考えていくということでよろしいか。 

 

―異議・意見なし― 

 

11．その他（報告事項） 

（事務局）  

 ―「資料７ 農業者へのアンケート調査」 

―「資料８ 懇談会等実施要領」 

事務局より説明 

 

（会長） 

 続いて、事務局より確認事項をお伝えする。 

 

（事務局） 

１点目は、会議の議事録についてである。本日の議事録は、事務局で草案させていただ

き、内容の確認は委員を代表して、八木会長と増田副会長に委任させていただくことを考

えている。議事録には、発言した委員名を載せるのではなく、会長、副会長、委員、事務

局といった形で掲載させていただきたい。 

２点目は、市のホームページへの掲載についてである。資料１の委員名簿に性別を加え、



12 

皆様の所属や氏名の掲載を許可していただければと思う。 

 

―異議・意見なし― 

 

12．閉会 武岡地域創生部長 挨拶 

 

―以上― 

 


