
第2次農業振興計画の評価・検証シート（平成23年度～令和元年度）

2_成果 3_目標に対する達成度

事業名 事業概要 成果（数字や具体事象等含む)
A目標以上、

B概ね目標達成、
C目標未達

基本方針１．農業経営・生産の充実

農業経営改善計画補助事業

(認定農業者補助金）

認定農業者に対し、農業経営改善計画の目標とする農業所得を達成

することを目的として、トラクター購入やハウスビニール張替えな

ど、農業用設備等に補助を行った。

＜補助実績＞

平成27年度：6件

平成28年度：6件

平成29年度：8件

平成30年度：8件

令和元年度：9件

Ｂ

・決算額については概ね見込み通りの額と

なっている。

・本補助金のみでは、農業者が希望する農業

用設備等に十分でない場合があることが課題

である。

認証農業者制度

（令和2年度～新規事業）

認定農業者に次ぐ東村山市農業の担い手を育成するため、令和2年

度から、市独自に目標とする農業所得を定めた制度を創設した。

＜申請件数（経営体）＞

令和2年度：6件（見込み）
－ －

農業経営改善計画認定事業

認定農業者（申請者含む）に対し、農業経営改善計画の作成支援を

目的として、関係機関で構成される支援チームによる作付け計画の

助言等の支援を行った。

＜認定農業者数＞

平成23年度：38経営体

⇒令和2年度（4月1日付認定）：60経営体

A

認定農業者の目標とする農業所得基準である

300万円を目指せる市内農業者が頭打ちであ

ることが課題である。

都市農業活性化支援事業

認定農業者が収益性の高い農業を展開するために必要なパイプハウ

スなどの農業用設備等の整備を支援する東京都の補助事業（都市農

業活性化支援事業）を活用し、施設整備を推進した。

＜補助実績＞

平成29年度：花卉研究会4経営体

平成30年度：果樹組合5経営体

令和元年度：直売会7経営体

令和2年度：緑化組合1経営体（予定）

Ｂ
東京都の補助事業予算の動向等による影響が

ある。

都市農業活性化支援事業

認定農業者が収益性の高い農業を展開するために必要なパイプハウ

スなどの農業用設備等の整備を支援する東京都の補助事業（都市農

業活性化支援事業）を活用し、施設整備を推進した。

＜補助実績＞

平成29年度：花卉研究会4経営体

平成30年度：果樹組合5経営体

令和元年度：直売会7経営体

令和2年度：緑化組合1経営体（予定）

Ｂ
東京都の補助事業予算の動向等による影響が

ある。

有機農業推進事業

（野菜農家）

きゅう肥、木質堆肥等の有機物を中心とする土づくりにより土壌の

生態系を保持し、より安全な農産物の生産を重視した有機農業を推

進することを目的として、堆肥の購入や、堆肥場の設置・増改築等

の整備に対して費用補助を行った。

＜補助実績＞

平成27年度：堆肥場整備2件、堆肥145件、東京都堆肥6件

平成28年度：堆肥場整備2件、堆肥127件、東京都堆肥6件

平成29年度：堆肥場整備4件、堆肥127件、東京都堆肥6件

平成30年度：堆肥場整備4件、堆肥115件、東京都堆肥7件

令和元年度：堆肥場整備2件、堆肥129件、東京都堆肥7件

Ｂ
農業者の技術向上や東京都エコ農産物認証制

度等の推進が課題である。

　農産物ブランド化推進事業

（果樹農家）

既存農産物のブランド化の推進および新規農産物ブランドの確立を

目的として、果樹組合に対し、東村山市の既存農産物ブランドであ

る「多摩湖梨」および「多摩湖ぶどう」と、新規農産物ブランドで

ある「赤キウイ」の苗木購入に対して費用補助を行った。また、東

京都の専門家派遣を受け、東村山産果樹のコンセプトの策定、ロゴ

マークデザイン、キャッチコピー等を制作した。

＜苗木購入補助実績＞

平成28年度：16名529本

平成29年度：10名723本

平成30年度：12名742本

令和元年度：12名175本

令和2年度（予定）：新デザイン梱包資材製作

　梨段ボール（約8,000枚）、手提げ袋（約12,000枚）

Ｂ

ブランド化を目指した「赤キウイ」につい

て、平成28・29年度に市内で発生したかいよ

う病の影響による生産量の減少等が課題であ

る。

関東東海花の展覧会

（花卉農家）

例年2月に開催される「関東東海花の展覧会」の継続出品に関して

事務局としてサポートし、東村山市花卉の周知・PRを図った。

＜関東東海花の展覧会 受賞実績＞

平成27年度：銀賞2名、銅賞1名

平成28年度：金賞1名、銀賞2名、銅賞1名

平成29年度：金賞1名、銀賞3名、銅賞5名

平成30年度：銀賞1名、銅賞1名

令和元年度：金賞1名、銅賞4名

Ｂ

周知後の販路について、市場出荷が中心であ

ることから、市況に左右されやすいことなど

が課題である。

計画の柱（★重点事業）

現時点での問題点・主な課題

基本方針 1_計画に関する主な事業

(1)農業経営体の育成

(2)営農形態に応じた支援

資料５
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2_成果 3_目標に対する達成度

事業名 事業概要 成果（数字や具体事象等含む)
A目標以上、

B概ね目標達成、
C目標未達

計画の柱（★重点事業）

現時点での問題点・主な課題

基本方針 1_計画に関する主な事業

公共緑の維持保全事業

（植木農家）

市内の緑の維持保全、景観の確保を目的として、平成28年3月に策

定された「公共の緑の植生管理のガイドライン」に則り、市内公民

館・学校等の公共施設における整備を行った。

＜受託実績（緑化組合）＞

平成27年度：24件

平成28年度：22件

平成29年度：28件

平成30年度：33件

令和元年度：32件

Ｂ

緑化組合の組合員数が減少傾向（平成21年

度：27名⇒令和元年度：17名）にあることが

課題である。

有機農業推進事業

きゅう肥、木質堆肥等の有機物を中心とする土づくりにより土壌の

生態系を保持し、より安全な農産物の生産を重視した有機農業を推

進することを目的として、堆肥の購入や、堆肥場の設置・増改築等

の整備に対して費用補助を行った。

＜補助実績＞

平成27年度：堆肥場整備2件、堆肥145件、東京都堆肥6件

平成28年度：堆肥場整備2件、堆肥127件、東京都堆肥6件

平成29年度：堆肥場整備4件、堆肥127件、東京都堆肥6件

平成30年度：堆肥場整備4件、堆肥115件、東京都堆肥7件

令和元年度：堆肥場整備2件、堆肥129件、東京都堆肥7件

Ｂ
農業者の技術向上や東京都エコ農産物認証制

度等の推進が課題である。

農業環境保全対策事業

農地環境を将来にわたって維持及び保全することを目的として、農

業者が環境に配慮した農業資材の購入する経費に対して費用補助を

行った。

＜補助実績＞

平成27年度：74件

平成28年度：76件

平成29年度：64件

平成30年度：78件

令和元年度：61件

Ｂ
農業者の技術向上や東京都エコ農産物認証制

度等の推進が課題である。

基本方針２．担い手の育成・確保

認定農業者家族経営協定
認定農業者の家族間において、家族協定の締結数を増やすことを目

的に、制度周知を行った。

＜家族経営協定締結件数＞

平成23年度：19件

⇒令和2年度（4月1日付認定）：31件

Ｂ
農業所得等により、後継者に農業を勧めにく

い状況が課題である。

農業後継者・担い手確保育成事業

農業技術又は農業経営等に関する知識の修得をしようとする農業後

継者に対し，農業後継者の育成を図ることを目的として、農業知識

修得等の研修費用の助成を行う。

＜補助実績＞

平成23年度～令和元年度まで実績なし
C

東京都農業試験場の技術研修の受講料が無料

であるため、研修費用等に対する実績はな

い。

農家の女性の研修

農業委員会の主催により、農家の女性の視点から農業の先進例を視

察し、東村山農業に活かすことを目的として、関東近隣で毎年1地

区1回合計5回の視察研修を行った。

＜5地区合計参加者（農業委員含む）＞

平成27年度：106名

平成28年度：110名

平成29年度：96名

平成30年度：95名

令和元年度：92名

Ｂ
コロナ禍で令和2年度は開催中止となってい

る。

援農ボランティア制度の推進

後継者不足や高齢化による人手不足に悩む農業者と、農業をサポー

トしたい市民とのマッチングを目的として、東京都農林水産振興財

団主催の援農ボランティア事業「東京の青空塾」を活用し、援農ボ

ランティアを推進した。

＜援農ボランティア認定者累計＞

平成23年度：94件　⇒令和2年度：129件

＜援農ボランティア認定者数＞

平成27年度：5人

平成28年度：7人

平成29年度：5人

平成30年度：4人

令和元年度：1人

B

援農ボランティア希望者数の減少が課題で

あったが、令和2年度は9名（認定見込）と大

幅増になった。

チャレンジ農業支援事業

東京の強みを活かした魅力ある農業経営の展開を図るために、経営

改善等の新たな取り組みを支援する東京都の事業の周知を図り、技

術指導やHP作成など、ソフト面の支援を推進した。

＜活用実績＞

平成27年度：0件

平成28年度：2件（梱包資材、パンフレット製作）

平成29年度：4件（HP制作、加工品支援3件）

平成30年度：7件（HP制作3件、パッケージ製作、加工品支援3件）

令和元年度：5件（HP制作、梱包資材製作2件、パッケージ製作2件）

B
事業概要の周知は進んでいるものの、活用実

績数が伸びないことが課題である。

(3)環境にやさしい農業の推進

(1)農業後継者の育成

(2)女性農業者の支援

(3)援農の仕組みづくり★

(2)営農形態に応じた支援
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2_成果 3_目標に対する達成度

事業名 事業概要 成果（数字や具体事象等含む)
A目標以上、

B概ね目標達成、
C目標未達

計画の柱（★重点事業）

現時点での問題点・主な課題

基本方針 1_計画に関する主な事業

マルシェ久米川等の開催

東村山で採れた新鮮で美味しい農産物を購入したいという市民の声と、

それを市民に届けたいという農家の想いを結ぶことを目的に、毎月1回、

第3日曜日に久米川駅北口で朝市「マルシェ久米川」を開催した。

また、スポーツセンター及びサンパルネの指定管理者である東京ドーム

グループの協力により、平成26年7月より夏季・冬季の限定でスポセンマ

ルシェ、サンパルマルシェを開催した。

平成23年12月より毎月第３日曜日に雨天を除き、久米川駅北口で開催

した。
Ｂ

コロナ禍で開催中止となっており、令和2年

度は未実施である。

地場産農産物学校給食の推進

地産地消の推進および都市農業への理解促進を目的として、学校給

食地場野菜納入打合せ会議を開催し、地場野菜の日を設けるなど、

学校給食納入を推進した。

＜地場野菜納入率＞

平成27年度：14.6%

平成28年度：12.3%

平成29年度：10.7%

平成30年度：12.97%

令和元年度：13.27%

Ｂ

・天候の影響が大きいことや、納入農家と学

校側の希望価格や農作物のサイズなどの調整

が課題である。

　農産物ブランド化推進事業

既存農産物のブランド化の推進および新規農産物ブランドの確立を

目的として、果樹組合に対し、東村山市の既存農産物ブランドであ

る「多摩湖梨」および「多摩湖ぶどう」と、新規農産物ブランドで

ある「赤キウイ」の苗木購入に対して費用補助を行った。また、東

京都の専門家派遣を受け、東村山産果樹のコンセプトの策定、ロゴ

マークデザイン、キャッチコピー等を制作した。

＜苗木購入補助実績＞

平成28年度：16名529本

平成29年度：10名723本

平成30年度：12名742本

令和元年度：12名175本

令和2年度（予定）：新デザイン梱包資材製作

　梨段ボール（約8,000枚）、手提げ袋（約12,000枚）

Ｂ

ブランド化を目指した「赤キウイ」につい

て、平成28・29年度に市内で発生したかいよ

う病の影響による生産量の減少等が課題であ

る。

ハンズオン支援事業
多摩湖梨の規格外果実の有効活用を目的として、果樹組合と市内事

業者とのマッチング、加工品用梨の標準価格設定等を行った。

市内菓子店等とのマッチングを行い、新たな加工品（菓子）の開発・

販売を行った。また、規格外果実を有効活用するためのプラット

フォーム（LINE公式アカウント）を開設し、市内和洋菓子店と連携を

図る基盤を作った。

Ｂ 今後の継続・拡大が課題である。

都市農地保全支援プロジェクト

農地の持つ防災や環境保全などの多面的機能をより発揮させること

や、地域住民に配慮した生産基盤の整備に支援する東京都の補助事

業（都市農地保全支援プロジェクト）を活用し、施設整備を推進し

た。

＜補助実績＞

平成29年度：防災兼用農業用井戸7件

平成30年度：防災兼用農業用井戸4件、土留めフェンス4件、防薬ネッ

ト・シャッター1件

令和元年度：防災兼用農業用井戸3件、土留めフェンス2件、防薬ネッ

ト1件

Ｂ

・東京都の補助事業予算の動向等による影響

がある（1自治体当たり補助上限事業費9千万

円）。

・現在、対象は認定農業者に限られている。

生産緑地追加指定
生産緑地の追加指定数の増加を目的に、農業者に制度の周知を行っ

た。
（指定所管は都市計画課）

特定生産緑地制度への移行推進

生産緑地所有者が特定生産緑地制度の内容を理解したうえ、円滑に

移行することを目的に、特定生産緑地制度説明会の実施や、農業者

の地区別座談会等での制度の周知を行った。

（指定所管は都市計画課）

【特定生産緑地制度説明会】

平成30年度：計2回実施、154名参加

令和元年度：計4回実施、212名参加

Ｂ
未耕作畑への指定に向けた農業委員会として

の指導が課題である。

農地パトロールの実施

未耕作畑や遊休農地の解消を目的に、農業委員会による農地法第30

条の規定に基づく利用状況調査（農地パトロール）を実施するとと

もに、未耕作畑や管理不十分な農地の所有者へ指導を行った。

【指導実績】

平成27年度：7件12筆

平成28年度：8件11筆

平成29年度：7件11筆

平成30年度：11件30筆

令和元年度：4件6筆

Ｂ

・指導を行った農地の改善が見られないケー

スがある。

・自ら耕作が困難な者について、借り手が見

つからないこと、また農地を貸借することに

抵抗があることなどが課題である。

農地の創出・再生支援事業

（令和元年度～）

農業者が所有する宅地や雑種地の構造物を解体・整備し、優良農地

を創出することを目的とした東京都の補助事業(農地の創出・再生委

支援事業）を活用し、農地の創出を推進した。

＜補助実績＞

令和元年度：1件
Ｂ

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である。

基本方針３．流通・販売の促進

基本方針４．農地の保全と活用

(1)生産緑地の保全

(1)地産地消の推進★

(2)ブランドづくりの推進★
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2_成果 3_目標に対する達成度

事業名 事業概要 成果（数字や具体事象等含む)
A目標以上、

B概ね目標達成、
C目標未達

計画の柱（★重点事業）

現時点での問題点・主な課題

基本方針 1_計画に関する主な事業

市民農園管理運営事業

市民が余暇活動として野菜等の農作物の栽培を通じて土に親しみ、

農業に対する理解を深め、健康的でゆとりのある生活の実現を図る

とともに良好な都市環境の形成と農地を保全することを目的に、市

内3箇所の市民農園の管理・運営を行った。

市内3箇所の市民農園、全211区画がおおむね通年で契約済みの状況。

（例年、応募多数による補欠者が十数名出るが、途中解約者が出るこ

とによる補欠者の繰り上げで、おおむね利用希望者のニーズに応えら

れている）

Ｂ

・借用地のため、相続発生時には対応が必要

となることや、不適切な管理をする使用者が

いることが課題である。

防災協力農地の拡充

東京都の補助事業（都市農地保全支援プロジェクト）を活用し、防

災兼用農業用井戸を設置した農地について、東京みらい農業協同組

合との協定に基づき、協力農地台帳に登録した。

平成19年11月6日に東京みらい農業協同組合と締結した「災害時にお

ける東京みらい農業協同組合との協力に関する協定書」の内容及び協

力農地登録台帳の更新等を目的として、令和元年5月7日に新たに協定

を締結した（平成19年度に締結した協定は廃止）。

また、令和元年度より協力農地の標識デザインを視認しやすいものに

更新した。

Ｂ
防災協力農地の拡充や、市民への更なる周知

が課題である。

基本方針５．交流と農のあるまちづくり

チャレンジ農業支援事業

東京の強みを活かした魅力ある農業経営の展開を図るために、経営

改善等の新たな取り組みを支援する東京都の事業の周知を図り、技

術指導やHP作成など、ソフト面の支援を推進した。

＜活用実績＞

平成27年度：0件

平成28年度：2件（梱包資材、パンフレット製作）

平成29年度：4件（HP制作、加工品支援3件）

平成30年度：7件（HP制作3件、パッケージ製作、加工品支援3件）

令和元年度：5件（HP制作、梱包資材製作2件、パッケージ製作2件）

Ｂ
事業概要の周知は進んでいるものの、活用実

績数が伸びないことが課題である。

農産物品評会
11月の市民産業まつり農畜産部門において、「野菜類」「果樹類」

「花き」「植木」の展示品評会を実施した。

＜出品実績＞

平成27年度：野菜493点、果樹190点、花き102点、植木75点

平成28年度：野菜407点、果樹216点、花き102点、植木89点

平成29年度：野菜394点、果樹158点、花き103点、植木76点

平成30年度：野菜290点、果樹183点、花き104点、植木85点

令和元年度：野菜318点、果樹148点、花き105点、植木80点

Ｂ
・出品点数が年々減少傾向にあり、品評会に

出品する動機付けが課題である。

農産物即売会（ナシ・ブドウ）
東村山市果樹組合において、毎年8月に「多摩湖梨」「多摩湖ぶど

う」のPRを兼ねた展示即売会を実施した。

＜販売実績＞

平成27年度：198袋

平成28年度：125袋

平成29年度：193袋

平成30年度：171袋

令和元年度：163袋

　※毎年、出品数全て完売の状況。

Ｂ
PR目的で実施しているが、その効果測定方法

が課題である。

(2)多面的機能を活かした農
地保全

(1)東村山農業の普及
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2_成果 3_目標に対する達成度

事業名 事業概要 成果（数字や具体事象等含む)
A目標以上、

B概ね目標達成、
C目標未達

計画の柱（★重点事業）

現時点での問題点・主な課題

基本方針 1_計画に関する主な事業

地場産農産物学校給食の推進

地産地消の推進および都市農業への理解促進を目的として、学校給

食地場野菜納入打合せ会議を開催し、地場野菜の日を設けるなど、

学校給食納入を推進した。

＜地場野菜納入率＞

平成27年度：14.6%

平成28年度：12.3%

平成29年度：10.7%

平成30年度：12.97%

令和元年度：13.27%

Ｂ

・天候の影響が大きいことや、納入農家と学

校側の希望価格や農作物のサイズなどの調整

が課題である。

中学校職業体験

市立中学校の生徒達が勤労体験を通し地域との連携を深め、様々な

仕事を学ぶ場を提供することを目的として、受け入れ農家との調整

を行った。

＜職業体験生徒数＞

平成27年度：3名

平成28年度：4名

平成29年度：4名

平成30年度：3名

令和元年度：3名

Ｂ

・受け入れ農家数が少ないことや、農家側の

受け入れ体制と学校側のニーズがマッチしな

いケースがあることが課題である。

農ウォークの実施

東村山市民と農家が交流し、市民が農業に親しむことを目的とし

て、農家やその圃場を歩いて回り、各農家の説明を聞くとともに、

収穫体験等を行った。

＜参加人数＞

平成28年度：19組 31名

平成29年度：36名

平成30年度：17組 35名

令和元年度：21組 36名

Ｂ

農ウォークの存在が認知されてきているが、

５０歳代以上の参加者が目立ち、子育て世代

等若い世代の参加が少ないことが課題であ

る。

農業体験農園
体験農園園主会による利用者募集の市報・市ＨＰ掲載や、契約会の

開催支援を行った。

【体験農園使用区画数（市内6園計）】

平成27年度：451/497区画

平成28年度：452/510区画

平成29年度：441/519区画

平成30年度：397/519区画

令和元年度：368/487区画

Ｂ

年1回募集を市報で行うが、市報の掲載面に

よって体験農園応募者数に偏りが出ることが

課題である。

農福連携事業

生活困窮者等の働きがいや自信を持ってもらうとともに、農業者の

働き手不足の解消を目的として、生活福祉課相談支援部署に農業者

の紹介を行った。

－ C

令和元年度より農業者の紹介を行ったが、コ

ロナ禍の影響もあり、現状マッチングまでは

至っていない。

多摩湖梨六次産業化事業
平成２８年度よりランドブレイン株式会社の支援を受けながら、果

樹組合として多摩湖梨六次産業化の検討を行った。
市内3事業者において多摩湖梨スイーツの販売を行った。 Ｂ

商品の定着化や新商品の開発、単価の問題等

が課題である。

都市農地保全支援プロジェクト

農地の持つ防災や環境保全などの多面的機能をより発揮させること

や、地域住民に配慮した生産基盤の整備に支援する東京都の補助事

業（都市農地保全支援プロジェクト）を活用し、施設整備を推進し

た。

＜補助実績＞

平成29年度：防災兼用農業用井戸7件

平成30年度：防災兼用農業用井戸4件、土留めフェンス4件、防薬ネッ

ト・シャッター1件

令和元年度：防災兼用農業用井戸3件、土留めフェンス2件、防薬ネッ

ト1件

Ｂ

・東京都の補助事業予算の動向等による影響

がある（1自治体当たり補助上限事業費9千万

円）。

・現在、対象は認定農業者に限られている。

久米川駅北口駅前広場 花壇整備事業
久米川駅前の景観づくりを目的として、市の委託事業として、花卉

研究会により整備を行った。

≪事業実績≫

平成22年度から、市の委託事業として継続実施。
Ｂ 事業予算の確保等が課題である。

都市計画マスタープラン、環境基本計画、みど

りの基本計画、市民活動と連携した景観づくり

武蔵野の原風景の一つである農の風景を保全しつつ、市民が土と触

れ合いながら、緑と農の共生の歴史、自然の大切さを体験的に学

び、市民を主体にした啓発普及の実践の場とすることを目的とし

て、農と緑の体験パーク「秋津ちろりん村」における農業体験を実

施した。

＜事業実績＞

・「村民」による定期農作業（原則週２回）

・近隣小学校等の体験学習（不定期）

・市民参加イベントの開催（年５回）

・給食等への食材の提供（不定期）

Ｂ
「村民」の高齢・固定化や農業指導者の確保

が課題である。

評価体制の設置なし C

評価体制の設置なし C

評価体制の設置なし C

(1)計画の具体化

(2)計画の進行管理

基本方針６．計画推進体制の確立

(2)農業と子どもたちの
ふれあい

(3)農業と市民のふれあい★

(4)農のある景観形成
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