
 123

表 西東京市農業の現状と課題一覧 
課題の設定 現状データ アンケート調査：●農家 ■市民 視察・ヒアリング 検討項目 

 
 ＊農地の保全 
 
 
 
 

・生産緑地の維持方策や追加指定 
・宅地化農地の維持方策 
・農地保全には税制の問題が大きい 
 →相続税猶予農地の継続方策 
・高齢化に対応する農地維持方策 

 ＊生産環境の整備 
 

・農地面積 188ha で市域の 11.9％ 
・生産緑地は 156ha、指定率 83％ 
・0.3ha 未満の規模が 30.6％ 

●生産緑地現状維持意向 62％、困難

26％、相続時に生産緑地を処分して対

応 49％。宅地化農地も当面維持 59％、

将来も維持 24％ 
■農地を残してほしい 86％ 

・現在ある農地を残せないか（援農Ｇ） 
・相続税への対応策は（そ菜出荷組合） 
・相続税納税猶予に対応する体験農園 
 を視察   

・生産環境整備に関する都の補助事業の

有効活用（ハウス、防薬シャッター等） 

 
 ＊農業生産の向上 
 
 

・販売金額 200 万円未満 56.8％ 
・生産所得 102 万円／戸、16 万円／

10a  64.4 万円／専従者１人 
・農業粗生産額順位 
 田無分：こまつな、ほうれんそう、葉

茎菜類、ブロッコリー、街路樹苗木 
 保谷分：鉢物類、キャベツ、花き苗木

類、日本なし、ぶどう 

●農業所得 300 万円未満が 63％、なしが

12％。農業所得が高い農家も不動産所

得を背景に農業に専念する状況あり 
●生産量第１位の順位 
 露地野菜、植木・造園、果樹（梅栗）、

施設野菜、果樹（ぶどう、なし等）花

き 
 

【野菜】キャベツ共同出荷、スーパー共

同販売の他は直売が主、学校給食へも対

応 
【植木・造園】造園のみ、造園＋生産、

生産のみが１／３ずつ（緑化組合）過重

労働、生産販売に時間がかかる、販路の

確保が重要、農地管理はよい状況 
【花き】注文による出荷が多いが値段は

下降気味 
・認定農業者制度の早期実施 

・生産品目別経営安定方策、支援指導

策（生産品目別の課題は何か） 
・個々の農家の取組と共同の取組は何か 
・認定農業者制度の活用と支援策 
・農業所得が低い農家への対応 
・農家の経営改善の支援 

 
 ＊担い手の育成 
 
 

・専業農家 66 戸､20.4％。基幹的農業従

事者 490人 60歳以上が 57.6％だが 40
歳代増加傾向。 

●労働力に見合った生産 51％、自分たち

でがんばる 41％、後継者が中心となる

37％。農業後継者あり 50％。 
●女性の役割：労働の補助的担い手

52％、中心的担い手 27％、簿記・帳簿

整理 24％、直売担当 22％、販売担当

22％、経営の中心 17％ 
●援農の受入れ：補助的作業 33％、経験

ある熱心な市民 23％ 
●決めていること：給与 26％、休日 20％、

労働時間、経営目標 17％。 
■農作業の手伝い 21％、農産物加工、販

売の手伝い 10％程度 

・半数近い農家で後継者がいるが、収

入・見通しなどから勧めにくい（緑化

組合） 
【援農】 
・農業を知る講座で学習し援農、週１回

１時間程度（援農サークル） 
・体験農園等の農業経験者の起用（有償

ボランティアも含め） 
・多様な援農スタイルの検討 
・植木の剪定は援農者への指導が必要 
      

・定年帰農農業の支援 
・新たに参入する後継者農業の支援 
・市民による援農の仕組みづくり 
（農業従事者の病気等の労働力不足解消

のためにも必要） 
・家族労働のルールづくり 
・女性の役割の重視、活動支援 
（女性部の高齢化、活動する女性が少な

いという問題がある） 
 

 
 ＊農産物の流通 
 
 
 
 
 
 

・スーパー、商店にコーナー設置、ＰＲ

の拡大 
・定期市等の設置（人が集まる駅、 施

設等） 
・共同直売所の設置 
・学校給食の拡大 
 
 

 ＊安全なおいしい農産物の供給 

・直売：野菜 94 カ所、果実 10 カ所、

花４カ所 
 

●今後の販売形態：直売 47％、市場出荷

26％が主だが多様化 
●直売所のある農家 41％＋今後持ちた

い農家９％＝50％が直売に関係 
●有機、安全性の高い農業を志向 
■市内産農産物を食べたい市民 83％。ス

ーパーに地元産コーナー設置 60％ 
■直売の評価：新鮮 73％、安い 39％、

品数・量が少ない 36％ 
■学校給食は安全な地場農産物 70％、新

鮮さ 60％、旬のもの 58％ 
 
 

・スーパーへの契約出荷（農友会・施設

部会） 
・学校給食への供給（そ菜出荷組合） 
・直売の競合が問題 
・販路の拡大が必要 
・野菜農家が植木の剪定枝を活用し堆肥

づくり 

・有機、無低農薬農業を促進するために

は（剪定枝活用による堆肥づくりは） 
 →個々の農家で対応できる対策 
・より安全な農産物づくり 
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課題の設定 現状データ アンケート調査：●農家 ■市民 視察・ヒアリング 検討項目 

 ＊農業関係団体の連携 

 ●今後の販売形態：直売 47％、市場出荷

26％が主だが多様化（契約販売、畝売

り・株売り、観光農園、通信販売、学校

給食が増加）、造園利用 15％あり。 
 

【植木】販売形態は定着、組合員間で生

産情報を提供しあい出荷に対応 
【野菜】直売が主、共同直売所の設置が

必要（←スーパーの共販により質が向

上） 
・インターネット販売による販路の拡大 
・２つの農協の交流が必要 

・西東京ブランドの考え方は 
・新たな販路、販売方法の検討、支援 
・消費者ニーズを把握するためには 
・農協間の交流を促進するには 
 →生産者組織の交流、学校給食等課題

別交流 
 

 ＊市民との交流 

・直売マップの作成配布 ●地域住民との交流：農産物販売 47％、

地域行事 21％、緑化・花栽培 19％、

農作業・農業体験 17％ 
■農家との交流：野菜・花の育成享受

54％、野菜料理・漬物の享受 31％、農

業体験、子どもの教育 20％ 

・市民祭りに出展、ガーデニングによる

交流の検討、「日本列島植物園構想」

あり（緑化組合） 
・自らの生産物で朝市を開催（楽農塾） 
・農地の隣近所との接し方が問題（どう

考えているか知りたい） 
 

・農家と市民の交流を図るには（花、料

理等による交流の可能性は） 
・お互いの情報を交換する仕組みの検討 
・市民に身近な花、生垣等の見本展示の

設置 
・地域通貨の活用 

 ＊市民との農業体験の場づくり 

・市民農園４カ所、家族農園４カ所

1.9ha、760 区画 
・学校農園９カ所 

●市民農園、家族農園等の市民的利用意

向農家は７％（20 件強） 
■農業体験意向：自家用野菜作り 51％、

花づくり 41％。貸農園利用意向 40％。

学校農園は種まきから収穫まで体験学

習 57％、何らかの体験 49％、全校で

実施 43％ 

【市民農園の問題点】利用期間が短い、

無料では利用者の意識が育たない、花や

木の栽培意向に対応できない等 
・市民農園、家族農園は相続税納税猶予

が受けられるようにしてほしい 
・学校農園は授業時間で利用しているた

め継続が困難 

・体験農園等新たな方策 
・多様な体験農園の設置（ガーデニング、

花の摘み取り園、うめ、くりの活用等） 
・総合学習による農業体験 
・公園の樹木を活用した市民の剪定体験

落ち葉はきと堆肥づくり体験 

 ＊農業景観をいかしたまちづく 
り 

 ●農業・農地の役割：自然・生態系保全

44％、環境保持・防災空間 43％、大気

浄化 34％、潤い景観 32％ 
■農家とともに農業を育てるために必要

なこと：市内農産物の入手 58％、農業

景観をいかしたまちづくり 37％ 
■農業農地に感じること：新鮮な野菜の

供給 54％、季節感 50％、植木で緑が

豊か 46％ 

 ・身近な農業景観を知ってもらうために

は 
・市民との協働による農業景観づくり（畑

周りの花、緑の植栽、生垣づくり等） 
・住環境としての農地の評価と保全 
 →ゴミ捨てへの対応（市民の意識啓発） 
・植木や花に親しむ取組（公園、自治会

施設、空き地の植栽等） 

 


