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は じ め に 

 

本市では毎年、市政に関わる様々なテーマについて、市長ほか３名のパネリ

ストによる公開討論をとおし、市民の皆さんとともに考える「げんきフォーラ

ム」を開催しています。 

本市の農業は、農地面積及び農業生産額が、東京都全体の約 1 割を占め、多

種多様な農畜産物生産を活かした都市型農業としての大きな役割を果たしてい

ます。また、都内初の「道の駅 八王子滝山」も、平成 19 年４月にオープンし、

八王子の農業は農産物等の地産地消拠点を確保したともいえます。そこで、本

市の農業について広く市民にアピールし、さらに地産地消を推進していくため

には何が必要かを考えていただく機会とするため、「がんばれ八王子の農業～地

産地消で安全新鮮野菜を！～」をテーマにフォーラムを開催しました。 

この冊子は、平成 21 年２月に開催しましたフォーラムで討論された内容をま

とめたものです。今後の参考にしていただければ幸いです。また、情報量の増

加にともない、印刷物を中心とした公表方法では対応が困難となってきたこと

から、市ホームページでの公表による情報提供を中心に行っていくこととして

います。 

最後に、貴重な御意見を発表していただきましたパネリストの中西様、金子

様、清水様、またフォーラムを進行していただきましたコーディネーター役の

北沢様、そして会場にお越しいただきました多くの市民の皆様に心から感謝申

しあげます。 

 

平成２１年７月 

 

八王子市 総合政策部 広聴広報室 
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【【【【コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター】】】】    

北沢北沢北沢北沢    俊春俊春俊春俊春    氏氏氏氏（東京都農業会議 業務部長） 

1955 年信州飯田生まれ。1979 年 3 月宇都宮大学農学部卒業。1979 年 4 月～東京都農業会議に入職し、

主な業務として、農業委員会活動への協力、研修会や講演会の企画、区市町村農業振興計画等の策定への協力な

どを行う。現在は業務部長。 

ひと言・・・農業は、生きる上で不可欠な職業。農地は、生活する上で癒しを提供する情景。加えて「畑とい

う真っ新なキャンバスに、自分の判断で自由に絵を描くことができる“魅力のある職業”」農家の人も市民の人

もお互いに感謝して、助け合って八王子農業を、大切にしていただきたい。 

 

【【【【パネリストパネリストパネリストパネリスト】】】】    

中西中西中西中西    忠一忠一忠一忠一    氏氏氏氏（農業者代表）    

18 歳から父の後を継ぎ、一緒に農業を始める。小比企町で小カブ、大根、とうもろこし、ほうれん草などを

作り、市場、スーパー、道の駅などに出荷をしている。カブ、ダイコン出荷組合を組織し、品質重視の市場出荷

や生協・スーパーへの契約出荷も行っている。現在は経営を長男に任せ、地域の防犯活動や市立由井第三小学校

の 5 年生に田畑を通して食育について教え、中学生の職業体験で農業を教える（由井中、椚田中）。また、環境

循環型農業として、「生ごみコンポスト」を利用するなどのさまざまな工夫や資材導入による減農薬栽培の実践

が評価され、第 32 回「日本農業賞・東京都代表」、平成 15 年 1 月全国大会で「優秀賞」、昨年もＪＡ八王子

の農業祭で、大根の特別賞を受賞。農業に対して日頃から研究し、情熱を持って取り組んでいる。 

 

金子金子金子金子    キミキミキミキミ代代代代    氏氏氏氏（女性農業者代表）    

市内元八王子町に生まれる。たまたま結婚した相手が農家の長男だったのでそのまま農業をやるようになりま

した。牛も結婚してから初めてさわりました。夫の相棒として牛の世話、野菜、田んぼ、申告などやってきまし

た。八王子市農林課の呼びかけで始まったプリンセスクラブに入会し、この中の有志でつくったプリンセスマー

ケットにも参加して自分の家で作った野菜を直売しました。そのうち我が家の牛乳をつかったアイスクリーム店

をやりたいと考えるようになりました。現在、道の駅八王子滝山内で「ミルクアイスＭＯ－ＭＯ」をやっていま

す。 

 

清水清水清水清水    愛子愛子愛子愛子    氏氏氏氏（公募市民・大学生）    

拓殖大学国際開発学部３年。大学で地域活性化について考えるゼミナールに所属しています。 

山形県高畠町で農作業、商店街見学、工場見学をはじめ、八王子市でマリーゴールドの種播きやハイビスカス

のポット上げなどを経験しました。これらの体験をすることによって、消費者側としてだけではなく、生産者側

からの目線で農業に携わることができました。 

 

黒須黒須黒須黒須    隆一隆一隆一隆一    （八王子市長） 

八王子市議会議員３期、東京都議会議員２期、2000 年より現職（３期目）。市民の視点で夢のある街づくり

を進め、都市経営の視点から「八王子元気計画」を掲げ、あらゆる改革に取り組んでいる。現在、市民との協働

によるまちづくりの推進など、魅力あるまちづくりに向け邁進中である。 

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター及及及及びびびびパネリストパネリストパネリストパネリストのののの紹介紹介紹介紹介 
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げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム    がんばれ八王子の農業 ～地産地消で安全新鮮野菜を！～    

  

 司    会 皆様こんにちは。本日は多くの皆様に御参加をいただきましてまことにあ

りがとうございます。昨年に引き続きフォーラム開始前のひととき、チェロ

のミニコンサートをお楽しみいただきました。いかがでしたでしょうか。 

（拍手）どうもありがとうございます。 

それでは、ただいまから「げんきフォーラム」を開催いたします。 

今回のテーマは、「がんばれ八王子の農業～地産地消で安全新鮮野菜を！

～」と題しまして、市長をはじめ、４名のパネリストの方々によりますパネ

ルディスカッションを通して、会場の皆様とともに本市の魅力ある農業につ

いて考えてまいります。なお、私は、司会を務めさせていただきます広聴広

報室の山下です。どうぞよろしくお願いいたします。（拍手） 

それでは、最初に主催者を代表いたしまして八王子市長、黒須隆一より御

挨拶を申し上げます。 

 

市    長 皆さんこんにちは。御紹介をいただきました八王子市長の黒須隆一でござ

います。今日は土曜日ということで、貴重な休息の時間にもかかわりませず

大変大勢の皆さんに御出席をいただきましたこと、心から厚く御礼を申し上

げる次第でございます。ま

た、チェロのミニコンサー

ト、いかがでしょうかって

先ほど司会から伺っており

ましたけれども。素晴らし

かったですね。御承知のと

おり、一昨年、第１回のガ

スパール・カサド国際チェ

ロコンクールを開催いたし

まして、そして「音楽のま

ち」としてスタートを始め

たわけでございます。コン

サート、大変専門家にも評

判がよろしゅうございまし

て、ただ国際的な評価をい

ただくにはやはり複数回開催をするということが必須条件、これは当然のこ

とだろうというふうに思っておりまして。後ほどちょっとお話をしますけれ

ども。本年、第２回目を開催いたす予定でございます。ぜひお楽しみに。そ

してまた、いろんな機会に、チェロのミニコンサートを開催してまいりたい、



  4  

このように思っておりますので、ぜひお楽しみをいただけたらというふうに

思っております。 

そうですね、この「げんきフォーラム」は、私が市長に就任をいたしまし

てからずっと続けておりますので、今回が９回目ということになります。ス

タートの時点では、「ふれあいフォーラム」ということだったんですけれど

も、名称を変更して、「げんきフォーラム」。私は「元気」とか「夢」とかっ

ていう言葉が大好きなものですから。そんなこともございまして、名称を変

更したということもございます。折々のですね、課題を取り上げさせていた

だいて、そして専門家の皆さんや一般の市民の皆さんにも参加をしていただ

き、私もパネリストとして参加をさせていただいて、勉強させていただきな

がら。そしてまた、御来場いただいている皆さんからも、いろいろお話も伺

わさせていただいて、そしてまちづくりに生かさせていただこうと、こんな

ことで進めてるわけでございます。ぜひ、今日もよろしくお願いを申し上げ

たいと思います。 

この機会ですから、八王子の市政の現状を若干報告させていただきたいと

思います。実は昨年の市政世論調査で、その中に毎年、「これからも八王子

に住み続けたいですか」っていうお伺いをする項目がございます。定住意向

ということ、これは八王子ばかりではなくして、各市もすべてやっておりま

すけれども。昨年初めてですね、八王子市民の皆さんが、これからも八王子

市に住み続けたいって言っていただけるのが91％になりました。これは、驚

異的な数字だそうでございまして、周辺の都市ではですね、70％台っていう

のが普通だそうでございます。ですから、八王子市民の皆さんが、多くの皆

さんが八王子を愛していただいているということ、そしてまた、八王子を想

っていただいていること、このことを非常に私はうれしく、実は感じたわけ

でございます。更にですね、皆さんの御意見も承りながら、この「市民満足

度」というのを高めて、そして１％ずつでも向上できるように、これからも

全力で努力をしてまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上

げたいと思います。 

さて、南口の再開発事業ですけれども、もう３階まで鉄骨が組み上がりま

したから皆さんも御覧いただく機会も多かろうと思いますけれども。昨年１

月に着工いたしまして、ちょうど丸一年経過をいたしましたが、順調に進行

いたしております。来年の 11 月竣工を目指していま順調に進んでいる。今

年の暮れにはですね、41階まで鉄骨が組み上がるということで、全容がだい

たいおわかりをいただけるようになるということでございます。あそこに

は、御承知のとおり、新しい市民会館も入りますし、それからまた、駅前総

合事務所、そしてまた、商業施設や医療施設も入ります。それから、南口に

向かって左側に、ＪＲ東日本のほうで地下２階・地上７階の駅ビルも併設を
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するということが決まりました。一緒にオープンをするということの予定で

ございますので。たぶん南口だけではなくしてですね、北口も含めて中心市

街地の活性化に大きく寄与できるんじゃなかろうかというふうに思います

し。また、そうするために我々努力をしてまいりたいというふうに思ってお

ります。 

また、４月には八王子で３つ目の警察署が南大沢にできます。これは、規

模的には高尾警察とほぼ同規模でございまして、警察官の数は約 300名とい

うことだそうでございます。町田の一部も管轄に入りますけれども、３つ目

の警察ができる、八王子の市内の治安向上に大きく貢献をしていただけるん

じゃないか、そのように思っております。 

また、４月には中学校の給食が始まります。それからもう一つは、同じく

４月にですね、合葬式の墓地というものが多摩の自治体では初めてオープン

をいたします。これは、一般の墓地とは違いまして、いまなかなか承継者が

いないという、そういう墓地が非常に多くなっておるわけでございます。い

まの家族構成からですね。ですから、社会環境に合わせた新しい形の墓地を

つくろうということになりまして、そういうニーズも非常に高いものですか

ら、それをつくりました。４月にはオープンをいたします。もう第一期の募

集をいたしましたけれども、大変大勢の皆さんに御応募をいただいておるわ

けでございまして、これは適切な施策だったなということを実は感じている

ところでもございます。 

それから、先ほど冒頭にお話を申し上げました、11月には第２回目のガス

パール・カサド国際チェロコンクールの開催ということでございます。ぜひ

重ねてでございますけれども、八王子が「チェロのまち」として、「音楽の

まち」として定着ができるように、ぜひ御協力をよろしくお願い申し上げた

いと思います。 

本日の本題でございますけれども。八王子は御承知のとおり、多様な顔を

持っているというふうに思っております。その一つが、これ、私は八王子の

農業だというふうに思います。都市化が進む中での農業の経営というのは非

常に難しいものがございます。開発が進み、あるいはまたその農地の周辺に

住宅が建ってきてしまうというようなこともございますし、大変そういう点

では難しい点もございますけれども。いま食の不安というようなものが日本

中充満をしているわけでございまして、安全安心な、そしてしかも農業者の

顔の見える、生産者の顔の見える農作物っていうのは、私は大変貴重だとい

うふうに思っています。ですから、マイナス面もございますけれども、消費

者と生産者の距離が非常に近いということは、私はプラス面でもあるんじゃ

なかろうかというふうに思っております。これが、八王子の農業のポテンシ

ャルの高さだというふうにも実は感じているわけでございまして。後ほどパ
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ネルディスカッションの中でも話が出ますけれども、おかげさまで「道の駅

滝山」も大変いま大勢のお客様に愛されているわけでございまして、それも

八王子の農業のポテンシャルの高さの証だろうというふうに思っておりま

す。 

今日はコーディネーターにですね、東京都農業会議の北沢俊春さんにお願

いをいたしておりますけれども。ぜひ皆さんからも後ほど貴重な御意見もい

ただいて、そしてこれから、私は八王子の農業を産業のひとつとして位置づ

けて、そしてバックアップをしていきたい、こんな思いでいま取り組ませて

いただいておりますので、ぜひ、いいお知恵がいただけたらなというふうに

思っております。今日のフォーラムが意義あるものになりますように、御協

力をお願い申し上げまして、御挨拶にさせていただきます。どうぞよろしく

お願いいたします。（拍手） 

 

 司    会  ありがとうございました。皆様お気づきでしょうが、舞台の花は「道の駅

八王子滝山」より御提供をいただきました。 

それではここで、コーディネーター及びパネリストの皆様が御入場されま

すので、大きな拍手でお迎えください。（拍手） 

では、まずはじめに、本日のコーディネーターをお願いいたしました北沢

俊春様を御紹介させていただきます。北沢様は、宇都宮大学を御卒業後、東

京都農業会議

に奉職され、現

在業務部長を

御担当されて

おられます。東

京都の各市農

業委員会活動

への指導、協力

をいただいて

おります。ま

た、2006 年には第２次八王子市農業振興計画策定に御参画され、2007 年に

は小平市の農業基本構想策定にも御参画されました。2008年２月には、東京

の農業、農地の可能性について、東京都主催のイベントで御講演をされるな

ど、農業振興に精力的に御活躍をされていらっしゃいます。 

続きまして、パネリストの皆様を御紹介いたします。舞台中央より中西忠

一様でございます。（拍手）中西様は、八王子生まれの八王子育ち、18 歳か

らお父様と農業に従事され、出荷組合を立ち上げ、野菜を中心に品質重視の

生産を行い、市場や道の駅のほか、スーパー等への契約出荷も行っておられ
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ます。また、地元の由井第三小学校や由井中、椚田中の生徒さんに農業につ

いて御指導をいただいております。 

続きまして、金子キミ代様でございます。（拍手）金子様は、御結婚を機

に農業に従事されました。本市農林課の呼びかけに御賛同をいただき、プリ

ンセスクラブに参画をいただきました。プリンセスクラブは、女性農業後継

者組織のことですが、金子様はクラブの有志でつくったプリンセスマーケッ

トで、市内３箇所での青空市の開催などに御尽力されました。現在は、「道

の駅八王子滝山」で自家製の牛乳を使ったアイス・ジェラート店「ミルクア

イスＭＯ－ＭＯ」を経営されておられます。 

続きまして、清水愛子様です。（拍手）清水様は、今回パネリストの市民

公募に御応募をいただきました方でございます。現在、拓殖大学国際開発学

部で地域活性化について考えるゼミナールに所属され、山形県高畠町で農作

業を、また本市ではマリーゴールドの植え付けなども経験されました。本日

は、若い学生さんの感性で農業について御意見をいただきます。 

最後に、八王子市長、黒須隆一でございます。（拍手）それから、本日の

手話通訳は４名の皆様でございます。どうぞよろしくお願いいたします。（拍

手）なお、本日の模様は、ケーブルテレビあるいは市のホームページ等で広

く市民の皆様にお知らせする予定ですので、あらかじめ御承知おきをいただ

きたいと思います。 

それでは、これからパネルディスカッションに入らせていただきます。コ

ーディネーターの北沢様、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

北沢 俊春 こんにちは。ただいま御紹介いただきました北沢と申します。これからで

すね、ここにありますように、「がんばれ八王子の農業～地産地消で安全新

鮮野菜を！～」とい

うことで、４時頃ま

で、２時間ぐらい皆

さんと一緒にです

ね、いろいろ意見交

換等していきたい

と思いますので、ひ

とつよろしくお願

いいたします。 

まず、私ごとで申

し訳ございません

が、実は私はここに書いてあります信州の飯田というところで生まれまし

た。ここからですね、ちょうど昔は急行で６時間ぐらいかかりました。田舎
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から出てきましてですね、まず最初に着きましたのが、八王子駅というとこ

ろに着きます。大都会に着いたなという、やっぱり東京だなという感じをし

ております。学校を出てから、いま農業会議というところにお世話になって、

30何年経ちましたが、このたびこういった今日のような機会で、東京一の農

業力を持った八王子のフォーラムに、出席させていただいて、このような大

役を仰せつかりました。大変感謝しております。これから２時間、最後にで

すね、皆さんが、よし、俺らもやってやるぞというような、そんな気持ちに

なっていただけるような、この会合にできればいいかなというふうに思って

おりますので、どうかよろしくお願いいたします。（拍手） 

それでは、本日の内容と進め方について、簡単にちょっと紹介させていた

だきます。今日は私どもこうやってパネラーの方々と一緒に、３つの大きな

柱で進めていきたいというふうに思っております。一つは、パネラーの方々

が八王子の農業との関わりと言いますか、取り組みと言うか、そういうよう

なことをいつもいろいろやっている思いについて自己紹介と兼ねて、お願い

したいというふうに思っております。それから次に、そういった中から浮か

んでくる八王子の農業の課題について、いろいろ皆さんとパネラーの方と御

検討して、次の一手は何を打ったらいいのかというようなことでやっていき

たいというふうに思っております。そして、最後に、そういった課題を受け

て、これから八王子の農業はどうしたらいいのでしょうかということで、御

検討をいただいていきたいと思っています。それでそのあと、皆さんから、

会場の皆さんといろいろ時間の許す限り、ディスカッションをしていきたい

というふうに思っております。そういう構成でございますので、どうかよろ

しくお願いいたします。 

それでは、早速でございますけれども、前置きはこのくらいにして、パネ

ラーの方々に自己紹介を兼ねてですね、第１のテーマであります農業への取

り組みや関わりについてということで、お話を伺いたいというふうに思って

おります。まず、農業者代表ということで、中西忠一さんからお願いいたし

たいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 

 中西 忠一  御紹介をいただきました、小比企町でですね、農業で野菜をつくっており

ます中西でございます。よろしくお願いいたします。今日はですね、「がん

ばれ八王子の農業」ということで、皆さんお休みのところ、本当にお忙しい

ところをですね、私たちのためにお集まりをいただきまして、本当にありが

とうございます。私はですね、こういうふうな皆さんの前でお話をするとい

うことはですね、得意ではございません。何かとお聞き苦しい点とか分から

ない点があろうかと思いますけれども、ぜひ皆さんのですね、想像力で、 

話のつなぎをしていただいて、お話を聞いていただきたいと思います。 
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今日はですね、日本の農業についてということで、皆さんと一緒に考えて

みたいと思います。

日本の食の自給率

は、カロリー計算で

45％ぐらいと聞い

ております。いまの

時代、お金さえ出せ

ば何でも手に入る

時代です。いま日本

は、外国と貿易がう

まくいっているか

ら、食料もどんどん

入ってくるような

状態でございますけれど、外国で干ばつや豪雨、また内戦などがありました

ら、日本には食料が入ってこないと思います。今日は、消費者の皆様は、価

格の安い外国の農産物を、ぜひ控えていただいて、日本の農産物を買ってい

ただいて、日本の農業者をですね、盛り上げていただきたいと思ってお話に

まいりました。 

皆さんも家事とか子どもの通学や何からで、父兄の方も何分、時間が取れ

ないと思いますけれど、ぜひ食の大切さということを考えましてですね、テ

レビを観る時間がありましたら、食料品を確保しましてですね、自分でつく

って自分で冷凍食品にしといていただいて、それを子どもさんたちに食べさ

せていただければ、日本の農産物が使われていただけるんではないかと思っ

ております。 

それというのもですね、昨年ですか、食品の問題がテレビや新聞等でだい

ぶ報道されました。ぜひ、消費者の皆さんに、地元と言うか日本の農産物を

使っていただければですね、私たち農業者もつくる意欲も出ますし、日本の

自給率ももっと上がると思います。 

それから、私たち小比企二丁目の防犯では、由井第三小学校の子どもたち

の安全パトロールをしております。平成５年から地域の方と一緒にパトロー

ルをしている中で、由井第三小学校の先生とも、仲良くと言うかあいさつを

するようになりまして。校長さんだったと思うんですけれど、どなたか５年

生に米づくりを教えてくださる人はいませんかというお話をいただいて、地

元に帰って役員会でお話をして、御返事をしますということで別れました。

防犯の役員会でお話をして、農業者の方が私を含め３人いました。それに女

性部を含め 13 人の方も御協力をいただけることになり、米づくりを教える

ことになりました。今年で６年が経ちました。田んぼには、うるち米、もち
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米を全部で７反の田んぼをつくっております。ＪＡの協力もありまして、子

どもたちに代掻き、田植え、草取り、稲刈り、脱穀、籾摺りと、田んぼには

アイガモを放しまして、虫取りと草取りをしてもらっております。穫れたお

米は 11 月の中頃だと思いますけれど、給食のお昼のときだけ全校生徒で１

回食べるだけの量が穫れましたので、食べました。もち米につきましてはで

すね、今月の 10 日、火曜日ですか、餅つきをしまして、これも全校生徒に

給食で食べていただくことに決まっております。とにかく、５年生に田んぼ

をさせてみますと、子どもたちが生き生きとして、田んぼの中へ入って、も

う頭から足の先まで泥んこになって、代掻き（シロカキ）をしているんです

よね。それで、先生に聞いたんです。先生、こんなに汚れて帰ったら教室に

入れないじゃないですかって言ったら、プールのシャワーを浴びまして、着

替えて教室に入るそうです。とにかく子どもたちが生き生きしてね、代掻き

（シロカキ）でも田植えでもやってくださってね。私たち本当に、６年目が

経ちましたけれど、よかったなと思ってね、地域の方も本当に喜んでおりま

す。そんなことでですね、頑張っております。 

また、田んぼには、ヘイケボタルと、ホトケドジョウも住んでおりまして、

６月中旬から７月中旬にかけてホタル観賞をもう４年ぐらいやっておりま

す。初めはですね、ホタルは住んでないと思ったんですよね。もう都市化が

して周りがみんな住宅なもので。でも田んぼの水は清水でございます。湧水

でございます。10何年も耕作していなかった田んぼなんですけれどもね。耕

して、前が寿司屋さんなもので、疲れたから、１杯飲みながら解散しような

んていうことで皆さんでやっててね。外のトイレに行って、何か光っている

ものが飛んでいるぞなんて言って、何だろうなんて捕まえたらですね、ホタ

ルなんです。もう何十年もホタルの顔を見たことないのが、その田んぼには

住んでいたんです。本当に貴重な、あれでしたので、皆さんにお話して。校

長が、少し宣伝をしすぎたので、去年あたりでは２回で 400人近く観賞に来

られて、ホタルもだいぶ減ったような気がするんですけれど。帰りにちゃん

と言うんです。ホタルをうちへ持っていってもすぐに死んでしまうから、放

して帰ってくださいって言うんですけどね。なかなかそういうわけにもいか

なくて。たぶん今年あたりはどうかなと思うんです。ホタルっていうのは生

命力が強いそうでございますので、たぶん今年も出るんじゃないかと思って

期待してるんですけど。もし機会がありましたら、ぜひ見に来ていただけれ

ばと思います。だいたい、田植えがですね、６月の 15、16日なんですよね。

田植えをして２日くらい経ってホタル観賞会１回目をやりまして。あと７月

に入りまして上旬に１回やるんですけどね。もう本当に皆さん、楽しみにし

て来てくださるのはいいですけれど、ホタルを持って行かれるのはちょっと

ね、私寂しいような感じがするんですけどね。そんなことでいま、頑張って
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おりますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。（拍

手） 

 

 北沢 俊春  どうもありがとうございました。食料問題、それから食事の問題、それか

ら環境問題と、幅広く取り組まれているお話をありがとうございました。 

では次に、女性農業者の代表という立場から、金子キミ代さんにお願いし

たいと思います。 

 

 金子キミ代 皆さんこんにちは。いま中西会長に年齢を聞きましたら 71 歳っていうこ

となんですね。私は一回り若い、いま 59 歳です。結婚いたしまして、今年

で 36 年になりますけども、私は会長のような偉いことは全然やっておりま

せんで、とりあえず私のいままで生きてきた農家の生活のようなことをお話

したいと思います。 

ちょうど 36 年前っていいますと、第一次の石油ショックのときでした、

結 婚 し た と き

が。それで、結

婚したときには

ちょうどトイレ

ットペーパーや

何 か が 無 く っ

て、親たちが一

生懸命奔走して

いるのを横目で

見た時代です。

ちょうど結婚す

るときにグアム

島へ新婚旅行に連れて行ってくれたんですけども、新婚旅行へ連れて行くた

めに牛をいっぱい売っちゃったものですから、牛乳を搾ってもなかなか手元

には残らない状態で、親に食べさせてもらってる状態でした。それで、いろ

んな農家の生活はいままで全然知らなかったもので、知らなくてもどうにか

なるだろうぐらいのところで結婚いたしましたので、夢中で過ごしたんです

ね。それで、子どもが学校へ行くようになったりとか、親が、おじいさんお

ばあさんが亡くなったりとかで、家族が少なくなりまして、いろんなことが

私の肩に乗っかってきました。それで、いままでは畑仕事っていうのはそん

なにやらなかったんですけども、やっぱり同じ家族で住んでますと、やらな

いわけにはいかなくなりまして、それで家で食べるものを手伝うようになり

ました。それで、やっぱり農家っていうのは、裏の畑から取ってきてすぐ食
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べられるからそれがとっても美味しいっていうことを実感いたしました。そ

れで、家で食べるものっていうのは、味噌だとか醤油だとかいろいろあると

思うんですけども、私はまず実家で味噌をつくっておりましたので、味噌を

つくるっていうことをやってみました。そうすると、とりあえず大豆を煮て

麹をつくってっていうことで、何にも知りませんから、普及センターだとか

何かの先生にいろいろ教えてもらいまして、自分のところの家で食べるもの

を自分で作りたいっていう気持ちがありましたので、ずっとやってました。

それで、そのうちに農林課のほうでプリンセスクラブっていうのを立ち上げ

るっていう話がありまして、牛を飼っている私らにも話がありました。それ

から、これは農家の嫁さんたちが集まれば、いろんな農家の生活の中の嫁の

実態だとか何かわかると思いまして、私だけが苦労しているんじゃないなっ

ていうことで、一生懸命やるようになりまして。そのうちにやっぱり偉い人

がいまして、農家でできるものを直売したいっていう話が持ち上がりまし

て。私も牛を飼っていますけども、畑はありますからその畑を使って野菜を

つくって、それを持って行って売るようなかたちになりました。それを始め

ますと、いままで手伝いだった農業が、自分のお金になるということで面白

くなっちゃったんですね。手伝いのうちは嫌で嫌でしょうがなかったもの

が、自分でやる、自分でやったものがお金になるっていうのはとっても面白

いんです。その生活がすごい面白くって、６年やりました。それで、６年や

りますと、ある程度のお金が貯まったんですね。それで、野菜を売っていれ

ばそのまんまよかったんですけども、うちは酪農をやっておりますので、毎

日牛乳を出荷しておりますその牛乳を使って、前から何かやりたいなと思っ

てまして。何かをやるんだったら牛乳を使えばアイスがいいなって。チーズ

だとかバターだとかいろんなものはできますけども、アイスクリームだった

ら野菜だとか果物を使っていろんな味がみんなに食べてもらえる。それで、

搾りたての牛乳でつくれば、市販のアイスとはまた違った味が出せるんじゃ

ないかというふうに、だんだんと思ってきました。それで、たまたま酪農部

会のほうへ話がありまして、それで何かやりませんかという市のほうからの

話だったんですけども、ちょうどうちのほかに手を挙げる者がいませんでし

たので、私はちょうど直売でお金を貯めてましたので、じゃあ私がやるって

いうふうなかたちで手を挙げました。そうしましたら、皆さんお客様が大勢

見えてくださいまして、１年目はとっても順調に過ごしました。今年で２年

目になりますけれども、去年とそう変わらずにお客様に来ていただいており

ます。やってよかったなとつくづく思います。以上です。（拍手） 

 

  北沢 俊春 どうもありがとうございました。前向きな気持ちと姿勢が、何か今、すご

くエネルギーになっているなという感じがいたします。ありがとうございま
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した。 

それでは次に、公募市民という立場から「学生のまち」と言われる八王子

らしく、大学生さんから公募いただきました。清水さん、よろしくお願いい

たします。 

 

 清水  愛子 よろしくお願いします。こんにちは、はじめまして。拓殖大学国際開発学

部三期生ですね、３年生の清水愛子と申します。 

私は大学で、地域活性化について学ぶゼミナールに所属しております。そ

の一環としてですね、農業のほうをやっているんですけれども。なぜ学生が

農業に参入するの

かということを皆

さんによく質問さ

れるんですけれど

も。大学生は、知

識はこれっぽっち

しかないんです

ね。勉強するのも

そうなんですけれ

ども、大学生が一

番参入することで

大きな役割を示せるところというところでは、数とあとは力ですね。やはり

若さというものはですね、エネルギーに溢れていますので、農家さんに入っ

ていくところでは参入しやすいというところと、あと我がゼミナールがです

ね、農業に着目した点では、ほかの他大学さんが参入していない、そういう

ところに目を付けたらいいんじゃないかということで農業をやらせていた

だきました。そのほかではですね、愛媛県松山市で行政訪問、また企業訪問

もさせていただきました。あと、山形県高畠町での農業体験、そして神奈川

県にありますね、ジェイサットという企業、わかりやすく言えば、いまやっ

ているスカパーという会社の親会社さんですね。そちらの会社に訪問させて

いただき、近代的な技術を見てまいりました。そういった点で、地方から、

例えば都市の様々な地域を見て回って体験してまいりました。それら現地の

方々の交流を通して日本の地域の抱える問題を実感し、肌で感じることがで

きたと思います。 

八王子市では、夏季農業でマリーゴールドの種播きや、ポインセチアの土

入れ、スーパーベルのポット上げなどの様々な体験をすることによって、消

費者側としてだけではなく、生産者側からの目で農業に携わることができた

と思っております。なぜ八王子市に目を付けたかと言いますと、最初に高畠
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町に訪れた際にですね、農業者の方々から、「ほぉ、おまえたちは国際のこ

とを学んでいるのか？」と。それで、「国際のことを学ぶ前に日本のこと、

自分たちの住んでいるところを知らないで何てものが言えるんでしょう

か。」っていう質問をされたんですね。そこで私たちは、はっとしてしまっ

て。それと同時に、ゼミ生の一言で俺たちの住んでいる、私たちの住んでい

る地域をもっと学ぼうではないかということの一言から、八王子市への取り

組みに入らせていただきました。 

このような様々な経験を、市民パネリストとして、私が住んでいる八王子

市の農業に生かすことができたらと思い、今回市民パネリストに応募させて

いただきました。このステージの上ではですね、私がいま会場にいる皆様に

一番近い立場ではないかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。（拍手） 

  

 北沢  俊春 

  

ありがとうございました。多角的な角度からですね、問題意識を持ってい

ろいろ活動されているようでございます。どうもありがとうございました。 

 それでは最後になりましたけれども、わが八王子の黒須市長さん、お願い

いたします。 

 

 市    長  自己紹介はいいと思うんですよね。いま、私ども国民という表現をさせて

いただきますと、国民の皆さんの食に対する関心の高さ、あるいはまた、同

時に不安の高さですね。こんなに高まっている時っていうのは私はないんじ

ゃないかっていうふうに思ってます。中国野菜の残留農薬問題から始まっ

て、そして餃子の問題ですね。八王子では南大沢で御承知のとおり、農薬入

りのいんげんの問題が出ましたね、八王子でも。ですから、遠い地域の問題

じゃないんだ、極めて身近なところにもこういう心配があるんだなっていう

ことをあらためて、実は感じたわけです。それと同時に、また輸入品ばかり

じゃなくて、国内でもですね、偽装というものはたくさんありました。何を

信頼したらいいのか。これは一流の食料品会社、企業であったわけですよね。

ですから、もうほとんどの国民の皆さんが何を信頼できるのか、したらいい

のか、大変不安があったというふうに思います。また同時に、先ほど中西さ

んのほうからも、食料の自給率の問題もお話がございました。カロリー計算

で 45％というようなお話もありましたけれども。一般的に 40％前後という

ようなことも言われたわけでございますけれども。干ばつや、例えば生産国

の、内戦、そういうようなことでっていうようなこともありましたけれども。

いまやバイオエネルギーの材料として食料がどんどん使われているという

ような、そういう。向こうのほうが海外価格がいいということだそうでござ

いますけれども。そういうようなことでも、食料の危機っていうものが叫ば
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れているわけで。そういう点では、身近な問題として食料の自給率を高める。

特に私はそういう面では、ある意味ではピンチではありますけれども、これ

を八王子の場合にはですね、これだけ農業に携わっておられる方がおられる

んですから。ですからこれを何とかチャンスに変えられないだろうか、こう

いう思いが実はあるわけですね。八王子の農業というのは、御承知のとおり、

東京都でも第１位です。農業生産高も従事者も第１位で。ちょうど東京全体

の１割を担っています。出荷額としてはいま 26 億円ということです。これ

は金額だけででは、企業としてはですね、私冒頭、産業として位置付けって

いうような話も、先ほどあいさつの中でさせていただきましたけれども。出

荷額だけでいきますと、確かに産業としては小規模な産業ということになる

わけですけれども。私は農業の持つ機能というのは極めて多面的なものがあ

るというふうに思います。そうですね、例えばいま地震の、直下型地震が来

るんじゃないかっていうような心配もされているわけですけれども。もし災

害に伴って火災等が発生したときには、遮断空地にもなるわけですよね。そ

れから、時には避難場所にもなるわけですし。そういう点では私は、あるい

はまた環境への緑というのはやっぱり、環境面でもですね、大変大きな役割

を果たす。こういうことを考えますと、非常に多面的な機能を持っているの

は農業だというふうに思います。農地であり農業だというふうに思っていま

す。それを八王子は、たくさんあるわけですから。ですからこれを生かすと

いうこと、これが大事なことだというふうに思っています。特に八王子の農

業というのは、野菜が中心ですけれども、少量多品目をつくっておられるわ

けですね。私は多種多様な農産物を生産する技術というのは、これはもう何

百年、何千年と続いているわけですから。ある意味では私は文化だ、あるい

は芸術だというふうに申し上げても、決して間違ってはいないんじゃない

か、そう思ってます。ですから、これはやはり産業として成り立つような、

バックアップをしていくこと、このことが大事なことなんじゃないかな、そ

ういう思いでございまして。ぜひ、皆さんのお力添えをいただいて。農業者

はですね、都市農業っていうのは非常に難しい環境にあるわけですけれど

も、皆さんが自信を持って農業に取り組めるような、そういう施策、環境づ

くりというようなものに行政として全力で取り組んでいきたい、このように

思っております。（拍手） 

 

 北沢  俊春  どうもありがとうございました。農業への熱い思いをありがとうございま

した。それでは皆さんから、お話を伺いましたが、いろいろ八王子農業への

取り組み、あるいは関わり方、思いを話していただきました。 

それでは次にですね、そういう中で、これから八王子の良いところもちょ

っとこれから改善しなきゃいけないなとか、いろいろあると思うんですけれ
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ども。こうしたほうがいいのじゃないかなというような課題もいろいろある

と思います。そんな八王子農業の課題について、今度はお話を伺いたいとい

うふうに思っております。今度は金子さんから、ひとつお話をいただきたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  

 金子キミ代 

 

課題って言われましても、八王子の農業の問題は国の農業の問題じゃない

かなって私は思っております。そのくらい、農業の問題っていうのは大変な

ことだと思うんですね。日々いろんなものを生産したりっていうことのほか

に、やる気を出さなきゃなかなか農業はやっていけないものだと思っており

ます。 

先ほど言うのを忘れたんですけれども、これはプリンセスマーケットって

いうグループでカレーをつくりまして、これが第２弾目になっております。

もう召し上がった方もいらっしゃると思うんですけれども、八王子のじゃが

いも、にんじん、玉ねぎ、全部使っております。こういうのもありますので、

またよろしくお願いいたします。私はプリンセスマーケットで直売にあたり

まして、そのときに、自分一人じゃなかなか農家はやっていけないんですね、

野菜づくりやなにかは。そのときに、年寄りの力がすごくありがたかったん

ですね。私が売りに行こうと思う野菜をつくると、おじいさんが手伝ってく

れると、そのおじいさんがまたやる気を起こして、今度はこれもやったほう

がいいよ、あれもやったほうがいいよって言って。何しろ家族全員が元気に

なりました。品物をつくるためにいろいろな知恵を出し合って元気になりま

した。それで仲良くなりました。それで、どこの家でも多分そうじゃないか

な、仲間のうちを聞いてみますと、全員がやっぱり年寄りが元気でやってく

れるようになったって。年寄りが元気でやってくれるようになると、医者へ

行く回数が少なくなりますね。そうすると、お医者さんへ行く回数が少なく

なるということは、健康保険やなにかからお金がそんなに出ないっていうこ

とになると思うんです。そうすると、健康保険税やなにかも少しは下がって

くるんじゃないかななんていうふうにも、極端ですけども考えます。だから、

農家が農家としてやっていけるだけの力がありますと、全体がそういう、健

康保険やなにかのお金も下がってきて、国全体も良くなるんじゃないかなな

んて思っております。先日、知り合いのおばあさんのところへ行って話す機

会がありましたけれども。いま 88 才なんですけども、私は年金なんかいら

ないよ、年金なんか当てにしないで自分でつくったものを自分で売るとこん

な面白いことはないから、年金なんてあてにしちゃいないんだよということ

を言われました。それはすごいなと思ったんですね。だから、自分でつくっ

たものを売るっていうのは、こんなに生きる力もつけているんだなというふ

うにつくづく思いました。皆さんも、ちょっとしたところでもあったら、菜



  17  

っ葉でも種でも播いてみてください。種が、芽が出て、だんだん大きくなっ

てっていうのを見るのも気持ちがいいものです。以上です。（拍手） 

  

北沢 俊春 

 

  

 どうもありがとうございました。家族の力、家族の協力、知恵、みんなの

力を合わせてといういい言葉、ありがとうございました。 

 続いて清水さん、いかがでしょうか。よろしくお願いします。 

 

 清水  愛子  私はですね、私が思う八王子農業の課題として。まず八王子市の特産物っ

て何でしょうか。会場の皆さんは御存知ですか。私は八王子市に住んでいま

すが、この農業に取り組むまでは全然まったくそういったことの知識はわか

りませんでした。ましてや、毎日自炊をしているので、これはどこの特産物

だろうとかどこでつくられているのかな、ぐらいは見るんですけれども、同

じ学生にですね、そういう話を聞いてみたんですよ。買い物のときに何を重

視するかっていう。そうしたら、安いからとか美味しいから、おしゃれだか

らっていう、その３つぐらいで、安全だからっていうのにあまり気を配って

いないんだなと思いました。私はやっぱり、毎日自炊を自分でしているので、

やはりバランスが崩れないようにしなくてはっていうのは、いつも考えてい

ます。なので、やはりそういうバランスだったり、そういう面を見ますと、

やはり安全なものを美味しく食べたいっていう考えがあるんですね。地産地

消というこのテーマに対する意見としてですね、地産地消を進めていくのな

らば、こういった情報の発信をもっと強く行うべきではないかと思います。

したがって、人々の興味、関心を惹きつけ、情報を知ってもらうことが地産

地消を行う際での課題であると私は思います。そして、課題を改善するため、

情報を知ってもらう手段として、市民の皆様にですね、身近なところで八王

子市の農産物に触れ合って食べてほしいと思います。以上です。（拍手） 

 

 北沢 俊春 どうもありがとうございました。非常にもっとも基本的なですね、情報を

提供すると。そういうところ、御提案ありがとうございました。 

では続いて、中西さん、いかがでしょうか。よろしくお願いします。 

 

中西  忠一 これからの八王子農業としてですね、まず高齢化や担い手不足、ふえる不

耕作農地、何とかしなければなりません。私は、農家の指導がついた体験農

園がふえればよいと思います。農業に興味がある市民が大変ふえています。

食への不安から、野菜を自分でつくり、食べたいと思っている人がたくさん

いると思います。それには、種の播き方や世話の仕方がわからない人が多い

と思います。農家もですね、体力的に、自分を含めですね、耕作が無理でも、

いままでの経験から市民への指導ぐらいはできると思っております。ただこ
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れは、農家の意識改革と八王子市の仲介が必要だと思います。また、高齢者

の代わりに農作業をしてくれる受託組織の設立や、意欲ある農家への農地の

貸付など、整備も必要でしょう。それから、もっと子どもに農業体験をする

機会を与えるべきです。種を播き、それが育ち、それを収穫する喜びを経験

できるからです。身近にある農地は、食育の大事な場所でもあります。その

ほか、農地は環境保全や市民農園、観光農園などのレクリエーション、更に

災害発生時の貴重な空間でもあります。このように、都市の農地は農家の私

有財産ではありますが、地域の重要な資源であり、財産でもあるわけです。

農地を減少させないためには、市民や団体の協力がなければなりません。八

王子の農業をなんとか守って育てていきたいと思います。それには、先ほど

市長の黒須さんからお話がありました、地産地消。また「すずしろ」さんが

やっておりますですね、今日この会場に来ていられると思いますナガイさん

がですね、農家の野菜を集めて学校給食に。４校、１校はですね、八王子の

第一小学校だと聞いております。それでもう１校は八王子の第二小学校、も

う１校は第九、あとは椚田中です。いま４校へニンジンだとかダイコンだと

かね、そういうものを集めて、いま納めておるそうでございます。学校給食

のときに、この野菜はどこどこの人がつくった野菜ですよということを、校

内放送でしてもらっているそうです。それで、初めはあまり注文がなかった

んですけど、だんだん量が増えまして、いまは初めの５倍から６倍の量が使

ってもらえるようになりました。是非ですね、今度は八王子の、小学校はも

ちろんですけど中学も給食を出すということを聞いております。ぜひ八王子

の野菜を、給食の食材として出していただければ、もっともっと農業者が元

気になるんではないかと思います。ぜひそれを、今日お集まりの皆様にです

ね、お願いをして。私たちはとにかく、新鮮で安全な、安心できる農産物を

ね、皆様に提供するつもりで頑張っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。以上でございます。（拍手） 

 

 北沢 俊春 どうもありがとうございました。いま中西さんからはですね、数多くの課

題が提案されたのかなというふうに思っております。人の問題、それから子

どもたちへの食育の問題、さらに労働力の問題、それを受ける形はどうした

らいいかというような問題、最後に学校給食の話とかいろいろ出されており

ました。ありがとうございました。そういう中で、市長さん、いろいろ出さ

れましたけれども、市長さん、先ほど「ピンチはチャンスだ」というふうに

言われましたけども、市長さんから見て、八王子の課題について、ひとつよ

ろしくお願いいたします。 

 

  市    長  いま、専門家の中西さんや金子さんからのお話伺っていて、非常に勇気付
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けられたっていう一面も、実はあります。金子さんがすごく前向きですよね。

非常に前向き。私はこういう人大好きですね。ええ。やっぱり前向きじゃな

ければ、まさにピンチをチャンスにできるなんてことは不可能ですよね。で

すから、そういう姿勢っていうのは私は非常に好きでですね。面白いこと言

っていたじゃないですか、直売をしたら、手伝いをしていたんだけれども、

手伝いのときには苦しくてしょうがなかったけれども、嫌でしょうがなかっ

たけれども、現金が入るようになったらこんなに面白いことはないって。こ

ういう、非常にプラス思考って言いますかですね、正直な方だなっていうふ

うにも思いましたし。また、いま中西さんから、給食でもっと使えるように

してくれとかいろいろお話もございました。 

 課題と言いますとですね、私どもいま感じておりますのは、一時開発がど

んどん進んで、八王子の農地が著しく減少した時期もあったわけですね。そ

れからまた、高齢者、高齢化っていうの、跡継ぎがいないっていう問題です

ね。これは全国的に大きな課題になっているわけですけれども。後継者がい

ない、ですから農業に携わる人のほうが高齢化が進むというようなこと。で

すから非常に問題があるなって。これは八王子もまったく同じでございます

し。また、そうですね、いわゆる都市化が進む中で、農業を続けるというの

は、やっぱり非常に生産環境としては難しいものがありますよね。非常に難

しいものがあります。しかし、私はいつもそういう機会にお話をしてるんで

すけれども、消費者に近いっていうこと、これはやっぱり私は大きなメリッ

トじゃないかなというふうに思うんですね。いまは消費者の方々も誰がつく

っているのか、どういう人たちがつくっているのかっていうことが解るとい

うこと、これは非常な安心感を生む。それからまた、身近でつくっていると

いうことは新鮮な野菜、すなわち美味しい野菜ですよね。これを食すること

ができるということ。これは私はメリットだと思うんですね。ですからこれ

をどう生かしていくのかって、これは課題の一つだったわけですけれども。

一つの例としては、「道の駅八王子滝山」がございます。おかげさまで、道

の駅は非常に売れているんです。つくろうという提案をしたときには、いろ

いろ心配をされました。だいたい道の駅っていうのは、観光地にあるもので

すからね。ですから、観光地でもない八王子に道の駅をつくって、お客さん

が来るのかっていう心配をいただきました。もっともなことだろうと思いま

す。しかも、東京都では初めてでしたからね。現在でも一つしかないんです

けれども、初めてのケースでしたから。ですから、ちょっとやっぱり心配を

された。これは当然のことだろうというふうに思います。ただ私は、交通の

利便性がいいこと、それから道の駅にもいろんなタイプがあっていいんじゃ

ないか。だから「都市型道の駅」っていう名前をつけたんですよね。「都市

型道の駅」だと。八王子には特産品として農産物があるんだから、これだけ
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食に対する不安というようなものが高まっている中で、これを顔の見える農

産物を販売をすれば必ず売れるんじゃないかって、そう実は確信を持って、

そして始めたわけですけれども。おかげさまで、19年の４月にオープンをい

たしました。丸１年間でですね、９億 3,000万円売れました、売り上げが。

これは売り上げの面では、全国で 880ばかりのいま道の駅があるそうですけ

れども、ベスト３に入っているっていう話を聞きました。それだけに、多く

の皆さんに、それで、愛されているわけですけれども。スタートの時点では

ちょっと心配をしたんですね。これは、いわゆる開店したばっかりだから、

これだけ注目をされているんじゃないかっていうようなことをよく言われ

たんですけれども。ずっと継続をしましてですね、もう間もなく、来月で丸

２年が終わろうとしているんですけれども。20 年度も 10 か月で９億 1,000

万円売れています。ですから、今年はちょうど１年間で 10 億円は軽く突破

をする、こういう状況です。売り上げの６割が農産物です。ですから、金子

さんのアイスクリームとかですね、そういったものも大変人気があります。

八王子ラーメンも人気があります。ただやっぱり、一番売れるのは農産物で

すよね。ですから、これは本当に良かったなと思いますし。スタートで、実

は出荷組合をつくっていただいたんです。そのときは、スタート 130名でし

た。130 戸の農家の皆さんが参加していただいたんですね。私先ほど控え室

で、そんなときの思い出話をお話したんですけれども。農家の皆さんは心配

顔でした。皆さん半身に構えていましたね。本気で取り組んでいいのかどう

かって心配をされておられました。でもおかげさまで、１年経ったときには

本当に皆さんが喜んでいただいて。そして、こんなに売れるんだったら本当

にもっと早くやればよかった、そんな声も実は聞かせていただいて。やっぱ

り農家の皆さんが、現金が入るようになるということは、これはやはり。そ

して自分のつくったものが目の前で売れていくということ、これはやっぱり

どんな方が買っていただけるのかって、これは大変私はつくる方にとっては

嬉しいことだろうなっていうふうに感じるんですね。ですから、八王子の農

業というものをこれからも振興していくためには、やはり直接買っていただ

くところを増やすっていうことも、これから考えていかなきゃいけないのか

なって思うんですね。そして、多くの皆さんに、更に身近なところで八王子

の農産物を手に入れられる、このことが消費者にとってもいいことだし、ま

た生産者にとっても勇気付けられる。こういうことがこれからのいい循環に

なっていくんじゃないかって、これを課題にしてこれから解決のために取り

組みを進めていきたい、こんなふうに思ってます。 

 

 北沢  俊春  どうもありがとうございました。本当、農業者にとってはですね、生産環

境がつらい面もありますけども、いまのいろんな食料問題とか安全安心の問
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題については、非常に追い風になっているような、そんな感じもいたします。

そこら辺をいま市長さんはいろいろ、ピンチはチャンスだというようなこと

でお話いただいたというふうに思います。具体的な話もですね、いただいて

るようでございます。 

いままで皆さんから、御提案も課題についていろいろいただきました。そ

の中にですね、農業の課題はとかく農業者だけの課題のようにも思います。

ただ、突き詰めていきますと、やっぱりこれは市民の皆様の日常生活に、深

く関わってきているのではないかなというふうに思っております。毎日食べ

る、農産物にしても、やっぱり八王子産のものならば、やはり最高だと思い

ます。農地が減っては、農産物も減ってしまうという、そういう関係にあり

ます。やっぱりそれをつくっていただく方にも、農業者だけじゃなくって、

市民の方にもお手伝いをいただくっていうような、そんなようなかたちも、

当然なってくると思います。そのようなことを次のところでは、何とか少し

でも解決できないものなのかというようなことで、次は、これからの八王子

農業をどうしていったらいいんだろうかというようなことを踏まえて、いろ

いろ意見交換をしたいと思っております。 

それでは、今度は清水さんから、お話伺いたいと思いますが、よろしくお

願いします。 

 

清水  愛子 ありがとうございます。これからの八王子農業としてですね、先ほど市長

さんの方からも、だいたいのお話をいただいたんですけれども。私が自炊を

してスーパーに実際に買い物に行った際にですね、どこで作られているんだ

ろうってよく見たところですね、あっ、これは実は八王子で作られていたん

だっていう。よく見てみないと、どこで作られているかわからないっていう

ものがたくさんあったんですね。なので、そういったものですね。例えば八

王子コーナーとしてですね、ここの一角は八王子のものですよっていうの

を、スーパーなどの人々に身近な場所で商品を購入できるようなところでで

きればいいなと思っております。例えば八王子フェアなどもいいですね。ま

た、八王子市の農産物を使った食べ物などをもっと考案し、提供することに

よって、食を通じもっともっと人の身近なものになるのではないかと提案し

ます。具体例としてですね、私は毎日お菓子を食べてしまうんですけれども、

お菓子というものは小さなお子さんからですね、おばあちゃん、おじいちゃ

んまで、皆さんが一緒になって食べれるものだと思うのですね。私もよく、

家に帰ったときですね、おばあちゃんと一緒に、これ食べようよなんて言っ

て一緒にテレビを見ながら、会話をしながら食べたりするんですけれども、

そういうところから、あっ、これは八王子のものを使っているんだというと

ころで、もっともっと身近になると思うんですね。そして、顔が見える販売、
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顔が見える商品を通じて、消費者の皆さんに安全を感じてもらえるような八

王子農業になれたらいいと私は思っています。（拍手） 

 

北沢  俊春 どうもありがとうございました。市内でのスーパーとか、そういうところ

で八王子コーナー、八王子の産地が見えるような、そういうようなところが

あったらいいんじゃないかという御提案。更に、もう一点ですね、大事なの

は、生食用だけじゃなくって、市内でできる加工、お菓子とかそういうとこ

ろにも、ぜひ八王子産を使ってもらえたらどうかというような、ちょっと幅

広い新たな御提案を頂きました。どうもありがとうございました。 

では続いて中西さん、いかがでしょうか。 

 

 中西 忠一 八王子の問題だけではございませんが、都市農業には２つの問題がありま

す。一つ目は、農地が減り続けていることです。東京の農地は 1980 年から

2001年までの 21年間におよそ 35％減少しました。地価の上昇で、農地を売

却し農業をやめてしまったり、相続の発生で農地が多用途に転用されたから

です。平成４年に施行されました生産緑地法によって、市街化区域内農地に

あっても、生産緑地の指定を受けた農地には固定資産税の減免措置があり、

かつ農業後継者がいる農家に対しては、相続税の支払いを猶予が認められて

おりますが、農家のクリアすべきハードルは高く、農地の減少に歯止めがか

かっていません。二つ目は、農家の平均年齢が高いことです。農業就業者の

50％が、私を含めた65歳以上となっております。高齢化が進んでいるのは、

若い後継者が少ないからです。労働に見合った所得が得られないことも問題

ですが、農業に魅力を感じる若者が少なかったことも大きな問題でした。農

家の高齢化は、労働力の低下や耕作放棄地の増加を引き起こしています。こ

こまで話しますとですね、東京農業はいずれ消え去る運命のように聞こえま

すが、八王子市では農業ボランティアを募集し、農家の仕事を手伝ってもら

っています。また、有償のボランティアですね、「すずしろ」さんも農家の

労働力の低下を助けています。ひよどり山にあります、実践農業セミナーで

は、２年間農業研修を受けた卒業生の市民に、遊休農地を、農家開設型農園

として有償で貸し出しています。八王子市には農産物直売所が３箇所ありま

す。一つは、ＪＡ大和田支店。もう一つは犬目にありますＪＡ八王子園芸セ

ンター。そして、ここにおいでの黒須市長のお骨折りをいただき、都内初め

ての「道の駅八王子滝山」は 19 年度の４月に開設いたしました。そこで、

八王子の 20 代の若い人が、10 何名かの人が、会社を辞めて親の跡を継ぎ、

親と一緒に農業を始め、道の駅の直売所に出荷しております。私も、小比企

から、道の駅に、野菜のあるときには毎日のように出荷しておりますけど。

私のうちから道の駅まで行くのに 30分から 35分片道かかります。荷物を置
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いて帰ってくると、どうしても８時過ぎになってしまいます。それで、農家

の仕事っていうのは私はこれからカブをつくって出荷するわけでございま

すけど、朝、早く採らないとカブの土が落ちません。ですから私は、朝４時

頃から、起きてもう収穫を始めます。農業の経営は全部もう長男に任せてあ

るわけなんですけれど、どうも私もあてにされてるような状態で頑張ってお

ります。それから、毎月道の駅の直売所の掃除が、月の１日と 15 日に、月

２回ございます。この間の２月の１日ですか、出荷組合長のあいさつの中で、

おかげさまで八王子の農産物の売り上げがですね、前年の 30％増で推移して

いるというお話を聞いて、これは本当によかったなと思ってね。本当に農家

の方も、掃除は、朝７時からっていうことになっているんですけど、だんだ

んだんだん、集まる時間が早くなりまして、いまはもう６時半から来てです

ね、道の駅の開くのを待ってるような状態でございます。それでもう、農協

の職員の方も皆さんが早く来すぎちゃうので、15分早く開けましてですね、

６時 45分から掃除をしております。それで、来ている農家の人を見ますと、

いままでは市場だけでしか会ったことないんですけど、皆さんいきいきして

るんですよね。自分でつくったものを自分で値段を付けて売れるという喜び

が、一番農家にとってうれしいことじゃないかと思います。市場へ持ってい

ってもいいんですけど、市場へ出しても値段は、市場の「せりこ」がつける

ものでございまして、そのときの状況によって、だいぶ値段の差があるわけ

なんです。そこへいくと直売所は、小売、スーパーやなにかの値段を見てき

て、このくらいの値段ならうちの荷は売れるんじゃないかということで、皆

さん思い思いに値段をつけて売っております。そういうことで、いまの直売

所は、北に３箇所偏っております。ぜひですね、市長の黒須さんもおいでで

ございますので、何とか南のほうに、１箇所そういう直売所をつくっていた

だきたいと、私は思っております。心がけていただきたいと思います。以上

でございます。（拍手） 

 

 北沢 俊春 どうもありがとうございました。大変大きな次の一手というのが何か打た

れたような感じがいたしますが。いろいろいま、中西さんの話では、課題と、

またそれから始まった提案もいろいろいただきました。またあとからちょっ

と深くやっていただけたらというふうに思いますが。 

次に金子さん、ひとつよろしくお願いいたします。 

 

 金子キミ代 私はなかなか、やっていますなんて言っていながら、あんまりよくわから

ないんですけれども。とりあえず美味しいものをつくれば売れるんじゃない

かなと、そういうふうに思っております。美味しいものをつくるためには、

うちは畜産農家ですので、皆さんに堆肥
た い ひ

をいっぱい使って美味しいものをつ
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くってもらいたいと思っております。いまでは好きなものがいつでも食べら

れる世の中だと思うんですね。それも、春夏秋冬全然関係なく、食べたいも

のをいつでも食べられる、そんな時代なんですけども。それで、自分が食べ

るものを選ぶものによって、とりあえず明日の健康もそれによって決まるん

じゃないかななんて思ってます。いつも即席やなにかばっかり食べている人

は、やっぱり血圧だとかなにかも高くなったりだとか、いろいろな弊害が出

てくると思うんですね。だから、遠くから運賃をかけて、きっといいものか

も知れませんけども運賃をかけて持ってくるよりは、近くのものを皆さんに

食べてもらいたい。それで、これから中学校の給食も始まると言われており

ますので、給食には絶対に八王子の野菜を、何割だとか決めて。形だけの八

王子産を使っていますというんじゃなくて、何割何パーセントは八王子を絶

対使わなくちゃいけない、そんなかたちで持っていっていただけたら、八王

子の人たちももっともっとやる気が起きるんじゃないかななんて思ってお

ります。それと、私はいま孫が３人いるんですけれども、お母さんたちにぜ

ひ。私は土日に嫁がアイスのほうをつくりに朝から行っておりますので、土

日は私が孫のご飯を一生懸命つくるんですけども。そのときに孫にいま食べ

させておけば、孫が大きくなったときにまたその味を食べたいなと思ってつ

くるんじゃないかなと思っております。絶対食育は必要なものだと思ってお

りますので、お母さんたちに八王子の野菜を使って、美味しい料理を子ども

さんたちに食べさせてあげてもらいたいと思っております。以上です。（拍

手） 

 

 北沢  俊春 どうもありがとうございました。学校給食等での農産物の具体的な数字の

目標をぜひというような、そういうような御提案がありました。ありがとう

ございました。いろいろありますけども、市長さん、少しどうでしょうか。

よろしくお願いします。 

 

 市    長 まず、給食のことなんですけどね。現在農家と学校が直接契約をしている

っていう学校は 26校あります。農家数は 14件ですね。それから、農協の野

菜を契約されているところっていうのは 23 校ございます。そこで出荷をさ

れている農家の方は５件ですね。それから、お米ですね。高月を中心にして

八王子でお米をつくっておられますけれども。八王子のお米を使っている学

校というのは 69 校ですから、ほぼ全校、小学校の全校使っています。常時

米をあんまり給食に使ってませんもんね。ですから、年に２回ぐらいという

ことなんですけど、使っております。これからですね、これをやっぱり高め

ていくっていうこと。中学校の給食は小学校の給食と若干形態が違うんです

けれども、業者さんがつくるんですけれども、そこにですね、八王子の野菜
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を、食材をですね、買っていただくように、納められるように、これは私責

任持って努力をしたいと思ってます。ただやはり、量を確保するということ

も大事なんですね。ですから、大量に仕入れのできる、とりあえず根菜類か

ら始めるのかな。そんなことをいまお話を伺いながら感じてましたけれど

も。ある程度ロットが必要なんですね。ですから、そういうことも考え合わ

せながら、できるところから取り組んでいきたいというふうに思います。 

それからさっき、中西さんから、結論から言うと直売所、南側にも一つつ

くってくれと。これは実は私も考えておりましてね、今日、市議会の皆さん

も何人か御出席をいただいておりますので、知恵を出し合ってよく考えてみ

たいなというふうに思います。やっぱり今日お話いろいろ伺ってですね、総

じて、まだまとめるにはちょっと早いんですけれども、感じたことっていう

のは、やはり売れれば、売れれば、商売になれば、従事する若い人たちも増

える、そういうことですよね、これね。いまお話を伺って、確かに私はそう

だというふうに思うんです。ですから、どうすれば目で見えるかたちで売り

上げが向上できるようにできるか、これが課題だというふうに思うんです

ね。いま、例えば道の駅の、先ほどお話もしましたけれども、道の駅の今年

の売り上げが 10 億円超えた、11 億円近くになるのかな。その中で、野菜類

がですね、６割です。ですから、６割のうちの約６割が八王子産です。なぜ

100％にならないのかっていったらやっぱり野菜ですから端境期もあります

からね。ですからそういう問題、できるだけ解決をするためにっていうんで

いま、私どもビニールハウスの補助であるとか、それから暖房機のですね、

補助とか、そういったことをいましてるんですけれども。大変積極的に農家

の皆さんが取り組んでいただいて、ビニールハウスも 29 戸の方が手を挙げ

ていただいて。そして 52 棟、希望者全員に補助をさせていただきました。

こういうことを積み重ねていくことによって、私は更に意欲的に取り組んで

いただく方が増えていくんじゃないかなというふうに思ってます。ただ、問

題もやっぱりありますよね。先ほど中西さんのお話にもありましたけれど

も、法律や制度上の問題、これはやっぱり国が考えなきゃいけないというこ

とだというふうに私は思っています。ですから、こういった都市農業の実態

というものをきちんとわれわれが把握をして、そして国に率直に届ける、こ

れはやっぱり私大事なことなんじゃないか。相続税の問題なんかでもです

ね、まだなかなか家の条件っていうのは厳しいですね。ですから、相続税の

猶予期間とかいろいろ設けてありますけれども、なかなかやっぱり、これが

実効性っていうものが極めて私は十分ではないということを考えると、まだ

われわれやらなきゃいけないことがあるなというふうに思います。先ほど、

援農ボランティアですね、このお話も出ましたけれども。いま八王子ではで

すね、17 戸の農家の方が援農のボランティアを受け入れていただいていま
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す。いま、登録をされている人は 62 名ということでもあります。それから

ですね、ここにちょうど今たまたま手に入ったんですけど、「ＢＲＵＴＵＳ」

っていう雑誌が、若い方、御存知の方も多いんじゃないかと思いますけれど

も。これ、若い人向けの本ですけれども。ここでですね、農業を特集してい

るんですね。「みんなで農業」というんでですね、これ、表紙出てる人は全

部若い人たちです。「今年こそ土に触れ、耕し、育てる日本」っていうくだ

りが付いてありまして、「初心者も簡単に始められる農業入門付」ってなっ

ているんですよ。ですから、若い人たちにもですね、非常に関心を持たれる

ようになってきた。特に、いま製造業なんかで、大規模の製造業等で働く機

会がなくなってきたっていう人がおられますよね。それが都心からそんなに

遠くないところで農業に。そして、直接買っていただく方、食べていただく

方っていうのが身近におれば、そうするとつくる楽しみっていうようなのも

ですね、こういったものも味わう機会もふえるわけですから。若い人たちに

我々もですね、ぜひ積極的にＰＲをしてですね、そして若い人たちにも、ど

んな感じでもいいからそこに参加をしていただけるような、そういうことに

よって農業に携わる皆さんが、これからも意欲を持って取り組んでいけるん

じゃないのかな、私はそんなふうに考えております。冒頭申し上げましたけ

れども、南側にこの直売所をつくる、これは何とか考えたいというふうに思

っておりますから。はい、以上です。（拍手） 

 

 北沢 俊春 どうもありがとうございました。力強い市長さんのお話でございました。

その中で、話をちょっと深めてみたいと思うんですけれども。中西さん、市

長さんがそういうふうに、中西さんの近くなんですかね、南っていうと。そ

ういう所にやってくれたら。これは農家の衆はつくらなきゃいけないという

ことになりますけど、いかがですか、そこら辺は。 

 

中西  忠一 皆さんつくってくれると思います。 

 

北沢 俊春 そうですか。 

 

中西  忠一 

 

うちの近所でもかなり、滝山へ出荷したい希望はあるんですけど、いかん

せん人手もないのに、一人の男の人が行ってしまうと、なかなか、あとの農

作業に差し支えるということで、行けない方もだいぶいるんじゃないかと思

うんですよね。そういうことで、ぜひ市長さんにそういうふうなお言葉をい

ただきまして、私うれしく思っております。ありがとうございました。 

 

北沢  俊春 

 

どうもありがとうございました。それから、市長さんのお話の中にですね、
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税金の話が出まして。黒須市長さん、東京都の 26 市の東京都市長会ってい

うのがありますけども、そこの会長さんをいま、市長さんやられております

ので、そういう中でもぜひですね、26市の市長さん一緒になってまた、国の

方に言っていただけたらいいのかなというふうにも思いますので、よろしく

お願いいたします。どうもありがとうございました。 

３つの課題について、いろいろ皆さんからお話を伺ってまいりました。い

っぱい課題がありますけど、これからはですね、少し時間をかけて、会場の

方々とですね、少し御意見をいただいたり、意見交換をできたらなと思いま

す。そのあと、パネラーの方とも時間があればお話をしたりしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

それで、やはり今日はですね、本当に大勢の方がおいでいただいておりま

す。限られた時間でございますので、できるだけ多くの方に御意見いただき

たいと思っております。一人３分以内でお話を、御発言いただけたらという

ふうに思っております。大変短いとは思いますけども、御協力をいただきた

いので、よろしくお願いいたします。 

いろいろ課題がありますので、柱があちこち行ってしまうかもしれません

けれども、そこのところはお許しいただいてですね、進めていきたいという

ふうに思っております。 

それでは、いかがでしょうか。どなたか。一番最初に、前列の方、よろし

くお願いします。 

 

市民１  いま、非常に食の自給率の向上ということで農業に関心が高まっているの

で、あらゆる意味で農業の活性化にはいいチャンスだろうと思うんですけれ

ども。もう一つ僕はつくづく思うのは、農業というものが都市の景観だとか

ね、まち並みをきれいにするという重要な役割があるんじゃないかという気

がしておりまして。残念ながら、八王子に限りませんが、日本の都市の郊外

っていうのは非常に汚いんです、先進諸国の中では。看板が当たっていたり

物置場になってしまったりしていて。そういう意味で、何とか農業が活性化

してもらいたい、一市民の立場で思っているんですけれども。たまたま八王

子市のほかのセクションで、八王子の景観を良くするための検討会議ってい

うのが開かれておりまして。私もその市民の一員として参加させて意見を言

わさせていただいておるんですけども。その観点で、一つの例を申し上げま

すと。たまたま昨年ＮＨＫのテレビを見ておりましたら、イギリスの農業と

いうのも非常に農業だけでは生活ができないっていうことから、日本と同じ

ように自給率が下がってしまって。一時は大変ね、これをどう活性化するか

ということで、環境とか景観っていうものに目を付けまして、行政側が農家

の方に、農家の方は大変なんですけども、近くの森林を管理するとか、景観
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を良くするためにいろいろウォッチングするとか、それからイギリスはハイ

キングが盛んなのでハイキングコースを整備するとか。いろいろ行政がやる

べき仕事を委託しまして、それでそれによって行政側から委託費が農家の方

に払われて、それでやっとその農業をやることによって生活が成り立つよう

になって若者もやる気が出てきた。そればかりじゃないんでしょうけれど

も。食料の自給率も非常に上がって、いま 70 何％。かつては日本に近いよ

うな状態なのがいまは 70 何％まで回復してきているというような放送でご

ざいました。そのままそれを八王子や日本に適用するのではいろいろもちろ

ん問題ありますけれども。景観を良くするために農業を活性化する、何か生

産緑地とか相続税の減免だけではまだ消極的過ぎるんですね。何か行政側か

ら、農業に元気をつけてもらいたいというような施策を何か考える時期じゃ

ないかなと。これ非常に難しいとは思いますけども、それについて農業者の

立場も踏まえて、それから市長さんがせっかくお越しなので、何か御意見が

あったら聞かせていただきたいなと思っております。以上です。 

 

北沢 俊春 どうもありがとうございました。非常に御支援の、というそういうふうな

観点からお言葉をいただいたのかなと思いますが。中西さん、いかがですか。

まず、農業者の立場から、それをまちづくりの観点から。 

 

中西  忠一 

 

そうですね、確かに景観が悪いところはだいぶあると私は思います。確か

にいま言われましたように、若い者がどうして農業を継がないのかっていう

ことは、第一に所得が、高い所得が得られないっていうことが一番の問題で

はないかと思います。それで、いま言われました森林の整備ですか、景観を

良くするために。それを有償でやればいくらか所得がふえるんではないかと

いうお話をお聞きしましたですけどね、なかなかいまの農家の手不足の状態

では、なかなかちょっと難しいんではないかと思います。できれば、市民の

ボランティアの方にでもやっていただければ、私はありがたいなと思うんで

す。それは私個人の意見です。なかなかね。いまうちなんかもボランティア

の方が３名と有償の人が１名、それと従兄弟が２人来て、今日もホウレンソ

ウをですね、一生懸命つくっております。なかなかね、私が抜けちゃうと、

この年寄りでも抜けるとだいぶ打撃が大きいようでね、せがれに時々文句を

言われるんですけど。そういう状態でですね、農家の方がそれをやるという

のはちょっと、大変じゃないかなと私は思いますけどね。確かにいいことで

すけど。以上でございます。 

 

北沢  俊春 

 

 ありがとうございました。じゃあ、市長さん、まちづくりっていう観点か

らいかがですか。 
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 市    長  都市の景観っていうのは確かに大事なことだと思います。やはり、まちは

なるように適当にできるものはできてっていうような、そういう時代じゃ私

はないっていうふうに思っていますから。ですから、そういう中でまち、農

地の緑っていうのはやっぱり非常に潤いを与えますよね。そういう点でも私

は、非常に大事なことなんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただ、

そういう視点から農業に従事をする方をどういうふうに確保していくのか

っていうのが、一つの課題って先ほどお話をさせていただいたわけですけど

も。なかなか農家そのものに、そういった周辺の整備のボランティアという

ようなことを、人手が足りないっていう、いまお話もございましたけれども。

これはイギリスの例っていうふうにいまお話がありました。参考にはさせて

いただきたいっていうふうに思いますけども。いまの日本の現状、八王子の

現状からいくと、それをそのまま受け入れるっていう状況ではないんじゃな

かろうかなっていうふうに感じたところでございます。 

 

北沢  俊春  どうもありがとうございました。次の方。いま後ろの、２番目の列の方。 

 

市民２ 

   

 八王子の農業ということで、お話を伺ったんですけれども。パネラーの中

に消費者の方が全然入っておられませんですよね。ちょっとこれ、偏りすぎ

てるんじゃないかと思ったんですけど。私はまったくサラリーマン辞めまし

て年金生活している消費者です。それでですね、「がんばれ八王子」ってい

うこと、相当大変なんだということだと思うんですけれどもですね、これち

ょっとインターネットで調べたんですけれども。日本はですね、世界で一番

補助金の率が多いんですよね。日本の場合で言いますと、農業生産高の 60％

は国民の税金で補助金が出ているんですよ。つまりですね、農家の方が生産

されたものの中の 60％はわれわれが納めた税金で賄われているわけですね。

これは、データをですね、インターネットで調べたんですけど、米国通商代

表部が出してるデータですけれども。１ヘクタール当たりですね、日本はで

すね、約１万ドルの補助金が出ています。アメリカはですね、117 ドル、そ

れからＥＵは 670 ドル。つまり日本はですね、アメリカの 90 倍の補助金が

１ヘクタール当たり出ているんですね。それでなおかつですね、「がんばれ」

というほど大変だというのはですね、どういうことなのかちょっと理解がで

きない。ものをつくってですね、工業生産費で90％税金で出てきたらですね、

原価 40％ですからそれはあらゆるもので当たり前のこと、更に利益を得られ

るはずなのに、なぜがんばらなければいけないほど大変なのか教えていただ

ければありがたいと思います。 
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北沢  俊春  私も十分答えられるかどうかあれですけれども。一つはですね、いまなぜ

がんばらなきゃ、応援しなきゃいかんか。高いお金をかけてという。そうい

うようなことかなというふうにも思いますが。実はいま、最初の方が御質問

されたようにですね、一つは皆さんには農業生産という面は一つあります。

お話のように、まちとしての景観としての重要性もございます。畑自体とい

うのはですね、これはもう生産者のそういったものもありますけども、やは

り市民の方、全員のですね、みんな、ある意味では共通のものかなと。例え

ばいま非常にですね、ウォーキングと言いますか、散歩されて、また、毎日

犬と散歩をされてる方もいらっしゃいますけども。やはり畑のそばとかそう

いうのを見ながらですね、大事な、皆さん市民の方に癒しを与えているのか

なと思うんです。それもやっぱり大事な農地の働きかなというふうに思って

おります。そういうようなこと、全部いろいろ含めて、新鮮な野菜、安全な

顔を見せる野菜、そういうものも含めてですね、癒しの日常生活にですね、

非常に貢献してるんじゃないかなと思います。そういうのも含めてこの「が

んばれ」っていう、八王子の農業っていうような、こういうふうに私は理解

してやっております。そういうことで、まったく補助金の、税金のかける率

は多大だというふうな、ちょっとありますけども、ぜひそれは農家だけでい

くんじゃなくて、やっぱり皆さんのところにも逆に跳ね返ってくるんだとい

うようなことで、ぜひ御理解をいただきたいなというふうに私は思っている

ところでございますので、どうかよろしくお願いいたします。 

 すみません、いろいろな方がいらっしゃいますので、申し訳ございません

けども、よろしくお願いいたします。御理解ください。 

 じゃあ次の方。よろしくお願いします。一番最初に、手を挙げられてたの

で、よろしくお願いします。 

 

市民３ 

 

 私、「すずしろ 22」ということに関係しておりまして、私の仲間が学校給

食でやってるナガイさんとかですね、あるいは本町のですね、みずき通り 

で、第一と第三の木曜日に直売をやっております八王子産の野菜を買ってき

てですね、そういう者なんですが。まず最初にですね、先ほどの第二質問者

のですね、ことに関して、私は反論しておきたいと、いうのはですね、イン

ターネットでデータを引いたとおっしゃいますけども、単位面積当たりです

ね、日本の補助金が多いのは当たり前なわけですね。アメリカと日本の農家

のですね、農地面積がですね、どのくらい違うかって 100倍以上違うわけで

すよ。そうすると 90 倍にしたってですね、日本よりもアメリカのほうが結

局農業補助金多いわけです。ＥＵなんか非常に多いわけですね。単位面積当

たりということをですね、除外して都合よくですね、お話してもらっては困

るなというのが私の見解です。私もサラリーマンとして、もう定年退職しま
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したけど、全然農家とは関係ありませんでした。でもそういうふうに思って

おります。 

それから私の質問のほうにですね、移りたいと思うんですけれども。まず

第一点ですね、市長は先ほど南側にですね、直売所をつくられると。意欲的

なですね、ことを申されましたけれども。それだけでは足りないと。ぜひ八

王子駅の北口近辺につくっていただきたいと思うわけです。と言いますの

は、私の住んでいる元横山町などはですね、年取った方で車も運転できない

方が多いんですよ。そうしますとですね、やっぱり歩いて行けるところ、バ

スを使って行けるところ、そういうところにですね、直売所があってほしい

と。今度ですね、駅前事務所がもし南に移転するなら、１階辺りでできない

かとかですね。あるいは保健所のあととか保健所もどうかとかですね、具体

的にもあると思うんですね。ですからぜひですね、駅近辺に直売所を１箇所

はつくっていただきたいと。そういう点どうかというのが第一点目の質問で

す。 

 第二点目の問題でですね、農業所得にですね、お米の問題があります。市

役所も現在ですね、あそこにあるところは、昔私が子どものころは田んぼだ

ったんですね。どじょうやフナを取った田んぼだったんですよ。それでです

ね、八王子の、特に水田がものすごく潰されていたということを見ています。

私はですね、田んぼの場合は単に災害時にですね、避難地になるとか、ある

いは火をですね、抑える火伏地になるとかいう問題だけじゃなくて、水害防

止という意味では遊水地としての役割もあるし、非常に貴重だと。まして「豊

葦原の瑞穂の国」と言われる日本のですね、農業の基本は米だと思っており

ます。そういう意味でですね。ところがどうなんだと思うと、米については

一番生産性が低くて、高月の澤井さんというですね、合鴨農法で有名なんで

すね、農家の方も。６反歩アイガモでやっていると。10キロ 7,000 円で売っ

ていると。ところが 10 キロ 7,000 円で売ってもですね、１反歩当たりせい

ぜい 30万そこらしかならないんですね。野菜は何か１反歩当たり 60万から

70万にはなりますよとか。それから園芸は 200万ぐらいなりますよなんて話

をですね、私は聞いておりますが。そこと比べるとですね、特に米に関して

は、八王子市が独自にですね、助成金を出してもいいんじゃないかというく

らい思ってるんですね。先ほどですね、補助金が多いって言っていますけど

違うと。そうでなければですね、私が子どもの頃、昭和 28 年頃は闇米がで

すね、１升 220円。それで、どのぐらい、みんな食ったかって、１か月に１

家族がですね、5,000 円ぐらいお米代だったんですね。給与が１万 3,800 円

なんて歌があった時代ですから。非常に高かったんですね。いまは非常に給

料に比べて米のですね、支出は少ないんですよ。これじゃあ農家がですね、

跡継ぎがいなくなるのも当たり前なので、基本的にはぜひですね、市長会の
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会長である黒須さんにですね、お願いしたいのは、東京都を動かして、国を

動かして、もっとですね、水田に関する助成金をふやせと。省庁交渉という

ことにも頑張っていただきたいと思うんですけど、その辺はどうでしょう

か。以上２点です。（拍手） 

 

市    長 

  

 何か拍手がありましたけどね。これ、難しいですよ、それはなかなか。１

点はですね、駅周辺に直売所って、確かに直売所は消費者の立場から見れば

身近なところに多くあれば喜んでいただけるんじゃないかっていうふうに

思いますけれども。生業としてやっておられる方とか、あるいはまたスーパ

ーとかいろいろ総合的に食品を売っておられる場所もあるわけでね。いまや

っぱり人気があるっていうのは、だからといってどんどんつくればいいって

もんじゃないと思うんですよ。ただね、考えたいなと思うのは、例えばよく

地域々々で場所によっては地域によっては朝市なんかやってるところあり

ますよね。生産者が、皆さんが行って売っているのを。出荷をして、そして

そこへ行けば新鮮な、その日穫った野菜が手に入るっていう。そんなことっ

ていうのはやっぱり考えられるんじゃないかなっていうような感じもする

んですよね。ですから、いまお話を伺っていながら、そんなことをいま考え

ていたんですけれども。御提言があったということは心に残しておきたいと

思います。それから、お米はやっぱりお米生産地の専門家に任せたほうがい

いんじゃないのかな。私は八王子米をこれから助成金を付けて、八王子米を

つくろうとしてもなかなかそれが商売として成り立つかどうかっていうの

は、私は率直に言って難しいんじゃないか。お気持ちはわかりますけどね、

お気持ちはわかるけれども難しいんじゃないかっていうふうに私思います

から。これもそういう意欲的な発言もあったなということで留めておきたい

と思います。ありがとうございました。 

  

北沢  俊春  どうもありがとうございました。よろしいですか。それでは次の。私ちょ

っと見えないところに、後ろのほうの方、いらっしゃるようなので。 

 

市民４  ヨシナガと申します。農業はですね、農業、農家の方の収入とか、食、そ

ういう段階を超えていまのこれからの日本でとても重要なことになってき

ていると思います。いまの子どもたちがですね、大人になったときに、安心

してものを食べられるか、それから腹いっぱい食べられるか、そういうこと

で輸入に頼ろうとしていた、中国あたりからの、いたんですけれども。中国

ではある穀物については輸入国になっていますから。中国でさえ輸入国にな

っている。いろんなところからいろんな農産物が買えないとなると、これは

やはり国の中で納得していかなければならない。そういう意味で、ひとつお
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願いがあるんですが。新しい発想で新しい仕組みをつくっていただきたいと

思います。若い人たちがですね、農業に関心を持って汗を流すような、それ

を喜びとするような仕組みができないかなと思います。ぜひつくっていただ

きたいと思います。これ、元気の出る話なんですけども、実際にありますの

でそういうところは。ちょっと紹介させてもらいたいんですけども。山梨県

なんですけども。いま、４日前もちょっと代表と会って話してきたんですけ

どもね。東京ドーム３倍ぐらいの休耕地をですね、全部作物が穫れるところ

までやってます。荒地だったんです。休耕地全部荒地。それがいまいろんな

会社の人たち、それから若い人が多いんです。シニアはですね、２割ぐらい

だと言っていました。８割ぐらい若い人。その中でも女性が多いそうです。

女性の方が。やっぱり農業というのは非常に心配して。やり方はいろいろ考

えていまして、遺伝子何とか何とか使ってない大豆だから、使ってないもの

だから、安心して使えるということでいまあちこちの東京都内の有名なレス

トランから買い付けに来るそうです。そのレストランの従業員が耕しに来た

りする、そういうこともやっているみたいです。そういうふうにしてやって

いけばですね、大きな企業の方々が耕しに来ます。何かいろんな工夫をして

いけばまだまだ先はある。というよりも、農業をここで新しく復活していか

ないと、この国が、と言うよりもいまのわれわれの孫とかね、子どもたちが

食べられない時代というのは、近くやって来ないとも言えない。そういう観

点から考えてですね、何か新しい発想でこれから市民全体で農家の方たちだ

けが苦労するんじゃなくて、市民全体で考えていかなきゃいけないんじゃな

いかなということで御提案をさせていただきます。 

   

北沢  俊春  どうもありがとうございました。ちょっと私のほうからでよろしいですか

ね。いまの話ですね、八王子だけではないと思いまして、ちょっと情報も含

めて、実は私どもの農業会議というところもですね、実は昭和 62 年からで

すかね、新規就農のガイドセンターというですね、国の事業がありまして、

そこで農業をやりたい方についての相談というのをみてやっているんです。

それからずっと、きまして、いまお話のように、いろんな方、若い方、それ

から年配の方もそうですけども、また企業からも農業入ってきたいという、

いろいろ相談を受けます。農地のいま制度がありまして、ここで国会上程さ

れてですね、法案も検討されているわけですけれども。そういったお話のよ

うな幅広く入っていけるような、そういうような条件整備がだんだんできて

おります。私どもにも相談はいまでもずっと続いております。そういう中で、

お話のようにですね、若い方、それから女性の方ですね、本当に増えており

ます。そういう中で八王子はいろいろな話の中で、さっき中西さんから東京

都の、実践農業者セミナーというのがあるっていうんでありましたけども、
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それは東京都がひよどり山の上のところで研修的な、研修農場って言うんで

すかね、開設して、それの卒業生をいま八王子の中で市民農園をつくって提

供されてるがあります。ですから、段階を踏んで、それで卒業された技術を

教えてもらいながらやった方が新たなところで独立してやるとかですね。ま

た、労働者不足が、不足しているところにお手伝いに行くとかいう、そうい

うような仕組みがいま、ここに限らずほかのところでも、いろいろされてお

りますので、ひとつの例として、八王子でも、もう既に始まっている第一段

階、第二段階っていう状況ではないかなっていうふうに私は見ております。

そういうことでちょっと、中西さんにですね、中西さんの御自宅のそばで市

民農園なんかをやられて、その実践農業セミナーの卒業生の方々が、全部じ

ゃないですけどもやられてるっていうのを聞いておりますので、そんなよう

な方の状況もちょっとお話をいただけたらと思います。 

 

中西  忠一  私の住んでいる自宅の前でですね、実践農業セミナーの卒業生がですね、

いま 100㎡を３万円と２万 7,000円ぐらいですか、２箇所あるんですけど、

やっております。私たちも、やはりアドバイザーとして教えた方がほとんど

です。それで、農業委員会と農業経営者クラブの役員さんがアドバイザーと

して、週２回、一人２時間でございますけれど、行って教えております。な

かなか皆さん熱心でですね、２時間で帰って来れないときがあるんですよ

ね。いまは私はちょっとそちらのほうへは顔を出しておりませんけれど、と

ても皆さん熱心でね、よく勉強してる方でございます。それで、私の前をつ

くっているんですけれど、これはいつ播いたらいいのとか、そんなことを聞

いてくれるので、本当にうれしいですよね。私はしょっちゅう通り道でござ

いますので、聞かれれば必ず教えております。皆さん、第一線を退いた余裕

のある方ばかりなんですよね。ですから、老後って言っちゃ失礼かも知れな

いけど、第一線を退いてですね、余裕のある方が来ているような感じがする

んですよ。ですからあんまり私みたいに朝早くから働く人はいませんけれ

ど。でもなかなか熱心でね。だけど、何であれ教えたときのことを思い出し

てくれないで、種播きをちょっと見ますとですね、ハクサイの例を取ります

とですね、ハクサイを９月の半ば頃、種を播くんですよね。ですから秋にま

とまらないんですよ、ハクサイにならないんです。ですからね、どうしても

会社の方が遊休農地に入られてもですね、指導する人がいないとですね、な

かなかダイコンにしてもハクサイにしても何にしても、播く時期っていうの

があるんです、作物っていうのは。その旬に播かないと、冬に向かっていく

場合はですね、ダイコンならダイコンの商品にならずにしまっちゃうんです

よね。５センチぐらいの直径で、皆さんの見ていますと、収穫しているよう

なんでね、ちゃんと播けばいいなと思うんですけど、私がそこまで世話を焼
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くとまた余計なことをするんだなと言われると思いますのでね。聞かれれば

説明しますけれどもね。そういうことで皆さん、本当に意欲的にやっており

ます。以上でございます。 

 

北沢  俊春  ありがとうございました。そういうようなことも含めて、若い方がだんだ

んふえていますから、ぜひまたそんな体制もというふうにも思います。 

すみません、もうお二方。すごいんですけど、一番上の方がちょっと先に

手を挙げられたので。はい。 

 

市民５ 

 

 

 エンドウと申します。非常に八王子の農業ということで、特に中西さん、

金子さんがですね、非常にやっぱり厳しい中でね、非常に頑張ってね。しか

も希望を持って堂々とやっているって、大変感動しました。そういう意味で、

一つ。金子さんがおっしゃられたようにですね、美味しい野菜をつくるため

にはね、畜産の堆肥をね、いかに使うかって、まさにそのとおりなんでね。

そういう意味では、実践されるっていうのを聞いて非常に私もうれしく思い

ました。それで、八王子の畜産農家、酪農家とですね、野菜の生産者あるい

は果物の生産者、お米の生産者がね、どういうふうに連携して畜産酪農堆肥

を有効にお使いになっていて、安全で美味しい野菜づくりをやっているって

いう、実例かなんかをね、ほかに紹介いただければというのが一つです。 

 もう一つは、これ市長さんにもお伺いしたいんですけどね、八王子の現在

のね、農家戸数ですよね。野菜の生産者、それからお米の生産者、果物の生

産者、それから畜産酪農の生産者が、これ兼業農家とか含めてなんで、もし

わかりましたら。それと農地が、全体の野菜の農地がですね、あるいはお米

の農地がどのくらいで、うち遊休農地がどのくらいかっていうような、もし

データがわかりましたら、教えていただきたい。もし今日データがなかった

ら、市の広報かなんかにね、お知らせいただければ。 

 もう一つはですね、食料自給率の問題では、２番目の方の御質問に私も非

常に、まったく反対です。カロリーベース自給率40％というのはもう、いわ

ゆる先進国の中でも最低ですから。それで中西さんおっしゃったようにです

ね、もう日本を滅ぼすのは簡単なんですよ。兵糧攻めにしちゃえばいいんで

すね。軍事なんかいらない。１年持たないですよね。昨年の食糧危機から言

っても、もう金さえ出せばね、世界のどこからも食料買えるっていう、もう

時代じゃなくなっている。そういう意味で、ぜひ市長さんにですね、国に対

して、いまの政府はカロリーベース 40％の自給率を 50％に上げるというふ

うに言ってるんだけども、さっぱり具体的方策が出てこないんですね。どう

いうふうに、カロリーベースの食料自給率を上げて、何年で上げて、どうい

うふうにやるのか。それを要求して、わかるように、国民に開示してほしい
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と。それをお願いしたいと思います。以上です。 

 

北沢  俊春 

 

  

 どうもありがとうございました。いろいろありましたけども。まず一つは、

堆肥ですね、酪農さんもいますし養鶏さんもいます。そういったところで 

堆肥が農家にどのように使われるかっていうことなので。金子さんのとこ

ろ、堆肥がどのように使われているかっていうことで、事例でいいと思いま

すが。それが一点と。それから、数字的なものがもしわかりましたら、ここ

の場でわからなければまた、いま言われたように広報でということでよろし

いでしょうかね。もう一つ、自給率の問題がちょっと出ましたけども。もし

よろしければ市長さんのほうから、ちょっとそれについてのお話をいただき

たいと思います。ではまず、金子さんから、ひとつよろしくお願いします。 

 

金子キミ代 

 

 

 

 

  

 いま現在、うちで毎日堆肥が出ます。それこそ一日に２トンぐらい出ます

ね。それでそれをいま絞りまして、絞った液のほうは下水のほうへ薄めて流

しますけども、それで残ったものは牛糞乾燥機で乾かしまして、それを堆肥

として積んどく、積んどくというより切り替えししたり使えるような状態に

するんですけども。１年間に、ちょっと何トンっていうのは私もそこら辺は

っきりわからないんですけども。堆肥として使っていただけるのは、家庭菜

園の方が多いです。販売農家は少ないです、はっきり言って。販売農家のほ

うの方が、うちの場合なんですけども、大きくやってらっしゃる中西さんや

なにかはまたほかのところからいってると思いますので、うちですとそうい

う感じです。もう少し販売農家のほうで使っていただけると、うちの堆肥は

足りなくなっちゃいます。いまはうちの畑が２町ちょっとありますから、そ

こへどんどん入っています。 

 

北沢  俊春 

 

中西  忠一 

 

 

 中西さん、ちょっと簡単に、どのように。 

 

 野菜はですね、堆肥などの有機質が入ってないと味が全然違います。私の

うちでも牛糞と鶏糞ですか、それを買って畑に。だいたい一反歩ですね、年

間２トンぐらい入れれば年３回ぐらい返しても、地力は落ちません。それと、

いまコンポストですか、それはコープ東京の北野台と片倉台でできたコンポ

ストをダイコンの組合で無料で使っております。そのコンポストっていうの

もなかなかね、難しい問題がありまして、家庭で出た残飯を全部コンポスト

にしても使えません。それはなぜかと言いますと、動物性の油が混じってい

ると、作物に良くないんです。それは農業普及センターっていうところが、

全部分析をしまして、発芽試験を２年ぐらいかけて私のうちでやりましたけ

れど、何でもかんでもコンポストにした、コンポストがですね、種が発芽を
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しません。そういうことでですね、コンポストの難しさっていうのはそこに

あるんじゃないかと思うんですけど。とにかく分別がちゃんとできる残飯と

言うんですか、それでなかったら、またつくったものはまたごみとして捨て

られるような状況のものはですね、いっぱい今日本で、あるらしいんです。

そういうお話も聞きましたので。もしコンポストに協力をする方がございま

したら、動物性のたんぱく、それからカス、かつ、とんかつとかね、ああい

う牛肉のカスだとか、そういうものは絶対にコンポストの中に入れてつくっ

た場合は、農家で使い物になりませんのでね。確かにコンポストはね、いい

と思います。今うちなんかでも、皆さんで、ダイコンの組合は、コープ東京

へ出す仲買人が荷物を搬入して、その帰りにですね、コンポストが溜まって

れば市場に持ってきて、それを自由に組合員の皆様がね、使っております。

以上です。 

  

市    長 

 

 私のほうからですね、八王子の農業の実態と言いますか。まず農地面積で

すけれども、現在 954ヘクタールでございます。農家数は 1,435ですね。こ

れは専業の方と兼業の方と分けておりませんので、そこまで具体的にはわか

らないんですけれども、農家としては 1,435農家。それからですね、これは

ほぼ東京都の一番、こういうことになりますね。遊休農地がどのくらいある

かっていうのは、ここの場でちょっと私、手元に数字がありませんので、お

答えできません。御了承ください。それからもう１点の、国が自給率を50％

に上げると言っているけれども、具体性というようなものがあまり見えてこ

ない。その点について国に対してきちんと説明するように要求すべきでない

かというお話ありました。そのとおりだろうというふうに思います。いま、

国民の皆さんの関心というものが、食料自給率の向上というのが大変高まっ

ているわけですから。そういう点ではですね、私はいい時期だというふうに

思いますし、きちんとそういう点要望してまいりたい、このように思ってい

ます。 

 

北沢  俊春 

 

 

 

 

 どうもありがとうございました。それではですね、時間も、すみません、

私の進行が悪くて、押し迫ってまいりました。あと一方だけですね、すみま

せん。いままで男性の方だったんで、女性の方で、最後におひと方、もしい

らっしゃればいかがですかと思います。すみません、御理解ください。じゃ

あ一番上の、奥の方、すみません。よろしくお願いします。 

 

 市民６ 

 

 消費者の立場でと言いますか、私、小学校で先ほど中西さんや金子さんの

ほうからお話が出ていました、小学校給食の栄養士をしております。それで、

うちの学校では中西さんのほうから名前も出ていた「すずしろ」さんに配送
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をお願いしていまして、八王子でつくっている地場野菜をかなりの品目で使

わせていただいています。まずここで、お礼を言わせていただきたいんです

が。中西さんとかたくさんの農家の方から納品していただいているお野菜が

ものすごく美味しいんですね。ニンジンとかゴボウとかダイコンとか、調理

師さんが切って、私も切ったりするんですけど、包丁に張り付いてくるんで

す、野菜が。すっごく美味しくて、薄く切って味を見ると甘くて。で、それ

を手を加えて調理して、この間五目煮豆をつくったんですが、ほかの学校で

はこのメニューだとだいたい残菜 10％以上になるんですが、うちの学校元々

良く食べるんですけど３％です。本当にね、八王子産のお野菜は、私は本当

に自信を持って美味しいというふうにおすすめしたいので、ここで農家の皆

さんにありがとうございますとお礼を言わせていただきたいと思います。

（拍手） 

そこでなんですけれども、市長さんのほうから直接農家との契約をしてい

る小学校が 26 校ということなんですけれども、中西さんや金子さんのおっ

しゃっていたように、小学校では八王子産のお野菜を給食に使いたいんで

す。栄養士も美味しいということもわかっておりますし、地産地消、食育と

いうことから考えても、八王子のものを使っているんだよということを子ど

もに伝えて農家の方のお名前を出したり、八王子の地図を載せてこの辺のと

ころからこういった野菜が届いてるということも食育として使わせていた

だいていますので、そういった意味からも全校で、たぶん給食に携わってい

るものは使いたいという思いは、強い思いはあると思うんですが。ここでネ

ックになっているのが、私は幸いにして「すずしろ」さんに納めていただい

ているんですけれども、学校の近くで農家がないという学校もあります。そ

れから農家があっても、お願いしても配送の面で配送ができないという農家

がたくさんいらっしゃって、届けてもらえないというのが実状なんですね。

あと、ちょっと中西さんにお聞きしたいのが、小学校 69 校ありまして、69

校すべてで、すべての給食で八王子産のものを使うとしたら、それが賄いき

れるのか。ある程度のものが届けられるかどうかということと、この配送と

いうものをどうしたらクリアできるというようなお考えがあるのかという

ことと、クリアできればどんどん小学校に入れていただけるのかというこ

と、お聞きしたいんですけれど。 

  

中西  忠一 

 

 

 

 全校はですね、何年も農産物っていうのは、ダイコンはダイコンで期間が

あります。何月から何十日ぐらいはある程度たくさんとれる時期がございま

して。全部の商品を賄うというのはなかなか難しいと思いますけれど、何品

目かに絞ってもらえればある程度の量は確保できるんではないかと思うん

ですよね。いま、直売所とかそういうのがありまして、確かに使ってもらえ
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ればありがたいんです、本当に。ですけれど、全部を賄うっていうのはちょ

っと難しいと思います。以上でございます。 

 

北沢  俊春 

 

 すみません。それではですね、本当にまだまだ皆さんいろいろ御意見いた

だいたり、ディスカッション、ここでもっとしていただければいいと思いま

すが、本当に申し訳ございません。ここら辺でですね、こちらの皆さんとの

意見交換は終了させていただきたいというふうに思います。最後に、市長さ

んに一言、よろしくお願いします。 

 

市    長 

 

 

 一言、御礼と、そしてまたお知らせを申し上げたいと思います。 

 今日は大変、貴重なお休みにも関わりませず、大勢の皆さんに御参加をい

ただきましてありがとうございました。いまメモが来たんですけど、今日220

名の方が参加をいただいたということでございます。大変心強い限りでござ

います。皆さんのいろんな貴重な御意見、そしてまた中西さんや金子さん、

そしてまた清水さんですね、それぞれのお立場の話も十分に私ども、これか

ら生かして、八王子の農業の振興のために全力で頑張っていきたいというふ

うに思っておりますので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 お知らせなんですけれども、今日参加をしていただいております、これ、

中西さんがおつくりになったホウレンソウですけど、今日は皆さんに、御参

加いただいた皆さんに全員の方にお土産に持っていっていただきたい。こう

いうことで御提供いただいておりますので、お知らせを申し上げたいと思い

ます。（拍手） 

それからですね、いま、もうたぶん、市の清掃担当の職員が皆さんの御家

庭にマイバックをお届けしてると思います。いま24万所帯のうち21万所帯、
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もう終わりましたから。３月いっぱいまでには本年度中に 24 万所帯、全部

１枚ずつはこれをお配りして、そしてマイバックを使っていただいて、レジ

袋を減らそうと、こういう運動をいましてるわけでございます。マイバック

ですね、今日はお持ちいただくことになりましたので、どうぞお使いいただ

ければと思います。ありがとうございました。 

 

北沢  俊春 

 

 どうもありがとうございました。最後になりました。私もひとことですね、

言わせて、思いつくまま語らせていただきたいと思うんですが。時間がない

中で申し訳ございません。 

 今日皆さんから御意見いただきました。そういう中で、私の感じたことが

あります。一つは、八王子の市民の方々の豊かな生活にですね、農業が一役

買っていただけないかと。それにはやはり、生産者の方の、あるいは市民の

方の、お互いにやっぱり感謝と言いますかね、いい環境を育てていただける

ということ。やっぱり生産者は八王子の方に買っていただいている、お互い

にですね、感謝をいただけたらいいのかなというふうに思っております。先

ほど出ましたけども、景観のことでも散歩していても畑のところに行くとや

っぱりいいと思います。中西さんのところの小比企町の畑というのは、調整

区域ということですけども、富士山が見えてですね、写真家も行くというよ

うなことも聞いております。あれは、東京でも有数の農業地帯でございます。

ああいうところもやっぱり財産かなというふうに思います。そんなことで、

お互いに、そういった気持ちになっていただけたらというのが一つでござい

ます。 

 それからもう一つ、畑を残すということ、また農家を残すということは、

やはりさっきから出ておりますけども、八王子の野菜を、また畜産物を、買

っていただくっていうことがまず皆さんにやっていただくことが大事だと

いうふうに思っております。そういうことで、まずは八王子産を購入しまし

ょうというのを出したいと思います。 

 それからもう一つですね、先ほど南口の直売所という話も出ましたけど

も、もう一点、ここには３箇所いまありますけども、農協さんのを含めます

ともう少しございます。直売所が、それらに加えてですね、やはり飲食店の

方とか商店の方が、八王子産の直産物を活用できるようなそういった連携と

いうのはどうかなというふうにも思います。将来でですね、国内産の野菜を

つくった、緑の提灯を出してる居酒屋さんなんかがありますけども、ああい

うのもですね、八王子産を売ってるところはここだよというようなことと

か、使ってるところはここだよということもあってもいいのかなという感じ

がひとつ思っております。そういうところで連携して例えばそういうのをや

っている、売っている、使っているところについては、例えば「はちっこク
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ラブ」とかね、八王子の「八」を使ったそういうようなのをやって連携取る

のも面白いかなというふうに思っております。 

 それからもう一つ、先ほど労働力の非常に少ないという話も出ました。こ

こは清水さんじゃありませんけども、私が大学が 21 あるというふうに聞い

ております。そういう中で、大学生との連携というのもこれから必要かなと

思っております。そういう中で、若い方が八王子の農業を手伝うというよう

なこともこれからあるかというふうに思いますので、ひとつどうかなという

ふうに思っております。 

 それから、先ほど最初に出ました、農業者へのですね、いろいろな支援と

いうこともありますが、ぜひいろいろ学校教育とかそういうことも含めてや

っていただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いしま

す。 

 そろそろ時間もまいりました。本当に、私の拙い進行で、御期待に添える

かどうか心配でございますけども、私もこれから八王子の農業に何らかのか

たちで関わらせていただくということで御容赦いただいて、本日のこのディ

スカッションを終了させていただきたいと思います。本当にどうもありがと

うございました。（拍手） 

 

司    会  ありがとうございました。２時間という限られた時間ではございました

が、本市のこれからの農業につきまして、皆様とともに考えてまいりました。

いかがでしたでしょうか。パネリストの方々、また、会場の皆様からの御意

見、御提案を通しまして、お一人おひとりが行政と共同で自分たちのまちの

農業を考えていただく第一歩となれば幸いでございます。また、本日のコー

ディネーターとして大役を果たしていただきました北沢様、そしてパネリス
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トの中西様、金子様、清水様、そして黒須市長、大変ありがとうございまし

た。（拍手）それでは、コーディネーター及びパネリストの皆様が退場され

ます。盛大な拍手をお願いいたします。（拍手） 

 最後になりましたが、本日は大勢の皆様に御参加をいただきましてありが

とうございました。これをもちまして閉会とさせていただきます。お帰りの

際に、出口でアンケートを回収させていただきますので、御協力をお願いい

たします。 

 本日はありがとうございました。 
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（１）八王子農業者の元気な人たちの顔を見られたのが良かった。それぞれ良いことを言ってい

た。あらかじめ原稿・打ち合わせなど、出来すぎ・作りすぎの感があったが。(50 代女性) 

（２）若い人を取りこんでこれから発展していけるよう。(70 代以上男性) 

（３） 金子さんの話は素人でもわかりやすかった。具体的に八王子では何が生産されているか（野

菜など）知りたかったです。(40 代女性) 

（４）農業に関心があったので参加してみました。市長さん自身参加され、八王子市農業問題に

取り組んでおられることを強く感じました。若いパネリストの発表にも希望がもたれた。

(70 代以上女性) 

（５）種々勉強になりました。（70代以上） 

（６）三者三様のご発言、興味深く伺いました。特に若い学生さんの先ず地元農業への着目の姿

勢に期待すること大です。何よりも八王子から緑を消さないで欲しいと思うこと切です。 

   （70 代以上女性） 

（７）困難な中でも持ち味を生かした前向きな姿勢がすばらしいと思いました。(50 代男性) 

（８）良かったです。道の駅にも行ったことがあるが、本当に良いと思っています。(20 代女性) 

（９）パネラーの前向きな態度は良い。(70 代女性) 

（10）安全という点では、販売者のパネリストも必要ではないかと思った。(40 代男性) 

（11）学識（大学教授）を入れるべきだった。基調講演を入れた方が良い。時間が少し長い。 

(50 代男性) 

（12）貴重な話が聞けた。生産者と消費者の互いの理解が大切だと思う。(50 代男性) 

（13）皆様前向きな姿勢、八王子に対する思い・農業に対する思いを感じました。現在不景気の

ど真ん中、自動車産業・電気産業等は景気に影響があるが、農業（食）の影響は少ないと

思うので、農業に力を入れる事は方向性としては良いと思います。(60 代男性) 

（14）各々の意見・要望それぞれもっともと拝聴しました。むずかしいとは思いますが、可能性 

   のあるものから実現できればと感じました。(50 代男性) 

（15）若い人がパネリストになったのは新鮮で良かった。質問の人達の提案、いろいろ良かった。

(70 代女性) 

（16）パネラーがそれぞれ個性的でバランスが取れていると感じました。元気が出ました。 

(50 代男性) 

（17）地産地消・安全新鮮野菜、ありがたいですね。(70 代女性) 

（18）農業に携わっている方の話が聞けて大変参考になりました。(70 代女性) 

（19）駅南口にぜひ直売所を作って欲しいと思います。パネルディスカッションへ市民の方が加 

   わった方が良いと思います。(20 代女性) 

（20）もう少し具体的に聞きたい。(60 代) 

１．パネルディスカッションの内容等についての感想 

会場でのアンケート結果（要 旨） 
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（21）直接従事している方の話が聞けて良かったです。(50 代) 

（22）最初に「日本農業全体の問題点」についての解説が欲しかった。（コーディネーターより）

(70 代男性) 

（23）早期退職して３年が経過しました。現在セミナーで農産物の生産について勉強しており、 

   金子キミ子様の取り組みについては、大変参考になりました。(50 代男性) 

（24）八王子の農業の実態について、かなり理解することができました。(60 代男性) 

（25）良かった。実状が良くわかった。(40 代女性) 

（26）他より遅れている感じがした。(40 代男性) 

（27）いろんな立場の市民のお話が聞けて、楽しかったです。(40 代男性) 

（28）ぜひ売り場を増やして欲しいと思います。例えば、八王子駅などはいかがでしょうか。 

(60 代女性) 

（29）実態がわかって良かった。中西さん・金子さん、ありがとうございました。(50 代女性) 

（30） 会場に来ている人の層が幅広くて、どの程度の問題提起や話にしようかと迷っているのか、 

   深く追求しにくかったのでしょうか。今後進めていきたいことは出てきたようなので、実    

   行していきましょう。(50 代女性) 

（31）パワーポイントが分かりづらい。(10 代女性) 

（32）八王子農業のことを改めて市民に伝えられたと思う。(50 代女性) 

（33）パネリストが会場にむけて考えを述べるというだけでなく、パネリスト間のやりとりがあ

るともっとテーマが深まるのでは。(50 代女性) 

（34）関心を持って聞いていた。(60 代男性) 

（35）様々な提案が出て参考になりました。会場の発言の回答が、あまり市長に集中しないよう

にすべき。(50 代男性) 

（36）大変良かったと思います。(50 代男性) 

（37）金子さんのお話が、内容も良くお話も上手で良かった。(70 代男性) 

（38）自分たちの生活の中で、食べる側では当たり前の食材に細やかな考えを持っていなかっ   

たが、やはり昔の人が言うよう、心こめて作ったものをいただく感謝が必要。(60 代女性) 

（39） 消費者の方の意見をもっと聞きたかったので、パネラーの人の中に 1人おいて欲しかった。 

   (20 代女性) 

（40）とても良いディスカッションで八王子農業の活性化はパネラーの人々のエネルギーが伝わ 

ってきました。産業としての役割を大きく担っている農業の現状は、すごく参考となり援 

農ボランティアなど是非実行できると良いと思います。(50 代女性) 

 (41) 八王子農業の概況に関する情報がなかった。生産農家の数と耕作農家と畜産酪農家の内訳、 

   米農家数及び畑水田面積や遊休農地面積の実状を知りたかった。(60 代男性) 

（42）日本全体の農業についての視点がない。自分だけ良ければ良いという島国根性まる出し。 

   (70 代男性) 

（43）大変豊富な話で興味深かった。(60 代男性) 

（44）農家の方々のご苦労がわかりました。子どもたちにも話しをして感謝の心で食べていきた

い。(60 代女性) 

（45）大変良かったと思います。これから是非、農業がさかんになっていくことを願っておりま

す。（60 代女性） 
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（46）みなさま方の話は、とても良かったと思います。(30 代男性) 

（47）焦点がしぼられていない。市民の選挙応援に見える。(60 代男性) 

（48）頑張っていらっしゃる方がいる事は分かった。生産農家と家庭菜園との事がまざった論議

があった。(50 代男性) 

（49）いろんな話が聞けてとても良かった。安全な食品を食べるにはとてもたくさんの人の力が

必要なのだと知りました。(50 代女性) 

（50）補助金の国際比較の件、補助金の最終的な行き先（キャッシュフロー） 

１．流通 ２．生産 ３．肥料 農薬 ４．機械 ５.ＪＡ金融 ６．官（公益法人） 

どこに問題があるか数値として情報を上げてゆく必要がある。１・２は見えるが、３・４・

５・６は見えにくいし、働きかけが難しい。農家にこれらの情報の提供を（ＪＡに任せ 

   ず、市・大学でも）市民総兼業化でこれらの情報の市場化を。(40 代男性) 

（51）八王子の農業を考える良い機会になった。(40 代女性) 

（52）農業に携わっている方々のお話は、とても興味深く感銘しました。農業は食そのものであ

り命に直接つながるものです。農家やそれに関わる人達だけで課題に取り組むので   

はなく、市民全体がそれぞれの立場で考えていくことが必要だと強く感じました。 

(30 代女性) 

（53）農業の問題・住宅に隣接した酪農の問題等、議論していただきたい事がいっぱいあり、残 

   念。(50 代男性) 

（54）もっとディスカッションが多くても良いと思う。質問をもっと増やして欲しい。→質問で

きなかった。(20 代男性)  

（55）もう少し詳しく聞きたかった。(60 代男性) 

（56）高齢者も必要とされると元気になり、現役でがんばっている姿が良かった。(50 代女性) 

（57）良かったと思います。(40 代男性) 

（58）実話的で良かった。(60 代男性) 

（59）農業生産者は消費者のために、消費者は農業生産者のために、常に思い、農業に喜んで生 

   産にはげみ、後継者が希望をもてるようになって欲しい。政治政党に左右されない事。 

(60 代男性) 

（60）良かったです。(60 代女性) 

（61）様々な意見が出て、参考になることが多かった。現実的な意見が聞けて良かった。 

(60 代男性) 

（62）非常に有意義な内容でした。農業関連の情報をＨＰで頻繁に出して欲しいと思いました。

中西さんからの動物性の脂質が入っているとコンポストは使えないという情報にはびっく

りしました。このような情報を伝えて欲しい。(50 代女性) 

（63）農業の振興をはかり、多くの農業生産をしてもらいたい。(50 代男性) 

（64）時間が少なくて、問題が掘り下げられない。(60 代男性) 

（65）八王子の農業を元気にするには、直売場の数を増やすのが肝要か。売れれば作る方も元気

が出るし、農業収入がアップすれば、農業従事希望者も増えますます元気が出よう。 

(60 代男性) 

（66）八王子で、まずこのようなイベントがあって、いろんな立場の人々から意見が聞けて、八

王子でまだまだできることがたくさんあるんだなと思いました。(20 代女性) 
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（67）非常に分かりやすい内容の話で、本日の出席した目的でもあり良かったと思いました。 

(70 代以上男性) 

（68）援農をしている者ですが、もっと農業に興味を持ちました。(30 代女性) 

（69）思いは同じ。心強い。「思い先行」をどう具体化していくか。(60 代男性) 

（70）各パネラーの話に興味があった。(70 代以上男性) 

（71）１．道の駅の内容に関しましては良く分かりました。 

   ２．全般的に話が長過ぎます。（年齢が高く成るとやむを得ませんが） 

   ３．自己紹介が長過ぎます。(60 代男性) 

（72）濃淡いろいろで、具体的成果としては？とも思うが、こういった「機会」は有意義と思わ

れます。コーディネーターはもう少し上手に工夫・勉強が必要！(60 代男性) 

（73）もう少し、つっこんだ内容を･･･。（70 代以上男性） 

（74）中西さんのお話しは有意義ですが、これからどうするか問題点を聞かせて欲しかったです。

(70 代以上男性) 

（75）中西さんの学校の児童との交流についてについてもっとお話を伺いたいです。金子さんの

正直な快いお話、おもしろかったです。MO－MO 食べに行かせてください。清水さんの地元

に目を向ける若い力素晴らしいと思いました。(40 代女性) 

（76）もう少し時間があり、いろいろ意見が聞けたら良かったと思う。(50 代女性) 

（77）いろいろ勉強になりました。金子さんの話しに感動しました。(40 代女性) 

（78）地産地消、給食などに八王子産の農産物入れるには市の体制作りが必要。現場まかせでは

進まない。(40 代女性) 

（79）パネラーの人選も良かった。司会者も適切で文句なし。コーディネーターはもちろん！ 

(60 代男性) 

（80）八王子の農業従事者の現状を理解出来た。少しでも農家へ接近したい。(60 代男性) 

（81）現場の方の意見、市長の考え・意見を聞けて良かった。(30 代男性) 

（82）質問の間に休憩があっても良いですかね。(30 代男性) 

（83）改めて農業の大切さを感じました。農家の方の負担にならないよう市民の参加、手助けを

していきたいと思います。(50 代女性) 

（84）パネラーは少し簡略に話してくれたが、質問者は結構重く話していました。若い人の話を

もっと入れるといい。具体的な話（パネラー）が知る機会も少ないせいか、興味深かった。

(50 代女性) 

（85）学生さんより、消費者の方が良い。(50 代男性) 

（86）１回の農業関係のフォーラムでは話しや方向性は難しい。継続地や地道な活動が必要だと

思います。(50 代男性) 

（87） 学校や公共施設の葉っぱを活用して欲しいです。コンポストの話がありました。生ゴミを、

ゴミじゃなく生かす研究をしてください。(30 代女性) 

（88）良かったです。参考になりました。(60 代男性) 

（89） 色々な視点での農業に対する意見を聞けて、とても興味深く楽しく聞かせてもらえました。

(20 代女性) 

（90）これからの八王子農業について、課題や問題を含めていろいろチャレンジしてみれば良い

のではないかと思いました。(20 代女性) 
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（91）農家の方が八王子の農業の利益を考え、行動したいと思っていることは大切なことだと思

った。私はやはり特産物とか自家製などは良いと思う。安全でそこでしか食べられないも

のが必要だと思う。(20 代女性) 

（92）パネリストの方々の話がとても分かりやすかったです。また、いろいろな立場の方々から

話が聞け、様々な意見や考えがあり、おもしろかったです。(20 代女性) 

（93）まず、課題を明確にして欲しかった。(20 代男性)  

（94）八王子の農業の現状などがわかり、とてもおもしろかった。(20 代男性) 

（95）農業について考え、意見交換しているのを聞き、農業についての興味を高められるものだ

と思いました。(10 代女性) 

（96）地産地消の話の中で、ビニールハウスと暖房費の補助について話があったが･･･自然に作れ

るものという考えがあり、考え方を変えるべきか、遠くから運んで来る事との兼ね合いを

考え、直売所とＪＡ市場の関係はうまくいっているのか？了解するのか･･･。 

   家庭菜園の人の野菜の位置づけ。「コンポストの動物たんぱく質は入れてはだめ」初めて知

り、良かった。(50 代女性) 

（97）良かった。時間が足りない。このような会を多く持つべきだ。(70 代以上男性) 

（98）内容がうすい。(20 代男性) 

（99）農業への関心が高いなか、的を射た有意義な内容でした。(50 代男性) 

（100）良かったと思います。(40 代男性) 

（101）色々な立場での意見が出ており、有意義だったと思います。(50 代男性) 

 

 

 

 

 

 

（１）黒須市長も農業生産物を抱えて、おすすめの一言を言っている写真をあちこちに貼り出す

など、農産物アピールに一役買ったら良いと思う。（50代女性） 

（２）農家を支援しよう。（70代以上男性） 

（３）新鮮な安全な野菜を消費者は求めているので、生産者の顔が見える生産お願いしたい。 

（60代男性） 

（４）農家の人たちは大変な事が多いと思いますが、頑張って八王子の野菜をこれからも作って

もらいたいです。八王子市民としてこれだけは自慢できる野菜があると良いと思います。 

（40代女性） 

（５）私の頭の中には昔の農業の作業の方法しか残っていないが、（農業は重労働で貧しい、苦し

いという考えがあり、農業離れがあったと思う。）今の農業はそうではないということも知

らせて欲しいと思う。（70 代以上女性） 

（６）「道の駅」は不調な足を抱えては、利用は不可能ですが、身近なスーパー等で栽培者個人名

入りの野菜等が入手出来れば大変嬉しい。毎日が拓けると思います。（70代以上女性） 

（７）最後までいられなかったのが残念です。（50 代男性） 

（８）八王子の農業の現状をわかって良かったです。（20 代女性） 

（９）担い手に対する対策。（70 代以上女性） 

２．「がんばれ八王子の農業！」についてのご意見・ご提案 
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（10）八王子の無農薬野菜作りにもっと取り組んでいただき、各スーパーにコーナーを作って欲

しい。（40代女性） 

（11）農業を敵視している客がいて驚いた。（一つの情報のみでのバカな意見を言う。） 

（50代男性） 

（12）昭和 30 年代、八王子は蚕・織物の町で多摩地区では経済産業を引っ張っていましたが、今

後八王子の農業に期待したいのは野菜・果物で、この名産物は八王子というような柱を作

る事が若い人が農業にむいているのではないか。 

  （例）帯広の酪農家が、10 年前モロヘイヤ作りを始めた。（60 代男性） 

（13）途中から参加しましたので、ピントが合っていないかも知れませんが、八王子の農業とは

どの様な農業なのか、適切な風土に合ったものをチョイスしてそのものを中心として助成

できるものと考えます。（70 代以上男性） 

（14）農業が大切と言いながら、放棄された農地や大木をバンバン採っている現状を見ると、市      

   長の発言もあまり信用できないと思う。市民農園ももっと本気で長く取り組めるようにし

てもらいたい。住宅や道路作りはもうやめてもいいのでは？（70 代以上女性） 

（15）八王子ブランドの更なる宣伝が必須と感じます。八王子農業のマスコットキャラクターを

作り、キャラクターグッズを販売するなど･･･。（50 代男性） 

（16）ボランティアをさせていただいており、勉強になりました。もっともっとお手伝いできた

らと思っております。（70 代以上女性） 

（17）道の駅が良く売れるそうで私も利用しています。時々値が高いと思う時があります。 

（70代以上女性） 

（18）市民の方から出た農業を考える上で、景観を良くする工夫が必要だという意見が興味深か

ったです。若い人が取り組んでみたくなる農業の仕組みは、急いでつくる必要があると思

います。（20 代女性） 

（19）はじめて参加したので、全体的なイメージがわからない。（60代） 

（20）安全で安心な食材を使い、おいしく食べるためにも頑張ってください。（50 代） 

（21）八王子農産物の直売所（学校給食参加の増加）を増やすこと。（70代以上男性） 

（22）体験農園を増やして欲しい。（60代男性） 

（23）ぜひ、直売所の増設を検討していただきたい。（50 代男性） 

（24）とても良い企画。何よりもタイムリーでした。八王子市民として希望を持たせていただき

ました。（60 代男性） 

（25）「竹の子」とか「ブルーベリー」とか、ある時期大量に採れる農産物の加工施設に市の補助

があれば良いと思う。（40 代女性） 

（26）消費者の素人的な意見は良いと思う。時間があれば納得いくまでの議論の場があった方が

良い。地場産（特に直売品）の安全性・品質管理についてはどうなのか？分析など（有毒

性・栄養）（40代男性） 

（27）八王子の農業に対しては、これ以上農地が減って欲しくないと思っています。消費者とし

て、食べること・見守ることで支持していき続けます。（50代女性） 

（28）日本の食文化や環境問題についての考えがあるべき。八王子に一校くらいは農業高校を。

（10代女性） 

（29）八王子の隠れた一面で良かった。（50代女性） 
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（30）無農薬の野菜をもっと出荷して欲しい。八王子のシンボルになれば良いと思う。 

（30代女性） 

（31）とても良い企画です。今後も継続して開催を！（60代男性） 

（32）中西忠一氏のおっしゃる通り、八王子南部地域にも直売所をつくって欲しいという意見に

賛同。（60代男性） 

（33）生産者がもっと結束するような仕組みやしかけが必要。（50 代男性） 

（34）八王子独自のビジネスモデルは検討できないか。例えば、科学技術を駆使した「米生産工

場」です。もちろん現在の農業形態を維持した上ですが。（60 代男性） 

（35）休耕地の活用を。（50 代男性） 

（36）農作業を手伝える労働力を、確保する必要がある。（70 代以上男性） 

（37）ただ広い八王子というなかで、農業がとても大きなものと見え、新鮮野菜の大切さが伝わ

り、改めて大切さを感じます。（60代女性） 

（38）安全安心というなら、農薬を使わない。環境にも体にもやさしい、無農薬での農産物づく

りを推進して欲しい。地産地消プラスもっと安心な八王子の農産物ブランドをつくって欲

しい。（20代女性） 

（39）休耕地について自給率をあげるためには、この活用にかかっていると思います。農業体験・

市民農園など、もっと知りたくなりました。（50代女性） 

（40）八王子産農産物を市内の学校給食で使う比率を高める。３～５年計画を作って、八王子産

農産物の生産拡大を高齢者の援農で進め、若者の就農を応援していく計画を作りましょう。

（60代男性） 

（41）小規模農業は止めるべきだ。（70代以上男性） 

（42）八王子市が農業に力を入れていることは大変うれしいことだ。八王子の農地を何とか保全

してもらいたい。（60 代男性） 

（43）日頃、八王子産のものを使用しています。（60 代女性） 

（44）八王子農業用地が増えるのですか。それとも減るのですか。（30 代男性） 

（45）農業に自身を持って欲しい。（60代男性） 

（46）都の実践農業セミナーは３期で終了とのことです。中学生の職業体験として農家の協力を

拡大させたい。（50代男性） 

（47）道の駅に野菜を買いに行きたいが、車でしか行けなく困ります。八王子駅周辺で売って欲

しい。府中のように。（50 代女性） 

（48）世代長期的な生産調整が可能となるように栗林・雑木林への減税を。都市計画で鑑賞緑地

を農地と道路の間に企画。就農希望者への転売・貸与あっ旋・仲介を市政で。市営・市民

農園の充実を。（40代男性） 

（49）八王子市全域にわたり、市が小規模な売り場を多数設置し、農家に農産物を自ら販売させ

ることにより農家と消費者の関係を深め、消費者の意見を直接聞くことにより農産物の品

質向上にもつながる。事業意欲も増すのではないか。特に、これからの高齢化社会では、

身近な場所で地産の農産物が買えることはすばらしい。（60代男性） 

（50）農林課が中心となり、色々なところにネットワークを持ち、情報発信や取り組みをしてい

って欲しい。道の駅には車で行けないのでシャトルバスを運行させて欲しい。（40代女性） 

（51）もっと農家さんと交流したいです。（30 代女性） 
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（52）農業が自立していける政策が必要。学校給食へのより一層の提供を考えて行くべき。 

（50代男性） 

（53）八王子は都心からも近く、産業として農業を考えるならばグリーンツーリズム（ＧＴ）な

どした方が良いと思う。ある農家曰く「耕作放棄地は耕作不適地」だ！（20 代男性） 

（54）個々の消費者と農家とで年間契約制にして、供給が考えられないか。知恵を出せば必ず良

いものが生まれるはず。（60 代男性） 

（55）安心して食べられる安全な野菜を作ってください。（50 代女性） 

（56）実際に農業で働かせていただくには、どうすれば良いでしょうか。（40 代男性） 

（57）農家のご苦労は少しですが元気をもらいました。（60代女性） 

（58）会場の皆さんからの意見のなかで、農業に従事していない方からの農業者への支援の充実

を求める提案があったことが新鮮に感じられ、同感に思いました。（40 代男性） 

（59）農業実践実例～広報にのせな。高齢者のアクセスを良くする。生産～市場～消費のショー

トパス パイプを太くする。（60 代男性） 

（60）今後の農業については若者のやる気が重要。痛感しました。（60 代男性） 

（61）安心・安全すなわち有機無農薬の野菜のことです。十歩先を見据えて、八王子の農業を全

て有機無農薬にしていただきたい。（50代女性） 

（62）売れれば農家がやる気になるということは、嬉しいことである。どんどん買えるようにし

たい。（50代男性） 

（63）八王子ブランドの野菜があると良い。八王子の野菜を使った加工食品の販売。（20代男性） 

（64）労働力の確保についてのＰＲが不足。（60代男性） 

（65）本ミーティングを市から充分広報し、市民に関心を集めてもらうことが大切と思う。地産

地消が具体的に進むかどうかは、市民がどれだけ八王子農業に関心を持つかに掛かってい

る。（60 代男性） 

（66）八王子の農業というものは、とても大切なもので大事にしていかなければならないものだ

と思っています。そして何故、頑張らなくてはいけないのか。という質問に対しての答え

が聞けて良かったです。（20 代女性） 

（67） 消費者に近い八王子道の駅の実績の話など、勇気づけられる成果援農、遊休農地の活用策、

地産地消等、もっと工夫をしてはどうか。（70 代以上男性） 

（68）夢のある農制の話がなかった。（70 代以上男性） 

（69）私たち若い世代がもっともっと頑張らなきゃと思いました。（30 代女性） 

（70）関係者の思いと、日頃のボランティア活動の思いが完全に重なることが確認できました。

中西様の「耕地放棄地対策－農園開設」に大賛成。具体策を提案することにしたい。「都市

型農業」のひとつのフォームとして「市民農園」をもっともっと開設しませんか。『八王子

＝市民農園都市』。東京都民が、山梨・長野まで農園体験で出かける必要はない。ひよどり

農園を 200・400 と言わず、早急に 1000 区画まで！（60代男性） 

（71）自給率の問題は、国の政策であり、今回の場では討論外の議題かと思います。（60 代男性） 

（72）栄養士の方の提案つまり消費者側の視点と協力が手前の一段階。（60 代男性） 

（73）将来は農業が続く限り安心だと思いました。（70代以上女性） 

（74）元気をもらった感じ。（60 代男性） 
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（75）八王子のこれからを考えると、景観が美しく観光面で魅力ある街にすることが大事ではな

いかと思います。そういうことから農業の活性化について、もっと具体的な施策を希望し

ます。（70代以上男性） 

（76）市民の協力または農業を、どう発展していけばと思う。市長さん話過ぎ。中身少々薄く感

じました。（70代以上女性） 

（77）学校給食との関連・食育への導入について、もっともっと学びたいと思いました。学校給

食に関わる栄養士をさせていただいていますが、今後の取り組みについての必須を感じま

した。色々なことを勉強したいです。ありがとうございました。（40代女性） 

（78）金子さん、頑張ってください。（50 代女性） 

（79）西八王子駅南口に農地があったが、固定資産税・後継者不足などの理由で宅地化されてし

まった。災害時の避難場所としても食料危機時のことを考えても、保護すべきだと思いま

す。日野と比べても、もっと力を入れて盛り上げて欲しいし、協力していきたい。 

（50代女性） 

（80）市長が農業について語った言葉が、市役所の農業担当部署の職員の共通認識になっている

といいなと思った。米については最も積極的に市長に頼みたい。（60代男性） 

（81）地元野菜を中心とした安全で美味・栄養豊富な野菜から、学校給食を中心に子どもからお

母さん方へと食育の意識改善に尽くし、これからの日本を盛り上げる材料として欲しい。 

（60代男性） 

（82）八王子の農業について少しわかった気がした。（20 代男性） 

（83）私は市内信用金庫で働いています。現在、製造業等も厳しいなか、我々も地域支援の一環

で何かできるかと考えたくて参加しました。より一層の興味がわきました。（30代男性） 

（84）総合的な施策の視点からは論議がなかったですかね。地産地消→地産地活（情報発信も含

め検討しては･･･）誰かが他のセミナーでも言っていましたが･･･。（30 代男性） 

（85）ボランティアをさせていただいて、外で働くことがこんなに気持ちが良いことだと初めて

知りました。子どもたちにもぜひ体験させて欲しいと思います。特に、農家の草取りは大

変なので、定期的に子どもたちに参加してもらうのも良いのではと思います。（50代女性） 

（86）通算３度、８年八王子で勤務しましたが、八王子農業という意識を持ったことは一度もあ

りませんでした。でも東京都民なので地産地消の仲間に入れてもらいたい。どこで買える？

と思います。時限的な直売所でＰＲし、近くのスーパー・小売店につなげてくれると継続

できるのでは。（50代女性） 

（87）レストラン等で八王子産の野菜を使ってもらいたい。（40代男性） 

（88）定期的にやって欲しい。（50代男性） 

（89）消費者代表も幅広い層（高齢者・主婦等）から参加していただければ、もう少し現状理解

につながるのではないか。（30代男性） 

（90）地産地消は今や当たり前。もう一歩具体的なアイデアを募集したい。（50代男性） 

（91）今ボランティアで手伝いに行っていますが、他の農家の実情を知りたいのでぜひ各農家の

交流をやってもらいたいです。（60代男性） 

（92）道の駅的な直売所を増やして欲しい。（70代以上男性） 

（93）とても良いシンポジウムだと思います。また、こういったものに参加したいと思いました。

（20代女性） 
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（94）給食への取り組みなど、地域に参入していけば良いと思った。（20代女性） 

（95）私たち学生には、八王子滝山は駅から少し遠いので行きづらいと思う。もっと駅近くや、

人が寄る場所に直売所を置き販売したら、もっと多くに人に八王子の農産物を知ってもら

えると思う。（20 代女性） 

（96）八王子農業の現状・課題について良くわかりました。これからの八王子農業について、自

分も良く考えていこうと思いました。八王子で作られた農産物をもっと多くの場所で買え

るようにして欲しいです。（20代女性） 

（97）このようなことが行われることで様々な情報が入るので、とても良いと思う。意見・質疑

がとても良かった。（20代男性） 

（98）今ある農業・食に対する問題について、もう少し考え行動をおこしていかないといけない

なと感じました。これからも何か農業に対して関心を持てるような機会が増えると良いと

思います。（10代女性） 

（99）直売所とＪＡ（市場）の関係は、うまく行っているのか？家庭菜園の人の野菜の位置づけ

「コンポストの動物たんぱく質は入れてはだめ」初めて知り、良かった。（50 代女性） 

（100）農家大規模化、政府の規制をやめる。（70代以上男性） 

（101）一番大事な質疑応答の時間をもっと取って欲しい。（20 代男性） 

（102）都市農業をリードしていく八王子市の農業の更なる発展を祈ります。頑張ってください。

（50代男性） 

（103）企業の参画方法。農家が他に期待すること。（40代男性） 

（104）地産地消で安全新鮮野菜を！まさにそのとおりだと思います。また、地産地消することに

より、環境にやさしい農業になると思います。（50 代男性） 

（105）北口駅前に、八王子産の野菜売り場が必要という消費者側からの提案、また、南地区にふ

れあい市場をつくって欲しいとの農家代表の方のご意見が出ていました。これについてお

話を伺いながら、私も似たような考えを抱いておりましたので、ご検討いただく素材のひ

とつとして、次のように提案を致します。 

①南口に、来年完成予定のビル内に（地下でも良い）アンテナショップとして「ザ・ヤサ

イ」コーナーを設置すること。新鮮な地元野菜と加工食品の販売の他、それらを利用した

食事をする「緑のちょうちんの店」をつくること。（緑提灯の店は、農業会議北沢様の最

後のまとめのご発言にも出ていました。） 

②地区のふれあい市場は近くに意識の高い消費者が多く住んでいて、農業者の意欲が旺盛

で、それを推進できる人材がそろっている由木地区内に設置するのが良いと思います。 

マイカーを持たない高齢者や学生などは、いくら美味しいといわれても、野菜を買ったり、

プリンセスカレーやアイスクリームを食べるために、わざわざ郊外まで継続的に買出しに

出かける気にはならないと思います。交通の便が良くて人の集まる中心市街地では、そう

したお店があることが商店街のマイナスになるとは思えません。市外からの客の足が向く

ことで、相乗効果が生まれる可能性もあるのではないでしょうか。ご検討いただきたいと

存じます。 

（106）学生は力だけじゃなく、むしろ自由な発想が重要なのです。農業は産業だが第３次的なも

のとは違う側がある。経済に特化させるべきではない。 
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（１）「がんばれ八王子の農業 第２弾」をやって欲しい。パネリストに、市長は今度は出ないで

あいさつ程度にとどめて。（50代女性） 

（２）安全な食品（70代以上男性） 

（３）高尾山です。今とっても人気のスポット！大きな会場で、市内・市外からも来ると思いま

す。（40 代女性） 

（４） 輸入食品の罪・安全性・輸入米および減反の中止。遠路輸入することへの経済的無駄、等々。

（70代以上女性） 

（５）関心持とう八王子の農業（20 代女性） 

（６）食育（70 代以上女性） 

（７）野菜づくりの基本を教えていただきたい。（40 代女性） 

（８）高齢者に対する行政と地域のあり方･･･ひとり暮らしの方への見守り、災害弱者へのあり方

など。（70代以上男性） 

（９）地産地消は究極の課題。空いている農地とプロでない人が借りて作れる関係を紹介して欲

しい。もっと簡単に近くでできるように。（70 代以上女性） 

（10）湧水の活用。甲州街道の街並み保存・復元。産業遺産の掘り起こし。大学のゼミの紹介。

→毎年、大学ゼミを取り上げても 20 年続けられると思います。（50 代男性） 

（11）朝市など、積極的に進めてください。家庭菜園の者も含めて、安全なシステムを作ってく

ださい。（60 代） 

（12）後継者育成のシステム化（70 代以上男性） 

（13）同テーマで第２弾を期待します。（60代男性） 

（14）食品残飯再活用について（40 代男性） 

（15）八王子の雇用対策。関心が高い内容ばかりですので、もっと広い会場を選定したほうが良

いと思います。（40代男性） 

（16）小比企の湯殿川横に秋はコスモスがきれいです。散歩の方が増えて、農の風情も見ていっ

てくれます。冬の今も散歩の方がいます。湯殿川にトイレを作ってください。（40 代男性） 

（17）街・商店の活性（50 代男性） 

（18）八王子の農林漁業の実態と展望（60代男性） 

（19）地域活性化（50代男性） 

（20）前にもありましたが、八王子の観光をもっと目に見える成果に伝えられるくらいに。八王

子をもっと大きなものにして欲しい。（60 代女性） 

（21）安全な生活用品について。衣食住の健康について。（20 代女性） 

（22）他市に住んでいますが、生涯学習に取り組むなかで人口 55 万人に対し、東久留米市 11 万

人の違いのなかで知りたいことが、農業の現状（都市農業について）・防災です。特に 22 大

学との取り組み・コラボレーションを期待しています。（50代女性） 

（23）青年が希望を持てる企画（60 代男性） 

（24）住み良い八王子をつくるには（70 代以上男性） 

３．今後、取り上げてもらいたいテーマ等 
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（25）循環型社会へ向けての八王子（60 代男性） 

（26）消費者への農業理解（60 代男性） 

（27）ポイ捨て禁止条例・市の分別ゴミの処分先調査結果・自転車リサイクル政策（中国流通）・

堆肥化・農地還元政策・自給率への計上による数値目標向上・家庭菜園生産の意欲向上・

空き家の改築による水耕栽培の推進施策（40 代男性） 

（28）食育について（40代女性） 

（29）色々な業種がつながっての街づくり（30代女性） 

（30）実践農業セミナーについて（40代男性） 

（31）農家の後継者の若い人たちが、今後どのような希望を持って取り組んでいるか聞きたい。

（60代男性） 

（32）食育について（60代男性） 

（33）松田麻美子さんの食事療法について（50代女性） 

（34）八王子の駐輪対策（20代男性） 

（35）八王子農業の課題を、もっと掘り下げて議論してもらいたい。（60代男性） 

（36）休耕地の有効活用、失業者の農業への転職推進（70代以上男性） 

（37）牛のえさによって牛糞が変わり堆肥が変わってくると考えるが、そのへんの話を知りたい。

（60代男性） 

（38）マイバッグは、かえってＣＯ２削減にはつながらないという意見もあります。（名古屋大学

教授 武田邦彦氏など）今後充分検討してください。（70代以上男性） 

（39）八王子の商業・中小企業、立川と比較して欲しい。（60 代男性） 

（40）八王子の産業等、若者のためのもの。（50代女性） 

（41）高齢者が増えるので“若者とどう育てる”はどうですか。逆に少数派の若者の声を取り上

げる。（高齢社会の若者とか）（50 代女性） 

（42）もう一回農業 or学校給食（50 代男性） 

（43）また農業についてやっていただきたいです。（10代女性） 

（44）後継者問題（20代男性） 

（45）独立・起業に対する市からの補助制度（40代男性） 
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【日 時】 平成 21 年２２２２月月月月７７７７日日日日（土）午後１時 45 分～４時 

【会 場】 クリエイトホール ５階ホール 
                                   （八王子市東町５-６  ℡ 648-2231） 

                        ☆☆☆☆参加費無料参加費無料参加費無料参加費無料・・・・申込不要申込不要申込不要申込不要（（（（先着順先着順先着順先着順・・・・定員定員定員定員 170170170170 名名名名）、）、）、）、直接会場直接会場直接会場直接会場へおへおへおへお越越越越しくださいしくださいしくださいしください。。。。    
    
    
    

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター    北北北北        沢沢沢沢    俊俊俊俊    春春春春    氏氏氏氏    【【【【東京都農業会議東京都農業会議東京都農業会議東京都農業会議    業務部長業務部長業務部長業務部長】】】】    

パ ネ リ スパ ネ リ スパ ネ リ スパ ネ リ ス トトトト    中中中中        西西西西    忠忠忠忠    一一一一    氏氏氏氏    【【【【農業者代表農業者代表農業者代表農業者代表】】】】    

金金金金        子子子子    キミキミキミキミ代代代代    氏氏氏氏    【【【【女性女性女性女性農農農農業者業者業者業者代表代表代表代表】】】】    

公 募 市公 募 市公 募 市公 募 市 民民民民    

八王子市八王子市八王子市八王子市長長長長        黒黒黒黒    須須須須    隆隆隆隆    一一一一    

 

                                                

＜＜＜＜ミニコンサートミニコンサートミニコンサートミニコンサート＞＞＞＞    

                                            チェロチェロチェロチェロ    演演演演    奏奏奏奏    
    
                            チェロチェロチェロチェロ演奏者演奏者演奏者演奏者：：：：上村上村上村上村    文乃文乃文乃文乃    

                            ピアノピアノピアノピアノ伴奏者伴奏者伴奏者伴奏者：：：：吉兼吉兼吉兼吉兼    加奈子加奈子加奈子加奈子    

                            曲目：ｱﾀﾞｰｼﾞｮとﾛﾝﾄﾞ/C.M.ｳｪｰﾊﾞｰ 他１曲 

演奏時間演奏時間演奏時間演奏時間：：：：午後午後午後午後 1111 時時時時 45454545 分分分分～～～～２２２２時時時時 

                                                                                                                                                                                            協力：ｶﾞｽﾊﾟｰﾙ･ｶｻﾄﾞ国際ﾁｪﾛ･ｺﾝｸｰﾙ 

            実行委員会 

                                                                        
    
        ※  手 話 通 訳 が あ り ま す 。 

※１歳から就学前のお子さんをお預かりします。ご希望の方は事前に下記までお申し出ください。 

≪≪≪≪問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ≫≫≫≫    八王子市八王子市八王子市八王子市    総合政策部総合政策部総合政策部総合政策部    広聴広報室広聴広報室広聴広報室広聴広報室((((広聴担当広聴担当広聴担当広聴担当))))（（（（TEL 620TEL 620TEL 620TEL 620----7411741174117411・・・・FAX 620FAX 620FAX 620FAX 620----7322732273227322））））    

八王子市八王子市八王子市八王子市    産業振興部産業振興部産業振興部産業振興部    農林農林農林農林課課課課（（（（TEL 620TEL 620TEL 620TEL 620----7777250250250250・・・・FAX 627FAX 627FAX 627FAX 627----5959595951515151））））    

八王子市八王子市八王子市八王子市ののののホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス     htt htt htt http://www.city.hachioji.tokyo.jp/p://www.city.hachioji.tokyo.jp/p://www.city.hachioji.tokyo.jp/p://www.city.hachioji.tokyo.jp/    

クリエイトホークリエイトホークリエイトホークリエイトホールルルル    

北口    

～～～～ 地 産 地 消地 産 地 消地 産 地 消地 産 地 消 でででで 安 全 新 鮮 野 菜安 全 新 鮮 野 菜安 全 新 鮮 野 菜安 全 新 鮮 野 菜 をををを ！ ～！ ～！ ～！ ～    

がんばれがんばれがんばれがんばれ八王子八王子八王子八王子のののの農業  

公開討論会 
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本日は、『げんきフォーラム』にご参加いただきありがとうございました。お手数ですが、

以下のアンケートにご協力をお願いします。 

 アンケート用紙は、お帰りの際に受付カウンターにある回収箱へお入れください。 
 

１１１１．．．．あなたについておあなたについておあなたについておあなたについてお聞聞聞聞かせくださいかせくださいかせくださいかせください。。。。    

  (1) 性 別   男 ・ 女 

(2) 年 齢   ① 10代   ② 20代   ③ 30代   ④ 40代 

⑤ 50代   ⑥ 60代   ⑦ 70代以上   

２２２２．『．『．『．『げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム』』』』をををを何何何何でおでおでおでお知知知知りになりましたかりになりましたかりになりましたかりになりましたか。。。。    

(1) 市広報 (2) 市ホームページ (3) 市モバイルサイト（携帯電話版） (4) ポスター・

チラシ (5) 知人 (6) その他（                      ） 

３３３３．．．．今回今回今回今回ののののテーマテーマテーマテーマはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたかはいかがでしたか。。。。    

        (1) 良かった  (2) まあまあ良かった  (3) あまり良くなかった 

（(3)の理由：                           )    

４４４４．『．『．『．『げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム』』』』にににに参加参加参加参加してしてしてして、、、、八王子八王子八王子八王子のののの農業農業農業農業へのへのへのへの関心関心関心関心がががが高高高高まりまりまりまりましたかましたかましたかましたか。。。。    

(1) 大変高まった  (2) まあまあ高まった  (3) かわらない 

（(3)の理由：                           ）    

５５５５．．．．パネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションパネルディスカッションのののの内容等内容等内容等内容等についてについてについてについて感想感想感想感想をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

                                        

                                        

                                        

６６６６．「．「．「．「がんばれがんばれがんばれがんばれ八王子八王子八王子八王子のののの農業農業農業農業！！！！」」」」についてのごについてのごについてのごについてのご意見意見意見意見・・・・ごごごご提案提案提案提案をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

                                        

                                        

                                        

７７７７．．．．今後今後今後今後、、、、取取取取りりりり上上上上げてもらいたいげてもらいたいげてもらいたいげてもらいたいテーマテーマテーマテーマ等等等等をおをおをおをお書書書書きくださいきくださいきくださいきください。。。。    

                                        

                                        

８８８８．．．．最後最後最後最後にににに、『、『、『、『げんきげんきげんきげんきフォーラムフォーラムフォーラムフォーラム』』』』にににに参加参加参加参加しやすいしやすいしやすいしやすい曜日曜日曜日曜日・・・・時間帯時間帯時間帯時間帯はいつですかはいつですかはいつですかはいつですか。。。。    

(1) 平日の夜間    (2) 土曜日の午前    (3) 土曜日の午後  

(4) 日曜日の午前   (5) 日曜日の午後 

※ ご協力ありがとうございました。



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 


