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資料１ 府中市農業振興計画検討協議会委員名簿 

 

 氏名 選出区分 所属等 備考 

1 中 島 正 裕 学識経験者 東京農工大学 教授 会長 

2 市 川 耕 作 市内農業経営者 農業委員会会長 副会長 

3 平 田 佳 子 市内農業経営者 農業委員会委員  

4 岩 本 千 絵 東京都農業振興事務所 
東京都農業振興事務所 

農務課 課長代理 
 

5 角 田 由理子 東京都農業会議 東京都農業会議 専務理事  

6 池 田 晃 次 マインズ農業協同組合 
マインズ農業協同組合本店 

地域振興部 指導課長 
 

7 川 崎 好 之 むさし府中商工会議所 
有限会社カワサキ森田屋 

代表取締役 
 

8 佐々木 隆 茂 生活協同組合コープみらい 

生活協同組合コープみらい 

東京都本部 参加とネット

ワーク推進部 企画課長 

 

9 高 橋 規実代 公募市民   

（選出区分別の５０音順・敬称略） 
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資料２ 府中市農業振興計画検討協議会規則 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、府中市附属機関の設置等に関する条例（平成２７年３月府中市

条例第１号）第９条の規定に基づき、府中市農業振興計画検討協議会（以下「協議

会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 （協議会の委員） 

第２条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(1) 学識経験を有する者 １人 

(2) 市内の農地で農業を営む者 ２人以内 

(3) 東京都農業振興事務所の職員 １人 

(4) 一般財団法人東京都農業会議の職員 １人 

(5) マインズ農業協同組合の職員 １人 

(6) むさし府中商工会議所の推薦する者 １人 

(7) 生活協同組合コープみらいの組合員 １人 

(8) 公募による市民 １人 

 （会長及び副会長） 

第３条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれらを定める。 

２ 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、そ

の職務を代理する。 

 （協議会の会議） 

第４条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

 （委員以外の者の出席） 

第５条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を協議会の会議に出席さ

せて意見を聴き、又は説明を求めることができる。 

 （雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。 

   付 則 

 この規則は、令和３年４月１日から施行する。 
 

【参考：府中市附属機関の設置等に関する条例（抜粋）】 

別表（第２条～第５条） 

名称 所掌事項 
委員 

定数 任期 

府中市農業振興計画検討協議会 
府中市農業振興計画の案に関する事
項その他市長が必要と認める事項 

9人以内 1年 
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資料３ 府中市農業振興計画検討協議会開催経過 

 

回 年月日 主な内容 

第１回 令和 ３ 年 ６ 月２９日 

・会長及び副会長の選出 

・諮問 

・会議の公開等について 

・農業振興計画の概要について 

・協議会の進め方について 

第２回 令和 ３ 年 ７ 月３０日 
・府中農業の現状と課題及び施策の取組状況につ 

いて 

第３回 令和 ３ 年 ８ 月３０日 ・第４次府中市農業振興計画（草案）について 

第４回 令和 ３ 年 ９ 月２９日 ・第４次府中市農業振興計画素案（案）について 

第５回 令和 ３ 年１０月１４日 ・答申書（案）について 
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資料４ 府中市農業振興計画策定のための農家アンケート調査結果 

（実施期間：令和３年６月～７月、回答数：１８６） 
 

問１ 経営者についてお聞きします。 

＊＊＊①主となる農業経営者の年齢 

＊＊＊＊年齢（ 平均６９．２ ）歳 

＊＊＊②家族の中で年間１００日以上農業に従事している人の人数 

＊＊＊＊男性（ １６８ ）人・女性（ １０２ ）人 

 

問２ 現在、農業後継者はいますか。あてはまる番号１つに○をつけてください。 

******１．本人                       ２６（１４％） 

   ２．子供が後継者                   ５９（３２％） 

   ３．いない                      ８０（４３％） 

   ４．検討中                      １６（ ９％） 

＊＊＊５．その他                       ２（ １％） 

＊＊＊無回答                         ３（ ２％） 

  

問３ 経営状況についてお聞きします。 

   ①経営耕地面積（ 平均２，７４６ ）㎡ 

＊＊＊②生産緑地指定農地面積（ 平均２，３３８ ）㎡ 

＊＊＊③経営作物（あてはまる番号すべてに○をつけてください。） 

＊＊＊＊１．水稲                      ４３（２３％） 

＊＊＊＊２．野菜                     １５９（８５％） 

＊＊＊＊３．花き                      １４（ ８％） 

＊＊＊＊４．果樹                      ７０（３８％） 

＊＊＊＊５．植木                       ６（ ３％） 

＊＊＊＊６．畜産                       １（ １％） 

＊＊＊＊７．その他                      ３（ ２％） 

＊＊＊④販売方法・販売先（あてはまる番号すべてに○をつけてください。） 

＊＊＊＊１．市場出荷                    ２２（１２％） 

＊＊＊＊２．直売（個人）                  ８３（４５％） 

＊＊＊＊３．うね売り・摘み取り               １３（ ７％） 

＊＊＊＊４．スーパー・小売店                ２７（１５％） 

＊＊＊＊５．自家用                     ８９（４８％） 

＊＊＊＊６．共同直売所                   ６３（３４％） 

＊＊＊＊７．その他                     １７（ ９％） 



 

 

- 51 - 
 

問４ 今後の農業経営の方向について、どのようにお考えですか。あてはまる番号

１つに○をつけてください。 

＊＊＊１．経営を拡大したい                 １０（ ５％） 

   ２．現状を維持したい                １３２（７１％） 

   ３．経営を縮小したい                 ３８（２０％） 

   無回答                         ６（ ３％） 

 

問５ 今後の農業経営の方向について、どのようにお考えですか。あてはまる番号

１つに○をつけてください。 

＊＊＊１．直売（個人）に力を入れたい            ６３（３４％） 

   ２．直売（共同）に力を入れたい            ３４（１８％） 

   ３．うね売りや摘み取り、観光農園に力を入れたい     ６（ ３％） 

   ４．学校給食への供給に力を入れたい           ２（ １％） 

   ５．体験農園に力を入れたい               ３（ ２％） 

   ６．スーパー・小売店への供給に力を入れたい       ９（ ５％） 

   ７．市場出荷に力を入れたい               ３（ ２％） 

   ８．その他                      ３４（１８％） 

＊＊＊＊（自家消費、現状維持、等） 

   無回答                        ３２（１７％） 

 

問６ あなたのご家庭では５０年後の農業経営についてどうお考えですか。一番近

いものを選び○をつけてください。 

＊＊＊１．５０年後も農業経営を続けたい           １８（１０％） 

   ２．できるだけ続けたいが５０年後までは無理だと思う。 ９７（５２％） 

     ５０年後は無理だとしても、○年後程度であれば継続は可能である。 

     （該当年後に○をつけて下さい。） 

      １０年後                   ４８（内４９％） 

＊＊＊＊＊＊２０年後                   ３０（内３１％） 

＊＊＊＊＊＊３０年後                   １３（内１３％） 

＊＊＊＊＊＊４０年後                    ３（内 ３％） 

      無回答                     ３（内 ３％） 

   ３．自分の代で農業はやめる予定            ４９（２６％） 

   ４．特になにも考えていない              １０（ ５％） 

   ５．その他                       ７（ ４％） 

＊＊＊無回答                         ５（ ３％） 
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問７ 農業を続けていくための障害となっていることは何ですか。あてはまる番号

すべてに○をつけてください。 

＊＊＊１．相続税の負担                  １１１（６０％） 

   ２．後継者がいない                  ７４（４０％） 

   ３．農業収入が少ない                 ７６（４１％） 

   ４．農地の周辺が開発されて農業環境が悪化している   ７６（４１％） 

   ５．販売先がない                    ７（ ４％） 

   ６．その他                       ４（ ２％） 

 

問８ 農業・農地を残すために、市に望むことは何ですか。あてはまる番号すべて

に○をつけてください。 

＊＊＊１．共同直売所の設置など販売先の確保         ３７（２０％） 

   ２．売りに出された農地の買い取りと希望農家への貸出し ４０（２２％） 

   ３．援農ボランティアなど、労働力の確保        ３６（１９％） 

   ４．農地周辺の開発の抑制、残すべき農地の指定と周辺開発の規制など 

 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊３９（２１％） 

   ５．農業機械の購入などに対する補助制度の充実     ５８（３１％） 

   ６．後継者の育成                   ２７（１５％） 

   ７．都市農業の必要性の市民へのＰＲ          ２９（１６％） 

   ８．相続税等の負担軽減に係る国や東京都への要望活動 １２８（６９％） 

   ９．循環型農業の仕組み作り              １５（ ８％） 

   10．指導体制の拡充                   ３（ ２％） 

   11．市民が農業・農地にふれることのできる機会の拡充  ２５（１３％） 

   12．その他                       ８（ ４％） 

    （農業用水の維持、市内農業の認知度の向上、農業機械のレンタル、等） 

 

問９ 後継者不足などの労働力の不足に対してどのように対応したいと考えていま

すか。あてはまる番号すべてに○をつけてください。 

＊＊＊１．家族でできる範囲内で対応する          １１９（６４％） 

   ２．機械化などによる省力化を図る           ６８（３７％） 

   ３．うね売り、摘み取りなど手のかからない方法で対応  ２１（１１％） 

   ４．パートを雇う                   １７（ ９％） 

   ５．規模を縮小する                  ３３（１８％） 

   ６．農作業を援農ボランティアに手伝ってもらう     ３８（２０％） 

   ７．人（常勤）を雇う                  ５（ ３％） 

   ８．その他                       ４（ ２％） 
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問10 地域住民とのふれあいについてどのような施策を望みますか。あてはまる番

号すべてに○をつけてください。 

＊＊＊１．農産物の直売を通じたふれあい           ８４（４５％） 

   ２．学校給食など地場流通を通じたふれあい       １６（ ９％） 

   ３．体験農園を通じたふれあい             ２３（１２％） 

   ４．市民との懇談会を通じたふれあい           ６（ ３％） 

   ５．農作業への協力(援農ボランティア)を通じたふれあい ２７（１５％） 

   ６．農業大学や親子ふれあい農園など、体験事業を通じたふれあい 

                              １５（ ８％） 

   ７．市民農園を通じたふれあい             １５（ ８％） 

   ８．特に考えていない                 ６２（３３％） 

   ９．その他                       ２（ １％） 

    （農のある景観を通し市民に潤いを提供） 

   

問11 農地の持つ多面性について、重要だと思うことはなんですか。あてはまる番

号３つまでを選んで○をつけてください。 

＊＊＊１．安全で安心な食生活を支える役割…≪産業・健康≫ １２６（６８％） 

＊＊＊２．緑豊かな環境づくりを支える役割…≪環境・景観≫ １２７（６８％） 

   ３．安全で快適なまちづくりを支える役割…≪防災≫   ６８（３７％） 

＊＊＊４．子供たちの成長を支える役割…≪教育≫       ３３（１８％） 

   ５．心ふれあう地域づくりを支える役割…≪地域コミュニティ≫ 

                              ３４（１８％） 

 

問12 各種税制度に対する要望・意見がありましたらご記入ください。（自由記入） 

・相続が生じても農地が残せるように相続税の制度を見直してほしい。 

・宅地化農地に対する固定資産税・都市計画税について、生産緑地と同水

準となるように制度を見直してほしい。 

・作業場や農機具倉庫に対する課税の取扱を見直してほしい。 

・農業所得に対する所得税、住民税の負担を軽減して欲しい。  

                                等 
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問13 ５０年後、市内の農地周辺の環境も変化していると考えられますが、売れる

農産物を市内で生産し、広く市民に提供していくためには、これからの農業は

どうあるべきだとお考えですか。要望・意見がありましたらご記入ください。

（自由記入） 

・市の中心部その他市内における直売所の増加やスーパーの地場産売場の

拡大などにより、身近な販売拠点を充実させる。 

・学校給食への出荷を増加する。 

・一次産業である農業の大切さや地産地消の重要性、市内産農産物の魅力

などを積極的にＰＲする。 

・市がコンサルティング会社などを活用し、府中農業をプロモーションす

る仕組みを検討する。 

・省力効果の高い品目に絞った集約的な生産や、特色ある品目の生産によ

り特産化を図る。 

・農地の狭小化や宅地との混在化が進む中で安定的に農産物を生産するに

は、施設栽培が普及していく必要がある。 

・個人経営から農業生産法人化への転換を図る。 

・後継者の農業技術向上のための技術的研修制度を望む。 

・体験農園等を増やすなど、農業者の知識や経験をいかし、市民の手で安

心、安全な作物を作れるようにする。  

                                等 

 

問14 その他、今後農業経営を続けていくにあたっての、府中市の農業施策などに

ついてご意見・ご希望がありましたらご記入ください。（自由記入） 

・意欲を持って農業経営に取り組んでいる農家に対する補助制度の充実 

・低金利融資の斡旋や利子補給 

・売れる農産物に関する情報の提供や販路の紹介、お店や企業とのマッチ

ングなど他業種との交流機会の創出 

・農業収入を向上させる施策や新規就農者に対する補助制度 

・農業用水路の整備、維持 

・府中農業の認知度の向上 

・新庁舎への直売所の設置 

・農業機械の共同購入、共同使用 

・農地特区の指定等での周辺開発の制限による農地・農業の保護 

・農地を集約し農業が継続的に経営しやすくする施策 

・市による農地管理や農地買上げと維持、市民農園としての活用  

                                等 
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資料５ 用語解説 

 

【あ行】 

ＩＣＴ 

 Information and Communication Technologyの略で、日本語では「情報通信技術」と訳される。

情報処理や通信に関連する技術、産業、設備、サービスなどの総称。 

 

うね売り 

 収穫前の花、野菜、果実などを区画割して販売する方法。農業者にとっては労働力の低減にな

り、消費者には収穫体験の場となる側面を持つ。府中市では、ジャガイモやネギ等のうね売りが行

われている。 

 

エコ農産物（東京都エコ農産物認証制度） 

 土づくりの技術や化学合成農薬と化学肥料削減の技術を導入し、慣行使用基準から化学合成農

薬と化学肥料を削減して作られる農産物をエコ農産物として東京都が認証する制度。化学合成農

薬と化学肥料の削減割合は、２５％以上、５０％以上、不使用の３区分で認証される。 

 

エシカル消費 

 消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮するなど、そうした課題に取り組む

事業者を応援しながら消費活動を行うこと。 

 

援農ボランティア 

 農業経営の規模拡大や担い手不足の解消などを考えている農業者を支援するために農作業の手

伝いをするボランティア活動又はボランティア活動をする人。 

 

親子ふれあい農園 

 小中学生の市民とその保護者を対象に、農業者の指導の下で種まきから収穫までの農業体験講

座を実施する市の事業。 

 

【か行】 

カーボンニュートラル 

二酸化炭素を始めとした地球温暖化の原因となる温室効果ガスについて、生産などによる排出

量と植物の光合成などによる吸収量を均衡させること。カーボンニュートラルの達成のためには、

温室効果ガスの排出量の削減と、吸収作用の保全及び強化という両面の取組が必要となる。 

 

買取申出（生産緑地の買取申出） 

生産緑地は農地として管理することが義務付けられているが、土地所有者の権利救済の観点か

ら次の場合、市長に対して買取りの申出ができる。 

１ 生産緑地地区に指定されてから、３０年を経過したとき。 

２ 中心となって農林漁業に従事している者が死亡したとき、又は営農ができなくなるような

重大な故障が生じたとき。 

 

家族経営協定 

家族で営農を行っている農業経営において、経営計画や世帯員の役割、就業条件などの相互間

のルールを書面により取り決めたもの。 
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学童農園 

市内小学校における学習の一環として、農業者の指導の下で小学生の農業体験を行う市の事業。 

 

観光農園 

農業者が観光客等の第三者に、自ら生産した農産物の収穫等により代金を得る農園。 

 

基本構想（農業経営基盤強化促進法に基づく基本構想） 

農業経営基盤強化促進法に基づく都道府県基本方針に即し、地域の実情を踏まえた上で、市区

町村が策定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想。 

 

基本方針（農業経営基盤強化促進法に基づく基本方針） 

農業経営基盤強化促進法に基づき、都道府県が自然的、経済的又は社会的諸条件を考慮し地域

の特性に即し策定する農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方針。 

 

ＧＡＰ認証 

ＧＡＰとは Good Agricultural Practicesの略で、日本語では「農業生産工程管理」と訳され

る。ＧＡＰ認証とは農業の生産工程における食品安全、環境保全、労働安全等の管理の内容が一

定の基準に適合することを第三者機関が認証する仕組み。 

 

菌床栽培 

広葉樹のおがくずにフスマ等の栄養源を加えた培地を使い、温度、湿度の管理できる施設でキ

ノコを育てる栽培方法。 

 

経営耕地 

 農業者が経営している田、畑、樹林地などをいう。 

 

【さ行】 

市街化区域・市街化調整区域 

都市計画法に基づき、無秩序な市街化を防止し、計画的に市街化を図るための区域区分。既に

市街地を形成している区域及び優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域を市街化区域とし、市

街化を抑制する区域を市街化調整区域という。 

 

施設園芸 

農産物を自然の気象条件の下で栽培する路地栽培に対して、温室やビニールハウスなどの施設

を利用する栽培。 

 

市民農園 

市民がレクリエーション活動として自家用野菜の栽培等を行えるように、農地を小規模な区画

に区分し、一定期間貸し付ける農園。運営主体は様々で、市内には市、ＪＡマインズ、一般の民間

企業、農地所有者が運営する市民農園が存在する。 

 

市民農業大学 

市民を対象に、農業者の指導の下で種まきから収穫までの農業体験等の講座を実施する市の事

業。 

 

循環型農業 

環境により良い農業の在り方の一つとして、化学肥料や農薬などだけに頼るのではなく、有機

堆肥や緑肥の利用などにより資源を循環させ環境負荷を減らし、持続可能な好循環に寄与する農

業。 
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准認定農業者 

府中市農業経営改善計画准認定に関する要綱に基づいて、効率的で安定した農業経営を目指す 

ために作成する農業経営改善計画を市に提出し、認定を受けた農業者。 

 

食育 

様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践す

ることができる人間を育てるための学習の取組。 

 

食料・農業・農村基本法（平成１１年制定） 

食料、農業及び農村に関する施策を総合的・計画的に推進し、国民生活の安定向上及び国民経

済の健全な発展を図ることを目的とした法律。食料の安定供給の確保、農業の多面的機能の発揮等

の実現を基本理念としている。 

 

生産緑地 

 都市計画法による地域地区の一種で、市街化区域内農地において生産緑地法に基づき指定され

た農地。生産緑地に指定された場合、長期的な営農が義務付けられるが、税の軽減措置が受けら

れる。 

 

【た行】 

宅地化農地 

 都市計画法で市街化を図るべき地域に指定された市街化区域内にある生産緑地以外の農地。 

 

多面的機能 

農産物の供給の機能以外の農地・農業が持つ、国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、良

好な景観の形成、文化の伝承等多面にわたる機能。 

 

地産地消 

地域生産地域消費の略語。地域の消費者ニーズに対応する生産の取組と、生産された農作物を

地域で消費しようとする取組の両面を持つ。消費者が生産者と「顔が見え、話ができる」関係を築

き上げ、消費者と生産者を結び付ける取組。 

 

低利用農地 

周辺の農地と比べて低利用となっている農地。 

 

東京都土地改良事業団体連合会 

土地改良区や用水組合が行う土地改良事業の適正かつ効率的な運営を支援する組織。 

 

東京都農業会議 

東京都の農業振興のための活動及び市区町村農業委員会活動をサポートする組織。 

 

東京都農業振興事務所 

東京都の農業振興の核として機能する東京都の行政機関。 

 

東京農業振興プラン 

農業者及び農業関係団体・市区町村に対して、農業の振興及び地域活性化を図るための指針と

して活用できる内容をプランとし、都民や国に対しては、東京都の農業振興の方向性などを明ら

かにするため、東京都が策定した農業振興の計画。 
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特定生産緑地 

 指定から３０年経過する日が近く到来することとなる生産緑地について、買取申出が可能とな

る期日を１０年延長した農地。 

 

都市農業活性化支援事業 

都市の有利性をいかした農業経営力強化を図る大規模な施設整備等の経費に対して補助を行う

市の事業。東京都の制度を活用したもの。 

 

都市農業振興基本計画 

都市農業振興基本法に基づいて国が定める都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な

推進を図るための基本的な計画。 

 

都市農業振興基本法（平成２７年制定） 

都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮を通じ

て良好な都市環境の形成に資することを目的に、都市農業の振興に関する基本理念、国･地方公共

団体の責務、講ずべき基本的施策等について定めた法律。 

 

都市農地の貸借の円滑化に関する法律（平成３０年制定） 

都市農地の有効な活用を図り、もって都市農業の健全な発展に寄与するとともに、都市農業の

有する機能の発揮を通じて都市住民の生活の向上に資することを目的に、都市農地の貸借の円滑

化を図るための措置について定めた法律。 

 

都市農地保全支援事業 

都市農地の保全を図るため、農地の持つ多面的機能の発揮や周辺地域の環境への配慮に資する

施設整備等の経費に対して補助を行う市の事業。東京都の制度を活用したもの。 

 

都市農地保全推進自治体協議会 

都市農地の保全を目指し、令和３年４月現在、市街化区域内農地を持つ都内３８全自治体が加

入している団体。都市農地保全に関する調査・研究のほか、国及び関係団体との情報・意見交換

や、国等への要望を行っている。 

 

【な行】 

２０２２年問題 

耕作義務が課されてきた多くの生産緑地が２０２２年に指定から３０年を迎え、農地以外への

転用が可能となることから、これを契機に短期間で土地が市場へ過剰に供給されることで、土地

価格の急激な下落等の影響が懸念されている問題。 

 

認定農業者 

農業経営基盤強化促進法に基づいて、効率的で安定した農業経営を目指すために作成する農業

経営改善計画を市区町村等に提出し、認定を受けた農業者。 

 

農業委員会 

農業者の公的代表として、市区町村長が議会の同意を得て任命した農業委員により構成される

行政委員会。農地法に基づく農地の転用や権利移動の許可等の業務などを行っている。 

 

農業改良普及センター 

農業改良助長法に基づき、能率的で環境と調和の取れた農業生産の推進、効率的かつ安定的な 
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農業経営の育成、地域特性に即した農業の振興等を図ることを目的として、普及指導員を設置し、

農業者や産地への技術・経営指導を行う東京都の機関。国と都道府県との協同事業として実施。 

 

農業経営改善計画 

農業経営基盤強化促進法に基づく認定農業者になるために市区町村等に提出する計画又は府中

市農業経営改善計画准認定に関する要綱に基づく准認定農業者になるために市に提出する計画。

農業経営の現状、５年後に実現を目指す農業経営の改善に関する目標及び目標を達成するために

採るべき措置を記載する。 

 

農業経営基盤強化促進法（昭和５５年制定） 

効率的かつ安定的な農業経営の育成を図るため、育成すべき農業経営の目標を明らかにし、そ

の目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対して、農用地の利用の集積、

農業者の経営管理の合理化及び農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講じること

を定めた法律。 

 

農業公園 

市民と農業とのふれあいを推進する拠点として、園内に農園や体験学習施設を備えた市の施設。

種まきから収穫までの農業体験講座や収穫体験イベントを実施している。令和３年４月現在、市内

に１園（西府町農業公園）が存在する。 

 

農業体験農園 

 市民が入園者となり本格的な農業体験を行える市民参加型の農園。農園主が講師となり、起耕

や作付計画を作成し、種まきや苗植えから収穫までを指導しながら農業体験を行う。令和３年４

月現在、市内に４園が存在する。 

 

農業品評会 

生産された農産物を展示比較し優劣を競うことにより農業者の生産技術・意欲の向上を図ると

ともに、市民に地場産農産物の魅力をＰＲする催し。 

 

納税猶予制度（相続税の納税猶予制度） 

 農地に係る相続税について、一定の条件を満たした場合に納税を猶予して農業を継続できるよ

うにする制度。この制度は営農が行われることが前提となっているために、違反した場合は猶予

されている税額に加えて、利子税も納めることになる。 

 

農業プチ講座 

小中学生の市民とその保護者を対象に、農業者の指導の下で種まきから収穫までの農業体験講

座を実施する市の事業。 

 

農地 

耕作の目的に供される土地。 

 

農地の転用 

農地を農産物の生産以外の住宅・業務等の施設、道路、山林等の用途に変更すること。転用に

当たっては農地法の許可又は届出が必要となる。 

 

【は行】 

肥培管理 

作物の育成を助けるための耕うん、整地、水やり、施肥、除草等の一連の農作業を適切に行うこと。 
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府中観光協会推奨品（府中太鼓判） 

特定非営利活動法人府中観光協会が、府中ならではの素材、製法、技術、商法などを用いたも

の、又は府中域内で生産・製造・加工等をされたものを対象に、府中の土産の推奨品として選定し

たもの。 

 

防薬シャッター 

薬剤散布時の近隣への飛散防止施設。 

 

【ま行】 

水土里保全支援事業 

 農業用水の維持管理に係る地域活動の経費に対して補助を行う市の事業。国・東京都の制度を

活用したもの。 

 

【ら行】 

緑肥 

 土壌を肥沃化する目的で栽培し、土にすき込む作物。土壌に休息を与え、物理的、化学的及び生

物的な改善が望め、地力維持や有害線虫防除等に効果がある。 

 

６次産業 

農業などの第一次産業が、食品加工・流通販売にも業務展開している経営形態を表す。農産物

の生産（第一次産業）、食品加工（第二次産業）、流通・販売（第三次産業）の「１」と「２」と

「３」を足し算（又は掛け算）すると「６」になることが由来とされる。 
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