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あり、当時、世界最大級の都市であっ

国立市は行政と市民の協働によって農

い状況が続いているが、そのような中、

（１／６）

日本農業経営大学校 専任講師

た江戸の人々の胃袋を満たすために野

業 の振 興 を図 っている。 国 立 市 では、

～くにたちはたけんぼを事例として～

小口です。当校を運営しているアグリ
菜を供給していた。

東京都が平成 年３月に策定した 「
農

フューチャージャパンでは３つの事業柱が

市の農家数、農地は一貫して減少して

ただし、高度経済成長期以降、国立

今回は、その一環として訪問した 「
く

いる。１９９０年から２０１０年までの

業 ・農地を活かしたまちづくりガイド

ライン」に基づき、「
国立市農業 ・農

地を活かしたまちづくり事業」を平成

都市農業の現場は依然として厳し

）
http://kunitachi-agri.jp/

賀市出身。実家は非農家である。大

んは１９７４年生まれ、神奈川県横須

表取締役 小野淳さんである。小野さ

中心メンバーである株式会社農天気 代

今回お話を伺ったのは、はたけんぼの

２．株式会社農天気の取り組み

（
参考

のでぜひご覧いただきたい。

とつである。充実した内容となっている

ちあぐりッポ」もそのプロジェクトのひ

すべてがわかるポータルサイト 「
くにた

信を目的に開設されたくにたち野菜の

直売所やレストランの紹介など情報発

ている。例えば、国立市の農業の現状、

の実施計画をとりまとめ、実行に移し

22

あり、その一つに調査研究があります。
にたちはたけんぼ」についてご紹介いた

年間の変化をみると、農家数は２１０

年度より開始し、複数のプロジェクト

歳以上が ％を占めている。

48
ha

します。
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戸から 戸、農地面積は１０２ から
ha

にまで減少している。また、販売
農家の年齢割合も２０１０年時点で

76

80

１．はじめに
都市農業の取り組みは、直売や体験

20
60
△周囲は開発が進んでいる

農園、収穫体験など交流活動を通じ
て市民との一体的関係性を構築してい
る点に特徴がある。当メールマガジン

村は、江戸時代における幕府の天領で

田園地帯も広がっている。かつての谷保

野大地の崖線下の豊富な湧水があり、

ぼがある国立市の南部エリアは、武蔵

の取り組みについて見ていく。はたけん

たちはたけんぼ （
以下、はたけんぼ）
」

のモデル農園として開設された 「
くに

本メールマガジンでは、東京都国立市

取り上げた。

ウスと多摩市の青木農園の取り組みを

号では、東京都日野市の石坂ファームハ
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を目的に国立ファームに転職した。国

～くにたちはたけんぼを事例として～
学卒業後、番組制作会社に就職した

設している。区画数は 区画 （ ㎡：

区画、 ㎡：
２区画）
、基本年会費

20

は ㎡が 万６千円、 ㎡が 万円で

べものを育て、収穫し、食べる、食べさ

という。そのなかで、種をまいて、食

できることの小ささにショックを受けた

し、その構造的な問題や一個人として

球環境の危機的な状況を目の当たりに

税をペイできるくらいまで売り上げを

て集客を伸ばし、人件費と固定資産

ＢＢＱ以外にも様々なイベントを仕掛け

立ＢＢＱファーム」を設立した。その後、

年に会員制アミューズメント農園 「国

は 区画 （ ㎡）
、基本年会費は４万

徒歩 分ほどのところにある。区画数

ある。第二農園は、第一農園からは

12

立ファーム在籍時には、現在のはたけ

28

15

小野さんは、地球環境問題をテーマに

んぼに隣接する ａの土地で、２０１０

15 15

伸ばしたという。

した番組制作に携わっていた。そこで地

26

20

せるという一連の営みを実践したいと

14

ムへ就 職 し、 主 に生 産 に従 事 した後、

小野さんは２００６年にワタミファー

機から農業の現場に飛び込んだ。

を子どもにもさせてあげたいという動

な子どももいたので、そのような体験

いう気持ちが芽生え、また当時は小さ

園 「
ＰＩＣＮＩＣ」は、くにたち第一農

天気 .net
」を運営している。
農天気が運営する会員制レンタル農

また、
を通じて農業のアイデ
facebook
ア ・ニュースが集まるウェブマガジン 「
農

ＣＭ・雑誌 ・ＷＥＢ制作サポートである。

団体等の食農事業サポート、テレビ ・

新規農園の開設サポート、行政・
企業・

農園の運営、食農イベントの企画・
運営、

立した。同社の事業内容は、体験型

２０１４年４月に株式会社農天気を設

小野さんは国立ファームから独立し、

ていた経験から、ＣＭ撮影やバラエティ

いる。小野さんは番組制作会社で働い

行政の取り組みにも積極的に関わって

にたち菜園ＢＯＯＫ」の制作・
編集、「
く

地を活かしたまちづくり」
、国立市主

緑を守る将来会議」
、国立市 「
農業農

暮らしづくり推進」
、東京都 「
東京の

も行っている。また、農水省 「
農ある

菜園の栽培指導 ・経営全般のサポート

支援センターの作業農園 「ともにー」

した国立ＢＢＱファーム事業の跡地に開

ろにあり、小野さんが独立に伴い終了

10

これが意外な収入源だという。

にたち野菜フェア」の企画 ・統括など

催 「
くにたちどろまみれ」の運営、「
く

障害者の就労支援の場として東京自立

２００９年から流通 ・販売を学ぶこと

園と第二農園がある。第一農園はＪＲ

のロケ地 など撮 影 の受け入 れも行 い、

はなく、今回取り上げるはたけんぼや

農園の運営は 「
ＰＩＣＮＩＣ」だけで

20

15

円である。

13

南武線谷保駅から徒歩 分ほどのとこ

△小野 淳さん（転載：
「ソトコト」より）
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（３／６）

小野さんが国立ファームで働いていた

ばならない梨園にはたけんぼを開設し、

農園の会は高齢化によって潰さなけれ

農園の会）
」を設立した。２０１３年春、

までを行う 「くにたち小麦倶楽部」
、

ら収穫、脱穀、製粉、加工品づくり

「
農園祭」（
年３回）
、小麦の種まきか

はたけんぼでは、収穫を分かち合う

（
１）農園イベント

時、国立市の 「
農業 ・農地を活かした

２０１４年４月に現在の場所に移転し

リトルホースの飼育や散歩を体験でき

「
くにたち市民協働型農園の会 （
以下、

まちづくり事業」推進委員会の委員に
た。

３．はたけんぼの開設

選ばれた。メンバーは 名おり、その

の後、この委員会に属した形ではなく、

この４名で農園部会を立ち上げた。そ

型農園の運営者であった。これを機に、

うち小野さんを含めて４名が市民参加

性である。その他プロジェクトごとに手

野さんと田んぼ体験を企画している女

いる。農園の会のメンバーの中心は、小

はたけんぼの運営は農園の会が行って

れば、施設の貸出しにも応じている。

を活かしたイベントの企画提案などがあ

なイベントが開催されている。また、畑

生との交流会など年間をとおして様々

る「
おうまさんクラブ」
、婚活、留学

人たちがはたけんぼの運営をサポート
してくれているという。
４．はたけんぼの活動

畑に隣接する水田では、
「
田んぼ体験」

を実施している。水田の面積は１ａほど。

年会費は１万円で 家族が参加してい
うに書かれている。

収穫、脱穀といった田んぼの１年を体

はたけんぼでは、田畑をフィールドに４

サークルなど団体を対象に畑を貸し出

間利用料は６万円。オプションとして農

している。一区画 （
８坪）あたりの年

はたけんぼでは、企業やＮＰＯ、市民

（
３）貸し農園

11
つの参加スタイルを提供している。

園です」
。

人が誰でも参加できる、新しい形の農

んぼや畑をたのしみたい、守り育てたい

験し、 月には収穫祭を開いている。

る。代掻き、畔塗り、田植え、草取り、

30
「小さな子どもからおとしよりまで田

はたけんぼのパンフレットには、次のよ

（
２）田んぼ体験

伝う人がおり、国立市外からも多くの

△はたけんぼの入り口

新しく任意団体として２０１２年秋に

19
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（４／６）

がら野菜を栽培し、収穫体験やＢＢＱ、

学生たちは小野さんの指導を受けな

その場合は別途料金を徴収する。以

国立市の農業振興について考え、活動

園の会に管理を委託することもでき、
下が貸し農園を利用している団体とそ
している。

５千円で 回程度の講座を準備してい
る。

５．はたけんぼの特徴

（
１）多様な主体の参加

はたけんぼには実に多様な人々、団

体が関わっている。年間を通して企画

野菜づくりを通じた懇親、社員研修

とスコーンのお店の畑部の部活動

⑤国分寺市に本店がある手づくりパン

の活動内容である。
①ＮＫＨエンタープライズ 「
野菜の育て
方 種ＤＶＤ」の映像制作

の場として利用している。

を見てもわかるとおり、その多様な活

している農園イベントや貸し農園の概況
多摩センターにある３５０戸ほどの大

動内容と団体のラインナップを聞くと

⑥マンションのコミュニティ菜園
型マンションの住人が野菜づくり、ＢＢＱ

「
はたけんぼというのが 『
こういうもの

体験」

国立市の０～２歳の未就園児とその

です』というよりも、はたけんぼを利

思わず「
おお！」
と驚いてしまうだろう。

社がそのＰＲを目的に全国で親子を対

お母さんたちの居場所づくりとして野

用して自分たちの団体もしくは企業で

を通じた懇親の場として利用している。

象に種まきから枝豆と大豆収穫まで計

外活動に取り組んでいる谷保のそらっこ

も、その取り組みをより価値のあるも

小野さんは次のように述べている。

３回の体験を実施している。これは国

が「
こども畑」を持ち、親子で野菜づ

⑦森のようちえん 「
谷保のそらっこ」

立市に拠点を置くスーパーとの共同企

のにしたいと思う人が集まってくる畑に

したい」
。

くりに励んでいる。

③ＩＢＪ 「
畑で婚活」

る。

り込んだ婚活パーティーを開催してい

月２回、野菜の収穫やＢＢＱなどを盛

象にした農業や農地、栽培技術につい

参加型農園の運営に関心のある人を対

くりの指導ができる、新規就農や市民

家庭菜園から一歩踏み出し、野菜づ

のかを重視している。これははたけんぼ

貸し農園をどのような団体が利用する

の場合は、区画を埋めるというよりは、

的となっている場合が多い。はたけんぼ

農園は準備した区画を埋めることが目

例えば、従来の市民農園や農業体験

④国立市にある一橋大学の農業サーク

て学ぶ講座を開いている。年間受講料

婚活最大手である株式会社ＩＢＪが

ルのフィールド

（
４）人材育成

画である。

②大塚製薬 「親子で大豆を育てよう

10

」や 「
ソイカラ」など大豆
「 SOYJOY
健康食品を手掛ける大塚製薬株式会

記録し、ＤＶＤとして発売。

１年間、野菜づくりの過程を丁寧に

50
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はたけんぼで展開されている多彩な事

（５／６）

トするサービスをなかなか見つけること

～くにたちはたけんぼを事例として～
の戦略でもある。小野さんははたけん

し、それに見合った都市農地を活用し

業は、事業を委託する企業 ・団体と

小野さんが 「
農業の強みは、食に関

たプログラムをともに考えるというプロ

ができず、一方で相手が望むプログラ

興味を持ってもらえるかを常に考え、

することなのですべてのジャンルとマッチ

セスを経て実行に移されている。

ぼや都市農業の情報発信をしていく上

まずは自分たちの取り組みが興味を引

ングできる。だから、どんな企画でも

小野さんは次のように述べている。

運営主体である農園の会が目的を共有

くような見え方となっているかどうかが

畑で実現できる」と述べているように、

「
僕が農業に取り組む上で最初に思った

ムを提供できる農家も多くない。

重要だと述べる。

農園の会は 「
社会が抱えている課題×

ことが “
野菜を売らない”ということ。

で、自分がやっていることにどうやって

（
２）協働による事業の立ち上げ

畑」という方程式から様々なプログラ

野菜を売るから儲からない。野菜は育

外から見てその取り組みに興味をひ

ムを企画 ・提案している。

かれたとしても、その中身が伴っていな

もある。それを “
生産性の向上”で乗

てるのに時間がかかり、ヘ
タをしたら育
その話が盛り上がり、かつ実現可能な

り越えていくという正当な立場もある

はたけんぼには様々な問い合わせがく

の新しい楽しみ方を発見 ・発信できる

取り組みとして面白くなっていくのかを

ことを十分に認識しながらも、一方で

ければ活動自体長続きしない。貸し農

団体に貸し出している。つまり、その

考えるという。農園の会は、相談相手

は、これだけ農業と農地の希少価値が

てた分だけまるまる赤字になる可能性

目的は、単にそこで野菜づくりに勤し

からしっかりヒアリングし、話し合った

高まっているのであれば、農的なものに

るが、小野さんはどのようにすれば、

み、収穫を楽しむように畑を 「貸す

上で、事業計画と見積もりを提案し、

関わる時間だったり、一体感を味わっ

園の場合、はたけんぼの可能性と＋α

―借りる」という関係性ではなく、は

新しい事業を立ち上げている。

たり、過ごす空間自体を商品化して換

金していったほうが経営的にぶれること
都市農業における交流の取り組みを

りをする、何かを育てて収穫する、稲

ば５歳になった子供と一緒にザリガニ釣

６．むすびにかえて

たけんぼと利用団体の間で相乗効果と
新しい価値が生まれる関係性を目指し
ている。これが＋αの意味するところで

見ていると、その多くは受け入れ側で

刈りをする時間は人生に一度しかやっ

はない。いくら稼いでいる人でも、例え
一般的にみると、漠然と農に関わり

ある農家が準備したプログラムに市民

てこない」
。

あるが、それではその＋αはどのよう

たい、農に関わる活動をしたいと考え

が参加するという形である。一方で、

に生まれるのだろうか。

ている人々、団体は多いが、それにフィッ
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はなく、ひとつの 「
空間」として捉え、

コメが育つ単なる農地として捉えるので

はたけんぼでは、都市農地を野菜や

としどころは、「宅地並み課税が課せ

なメリットとなり得る。小野さんの落

捉えれば、決して無視できない経済的

スかもしれないが、それを総体として

（６／６）

その空間から生み出される農的サービ

られていても、儲からないけどなんとか

～くにたちはたけんぼを事例として～

スが商品として提供されている。このよ

まわっていくモデル」である。

inquiry@afj.or.jpまでご連絡ください。

取り上げてほしいテーマがございましたら、

きを伝えていきます。記事へ
のご意見や、

「 Agriculture Topics
」では、従来の農業経
営者インタビューに加え、農業の様々な動

（
文責：
小口）

うな発想の転換が今後の都市農業のあ
り方や可能性を考える上で示唆に富ん
でいる。
一つは、農地をひとつの舞台に見立て
て「
育てる」「
収穫する」だけではなく、
「
あそぶ」「
楽しむ」「
学ぶ」ことを通
じて新たな農的価値が可視化されたこ
とである。このことは、幅広く一般市
民から都市農業へ
の支持を獲得する根
拠ともなり得る。
もう一つは、都市農地から生まれる
多様なビジネスの可能性である。都市
農業は経営規模も小さいため、よほど
高付加価値なものを生産しない限り、
農産物を販売するだけでは生き残って
いくことが難しい。はたけんぼでは、都
市 農 地 を空 間 として多 面 的 に捉 え、
農的サービスを商品化することにより、
カネが循環する仕組みが創り出されて
いる。事業の一つひとつは小さなビジネ
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