
 

 

 

 

 

 

 

西多摩地域では、農業就業人口の減少が深刻

化している。このため、地域の農業生産量の維持に

向け、スマート農業技術等を活用した収量増加と

省力化への期待が高まっている。加えて、急速に進

む温暖化への対応として、夏季の施設栽培の暑熱

対策の推進による夏秋期の安定出荷も急務となっ

ている。こうした中、実証農場としての太陽光型植

物工場があきる野市に開設された。また、暑熱対策

としては、簡易なミスト装置の導入等により施設内を

冷却し、収量と品質の向上を進めてきた。 

一方で、GAP は農業経営と生産環境を「見える

化」し、農産物の安全性と農作業安全を担保する

手段としての役割が大きい。西多摩地域では、平

成 30 年度から「東京都 GAP 認証制度」が開始さ

れたのに伴い、管内農家へのコンサルを実施し、認

証取得を促進するとともに、認証取得農家の維持・

育成支援を行ってきた。 

 

 

 

１ 選定理由  

 養液栽培や環境制御技術により、施設トマト等の生産

性向上や周年栽培が可能になりつつある。平成 30 年

度、管内のあきる野市において、東京都農林総合研究

センター（以下『農総研』）開発の「東京フューチャーアグ

リシステム」（『東京ブライトハウス』と、『東京エコポニック

システム』等を組み合わせた施設）によるトマト実証栽培

が開始された。 

この農家は、かつて約１ha の農地で、スイートコーンや

サトイモ等の土地利用型の農作物を栽培してきたが、相

続等により農地は 56a まで半減した。その後、後継者が就農し、トマトの施設栽培を開始

することになった。その際、土壌病害のリスクの低い養液栽培を導入したいとの意向であ

った。そこで、実証事業に応募した結果、「東京農業先進技術活用プロジェクト」栽培農

家に選定された。その後、普及センターが農総研と連携しながら、技術指導を担当する

ことになった。 

管内では、この他にも「東京エコポニックシステム」による養液栽培やミスト、CO2 発生

装置等の導入が進みつつある。普及センターでは、これら様々なスマート農業技術を駆

使しながら、生産性の向上、省力化、高品質化及び作期拡大等に取り組んでいく。 

経営感覚に優れた農業者の育成 

地域の紹介  

選定理由・目標  

対象集団：管内野菜生産組織（36 人）東京狭山茶農協（３人） 

機器類を操作する栽培農家  

 

 

 

 

東京の夏季平均気温の上昇（気象庁）  

進む東京の温暖化  
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GAP に関しては、令和３年度までに 18 経営体の東京都 GAP 認証取得を指導してき

た。今後の取組として、民間 GAP を含めた認証取得者増を目指すとともに、GAP 認証の

維持を働きかけ、農業の持続可能性を追求していく。  

２ 目標  

 統合環境制御技術等を駆使したスマート農業を管内に定着させるとともに、簡易なミス

ト装置の導入等による施設内冷却と品質向上をより一層進める。  

(1)スマート農業の推進  

①スマート農業を取り入れた生産技術支援                 

スマート農業取組経営体  現状：４、令和３年度：６、令和７年度：10 経営体  

②流通・販売システムの効率化支援  

直売所等の ICT 化支援（令和 6 年度より実施） 

（２）GAP の推進  

①GAP 認証取得支援  

民間認証  現状：４、令和３年度：５、令和７年度：10 経営体  

都 GAP 認証  現状：14、令和３年度：20、令和７年度：30 経営体  

②都 GAP 認証水準の維持  

都 GAP 認証継続支援  現状：14、令和３年度：20、令和７年度：30 経営体  

 

 

         

１ スマート農業の推進  

(1) 統合環境制御技術の導入  

農業振興事務所・技術総合調整担当の進行管理の下、普及センターが技術指導、

農総研がシステムの調整を担当した。 

 

(2)簡易ミスト装置の導入  

農総研開発の制御装置を、普及センターが農家と共同で自作し、ミストノズルとともに

生産施設に設置した。 

 

２ GAP の認証取得・維持  

東京都  GAP 認証取得に関し、1 農家当たり５回以上のコンサル活動を行い、チェック

シート作成を支援した。また、GAP 認証農産物普及促進事業を活用し、認証取得農家

の水準維持と、より良い改善を指導した。 

 

 

 

１ スマート農業の推進  

(1) 統合環境制御技術の導入  

・平成 29 年度  事業要望調査、公募  

・平成 30 年度  設置工事（624 ㎡） 

・同年  ８月～  栽培開始（1600 株、翌年７月ま

での長期どり栽培） 

・平成 30～31 年度は農家に等級別収量や売

上、費用、作業時間を記帳してもらい、普及セ

活動の体制  

活動の概要  

統合環境制御による長期安定栽培 



ンターでは、これと並行して茎長、茎径、葉長等の成長量調査を行い、これらを踏ま

えた技術指導を行った。 

・２か年にわたる調査の結果、栽培床をかさ上げした方が、農家の作業姿勢が改善さ

れ、栽培管理が円滑に行えることが判明し、改善指導を行った。  

・また、多収どりを実現する過程で、外部労力の必要性を生じたことから、求人募集や、

農業ボランティアの安全確保等の観点から東京都 GAP 認証を取得した。 

 

(2)簡易ミスト装置の導入  

・平成 29 年度  

あきる野市内の農家が普及センターの指導により

部材を調達し装置を自作。トマトの８月定植およびミ

スト装置の稼働開始（150 ㎡）。 

制御装置により、ハウス内を簡易ミストノズルで気

温に基づき間欠的に冷却させた。またこの効果を検

証するため、設置ハウスと未設置ハウスの温度変化

を記録し、冷却効果の検証を行った。 

10 月、現地検討会を開催（11 人参加）。 

・平成 30 年度  

都内ＩＴ企業に、改良型ミスト制御装置の製作を

依頼。複数のハウスにミスト装置を設置。 

・令和  元年度～２年度  

農家間の関心が徐々に高まり、夏秋どりトマト栽培

に意欲的な農家へ導入を勧めた。 

・令和  ３年度  

キュウリ栽培農家でも、本技術に関心を持つ２人

の農家がミストを用いた夏秋どり栽培を試作した。  

 

２ GAP の認証取得・維持  

(1)GAP 認証取得支援  

・平成  29 年度  普及センター主催により GAP シンポジウム開催  

・平成 30 年度  東京都 GAP 認証制度スタート、あきる野市の農家１人にコンサルを開

始、１月認証取得。この際「農場マニュアル」を作成したのを機会に、これをひな型とし

た管内の GAP 認証が進んだ。 

(2)都 GAP 認証水準の維持  

・平成  31  年から「GAP 認証農産物普及促進事業」を活用した改善指導を実施。  

 

 

 

１ スマート農業の推進  

(1)統合環境制御技術の導入  

・高収量化の実現  

収量：令和  元年度   27t/10a（大玉トマト換算） 

売上：平成 30 年度        795 万円  

令和  元年度        925 万円  

令和   ２ 年度   約 1,000 万円  

・令和  ３年度  

成  果  

制御装置(左)とミストノズル(右) 

統合環境制御による高収量化 

簡易ミスト装置の現地検討会 



目標収量： 30t/10ａ（大玉トマト換算） 目標売上：1,300 万円   

・上記システムに関心を持った若手農家 1 人が、令和３年度より、「東京エコポニックシ

ステム」による養液栽培を、新たに開始した（あきる野市）。  

・別の若手農家 1 人が、令和４年度からトマトの「東京エコポニックシステム」導入を目指

して、栽培計画を策定中（日の出町）。 

 

(2)簡易ミスト装置の導入  

・水１ℓあたりの気化熱は約 667Wh に相当する。一

方、今回のハウスの容積はおよそ 500 ㎥である。使

用したノズルは、毎時 30ℓの噴霧性能があり、10 個

設置した場合、最大 200KWh の冷却性能がある。

めざす温度降下の範囲では、この制御装置を利用

した間欠運転で、十分目的を果たせた。 

・システム導入後、約９割の可販果率を達成  

（従前は６～７割程度） 

・ハウス内温度の低下により作業環境も改善  

・令和元年度～ 

管内に本方式のミスト装置が徐々に普及  

・ミスト装置設置農家５人（令和３年 12 月現在） 

・令和３年度  

キュウリ栽培で実証。夏秋期の収量増を確認  

 

２ GAP の認証取得・維持  

(1)GAP 認証取得支援  

東京都  GAP 認証取得 18 人  

民間認証４人（いずれも令和３年 12 月現在） 

(2)都 GAP 認証水準の維持  

18 人に維持指導を継続。うち５人の農家に対し、事業活用による改善指導等を実施

した。 

 

 

 

 

１ 統合環境制御システム等を駆使することで、多収化が可能となった反面、収穫労力

が増大し、外部労力が必要となる場合がある。家族労力  ＋αで、いかに持続可能な経

営モデルを追求できるかが今後の課題である。 

２ 温暖化の進展に伴い、夏秋期の栽培環境はますます厳しさを増しており、何らかの暑

熱対策を講じる必要がある。したがって今後も、より一層の暑熱対策を推進する必要が

ある。 

３ 流通・販売システムの効率化に関して、直売所の品目別の売上把握は、出荷量調節

による商品の過不足防止に有効であり、防犯対策にも貢献する。 ICT 化等を通じ、都

市農業ならではの小回りの利くシステムづくりを誘導する。 

４ GAP  認証は最終目的ではない。  認証取得の有無に関わらず  「良い農場づくり」  への

共通理解を、どのように進めていくべきかを、考えていく必要がある。  

残された課題  
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