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注：本資料では、「道の駅八王子滝山農産物直売所」を「ファーム滝山」、「道の駅八王子滝山農産物直売所出

荷組合」を「出荷組合」と略す。 

 

 

１ 八王子市の農業 

八王子市は、都内の区市町村の中で、大

きな農業生産力を有している（表１）。農

業産出額の内訳は、野菜 60％、畜産 25％、

果樹６％であり、作付延べ面積では、ホウ

レンソウ、バレイショ、ダイコン、コマツ

ナ等が多い。 

２ 出荷組合（平成 18年５月設立） 

目 的；ファーム滝山を利用する八王子市の農業者の経営安定と地産地消の推進 

組合員；178人（平成 30年５月現在） 販売金額；約３億 44百万円（平成 29年度） 

 

 

 

１ 設定理由 

 ファーム滝山の開設（平成 19年４月）以来、

八王子市の農業者の出荷販売先に占める直売

の割合は、年々増加傾向にある。そこで、八王

子市を代表する共同直売所であるファーム滝

山における課題解決を支援し、八王子市の農業

者の経営向上を図る。 

２ 目標 

(１) 出荷組合組織活動への参画 ―― 理事会への活動支援 

(２) 直売野菜の品質向上 ―― 出荷規格の見える化、品質チェック体制の確立 

(３) 端境期の解消 ―― 端境期の確認、施設の活用促進、露地野菜の作期拡大 

(４) 出荷品目の拡大・新品種の導入 ―― 野菜類、切花類、果樹類の導入支援 

 

 

 

 関係機関である八王子市役所、JA 八王子、道の駅八王子滝山の指定管理者（中日本エ

クシス（株））等と連携しながら普及活動を行う（図１）。 

表１ 八王子市及び東京都の農業概要 

 
八王子市（占有率） 東京都 

農業産出額（百万円） 2,565（ 9.1%） 28,276 

総農家数（戸） 1,197（10.7%） 11,222 

販売農家数（戸） 392（ 7.0%） 5,623 

経営耕地面積（ha） 408（ 8.3%） 4,918 

出典：2015年農林業センサス、東京都農作物生産状況

調査結果報告書（平成28 年産） 

地域の紹介 

課題の設定・目標 

 

活動の体制 

共同直売所（道の駅八王子滝山農産物直売所）の運営改善 

対象集団 道の駅八王子滝山農産物直売所出荷組合（178人） 

図１ 活動の体制 
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普及指導基本計画（28～32年度）における３カ年の活動概要は、以下のとおり。 

１ 出荷組合組織活動への参画 

出荷組合理事会にオブザーバー参加し（12 回/年）、計画

事業実施への助言や直売農業に関する情報提供等を行う。 

２ 直売野菜の品質向上 

（１）出荷規格の見える化 --- 出荷規格に即した適正な荷姿

を例示する補完資料を作成する。 

（２） 品質チェック体制の確立 --- 事務局職員らが業務の

中で記録・保管している「クレーム対応表」を基に、農産

物の品質に関する課題や問題点を抽出する（図２）。 

３ 端境期の解消 

（１） 端境期の確認 --- ファーム滝山の販売実績から、端境期の実態を把握する。 

（２） 施設の活用促進 --- 出荷組合員の施設栽培優良事例を聞取り調査する（10戸）。 

（３） 露地野菜の作期拡大 ---展示ほを設置し、作期拡大を実証する（１品目/年）。 

４ 出荷品目の拡大・新品種の導入 

（１） 野菜類の新品目・品種の導入 ---「東京都版-事例に学ぶ「新品目・新作型導入の

てびき」（平成 28 年３月農業振興事務所発行）」を活用し栽培指導を行う。また、新

品種の導入については、前出のクレーム発生原因等を品種選択で回避することを目的

の１つとして、品種比較展示ほに取り組む。 

（２） 切花の栽培支援と販売促進 

① 切花の栽培支援 … 切花出荷組合員の栽培事例を聞取り調査する（５戸）。その結

果を基に、無加温ハウスでも栽培できる品目を選定するため、試作展示を行う。 

② アレンジメント商品の販売促進 … 切花栽培に意欲的に取り組む出荷組合員は、

農業の男女共同参画に対して理解のある農業者が多いことから、「とうきょう農業女

性参画推進事業」を活用してフラワーアレンジメント講習会等を開催し、技術向上

と共に直売農業における男女共同参画を推進する。 

（３） 果樹類の導入支援 … 生果販売に加え、加工への展開も期待されるイチジク、レ

モン、ブドウ等果樹類の栽培定着に取組む。 

 

 

 

３カ年（平成 28～30年度）の普及活動による主な成果は、以下のとおり。 

１ 出荷組合組織活動への参画 

活動の概要 

成 果 

 

図２ クレーム対応票 



 

-3- 

 

理事会は８月を除く毎月定例開催され、出荷組合運営の要として機能している。毎

月参加して、事務局職員等と連携しながら出荷組合の活動に対し助言を行っている。 

２ 直売野菜の品質向上 

（１） 出荷規格の見える化 --- ファーム滝山の店頭において荷姿事例調査（野菜類 20

品目）を行った。その成果を基に、出荷規格に即した補完資料を作成している。 

（２）品質チェック体制の確立 --- 「クレーム対応表」の記録内容を分析し、品質管理

に留意すべき農産物の種類とその問題点及びクレームが発生しやすい時期（季節）等

を明らかにした。 

この結果を理事会へ報告し、活動が停滞していた商品管理担当理事による商品管理

委員会の定例開催を呼びかけた。 

現在、商品管理委員会は、定期的（４半期毎）に開

催されるようになった。協議内容は、ファーム滝山の

バックヤードに新しく設置された掲示板を使って出

荷組合員へ周知され、出荷組合員への注意喚起や意識

改善に役立っている（図３）。 

このような新たな活動により、平成 27年度 71件あ

ったクレーム数は、平成 28 年 57 件、平成 29 年 28

件、平成 30年 10月末まで 36件と減少傾向にある。 

３ 端境期の解消 

（１） 端境期の確認 --- 野菜類 43品目、

果樹類７品目、計 50品目の販売実績か

ら、市内産の端境期を確認した。その

結果の１例を紹介する（図４）。 

レタスは、春・秋期に限り市内産が

販売されたが、年間を通して相当量の

仕入れ品も販売されていた。抽苔が問

題になる夏期の出荷は難しいが、単価

の高い春期に市内産出荷量を増やせれ

ば、販売額の増加が期待される。 

（２） 施設の活用促進 --- 29年度までの

施設栽培優良事例（10 戸）の調査結果を基に、30 年度は、パイプハウスを有効活用

する野菜類の作付モデル（無加温栽培）５事例を作成し、出荷組合員へ紹介する。 

（３） 露地野菜の作期拡大 --- 30 年度までに３品目の作期拡大を実証し、普及を図っ

た（「抑制エダマメ栽培」「セット球植付による冬どりタマネギ栽培」「冬どりハクサ

イの被覆による貯蔵出荷」）。 

図３ バックヤードの掲示板 

図４ 道の駅八王子滝山におけるレタスの販売実績 

（平成27～29年の月別平均） 
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４ 出荷品目の拡大・新品種の導入 

（１） 野菜類の新品目・品種の導入 ---クレーム

が多い野菜類の中から、30年度までに小玉スイ

カ、スイートコーン、ホウレンソウの品種比較

を行い、新品種の特性を出荷組合員へ報告した。

また、収穫期には出荷組合が主催する目揃い会

の開催を働きかけて、普及指導員が収穫時期や

荷づくりの注意点について指導した（図５）。 

（２） 切花の栽培支援と販売促進 

① 切花の栽培支援  … 栽培事例調査結果を

基に、６品目の品種比較・試作展示を行った結

果、有望な４品目（コギク、スプレーギク、ヒ

マワリ、ケイトウ）について、栽培マニュアル

を作成し、生産の安定化に取組んだ（図６）。 

②  アレンジメント商品の販売促進 … クリス

マスから正月向けに販売する商品づくりを研

修する機会として、毎年 11 月の講習会開催を

定着させた。平成29年からは外部講師を招き、

オリジナリティーあふれるフラワーアレンジ

メント商品の開発を呼びかけ、その成果が商品となり店頭に並ぶようになった。 

また、この切花出荷組合員たちは、出荷組合からの依頼により、毎年５月の日曜

日にファーム滝山において「生け花体験教室」を開催し、市民から好評を得ている。 

（３） 果樹類の導入支援 --- イチジク、レモン、ブドウ等の栽培定着に取り組んでいる。 

 

 

 

１ 持続可能な都市農業の実現 

 八王子市においても、都市化の進行は営農活動の様々な場面に影響を及ぼしている。

このような大消費地の中では、環境負荷を少なくし、安全で安心な農産物の生産を行

いながら、さらに農業者の作業安全性を確保することにより農業経営の持続可能性を

追求していくことが重要である。このため、ＧＡＰ認証や東京都エコ農産物認証等の

取得を支援する。 

２ 新しい都市型『６次産業化』直売への展開 

将来への展望として、出荷組合員が生産する農産物の委託販売に加え、地域住民の

食生活・ライフスタイルの変化に対応した新しい商品開発が求められる。そこで、地

産地消の拠点として地域住民の豊かな食生活の実現に貢献できる新しい都市型直売

（例：カット野菜・半加工食品の販売、宅配等事業拡大）への展開を提案して行く。 

残された課題 

 

図５ スイートコーンの目揃い会 

(平成30年７月) 

図６ ケイトウの試作展示結果 

(平成28年９月) 


