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実 は 身 近 な

調布の農業に
触れてみよう

都心に程近い距離にある調布ですが、面積の約７％は農地で

す。そして、市内では約230戸の農家さんが、私たちが暮らす住
宅街や商店街のすぐ近くで、たくさんの種類の農作物をほぼ1
年中収獲しています。
ろ。今回の特集では、調布で活躍する農家さんや、身近にあるけ
れど意外と知られていない調布の農業の魅力を紹介します。
問 農政課☎481−7182
■

農家さんに聞いてみよう 調布の農業の魅力
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調布で自分の野菜を育ててみたいと思ったらココ
農業体験ファーム

市民農園

農家さんに教えてもらえる。初心者におすすめ

農家さんが用意した農具、資材、種や苗などを使用し、アドバイスを受けながら野
※適宜追加募集を行う場合あり

国領元気村

国領町7-8-1

深大寺ときめきの郷

深大寺東町4-30-5

あい菜飛田の里

飛田給1-48-4

国領5丁目の畑

国領町5-60-3

入間ふれあい農園

入間町1-25-7

chofuみらいfarm

飛田給1-18-1

何を作るかは自由。本格的に野菜づくりを楽しみたい方向け

HP で
土づくり、
植え付けなどの準備から収穫まで、
全て利用者が行います。市報や市■

ふれあい体験農園

所在地

農園名

週末の趣味に
いかがですか？

毎年1〜2月に募集します。
（市内12カ所）

HP で毎年1〜2月に募集します。
菜などの栽培ができる農園です。市報や市■

「作る人と買う人の距離が近い」ことが調布の農業のいいとこ

集

気軽に農業に触れてみたい方向け

種まきから収穫まで年4回程度体験することができます。
定期的な水やりなどの管
HP で毎年4月頃に募集します。
理は農家さんがやってくれます。市報や市■
（市内1カ所

（国領）
）

観光農園

レジャーで楽しむなら

市内には、夏はぶどうやブルーベリーなどの収穫、秋はさつまいも掘りなどが体
験できる、家族で楽しめる観光農園があります。
※詳細は、下記の農産物直売所マップ参照

このほかにも、
JAマインズなどが運営する貸し農園もあります。
HP をご覧ください。
※募集情報などの詳細はJAマインズなどの■

農業体験ファーム運営 荒井俊一さん

調布市農業委員会会長 元木幹夫さん

地道な活動、そして人とのつながりが大切

体験農園と自慢のトマトで農業の魅力を発信

調布で採れた
野菜がほしいと思ったらココ

ふれあい体験農園

調布のまちでは、私たちが暮らす住宅街や商店街のすぐ近くで、農家さんたちが
日々新鮮で安全な野菜・果物などを収穫しています。これらの農産物は、市内の直売
所や量販店で買うことができます。

普段の買い物と
あわせて
いかがですか

■調布市農産物直売所マップ

市内産農産物が販売されている直売所や

大学卒業後はサラリーマンとして2年間、保険会社

ぎました。農業だけでなく、消防団や青年会議所などの活動もしてきましたが、

で働いていました。そのとき、地元で働く中小企業の

農家さんが
個人でやっている
直売所はこちら

量販店、市民農園、観光農園などの情報を掲
載したマップです。

ジャムや
ソースも
人気

くろす、深大寺まちづくり情報コーナー（深大寺
HP でも閲覧可
地域福祉センター2 階）など。市■
他 今年度中に内容をリニューアル予定
■

代表者

育てている

主な農作物

直売所マップを
見てみよう

配布場所／農政課（市役所 3 階）､市民プラザあ

■市内農産物販売店
農家の長男として生まれ、一度サラリーマンを経験した後、14代続く家業を継

観光農園

JAマインズ直売会が出品する量販店です。
所在地

時間

西つつじケ丘 3 − 8 − 2 月〜金／午後1 時〜 4 時

休業日

地域の方々とのつながりは、とても得るものがありました。

皆さんと関わる中で、地域に根差した仕事をすること

ィカ）

神代農産物
直売所うまいんず

●こだわりや工夫、力を入れていることは？

は素敵なことだと思うようになりました。自分自身も地元に戻り、家業を継ぐ形

マインズショップ
神代店

西つつじケ丘 3 − 8 − 2

月〜金 ／午前 9 時〜午後 5 時 日曜日、祝日、
年末年始
土／午前 9 時〜正午

クイーンズ
伊勢丹仙川店

仙川町 1 − 48 − 5

午前 10 時〜午後10 時

1月1日

いなげや
調布仙川店

仙川町 3 − 4 − 1

午前 9 時 30 分〜午後10 時

不定休

キッチンコート
西調布店

下石原 3 − 11 − 1

午前 9 時〜午後 9 時

不定休

マインズショップ
調布店

国領町 7 − 30 − 11

月〜金 ／午前 9 時〜午後 5 時 日曜日、祝日、
年末年始
土／午前 9 時〜午後 3 時

安全でおいしいことはもちろんですが、朝採れた一番鮮度のよいもので、自分
農業を始めた頃は、いちごをトラックに積んでさまざまな場所へ売りに行って
いました。地道な活動を続けた結果、常連のお客さんができて、今では、口コミ
で広がったお客さんから直接問い合わせがくることもあります。人とのつながり

で農業を始めました。
ラリーマン時代に培った経験を生かし、初心者にも分かりやすく伝わるよう心掛
けています。
●こだわりや工夫、力を入れていることは？
トマトの養液栽培です。養液栽培とは、水の量や温度、湿度、炭酸ガスなどの

は大切にしないといけない、とつくづく思います。

環境をコントロールし、常にトマトが光合成しやすい環境を作り出し、収穫量と

●調布の農業のいいところ、特徴は？

味（糖度）を最大限に引き上げる方法です。また、ハチによる交配をするなど、

農作物を作る人と買う人の距離が近いことが大き

今のオススメは
落花生です。

なるべく農薬を使用しないように環境を整備しています。

な特徴です。例えば、庭先に野菜を出すとそれを近

●調布の農業のいいところ、特徴は？

所の方が買ってくれて、直接評価をもらえます。そ

農家それぞれに強みが違うところです。人によっ

れは大きなやりがいですし、お客さんも新鮮でおい

て代表作物が異なるので、お客さんは調布産のみで、

しいと喜んでくれます。
また、全国的には農家の後継者不足が問題になる
中、調布では若手農家が頑張っています。

育てている

主な農作物

いちご

●農業をやっていてよかったことは？
お客さんが喜んでくれることが一番嬉しい。それ
に尽きます。
●これからの思いや、やってみたいことは？
近年、相続の関係で土地を手放さなければならず、

どこで買え

ますか？

うまいんず
、クイーン
ズ伊勢丹
仙川店、マ
インズショ
ップ狛江
など

いろいろな作物を食べることができます。直売所で
●農業をやってよかったこと、苦労したことは？
常に挑戦できることが面白いです。一方、同じ作
物を作っていても、毎年違う問題に当たるので、そ
こに苦労しています。
●これからの思いや、やってみたいことは？
体験農園を通じて農業の魅力を伝えていきたいで

地は、作物を作るだけでなく、災害時の一時避難先

す。また、代表作物のトマトの味と収穫量を上げて、

になるなど地域にとっても必要なものです。農地を

皆さんに調布産の野菜がおいしいことを知ってもらい

残すことの重要性を訴えていきたいです。

たいです。

●皆さんに一言お願いします。
まずは直売所などで手に取って、調布産の野菜や

こちら！

〈５日号〉 11月５日〜 11日 職員インタビュー、「見て、聞いて、知って、行ってみよう！」など
〈12日号〉 11月12日〜19日 職員インタビュー、「事業リポート」など
放送時間 毎日正午〜、午後４時〜、８時〜（各30分）※特集番組により、放送時間が変更になる場合があります

日曜日、祝日、
年末年始

月〜金 ／午前 9 時〜午後 5 時
土・日、祝／午前 9 時〜午後 年末年始
3時

コープみらい
調布染地店

午前 10 時〜午後10 時

染地 3 − 1 − 253

1月1日

農業まつり
今年は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のた
め中止となりました。
毎年、秋に開催される農業まつりでは、市内産の新鮮な

ますか？

多くの野菜、果実、花きが販売されるほか、野菜の袋詰め、
野菜の名前当てクイズなど、さまざまな催しも楽しめます。

JAマインズ職員さん

調布市農業振興計画

（令和2年度〜令和11年度）

１ いきいきとした農業経営

（令和3年1〜2月頃に
追加募集予定）

土／午前 10 時 30 分〜正午

マインズショップ調布
小島町 2 − 48 − 26
サウスゲートビル店

どこで買え

マインズシ
ョップ調布
サウス
ゲート店、
コープ調布
染地店
など

荒井さんの体験農園

「chofuみらいfarm」は

（JA マインズ神代支店
駐車場内）

中止の
お知らせ

は、季節によりさまざまな野菜、果物を楽しめます。

農地が減ってしまうケースが多くなっています。農

J:COM（地デジ11ch）
「テレビ広報ちょうふ」

種：フルテ

農業を始めて11年。今年は飛田給に体験農園「chofuみらいfarm」を開園。サ

が納得したものしか出荷しません。

果物を味わってみてください。

トマト（品

調布市の農業の持続的な振興に関する施策を総合的・計画的に推進するための計画を令和2年3月に策定しました。
以下の 3 点を基本方針として、取り組みを行います。

2

農のある地域づくり

基本方針

基本方針

営農環境の向上や生産体制の強化により、農業
者がいきいきと活動できる農業経営体づくりを進
めます。

地産地消を推進し、市民にとって農が身近にな
る地域づくりを地域と協力しながら取り組み、市
民の農業・農地への理解促進を進めます。

基本方針

3

農地の保全・活用

農業生産の場として農地の維持管理を図るととも
に、農業・農地のもつ多面的機能を活かした農地の
保全を市民とともに進めます。

午後３時30分〜（５分）※特集番組により、放送が休止・時間変更になる場合があります

