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資料編 
 １．国分寺市農業振興計画見直し検討委員会設置要綱 

（設置） 

第１条 国分寺市農業振興計画（平成18年３月策定。以下「振興計画」という。）

の見直しについて意見交換等を行うために，国分寺市農業振興計画見直し

検討委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 委員会は，次に掲げる事項について所掌する。 

(1) 振興計画の見直しに関する事項 

(2) その他国分寺市の農業振興に関する事項 

（組織） 

第３条 委員会は，次に掲げる委員18人以内をもって組織する。 

(1) 公募により選出された市民 ３人以内 

(2) 識見を有する者 ２人以内 

(3) 国分寺市農業委員会の代表者 ２人以内 

(4) 国分寺市農業団体の代表者 ２人以内 

(5) 東京むさし農業協同組合の推薦を受けた者 １人以内 

(6) 国分寺市商工会の推薦を受けた者 ２人以内 

(7) 国分寺市消費者団体の代表者 １人以内 

(8) 市の職員 ５人以内 

（任期） 

第４条 委員の任期は，委嘱の日から平成28年３月31日までとする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 委員会に委員長及び副委員長を置き，委員の互選によってこれを定め

る。 

２ 委員長は，委員会を代表し，会務を総理する。 

３ 副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるとき又は委員長が欠け

たときは，その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会は，委員長が招集し，委員長は，会議の議長となる。 

（意見の聴取等） 

第７条 委員長は，会議の運営上必要があると認めるときは，委員以外の者を
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会議に出席させ，その意見を聴き，又は資料の提出を求めることができる。 

（庶務） 

第８条 委員会の庶務は，市民生活部経済課において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

附 則 

この要綱は，決裁の日から施行する。 
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 ２．国分寺市農業振興計画見直し検討委員会名簿 

職名 氏名 区分 所属等 備考 

 岡本 真理子 １号委員 市民公募  

◎ 淵野 雄二郎 ２号委員 東京農工大学名誉教授  

 北沢 俊春 ２号委員 東京都農業会議推薦  

○ 榎戸 岩男 ３号委員 国分寺市農業委員会推薦  

 榎戸 新一 ３号委員 国分寺市農業委員会推薦  

 佐藤 弘 ４号委員 国分寺市農業団体推薦  

 田中 久義 ４号委員 国分寺市農業団体推薦  

 
田倉 敏市 ５号委員 東京むさし農業協同組合推薦 

H27.2.2～

H27.9.30 

 宮寺 正宜 ５号委員 東京むさし農業協同組合推薦 H27.10.1～ 

 浅見 伸也 ６号委員 国分寺市商工会推薦  

 金谷 こずえ ７号委員 国分寺市消費者団体推薦  

 
一ノ瀬 理 ８号委員 国分寺市政策部政策経営課長 

H27.2.2～

H27.3.31 

 可児 泰則 ８号委員 国分寺市政策部政策経営課長 Ｈ27.4.1～ 

 伊東 正明 ８号委員 国分寺市総務部防災安全課長  

 
中村 秀雄 ８号委員 

国分寺市都市建設部長兼都市建

設部都市企画課長 

H27.2.2～

H27.3.31 

 
細川 啓明 ８号委員 

国分寺市都市建設部都市企画課

長 
Ｈ27.4.1～ 

 
池田 昇 ８号委員 

国分寺市都市建設部緑と建築課

長 
 

 
岡部 正美 ８号委員 国分寺市環境部環境計画課長 

H27.2.2～

H27.3.31 

 池田 順彦 ８号委員 国分寺市環境部環境計画課長 Ｈ27.4.1～ 

◎：委員長 

○：副委員長 

 

※ 委員の任期は，平成27年２月２日から平成28年３月31日 
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 ３．検討経過 

（１）国分寺市農業に関する市民アンケート 

○調査目的 

第二次国分寺市農業振興計画における施策の効果を検証するとともに，農業振興

や農地保全の施策を検討するための基礎資料を得るため，市民の市内産農畜産

物の購入状況や農地に関する意識等を把握することを目的として実施。 

○調査対象者・調査方法 

20歳以上の市民1,000名を無作為抽出し，郵送により調査を実施。 

○調査期間 

平成27年７月23日～８月７日 
○回答者数・回収率 

391名（回収率：39.1％） 
 

（２）国分寺市農業に関する農業者アンケート 

○調査目的 

市内で農業を営む世帯を対象として，各世帯の農業経営の実態や農地の状況を

把握するとともに，現在の課題や国分寺市に求める取組等を尋ねることで第三次

農業振興計画の施策を検討するための基礎資料を得ることを目的として実施。 

○調査対象者・調査方法 

農家台帳に記載された285世帯に対し，郵送により調査を実施。 

○調査期間 

平成27年７月23日～８月７日 
○回答者数・回収率 

106名（回収率：37.2％） 
 

（３）市民・農業者に対するヒアリング 

○調査目的 

アンケートで把握した市民及び農業者における現状をより深く把握することで，国

分寺市農業における課題を把握するとともに，より効果的な施策を検討することを

目的として実施。 

○調査対象者 

【農業関係者】 

○国分寺市野菜生産組合 

○国分寺市果樹組合 

○国分寺市植木組合 

○国分寺市畜産研究会 

○国分寺市鉢物研究会 
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○東京むさし農業協同組合国分寺地区青壮年部 

○東京むさし農業協同組合国分寺地区女性部 

○ＪＡ東京むさし国分寺地区援農ボランティア受入農家推進協議会 

○国分寺ファーマーズ・マーケット運営協力会 

○ＪＡ東京むさし国分寺産直会 

○市内の農業体験農園運営農家 

○国分寺市立小学校給食納入農家 

○市内の若手農業者 

○東京むさし農業協同組合国分寺支店 

【市民】 

○国分寺市市民農業大学修了生 

○国分寺市立国分寺いきいき農園使用団体 

○国分寺市立市民農園使用者 

○国分寺市消費者団体連絡会 

 

（４）国分寺市農業振興計画見直し検討委員会 経過 

回 開催日・会場 主な内容 

第１回 

平成27年２月２日 

市役所第３庁舎 

405号会議室 

１ 正副委員長選出 

２ 趣旨説明 

３ スケジュール確認 

 

第２回 

平成27年３月30日 

市役所第４庁舎 

２階会議室 

１ 農業・農地に関する法律等，都市マスタープラ

ンについて 

２ 農業振興計画の位置づけ 

３ 庁内分析 

４ 国分寺市の現状・課題の報告 

５ アンケート調査項目に関する協議 

 

第３回 

平成27年５月19日 

市役所プレハブ会議室第一 

１ 第二次国分寺市農業振興計画の施策実施状

況について 

２ アンケート調査項目について 

３ 市民団体等へのヒアリングについて 

 

第４回 

平成27年８月12日 

市役所プレハブ会議室第三 

１ アンケート調査結果(速報値)について 

２ ヒアリング調査結果(中間報告)について 

３ 国分寺市における農業の課題について 
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回 開催日・会場 主な内容 

第５回 

平成27年10月１日 

市役所プレハブ会議室第三 

１ アンケート・ヒアリング調査結果について 

２ 国分寺市における農業の課題について 

３ 第三次国分寺市農業振興計画の骨子の協議

について 

 

第６回 

平成27年10月28日 

市役所プレハブ会議室第三 

１ 第三次国分寺市農業振興計画の骨子について 

２ 第三次国分寺市農業振興計画の素案について 

 

 

第７回 

平成27年11月25日 

市役所第１庁舎 

第三委員会室 

１ 第三次国分寺市農業振興計画の案について 

２ パブリックコメントの実施について 

 

 

第８回 

平成28年２月24日 

ＪＡ東京むさし国分寺支店 

２階 ホール 

１ パブリックコメントの結果について 

２ 第三次国分寺市農業振興計画について 
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