
  
  都市農地における体験農園の経営分析

  誌名 農業経営研究
ISSN 03888541
著者名 八木,洋憲
発行元 全国農業構造改善協会
巻/号 45巻4号
掲載ページ p. 109-118
発行年月 2008年3月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



109 

||研究論文 11 
〔農業経営研究第45巻第4号， 2008J 

都市農地における体験農園の経営分析
東京都内の事例を対象として一

八木洋憲*

I はじめに

都市部の農地利用問題は，高宅地価格下での都

市的土地利用への転用圧力と，計画的農地保全と

のはざまで，常に議論の焦点となってきた。とく

に近年では，都市住民の農業との触れ合いや農作

業体験に対する需要に応えながら，農地保全を進

めていく要請が増している(後藤(3))。

本論で扱う体験農園経営とは，農園の開設者(農

家)が料金を徴収して，一般市民に農作業の一部

を体験してもらう経営形態で，農地の肥培管理が

行われ，作付計画，栽培計画の責任や収穫物の処

分権が開設者側にあるものを指す。市民農園との

大きな違いは，農地の市民への貸出しではなく，

農業経営のー形態として定義される点にある注1)。

体験農園経営は，農業経営であるため，自作地

であれば相続税猶予制度の対象となり，相続税支

払いのための農地転用の問題を回避可能である。

さらに，農業経営者によって農地が一体的に管理

されるため，維持管理や景観上の問題が生じにく

いこと，利用者が全ての栽培管理を実施できなく

ても参加が可能なことといったメリットがある。

しかしながら，体験農園経営が存続するために

は，税制上のメリットのみならず，収益および費

用，土地の確保，労働力といった農業経営側の要

因がクリアされ，農業経営として持続可能でなけ

ればならない。不動産所得への依存は，長期的に

は農地の切り売りに繋がるため，農業が農業者に
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とって魅力のあるものでなければ，都市農地保全

は難しい(後藤(2)p.49)。

戦後，東京都内の農業は，大都市である東京へ

の青果物供給源として重要な地位を占めていた州

が， 1960年代以降め近郊ないし遠隔大産地の台頭

により，卸売市場におけるシェアは大きく低下し

た。とくに， 1990年以降，量販庖と大産地とによ

る相対取引の増加により，ロットが小さい東京産

青果物の評価が低下したと言われている(滝

沢〔日))。

こうした中，都内の農業においては他地域に先

んじて，庭先での野菜販売をはじめとする市場外

流通への転換が見られた(村上(11))注2)。一方で、，

直接販売に対応して，一つの経営内において多品

目の野菜栽培を行うため，従来の市場出荷型の露

地野菜経営に比べて労働投入が多くなるという課

題があり(藤島他(1))，最近では，農作業へのボ

ランティア導入などの解決策が模索されている

(後藤(3) 八木・村上〔四))。そのような背景の下で，

体験農園経営は，多品目野菜栽培で、の経験で、培っ

た栽培技術をサービスとして販売することによ

り，労働節約と収益の向上を期待できる形態とし

ても注目されている(八木(17))。

これまで，体験農園経営の経営実態について分

析した研究は極めて少ない。原(4)は，練馬区の

K農園において， 21品目の野菜のうねを垂直に区

切る方法の採用により，景観上も美しく，維持管

理も良好に行われていることを報告している。た

だし，直接的な農作業は省力化されるが，農作業

を教える講習会や見回りなどが必要となること

や，隣接する畑で庭先直売用の野菜を作付けてい
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るため，その作業中にアドバイスを行うことも多

いことを指摘している。また，阪口・大江(13)は，

練馬区の調査経営において，体験農園 (120区画)

の導入により作業の省力化が可能となり，庭先直

売の売上高および作付面積が増加していることを

指摘している。しかしながら，体験農園に要する

費用および作業の詳細については十分に明らかに

されていない。また l経営の調査であるため一般

性に問題がある。

他方，体験農園の利用者を対象とした利用者属

性や意向の把握を行った研究は，都市農地におけ

る体験農園を対象としたものに限定しなければ，

いくつか見られる(後藤(3) 予(6) 三宅・松本(10)

Ohe(l2)，山田・門間[初)八木(18))。これらによると，

利用者の属性は，性別では男性が多く，年齢では

50代， 60代層が中心であることが指摘されている。

しかしながら，体験農園経営の経営実態との関連

性を論じたものは乏しい。

そこで，本論では，都市農地における複数の体

験農園経営を対象とした調査を通じて，まず，体

験農園経営における土地利用，体験活動の実施方

法および労働投入，変動・固定費用の実態を把握

する。さらに，既存統計等との比較を通じて収益

性の分析を行い，今後の体験農園の展開可能性を

考察する。

注 1)市民農園については，農地所有者に相続が発

生した場合に継続が困難になること(三宅・松

本(9))，地域に培われた農業技術が継承されない

こと，維持管理や景観上の問題が生じやすいこ

と(星他(5))，必ずしも多様な都市住民の需要に

は応えられないこと(三宅・松本(10)) 等の問題

点が指摘されている。

注 2)野菜の流通における卸売市場経由率は徐々に

低下してきており，近年 (2002年)では， 8割

弱程度にまで下がっている。また，量販屈も

1990年頃をピークに卸売市場を経由しない調達

方法にシフトしてきている(坂爪(14)および農林

水産省『卸売市場データ集J各年)。

E 分析方法

1 分析対象

本論では，東京都内の体験農園経営を対象とし

た分析を行う。東京都は，西多摩地域を除く都内

のほぼ全域が，市街化区域内の宅地並み課税の対

象となる特定市に指定されており，政策的に生産

緑地の継続的な農業利用が促進されている。また，

都市化の程度が非常に高く，地域住民との関係が

極めて重視される地域である。以下に分析方法を

説明する。

2 体験農園経営アンケート調査

まず，東京都内の体験農園経営の経営者に対す

るアンケート調査により，土地利用，固定的設備，

収益および費用，利用者数等について体験農園の

全体的な傾向を把握する。

都内には体験農園経営が33農園ある (2005年5

月時点都農業会議調べ)が， 2005年2月に，都

の体験農園経営者の組織に参加する20名に対し，

記入方法を説明の上，調査票を配布し，手渡し又

は郵送にて回収した(回収15票)。

3 体験農園経営ヒアリング調査

体験農園経営へのヒアリング調査は，①体験農

園導入前を含む土地利用の方法，②体験活動の実

施方法および労働投入，③費用の負担および発生

状況について把握する。具体的には，利用者数(区

画数)の異なる，国分寺市の MG農園 (38区画)， 

練馬区の IG農園 (120区画)およびMT農園 (138

区画)の3農園を選定し 2005年の6月から 9月

にかけて訪問，面接調査を行った。 l区画の面積

はいずれも30m2である。

4 収益性分析

以上の調査結果をもとに体験農園の収益性につ

いて分析する。まず，体験農園部門の農業所得・

農業経営費および労働時間について既存の統計資

料との比較を通じて考察する。比較対象とした既

存統計資料は，農業経営統計調査の品目別経営収



支と営農類型別経営統計である。前者については，

本稿の調査経営と同じ品目を合算して，同一の作

付面積における収支を計算した値を比較対象とす

る。後者については，本稿の調査と同一規模の露

地野菜経営の値を比較対象とした。また，体験農

園における労働時間については，神奈川県農業総

合研究所(7)による品目別労働時間の調査結果を

利用する。

さらに，前述のヒアリング調査結果をもとに，

体験農園経営の損益分岐点を算出し，今後の体験

農園の展開可能性の検討材料とする。

E 分析結果

1 体験農園経営アンケー卜調査による経営概

況の把握

第 1表に経営アンケート調査による体験農園の

概要を整理した。農園を開設後の経過年数は平均

4.4年，契約人数は平均73.2人，最大138人であった。

区画を区切り，利用者別に割振る方式が中心で¥

利用者 l人当たりの面積は平均0.44a，最大0.61a

である。練馬区で始められた30m2ごとに区画を

割る方式が手本となっており，農園敷地全体を含

めた値としては，練馬の方式とほぼ同等の面積設

定であるといえる。品目数は平均24.8品目である。

利用者に農業技術を説明する「講習会」は年間20

回弱で，多くの経営は同一内容の講習会を複数回

実施しており，その平均回数は3.4回であった。

水道， トイレ，農具置場はすべての経営で備えて

おり，休憩施設もほとんどの経営に設置されてい

た。 l区画当たりの変動費の費目のうち，最大の

ものは肥料費で，ついで種苗費となっており，他

の費目に比べ最大値，最小値とも大きくなってい

る。変動費全体では，平均9，248円/区画であった。

第 1図に，体験農園経営における，経営耕地の

生産緑地指定状況を示した。体験農園経営の生産

緑地比率(対市街化区域内農地)は，区部の事例

平均で88.3%，市部の事例平均は85.3%と，経営

耕地の大部分を生産緑地にしていることが分か

る。また，経営内の生産緑地に占める体験農園の

面積比率は，区部事例平均が48.7%，市部では

都市農地における体験農園の経営分析 111 

第 1表体験農園経営の概要

項目白) 平均 最大 最小
サンプ

ル数

経過年数(年). 4.4 18 1 15 

体験農図面積 (a)注2) 30.5 60 10 15 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー -----_ーー. ---------
契約人数(人)本 73.2 138 30 20 

ーーーーーーーーー ーーーー『ー胃 E 司 骨骨"・司ー回・. ---------
利用者1人当たり面積 (a) 0.44 0.61 0.33 15 

品目数* 24.8 42 12 20 
-・・・・・・・----------------------- -・・・・・・・. -・・・・・・・. 値・---値ーーー

講習会回数(回) 19.7 69 5 15 

同一内容講習会(回) 3.4 5 2 15 

設備等の保有率(%)ホ

利用者別の区画 90 20 

水道 100 " 
トイレ 100 イシ

農具置場 100 4シ

休憩施設 95 " 
粗収益(円/区画). 28.200 32.000 20.000 20 

変動費計(円/区画) 9.248 14.500 6.188 11 
-・・・・・・・・・・・・・・・ーー・・』ーーーーーーーーーーー ーーーー胃司ーー .. 

種苗費 2.199 3.667 833 11 

肥料費 3.072 6.098 1.067 11 

農業薬剤費 537 1.563 100 11 

光熱動力費 691 1.250 326 10 

小農具費 862 2.174 313 8 

通信印刷費 287 1.000 55 8 

諸材料費 1.600 4.063 226 11 

注:1)経営アンケート調査 (2005年2月実施)による。回答票は

15。ただし*印は農業委員会資料による20農園のデータ。

2)体験農園面積は体験農園向けの育苗畑を除く。

23.7%であった。東京都都市整備局(17)によると，

2004年12月時点の生産緑地比率(対市街化区域内

農地)は，区部66.4%.市部73.6%であり，体験

農園経営が比較的多くの生産緑地を確保して，継

続的な農地保全に貢献していることが分かる。

2 体験農園経営ヒアリング調査による経営実

態の把握

(1) 経営概況と土地利用

第2表にヒアリング調査対象の農家の経営概況

および土地利用について示した。 3経営とも，区

画方式や導入年度，直売の経験がある点は類似し

ている。このうち， IG農園およびMT農園は経

営主が40歳代であり，とくに MT農園は，直売

とあわせると農外所得を上回る農業所得を上げて

いる。両農園とも，キャベツ栽培を中心とした市

場出荷を行っていたが， 1980~90年代にかけて，

舛
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Z 

生産緑地率 (96) 1∞ 100 83 100 56 100 78 100 100 89 30 95 100 86 83 

体験農園率 (96) 45 37 50 65 100 41 40 75 42 19 1∞ 13 15 8 20 

23区内 市部

第 1図 体験農園経営の生産緑地指定状況
注 経営アンケート調査 (2∞5年2月実施)による。回答禁は15。生産緑地率は.経営耕地面積に対する生産緑地面積の比率。体験農園率は

各経営の生産緑地に対する体験農図面積の比率。

第2表経営および土地利用の概要

項目 国分寺市 MG農園 (38区画) 練馬区 IG農園(120区画) 練馬区 MT農園 (138区画)

農業従事者
経営主 (66). 安 (64) 経営主 (45).委 (43).母 (74) 経営主 (42).妻 (42).父 (77).母 (70)

(年齢)

経営耕地 50a うち生産緑地50a 88a うち生産緑地72a.市街化調整区域 120a うち生産緑地looa. 宅地化農地20a

16a 

経営概況 体験農園30a売上120万円，育苗用 体 験 農 図47a売上350万円，育苗用 5a.体験農園50a売上400万円，直売60a売上

(2∞4年度) 5a.畝売り等15a売上10万円 水田(委託)16a.直売20a売上150万円 5∞万円。貸し農園10a売上40万円

(II稜兼業) (II種兼業) ( I稜兼業)

経営内土地 芝栽培50a キャベツ60a : 1992年 キャベツ90a : 1985年

利用の変遷
-ーーーー 司・ーー------~ -----------------ーーー

1998年 直売開始 :直売開始1997年定年退職 :直売開始

体験農園開始 l 体験農園30a.: :12a :30a 

90区画 ; 2∞0年
‘ーーー・唱 . 

過去 :2∞l年 1999年 キャベツ50a 貸農園10a: 直売60a

!直:売撤退 体験農図118区画 :2001年 j 2∞l年 j

lキャベツ撤退: キャベツ撤退;

現在
.-------骨 ・・・・・ ・・ ーーー- .-ーーーーーーー ーーーーーーー' ----------------， 

2003年 iサツマイ モ畝売 直売20a 体験炭図50a.

市から体験農園iり20a 120区画32品目 l

指定。30a.38区: 2004年 2∞4年

画 体験農園120区画 l 138区画42品目;

注 ヒアリング調査 (2∞5年6-9月実施)をもとに作成。

近隣住民を対象とした直売部門を導入し，その後， カ所にまとまっている。さらに，育苗および直売

直売と体験農園を組み合わせた経営へと展開して の農地も隣接しており. IG農園で、は70a. MT農

いる。 園ではl.lhaのまとまりとなっている。体験農園

いずれの経営においても，体験農園の圃場は l は，利用者を集めて講習会を開催するため. 1カ
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所に集約されていることが理想的である。また，

体験農園が，頻繁な管理を要する直売向け多品目

野菜栽培の圃場と隣接していれば，直売向け野菜

の作業と並行して，体験農園の訪問者にアドバイ

スを行うことが可能となる。

行う。また，講習会にあわせて種子，資材，肥料，

農薬を購入し農園において使用可能な状態にし

ておく。

栽培品目のうち，定植が必要な果菜類や疏菜類

の多くについては，あらかじめ経営側で苗を用意

する必要がある。 IG農園， MT農園では，自家

育苗を行っているが，苗の一部は直売向けにも利

用されている。 IG農園は，当初は直売の面積が

少なかったことと，利用者が失敗することを避け

るために，購入苗を利用していた。

(2) 体験活動の内容および労働投入

第3表に，具体的な体験活動の内容および労働

投入について整理した。

体験農園では，毎年3月に，農園経営者が契約

準備と作付計画策定を行い，第 1回の講習会開始

前には基肥散布注1)およびトラクターでの耕転を 講習会を開催する週は， 3月から12月にかけて

第3表体験農園の内容および労働投入

項目 国分寺市 MG農園 (38区画) 練馬区 IG農園(120区画) 練馬区 MT農園 (138区画)

春・ジャガイモ，ニラ，小松菜， 春:ジャガイモ，主三2....'2_，上ヱ -春大根，オクラ，レタス， トウ

大根，春菊，インゲン，サトイモ， ト ナス，ピーマン，シシトウ，イ モロコシ，モロヘイヤ，土三，ピー

京イモ，之三(購入苗)，ピーマン(購 ンゲン，枝豆，とうもろこし，キャ マン，シシトウ，トマト，キュウリ，

入苗)， ミニトマト，モロヘイヤ， ベツ，大根.ホウレンソウ，小松菜 ミニトマト，ニガウリ，枝豆，サト

ネギ，カブ，ノラボウ，京菜，ニン -秋大根，おふくろ大根，ホウレ イモ インゲン，ジャガイモ，キャ

体験農園の品目
ジン，ホウレンソウ ンソウ，小松菜，ブロッコリ，キャ ベツ，ホウレンソウ，ラデFイッシュ，

(下線は定植を行う
-秋.ニンジン，大根，小松菜，ホ ベツ，ハクサイ，長ネギ，ニンジン， 小松菜， ミズナ，長ネギ，サヤエン

もの)
ウレンソウ，京菜，ハクサイ，ブロッ 春菊，カブ ドウ，スナックエンドウ，ジャカ、イ

コリ(購入苗)，赤カブ，廿日大根， モ，サツマイモ

青菜(セイサイ)，チンゲンサイ 秋:キャベツ，カリフラワー，ブ

ロッコ 1)，カフ:ホウレンソウ，ノj、
松菜，春菊，京水菜，ハクサイ，て

がる菜，サトイモ，大根，長ネギ，

ニンジン

水曜 10時 木曜 10時 14時 金曜 10時

金曜日時(年8回) 土曜 10時 14時 土曜 10時 14時

土曜日時 日曜 10時 日曜 10時

講習会の開催日
3月l回 8月一 3月1回 8月1回 3月l回 8月1回

4月2回 9月2回 4月2回 9月2回 4月2回 9月1回

5月3回 10月2回 5月2回 10月1回 5月2回 10月l回

6月2回 11月2回 6月収穫祭 11月収穫祭 6月l回 11月収穫祭

7月l回 : 12月4回 7月l回 7月l回

参加状況 欠席3-4人/回程度 欠席10人/回程度 欠席10人/回程度

基肥散布， トラクター耕怒 基肥散布， トラクター耕萩 トラクター耕萩

経営者が実施する 種子の準備，定植野菜の育苗 種子の準備，定植野菜の育首 種子の準備，定植野菜の育苗

農作業 肥料の準備.農薬の配合 肥料の準備，農薬の配合 肥料の準備，農薬の配合

外周の除草，資材の搬入出 外周の除草，資材の搬入出 外周の除草，資材の搬入出

労働投入に関する
手間もかからないし，繁閣の差も小 月に27-28日労働。休憩を含み8- 月に27-28日労働。休憩を含み 4:

さい。経営主は週4回管理等作業， 18時。キャベツ栽培をしていた頃に 30-18: 300 6月は直売の出荷も多
意見

妻は随時手取り除草作業を行う。 比べ，夏場のピークが無くなった。 く，忙しい。

今後の意向
60区画をめどに増やしたい。 今の人数規模がちょうどよい。 150200区画程度まで可能だが，増やさ

区画程度までなら可能。 ない。ブルーペリー園20a開始予定。

注。ヒアリング調査 (2005年6-9月実施)をもとに作成。

，" 
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月当たり 1~2 週である。同一内容の講習会を，

MG 農園は週 2~3 回. IG農園は週 5回. MT 

農園は週4回実施している。各週の連絡は掲示板

を通じてなされる。冬期には，契約準備のために

1日程度を要するが，連絡調整は，それほどの負

担にはなっていないといえる。

講習会の欠席者は 1割程度で. MG農園では，

収穫を除くほとんどの作業は講習会の際に全員参

加で行い，欠席者の区画もこの際に作業してしま

う。また. IG農園. MT農園では，講習後に各

利用者が作業を行い，欠席した利用者は種子や資

材を後日受け取ることにしている。利用者の多く

が週末の参加を望み，天候や土日祝日の並び方に

よっては，一度に半数程度の利用者が集中するこ

ともある。加えて. 1週間以上間隔があくと，野

菜の生育に大きな差が生じるため，現状の講習方

式では受入人数に限界があるという。

なお，約30品目の野菜は，いずれも直売向け多

品目栽培に見られる野菜であるが，体験農園にお

ける栽培計画は，遅くとも各期(春期，秋期)の

前には策定し利用者に前もって説明する必要が

ある。調査農家のうち，品目数の多い MT農園

では，新品目の導入の際には，直売向け圃場で試

験栽培を行ってから体験農園に導入するようにし

ているという。

以上のような条件下において. MG農園の経営

者は，高齢にもかかわらず，労働投入には余裕が

あると述べている。さらに，直売に比べ，ピーク

期の労働投入も抑えられている。 IG農園. MT 

農園では，直売部門と合わせて，月に27~28日の

労働日数であり. IG経営ではキャベツ栽培に比

べて夏場のピークが無くなったという回答を得た

が，直売部門の規模の大きい MT農園では. 6 

月にピークがあるとともに通常の労働時間も 4:

30~18 : 30と長くなっている。

こうしたことから，今後の意向については，

MG農園は拡大意向. IG. MT農園ではそれぞれ

150区画. 200区画程度までなら拡大が可能と答え

ている。

ただしいずれの経営においても，体験農園の

指導は，経営者1人に依存する部分が大きく，突

発的な事情により，経営者が不在となるケースが

十分に想定されていないのは問題であろう。

(3) 費用

第4表に各農園の変動費および固定費の内訳を

示した。変動費は，肥料費，種苗費，諸材料費が

大きい。先述の通り. IG農園. MT農園では，

自家育苗を行い，種苗費を抑制している。また，

MT経営は自家堆肥により肥料費を抑えている。

一般の野菜作と異なり，体験農園利用者による

過剰な肥料投入や，逆に利用者参加日の分散によ

る備品等の省投入も想定されたが，いずれの費目

においても規模による逓減・逓増傾向は確認でき

ない。種子，肥料，農薬，諸材料は，面積当たり

で購入量が計画されており，過不足が生じないよ

うに配分が行われる注2)。また， くわ，ジョウロ

などの小農具は利用者数にあわせて買い増されて

おり，規模に比例して保有数が増えている。通信

印刷費のうち，はがきやインク代は，利用者数に

比例する。光熱動力費についても逓減傾向は見ら

れなかった。

固定費は，農園により差が見られるが，これは

規模による差(すなわち，準固定費)というより

も，むしろ経営ごとの方針による差と考えられる。

MT農園の農機具費は. 35psトラクター. 3.5tト

ラックにより堆肥散布 耕転を行うため大きく

なっている。また，経営管理用備品として. IG 

農園. MT農園ではパソコンを使用し，インター

ネット・プロパイダーと契約しているため MG

農園に比べ費用が多い。さらに. IG農園. MT 

農園では，農園の周囲をフェンスで囲っているた

め，その分の費用を要している。一方で，格納・

休憩施設，育苗用施設については，利用者数に応

じた準変動費であるとも考えられたが，規模によ

る大きな差は見られなかった。

注 1)MT農園では，前年度の最後に，次年度の基

肥散布の講習会も行うため，基肥散布作業は行

わない。

注 2)MT農園は自家製堆肥を利用しているため，

肥料費が抑えられている。また，寒冷紗を利用

者が買取ることにしているため，諸材料費が抑

えられている。
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第4表調査経営における変動費・固定費の内訳

項目 MG農園 (38区画) IG農園 (120区画) MT農園 (138区画)

8.368 8.462 6.188 
区画当たり変動費

(円/区画)

種苗費 ( " ) I 1.316 :購入苗種子代 I 1.417:購入苗種子代 I 2.174:種子代

肥料費 ( " ) I 3.063 : I 3.891: I 1.078 :堆肥は自家製

農薬費 ( " ) I 395:ニーム忌避剤 I 417: I 435: 

光熱動力費(" ) I 658:水道，電気軽油 1 458:水道，電気，軽油 1 435:水道，電気，軽油

小農具費 ( " ) 1 604:くわ10本，人力噴霧器 2I 316:くわ30本，人力噴霧器 61 563:くわ50本，人力噴霧器10

!台，スコップ 6本，ジョ台， ス コ ッ プ5本， ジ ョ 台 ， ス コ ッ プ26本，ジョ

|ウロ 5個，かま10本 ， 一 ウロ 7個，かま10本 ， 一 ウ ロ30個，かま30本-

l輪車 l台，バケツ 6個等 輪車2台，バケツ40個等 輪車2台，バケツ34個等

通信印刷費(" ) I 79:コピー，インク 1 112:はがき，インク 1 55:はがき，インク

諸材料費 ('， )12.253:支柱900本，寒冷紗 4枚.1 1.851:支柱2.280本，寒冷紗15枚.1 1.448 :支柱2.760本， トンネル支

:トンネル支柱400本，マル 1 トンネル支柱1.300本，マ柱1.500本，マルチ20本/年

:チ3本/年 1 ルチ17本/年

農園当たり固定資

(円/年)
418.200 737.250 1.275.710 

区画当たり固定費

(円/区画・年)
11.005 9.244 6.144 

格納・休憩施設 108.700 :水道設備 (15)51.000円. 1126.870:水道設備(15)31.560円.I 91.710:水 道 ・ ト イ レ 設 備 (15)

(円/年) i簡易トイレ (7)4日00円.1 スチール物置(10)27.810円.1 : 43.200円，休憩施設 (19)

iスチール物置(10)9.000円.1 休憩用ハウス (10)54.000円.1 : 16.110円，机 (8)14刈 D円，

l物置用ハウス (10)3.700円 1 テーブル (8)1乳500円 1 椅子 (15)18.000円

一一-E品具一一一一一一一一一一一一一(ο一7iJ1了ηiy川-1目7玩j元b函:lib而ぷj日:日-1i5示'srヲ語子二ご-一-弓i;γγ一一…-一-一一-一---1
: 113.∞D円，軽トラツク (4)川:20ω8.13ω0円. 1 tトラツク 1 : 2お81.2お50円. 3.5氏tトラツク

: 157.500円:(5) 166.500円 1 : (5) 630.000円

経営管理用備品 I 18.000:ワープロ (5) I 87.750:パソコン (5).プリンター I87.750:パソコン (5).プリンター

( " ) 1 : (4). 年会費 : (4). 年会費

育苗用施設(~ ) 1 21β00 :育苗用温室 (15) 1 35β00 :ピニルハウス (10) I 35.000:ピニルハウス (10)

農園環境設備 1 - : ー 1113β00 :フェンス (15) 1150.000 :フェンス (15)

(。)I 1 : 

注 各経営の使用資材の目視確認，記帳資料および間取りにより作成。小農具は5年に l度買い換えるものとして計算した。固定費の内訳の括弧

内は耐用年数。農機具は使用面積比率分を賦課 (IG農園且74.MG農園0.5)。

3 収益性分析

第2図に，先の 3事例の収支と，農業経営統計

調査 (2004年産)との比較を行った。厳密な比較

は困難だが，複数品目の統計データを単純合計し

た場合(図中「品目別統計J) の農業所得は，補

助金を除けば体験農園経営を上回っている。しか

し類似規模の一般的な露地野菜栽培(図中「営

農類型別統計J) に比べると， MT， IG経営の農

業所得が上回っていることが分かる。農業経営費

についても，体験農園経営は，品目別統計の合計

値よりは低く，営農類型別統計の値よりは高い。

以上から，体験農園経営は，収益面では，品目別

統計の単純合計には及ばないものの，高い土地利

用の集約性を維持しつつ，要素投入を抑えて，通

常の露地野菜作を超える農業所得を確保している

と見ることが出来る。ただしその利益率は飛ぴ

ぬけて高いものでは無く，自治体からの補助金を

得てはじめて，集約的な野菜作に匹敵する所得が

達成できていると評価できょう。

第3図に，年間の労働投入時間について同様の

比較を行ったものを示した。体験農園の見回りや

例f
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品目別統計 (MT作付品目)

品目別統計 (IG作付品目)

品目別統計 (MG作付品目)

営農類型別統計(露地野菜部門 O.5-1.0hal

MT経営(体験農園部門)

IG経営 (体験農園部門)

MG経営(体験牒園部門)

。 2 4 6 8 

農業所得

補助金

農業経営費

変動費

固定費

所得・費用(百万円)

第2図 年間経営収支に関する事例経営と農業経営統計との比較

注 1 )農業経営統計調査(平成16年産品目別経営収支.個別経営の営農類型別経営統計)。およびヒアリング調査をもとに作成。

2) r品目別統計 (MT.IG. MG作付品目)Jの項目は 1 同統計の対象品目(ダイコン I ニンジン。サトイモ 1 ハクサイ キャベツ，

ホウレンソウ。レタス，ネギ。タマネギ キュウリ，ナス。 トマト。 ミニ トマト。ピーマン。ンシトウ)にジャガイモ(神奈川県

農業総合研究所(7) p155)を加えた16品目について!事例経営の作付状況に合わせて加重配分して求めた。なお。タマネギの作付

実績は無かった。具体的な計算式は以下のとおりである。

L;Y，縄民・X.
~寸了一一一一ーA

L;X. 

ただし，Y. 品目 nの10a当たり統計値(円).T. 品目 nの年間作付回数(lまたは 2).X. 当該経営における品目 nの作付

有無 (1 有. 0 無).A 当該経営の体験成図面積(lOa)。
3) r営農類型別統計Jの値は。野菜作付延べ面積O.5.1.0ha規模階層の露地野菜経営における，露地野菜部門の経営当たり収支 (2∞4
年産).固定費は減価償却費。

品目別統計 (MT作付品目)

品目別統計 (IG作付品目)

品目別統計 (MG作付品目)

営農類型別統計(露地野菜部門 O.5-1.0hal

MT経営 (体験農園部門)試算

IG経営(体験農園部門)試算

MG経営 (体験農園部門)試算

o 1，∞o 2，∞o 3，∞o 
労働時間(時間)

-労働時間計(農業経営統計調査)

量体験反園講習会 1

・育苗 L 経営側が実施

・本園準備 j 

ロ本圃管理*

ロ収穫調整*

第3図 年間労働時間に関する事例経営と農業経営統計との比較

注 1 )農業経営統計調査(平成16年産品目別経営収支.個別経営の営農類型別経営統計)。神奈川県農業総合研究所 (2∞2)およびヒアリン

グ調査をもとに作成。「品目別統計 (MT.IG. MG作付品目)Jおよび「営農類型別統計Jの値については。前図と同様の方法による。

育菌，本圃準備，本圃管理。収穫調製の労働時間はI 神奈川県農業総合研究所m で翻査された14品目(ダイコン!ニンジン1 サトイモI

ハクサイ。キャベツ，ホウレンソウ レタス，ネギ，タマネギ。キュウリ!ナス， トマト ピーマン，ジャガイモ)について事例経営の

作付状況に合わせて加重配分して求めた。

2)講習会は，準備も含めて l回8時間とした。・で示した作業は利用者が行うため，体験良園経営側は担当しなくてもよい。また 収穫

した野菜を出荷しないため。訴l製作業は発生しない。



向調 粗収益 (32，∞0円/区画+補助12，∞0円/区画)
-粗収益 (20，∞0円/区画)

一一時 総費用(固定資寓)
一一ー 総費用(固定費低)

a
F
 d

F
 d

F
 〆

a' 〆
4' 

10 20 30 40 
体験農図面積(a)

第4国 体験農園経営の損益分岐点分析
i主 変動資はアンケート調査の平均値(円/区画)を用いた。「固定

費高」は， MT経営の水準 (127.5万円/年).I固定資低」は MG
経営の水準 (41.8万円/年)0 1区画は30m2とした。

利用者へのアドバイスといった随時の労働発生の

把握は困難であるが，既存統計(7)の主要野菜の

労働投入データをもとに，育苗，本圃準備(トラ

クターによる耕転など)，本圃管理，収穫調製の

作業時間を試算した。前節の調査結果より，経営

側が実施するものは，育苗および本圃準備である。

この結果から，通常，労働時間の大部分を占める

収穫・調製にかかる作業時聞が大幅に削減可能で

あることが分かる。また，講習会については，年

間400-500時間程度の労働投入が必要で¥そのウ

エイトが少なくないことが分かる。

第4図に体験農園面積に応じた損益分岐点を示

した。粗収益及び固定費については，前節までの

調査結果にもとづいて，高低2パターンずつ設定

した。補助金を含む最も高収益なパターンでは，

5a程度で費用を回収できるが，それ以外のパ

ターンは10a以上を必要とし，最も低収益なパ

ターンでは， 35a以上で採算があうことが確認さ

れた。以上は，体験農園区画のみの面積であり，

育苗の用地や休憩施設は含まれていない。また，

補助金は必ずしも恒久的では無いため， 15a程度

の面積は最低限必要であると言える。さらに，所

得確保のためには，これ以上の面積が必要となる。

N まとめ

東京都内の体験農園経営は，大都市に近接する
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野菜作経営が，市場出荷から直売への転換を経て，

さらに，農作業技術を教え，農業体験機会を提供

するというサービスを販売する形態へと展開して

きた。そこでは，土地利用面での集約性を高く 保

ちながら，収穫や調製にかかる労働や費用の低減

が行われている。講習会の開催という制約もある

ため， 150-200区画程度が区画数の上限であると

いう経営主のコメントが得られたものの，野菜価

格が低迷する中では，持続性の高い経営形態であ

ると評価できょう 。

前節では，実態分析を通じて体験農園経営の損

益分岐点を求めたが，都内の生産緑地の区画のう

ち50a以上の区画が占める割合は，区部でお よそ

28%，市部で46%である注1)。従って，農地の賦

存状況という面では，体験農園が展開する余地は ，

十分にある。また，世帯数1.000戸当たりの体験

農園の区画数 (2006年8月時点)は，最も多い武

蔵村山市で 5区画/千戸，次いで¥東村山市お よ

び練馬区で 4区画/千戸となっており，少なくと

もこの供給水準までは，都市部の体験農園におい

て利用者を確保できる可能性が高いと考えられ

る。

本稿では，これまで十分に実施されてこなかっ

た体験農園の経営分析を行った。東京都内の体

験農園は， I練馬方式」をもとにしているため，

区画面積などは比較的類似していた。とはいえ，

個別の体験サーピスの内容差と経営側の負担との

関係については十分に解明できなかった。これに

ついては， 利用者の要望との関連性も含めて，今

後の課題としたい。

注 1)国土交通省(8)の区画面積規模別の件数データ

をもとに，階級値の面積を設定して算出した。
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A Business Analysis of Urban Farms Providing the Farm Experience: 
Case Studies in Tokyo 

Hironori YAGI (The University of Tokyo) 

In order to conserve urban agriculture， it is essential to satisfy the various needs of urban residents 
who live near farmland. Recently， some farmers have started to provide residents with various kinds 
of on-farm experiences through annual contracts. Such activities have drawn the attention of local 
governments since they can meet the demand for open spaces， farmland conversation and farm expe-
riences. Few studies， however， have contributed to clarifying the farm management aspects of these 
farms， although a certain number of researches have reported on customers' attributes 
In this paper， a questionnaire survey to 20 farms providing farm experiences (15 respondents) was 

conducted in the Tokyo metropolitan area for the purpose of grasping the overall picture， such as the 
average size， number of plots， facilities， gross margins and variable costs associated with these farms. 



According to the results， these farms resemble each other since most of them follow a pioneering 
farm in Nerima. The average image is of providing some 20 'lectures: consisting of three to four lec-
tures per topic. About 25 kinds of vegetables are planted every year which farmers have accom-
plished through their direct marketing experiences. Their proportions of Production Greenland assig-
nation are higher than that of average farms， implying the continuity of farming and farmland 
conservatlOn. 
Next， semi-structured interview surveys to three typical farmers were carried out in order to clari-

fy details of the activities， field layouts and profit/ cost structures. When asked about their intention 
for expanding their activities， interviewees states that the maximum number of plots would be about 
150 to 200 because suitable timings for planting vegetables and participation days for each customer 
訂 enot flexible. Large scale farms e訂 naround four to six million yen in gross margins accompanied 
by one forth to one third variable costs. Neither decreasing nor increasing variable costs to scale are 
observed. 
Finally， the results of the case studies are compared with the Statistical Survey on Farm Manage-

ment and Economy. The farm experience activity is more profitable and labor saving than conven-
tional open-field vegetable farms， although urban farms c紅motachieve remarkable outputs that ex-
ceed intensive farm operations without the aid of local government subsidies. The break-even point 
analysis explains that at least 5 ares of land is necessary to receive a positive income at出emost op-
timistic scenario， while the strictest scenario requires some 35 ares of land. Obviously， more farmland 
is indispensable for earning enough farm income. 
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