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第 章 風景からみる関東農業Ⅱ

初夏の風が吹き渡る水田、花一面の果樹園、牛が草を食む牧場、山あいの茶畑、見渡

、 、 「 」す限り続くキャベツ畑 大根の天日干しなど 営々と続く関東地域の 農のいとなみ※

は、首都圏の食卓を支えるとともに、季節ごとに美しい景観をかたちづくっています。

関東地域は都心から少し足を延ばせば魅力的な農のいとなみがあり、高度に発達した鉄

道を利用することで素晴らしい農業景観に簡単に出会うことができます。

１ 関東地域の農業と鉄道網

関東地域は総人口の39.2％を占める大消費地であるとともに、農業産出額の25.7％

を占める農業生産地域でもあります。野菜で36.9％、花きで30.4％、豚で29.1％、果

実で25.6％など、付加価値が高い多様な農産物での全国の産出額に占めるシェアが大

きくなっており、大消費地に近い地理的条件を活かした農業生産が行われています。

一方、関東地域は、世界的にみても有数の高度に発達した鉄道網を有しており、日

常的に行き来することが可能な鉄道網が、都心から50～70キロの圏内に高密度で広

がっています。

、 、都心部の主要駅から 100km圏の水戸や甲府までは60～90分程度で行くことが出来

さらに新幹線を使えば、200km圏の静岡まで52分、長野まで82分と、極めて短い時間

で農業生産地域にアクセスすることができます。この鉄道網を活用することは、東京

に集中していると言われる国内外の観光客も少し足を伸ばせば「農のいとなみ」を実

感できる風景にアクセスできるとも言えます。

図１-Ⅱ-１ 都心からのアクセスしやすい地域に広がる農村風景

資料：JR東日本の営業キロ数及び平均所要時間 「2015農林業センサス」、

注１）各地点の距離数及び平均所要時間は、品川、新宿、上野を起点とした。

２）長野、静岡の時間は新幹線利用の場合
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２ 風景を形作る地域の取組 「農のいとなみと鉄道フォトコンテスト」入賞作品から

関東農政局では、都市住民や国内外の観光客に向けて魅力的な農業景観を紹介する

ことを目的に｢農のいとなみと鉄道のフォトコンテスト｣を実施し、関東農政局長賞等

４つの特別賞を含む20の入賞作品を選定しました。

入賞作品は 「農のいとなみ」が形作る風景を鮮やかに切り取っていますが、その、

姿は営々と続けている地域での取組なくしては見ることがかなわなかったものです。

ここでは、関東農政局長賞（長野県白馬村 、審査員特別賞（神奈川県横浜市 、農） ）

村女性賞（千葉県市原市 、関東運輸局観光部長賞（静岡県富士市）の４つの作品が）

撮影された地域での取組を紹介していきます。

図１-Ⅱ-２ 入選作品撮影地マップ

「水田の鏡」…長野県白馬村 「なのはな畑を快走」…千葉県市原市❶ ⓫
「帰り道」…神奈川県横浜市 「朝霧の里」…千葉県いすみ市❷ ⓬
「里山トロッコ 収穫の秋」…千葉県市原市 「中新田かかし祭り」…神奈川県海老名市❸ ⓭
「田園を抜ける」…静岡県富士市 「夏の風」…神奈川県平塚市❹ ⓮
「田植えの朝に」…茨城県ひたちなか市 「春うらら」…神奈川県小田原市❺ ⓯
「黄金色の道」…栃木県真岡市 「田植えの体験学習」…神奈川県小田原市❻ ⓰
「稲刈というイベント」…栃木県市貝町 「新府桃源郷を行く」…山梨県韮崎市❼ ⓱
「田植前」…群馬県高崎市 「りんごのロマンス」…長野県山ノ内町❽ ⓲
「秋のエピローグ」…群馬県高崎市 「切符も野菜も買えます」…長野県長野市❾ ⓳
「春色に包まれて」…千葉県市原市 「桜花爛漫」…長野県天龍村❿ ⓴

「農のいとなみ」とは、田んぼや畑、牧場の景色、直売所、野菜や果物、収穫祭などのイベントやお祭り等、※

地域の農業に関するもの全てをいう。

❾

❻
❼

❺

❿
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（１）関東農政局長賞 ｢水田の鏡｣（長野県安曇野郡白馬村）

撮影者：伊藤千栄 氏（長野県在住）

撮影時期：平成28年5月

撮影場所：長野県北安曇野郡白馬村

鉄道会社：JR大糸線

区間：信濃森上～白馬大池

撮影者PRポイント：水を張った水田に北アルプスがきれいに

映り込んでいました。丁度、電車も通り、

遠目にはトラクターに乗って作業をして

る人も見えました。

ア 風景を形作る取組 ～北 城 地区農地・水保全会の取組～
ほくじよう

田植え前に水を張った田に映る北アルプスの山々を見事にとらえた受賞作品。撮影

地点では「北城地区農地・水保全会 （構成員52名、活動面積110ha）が農地を息長く」

保全するために環境整備等を行っています。活動する地域には農地が点在しています

が、地域で協力して、水路機能の維持、農道の整備、畦管理等の環境整備を行い、農

地の保全に取り組んでいます（図１-Ⅱ-３ 。）

←白馬

信濃森上駅

白馬大池→
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図１-Ⅱ-３ 北城地区農地・水保全会の活動

保全活動の様子 保全会の活動エリア

北城地区だけでなく、白馬村では14の農地・水保全会が多面的機能支払等の制度を

活用しながら活動しています。

白馬村は、平地が少ないなど、農業生産の条件が恵まれているわけではありません

が、このように制度を活用しながら、地域の農業、農地を守っています。そのような

努力が、何度でも足を運びたくなるような美しい風景を創り出しているのです。

イ 白馬村の概要

この写真が撮影された白馬村は、長野県北西部の北アルプスの麓に位置し、夏は登

山・避暑、冬はスキーの観光客が訪れることで知られています。定住人口は９千人で

、 、 。すが 年間200万人を超える観光客が訪れ ピーク時の滞在人工は48万人に達します

観光関連産業では252億円を売り上げ、農業産出額は、稲作を中心に57億円（平成27

年）となっています。また、農業生産だけでなく、加工直売の一元化や北アルプス山

、 （ ）。麓ブランド認定等 農産物に付加価値をつける取組が行われています 図１-Ⅱ-４
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図１-Ⅱ-４ 白馬村ブランド 農業と観光の相乗効果

【事例１】農かふぇ白馬そだち

「農家かふぇ白馬そだち」は、平成25年に「し

」 。ろうま農場有限会社ティーエム が開設しました

自社農場で生産した農産物などの素材本来の持ち

味を活かした白馬の家庭料理を提供しています。

また、店内で自社農場で生産された農産物や加

工品を販売しており、これらの品々は、外国人観

光客からも好評を得ています。

同社は平成16年に設立され、スキー場で働く若

者や都会からの就農希望者等を雇用し、白馬村で

、 、 、 、一番面積が大きな担い手として 米 そば 大豆

野菜、ブルーベリーの生産のほか、無農薬のブル

ーベリー園におけるもぎ取り体験や田植、野菜の

収穫などの農業体験も行っています。

【事例２】白馬村味噌漬物生産組合

「 」 、白馬村味噌漬物生産組合 は

白馬村の女性たちが、白馬村産の

大豆、米を使用し、白馬村の澄ん

だ空気の中で、自然の微生物を活

かした昔ながらの発酵・熟成によ

る伝統的なみそ玉仕込みの手法で

製造しています。

（ ）北アルプス山麓ブランド認定※

事例３】白馬サンサン会【

「白馬サンサン会」は、２種類の食用ほおず

きを生産販売しています。従事者はほとんどが

。 （ ） 、女性 ほ場の土の管理や施肥 牛糞堆肥 作業

マルチ掛け、除草等は主に手作業で行い、収穫

されたほおずきをジャムやシロップ漬けに加工

し、地元の道の駅等で販売しています。

（北アルプス山麓ブランド認定）

※ 北アルプス山麓ブランドとは、北アルプス山麓地域（長野県大北地域の大町市、池田町、松川村、

白馬村、小谷村）の農畜産物及びその加工品・調理品等のうち、特に優れたものを北アルプス山麓ブ

ランド品として認定し、情報発信することにより、地域産業の振興と地域活性化に資することを目的

としています。
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（２）審査員長賞 「帰り道」 （神奈川県横浜市）

撮影者：井手芳男 氏（神奈川県在住）

撮影時期：平成28年6月

撮影場所：神奈川県横浜市

鉄道会社：横浜高速鉄道こどもの国線

区間：長津田～恩田

撮影者PRポイント：夕陽ごしに車窓ごしに浮かび上がった

乗客のシルエット。天地を逆さにして

みたら水田の水鏡で不思議な風景にな

りました。

ア 風景を形作る取組 ～「田奈恵みの里」の取組～

田植えをしたばかりの水田に夕日とともに乗客のシルエットが浮かび上がる風景。

受賞作品は、その風景を逆さにして切り出した斬新な１枚です。

この地域は「田奈恵みの里」として、平成11年に恵みの里第１号地として指定され

た約1,600haの中にあります。運営する「田奈恵みの里推進委員会」は、交流部会、

直売部会など４つの部会から構成され、田植え体験等の様々な活動を行っています。

平成14年にはシンボルマークを一般公募により選定。愛らしい絵柄が市民から親しま

れています。

市街化が進む都市部において、市民の「食と農」への関心や農とのふれあいを求め

る声の高まりに応えるため、市民の参加により農業、農地の保全を行っています。こ

、 、 、 。の素晴らしい風景は 市民 農業者 行政が一体となった取組のたまものといえます

恩田駅 東急長津田

車両工場
←こどもの国
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田奈の恵みのシンボルマークと田植え体験 田奈の恵みエリアマップ

イ 横浜市の概要

この写真が撮影された横浜市は、人口約370万人を擁する大都市でありながら農地

面積は広く、平成27年１月時点で市域面積の７％（3,012ha）を占めています。農地

を保全するため、農地や樹林地を主体に市街化調整区域を設定するとともに、横浜市

独自の施策である「農業専用地区制度」により、総合的、計画的に農業の振興を図っ

ています。また、横浜市では、市民と“農”とのふれあいを通じて、地域ぐるみで農

業と農地を残し、農のあるまちづくりのための｢恵みの里事業｣を推進しています。

ハマッ子直売所「四季菜館」

田奈の農家にあった蔵を曳家 し開設した直売所※

、 、 、 。で 旬の新鮮な地場野菜 果物 花を販売しています

地元の女性農家が地場農産物を使って手作りする総

菜、菓子、地場産の大豆と米を原料とした「田奈の手

（横浜農協田奈支店敷地内）作り米糀みそ」も好評です。

とは、建物を解体せず、そのまま場所を移動させること。※ 曳家（ひきや）
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（３）農村女性賞｢里山トロッコ 収穫の秋｣（千葉県市原市）

撮影者：平野博之 氏（千葉県在住）

撮影時期：平成28年9月

撮影場所：千葉県市原市

鉄道会社：小湊鐵道

区間：上総牛久～上総川間

撮影者PRポイント：黄金色の稲穂の収穫と里山にカタン

コトンと響くトロッコ列車。未来に

残したい風景です。

ア 風景を形作る取組

受賞作品は水稲の収穫作業の背後をトロッコ列車が走る風景を写していますが、こ

、 、の撮影場所の下矢田地区は 市原市の南部地域の中でも平坦な水田地帯となっていて

。 、 、良質米の生産地帯となっています この地区の農地は 鶴舞土地改良区域内に位置し

昭和50年代に30a程度以上の県営ほ場整備事業が行われ、続いてため池整備事業も実

施されています。

この地域で多面的機能支払制度により活動する「鶴舞地域資源保全会」は、池和田

地区、矢田地区、下矢田地区の約130haを対象区域として、構成員190名の農業者と地

元３町会で構成され、農地や水路、農道、ため池の草刈りや水路の泥上げ等の活動を

行い、土地改良区と協力しながら地域資源の保全を図っています。市原市では同様の

14組織（平成28年度）がそれぞれの地域で活動に取り組んでいます。

上総川間駅

←五井 養老渓谷→



33

イ 市原市の概要

この写真が撮影された市原市は、北部に工業地帯や住宅地、中間部に田園や里山の

美しい風景、南部に豊かな自然が広がるなど、その表情は実に多彩です。

同市は千葉県第７位の経営耕地面積（2,809ha）を有し、米、野菜、果樹の生産や

畜産などを行っています。農家数、耕地面積及び作付面積は減少傾向にありますが、

全国区の知名度を有する「姉崎ダイコン」をはじめとする農産物のＰＲを、様々なイ

ベントで精力的に実施するなど消費の拡大に取り組んでいます また 農商連携のきっ。 、

かけづくりや、市内産の新鮮な農畜産物の生産・消費拡大を目的とした地産地消推進

協力店の認定、有害鳥獣であるイノシシの肉を活用したジビエ料理の販売促進事業を

実施しています。

・地産地消推進協力店 28店舗 ・ジビエ料理取扱店舗 33店舗

また、市原市においては、｢花プロジェクト｣として、地域活動団体や市民が、市を

縦断する小湊鉄道沿線に菜の花を咲かせる取組を実施しています。毎年、多数の参加

者が、手作業で菜の花の種をまいています。

そのひとつである「石神なのはな会」では、石神地区の美しい風景を守ろうと30名

の有志が集まり、小湊鐵道沿線の休耕地（2.5ha）で菜の花を咲かせる活動をしてい

ます。多くの人に菜の花を楽しんでもらうため、種まきや生育の観察など年間を通し

て管理を行っています。

石神地区で撮影された入選作品

「春色に包まれて」 撮影：黒須 雪美 「なのはな畑を快走」 撮影：馬場 清
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（４）関東運輸局観光部長賞｢田園を抜ける｣（静岡県富士市）

撮影者：早野由香 氏（埼玉県在住）

撮影時期：平成28年７月

撮影場所：静岡県富士市

鉄道会社：JR東海道新幹線

区間：三島～新富士

撮影者PRポイント：広大な緑の田園地帯を新幹線が走り抜けていく

場所です。広大さが伝わればと思います…

ア 風景を形作る取組 ～富士山れんげの会～

受賞作品は、青い富士山の前に広がる水田の背後を新幹線が快走する光景を映し出

したものです。

この水田に水稲が植えられる前は、れ

んげが作付けされていました。ボランテ

ィア団体「富士山れんげの会」が、れん

げが広がる田園風景を後世に残していき

たいと願い、富士東部土地改良区須津地

域の水田を活用し、協賛企業、土地所有

者、耕作者 「富士山のふもとの郷を守、

る会」の協力を得て、平成26年かられん

げの種まきを行っています。

れんげ祭りの様子

神谷→

三島→

ドラッグ
ストア

←新富士

東海道新幹線

岳南電車

須津駅

←岳南富士岡
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種まきから半年が経った４月末に「富士山れんげまつり」を開催。咲き誇るレンゲ

中で音楽や食事が堪能できる「れんげまつり」は、富士山と新幹線がレンゲの絨毯に

更なる華を添え、市民が「富士市の住民で良かった」と実感できるだけのロケーショ

ンを提供しています。

「富士山れんげの会」の活動は、イベントの開催のみにとどまりません。レンゲが

咲いた田から収穫される米を「富士山れんげ米」としてブランド化し、全国各地に発

信しています。また、この地域で採れる農産品を生産者にとって意味のあるものにし

ていきたいと、これらの農産品のＰＲも積極的に実施しています。

「れんげ畑のコシヒカリ」 好評の「須津マルシェ」

イ 富士市の概要

この写真が撮影された富士市は静岡県東部の中核都市で、恵まれた自然環境と交通

の要衝という地理的条件を活かし、製紙業が発達しています。

同市の農業は、温暖な気候の中、平坦な海岸地帯では水稲や野菜、他の地域では茶

や果樹（日本なし、みかん、キウイフルーツ）が栽培されています。

、 、 、 、 、中でも 東部地区の吉永 須津 元吉原 浮島地区に跨がる富士東部土地改良区は

ほ場整備事業(30a程度以上の区画整備済み)が完了し生産性が向上しています。

（富士東部土地改良区：昭和48年設置、組合員数1,128人、受益面積353.7ha）




