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都市農業・農地の今日的役割と課題

武蔵大学経済学部教授　後藤　光蔵

1都市農業・農地の変化

都市農業・農地をどのように定義するかは,そ

れ自体一つの問題であるが,それは小論を通して

十分ではないが明らかになってくる問題でもある

ので,ここではその定義の問題には触れないで筆

を進めて行くことにしたい。

例えば農業地域類型区分による都市的地域をと

ると,それが全国に占める割合は,農地面積では

約23%,農業産出額では約29%である。特に花卉

では39%,野菜では38%,果実では34%を占める。

(以上2002年)これらの数字から日本では市街地

に近接して,あるいは市街地に囲まれて営まれる

農業が無視できない比重を持っていることがわか

る。つまり日本農業のかなりの部分は,濃淡はあ

るにせよ都市農業的性格を持っているのである。

そのような地域の農業を規定する最も大きな要

因は地価水準や労賃水準などの都市圧力である。

市街化区域内農業は,そのような都市圧力との矛

盾が鋭く,都市農業の課題が最も先鋭的に現れて

いるという意味で都市農業の典型と言える。

表1にあるように,2002年時点で市街化区域内

には農地が約11万ha存在する。しかしこの20年間

に45%も減少したことがわかる。また市街化区域

面積に占める農地面積の割合も1982年の15.4%か

ら2002年には7.7%に減少している。

ここからわかるように確かに市街化区域内農地

面積は大きく減少した。しかし68年の新都市計画

法が市街化区域を「おおむね10年以内に」市街化

表1 市街化区域内の農地面積
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を図るべき区域として農地の存続を否定したにも

かかわらず,法律制定後35年以上経ってもそこに

なお多くの農地が残り続けているということに注

目すべきであろう。その理由の一つは,よく指摘

されるように,出発点における市街化区域の設定

そのものが,10年で必要な都市基盤を整備し良好

な市街地を形成するという法律の狙いに比して広

すぎたことであろう。市街化区域設定の枠組みに,

設定地域面積を抑制する歯止めがなかったという

点で欠陥があったからである。同時に,それだけ

ではなく市街化区域にある農業・農地のいろいろ

な意味での重要性・必要性が都市住民に認識され

るようになってきたこともその理由として大きい

と思われる。

勤務する大学がある練馬区には,23区で唯一残

った畜産農家である酪農家があり,後継者も得て

今も立派に経営を続けている。移転せずに23区内

で酪農を続けようとしたことは大きな決断だった

と言うが,経営主は頑張ってきてよかった,今ほ

どやりがいのある時はないという。酪農教育ファ
ームとして近くの小学校や中学校の生徒を受け入

れたり,学校に出向いたりと地域との交流が広が

ってきたからである。牧場の前を通る人が牧場に

向ける視線も変わったという。下水道に糞尿を流

すことが出来たことが存続の要因として大きいが,

しかし市街化との軋礫が通常は一番大きい畜産農

家が,このように感じるようになったことは象徴

的であろう。

また2000年農業センサス結果によれば,東京都

の直売農家の割合は33.7%,環境保全型農業の実

施農家の割合は42.3%である。東京都の農業は野

菜作が多いことによるという面もあるが,都府県

農家についてのそれぞれの割合が3.6%,21.1%で

あるのに比べ,極めて高い。東京都と都農業会議

が行った都市農業実態調査(1998年7月)を再集

計してみると,直売,土づくり,市民との交流を

重視する農業経営が,都市における専業的な農家

の経営形態として形成されてきていることがわか

る。単に都市にある農業という在り方を超え,消

費者のニーズに応えた農業者の努力が自治体の支

援も得て,都市型農業としての特徴をもった経営

形態が形成されてきている。

このような経過を踏まえ,かつ多くの農地が存

続しているという現実に立って都市農業・農地問

題は考える必要がある。本稿では都市農業・農地

の典型として問題にされてきた,なおかつ宅地並

み課税が実施され課題も鮮明な東京都など(三大

都市圏の特定市)の市街化区域内農業・農地を念

頭に考えることにしたい。

2都市農業の展開

(1)都市農業の展開

都市農業の展開は多様であるが,それを「地域

循環型・交流型農業」への展開として整理するこ

とが出来るように思われる。地域循環型農業とい

う意味は,農産物の市場流通から地場流通への変

化が都市農業の大きな特徴であり,農産物の地域

循環が進んできているからである。さらに加えて

模索の段階ではあるが,落ち葉や食べ物の残滓の

堆肥化と農地への還元の取り組みも広く試みられ

ている。また次に述べる交流型農業という特徴も

見方は変えれば,地域で農業の持つ多面的機能を

市民と農業者の交流の中で発揮させ循環させてい

く取り組みでもある。そのような内容を総括して

循環型農業への展開と見ることができるだろう。

もう一つの特徴は交流型農業への展開である。

自然との触れ合いや子どもたちの教育等々,市民

の要求に応えて始まった都市農業と市民との関わ

りは多様に展開すると同時に,それを農業経営に

活かす取り組みも模索されている。加えて都市農

業を媒介にして展開する市民同士の交流も,そこ

に集う人々の生活を豊かにしている。高齢化社会

を迎え定年後を元気で生き甲斐を持って生活する

ために地域の意味が大きくなってきているからで

ある。都市農業を核にしての人々の交流は,新た

な地域コミュニティを作り出す萌芽になる可能性

を大いに秘めている。これらの動きを総括して交

流型農業への展開と見たいのである。

1)多様な地場流通

まず初めに地域循環型農業への展開として,そ
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の重要な内容をなす市場出荷型農業から地場流通

型農業への変化を取り上げよう。

都市農業の変化の一つは地場流通の展開である

が,その地場流通も個別の直売所に始まって,共

同直売所,スーパー等でのイン・ショップ,学校

給食への供給など多様な形態の地場流通が展開す

るようになってきている。

練馬区の「農産物直売マップ」で集計してみると,

1990年の時点では107戸の農家が庭先販売等を行

っていた。その内訳は,無人スタンドが31ヵ所,

庭先販売が69ヵ所,無人スタンドと庭先販売を行

っているところが2ヵ所,畝売りが4ヵ所,畝売

りと庭先販売が1ヵ所等であった。2000年になる

と,個人直売所が174ヵ所に増加すると同時に,J

Aの共同直売所が旧3農協管内にそれぞれ開設さ

れている。3直売所の会員農家は合わせ213戸であ

る。個人の直売所は2003年になると108ヵ所に減っ

ているがJAの共同直売所は4ヶ所に増えている。

共同直売所の会員農家数は延べで217戸,実数で

168戸であるから大きな変化はないと思われる。農

家に則して販売形態の変化を見ると市場出荷を行

なう農家は1987年の462戸から2002年の162戸に減

っている。逆に自宅での販売や無人スタンドでの

販売を行なっている農家は同じ期間に269戸から

416戸に,共同直売所で販売をしている農家は11

戸から119戸に増えている(練馬区『農業経営実態

調査』)。また地場産コーナーを設ける地元スーパ
ーへの直売はかなり古くから続いているが,それ

に加えてスーパーでの委託販売であるイン・ショ

ップも行われるようになってきた。また小・中学

校13校の給食用食材として区内産の野菜が供給さ

れている。

市場出荷農家の減少と多様な直売農家の増加は,
一面では都市農家の減少や農業者の高齢化という

都市農業の後退的側面の反映という内容をもって

いるであろう。しかし同時に若い農業専従者のい

る中核的な専業的農家でもそのような展開を見せ

ていることからわかるように,むしろ都市農業展

開の積極的な内容を表すものでもある。

市場流通から地場流通への展開は,都市農業の

特徴的変化の一つであるが,その動きは個人直売

所から共同直売所やスーパーでのイン・ショップ
へと,個人の直売から共同の直売へと変化してき

ているのである。人手の問題,品揃えの問題ま

た品質面での競い合いなど共同直売には個人直売

に比べて良い点があるからである。またイン・シ

ョップは客を呼び込み一般の野菜の販売増に繋が

るという受入れ店舗側にとってもメリットが期待

できるために増加している。そのような流れの中

で東京都下のJAの共同直売所は45ヵ所に広がっ

ている。

2)交流型農業の展開

もう一つの特徴は,交流型農業の展開である。

農作業に関わりを持ちたいという市民の気持ち受

け止め交流型農業の試みが多様に展開されてきた。

農業のような部門でボランティア的な活動が成立

するなど少し前までは想像すら出来なかったよう

に思われる。しかし農業に携わり自然に触れ合う

ことや農業者との交流は人々の生活や健康,ある

いは子どもの教育を豊かにすると考える人達が増

えて来たのである。その変化が交流型農業の展開

の基礎であると同時に,そのニーズ受け止めなが

ら農業者はそれを経営に活かす方法を模索してき

ている。

ここでは交流型農業展開の事例として農業ボラ

ンティアと農業体験農園の二つの取り組みを見て

おこう。

①農業ボランティア

農業ボランティア・援農は,参加者にとってレ

クリエーション活動(=農業に携わることによる

精神的・身体的健康の維持)であると同時に,都

市農業を少しでも応援し都市農業・農地を存続さ

せたいという気持ちの具体的な表れでもある。し

かし援農が都市農業にとって意味のある援助とな

るためには,受け入れ農家にとって役に立つ形で

継続的に行なわれる必要がある。それを可能にす

る体制が市民の側に整備・確立されているかどう

かが重要であり,それがなければ長続きしない。

ボランティアとは厳密には自己実現のための無償

の活動ということになろうが,それだけでなく現
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に行われている農業ボランティアでは「有償ボラ

ンティア」という取り組みも見られる。またNP

Oを立ち上げ,組織的にボランティア活動を展開

する努力なども見られる。これらはいずれも,農

業ボランティア活動を市民・受入れ農業者双方に

とって望ましい取り組みとするための模索である。

その意味で現時点での農業ボランティアの取り組

みは多様である。

農業ボランティアの取り組みは自治体やJAを

主体とした取り組みとしても見られる。例えば東

京都による援農ボランティアの養成は96年度から

始められている。地域のJA(地域推進組織)が

募集した受講生(援農ボランティア)を対象に,

都農林水産振興財団(合理化法人)が,農家の圃

場で行なう実習を中心に野菜,花卉,果樹,植木

の4コースの養成講座を実施してきた。養成講座

修了者は地域推進組織(JA)に「援農ボランテ

ィア」として登録すると,JAはボランティアを

グループで受け入れ農家に派遣し,農家と援農者

が自主的に運営できる組織作りを指導する。また

財団は援農受け入れ農家に援農指導・調整を行な

うために指導員を派遣してきている。東京都以外

でも相模原市と相模原市農協の取り組み,横浜市

緑政局と農と緑のふれあいセンターが実施する市

民農業大学講座修了生による自主活動組織「はま農

楽」の活動など行政や農協が関わって作られた援農

ボランティアの組織はいくつか紹介されている。

自主的に出来上がった援農組織もある。その中

で例えば農作業受託ネットワーク「たがやす」は

援農を双方にとって意味のあるものにするために

NPO法人化している。

NPO法人「たがやす」は町田市の農家4戸と

町田,多摩,八王子市の市民20人によって設立さ

れ,2002年10月にNPO法人の認証を受けた組織

である。援農は労働力不足のために作付面積を減

らすことを検討していた生協への出荷農家のナス

の収穫作業を組合員が手伝ったことがきっかけと

なり始まった。その後生協へ出荷していない農家

からも援農の希望が出されたので,援農の範囲を

広げるために援農組織が設立された。

設立に際して,組織の形態および援農活動を有

償にするか無償にするかが検討されている。援農

受け入れ側と援農参加者との様々な調整を継続的

に実施するためには事務局機能が必要でありそれ

を保証するために法人格を持つこととし,都市農

業を支援するという,営利を目的としない活動内

容にふさわしい特定非営利活動法人(NPO)を

選択した。また当初は無償の援農ボランティアと

有償の農業ヘルパーという二種類の援農の在り方

が検討されたが,結局,有償の手軽な作業を行な

う援農ボランティアと農業研修講座修了者による

有償の農業ヘルパーという,どちらも有償の制度

にすることになったという。どちらも有償とした

のは,農家が気兼ねなく援農を受け入れられるよ

うに,また市民が責任を持って援農に携わるよう

にという点を考慮してのことであった。

「たがやす」の2004年の援農活動の実績を見る

と援農登録者115名,援農参加者84名(延べ約

21,500時間),受入れ農家11戸となっている。加え

て直売所の野菜の集荷,地場野菜セットの配達等,

地場野菜の普及活動,国が管理していた遊休農地

をその一定面積にひまわり,菜の花などの景観植

物を栽培することを条件に市から管理委託を受け,

援農者の研修農園として野菜を栽培する農業研修

活動などを行なっている。その活動は広がってき

ている。

他方で無償のボランティアという理念で活動を

続ける組織もある。例えば「くにたち・梨園ボラ

ンティア」は26人のボランティアが無償で10戸ほ

どの梨農家の農作業を援助している。作業内容は

順序に拡大し,難しいとされる剪定作業にも携わ

るようになっている。さらにこの組織では直売の

取り組みなどのときに販売の手伝いなどもボラン

ティア活動の一環として行なっている。

農作業に関わりを持ちたいという市民をボラン

ティアとして受け入れることは,農家には労働力

不足を補うという効果が期待できる。しかし援農

がうまく機能していくためには,例えば無償であ

るためにボランティアの都合がまず優先され受け

入れ側の希望と十分マッチしない援農になったり,
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無償であるために農家側にも遠慮がありその調整

が難しい等の問題も生じる。福祉のような部門で

はなく,農業という経済活動に対しての無償のボ

ランティアであるという点での難しさかもしれな

い。

他方で,受け入れ農家が,援農によって都市農

業・農地保全の手助けをしたいという援農ボラン

ティアの思いを十分受け止めず,好きで農作業の

手伝いに来ている人と見るようなところからも問

題が生じている。無償の援農ボランティア制度が

うまくいくかどうかは双方の理解や人間関係に大

きく依存するということである。

完全な雇用ではなくかといって無償ではないと

いう意味での有償の援農ボランティアはこの問題

を解決しようとする工夫である。また必要とする

農家に必要とする量の援農を派遣するためには調

整のための仕組み・組織が必要である。取り上げ

たNPO法人「たがやす」はその工夫である。と

もあれ今後ともそれぞれのところで実態を踏まえ

たよりよい仕組みを目指しての工夫や努力が続い

ていくだろう。

②農業体験農園

横浜市で始まり練馬区で農業施策の重要な柱と

して取り組まれてきた農業体験農園は,単に市民

に農地を貸し付け耕作させる従来型の市民農園に

比べ優れている点が多いとして他の自治体にも広

がりつつある。開設者である農家が種や肥料等を

準備し,その指導の下に利用者が多品目の野菜の

植え付けから収穫までを体験・学習する農園であ

る。利用者に割り当てられた細長い区画を,横断

的に品目を決めて栽培するので年間を通して多品

目の野菜栽培を経験できる仕組みである。利用者

の払う料金は,借地料ではなく講習受講料と野菜

の買い取り代金ということになる。

農業体験農園が他の自治体にも広がり始めてい

る理由として以下の点が指摘できよう。第一に,

個別に利用させる従来型の区民農園は,農業者と

の交流もまた利用者同士のつながりも不十分なた

め,都市農業に対する市民の理解を深めるという

点で充分な役割を果たしえない上に,通路や農園

の周りなど共有部分の雑草取り等がおろそかにさ

れる等景観的にも問題が出てきているが,体験農

園はこれらの点ではるかに優れている。他方農業

者にとっても体験農園は収益性の点で経営の一部

門になる可能性を持つと同時に相続税農税猶予制

度が適用される形態であり,それゆえ生産緑地で

展開が可能な農園であることが大きなメリットで

ある。農業技術を教えることを収益事業としえた

という点で,農産物の生産・販売というこれまで

の農業の概念を拡大したという意味を持つ。農業

の多面的機能とされるものの中には,教育機能な

ど農業者のボランティア活動として取り組まれて

いるものも多いが,その中には農業経営として取

り組むことが可能なものも多くある。体験農園は

その可能性を現実化する取り組みの一つであると

いえるだろう。安定的な農園であるから,行政に

とっても支援が可能でありその効果を期待できる

形態である。

第二に,農業を教えるプロの農業者の下で,農

園の利用者は共通の関心を持つもの同士として良

好な人間関係が形成される条件がある。そこで形

成される人間関係は,これまで地域との繋がりが

薄かった人たちが,地域社会の一員として地域に

根付いた生活をしていく契機となる。農業は食べ

物から環境,教育まで人々の生活に広くかつ深い

関わりをもつ分野であり生活や社会の在り方を問

うことにつながる。それゆえ農業を核にして形成

された集まりが展開する活動は,地域を豊かな生

活を支える基盤として作り変える地域づくりとい

う性格を持つ可能性を秘めている。また農園の利

用者は多彩・多才でありその繋がりで活動の範囲

も広がっていく。

第三に,農業者の畑に多くの人が入り作業をす

ることによって,利用者のみならず利用者以外の

人々の畑を見る眼も変わっていく。農地と非農地

を隔てる敷居はぐっと低くなり,畑が地域の人に

とって閉ざされた空間から開かれた空間に変わっ

ていく契機となる。その事を通して,徐々に都市

農地が地域の資源・財産として受け入れられるよ

うになっていくのである。
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(2)農業者の取り組み

以上のような特徴をもつ都市農業の変化を,農業

経営の変化という観点から二点に整理してみよう。

1)不動産に支えられた農業から生計の成り立

つ農業へ

都市農業・農地は農地の転用売却や自己転用に

よるマンション,駐車場,店舗・倉庫等の貸付地

等々,いろいろの形態での不動産経営に支えられ

存続してきた。東京都の耕地面積・農家数の1960

年から2000年の40年間の変化を見ると,どの地域

においてもこの間大きく減少しているが,これを

都心からの距離との関係で見ると,都心に近いほ

ど農地・農家の残存率が低く,遠いほど残存率が

高いという関係にはない。仲宇佐氏の都心からの

距離による東京農業の区域区分(1)-A(都心か

らの距離○～15キロメートル,区部),B(同15
～25キロメートル,狛江・保谷・武蔵野・三鷹・

調布・田無・小金井・清瀬・東久留米・稲城・小

平・府中),C(同25～35キロメートル,国分寺・

東村山・国立・多摩・立川・町田・日野・東大和・

武蔵村山・昭島),D(同35～45キロメートル,福

生・瑞穂・羽村・あきる野・八王子・青梅・日の

出),E(同45キロメートル～,檜原・奥多摩)－

によってみると,仲宇佐氏が95年センサスまでの

数字によって既に指摘されているようにB地域の

残存率が最も高くそこを頂点に一方は区部である

A地域,他方は都心から離れたE地域(檜原・奥

多摩)の残存率が低いという山形をなしている。

都心に近いほど農地・農家の残存率が低く,遠い

ほど高いだろうという常識的な予想とは異なって

いる。確かにA地域が最も減少率が高く,都心か

らの距離にしたがって減少率が低くなり,E地域

の減少率が最も小さいという構造は65年頃までは

存在した。しかしその後は(特に75年以降明確に

なるが),B地域の減少率が最も低いという構造に

移行しているのである。

その原因の一つに,農家が自ら行なう不動産経

営は地価と都心からの距離に規定され,他の地域

に比べA地域やB地域のような地域でその条件が

あること,区部であるA地域は高地価の中で農地

面積の減少と施設化が顕著であったが,B地域で

はその不動産経営に支えられて農業経営・農地が

他の地域に比べてより多く維持されてきたように

思われる。そのうちに都市農業に対する風向きも

変わり,その変化を追い風に都市型農業がその地

域を先進として展開されてきたのである。資料が

完全ではないのだが表2のように,転用が他の地

域に比べて極端に少なかったE地域以外の地域の

4条転用と5条転用を見るとA・B地域では4条

転用の比重が農地転用面積がそれ以前に比べ鎮静

化した70年代後半以降,高いことがわかる。

しかし不動産経営によって支えられた農業とい

う在り方は言うまでもなく安定的なものではない。

むしろ不動産経営は相続発生時の相続税を莫大な

ものとし,その支払いのために農地の売却を余儀

なくさせ農業を縮小させる原因となっているから

である。つまり現在は,農業を将来にわたって続

けていこうと考えれば都市農業への期待を追い風

に生計が成り立つ都市型農業を確立しつつ不動産

経営を縮小していくことが必要になっているので

ある。

表2 地域別に見た4条転用,5条転用の割合

この課題はきわめてハードルが高いが,不動産

経営の縮小を選択することの出来る,生計が成り

立つ農業が確立できなければ,相続税の猶予制度

等があっても都市農業の後退・縮小は防ぎようが

ない。そのことを意識して,所得税という点では

合算した方が有利になる親の不動産所得を自分た

ちの農業所得と分離して,農業で食べていくとい

う姿勢を明確にしようとしている後継者もいる。
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また相続税を支払うために農地を売却せず不動産

を売った農家もあるという。このような動きを見

ると,大きな課題ではあるがその方向を目指して

の努力が行なわれていることがわかる。

2)農業の概念の拡大

もう一つの変化は,農産物の生産・販売という

農業のあり方の枠を超えようとする取り組みへの

模索である。先に農業体験農園は,農業を教える

ことを経営の一部門としたという点で,そのよう

な取り組みの一つとして位置付け得ると述べた。

日本の酪農教育ファームの取り組みは現時点では

農業者のボランティア活動として行なわれている

ようであるが,紹介されているフランスのそれは

中小酪農経営の一つの収益活動となっている。農

業の持つ多面的機能の発揮を経済活動として取り

込み収益化していくことは,現在はその模索が始

まったばかりであるが今後さらに工夫・追求すべ

き課題であると思われる。このことは農業者にと

って必要なだけではない。農業の持つ多面的機能

の質を高めその機能を発揮する農業者の取り組み

を継続させていくためには,経営としての性格を

持つ必要があるからでもある。都市にある農業だ

からそれを現実化する条件も多いという点では,

都市農業が先進となって取り組む課題であろう。

先に触れた体験農園の開設者の一人は,その経

験を活かして,柿の木の3分の1を剪定から収穫

までの農作業を教える柿講座として利用するよう

になった。体験農園と同じように,受講料を払い

受講者は1本の木について作業を教わり,収穫し

た柿は買い取る方式である。剪定などの技術が学

べる点にこの講座の人気があるという。体験農園

は講習・共同作業日がかなりあるが,もう少し気

楽に野菜作りをしたいという人を対象に,共同作

業日を少なくした野菜クラブという組織も立ち上

げている。少ない労働力を前提にしかし経営とし

て成り立つ農業の在り方として取り組んでいるの

である。人に教えるという仕事は農作業とは異な

る能力や工夫・努力が必要であるが,時間だけで

計れば確かに軽減されるからである。

食農教育や消費者との交流の取り組み強化する

ために,練馬区の体験農園の園主会が中心になっ

てNPO法人「畑の学校」を2003年1月に設立した。

農業者のボランティアとして行なわれることの多

い農作業体験などの学校教育への協力を農家の事

業として位置けようとする狙いが設立目的の一つ

である。それによって体験教育の質が高まり継続

性も増し,定着させうると考えたからである。

(3)消費者の変化

1)意識の変化

都市農業の今日に至るまでの道は平坦ではなか

った。特に地価高騰が激しかった80年代後半期の

都市農業・農地バッシングは激しかった。貿易黒

字の増大を背景とした前川レポートは,輸出依存

型から内需依存型への経済構造の転換を謳い,内

需の小さい理由の一つに高地価を原因とする住宅

取得のための貯蓄率の高さをあげ都市農地を問題

とした。加えて日米構造協議では,前川レポート

を根拠にして,日本の都市の高地価が海外企業の

進出の障害になっているとも批判された。都市農

業・農地は都市住民の住宅難の元凶とする否定的

な見方は当時,多くの国民にも浸透していたと思

われる。

しかしこのような状況は大きく変化した。消費

者は身近にある農地・農業を,新鮮で安心できる

農産物の供給基盤,また良好な生活環境を保証す

る環境財として評価するようになった。

食料自給率が低く,食料の安定確保や輸入農産

物の安全性に強い不安を覚えているから、生産者

の顔が見える都市農業への期待が大きいのである。

また農地が減少する中で農地が果たしていた緑の

機能を認識するようになってきた。一人あたりの

公園面積も市街地に占めるオープンスペースの割

合も,東京は世界の大都市に比較して極めて少な

いからである。都市農地の存在はこれを補ってい

たのである。

農業・農地の存在そのものが環境財であるが,

その役割をより強く意識した農業の取り組みも見

られる。外から咲いている花が見える小平市の花

の摘み取り園は,地域の花畑として,それを利用

しない人に対しても環境財としての役割を果たし
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ている。畑の境界の道沿いに花を植えるなど取り

組みも見られた。また都では災害時の農地と農産

物の提供を内容とする災害協定が6区8市とJA

との間で結ばれている。

さらに近年は,ゆとりや健康,家族や地域を大

切に考える生活スタイルや価値観の変化によって,

都市住民の農業・農地との触れ合い,またそれを

通しての農家との交流・地域の人々との交流を求

める志向が強まっている。さらに豊かな生活を実

現する要素として農業・農地との触れ合い,農業

者との交流を期待するようになった。自治体等の

アンケート調査結果を見ると圧倒的に農業・農地

保全派が多い状況に変化した。

2)享受者から参画者へ

その変化を通して,一つは都市農業を支援した

いという気持ちを持つ人が増えてきたといえるで

あろう。食への関心,環境への関心,生活への関

心が高まってきたからである。また,二つには市

民農園のレベルを超えてもっと本格的に農業に携

わりたいと考える人も増えてきている。先に触れ

た農業ボランティアの取り組みや農業者と一緒に

なって農業生産法人を立ち上げた相模原市の事例

(「あおそら農園」)等がそのことを示している。

つまり都市農地・農業の機能を受動的に享受す

る段階から,市民が多様な形でその中に入り込み

能動的に関わりを持つことに意義を見出す段階へ

と意識も行動も変化しつつある。

3都市農業・農地の役割

(1)くらしといのちを支える農業

今見てきた都市農業の変化は,いのち(生命)

を支える都市農業・農地から,いのち(生命)と

くらし(生活)を支える都市農業・農地への変化

とまとめることができるだろう。農産物の生産と

供給,環境の保全という生命を支える役割に加え,

都市住民の農地との触れ合いや農家との交流とい

う暮らし方に関わる機能へ都市農業の役割が拡大

してきたのである。

そのことを図1のように表現することができよ

う。都市に農業のあることの意義が理解されず,

都市農業は消滅すべきものと考えられていた時代

の都市農業は,消費者の近くにありながら市場出

荷型の農業が中心で,周りの消費者・住民との目に

見える繋がりのない農業生産が行われていた。し

かし都市住民は都市農業に,①新鮮で安全な農産

物の生産とその地域への供給(地場流通),加えて

②生存条件としての環境を保全する機能(環境保

全),を期待するようになった。都市農業者もこれ

らの期待に応えうる都市農業の在り方を模索し,

庭先販売・直売所等の取り組みを強めてきたので

ある。新鮮で安心できる農産物の生産・供給や環

境の保全という生命を支える役割を担う都市農

業・農地を作ってきたのである。

消費者・住民の都市農業濃地に対する期待や評

価は,さらに生活の中に都市農業・農地への触れ合

いを求める段階,つまりいのち(生命)に加えて

くらし(生活)を支える都市農業・農地を求める

段階へと展開してきた。それは③農地との触れ合

い・農業への参画,④農業者との交流,⑤それら

の要求に応え得る－例えば市民農園,農業ボラ

ンティアの受け入れ,教育ファーム等々の－農

地の多様な農業的活用によって実現されるもので

ある。農地が閉ざされた空間から住民に開放され,

消費者が農地に足を踏み入れ,農作業に携わるこ

とを通して農業者との様々な交流が深まるのであ

る。それは農業者が農地を従来の農業的利用の枠

を広げ,多面的な農業的利用を工夫することによ

って実現する。それは都市農業の内容が豊かにな

り,都市型農業というものが徐々に明確になって

くる過程でもあった。

「農のあるまち」という言葉も,新鮮・安全な

農産物の供給や快適な環境を支えるものとして農

業・農地が存在するまちというだけでなく,農業・

農地に触れ合う生活のできるまちという内容がこ

められるようになってきたことを意味する。農業

者・地域住民が共に自らの生存・生活環境,子供

連の成育環境として地域を考え,それを共同で作

り上げていく中に農業存続の重要性を認識するよ

うになってきたのである。

成熟社会とは人々が経済の豊かさだけではなく
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図1 都市農業の機能・評価の変化

生活の豊かさをも求める社会である。生活の豊か

さとは,経済的豊かさのみでなく家庭や地域での

人との結びつき,そして地域の自然環境によって

保証される。必然的に豊かな生活を支えるものと

して地域が重視されるようになる。農業・農地は

生活という点でも環境という点でも,豊かな生活

を実現する上で多様な役割を果たし得る可能性を

たくさん持っているのである。意図したことでは

ないが日本の都市には農地がたくさん残り,加え

てそこに農業を専門的な仕事とする農業者がたく

さん残っている。欧米の都市とは違ったこの条件

を生かし,豊かな生活を実現できる都市を作って

いくことが期待されているのである。そのことは

農業者の立場からすると,農産物の生産と供給と

いうこれまでの農業の枠組みを広げ,農業の持つ

多様な機能を経営の部門として取り込み,新たな

概念の農業を作り出していくことが課題であるこ

とを意味する。

(2)国際化時代に生き残る農業のあり方

日本の都市農業は,農業を継続する点で困難が

大きい上に国の農業施策の対象とされてこなかっ

たという条件の下で,その存続のための模索を行

なってきた。その模索は一言で言えば,消費者,

都市住民に支持される農業,周りに農業・農地が

残っていて良かったと思われる農業の模索であっ

た。その取り組みは今後の日本農業の目指すべき

方向でもある。それぞれの置かれた条件は異なり,

その目指すべき具体的な農業の在り方に違いがあ

っても,国民に支持される農業でなければ国際化

時代に生き残れないからである。

これまでにも触れてきたように東京には市民と

のつながりを大切にした経営,それゆえに周りの

住民に支えられた農業経営がいくつもある。さら

に二つの事例を簡単に見ておこう。

①杉並・Mリトルファーム

「大都会の中で,誰からも求められる農業のあ

るべき姿を脳裏に描きながら,……それをこの小

さな畑で実現したい」「住宅の密集する都会の中

での農業のあり方は,地域に貢献し,地域住民に

親しまれるとともに,その必要性が認められなけ

れば」ならない,「ここで言う農業の在り方とは

『畑が在る』ということだけではなく,そこから

生産される農産物の供給と,私たち耕作者の心構

えと活動の在り方である」「私達は,常に地域住民

(消費者)の五感(視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触

覚)を満足させるためにアイデア(発想)を駆使

し,……明るい都市農業の在り方を求め活動すべ

き」だ。リーフレットに書かれたこの理念を,約
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30アールの畑(うち生産緑地20ア一一ル,ほかに果

樹園)で具体化するためにMさんは様々の取り組

みをしている。

環境・景観への配慮は,ハウスは建てない,垣

根は中が見えるように低木,自動浄化装置による

雨水の農業用水への利用,園芸業者の剪定屑の堆

肥化等に具体化されている。ハウスを建てないの

は緊急時の避難場所となることも想定しているか

らである。また子供たちのへの教育効果を考え,

農場の作物には作物名を記した名札(和名・英文

名・科目名)が立てられている。また離れた5ア
ールほどの畑は「食用植物園」として多くの種類の

果樹が植えられている。

人々への農場の開放という点では休憩所として

常時開放されている東屋の設置,消費者が畑に入

り収穫する販売方法,援農の受け入れ,各種のイ

ベントなどがある。また果樹園は毎月日を決めて

人々に開放し交流の場としている。

野菜は旬を大切に露地野菜に限定している。有

機質を使い低農薬の多品種少量生産である。販売

は東屋での直売で,販売する野菜の袋には名前,

住所,電話番号の入った「東京の旬　地元の野菜」

のシールを貼って生産者を明示している。直売の

時には食べ方の相談や園芸相談など消費者との会

話を大事にしている。花・ハーブは客がはさみを

受け取り自分で収穫する仕方で販売している。ま

た作物が少ない冬の畑を活用し小松菜の畝売りも

行なっている。さらに定年になった弟が加わり花

の苗の販売も行なうようになった。

イベントとして直売の常連客や後援者を招待し,

4月には菜の花の花見の宴を催している。畑一面

に菜の花を咲かせ,直売所開きと感謝祭を兼ねて,

野点,餅つき,宴会を行なうのである。多くの人々

が顔を出すという。また宅地に隣接している果樹

園の理解を得るための交流を目的に隣人や畑の客

を招いて果樹園開きのパーティーを行なっている。

援農者も積極的に受け入れてきた。人づてに広

がり,区の援農ボランティア4名,個人的な繋が

りでのボランティア10～15名が手伝いに来ている。

農作業や直売のための荷造り,直売等の手伝いを

行なっている。

Mリトルファームは地域の人々によって支えら

れながら,人々の共同の農的な空間として、地域づ

くりの一つの核としての役割を果たしている。経

営主は定年者であり,確かに年金が支えているが,

しかしこのように周りの人々から支持・援助され,

かつ本人にとっても楽しい農業が展開できれば,

定年帰農という形であっても後継者は育つ。

②八王子・1ミルクファーム

1ミルクファームの特徴は,都市近郊で酪農を

続けていくための努力の中で,消費者との結びつ

きを大切にする経営を作り上げてきた点にある。

牛を見に近所の人が訪れる住民に開かれた牧場で

ある。

酪農とその加工としてのノンホモジナイズとい

う製法で作るヨーグルトがこの農場のセールスポ

イントである。多様なルートで直売している。I

さんは酪農家の長男で農業短大を卒業して20

歳で就農している。かつて農場を貫くバイパスの

計画を多くの地域住民の署名を集めて計画変更さ

せた経験を持つが,地域住民との繋がりを経営の

中に具体化させた第一歩が,「ジャージを育てる

会」の活動である。81年に導入していたジャージ

の牛乳を,加工したいから分けてほしいという話

があり,個人には直接売れないので牛に出資して

もらいそれを牧場に預けて自分たちのミルクとし

て利用する仕組みとして発足させた(83年)組織

である。一頭の牛を50万円として,25口に分割し

て1口2万円でオーナーになり,会費と餌代等を

負担して,生の牛乳と手作りのヨーグルトを受け

取る仕組みである。反響は予想以上に大きく50人

ほど会員が集まり,育てる会は多彩な人が参加す

る農場を核にした交流の場となった。

育てる会は91年ごろまで活動したが,酪農の拡

大の中で個別の対応ができなくなり,「町の中の

酪農家と市民の交流を」を趣旨とするIファーム

ジャージクラブに発展的に改組された。規約(1995

年4月)によれば,①ジャージを皆で育てるとい

う思いを地域に広げる,②農畜産物の生産・加工

の実践を通じて様々な人たちとの交流をはかる,
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③農業と様々な職業との交流の中から地域,社会,

文化を語り合う場を創る,が会の目的である。現

在,会員は団体会員と個人会員60人である。1口

1万円の基金の拠出で会員となり,年会費(個人

会員1,000円,団体会員5,000円)で運営されてい

る。2002年度の活動をみると,6月は八王子市の

国際交流イベントにミニ牧場を設置,8月は農場で

の夏の交流イベント(グルメイベント),11月は八

王子いちょう祭りに2日間牧場コーナーを設けて

搾乳体験12月は手作りハムの会等を行なっている。I

さんは地域交流牧場全国連絡会の活動にも積

極的に参加してきたが,2003年3月には中央酪農

会議の主催する酪農教育ファームの認定を受ける

ことになっており,教育ファームの活動にも取り

組む。また家畜との関係を考えるために動物福祉

や有機畜産などにも目配りを始めている。牧場は

市街化区域にあり制約も多くあるが,住民が近く

にいるからできる牧場経営,地域住民と一緒にな

って共通の牧場空間を創り出して行く道を目指し

てここでがんばるという

(3)新しい都市づくりを担う農業

良好・安全な環境を維持する都市農業・農地の

役割への期待も大きい。日本の都市建設は十分な

緑地やオープンスペースを作り出してこなかった

からである。「建築不自由の原則」に立ち都市計画

によって初めて土地利用転換が可能になる西欧と

異なり,所有権が強く「建築自由」を基本とした

日本との差異である。農地を残しつつより安い地

価を求めて市街地は外へ外へと拡大していった。

コンパクトな都市ではなく,それゆえ農地を中に

残しながら広範囲な市街地が形成されたのである。

そのことは表3の東京とニューヨークの比較から

もうかがわれる。東京はニューヨークに比べ,中

心部の人口密度は小さいが逆に周辺部のそれは大

きい。さらに外延部を比較すれば,人口密度の格

差はもっと顕著になるだろう。

先に触れたように新都市計画法に見られる日本

の法律も都市の農村の二分法に立っている。都市

は都市として純化されるべきであり農地が残る都

市とは自己矛盾なのである。しかし意図したこと
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表3 東京とニューヨークの人口密度比較

ではないが都市には農地が大量に残りそこで農業

を営む本格的な農業者もいる。緑地機能を補って

いた農地の役割も農地の減少によって改めて認識

されるようにもなってきた。今ある農地の非農地

の転用を強要すれば都市基盤の整わない都市が出

来ることは目に見えている。日本の人口もすでに

ピークを迎えつつある。このような条件を念頭に

置けば農業を排除した西欧型の都市とは異なる,

多くの農地が残り本格的な農業者がいるという条

件を活かした日本的な新しい都市像を創り出すこ

とが課題であることが理解し得るように思われる。

豊かな生活を支える地域づくりに農業の持ってい

る多様な機能を活かし,そのことを通して新しい

農業の姿を切り開いてゆくことが都市農業の課題

である。とは言え欧米の都市においても都市の荒

廃地等を農業的に活用する取り組みが見られるよ

うになってきているから,遠い将来を見据えると

日本の都市の課題として述べたことは普遍性を持

つ方向ともいえる。

4都市農業の課題と現行制度

(1)農業継続意欲・農地保全意欲を強める

都市農地の重要性を論じている間にも,その前

提である農地は減少し続けている。宅地化農地の
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急減は言うまでもないが,生産緑地も安定的では

なく相続を契機に減少している。農地の保全がま

ず重要な課題である。

都市農地の保全策を考えるためには,三点の検

討が必要である。第一は,農地は私有制度の下に

あるから,所有者である農業者の農業継続の意志,

農地保全の意志がなければ農地の保全は難しい。

それゆえ農業者の農業継続意欲,農地保全志向を

強める方策が第一に必要となる。第二は農地保全

のための新たな枠組みの検討である。これまでの

諸制度を都市農地の保全という観点から見直し,

農地保全のための有効な制度を工夫する必要があ

る。保全のための制度論である。第三は,農地を

含めた土地一般に対する政策の検討である。私有

権の強い日本の土地制度は望ましい土地利用の実

現を阻んできたし農地保全についても否定的な影

響を及ぼしてきた。地価の抑制や土地利用の規制

等,土地所有一般に対する社会的コントロールが

強化されていけば,都市農地の保全に関わる一と

二の問題状況も大きく変化し,農地保全の課題の

解決はより容易になるだろう。

第一の課題である農地所有者である農業者の農

業継続・農地保全の意識を高めるためには以下の

4点が必要である。それらは相互に関係した問題

であり,影響しあいながら農業者の農業継続・農

地保全意識を強めることになるだろう。

第一は生活できる農業の確立を目指す農業者の

努力でありそれを支援する施策の展開である。先

に触れた農家のように可能な限り農業で生活して

いくという姿勢を明確にしその方向を目指して努

力することが必要である。

都市農家が農業だけで生活していくことは,い

うまでもなく困難が多いが,都市農業が見直され

てきていることもまた事実である。新鮮で安全な

農産物を地域に供給することやいわゆる多面的機

能をも経営の一部として取り込んでいく工夫や努

力が必要だろう。農産物の生産・供給産業という

農業の概念を拡大し,都市らしい農業経営を作っ

ていくことが農業で生活できる条件を広げること

にも通じる。

農業で生活できる度合いが強まれば,それに応

じて不動産経営を縮小していくことも可能になる。

そうすれば,先に触れたように相続に際しての大

きな問題である不動産にかかる相続税を減らし,

相続税支払いのために農地を減らす必要性も少な

くできる。

第二は,農業者の営農意欲,農地保全意識を強

める課題である。農業の継続・中止,農地の保全・

転用は農業者の意識に左右される部分が大きい。

同じ困難に突き当たっても農業者の意識によって

その対応は違ってくる。農業者の農地保全意識,

営農意欲は一で述べた農業経営の状況になにより

も大きく左右されることはいうまでない。しかし

また「個人の財産」「個人の仕事」が持つ社会的

意義を認識し,自分の農地・農業を「社会的財産」

「社会的仕事」として認識できるようになること

も,農業を継続していこう,農地を保全していこ

うという農業者の意欲を強めることになる。この

力としてボランティア制度等を通しての都市住民

との繋がりや様々な交流等が重要である。

第三の課題は,都市住民の支援である。都市農

業・農地が都市住民の生活の豊かさを保証する重

要な要素であるならば,その維持・保全のために

都市住民も努力を払うべきである。その支援は,

精神的支援,農地に空き缶等を投げ入れたり犬に

糞をさせない等の農業との共存を可能にする生活

の仕方,近くで生産された農産物を買うことによ

って支える等に始まって,農作業の手伝い等まで

多様であろう。まちづくり運動として農地・農地

の保全を考えていくためには,地域に存在する具

体的な農地の価値を市民が自分達の生活に結び付

けて具体的に認識することが必要である。その様

な認識を形成していくための議論のベースになり

うる方法論が必要とされている。このような取り

組みを通じて都市農業・農地の保全は地域住民の

共通の意識となり,そのための市民としての努力,

行政への働きかけのエネルギーの源泉となる。

第四は,農業・農地の持つ多面的機能を評価し,

様々な部署が農地・農業に関わる施策を展開する

ようになってきているが,この方向を今後一層強
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めることである。

既に触れたように,これまで農業サイドが主張

し取り組んできた都市農業・農地の保全が,環境

や教育,防災,高齢者対策等,多様な観点で位置

付けられるように事態は推移してきている。「農

のあるまちづくり」が自治体の理念として明確に

され,農地・農業の保全のための施策が総合的,

本格的に展開されることが必要である。

都市の農地・農業の公共的位置付けが進み,政

策が展開され税金が投入されていくことは,当然

のことながら,その公共的機能が維持されるよう

に農地転用の自由,農地利用の自由等についての

規制が必然的に伴うことになる。農業者がこの私

権の制限をどの程度受け入れることができるかが,

施策展開と密接に関係するのである。

(2)現行制度の問題

都市農業の典型である市街化区域内農業は新都

市計画法の下で消滅すべきものとして位置付けら

れ,それに対応して農地転用は届出だけで原則自

由となり農水省の農業施策の対象からも基本的に

は外された。それゆえ上記のような都市農業の展

開を後押しするものとして自治体の役割が大きか

った。市民と農業者に近い存在である自治体はそ

れらのニーズがよくわかるし,かつそれを無視し

得ないからであった。自治体による都市農業支援

は農業関係の部署の仕事として始まったが,都市

農業の果たす役割が単に農産物の生産と供給だけ

でないことが認識されてくるに従って様々な部署

が都市農業・農地にかかわりを持つようになって

きた。環境,リサイクル,教育,福祉など多くの

分野が,住民の豊かな生活を支えるものとして都

市農業・農地を積極的に位置付けるようになって

きたのである。

このような変化の下で,国の政策も変わってき

た。都市にある農地の意義を認め,特定市の市街

化区域内農地についても,農業的利用を続けるも

のについては,一定の条件の下(生産緑地)でそ

れを容認するようになった。また99年に成立した

食料・農業・農村基本法は,初めて「都市及びその

周辺における農業」について言及し,それまでの

緑地機能の評価からさらに踏み込んで生産機能を

も評価しその振興を謳った。その上新基本法の大

きな柱の一つに農業の多面的機能の発揮が位置付

けられたのだから,この二つの観点に立って都市

農業の振興施策,都市農業・農地の保全施策が抜

本的に検討されなければならないはずであるが,

そのような動きは国のレベルでは残念ながらまだ

顕著には見られない。

都市農地の保全制度としては,農地の保全を目

的としたものと,農地保全の基盤である農業の継

続を支援することを目的としたものの二つが考え

られる。ただし前者も,農地だけが保全されても

それが農業的に利用されなければ意味がないので

利用の問題を視野に入れて考える必要がある。

農地保全制度の内容は,私有財産制との関連,

農業が農業者にとってどの程度魅力的な仕事とな

ってきているか,農業者の農地保全意識がどの程

度高まってきているか等に規定されざるを得ない。

そのようなことを念頭に,現状を前提に立って考

えると差し当たり以下のような点を検討する必要

がある。

1)都市計画法と生産緑地法

第一に,都市計画法を基盤に,その上で改正生

産緑地法による生産緑地地区あるいは調整区域へ

の逆線引きによって保全すべき農地を存続させる

という現行制度の評価である。その典型である三

大都市圏の特定市の市街化区域農地に関して言え

ば,改正生産緑地法により生産緑地の規制が強化

された上で生産緑地と宅地化農地どちらかへの選

択を迫り,宅地化農地には宅地並み課税を実施し

たのだから,この仕組みは全体として評価すれば

都市農地の転用を促進したことは間違いないと思

われる。表4は改正生産緑地法の下での特定市の

農地面積の変化である。この表からわかるように

宅地化農地の減少が著しい。表5は全農地に占め

る市街化区域内農地割合が高い東京都の市街化区

域内農地面積の変化を見たものである。長期営農

継続農地制度の下での10年間(1982～1992年)と

改正生産緑地法の下での11年間(1992～2003年)

を比較してみると,年平均の減少面積はほぼ同じ
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表4 三大都市圏特定市における生産緑地地区面積と宅地化農地面積
」一・

であるが,減少率は改正生産緑地法の下で高まっ

ている。長期営農継続農地制度の廃止と生産緑地

法の改正はその背景を見ればそれを目的としてい

たのだから当然だろう。もしこの制度に評価でき

る点があるとすれば,生産緑地は都市計画の上で

位置付けられているのだから,それによって都市

計画的に見て秩序ある転用が進められたかどうか

である。しかし実態は生産緑地地区の設定は土地

所有者の申し出が優先され,先のような観点から

する都市計画的な検討は不十分であった。とすれ

ば現行制度は転用を促進するものでしかなかった

ということになろう。確かに厳しい選択を迫るこ

とによって,農家が将来の方向を真剣に考える契

機となったというような効果はあっただろうが,

それは目的ではなくあくまで付随的な効果であり,

その効果に対してこの農地の減少という代償は大

きすぎると思われる。

とすれば改めて仕切り直しをすることが必要に

表5 市街化区域内農地面積の推移

なる。仕切りなおしの方向は,考え方としては,
一つは市街化区域を改めて縮小し,同時に市街化

区域と調整区域の二分割ではなく,多くの人が新

都市計画法についての議論で主張されたように,

その間にグレーゾーンを設ける地域区分設定とす

るのである。グレーゾーンは必要があれば,必要

な時点に必要な規模において市街化区域と調整区

域への設定を行なう経過的な土地利用区分である。
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その地域内の農地も当面は農地として保全するこ

とが必要であるから固定資産税の農地並み課税と

相続税の納税猶予が適用することが必要だろう。

あるいは第二の方向として考えられることは,

都市計画区域内に農地という用途区分を作ること

であろう。そうすれば第一に農地としてしか利用

できないのだから農地は保全される。第二に農振

地域として指定することも可能となり都市農業も

農業施策の対象とするなり農地保有合理化事業等

農地保全にとって有用な施策の展開も可能になる。

しかし同時にこのようないわば「永久農地」という

設定を土地所有者が受け入れるかという問題もあ

る。そのためには開発権(あるいは容積率)の買

い取り等とセットで農地という用途区分を作るな

どのソフトランディングの方法が必要であろう。

最後に物納農地に触れておきたい。土地需要の

冷え込みと地価の下落によって,農地を売却する

ことができずに相続税の支払いを農地の物納によ

って行う事例が増えている。これらの物納農地を,

都市における貴重なものとして,農地,少なくと

も緑地として残していくことはできないであろう

か。また現に物納された農地が利用されないまま

に有刺鉄線に囲まれて残っているものもある。こ

れらの活用も考えるべきであろう。

2)相続税問題

第二に農地の保全という観点からは地価の高い

都市農業では相続税問題が大きい。生産緑地制度

は農地並みの固定資産税と相続税の納税猶予制度

によって理念上は都市農業を継続・継承していく

条件を整えてはいるが,不動産所有が一般的な都

市農家にとっては農業継続の意志があってもそれ

を保証する制度になりえていない。不動産所有は

農業が厳しい時期に家計を支え,それによって農

業継続を可能にする役割を果たしたが,一度相続

が発生すると相続税が多額なために農地転用を行

わざるをえなくなるからである。この点は先に触

れたが複雑な問題である。

この複雑な問題以外にも,生産緑地に対する相

続税納税猶予制度は自作地で相続を受けた者が農

業を継続する場合にしか適用されないという問題

がある。土地所有者が市民農園あるいは貸付地と

いう形態で農地として維持しておいても良いと考

えても,宅地評価による相続税が課せられるので

現実には不可能になる。つまり農業からの撤退は

農地の処分に結びつかざるをえないという問題が

大きい。貸付地であっても農地として存続する限

り相続税の納税猶予制度を適用する,あるいはそ

れと実質的に同じ効果をもたらすような措置がと

られなければ都市農地は失われていく。

市民農園についてはその意義を認め,市民農園

の農地の相続税について課税標準の減額措置が取

られるようになってきた。市民農園のみならず貸

付地一般にも,都市に農地が存続されるというこ

とに公共性を認め,それが可能になる相続税の納

税猶予制度の適用あるいはそれと同じ効果をもた

らす措置が必要である。例えば自作が不可能にな

った生産緑地を公的性格を持った機関(例えば合

理化法人等の)に貸し付け,その機関がそれを市

民農園とするか農地として他の農業者に貸し付け

るか,最も望ましい利用形態を考えるということ

にすれば同じ論理の下で減額措置,更には猶予制

度の適応も不可能ではないであろう。農地である

限り被相続人にその時点で何ら自由にできる資産

が手に入る訳ではないのだから,相続税の趣旨を

大きく逸脱することにはならないだろうし,転用

が行われた時に徴収すれば問題はないと思われる。

にもかかわらず,農業施策の農業の担い手への

集中という現在の農政の大きな方向に沿って,相

続税の納税猶予制度の適用を農業生産の担い手に

限定しようとする声が再び聞こえる。また株式会

社の農地の権利取得などを認める参入規制緩和は,

自作農制という相続税の納税猶予制度の根拠を崩

すことにも繋がるだろう。都市農業・農地の保全

はこれまで見てきたように市民,あるいは地方自

治体の大きな声であり,都市農業がこれまでその

ための努力を積み重ねてきたのである。もしその

ような政策転換が行なわれれば,市民・農業者・

自治体の願いに逆行し都市農地は急激に減少せざ

るを得ないであろう。

都市農地の保全は都市農業の基礎であり都市住
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民の切実な願いであるから,農地として残す意志

があるものについてはその形態はともあれ相続が

発生しても保全されていくように,相続税に関す

る上記の問題点は解決されなければならない。つ

まり物納農地の取扱いなども含めこれまでの諸制

度を都市農地の保全という観点から見直し,農地

保全のための有効な制度を工夫する必要がある。

(3)特区法による取り組みとその評価

特区法で行なわれている取り組みの検証と,そ

れを踏まえて今後,何を全国展開するかの検討が

行なわれてきた。本稿との関連では,一つは市民

農園特区である。これは原則地方自治体とJAの

み可能とされている市民農園の開設主体を,個人

やNPO法人等に拡大するものである。この特区

法による主体別の開園実績(2004年10月)を見る

と個人が116園,会社が6園,NPO法人が4園,

農地保有合理化法人が2園など,合計128園となっ

ている。計画では生協を開設主体とする市民農園

も報告されている。この市民農園の開設主体の特

例は今後,特区の制限を離れ全国展開が予定され

ている。

もう一つは農地の権利取得の下限面積の規制を

緩和する特区である。これに関しては,耕作放棄

地が多い地域という限定をつけた上で,下限面積

を10アールまで緩和することが全国的に認められ

る方向で検討されているようである。つまり農業

を生業としない市民による市民的農地利用にも,

特定農地貸付法による農地法の適用除外としての

権利取得ではなく,農地法に基づく権利の取得(そ

れゆえ賃借権に加えて所有権も)が,下限面積の

切り下げによって与えられるということである。

私は農地法を基本にその適用除外として市民の農

地利用を認めるという現在の枠組みを(特定農地

貸付法)維持しながら,市民的利用の希望をかな

える,－例えば権利取得の規模やNPOなどに

よる権利取得等の実現,あるいは農産物の販売な

ど－方法が良いと考えている。

具体的な運用がどのように行なわれるか詳しく

はわからないが,市民による農地の権利取得が農

業者の農地利用を乱さないように,地域的な棲み

分け,線引きが行なわれる必要があるだろう。また

所有権の取得も認めるならば,その後の利用状況の

チェックと,きちんとした利用がなされていない場

合の措置が必要になろう。借地であれば利用状況の

チェックに基づいて返還を求めることも可能であ

る。しかし所有権となればきちんとした利用を保証

するために仕組みを検討する必要があろう。

5農地保有合理化事業と都市農業・農地

これまで述べてきたように都市農地は広義の農

業的利用(農業者による農産物の生産・供給とう

いう枠を越えて市民農園のような利用も含めて)

によって都市住民の多様な期待に応えている。と

同時に他方では,都市農地は土地が希少資源であ

る市街化された地域に存在する農地であることも

事実である。そのことは都市における農地として

の存続は,所有者の意思を前提にするとしても,

農地として存続することの意義が地域住民の共通

の認識となり,その認識が具体化されたものとし

て,例えば土地利用計画上に位置づけられること

が必要であるということを意味する。つまりその

存続には所有者の意思よりも地域住民の共同の意

思がより強く反映すべき地域に存在する農地であ

るという性格を持つのである。このことから計画

として具体化された共同の意思に基づいて,農地

として利用の存続をコントロール出来るならば,

従来の制度的な枠組みを越えて農地の保全とその

農業的利用を可能にする仕組みが作られるべきだ

と思われる。先に触れた市民農園や貸付地の相続

税問題もこの観点から考えられるであろう。例え

ば所有者が自ら耕作が出来なくなった農地につい

て,公的・準公的機関を介在させ(貸借,売買),

そのことによって地域住民の意思である農業的な

利用を安定的に担保する仕組みができるならば,

従来の考え方にとらわれず相続税問題などは解決

されるべきであろう。現在は市街化区域内農地は

農地保有合理化事業の対象とされていないが,農

地の保全が強く望まれる都市農地に関して果たし

うる役割も大きいと思われる。

(注)1 仲宇佐達也『東京農業史』けやき書房,2002年


