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1． はじめに 

1-1 研究の背景 

少し前から、学識者、行政等で話題にされていることと

して、2022 年（平成 34 年）に向けて、生産緑地の買い取

り申し出への対応が問題視されている。この背景として、

生産緑地法改正に基づき、指定が集中した平成4年から、

30年が経過し、約8割の生産緑地の買い取り申し出が可能

となるためである。対象となる土地所有者が自治体に申し

出を行うと、多くが宅地として市場に放出され、土地・住

宅市場に大きな影響をもたらすと考えられている。 

また、都市の人口増加による市街化圧力の鈍化や都市農

業の多面的機能への評価の高まり等を背景とし、都市農業

振興基本法（平成27年法律第14号）により、都市農地の

位置付けは、都市に必要な「あるべきもの」へと大きく転

換された。 

さらに農地所有者の高齢化も踏まえ、農業の継続性への

不安等への対応や各種都市計画事業等により、生産緑地地

区面積が減らされ、面積要件である500㎡を下回る地区が

発生するなどの問題があり、これら諸問題に対応するため

に、平成29年に都市緑地法の一部及び生産緑地法が改正さ

れた。法改正により、これまでの生産緑地地区の指定面積

要件が500㎡以上であったが、改正後では複数の生産緑地

が連坦し、一団の生産緑地において、その合計面積が 500

㎡以上（条例により300㎡以上に設定可能）になれば指定

可能となった。この複数の農地が連坦して一団の生産緑地

地区の指定を受ける場合、この連坦距離については、各自

治体で設定することになっている。 

1-2 研究の目的と背景 

以上を踏まえて、本研究では、複数の農地が連坦して一

団の生産緑地地区の指定を受ける場合の連担距離について、

連坦の範囲がどの程度までなら認められるのか、周辺緑地

との連続性や立地状況から評価・分析し、考察することを

目的とする。 

対象とする地域は、比較的生産緑地の数が多いことと、

都市計画において緑を重視していることから日野市と、国

分寺市に設定する。特に国分寺市は都市農業が盛んに行わ

れており、生産緑地は重要な存在となっている。 

1-3 既往研究と本研究の特色 

法改正に合わせて、関連する学会では、都市農地や生産

緑地法に関する特集を都市計画学会１）や都市住宅学会２）で

は、組んでおり、改正のポイントを丁寧に説明している。

しかし、一団農地の連担距離についての目安等については、

解説がない状況である。 

田辺３）は、税制に関連した視点から今回の法改正につい

て体系的に整理することで、農業従事者の抱える課題を明

らかにしている。 

小林４）は、法改正の視点を都市計画的な視点としての法

改正のポイントとも田園居住地域について報告している。 

この様に、法改正やそれにかかる農業従事者の視点から

の記述の重点がおかれているおり、一団農地の連担距離に

関する研究や考察等ない。本研究の新規性は、既存の生産

緑地地区の分布について地理情報システム（Geographic 

information system）（以下、GIS）を用いるとともに、現地

調査を行い対象地区に対し、評価・分析し、考察すること

で、連担距離指定の際の定量的で合理的に考える上で示唆

を与える点にある。 

なお、本研究では、法改正による面積要件の変化に合わ

せて、①500㎡以上が基準の場合、②300㎡以上が基準の場

合の2パターンについて検討した。 

 

2． 事例調査 

2-1 研究フロー 

 

生産緑地地区の連担距離に関する基礎的研究 

-日野市と国分寺市を例として 

Fundamental study on improvement of urban park toward change of future population  

-  Cases of Hino City and Kokubunji City 
 

小林利夫*・齋藤海一**・西浦定継* 

Toshio Kobayashi*･ Kai Saitou**･ Sadatsugu Nishiura* 
 

The area requirements for the production green area can be changed by the revision of the production green area 
law. In addition, several small farms can be designated as a group of production green areas. Up to now, the 
designation has been lifted if the road requirement is below the area requirement. From now on, small-scale farmland 
that is less than the area requirement will also be designated as a production green area. When receiving designations 
in multiple green spaces, the local government will set the distance limit between farmland. This time, we measured 
the distance between target farms in Hino City and Kokubunji City in Tokyo. In addition, the continuity of the green 
space and the location environment were evaluated. As a result, it was found that there was a distance of 20m to 80m. 

 

Keywords: production green area, joint distance, urban farmland 

生産緑地地区、連担距離、都市農地 
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図1 研究フロー 

2-2 データ集作成・抽出 

対象とする生産緑地地区のデータを「緑確保の総合的な

方針」より抽出・作成し、改正前の面積要件であった 500

㎡以上、500㎡未満と改正後の面積要件である300㎡以上、

300㎡未満で分けた。 

生産緑地の分布の状況として、日野市では、多摩川や浅

川等の河川沿いに多く分布しており、500 ㎡未満の分布の

特徴としては、全体的に分布し、全体で23箇所確認できた。

なお、300㎡未満の分布は、5箇所確認できた。 

また、国分寺市では、大規模に開発が進んでいる場所を

除き、全体的に広く分布しており、500 ㎡未満の分布の特

徴としては、全体的に分散して分布し、全体で13箇所確認

できた。なお、300㎡未満の分布は、1箇所確認できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 日野市の生産緑地地区の分布状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 国分寺市の生産緑地地区の分布状況 

 

2-3 連担可能な最短距離を踏まえた生産緑地地区の整

理・評価 

500 ㎡未満の生産緑地と 500 ㎡以上の生産緑地が連坦し

て、一団の生産緑地地区として、合計面積は500㎡以上と

なる場合を想定して検討した。具体的な検討方法としては、

500 ㎡未満の生産緑地から最寄りの 500 ㎡以上の生産緑地

までの距離をGISにより計測する。さらに、インターネッ

ト等の情報により、都市計画的な視点から農地や公園・河

川・緑地等の緑地空間の連続性や前面道路（4m 以上ある

か）の状況や高低差等の利用のしやすさ、駐輪空間の有無

等の表1に示す評価項目について、をカルテ方式により整

理した。なお、これらのカルテの状況内容については現地

調査において再度確認している。 

評価で重要とする視点としては、空間的な連続性と想定

し、対象とする生産緑地に緑もしくは農地が連続している

かという考え方をした。 

表1 評価項目 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象となる各500㎡未満の生産緑地から最寄りの500㎡

以上の生産緑地までの距離や評価項目を計測した。 

評価の結果、連坦が可能と考えられた500㎡未満の生産

緑地は、日野市で23箇所中14箇所、国分寺市で13箇所中

9箇所あることが確認できた。 

日野市の各箇所からの最短距離と平均距離を表2に示す。 

表2 生産緑地500㎡未満から500㎡以上への連担距離 

（日野市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※番号は、集計用の生産緑地の番号。 

データ集作成・抽出 
①500㎡以上が基準の場合（500㎡以上未満に分ける） 

②300㎡以上が基準の場合（300㎡以上未満に分ける） 

連担可能な最短距離を踏まえた生産緑地地区の 

整理・評価 

現地調査等の実施 

まとめ 

評価内容
近くの500㎡以上の生産緑地まで緑が連続しているか
近くの500㎡以上の生産緑地まで農地が連続しているか
近くに公園があるか（250ｍ以内）
近くに河川があるか（250ｍ以内）
近くに緑地があるか（250ｍ以内）
敷地内に自転車、自動車を止めるスペースがあるか
前面道路の幅員
周囲との高低差があるか
生産緑地の看板はあるか
最短距離（ｍ）

500㎡未満の地区名 最短距離（m）
①百草 0
③百草 48
④石田一丁目 54
⑦日野 137
⑩日野 80
⑫南平三丁目 49
⑭東豊田四丁目 64
⑯南平九丁目 0
⑰新町三丁目 92
⑱新町三丁目 100
⑲栄町五丁目 0
⑳日野台二丁目 0
㉒豊田二丁目 34
㉓平山五丁目 41
平均 50

※数字のある赤のポイント：500㎡未満の生産緑地 

※緑のポイント：500㎡以上の生産緑地 

※数字のある赤のポイント：500㎡未満の生産緑地 

※緑のポイント：500㎡以上の生産緑地 
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 同様に国分寺市の各箇所からの最短距離と平均距離を表

3に示す。 

表3 生産緑地500㎡未満から500㎡以上への連担距離 

（国分寺市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※番号は、集計用の生産緑地の番号。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面積要件を500㎡以上未満で行ったが、法改正により、

条例で300㎡以上から指定可能となることから、同様の作

業を300㎡以上未満で行った。 

評価の結果、連坦が可能と考えられた生産緑地は、日野

市で5箇所中4箇所、国分寺市で1箇所中1箇所あること

が確認できた。 

日野市の最短距離と平均距離を表4に示す。 

表4 生産緑地300㎡未満から300㎡以上への連担距離 

（日野市） 

 

 

 

 

 

※番号は、集計用の生産緑地の番号。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500㎡未満の地区名 最短距離（m）
②東元町 41
③西元町 143
④西元町 216
⑤戸倉 137
⑥西恋ヶ窪 29
⑦北町 43
⑧戸倉 36
⑩富士本 5
⑫西町 54
平均 78

300㎡未満の地区名 最短距離（m）
①百草 0
③百草 48
⑲栄町五丁目 0
㉒豊田二丁目 34
平均 20

図4 カルテの記入例（日野市①百草） 
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同様に国分寺市の結果は以下の通りになった。 

表5 生産緑地300㎡未満から300㎡以上への連担距離 

（国分寺市） 

 

 

※番号は、集計用の生産緑地の番号。 

2-4 現地調査等の実施 

以上の整理を踏まえて、対象とする生産緑地地区につい

て、現地においてカルテ内容の確認を行った。 

なお、幅員等の距離計測は、GIS 上でのみとし、現地で

は通過交通への支障が想定されるため行っていない。 

カルテの記入例は図4に示す。 

 

3． まとめ 

日野市では、500㎡未満の生産緑地が23箇所存在してい

た。この内、現地調査において5箇所は既に用地転用され

ていることが確認され、対象から除外した。残り18箇所の

内、7箇所は、500㎡以上の生産緑地と連続（隣接）してい

た。また、近隣（周辺 250m 程度）に公園・河川・緑地が

存在するのは、18 箇所全てであった。前面道路の状況は、

半数に当たる 9 箇所で、4m 未満の狭あい道路に面してい

た。最も狭いのでは、1箇所約1.8mがあり、いわゆる一間

道路に相当し、車両での利用は困難な立地があった。（一間

道路は、人と人がすれ違う間隔で、2 間道路は、大八車な

どの荷車がすれ違う間隔。）また、周辺との高低差について

は、16箇所で大きな高低差はなく、平坦な状態であること

が確認できた。また、管理状況の確認として、該当する生

産緑地が既に耕作を終了しているのか、または時期的に農

作物の休耕期なのかについて、生産緑地であることを示す

看板が見える場所に掲示しているかを目安とした。生産緑

地の看板は、現地調査では、18箇所では見受けられなかっ

た。 

以上の現地調査等の結果を踏まえ、日野市で最終的に連

坦が可能だと判断できた500㎡未満の生産緑地は、23箇所

の内14箇所であった。同様に300㎡未満の生産緑地は、5

箇所の内、4箇所だった。 

国分寺市では、500㎡未満の生産緑地が13箇所存在して

いた。この内、現地調査において3箇所は既に用地転用さ

れており、対象から除外した。残り8箇所の内、5箇所は、

500 ㎡以上の生産緑地と連続（隣接）していた。また、近

隣（周辺250m程度）に公園・河川・緑地が存在するのは、

5箇所であった。前面道路の状況は、5箇所で4m未満の狭

あい道路に面していた。最も狭いのでは、1 箇所約 3m で

あった。また、周辺との高低差については、8 箇所全てで

大きな高低差はなく、フラットな状態であることが確認で

きた。また、管理状況の確認としての生産緑地であること

を示す看板が見える場所に掲示しているかについては、現

地調査で5箇所確認できた。 

以上の現地調査等の結果を踏まえ、国分寺市で最終的に

連坦が可能だと判断できた500㎡未満の生産緑地は、13箇

所の内9箇所であった。同様に300㎡未満の生産緑地は、1

箇所だった。 

これら500㎡未満の生産緑地の場合、一団の生産緑地地

区として連坦可能な距離は、日野市で平均約49m、最長約

137m、最短0mであった。同様に国分寺市では、平均約78m、

最長約216m、最短5mであった。また、300㎡未満の生産

緑地の場合の連坦距離は、日野市で平均約20m、最長約48m、

最短 0m であった。同様に国分寺市では、1 箇所のみであ

ったため約43mであった。 

自治体の立地状況によって、平均距離等に大きな差があ

ることがわかった。これは、生産緑地の分布状況から、生

産緑地の密度が影響していると考えられる。特に、日野市

では、平坦地で交通等も踏まえ、活用しやすい立地環境の

場合、住宅等の開発が進みやすく、結果として、多摩川や

浅川等の河川沿いに多くの生産緑地が残ってしまったもの

と考えられる。そのため、比較的、生産緑地の密度が高ま

りやすく、連坦距離も500㎡未満で平均約49m程度と比較

的短い距離設定が可能になったと考えられる。一方、国分

寺市では、大部分が武蔵野段丘上のほぼ平坦地に広範囲に

生産緑地が分布しており、500 ㎡未満で連坦距離も平均約

78m程度と日野市に比べ長くなっている傾向にある。この

傾向は、300 ㎡未満でも同様で、日野市で平均約 20m、国

分寺市で約43mと連坦距離大きく異なることがわかった。 

今回の研究では、日野市、国分寺市の2自治体に対して

研究を行ったが、これらは、比較的、東京都心からの近距

離で、住宅地としても形成過程を経てきているため、当初

は大きな差は生じないものと考えていたが、生産緑地の周

辺立地環境、特に河川や崖線等の地形による影響が大きい

ことがわかった。 

今回の研究結果を踏まえ、生産緑地の立地環境等の地域

性を踏まえながら、今後残りの多摩部の自治体について同

様の調査を進め、あらためて分析を行う予定である。 
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300㎡未満の地区名 最短距離（m）
⑦北町 43
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