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1． はじめに 

1-1 研究の背景 

都市内の農地は、市街化調整区域において開発抑制の観

点から一定の担保がされてきたが、市街化区域では、生産

緑地地区への指定により担保されてきた。この生産緑地地

区は、生産緑地法改正に基づき、生産緑地地区の指定を受

けることで、30年間は固定資産税や相続税等の税制優遇措

置を受けられ、30年後は自治体への買い取り請求を行うこ

とができるようになっている。 

その結果、1992年（平成4年）から指定が集中し、指定

期間である30年目をむかえるのが、2022年（平成34年）

で全体の8割が対象となっている。そのため、生産緑地地

区の買い取り申し出が可能となり、諸問題が発生する可能

性があることから2022年問題として、認識されている状況

である。 

また、2015 年（平成 27 年）の都市農業振興基本法にお

いて、近年の人口減少による、住宅地を中心とした市街化

圧力の鈍化と都市農業の多面的機能への評価の高まり等を

背景に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。そのため、市街化区域での生

産緑地地区の都市的位置づけが大きく変化し、緑の基本計

画への位置づけがされる契機になった。 

しかし、今後、農業従事者の高齢化により、農業が継続

できない等の理由から図1に示すとおり、農地の減少が見

られ、更なる減少が危惧されている。また、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、2017 年（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。この法改正

で、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

生産緑地地区において、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指定を受ける場合、連坦

距離については、各自治体で設定することになっており、

対応に苦慮している状況が見受けられている。 

表1に示す通り、現在、東京都多摩地域での連坦距離の

対応を示しているのは、多摩市が 800m と具体的に設定し

ているが、一方で、調布市、町田市、小金井市、東村山市、

狛江市、東大和市、東久留米市、あきる野市等では、隣接

等を要件にしている自治体もあり、対応が異なっている状

況である。 

図1 多摩地域における生産緑地地区面積の推移 

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。 

生産緑地地区の連担距離に関する基礎的研究 その2 

Fundamental study on the distance of production green area part2 

小林利夫*・森合圭祐**・西浦定継* 

Toshio Kobayashi*･Keisuke Moriai**･Sadatsugu Nishiura* 

Some of the farmlands in urbanized area have been protected as regulated urban green area through Productive Green Zone Law. 

In some of the green tracts, the land less than the area requirement of 500 square meter or more was generated due to urban planning 

projects such as roads. By the amendment of Productive Green Zone Law in 2017, the area requirement of the production green area 

500 square meter or more can be changed to 300 square meter or more by the regulations of each local government. In addition, it 

could be the regulated urban green land of the law if multiple farmlands are in spatially proximity and the total area exceeds the area 

requirement. However, the coordination was at the discretion of each municipality, making it difficult to respond. In our last study, 

we analyzed the distance between Hino and Kokubunji cities in productive green areas less than 500 square meter and less than 300 

square meter. This time, the remaining productive green area in the Tama area was measured for, and analyzed by Kitatama, 

Minamitama, and Nishitama areas. As a result, the average distance between the area of less than 500 square meter and those of 

more than 500 square meter was almost the same from 80 m to 85 m among the three areas. However, about the area of less than 

300 square meter those varied between 37m and 114m. 

Keywords: production green area, joint distance, urban farmland 

生産緑地地区、連担距離、都市農地 

- 349 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.18, 2020 年 2 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.18, February, 2020 

 

対象とする地域は、前回までの研究で東京都の日野市と

国分寺市を対象に試行的に研究を進めたため、今回は、日

野市と国分寺市を除いた多摩地域の残りの自治体で生産緑

地地区を有する24自治体を対象におこなった。 

対象地域の生産緑地地区は、約 11400 箇所あり、分布の

特徴として、多摩川や浅川等の河川沿いや五日市街道や青

梅街道等の沿道に比較的多く分布している傾向である。自

治体単位では、比較的、多摩地域でも西側に多く分布して

いることがわかる。特に、最も箇所数が多いのは、町田市

で約 1520 箇所、八王子市で約 1400 箇所、青梅市で約 990

箇所であり、この3自治体は、行政面積も他と比べ大きい

ことも影響してか、極端に多く分布している。 

逆に箇所数が少ないは、福生市で約60箇所、武蔵野市で

約120箇所であり、多摩市及び狛江市で約190箇所である。

これらは、比較的行政面積が小さいことから、生産緑地地

区の箇所数も少なくなっているものと考えられる。 

 

表1 生産緑地地区の連坦距離の指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 既往研究と本研究の特色 

これまでの既存研究として、学会等が法改正に対する特

集を組むなど、情勢分析や報告をおこなっているものが多

く存在している。特に関連する学会として、都市計画学会
１）や都市住宅学会２）では都市農地や生産緑地法に関する特

集を組み改正のポイントを解説しているが、一団農地の連

担距離についての目安等については、解説等がない状況で

ある。 

また、研究論文としても同様で、生産緑地地区に関する

関連する問題点として、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。さらに、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。 

この様に法改正に関する内容が主であり、具体的な一団

の農地の連担距離に関する研究等はない。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）を用いて評

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。 

 

表2 対象自治体一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 多摩全地域の生産緑地地区の分布状況 

 

なお、本研究では、先行研究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。 

本研究の先行研究として、小林５）は、日野市と国分寺市

について試行的に研究をした結果、平均距離等に大きな差

があることがわかった。これは、生産緑地の密度が影響し

自治体名
生産緑地地区
箇所数(個)

八王子市 1,404
立川市 422
武蔵野市 124
三鷹市 472

青梅市 990
府中市 554
昭島市 262
調布市 584
町田市 1,523
小金井市 279
小平市 476
東村山市 499
国立市 203
福生市 55

狛江市 190
東大和市 250
清瀬市 396
東久留米市 453
武蔵村山市 428
多摩市 185
稲城市 559
羽村市 224
あきる野市 474
西東京市 389

計 11,395

自治体名 内容

立川市 物理的に一体的な 地形的まとまりを有している

武蔵野市

生産緑地地区と一体化又は整形化を図ることによ
り一団の区域として生産緑地地区を定めようとす

る場合は、これらを併せて300㎡以上であることを
要する 。

昭島市

既 に指定された生産緑地地区と一体化若しくは整

形化が図れ、又は一団の土 地となるときは、一団
の区域として取り扱うものとする。

調布市 同一または隣接する街区内

町田市 同一の街区または隣接する街区
小金井市 同一の街区または隣接する街区

小平市

既に都市計画として決定された生産緑地の一体化

又は整形化を図ることができ、一団の土地となる
もの

東村山市
同一の所番地（枝番を除く）又は隣接する所番地
に存在する複数の農地

狛江市 隣接する場合

東大和市 物理的に一体的な地形的まとまりを有している
東久留米市 同一又は隣接街区内
多摩市 800ｍ

あきる野市 同一または隣接する街区
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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

くの生産緑地地区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っており、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地区が分

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。 

これらの状況を踏まえ、残りの多摩地域の自治体につい

て研究を行った。 

 

2． 事例調査 

2-1 研究フロー 

 研究フローは下記のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

図3 研究フロー 

 

表3 生産緑地地区の500㎡未満及び300㎡未満の箇所数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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東京都の「緑確保の

総合的な方針」のメディア資料より、GIS の SIS を用いて

作成した。これらのデータから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。 

生産緑地地区500㎡未満の分布及びの特徴としては、全

体的に分布し、全体で約1000箇所が抽出できた。生産緑地

地区の全体の傾向と同様に、町田市が約200箇所、八王子

市が約150箇所、青梅市が約140箇所で多い傾向が見られ

た。 

次に、生産緑地地区300㎡未満は、分布の傾向は同様で

あり、約380箇所が抽出できた。町田市が約70箇所、青梅

市が約60箇所、八王子市が約50箇所であり、これらは、

全体の傾向及び500㎡未満の傾向と同様であった。 

 

2-3 連担可能な最短距離の抽出と分析 

具体的な方法として、GIS の SIS を用いて作成した生産

緑地地区のポリゴンを用いて最短経路の測定をおこなうが、

その際に、ポイントとラインの各データを用いての空間集

計をおこなう。そのため、ポイントデータとしては、先に

作成した生産緑地地区のポリゴンの代表点をポイント化し

て用いた。ラインデータとしては、道路中心線が必要とな

ることから、インターネットのオープンデータプロジェク

トである「Open Street Map Japan」を参考にしつつ、SISを

用いて道路中心線の作成をした。 

これらを自治体別にデータ集約を進め、面積要件が 500

㎡以上の場合を想定して 500 ㎡未満、500 ㎡以上の二つに

区分し、最短経路の測定をおこなった。同様の作業を、条

例により 300 ㎡以上の面積要件の場合を想定して、300 ㎡

以上と300㎡未満についても同じ作業をおこなった。 

図4に500㎡未満と500㎡以上の生産緑地をポイント化

したものを示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 生産緑地地区のポイント化 

 

2-4 生産緑地地区の最短距離計測 

各自治体単位で、ポイント化した生産緑地地区から 500

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

②300㎡以上が基準の場合（300㎡以上未満に分割） 

連担可能な最短距離の抽出と分析 

まとめ 

500㎡未満 300㎡未満
八王子市 146 49
立川市 16 8
武蔵野市 10 2
三鷹市 30 10

青梅市 139 55
府中市 21 21
昭島市 26 3
調布市 39 12
町田市 204 69
小金井市 11 6
小平市 39 16
東村山市 42 19
国立市 12 5
福生市 4 0

狛江市 12 5
東大和市 16 5
清瀬市 1 4
東久留米市 28 9
武蔵村山市 37 15
多摩市 24 9
稲城市 49 18
羽村市 21 4
あきる野市 63 22
西東京市 15 10

計 1,005 376

生産緑地地区箇所数
自治体名
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㎡未満から500㎡以上の生産緑地地区への最短距離の空間

集計を ArcGIS のエクステンション機能である Network 

Analystを用いた。実際の作業は、図5に示すが、太線とな

っている部分が計測されたルートであり、これら延長を数

値化した。同様に300㎡未満から300㎡以上の生産緑地地

区への最短距離の空間集計についてもおこなった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500㎡未満の生産緑地地区 

500㎡以上の生産緑地地区 

図5 生産緑地地区の最短距離計測 

 

2-5 各自治体の平均値算出 

各自治体の最短距離の代表値を設定するため、集計した

最短距離から各自治体の平均値を算出した。 

集計・分析を進める際に、自治体数が多いことから、表

4 に示すとおり対象自治体を、東京都の各種計画書等を参

考に北多摩、南多摩、西多摩の各エリアへの集約を設定し、

考察を進めることとした。 

 

表4 多摩地域のエリア分類 

 

集計した最短距離から各自治体の平均値は、表 5 に 500

㎡未満の場合の結果を示し、表6に300㎡未満の場合の結

果を示す。 

 

2-6 各自治体の最短距離の分類 

本研究では、生産緑地地区を2022年問題や都市機能での

「あるべき農地」の視点から、保全及び維持を図ることが

前提であるため、連坦距離が長くても連坦を可能にするた

めに、各エリアの平均値からランク分けを行い、エリアの

中で一番高いランクに属した自治体の平均値をその自治体

の属するエリアの連担距離の基準と設定した。 

 

表5 各自治体の最短距離の平均値 

（500㎡未満の生産緑地地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表6 各自治体の最短距離の平均値 

（300㎡未満の生産緑地地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

具体的には、自治体の最短距離の平均値について、標準

偏差を算出しσを集計した。全ての自治体の平均値ごとに

－1σ以下を「ランクⅠ」、－1σから0の間を「ランクⅡ」、

0から＋1σの間を「ランクⅢ」、＋1σ以上を「ランクⅣ」

として4つのランク分けを行った。 

エリア 自治体 

西多摩エリア 青梅市、福生市、羽村市、あきる野市、瑞

穂町 

南多摩エリア 八王子市、町田市、多摩市、稲城市 

北多摩エリア 立川市、昭島市、国立市、東大和市、武蔵

村山市、武蔵野市、三鷹市、府中市、調布

市、小金井市、狛江市、小平市、東村山市、

清瀬市、東久留米市、西東京市 

自治体名 エリア 平均距離(m)
八王子市 南多摩エリア 71
立川市 北多摩エリア 82

武蔵野市 北多摩エリア 41
三鷹市 北多摩エリア 69
青梅市 西多摩エリア 54
府中市 北多摩エリア 29

昭島市 北多摩エリア 35
調布市 北多摩エリア 47
町田市 南多摩エリア 66
小金井市 北多摩エリア 90
小平市 北多摩エリア 40

東村山市 北多摩エリア 35
国立市 北多摩エリア 59
福生市 西多摩エリア 29
狛江市 北多摩エリア 53
東大和市 北多摩エリア 71

清瀬市 北多摩エリア 76
東久留米市 北多摩エリア 69
武蔵村山市 北多摩エリア 65
多摩市 南多摩エリア 80

稲城市 南多摩エリア 31
羽村市 西多摩エリア 85
あきる野市 西多摩エリア 58
西東京市 北多摩エリア 47

自治体名 エリア 平均距離(m)
八王子市 南多摩エリア 39

立川市 北多摩エリア 125
武蔵野市 北多摩エリア 28
三鷹市 北多摩エリア 68
青梅市 西多摩エリア 39

府中市 北多摩エリア 28
昭島市 北多摩エリア 20
調布市 北多摩エリア 34
町田市 南多摩エリア 34

小金井市 北多摩エリア 41
小平市 北多摩エリア 51
東村山市 北多摩エリア 33
国立市 北多摩エリア 40

狛江市 北多摩エリア 43
東大和市 北多摩エリア 37
清瀬市 北多摩エリア 46
東久留米市 北多摩エリア 56

武蔵村山市 北多摩エリア 51
多摩市 南多摩エリア 39
稲城市 南多摩エリア 17
羽村市 西多摩エリア 114

あきる野市 西多摩エリア 50
西東京市 北多摩エリア 44
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図6 ランク分けのイメージ 

 

表7 ランク別一覧（500㎡未満の生産緑地地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表8 ランク別一覧（300㎡未満の生産緑地地区） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6、表7、表8は、ランクが高ければその自治体の平均

値も高いことを表している。例えば、ランクⅣの自治体は、

ランクⅠからⅢにある同一エリア内の自治体の平均値を上

回っており、その値を用いて連坦距離の基準を設定すれば、

多くの生産緑地地区が指定することが可能となることから、

安全側の基準設定を想定した。 

ランク分けしたものを表7及び表8に示す。 

 

2-7 各ランクの連担距離の基準 

以上の結果から、各エリアの連担距離の基準設定値を以

下の表9及び表10に示す。 

 

表9  500㎡未満の各エリアの連担距離の基準設定値 

 

 

 

 

 

面積要件500㎡以上にした場合、北多摩エリアは小金井

市、立川市、清瀬市を対象とし、南多摩エリアは多摩市、

西多摩エリアは羽村市を対象に平均値を連担距離の基準と

した。その結果、北多摩エリアは約83ｍ、南多摩エリアは

約80ｍ、西多摩エリアは約85ｍが連担距離の基準となるこ

とがわかった。 

 

表10  300㎡未満の各エリアの連担距離の基準設定値 

 

 

 

 

 

同様に面積要件300㎡以上にした場合、北多摩エリアは

立川市、南多摩エリアは八王子市、多摩市、町田市を対象

とし、西多摩エリアは羽村市を対象に平均値を連担距離の

基準とした。その結果、北多摩エリアは約70ｍ、南多摩エ

リアは約 37ｍ、西多摩エリアは約 114ｍが連担距離の基準

となることがわかった。 

 

3． まとめ 

今回の研究では、前回研究対象とした日野市と国分寺市

を除いた多摩地域の残りの自治体で生産緑地地区を有する

24自治体を対象におこなった。前回の研究は、試行のため

対象が2自治体で、面積要件500㎡以上にした場合と面積

要件300㎡以上にした場合の対象になる生産緑地地区が少

数であったことから、全てに現地調査をおこなった。しか

し、今回の研究では、24自治体について、生産緑地地区の

連坦距離の計測及び分析について重視しておこなった。こ

れは、本来、現地調査を踏まえ測地的な要素を考慮した分

析が求められるが、対象となる生産緑地地区が多く、現地

調査を行なうことは現実的ではないため、今回は、空間解

析の結果から分析をおこなうこととした。 

エリア 連担距離の基準設定値 

北多摩エリア 約83ｍ 

南玉エリア 約80ｍ 

西多摩エリア 約85ｍ 

エリア 連担距離の基準設定値 

北多摩エリア 約70ｍ 

南玉エリア 約37ｍ 

西多摩エリア 約114ｍ 

ランク 自治体名 エリア 平均距離(m)
昭島市 北多摩エリア 35
東村山市 北多摩エリア 35

稲城市 南多摩エリア 31
福生市 西多摩エリア 29
府中市 北多摩エリア 29
青梅市 西多摩エリア 54

狛江市 北多摩エリア 53
西東京市 北多摩エリア 47
調布市 北多摩エリア 47
武蔵野市 北多摩エリア 41
小平市 北多摩エリア 40

東大和市 北多摩エリア 71
八王子市 南多摩エリア 71
三鷹市 北多摩エリア 69
東久留米市 北多摩エリア 69
町田市 南多摩エリア 66

武蔵村山市 北多摩エリア 65
国立市 北多摩エリア 59
あきる野市 西多摩エリア 58
小金井市 北多摩エリア 90

羽村市 西多摩エリア 85
立川市 北多摩エリア 82
多摩市 南多摩エリア 80
清瀬市 北多摩エリア 76

ランクⅣ

ランクⅢ

ランクⅡ

ランクⅠ

ランク 自治体名 エリア 平均距離(m)
昭島市 北多摩エリア 20

稲城市 南多摩エリア 17
清瀬市 北多摩エリア 46
西東京市 北多摩エリア 44
狛江市 北多摩エリア 43

小金井市 北多摩エリア 41
国立市 北多摩エリア 40
青梅市 西多摩エリア 39
八王子市 南多摩エリア 39

多摩市 南多摩エリア 39
東大和市 北多摩エリア 37
町田市 南多摩エリア 34
調布市 北多摩エリア 34

東村山市 北多摩エリア 33
武蔵野市 北多摩エリア 28
府中市 北多摩エリア 28
三鷹市 北多摩エリア 68

東久留米市 北多摩エリア 56
小平市 北多摩エリア 51
武蔵村山市 北多摩エリア 51
あきる野市 西多摩エリア 50

立川市 北多摩エリア 125
羽村市 西多摩エリア 114

ランクⅡ

ランクⅠ

ランクⅣ

ランクⅢ
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調査対象の24自治体について、生産緑地地区の連坦距離

の計測をした北多摩、南多摩、西多摩のエリア別に見ると

面積要件 500 ㎡以上にした場合、北多摩エリアは約 83ｍ、

南多摩エリアは約80ｍ、西多摩エリアは約85ｍが連担距離

の基準となり、80mから85ｍで同程度の距離設定が可能で

あることを確認した。 

同様に面積要件300㎡以上にした場合、北多摩エリアは

約70ｍ、南多摩エリアは約37ｍ、西多摩エリアは約114ｍ

が連担距離の基準となり、300㎡未満の連担距離は37mか

ら114ｍでエリアにより差異があることを確認した。 

面積要件500㎡以上の場合と面積要件300㎡以上の場合

の差異については、面積要件500㎡以上の場合に連坦を必

要とした300㎡超から500㎡未満の生産緑地地区が面積要

件300㎡以上の場合では、連坦を必要としなくなることが

影響したと考えられる。 

各面積要件での連坦を必要とする生産緑地地区の箇所数

を見ると、面積要件500㎡以上の場合は1019箇所であった

のに対し、面積要件300㎡以上の場合は376箇所であり、

その差約640箇所の生産緑地地区が連坦を必要としなくな

ることが分かった。このように約1000箇所に対して、600

箇所を超える生産緑地地区が指定を受け、一定の法的担保

を受けることが可能となることは、都市緑地の保全及び活

用の観点から、大変大きな意義を持っていることがわかっ

た。特に、市街化区域内では、都市農地は、宅地候補地で

あるとの認識から「都市農地はあるべき物」であるとの認

識へ変化し、合わせて生物多様性への対応や農業における

生涯教育、防災の側面から見ても、小規模な生産緑地地区

でのグリーンインフラとしての機能を果たせる役割は大き

いものと考えられる。そのため、今回の条例により面積要

件300㎡以上にし、連坦距離を設けることは大変意義のあ

ることであると考えられる。 

 

今後の課題として、北多摩、南多摩、西多摩等のエリア

別に見ると、面積要件300㎡以上にした場合に西多摩エリ

アで約 114ｍと他エリアより倍以上の距離となっているが、

これに関しては高低差や道路密度の状況等を踏まえた、地

形地物の影響が大きいと考えられるが、詳しい分析は、今

後の進めたいと考えている。 

また、今回のエリア別の設定は、北多摩エリアに分類さ

れる自治体が結果として多くなってしまったため、十分な

地域性を把握することが困難であり、北多摩エリアを、西

部、南部、北部等の細区分を設けるなどにより、再度分析

を進めたいと考えている。 
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