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1. はじめに

1-1. 研究の背景と目的

2015年の都市農業振興基本法の制定により、市街化区域

農地の位置づけが「開発されるべきもの」から「都市の中

にあるべきもの」へと見直され、市街化区域農地を都市の

貴重な空閑地や食料供給地として積極的に価値づける言説

も見られる中 1)~2)、人口減少期を迎え市街化区域農地に対

する開発圧力が特に減退する地方圏において、市街化区域

農地の計画的な保全施策として、生産緑地制度の運用に関

する知見の重要性が高まっている。事実、都市農業振興基

本法が施行された2015年以降では、大阪府島本町・高知県

高知市・広島県広島市の3自治体で新たに生産緑地制度が

運用され始めており、地方圏における市街化区域農地に対

する生産緑地指定の動きが少しずつ拡がりをみせている。 

生産緑地制度とは、良好な生活環境の確保に効用をもた

らすことが期待される市街化区域農地の計画的な保全を図

る制度である。生産緑地指定された市街化区域農地には、

建築行為の制限や 30 年間の指定継続が義務づけられる一

方、指定を受けることによって宅地並み評価にもとづく課

税から農地課税への税の軽減措置を得ることができる。 

生産緑地制度が注目されたのは、1991年の地方税法及び

生産緑地法の改正により「市街化区域農地に対する宅地並

み課税」が求められ、農家の税負担が急増することになっ

た三大都市圏特定市（214 市）においてであり、生産緑地

法が施行された 1992 年には、特定市内の市街化区域農地

の約30%が生産緑地指定された（施行当時189市、現在212

市）。他方、三大都市圏特定市以外の地方圏においては、市

街化区域農地に対して「農地方式」という税額の負担調整

が設けられたため、特定市のような税負担の急増は生じず、

生産緑地制度はほとんど運用されなかった。その結果、2018

年現在で地方圏の市街化区域農地の総面積約44,000haのう

ち、生産緑地は約 112ha（0.25%）の指定に留まっている。 

以上の経緯から、生産緑地制度を主題とした既往研究は、

三大都市圏を対象として、行政による生産緑地制度の運用

実態を議論したもの 3)、「指定後30年」の解除要件を2022

年に迎える生産緑地の今後のあり方を議論したもの 4)~6)、

市街化区域農地の混在・転用による住宅地空間の変容を扱

ったもの 7)~8)、が見られる一方で、地方圏については、市街

化区域農地への課税額の上昇による生産緑地指定の可能性

を述べた論説や報告 9)~13)が存在するものの、地方圏におけ

る市街化区域農地に対する生産緑地指定の実態を論じた研

究はほとんど見られず、知見の蓄積は限定的であった。 

そこで、本研究では、三大都市圏特定市以外の地方圏で

生産緑地制度が運用されている全 13 自治体を対象に、市

街化区域農地に対する価値認識の変化と生産緑地指定の拡

がりとの関係の実態を明らかにすることで、地方圏におけ

る市街化区域農地の計画的な保全に向けた生産緑地制度の

運用のあり方を考察することを目的とする。 

1-2. 研究の構成 

本研究は、図1に示す全4章から構成される。 

第2章「市街化区域農地に対する課税額の増大の実態」

では、1991年の生産緑地法改正以降の農地を取り巻く経済

状況や税の賦課状況の変化が、地方圏における生産緑地制

度の新規導入の一要因として考えられるため、対象 13 自

治体における市街化区域農地への固定資産税等の賦課状況

の推移を、総務省による「固定資産の価格等の概要調書」

を用いて概算し、税負担の増大の実態を明らかにした。 

第3章「生産緑地の指定経緯における行政・農家の価値

認識の変化」では、対象13自治体の生産緑地の指定条件を

整理した上で、全自治体に対し行政・農家へのインタビュ

ーを行い、生産緑地指定の経緯とその背景となる市街化区

域農地に対する価値認識の変化を明らかにした。 

第4章では、2・3章の結果を総括し、地方圏において市

地方圏の市街化区域農地に対する価値認識の変化と生産緑地指定の拡がり 

Changing perceptions and conservation policies on agricultural lands remaining in Japanese mid-sized cities 

丹下 誠司*・坂本 慧介**・山崎 嵩拓***・飯田 晶子**・横張 真** 

Seiji TANGE*・Keisuke SAKAMOTO**・Takahiro YAMAZAKI***・Akiko IIDA**・Makoto YOKOHARI** 

This study aims to identify how farmers’ perceptions on their agricultural lands in the Urbanization Promotion Zone have been changing, and so as 

policies by local governments on such farmlands responding to farmers’ changing perceptions. The results show that conservation of urban agricultural 

lands has been motivated by increasing tax rate on farmlands. Basic Law on the Promotion of Urban Agriculture, enacted in 2015, as well as concerns 

on serious natural disasters and food education have also been suggested to boost such perception changes by farmers and local municipalities. 

Keywords: conservation of agricultural land, urban agriculture, local municipalities, productive green zone 

キーワード：農地保全，都市農業，地方自治体，生産緑地 

図1 研究の構成 

▼

▼

▼

第１章 　研究の背景と目的

第２章 　市街化区域農地に対する課税額の増大の実態

第３章 　生産緑地の指定経緯における行政・農家の価値認識の変化

第４章 　考察・結論

- 270 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.20, 2021 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.20, August, 2021 

 

 

街化区域農地に期待されうる今後の役割と、生産緑地制度

の計画的な運用に向けた方途・課題を考察した。 

1-3. 研究対象地における生産緑地指定の状況 

対象 13 自治体における生産緑地指定の状況について、

「自治体名」「指定年」「指定地区数」「指定面積」を整理し

たものが以下の表1である。なお、各自治体における生産

緑地指定の具体的な経緯については、3 章に詳しいため、

ここでは割愛する。 

 

表1 対象13自治体における生産緑地指定の状況（写真は筆者撮影） 

 

 

① 石川県金沢市 

 

① 茨城県五霞町 

② 1993年 ② 2006年 

③ 1地区（±0地区） ③ 10地区（±0地区） 

④ 0.077ha（±0ha） ④ 7.39ha（-0.33ha） 
    

 

① 愛知県大口町 

 

① 茨城県常陸太田市 

② 1993年 ② 2010年 

③ 6地区（-2地区） ③ 9地区（+1地区） 

④ 1.48ha（-1.87ha） ④ 7.50ha（+0.40ha） 
    

 

① 大阪府千早赤阪村 

 

① 京都府大山崎町 

② 1995年 ② 2013年 

③ 1地区（±0地区） ③ 32地区（+2地区） 

④ 0.30ha（±0ha） ④ 6.56ha（+2.71ha） 
    

 

① 福岡県福岡市 

 

① 大阪府島本町 

② 1998年 ② 2019年 

③ 11地区（+9地区） ③ 21地区（+6地区） 

④ 2.66ha（+1.53ha） ④ 2.10ha（+0.27ha） 
    

 

① 宮崎県門川町 

 

① 高知県高知市 

② 2001年 ② 2019年 

③ 7地区（±0地区） ③ 27地区（+8地区） 

④ 2.11ha（±0ha） ④ 7.88ha（+1.85ha） 
    

 

① 長野県長野市 

 

① 広島県広島市 

② 2003年 ② 2020年 

③ 9地区（+7地区） ③ 32地区（±0地区） 

④ 3.22ha（+2.11ha） ④ 5.80ha（±0ha） 
    

 

① 和歌山県和歌山市 ■ 表の諸元 

① 自治体名 

② 生産緑地指定年 

③ 2020年現在の生産緑地指定地区数（指定年からの増減） 

④ 2020年現在の生産緑地指定面積（指定年からの増減） 

② 2006年 

③ 287地区（+215地区） 

④ 82.00ha（+57.55ha） 
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2. 市街化区域農地の固定資産税等の増大の実態 

 1章でも述べた通り、1991年の地方税法の改正において、

地方圏の市街化区域農地には「農地方式」という税額の負

担調整措置が取られたため、三大都市圏特定市とは異なり、

市街化区域農地への課税が一挙に宅地並み水準まで引き上

げられるということはなかった。しかし、「農地方式」にお

いても市街化区域農地の税負担は年々増大するため、地方

税法の改正から30年が経過した2021年現在では、地方圏

の市街化区域農地への課税額も宅地並みに近い水準まで上

がっているものと想定される。 

 そこで本章では、対象 13 自治体の市街化区域農地に対

する平均課税額と平均負担水準額を概算し、地方圏におけ

る生産緑地指定の拡がりとの関係を分析した。 

具体的には、総務省の「固定資産の価格等の概要調書」

に基づき、市町村ごとの年度データから1㎡あたりの決定

価格と課税標準額を算出し、対象 13 自治体の市街化区域

農地に対する 1,000 ㎡あたりの平均課税額（固定資産税・

都市計画税）および平均負担水準を概算した。なお、市街

化区域農地の税計算は、概要調書中の「介在田・市街化区

域田」と「介在畑・市街化区域畑」の合計値を参照した。 

計算の結果を表 2 に示す。対象 13 自治体の中で、平成

30 年における市街化区域農地に対する税負担が最も高い

のは京都府大山崎町であり、市街化区域農地 1,000 ㎡当た

りで 211,572 円/年（固定資産税 1.4%、都市計画税 0.1%）

の課税額となる一方、一般農地に対する課税額は1,303円/

年であり、その差は約162倍に上った。他方で、市街化区

域農地に対する税負担が最も低いのが、大阪府千早赤阪村

であり、市街化区域農地1,000㎡当たりで17,409円（固定

資産税1.4％）の課税額であったが、一般農地に対する課税

額は、1,452円/年であり、この場合においても、一般農地と

の間に約12倍の課税額の差があることがわかった。 

 また、対象13自治体における、市街化区域農地に対する

課税額の負担水準を比較したのが表3である。この表を見

ると、市街化区域農地に対する課税額の評価替えが行われ

た 1994 年では、負担水準が最大である宮崎県門川町でも

宅地並み比 0.58 にとどまっているのに対して、2019 年現

在では、負担水準が最小である大阪府島本町でも宅地並み

比 0.74 に達し、その他の自治体においては宅地並み水準

（1.00）近くまで上昇、あるいは既に宅地並み水準に達して

いることがわかった。 

 

表2 対象13自治体における農地課税額 

（総務省「固定資産の価格等の概要調書H30」をもとに筆者が概算） 

 
 

表3 対象13自治体における市街化区域農地課税額の宅地並み課税額との比較 
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 さらに、直近2019年以降になって、新たに生産緑地指定

が始まった大阪府島本町・高知県高知市・広島県広島市を

例に挙げ、三大都市圏特定市と市街化区域農地に対する課

税額を比較して順位付けしたものが表4である。この表を

見ると、「農地方式」での負担調整措置が講じられてきた地

方圏にあっても、既に三大都市圏特定市の市街化区域農地

と比較しても遜色ない水準まで課税額が達していることが

わかった。 

以上の通り、地方圏の市街化区域農地は「農地方式」の

負担調整措置が適用されることで、約30年をかけて、課税

額がなだらかに上昇し、近年になってその水準は宅地並み

に達した。一部自治体における課税額は三大都市圏の特定

市にも匹敵しており、農業収入に対する課税負担の大きさ

が地方圏においても顕在化するようになって来ていること

が、地方圏において生産緑地制度が運用され始めた一つの

要因となっているものと推察される。 

 

3. 生産緑地の指定経緯における行政・農家の価値認識の

変化 

 2 章で述べたとおり、地方圏における生産緑地指定の拡

がりの背景には、「市街化区域農地に対する課税負担の増大」

が強く影響しているものと考えられる。しかし、そうした

経済的側面だけでなく、2015年の都市農業振興基本法によ

る、市街化区域農地を「開発されるべきもの」から「都市

の中にあるべきもの」へと位置づけし直す価値認識の変化

の動きが、地方圏の市街化区域農地に関与する行政・農家

の価値認識の変化に波及し、生産緑地指定の拡がりにつな

がった可能性も考えられる。そこで本章では、対象13自治

体について、都市計画審議会の議事録等(1)をもとに生産緑

地指定の経緯を整理した上で、生産緑地指定に関わった行

政・農家へのインタビュー（2020年9月~2020年12月）に

より、市街化区域農地に対する各主体の価値認識の変化を

明らかにした。なお、行政については、「生産緑地制度の採

用に至る経緯」と「市街化区域農地に対する行政内での位

置づけの変化」を、農家については「生産緑地を選択した

動機」と「営農に対する将来展望」を、それぞれ非構造化

インタビューにより把握した。 

表5は都市計画審議会の議事録等に基づく文献調査によ

り各自治体の生産緑地指定の経緯を、 土地区画整理事業お

よび区域区分に係る「行政サイドの主導」によるものと、

「農家サイドの主導」によるものとに分類して示したもの

である。これによると、石川県金沢市・愛知県大口町・大

阪府千早赤阪村・宮崎県門川町・茨城県五霞町の「行政サ

イドの主導」によって生産緑地指定が始まった自治体は、

対象 13 自治体の中で比較的古い時期に生産緑地制度が運

用開始された自治体が多いことがわかる。他方、福岡県福

岡市長野県長野市・和歌山県和歌山市・茨城県常陸太田市・

京都府大山崎町・大阪府島本町・高知県高知市・広島県広

島市の「農家サイドの主導」により生産緑地指定が始まっ

た自治体には、近年生産緑地制度が運用され始めた自治体

が多く含まれており、生産緑地指定の時期によって、行政

主導か農家主導かという働きかけに変化が見られた。 

表4 三大都市圏特定市と近年生産緑地を指定した地方圏3自治体（島本町・高知市・広島市）との 

「市街化区域農地に対する平均課税額」の比較（総務省「固定資産の概要調書H30」をもとに筆者作成） 
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さらに各自治体で発行されている生産緑地の手引き(2)な

どを参照して、対象 13 自治体における生産緑地の指定要

件を一覧に整理したのが表6である。生産緑地指定に係る

法定要件は一団の農地の面積要件（500 ㎡以上、自治体が

条例を定めれば300㎡以上）のみであり、三大都市圏の特

定市においてはこの面積要件のみで制度が運用されている。 

一方で、地方圏においては 1998 年に福岡県福岡市で生

産緑地制度が運用されると、「主たる農業従事者が50歳以

下である」「後継者必要である」といった、指定要件を厳し

くする動きが見られた。さらに、2019年・2020年にそれぞ

れ生産緑地制度が運用され始めた高知県高知市・広島県広

島市では、新たに「防災協力用地」になることが要件とさ

れているように、生産緑地に都市のインフラとしての新し

い役割が期待され始めたことが伺える。加えて広島市では

「食農体験の場」として協力することも要件となっている。 

 以上のように、生産緑地の指定要件を整理する中で、地

方圏の市街化区域農地に対する新たな役割・価値の認識が

萌芽しつつある可能性が伺えた。この点について、より詳

しく実態を把握するために、対象13自治体での行政・農家

インタビューを行った。その中で、「市街化区域農地に対す

る新たな価値認識」の発現が特に見られた、2019年以降に

新しく生産緑地指定制度を運用し始めた大阪府島本町・高

知県高知市・広島県広島市の3市におけるインタビュー内

容を要約して整理したものが表7である。 

 この表を見ると、3 市における市街化区域農地に対する

価値認識として、「市街化区域農地を都市の中にあるべきも

の」として保全しようとする視点が確認され、さらに、市

街化区域農地の具体的な役割として「防災用地」「食農教育

の場」としての期待が、関係主体間でも高まっていること

が示唆されている。 

 また、2020年に生産緑地制度の運用を開始した広島市で

は、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律（都市農地貸借

法）」（2018）に基づき、生産緑地農家と行政とが、生産緑

地指定前に「農地貸借に関する同意書」を取り交わし、何

らかの理由により自ら営農しない場合は、都市農地貸借法

に基づく貸借の斡旋に同意することを求める新しい仕組み

を作っている。これは「後継者不在」の市街化区域農地に

おいても長期保全を可能にするための新たな方法であり、

こうした取り組みを鑑みても、2015年の都市農業振興基本

法による市街化区域農地の位置づけの見直しが、地方圏の

行政・農家の市街化区域農地に対する価値認識に対し、少

なからず影響を及ぼした可能性が推察される。 

 以上の通り、地方圏における生産緑地指定は農家サイド

からの要請によるものが近年増加しており、「防災用地」「食

農体験の場」など市街化区域農地に対して新たな価値づけ

を付与する自治体が登場して来ている。さらに、生産緑地

を「都市にあるべきもの」として長期営農を促すための工

夫をしている自治体も出て来ており、三大都市圏特定市だ

表5 対象13自治体における生産緑地指定の経緯による分類 

 

 

表6 対象13自治体における生産緑地の指定要件一覧 
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けでなく、地方圏においても市街化区域農地を「都市にあ

るべきもの」として積極的に価値づけする動きが萌芽して

いると言える。 

 

4. おわりに 

  4-1. まとめと考察 

地方圏の市街化区域農地に対する課税負担額は、概ね宅

地並み水準に達し、所有者の負担感の増大が引き金となり

地方圏でも生産緑地指定が拡がり始めていると考えられる。 

しかし、上記のような経済的側面にのみ起因して生産緑

地制度が運用され始めているのではなく、特に 2015 年の

都市農業振興基本法が制定されたことを機運として、生産

緑指定の動きが拡がり始めている実態も示唆された。具体

的には、近年生産緑地制度が運用され始めた自治体におい

て、「防災用地」「食農体験の場」など市街化区域農地に対

して新たに積極的な役割・価値づけを付与する動きが見ら

れ、生産緑地を「都市にあるべきもの」として長期営農を

促すための新たな仕組みも登場して来ている。 

こうした地方圏における市街化区域農地への新たな価値

認識の萌芽をさらに大きく展開するためには、広島市のよ

表7 近年生産緑地指定が始まった地方圏3自治体（島本町・高知市・広島市）における 

市街化区域農地に対する行政・農家の価値認識の概要 

 

☆「都市にあるべきもの」への市街化区域農地の価値認識の転換 

 

 

「島本町では市街化区域農地への税が上がり過ぎて、納税のために農地を 

手放す農家が出てきた。行政としても、それでは本末転倒との判断で 

都市農業振興基本法の成立もあり、都市に農地を残す方向に転換した」   

（島本町 都市計画課 40代男性） 

 

 

「高知市の市街化区域農業では農業収入が税金でほとんど持っていかれる。 

これでは後継者が出てこず、高知市の農業自体が先細っていってしまう。 

これを防止したかった」（高知市 農業委員会委員長 60代男性） 

 

 
 

 

「広島市は後継者を指定要件にはしていない。農地貸借の事前同意だけで良い。 

自ら営農しなくなった場合には都市農地貸借法に基づく貸借の斡旋に 

事前に同意するというものだ」（広島市 農政課 30代男性） 

 
☆ 市街化区域農地に対する防災用地としての価値認識 

 

 

「高知市の潮江では南海トラフ地震での６メートルの津波の発生を想定して 

 おかねばならない。生産緑地は、災害時に利用されることになっているので 

 早く生産緑地の標識が欲しい」（高知市 生産緑地農家 60代男性） 

 

 
 

 

「広島市農協は都市計画協力団体に指名されている。今回は、市街地の農地を 

 どう維持するかに加えて、災害時には都市での避難場所にすることで 

農地に違う価値を付与し、広島市の都市計画とも連携を取るようにしている」 

（広島市 JA幹部 50代男性） 

 

☆ 市街化区域農地に対する食農教育の場としての価値認識 
 

 
 

 

「生産緑地で、川内小学校の生徒に川内地区特産の広島菜の栽培を体験させ 

 広島菜漬を給食で食べて貰うことで、都市の農を体感して貰っている」 

  （広島市 川内出身の市街化調整区域農家 40代男性） 

 

- 275 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.20, 2021 年 8 月 
Reports of the City Planning Institute of Japan, No.20, August, 2021 

 

 

うに行政と JA（農業協同組合）が連携する制度設計や自治

体間の情報共有が重要になると考えられる。 

  4-2. 今後の課題と展望 

地方圏における生産緑地指定の拡がりをより精緻に捉え

るためには、今後さらなるインタビュー調査が必要である。 

また、地方圏においては人口減少に伴う都市経営の効率

化が特に重要となっている。そのような中で、立地適正化

計画に基づく「コンパクトシティ化」の理念と「都市にあ

るべきもの」としての市街化区域農地の位置づけとが、い

かにして共存しうるのかという点はさらなる議論が必要で

あり、都市インフラとしての市街化区域農地の積極的保全

のあり方と合わせて、今後の課題としたい。 
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【注釈】 

(1) 千早赤阪村「第7回都市計画審議会議事録」や福岡市

「第104回都市計画審議会議事録」等のインターネッ

ト上で公開されていない都市計画審議録については、

全て各自治体に情報公開請求を行い、資料を入手した。 

(2) 福岡市「生産緑地制度のご案内」、長野市「生産緑地

地区の手引き」、和歌山市「和歌山市の生産緑地」、常

陸太田市「生産緑地地区指定の手引き」等の資料は、

インターネット経由あるいは自治体との書面でのや

り取りを通じて受領した。 
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