
  
  東京都における都市農業の意義と今後の展望

  誌名 農村計画学会誌 = Journal of Rural Planning Association
ISSN 09129731
著者名 保坂,三仁

佐藤,赳
発行元 農林統計協会 (発売)
巻/号 38巻3号
掲載ページ p. 405-417
発行年月 2019年12月

    
農林水産省 農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター
Tsukuba Business-Academia Cooperation Support Center, Agriculture, Forestry and Fisheries Research Council
Secretariat

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



■報告

東京都における都市農業の意義と今後の展望

方法論に着目した研究動向の整理

Current Status and Future Perspectives of Research about Urban Farming in Tokyo 

A Methodological Review 

保坂三仁＊佐藤赳＊＊

Mitsuhito HOSAKA* Takeshi SATO** 

Abstract: This paper presents a review and clarification of the research trends on urban farming in Tokyo and promotes a perspective 

on the future direction of that study. We focused on the following three points from the overview of urban farming in Tokyo: public 

benefits based on the agriculture and farmland in Tokyo, the agricultural business management in Tokyo, effect of the urban farmland 

policies such as Amendment of Productive Green Land Act. This research uncovered the necessity of sustainable research from 

academic points of view adequate to objects, improvement of the database for quantitative analysis, economic evaluation of intensive 

agricultural production technology. 

Keywords: Urban Farming, Tokyo Prefecture, Public Benefits, Agricultural Business Management, Farmland Policies 
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1．はじめに

都市農業の定義は必ずしも一意に定まっていないが，

わが国で 2015年に施行された都市農業振興基本法では

「市街地及びその周辺の地域において行われる農業」と

定義される。都市農業の学術的研究は，農村計画学，農

業経営学，都市計画学，地理学などの様々な分野で行わ

れており，その意義および課題について論じられてき

た。例えば樋口 1) は，都市農業の意義について，農業生

産機能に加えて，都市環境保全機能，防災機能，レクリ

エーション機能， コミュニティ機能，教育機能などの公

益的機能に分類して整理した。その一方で，高額な相続

税納税やその猶予の制限が厳しい， さらに生産緑地の自

治体による買い取りが少ないなどの課題も指摘されてい

る（樋口 1))。都市農業全般に関しては，渡辺他 2)が都

市近郊地域を対象とした農村計画の研究動向を，松宮 3)

が都市農業の経営事例を中心とした研究動向を整理し，

今後求められる研究課題の抽出を行っている。

都市農業の一般的な意義と課題が整理される一方で，

個々の対象地域についてこれまでの研究蓄積とそれぞれ

の研究の貢献を明確にすることが，今後の政策提言と研

究課題の抽出に有効な方策であると考える。そこで本研

究では，都市農業の典型例ともいえ，市民農園や農業体

験農園，援農ボランティアなどの新たな取り組みが見ら

れる東京都に着目して，研究動向を整理する。

東京都は常在人口 1,352万人，昼間人口 1,592万人

(Table 1) と，全国最大の人口を抱える自治体である。

すなわち，全国最大の農産物の消費地であるとともに，

農業・農地の公益性を享受する潜在的人口が多く，都市

農業の維持•発展が住民にもたらす貢献は大きい。

また，同じ三大都市圏の各中心地域である大阪府や愛

知県と比べて農地面積は少なく (Table1)，農地が住宅

Table 1東京都をはじめとする都市農業地域の人口，農業・農地の概要

Descriptive Statistics of Urban Fanning in Three Major Prefectures in Japan 

人口•

常在 昼間

（千人） （千人）

人口密度・

（人／km')
計
＿
⑮

農地面積 b

水田 普通畑

(ha) (ha) 

樹園地

(ha) 
（億円）

農業生産額 C

農地面積当たり

（万円／ha)

生産緑地面積 d

(ha) 

東京都（首都園） 13,515 15,920 12,285 6,790 256 4,900 1,570 274 404 

大阪府（近畿圏） 8,839 9,224 9,328 12,800 9,020 1,820 1,990 357 279 

愛知県（中京圏） 7,483 7,586 6,226 74,900 42,500 26,600 5,480 3,232 432 

資料： aは2015年国勢調査， bは2018年耕地及び作付面積統計， cは2017年生産農業所得統計， dは2016年都市計画現況調査

3,224 

2,030 

1,126 
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地や商業地と近接し，競合する特徴がある (Kikuchiand 

Obara4)）。一方で，近接した住宅地や商業地は消費地で

もあり，少ない出荷労カ・経費で新鮮な農産物の供給が

容易である。さらに，農地面積の大部分を普通畑，樹園

地が占め (Table1)，換金性の高い野菜や花き，果実な

どを多く生産している。そのため，農業生産額は全国第

47位ではあるものの，農地面積当たりの生産額では愛

知県とほぼ同等である (Table1)。

さらに，東京都の特徴として，生産緑地指定農地が

3,224haと全国最大であり (Table1)，市街化区域にあ

る農地の約 8割に当たることが挙げられる (2015年値，

東京都 5)）。これは東京都より農地面積が大きい大阪府

や愛知県と比べても顕著である。生産緑地では，固定資

産税軽減や相続性納税猶予などの納税負担軽減が可能で

あるため，市街化区域の農業者にとって，生産緑地の指

定・維持は必要不可欠な条件である。東京都は特に地価

が高く農地が転用されやすいことから，他の都市農業地

域と比べて，農地制度による農業経営ならびに土地利用

に対する影響が大きい。

東京都の都市農業について着目した事例では，農地面

積や農家数，補助事業の変遷といった区市町単位での統

計を中心に 1990年以降の変遷を整理し，その課題を考

察した石原 6)が挙げられる。一方で，東京都を対象とし

たさまざまな事例研究については，その方法論に基づい

た研究動向のレビューはなされておらず，農業や農地の

存在意義，農業経営に関する研究の整理は不足してい

る。本研究で行う，研究の対象と方法論という軸での整

理そして既往の研究レビューとの比較により，今後求

められる都市農業研究の方向性の検討に貢献できると考

えられる。

本稿では，石原 6) の対象時期とほぼ同一の 1991年の

生産緑地法改正以後について，東京都を対象とした研究

動向を研究対象・方法論を中心とした視点から整理し，

今後の研究の方向性を展望する。本稿では，前述の東京

都の特徴を踏まえ，次の 3点から整理を行う。

第 1に，農業・農地の公益性の評価である。渡辺他 2)

が指摘した通り，農村計画学会における近年の都市近郊

地域の空間を対象とした研究の多くが農的な空間要素の

保全・管理を対象とする。本稿では，農業・農地の存在

による防災機能，都市住民による農業生産活動がもたら

すレクリエーション機能や教育機能などを農業・農地の

公益性と位置づけ，研究動向を整理する。

第 2に，農業経営の評価である。渡辺他 2) は，主体の

意識や活動を対象にした研究として，農業経営の評価を

事例に挙げている。農業経営の評価については，農業者

が得る経営所得だけでなく，その経営が生み出す多面的
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機能や外部効果を対象とした考察が必要である（日本学

術会議農学委員会農業生産環境工学分科会”)。この観

点は，農地と消費地が密接する東京都の都市農業で特に

重要と考えられる。本稿では，農業者の取り組みを広く

捉えて農業経営と位置づけ，研究動向を整理する。

第 3に，農地制度の評価である。東京都の生産緑地の

多くは 1991年の生産緑地法改正直後に指定されたもの

であり，宅地化農地から追加指定されたものは一部にと

どまる（東京都り。その結果，生産緑地指定後 30年を

迎える時期が集中し，「2022年問題」として都内農地の

急激な減少が危惧される。その一方で， 2017年 6月に

施行された改正生産緑地法により，生産緑地の指定要件

が緩和され，農地利用の方向性は広がりつつある。生産

緑地の面積が全国最大である東京都では，その研究動向

の整理が特に重要と考えられる。

以上の 3点を整理した後に，わが国全体の都市農業の

研究動向との相違をもとに，東京都における近年の研究

動向を明らかにする。そして，本研究の結論として今後

の東京都の都市農業研究を展望する。

2.方法

文献調査は，①文献（論文・報告含む）の収集，②詳

細なレビューと整理，の手順で行った。

①については，オンライン文献検索にて 1991年以後

の東京都内の農業を対象とした文献を収集した。検索エ

ンジンは， GoogleScholarならびに J-stageを使用し，キ

ーワードとして以下の語句の組み合わせを採用した。

〈東京〉 and〈農業〉 and〈公益性 or農業経営 or農地制度〉

<Tokyo> and <urban agriculture> and <"public benefits" or 

"agricultural business", "farmland policies"> 

本法で抽出した 2,939報の文献のうち，東京都の都市

農業を対象にするものは 28報であった。これらの文献

で示されている引用文献の中から，東京都を対象にした

文献をさらに 20報抽出した。注 I)

②については，以上の方法で抽出した 48報ならびに

東京都を対象としないが関連する文献 4報の整理によ

り，第 1節で示した 3点の大枠， 1)農業・農地の公益

性， 2）農業経営 3)農地制度に大別した。 1) と2)

は研究対象の視点からさらに分類を行った。

3.農業・農地の公益性の評価についての研究動向

本節では，農業・農地の公益性を対象とした研究

を， 1)体験農園や援農ボランティアなどの都市住民に

よる農の活動に関する研究， 2)都市住民や自治体によ



る農地の多面的機能の評価に関する研究， 3)都市近郊

地域の農的な空間要素の保全・管理に関する研究に大別

した。 Table2のとおり，研究目的，分析対象，研究手

法，サンプルの範囲を整理し，その動向と今後取り組む

べき課題を示した。

3・ 1 都市住民による農の活動に関する研究

都内の農地では，市民農園や農業体験農園を通じ，地

域住民が生活の中で農業の魅力を体験する機会が創出さ

れている。市民農園は区市町村などが開設し，入園者が

自由に野菜作りなどを楽しめる小規模な区画貸しの農園

である（東京都り。一方，農業体験農園では，農業者

が経営を行うとともに入園者に農作業を指導する。各農

園によって仕組みは異なるが，その多くが，農園主から

の指導種苗や資材の提供，入園者同士の交流などの特

徴を備えている（東京都り。また，援農ボランティア

とは，地域住民が雇用ではなく無償で農作業を手伝い，

都内の農業者を労働力の面でサポートする仕組みであ

る。農業者が労働力不足を補うだけでなく，ボランティ

アにとっては農作業を本格的に体験できる取り組みであ

り，相互の理解促進が期待される（東京都り。

都市住民による農の活動に関する研究の多くは上記の

活動を対象に，聞き取り調査，統計資料の調査，アンケ

ート調査，また，それらを組み合わせた手法が用いられ

る。聞き取り調査を行っている研究は，並木他叫永

井＂＼船戸 12)がある。並木他 10) は，市民農園や援農ボ

ランティアに参加する住民や自治体職員の計 43名への

聞き取り調査から，住民のレクリエーション志向や農作

業への意欲を評価・分類することで各農園の特徴を比較

検討した。永井＂）は農林水産省統計資料から市民農

園の経時的な広がりを把握して法制度との関連性を考察

し， さらに市民農園の利用者だけでなく地権者への聞き

取りを行い，練馬区の市民農園事業への取り組みと展

開市民農園の意義を分析した。船戸 12) は，農林業セ

ンサスや自治体の農業振興計画の調査，援農ボランティ

アヘの参加住民と受入農業者への聞き取り調査から， 日

野市で市民と農業者の交流が実現された一方で，町田市

では農業経営支援の意味合いが強かったという特徴を示

した。農の活動を対象に，住民だけでなく自治体職員や

農業者の意見を踏まえて考察した点に特徴がある。

より多数のサンプルに対してアンケート調査を行って

いる研究には，山田・門間 13)，八木 14)，八木 15)が挙げ

られる。山田・門間 13) は，農業体験農園利用者にアン

ケート調査を行い，農業体験によって農業に対する理解

や農のある暮らしの重要性に対する認識が醸成されたこ

とを示した。八木 14) も農業体験農園利用者へのアンケ

ート調査を行っているが，山田・門間）J) では考察され

なかった利用者属性と利用者の体験農園に対する評価を

分析し，教育的効果をターゲットにした利用者の増加を

目指すなどの具体策を提案した。これらの取り組みは，

都市という狭い環境の中で，異なる職種の住民が農地に

密接して居住することでニーズが生まれるものと捉えら

れる。例えば八木）5) は，都内の 5市区の農業体験農園

利用者を対象としたアンケート調査から，住宅と農園の

距離帯ごとに利用率の対数線形関数を推計し，立地と利

用者需要の関係を解析した。その結果，体験農園の利

用者の居住地は農園からおおむね 2km以内であること，

体験農園が都心から離れるにつれて周囲の世帯密度が低

下するため需要が減少すること，また，競合農園によっ

て利用率が低下することなどを示している。

以上のように， これまで聞き取りやアンケートによる

調査から，都市住民と農地・農園との距離の近さを生か

した多様な取り組みが評価されてきた。より議論の一般

性を高め，農業体験農園や援農ボランティアに対する都

市住民の需要を捉えるためには，八木）5)のような定量

的な推計結果を蓄積し，都内の他地域における活動との

量的な比較分析が行われることも重要である。さらに，

参加者の意識だけでなく行動の変化までを追跡して参加

者の農業への理解度を検証し，農業者の体験農園開設や

行政施策による支援に有益な情報の整理も可能である。

例えば，小池）6) は名古屋都市圏郊外の市民農園利用会

員の行動や知識をアンケート調査で分析し，スーパーや

コンビニエンスストアに頼らず生協の宅配や自給を中心

に食材を入手する人は極めて稀であることや，農作物栽

培に関する知識はあってもローカル・フードムーブメン

トに関わる語彙の認知度は低い人が多いことなどを示し

ている。

3.2 都市住民や自治体による農地の多面的機能及び外

部効果の評価に関する研究

多面的機能の評価に関する多くの研究は，統計資料調

査やアンケート調査聞き取り調査で得られたデータを

もとに考察をしている。

まず，統計資料調査を用いた研究には，鷹取＂）が挙

げられる。農業センサスと自治体統計資料から練馬区西

大泉地区全域の農業経営状況を把握することで，対象地

域の都市農業が有する機能を 5つ抽出し（①農産物供給

機能②アメニティおよび環境保全機能，③災害対策お

よび防災機能，④余暇活動機能，⑤土地供給機能），そ

れぞれの構成要素と存立要因，相互関連性を考察した。

また， Sioenet al 18) は，統計資料と空間的相互解析を用

いて，練馬区の販売農家と家庭菜園の農作物生産量およ

東京都における都市農業の意義と今後の展望 407 
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Table 2 農業・農地の公益性についての研究動向

Researches of Public Benefits of Urban Farming in Tokyo 

研究目的 分析対象 検証方法

聞き取り調査 (2005年 7月～ 2006
都巾住民による農作物栽培の実態 国分寺市内の住民による農的活動 年 2月）
解明と新たな支援体制の考察 における農作物栽培状況 カテゴリカル主成分分析・クラス

タ分析による類型化

練馬区の市民農園の意義の解明 練馬区の市民農園の需要・供給
聞き取り調査（調査年不明）
アンケート調査（調査年不明）

援農ボランティアの課題と今後の
援農ボランティアに取り組む市民と
受け入れる農家の意向の共通点と 聞き取り調査（調査年不明）

可能性を考察
相違点

農業体験農園が利用者に及ぼす 練馬区の農業体験農園利用者の
アンケート調査(2004年 8~10月）
利用者意識と利用者属性との相関

効果の解明 意識とその変化
分析

体験農園への評価の利用者属性 体験農園が提供する設備やサービ
アンケート調脊(2005年 4~5月）
利用者による評価と利用者属性と

による影響の解明 スに対する利用者の評価
の相関分析

アンケート調査 (2012年 7~8月）
都心部体験農園経営の立地形態 体験農園の立地と利用者需要との 体験農園と居住地との距離帯別
の解明 関係 利用率の，利用者属性による需要

関数推計

市民農集団の活動実態の解明と． 農的集団の基本構造，会員の意
聞き取り調査 (2014年 4月～ 2015
年 10月）

今後の政策的示唆 識と行動
アンケート調査(2015年 11~12月）

都市農業がもつ多機能性システム 都市農業を構成する諸機能の変化 農業センサスと自治体統計資料の
の解明 とその要因 調査

統計資料による販売農家の生産
災害時に都市農業生産物によって

練馬区の販売農家と家庭菜園の
量推計

満たされる栄養供給量の季節ごと 空間的相互解析による家庭菜園
の評価

農作物生産量
の生産量推計
推奨栄養摂取量との比較

都市を構成する環境要素としての アンケート調査(1998年 9~11月）
農的空間の役割・機能，今後の

都市の全体的な農的空間，個別
農的空間に対する評価と，対象空

保全と整備のあり方の解明
の農的空間に対する住民認識

間や住民属性との相関分析

大都市住民および地方住民によ 住民に対するアンケート調査(2000
住民意識からみた都市計画制度・

る，地場産農産物の購入状況や 年 10月～ 2002年 4月）と各地域
生産緑地制度の問題点の解明

都市農地に対する意識 の結果の比較

アンケート調査 (2003年 5月）
将来の市街化区域農地の存続性 多摩川周辺地域の梨農地に対す 回答者の居住地や属性による評価
解明 る住民の評価 の影響を数量化理論II類分析によ

り計測

東京都の防災協定農地の課題解
防災協定農地の確保，期待され
る役割，設備，被災時の農産物 アンケート調査 (2008年 10月）

明と今後の方向性提示
提供方法

地産地消に関する意識の実態と地
地元産．他産地産，輸入の農産

聞き取り調査 (2005年 8月）
産地消意識を規定する要因の解

物に対する支払意向額
各地域における意向額と回答者属

明 性の相関分析

市民農園・体験農園の農作物生
聞き取り調査 (2009年 9月～

産による地域内自給への貢献度評
市民農薗・体験農園における農作 2010年 9月）

価
物生産量 農園全体の生産量を推計し，地

域内消費量と比較

都市的土地利用と農業土地利用 茨城県Y市における土地利用上の アンケート調査 (2001年 12月）
の混在に伴う外部不経済の発生へ 要因， あるいは住民側の属性の差 各回答者の不満内容と個人属性と
の影響とその予測方法の提示 による農業に対して感じる不満 の相関分析

農村の境界域における課題の共通
烏獣害被害や里山環境などの農

性と差違を解明し，軋礫の解決 統計資料調査
や軽減と自然再生との関係を考察

村境界域の変化

農業施設としての河川・水路が親
江戸川区の親水公園管理体系 文献調査

水施設として改変された要因の検証

地域社会の再構成を目指した農
文献調査

日野市の農業用水路管理形態 聞き取り調査 (2010年 8月～ 2011
業用水路の維持管理施策の提示

年 9月）

市街地内部の緑地の保全管理と
国分寺崖線の緑地保全状況 文献調査

適正利用方策の解明

日野市の七生丘陵・百草の里地域
市街化区域内の複数の農的空間 を対象に．市民団体の活動状況と 文献調査
の連携の可能性および課題の考察 市民団体同士の関係，連携に向 聞き取り調査 (2011年 5~12月）

けた意向

都市近郊地域の農地評価手法の ベトナムのハノイ近郊地域の農地 グループディスカッションに基づく
開発 における．資源特性 階層分析法と地理的データの解析
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サンプル範囲

国分寺巾内の農的活動関連主体 43
名と市民農園利用者 5名

市民農園の利用者と地権者（人数不

明）

援農ボランティア（日野市 5名，町田

市 5名）
受入農家（日野市 9名．町田市4名）

農園利用者410名

体験農園利用者 672名

東京都内 5市区の体験農園利用者

249名

聞き取り調査：名古屋都市圏郊外の 7
集団のリーダー
アンケート調査：各集団構成員 93名

練馬区西大泉地区

練馬区全域

〈都市の全体的な農的空間の調査〉
世田谷区 137名
横浜区青葉区 154名
横浜区瀬谷区 156名
〈個別の農的空間の調査〉
横浜市戸塚区 160名
練馬区 175名
世田谷区 176名

練馬区西大泉 127名
世田谷区千歳台 183名
山形県長井市中道 363名
山形県南陽市宮内 428名

多摩川梨栽培区域（稲城市・神奈川
県川崎市）の近隣住民 293名

防災協定農地をもつ 2区， 10市の自
治体担当者

世田谷区民 139名
岩手県盛岡市民 138名

練馬区体験農園千葉県千葉市市民
農園の利用者各 5名

Y市住民 179名

全国

江戸川区内親水公園

豊田堀之内用水組合員 26名
上田用水組合員 3名

小金井市南東部
世田谷区西部

活動団体 6団体

ハノイ近郊 6地域



び供給栄養量を算出し，年間の一部の時期では都市農業

が災害後の栄養供給に貢献できると結論付けた。

アンケート調査を用いた研究としては，武部他兄星

野竺 菊池 ・中村吼小松他 22）がある。武部他 19) は，

世田谷区や練馬区の農地の近隣住民へのアンケート調査

を行い，農地の各種機能および役割と住民からの認知

度・期待度との関係を分析した。星野 20) は，練馬区西

大泉と世田谷区千歳台の住民に対するアンケート調査か

ら，地場産農産物の購入状況や都市農地に対する住民意

識を地方都市の結果と比較しながら定量的に解析し，農

産物供給と農業継続に対する期待の大きさを示した。菊

池・中村 21) は，多摩川梨栽培区域（稲城市・神奈川県

川崎市）の近隣住民にアンケート調査を行い，市街化区

域内の梨果樹園への理解とその存続の賛否の意思を分析

した。その結果，農地の存続は主に，農地保全の必要

性，計画的な開発推進の必要性，緑地環境における農地

の必要性によって規定されると結論した。以上の研究は

住民調査の結果を用いているが，小松他 22) は，防災協

定農地の課題を明確化するために，協定締結区市へのア

ンケート調査を行っている。その結果，防災協定農地の

確保は農業者の善意に依存し，位置や規模等への配慮が

ないケースが多いことを示しており，防災機能強化に向

けた生産緑地の連携モデルを構築して「集団農地防災地

区」の実現に向けた法改正を行うことを提案している。

聞き取り調査を用いた研究としては，菅野・門間汽

田原他 24)がある。菅野・門間 23) は，世田谷区と岩手県

盛岡市の住民への聞き取り調査結果から地産農産物への

支払意向額を解析し，地元農産物の利用率が比較的低い

世田谷区では地元産と他産地産の農産物が差別化され

ていないことを課題として挙げている。また， Sioenet 

al")の類似テーマとして，田原他 24) は，練馬区の体験

農園利用者への聞き取り調査から，体験農園での農作物

生産量とそのポテンシャルを推計し， 自治体の消費量ヘ

の貢献度を地域内自給率として評価した。

多面的機能に関連し，東京都を対象とした研究ではな

いが，農業公害に代表される負の外部効果も，都市農

業の一面として指摘されている。例えば，八木他 25) は，

農地周辺住民へのアンケート調査から，土地利用の混在

度合いや距離の近さが，農薬の飛散や肥料悪臭への不満

に有意に相関していることを示した。また，岩崎他 26)

は，都市近郊における耕作放棄地の発生や農地の転用，

空間的・社会的な農村と都市の混在によって，農村側は

農業用水の水質悪化等，都市側は畑地からの粉塵等，互

いの外部不経済に繋がりうることを指摘した。東京都で

は，農業者と近隣住民との合意形成に向けた研究はほと

んど見られず，今後の研究蓄積が期待される。

以上で整理した研究では，対象ごとに適切な手法を選

択し，調査結果から合理的な提言が導かれていたが，対

象地域として区部が多く，区部と同様に地域特性が多様

な多摩地域の市町村部を対象にした研究が少ないことも

確認された。今後，都内各地域において，多面的機能の

ような便益や農業公害のような弊害などの農業の諸機能

を明示するためには，各機能に対する地域住民の認知度

を把握することが重要であると考えられる。

3.3 都市近郊地域の農的な空間要素の保全・管理に関

する研究

東京都では，農業生産に関連する地域資源も都市や住

宅地に存在することから，保全・管理の状況が他地域と

異なる事例も多い。特に保全・管理の主体は農業者だ

けでなく，住民，自治体， NPOなど多岐にわたり，農

業者と地域住民の共同管理の方法などが研究の対象と

なる。

水や緑地といった資源に関する研究では，文献調査や

関連組織への聞き取りによるアプローチが多く見られ

る。例えば，坪井 27) は，江戸川区の親水公園管理体系

の解明を目的に文献調査を行い，農業水利施設の管理者

と利用者が異なるために水利権が明確でないことを明ら

かにし，維持管理に向けた役割分担や補助の制度化が必

要であると述べた。黒田他 28) は， 日野市の農業用水路

管理形態の解明を目的に，文献調査ならびに用水組合員

や関係者への聞き取り調査を行い，維持管理を行う農業

者と用水守の市民活動，市行政の活動の意思疎通が不足

していると結論付け，農業者と非農業者の地域共同管理

体制を新たに構築することを提言した。また，緑地の保

全については，桜井他 29) が，文献調査から，国分寺市

の行政による緑地保全に限界が生じていることを明らか

にし，市民団体や行政・住民が相互に役割分担する保

全モデルによる是正を提案した。一方，小玉・柳井 JO)

は，文献調査と自治体や市民団体への聞き取り調査によ

って，市民団体による市街化区域内の援農ボランティア

や雑木林ボランティアの活動の実態と課題を分析し，地

域や活動の関連性が強い住民団体同士の連携成功事例か

ら，住民団体活動における農的空間管理や，団体同士の

連携の構築の必要性を述べている。

以上のように水や緑地といった資源管理に関する東京

都における研究は，資源管理に関するデータの制約上，

文献調査または小サンプルに対する聞き取り調査を踏ま

えた考察が中心となっている。しかしながら， これらの

文献で明らかになった課題に対し，導かれた提言が課題

解決に効果的である根拠は十分ではない。また，聞き取

りの対象が限られていることから，溝かれた提言の一般
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化は必ずしも容易でない面もあると考えられる。今後，

幅広い住民の属性を考慮して，資源の有用性を定量的・

客観的に評価するために，住民アンケートや統計分析に

よる分析方法を用いることも重要であろう。また，課題

への異なる接近法として，グループディスカッションに

基づく階層分析法と地理的データによって農地の評価を

行った Thapaand Murayama 31) のように，資源の所在や

その管理のあり方をデータ化して量的な価値評価を与え

る方法は，広域またはその他の都市農業地域にも適応で

きる可能性がある。

4.農業経営の評価

本節では，東京都の農業経営評価の研究を， I)農業

体験や援農ボランティアなどの都市住民の農の活動と関

連する農業経営評価の研究， 2)都市住民による農産物

の消費と関連する農業経営評価の研究， 3)農業経営者

の行動や意思の分析の研究，に大別して整理した。第 3

節と同様，各研究の概要を Table3に示す。

4. 1 都市住民の農の活動と関連する農業経営評価の

研究

第 3節で述べたとおり，農業体験農園や援農ボランテ

ィアなど，東京都では都市住民が農業を体験する機会が

数多く存在する。これらの活動は，都市住民の体験とし

てだけでなく農業者の経営手段としても重要であり，そ

の経営評価についての研究が行われている。

農業体験農園については，特に農業収益に重点を置い

た経営評価の研究として，八木 32)，佐藤 33)がある。八

木 3” は，都内全域の体験農園経営者 15名へのアンケー

ト調査から，各農園の経営における土地利用，体験活動

の実施方法および労働投入，変動・固定費用の実態を網

羅的に把握した。さらに， うち 3名の農園主に聞き取り

調査を行い，詳細な収益性の分析を行っている。その結

果，農業所得は一般的な露地野菜作を行った場合より増

大するものの，補助金を得てはじめて集約的野菜作の所

得に匹敵すると結論付けている。八木 32) は市街化区域

内の農地のみを対象としたが，佐藤 33) は市街化区域内

外の農地の経営状況を比較するため練馬区 l戸を含めた

体験農園の経営者への聞き取り調査を行い，首位品目と

体験農園の優位性を労働時間と粗収益の観点から分析

した。

また，収益だけでなく体験農園の運営を対象とした経

営評価研究には，大場・小場瀬叫原 35)，山田・門間 36)

がある。大場・小場瀬 34) は，統計資料調査と市民農園

行政担当者へのアンケート調査から，各自治体における
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市民農園の運営開始に至る経緯， 自治体ならびに地権者

からみた市民農園の現況を把握した。原 35' は，文献調

査によって東京都農業体験農園園主会で共有されている

形式知（区画面積，区画形質など）の内容を分析し，今

後の農業体験農園の設立と社会貢献の強化に向けた課題

を述べている。山田・門間 36) は，農業体験農園の園主

へのアンケート調査から，「体験農園を開設する場所は，

所有農地の中で最も広い場所を選ぶ」などの組織知 (5

部門計 37項目）の認識率ど実際の活用率を推計した。

その結果，組織知の項目によっては認識率と実践率に大

きな開きがあり，組織知が確実に実践されている体験農

園は区画数や売上高，純収益が高いことを示した。

さらに，援農ボランティアを活用した農業収益の向上

についての研究事例としては，八木・村上”［八木他 38)

がある。八木・村上 37) は，多品目栽培で直売を主体と

した都内農業経営者への聞き取り調査から，援農ボラン

ティアの導入による農業経営の所得向上を実証した。八

木他 38) は，援農ボランティアを受け入れた府中市の梨

作農業者への聞き取り調査と数理計画法による推計によ

り，ボランティアの人数，時期，手伝う作業の種類によ

る農作業の効率改善への影響を考察した。

都市住民の農の活動と関連する農業経営評価について

は，アンケートや聞き取りで得られた情報を用いた定量

的な考察を行っている事例が多い。収益性についてはこ

れらの分析で検証されているが，農業者または農地所有

者や参加者の社会貢献を含めた効用の検証も重要である

と考えられる。また，体験者やボランティアに教える技

術の選択や指導方法，報酬・待遇など，参加者の情報を

経営側と合わせて把握した研究も少なく，参加者情報も

整理した分析が経営評価にも活用できると考えられる。

4.2 都市住民による農産物の消費と関わる農業経営に

ついての研究

東京都の農業では，近隣の地域住民を主なターゲット

とした販売戦略として，市場出荷が少なく農協の共同直

売所や農業者自身が経営する庭先直売所などでの販売が

多い。他にも，観光農園の経営や学校給食に向けた出荷

など，多様な販路が存在し，それらを各農業者が使い分

けることで農業収益の向上を目指している。

特定の農業者または地域の農業経営について事例分析

を行った研究には，両角 39），林 40), ｛兒帆半澤他竺菊

池•田林 43) がある。これらは，経営よりむしろ都市農

業の意義として，販売を通じた地域交流について評価を

行った点に特徴がある。両角 39) は，統計資料調査およ

び文献調査から，「世田谷区花丼園芸組合」の活動であ

る「世田谷の花展覧会」および「花の栽培指導」，「せた



文献 研究目的

八木32)

都市農地における体験農園の経営

実態を把握し，今後の展開可能

性を考察

市街化区域内外の体験農園の経
佐藤]])営状況と相続税納税猶予の比較

による，今後の課題を整理

大場・小場瀬34)
市民農園の現状と地権者の経営

的現状との関係と特質の解明

都市地域における農業体験農園の原 35)

今後の課題を整理

体験農園運営に関する組織知の
山田・門間36) 認識と実践，経営特性との関係性

の評価

援農ボランティアの導入による直

八木・村上37)
接的生産効果と生産誘発効果の

解明と効果的な経営管理方法の

考察

援農ポランティアを導入した都市八木他39)

近郊梨作経営の成立条件の評価

両角 39)
都市における農業生産者組織の

果たす地域的意義の解明

東京都稲城市の農家を例に，農
林 40) 業経営の特性と都市における「農」

の役割について考察

保41) 都市農業者による生産活動の地域

に根差した活動の詳細把握

半澤他42)
市街化区域の都市内観光農園の

存立背景や経営実態の解明

農産物直売所の存在形態と農村

菊地・田林43)
空間の商品化の関連性から，都市

農業の維持•発展メカニズムを考
察

都市住民と関わる農業活動の保全渡辺他 44)

計画の構築方策の提示

供給量が限定される大都市近郊に
八木'5) おける，学校給食での地場農産

物利用方策の考察

大都市近郊の都市農業経営の多
吉田・八木46) 角化の採用要因とその経営成果の

解明

都市部で定年帰農を希望する潜在

伊野他 49)
的な就農者に就農を促す要因の

特定と，意思決定の因果構造の

解明

都市農業における新規参入者の経
吉田他 SO) 営資源獲得プロセスと今後の課題

の解明

都市農家の農業及び不動産事業
吉田・八木 SI) に対する主観的評価と土地利用

選択行動の関係性の解明

都市農家の土地利用選択結果が

吉田他52)
経営に影響を及ぼす過程の解明

と．相続制度が土地利用選択を通

じて農家経済に与える影響の解明
53) 

Yagi and 都市郊外の農地の減少と，都市

Garrod 環境や課税の変化の関係の解明

Table 3 農業経営についての研究動向

Researches of Urban Farm Management in Tokyo 

分析対象 検証方法

複数の体験農園経営における経営
アンケート調査 (2005年2月）

概要収益性
聞き取り調査 (2005年 6~9月）

その結果に基づく収益性分析

市街化区域と市街化調整区域別
聞き取り調査 (2010年 1~11月）

の体験農園運営概要，相続税納

税猶予適用有無
その結果に基づく相続税額試算

各自治体における市民農園の設立
統計資料調査

経緯．自治体ならびに地権者から
市民農園行政担当者へのアンケー

みた現況
ト調査 (2000年 12月～ 2001年 l

月）

東京都農業体験農園園主会の設

立経緯と共有されている形式知（区 文献調査

画面積区画形質など）の内容

「体験農園を開設する場所は，所
アンケート調査 (2008年 8~10

有農地の中で最も広い場所を選
月）

ぶ」などの組織知 (5部門計 37項

目）の認識率と実際の活用率
その結果と経営特性の相関分析

ボランティア導入前後の経営概

況，労働投入，作目別販売額の 聞き取り調査 (1999~ 2001年）

変化

ボランティアの人数，時期，手伝 聞き取り調査 (2004年）

う作業の種類による農作業効率改 その結果に基づく数理計画法によ

善への影響 る推計

フラワービジネスに関わる花き生 統計資料調査

産者組織の事業活動の展開 文献調査

各農家の販売状況を中心とした経
聞き取り調査 (2010年）

営概況

各農家の経営状況ならびに消費者
聞き取り調査（調査年不明）

や地域住民との交流活動の特徴

各農家の開園動機と経営状況，
聞き取り調査(2008年 10~11月）

来園者の摘み取り園への評価

各農園の経営概況と農産物直売
聞き取り調査 (2013年）

所への出荷による経営への貢献度

有機性廃棄物堆肥，学校給食， アンケート調査 (1998年 7月）

学童農作業体験などの各活動を 等質性分析およびクラスタ分析に

行う農業者の特徴と分布状況 よる類型化

日野市の学校給食における地場

農産物の需給システム 聞き取り調査（調査年不明）

事業選択の視点から類型化した アンケート調査 (2013年 12月～

農家ごとの学校給食への関わり方 2014年 1月）

および評価

アンケート調査 (2015年 8~ 10 

各農家の経営多角化状況．顧客 月）

対応能力 類型間比較，順位相関分析，偏

順位相関分析

定年が近い世代がもつ就農意識

と．農山村．食，環境保護への
アンケート調査 (2006年 12月）

興味
その結果のグラフィカル因果分析

新規就農者の経営概況と農地や アンケート調査 (2015年 8月）

経営者能力の獲得手段 聞き取り調査

収益などの経済的満足度，地域と アンケート調査 (2011年9月）

の繋がりなどの社会的満足度 主観的評価の主成分分析

各農家の経営概況，相続の有無
聞き取り調査（調査年不明）

と課税額，相続前後の土地利用
土地純収益経年変化モデルと経年

変化モデルによる相続時潜在的土
選択の変化

地売却面積の算出

固定資産税や相続税の優遇制度

によって不動産収入を得ている農
統計調査 (2014年）

業者の農地維持志向
アンケート調査

サンプル範囲

アンケート調査：都内体験農園経営

者 15名

聞き取り調査：都内体験農園主 3名

練馬区，神奈川県横浜市，川崎市，

その他 2市町の計 IO農園

東京都，神奈川県，埼玉県千葉

県の 67市町村

東京都農業体験農園園主会

都内農業体験農園園主 29名

国分寺市内農家 l名

府中市梨作農家 l名

世田谷区の「世田谷花井園芸組合」

稲城市の農家 2名

都内主力農家 3名

練馬区の摘み取り園経営農家 10名

来園者 98グループ（上記回答者 JO

名のうち 4名が経営する農園にて実

施）

立川市砂川地区の農家4名

都内 7区27市の農家4624名

聞き取り調査：日野市職員

アンケート調査：日野市内農家 56

名

JA東京みらい管内の就農年数 10

年以上の農家 38名

東京都または大阪府在住の 50歳

代男性

（東京 166名，大阪 150名）

都内新規参入者 7名

練馬区農家 48名

練馬区内農家 3名

都内農家 170名

東京都における都市農業の意義と今後の展望 411 



がや花ブランド化事業」などがそれぞれ異なる地域的意

義をもつことを把握した。また，林 40) は，文献調査な

らびに稲城市の梨・ぶどうを栽培する農業者への聞き取

り調査から，直売所の経営特性と都市における農業の役

割を考察し，都市農業の課題と今後の展望を提案した。

同じく侃 41) は東京都内の主力農業者 3名に聞き取り調

査を行い，経営状況ならびに消費者や地域住民との交流

活動の特徴を整理し，今後の取り組みを提案した。半澤

他 42) は，練馬区のブルーベリー摘み取り観光農園の農

業者に加えて来園者に聞き取り調査を行い，存立背景や

経営の概要，来園者のニーズヘの対応方法を考察した。

さらに，菊池•田林 43) は，立川市砂川地区の 4 名の農

業者への聞き取り調査から，農産物直売所の存在が地域

の維持・発展に貢献したことを実証している。これらの

研究で共通して述べられる農業者と地域住民との交流意

義には，都市農業や植物に対する教育の効果， さらに販

売販路の拡大が挙げられていた。

また，アンケート調査によって多数の農業経営を評価

した研究は，渡辺他 44)，八木 45)がある。渡辺他 44) は，

都内 7区27市の農業者へのアンケート調査から有機性

廃棄物堆肥，学校給食，学童農作業体験などの実態を把

握し，等質性分析およびクラスタ分析を行うことで各活

動を行う農業者の特徴と分布状況を定量的に示した。八

木 45) は， 日野市の学校給食への市内農産物の利用につ

いて，市職員への聞き取り調査ならびに市内農業者 56

名へのアンケート調査結果から，出荷農業者の特徴と出

荷状況との関係を解明した。吉田・八木 46) は，大都市

近郊の都市農業経営の多角化の採用要因とその経営成果

について，農業経営を対象としたアンケート調査結果の

定量分析により評価した。その結果，各多角化戦略の採

用農業者の傾向と，主要販路類型別の分析での多角化の

採用要因や経営成果への影響が異なる可能性を示した。

以上のように，聞き取り調査やアンケート調査から個

別事例を深く掘り下げた研究が多い。さらに個別の農業

者が多様な販路の中から現在の販路を選択した動機や収

益拡大への効果を解明することで，農業経営戦略の構築

に有益な情報が得られるであろう。

4.3 都市農業経営者の行動や意思に関する研究

東京都では賃金水準が高く農地が限られることから，

新規就農者の就農意思決定には他道府県と異なる要因が

あることが考えられる。また，松宮 3)が紹介するよう

に，地価が高い都市部で相対的に生産性が低い農業生産

を行うことに対する批判がある（進士 47)，松木 48))。実

際に農業者の一部は自身が所有する土地を不動産経営に

用いており，農地と不動産用地の配分は各土地所有者の

412 農村計画学会誌 Vol.38, No. 3, 2019年12月

意向に委ねられている。

都市部の新規就農意向については，伊野他 49) が，東

京都と大阪府の定年者へのアンケート調査結果のグラフ

イカル因果分析から，各地域における個人属性や潜在的

な就農へのイメージとの関係を分析し，就農意思には

地域要因があると結論付けている。また，吉田他 50)が，

都内新規就農者へのアンケート調査と聞き取り調査か

ら，参入地域ごとに栽培・経営能力取得や農地確保の方

法が異なることを把握し，農協や普及機関の研修内容や

研修後の関係性維持の重要性を示した。

吉田・八木 51) は練馬区の不動産経営も行う農業者へ

のアンケート調査から，収益などの経済的満足度と地域

との繋がりなどの社会的満足度を定量的に評価し，農業

による社会的意義と不動産事業による経済的意義が大き

いと考察した。吉田他 52) は，士地利用と経営収支の経

年変化を評価するモデルを構築し，農業者の土地利用選

択が農地保全や農業収益の向上にとって必ずしも合理的

ではなかったという結論を得ている。さらに， Yagiand 

Garrod 53>は，農業者へのアンケート調査と統計調査か

ら，固定資産税や相続税の優遇制度のもとで，不動産収

入を得ている農業者の農地維持志向について分析した。

その結果，不動産所得を得る農業者は地価が上昇しても

農業を継続する傾向にあること，宅地課税が増えること

が農業者の離農と農地の減少をもたらすことを示した。

経営者の意向に関して，例えば，吉田・八木 51) の手

法を発展させて，兼業農業者の農業およびその他事業へ

の労働時間配分を調査して，事業収益や地域貢献への満

足度との相関を分析することで，農業者の職業選択に有

用な情報が整理できるであろう。また，農業者が経営改

善に向けて選択する戦略（新技術導入や規模拡大，省力

化など）を表明選好法を用いて分析することで，適し

た政策の提言や研究開発に活用できると考えられる。

5. 生産緑地をはじめとする農地制度の評価に関す

る研究

本節では，農業生産の基盤である農地，特に東京都に

おいてその多くを占める生産緑地についての研究動向を

概観する。第 l節で述べたとおり，都内の市街化区域に

ある農地の約 8割が生産緑地であり，その存続や制度に

ついて分析した研究事例は多岐にわたる (Table4)。

渡辺・大村 54) しま，各自治体の土地統計資料と各自治

体への聞き取り調査から，生産緑地の動態ならびに生産

緑地法の運用状況を整理し，整備方針の明確な位置づ

け，追加指定地区や制度の積極的な活用など，生産緑地

法の運用上での課題を具体的に指摘した。生産緑地の相



Table4 農地制度の評価についての研究動向

Researches of Urban Farmland Policies in Tokyo 

文献 研究目的 分析対象 検証方法 サンプル範囲

生産緑地法の運用における問題 生産緑地法改正前後の行政の対
統計資料調査

渡辺・大村幻 点の把握，有効活用に向けた方 応ならびに生産緑地の動態，生
聞き取り調査（調査年不明）

東京都区部

策の提示 産緑地法の運用状況

相続を契機とする生産緑地の変
各農家における生産緑地の相続

佐々木他 55)

化の把握
税猶予執行状況と相続前後の生 統計資料調査 都内 l区4市の農家 8]名

産緑地面積の変化

生産緑地指定後 30年の経過に 相続前の農地面積，相続後の農
統計資料調査

佐々木他 56) 相続に伴う農地処分を 8種類に 相続を経験した都内農家 149名
伴う存続性を提示 地保有形態

類型化

都市農地の確保に向けた「都市 東尽都の生産緑地を中心とした，
瀬下 57) 農業の振興に関する中間報告書」 大都市圏特定市の市街化区域内 統計資料調査 都内全域農地

の問題点の指摘 農地の税制・税優遇の現状

都市環境の影響を考慮した，生
建築物の日影によって営農が困 農地周辺建築物の高さの限度，中山他 58) 産緑地の営農可能性と存続性の 都内の生産緑地を有する 11区

解明
難になりうる生産緑地の面積 それによる日影による影響の推定

生産緑地の理論的解除率推計手 日野市の町丁目ごとの生産緑地
統計資料調査

日野市の生産緑地指定地区及び解西浦 59) 階層ベイズ法による解除率推計
法の開発 理論的解除率とその妥当性

土地利用データとの比較
除地区

都市農家の今後の生産緑地の維 各農家の生産緑地の維持意向，
アンケート調査 (2017年度）

ロジスティック回帰分析および 八王子市の生産農地所有農家 230
栗本他 60) 持・貸与意向の空間的傾向と影 貸与意向，個人属性・立地属性

Fisherの正確確率検定 名
響を及ぼすと因子の解明 の3者の相互関係

立地属性による分類

市街化区域外農地の円滑化事業
町田市の農地バンク制度の仕組 市役所

竹島61)

の効果を分析
み．農地流動化実績．借り手に 聞き取り調査（調査年不明） 町田市の農家，新規就農者，農業

よる事業への評価 法人計 9団体

大都市近郊における農地配置特 西東尽市全体および沿道農地と

木村他 '2)
性に基づき，都市農地保全施策 居住環境地区内農地の減少・転 統計資料調査と農地ポリゴンによ

西東京市全域
に関連した土地利用計画上の課 用の傾向考察，農家の土地所有 る土地利用ポリゴンの切り抜き

題を解明 形態

練馬区で用途転用された生産緑

都市農地消失の実態と保全に向 地の立地・転用状況 統計資料調査 統計資料調査：練馬区
佐竹・斎尾 63)

けた課題を解明 生産緑地の変化に伴う農業経営 聞き取り調査(2016年 11~12月） 聞き取り調査：練馬区農家 5名

の変遷

続税猶予に関する研究は複数あり，佐々木他 55) は，相

続に伴う農地の移動など状況調査結果報告書から，都

内 l区4市における生産緑地の相続税猶予執行状況，相

続を契機とした生産緑地の変化を把握した。また，佐々

木他 56) は都内各農業者の相続前後の農地面積を調査し，

相続税納税猶予適用または不適用の生産緑地および宅地

化農地に注目して農地処分を 8種類に類型化し，タイプ

によっては相当数の減少を予想した。同じく瀬下 57) は

税制に焦点を当て，統計資料調査から東京都の生産緑地

を中心に大都市圏特定市の市街化区域内農地と税優遇の

現状を把握し，「都市農業の振興に関する中間報告書」

の問題点を指摘した。その一方で，中山他 58) は都市農

地の周辺環境に注目し，建築物の日影によって営農が困

難になりうる生産緑地の面積を推計し， 23区内の各農

地の存続性を検討した。その結果，江戸川区のように規

模が比較的小さい生産緑地地区が多い地域では，日照の

確保ならびに生産緑地の存続が比較的困難であると結論

付けている。生産緑地存続についてシミュレーションを

行った研究としては，西浦 59)が日野市の生産緑地指定

地区と解除地区のデータから理論的解除率を階層ベイズ

法により推計し，周辺土地利用状況からその結果の妥当

性を評価した。栗本他 60) は，八王子市の農業者を対象

にしたアンケート調査の結果をもとに，生産緑地の維持

意向，貸与意向，個人属性・立地属性の 3者の相互関係

を分析し，空間的傾向を把握した。その結果，地価と周

辺農地率が生産緑地維持意向と正の関係にある結論を得

ており，地価と周辺農地率がともに低い地域では生産緑

地賃借推進， ともに高い地域では農地と住宅地の共存に

よる住環境形成促進を提言した。また，竹島 61) は市街

化区域外農地の円滑化事業の効果を分析するために，町

田市の農地バンクを事例に，借り手である利用者と市役

所に聞き取り調査を行っている。その結果，市街化区域

外である開発未利用地を含む都市周辺農地が有効に活用

されているとの結論を得ている。木村他 62) は，土地利

用現況と農地ポリゴンを用いて，西東京市の農地転用・

残存の配置特性との土地所有形態を調査した。その結

果農業者側の事情により居住環境地区内農地が転用さ

れ，沿道農地が保全されているという課題を提示し，農

業者と周辺住民双方にとって有用な農住混在市街地の

実現に向けた検討が必要であると指摘した。佐竹・斎
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尾 63) は，練馬区の統計資料と農業者からの聞き取り調

査から，農業の経営形態の多角化に伴い農地のパッチワ

ーク化が進行してきたことを明らかにし，生産緑地の減

少や転用の計画性に課題が残るが，農業経営の多角化に

起因するものと評価した。生産緑地の存続可能性につい

ては，佐々木他竺中山他竺西浦 59)，栗本他竺木村

他 62) によって議論されているが，各研究では調査対象

地域と調査方法は異なっている。しかし，いずれの調査

でも相続税納税猶予適用面積や周囲の建築物，土地利用

状況などによって，対象地域内でも存続可能性は異なる

という結論は共通する。

なお， 2017年 6月に施行された改正生産緑地法によ

り，生産緑地の面積要件が 500面以上から 300面以上に

変更され（区市が条例を制定した場合），生産緑地に設

置できる施設として直売所・加工場・レストランなど

が追加され，市町村が指定した特定生産緑地について

は所有者からの売却申出可能日が 10年延期された。ま

た， 2018年 9月からは都市農地賃借円滑化法が施行さ

れ，生産緑地が営農困難時以外でも賃借可能となった。

これらの改正によって，生産緑地の指定範囲が広がり活

用が図られるとともに， 1991年の生産緑地法改正直後

に指定された生産緑地の解除時期が分散され，生産緑地

面積の急減を阻止する効果が期待される。しかしその一

方で，狭小農地の区画拡大が進まない，土地利用が農産

物生産ではなくレストランなどの商業利用が主になる，

などの問題も生じうるため，農地の動向は今後も検証の

余地がある。

本節で整理した研究の手法としては，統計資料の解析

や聞き取り調査，またはそれらのデータの計算による分

析が多かった。今後，さらなる都市農業の規制緩和が予

想されるなかで，各自治体の面積要件緩和への意向調査

や，都市農地賃借円滑化法を契機とした生産緑地賃借の

制度設計に向けた研究が期待される。また，第 4節の農

業経営評価研究と関連し，生産緑地への施設設置による

経営拡大意向も，法改正の効果測定として重要と考えら

れる。

6.考察

本稿では東京都全域または一部の地域を対象とした，

農業・農地の公益性の評価に関する研究（第 3節），農

業経営の評価の研究（第 4節），農地制度の評価の研究

（第 5節）のレビューを行った。

農業・農地の公益性の評価について，東京都は他の地

域と比較して農地面積が限られているが，体験農園等の

取り組みを通じて，公共性を増す取り組みが見られるこ
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とが，多くの事例研究より浮かび上がった。さらに，八

木 15) によれば，居住地と農園との距離の近さは，体験

農園の需要に正の相関を示すことが明らかにされた。こ

れは，人口密度が高く，緑地が混在して保全されている

東京都（桜井他 29)) の地域的な特性を生かした取り組み

であると解釈されうる。体験農園に関しては，東京都の

農地は畑作が多く (Table1)，野菜を中心に多様な作物

を生産しやすいことも，盛んである一因と捉えられる。

ただしその一方で，八木他 25)や岩崎他 26) が指摘するよ

うに，都市と農業の混在や近接性によって，農業者側と

都市住民側の双方が汚染や粉塵等の負の外部性も被りう

る。聞き取りやアンケートの調査による都市住民の農業

参加の意向，また，農業の多面的機能の顕示選好法・表

明選好法による客観的な評価が蓄積され，農業に起因す

る正負の価値に対する認識が深まることが期待される。

農業経営の評価については，詳細な事例分析によって

多様な都市農業の実態が明らかにされているだけでな

く，定量的な考察を行っている研究事例が多く，都市

農業の普遍的な課題解決に向けた検証が進められてい

る。研究対象となる作型については，都内で最も生産額

の高い野菜を中心に，果樹や花きの栽培が着目されてい

るが， さらに植木，畜産などの経営体の検証も必要であ

ろう。本稿では，松宮 3)の指摘などをふまえて，農業者

の取り組みを広く捉えて農業経営評価と位置づけた。今

後，農業者の経済的利益だけでなく，第 4節で考察した

農業・農地が周辺に与える便益，正負の外部効果を考慮

し，農業経営が社会全体に与える総余剰の評価手法の開

発が期待される。

生産緑地等の農地制度の評価については，統計資料や

聞き取りによる調査の結果を分析する事例が多い。一部

の研究では，調査結果をさらに定量的に分析して生産緑

地の指定解除を推計しているが（中山他竺西浦竺栗

本他 60)），その他の多くの研究では調査結果に対する定

量的考察は少ない（渡辺・大村 54)，佐々木他竺佐々木

他竺竹島 61))。今後は， 2017-2018年の法改正後の農

業者や自治体の対応，そして農地賃借の制度設計につい

てさらなる検討が期待される。例えば，仮想的な政策設

定の下で農業者や就農希望者の行動をアンケート調査な

どで推定すること，過去の事例分析を活用しながら，具

体的な政策の選択実験による表明選好法を用いて評価す

ることなどが考えられる。

ここで，既往の文献レビュー（松宮”や渡辺他”)と

比較して，本稿で明らかになった点を明示する。

松宮 3) は，都市農業の先行研究や実践事例の分析によ

り，①都市で行う農業，②「農業」の「業」としての側

面に限定されない活動の必要性を示した。本研究でもそ



の結論を支持する，東京都における事例研究が数多く見

られた。例えば，山田・門間 13) は，農業体験農園によ

って，農業に対する理解や農のある暮らしの重要性に対

する認識が醸成されることを示し，また，菊池・中村 21)

は，近隣住民によって農地が緑地の代替地として評価さ

れていることから，都市農業の必要性を示した。ただ

し，東京都では土地利用の混在に関わる都市農業の課題

や負の外部性についての議論は不足しており，今後，都

市と共存する農業・農地を確立するうえで，農業者と近

隣住民との合意形成に向けた研究が必要である点につい

て新たに指摘した。

また，渡辺他 2) は，都市農業に関する研究を（1)空

間，（2)主体，（3)法制度の 3つの視点からレビューし

ているが，本稿は，東京都では農業者や地域住民といっ

た主体に注目した研究が多い（第 3節第 1~ 2項ならび

に第 4節第 1~ 3項， 34報）ことを示した。ここから，

東京都を対象とした研究の多くが，全国の研究と比べ，

農業・農地の公益性や農業経営に焦点を当てていること

がわかる。例えば，農業体験農園では山田・門間汽市

民農園では大場・小場瀬 34)，援農ボランティアでは八木

他 38) など，多数の事例がある。これは，都市と農地が

近接し，住民の農の活動が盛んである特徴が，研究対象

の設定に反映されていることを示唆する。

7. むすびに

最後に，東京都の都市農業の発展に寄与する研究の展

望について，研究対象・手法という観点から，以下の 3

点を挙げて結論とする。

第 1に，統一された分析基準による継続的な研究であ

る。本稿で整理したところによれば，土地利用，農業・

農地の公益性や農業経営の評価の事例など，東京都の都

市農業研究の対象は多様であることが確認された。ま

た， Table2から Table4で整理したとおり，研究対象が

共通であっても評価方法は異なっている。特に，公益性

の評価の中でも，農的な空間要素の保全・管理に係る研

究では定性分析が中心であり，統計的な実証などの方法

論による研究も合わせて蓄積されることが期待される。

そして，農地や地域資源の保全・管理や生産緑地の指定

などを対象にした研究では，今後，経時的変化を追跡し

政策の転換や土地利用の変遷などの考慮がますます重要

となると考えられる。都市計画学や農業経営学などの異

なる学術分野間でどのように連携し，また， どのように

長期的な研究を行うかを検討することは，都市農業の発

展に寄与する提言を生むために重要な課題であると考え

られる。

第 2に，データの蓄積と結合である。都市農業の発展

に関する政策的含意を導出するためには，事例研究の積

み上げが基本となるものの，都市農業の公益性や農業経

営を客観的に評価する計量経済学的な実証分析や環境評

価手法も同様に重要である。我が国では，データが散在

し，その形式が統一されておらず（農林水産省 64)），東

京都も例外ではない。そこで八木他 25) のように， GIS

による地理情報等を利用し，アンケートや聞き取り調査

に定量的な分析結果解釈を加える作業が重要になると考

えられる。第 1の提案とも関連し，地域間差異や経時変

化を検証する際は，同一地域・同一品目の長期的な生

産・流通・消費データや，位置情報と関連付けたデータ

が必要となる。農林水産省で現在構築を進めている農業

データ連携基盤などを活用しながら，例えば，緑地の維

持管理法や保全のあり方（黒田他竺桜井他 29)）につい

て，実証的な検証を蓄積させることができれば，都市農

業の発展に向けた大きな貢献となると考えられる。

第 3に，集約的農業生産技術の評価である。都市農業

において限られた農地を有効に活用して農業生産を行う

ために，常に新しい農業技術が研究・開発されるととも

に，その利用による収益向上効果の検証が必要である。

例えば，鬼頭他 65) は愛知県における畦畔法面管理技術

の導入について，経営評価を行っている。東京都でも，

岡澤他 66)が土を使わない栽培方法の検証，赤坂 67)が都

市農業における環境制御技術の導入を提案するなど，技

術開発がさかんに行われているが，経営評価が十分にさ

れている事例は少ない。今後も菊池他 68)のように， ICT

やロボットを活用した集約的農業生産技術の開発などが

進展すると想定される。この際に，第 4節でも提示した

ように，新たな技術を開発した機関は，技術の活用場面

を十分に想定したうえでの経営評価が求められる。そし

て，各技術の経営改善効果を，農業者をはじめとする

関係者に丁寧に伝えることが，重要な貢献であると考

える。

注釈

注 1) 本研究における文献検索の件数については， 2019年4

月30日時点の検索結果にもとづいた。
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