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人 と植物とのかかわりを探る[6 ] 

一市民農園整備関係 2法に基づく滞在型市民農国一

松尾英輔*

〔キーワードJ クラインガルテン，農園名，宿泊

施設，小舎，面積，借用料，借用期陪

は じ め に

戦後の貸し農掴から発展した市民農罰に，ドイツ

のクラインガルテンの持っさまざまな機能を付与

し，市民農園をいわば格上げすることをねらった市

民農鴎整備に関する 2つの法律が制定された.1989 

年の特定農地貸付法と， 1990年の市民農閤整備促進

法である.これらに基づいて，従来に比べると面積

は広く，宿泊が可能である市民農調が各地に開設さ

れた. ドイツのクラインガルテンに一歩近付いた，

いわゆる滞在型市民農闘である.

本報では，貸し農園から市民農調への進化，そし

て上記2法に基づいて開設された宿泊施設付き市民

農園の特徴を，①やすらぎの提供方策等に関する調

査検討(財団法人都市農村漁村交流活性化機構

2002， 2003) ，②農林水産省による滞在型市民農園

違反するもので、あった.にもかかわらず，増え続け

るのを見て見ぬ振りをするしかなかった.その背景

には，①都市近郊に未耕作農地が増えてきたこと，

②食料の自家生産だけでなく，花栽培やレクレー

ションとしての農耕に対する需要が高まってきた

ことなどがあげられよう.

ドイツのクラインガルテンをモデルとする市民

農園設置を求める運動は， 1970年代から都市計画や

環境関係の分野の人びとを中心に盛んになり，さま

ざまな提案も行われてきた.主として，都市の景観

を守り，災害の非難場所，市民のレクレーション，

教育そして交流の場所などの機能を持つというも

ので、あった(津端 1980，1983) . 

これらの運動がついに農林省の重い腰を動かし，

1975年に出されたレクリェーション農園に関する

通達によって，貸し農園が公認されることになった.

法律そのものは変えず，その解釈を拡大して，設置

を公認することになったのである.これに基づいて，

に関する資料 (2005，2009)を参考

にまとめた.なお，不明な点は該当

施設や管理部署に竜話や手紙で問

い合わせた.ご回答をくださった関

係者の方々にお礼を申し上げます.

題提島幸提農欝伊議文農関

1 .貸し農園から市民

農閤へ

第ニ次世界大戦後，日本の経済成

長につれて貸し農障はとくに都市

域で増えた.公害問題が告発された

1960~70 年代には，農薬まみれの

食料から身を守りたいという市民

の食料自給の場として，閤芸ブーム

の一翼を担った (Matsuo2000) . 

ところが，この貸し農閣は，農民

を守る趣旨で制定された農地法に
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1977年には市民農園設置のための補助金が出され，

全国で3つの都市の事業が支援された(東 1991，松

尾 1979，Matsuo 2000) 写真1).それまでの貸

し農圏はさまざまな名称で呼ばれていたが，このこ

ろを境にして「市民農閏Jとし寸呼び名が普及して

いる.

このように公認された市民農菌も，ドイツのクラ

インガノレテンに比べるとはるかに見劣りするもの

であった.たとえば，面積は日本では 30m2以下と

いう市民農闘が圧倒的に多いのに対して，ドイツの

クラインガルテンは小さくてもその 10倍以上， 日

本では建物設置は認められないのに対して，ドイツ

では住み込んでいる人さえある.借用期間は，日本

では 1年(更新は可能)に対して， ドイツでは 25

年.植え付け作目(作物)も日本では野菜に限られ

るのに対して，ドイツでは果樹や樹木まで制捜なし，

という具合で、あった (Matsuo2000) . 

このような臼本の市民農園の実情が，都市内で求

められる諸機能を充たすには程遠いものであるこ

とはいうまでもない.その後もクラインガノレテンを

モデ、ルとした市民農闘を求める運動は根気よく続

けられた.

その結果，農地法の枠内の市民農園ではなく，独

立の市民農園を可能にする法令として制定された

のが特定農地貸付法J (1989年)と「市民農園

整備促進法(1990年)である.

これら 2法に準拠して，従来の市民農園よりも規

模が大きく，宿泊もできるなど，クラインガルテン

に近い市民農園が各地に開設されることになった.

それらは一般に滞在型市民農園と呼ばれているが，

以下ではそれらの実情を探ってみよう.

2. 滞在型市民 農 閣 の 開 設

市民農盟関係2法に基づいて整備された市民農匿

の特徴は，宿泊施設があること，区画面積が広いこ

とである.とくに市民農園整備法で附帯施設の整備

が可能となり，宿泊施設を作ることができるように

なった.これによって，農園地での宿泊が可能とな

り，臨時ではあるが田舎暮らしも可能となった

れが滞在型市民農題である.

(1)開設された滞 在型市民農鹿

この新しいタイプの宿泊施設付きの市民農圏第 1

号が 1992年に開設された群馬県倉淵村クラインガ

写真2 日本のクラインガルテン第 1号 f倉淵村ク
ラインガルテンJ (1991年度関設)

ノレテンである(その後，倉淵村は高1崎市と合併して

高崎市倉湖町となっている) (写真 2) .全国に先

駆けて開設されたこのクラインガルテンは，新型市

民農閣のモデ、/レとして注目され，全国各地の自治体

から多くの見学者が訪れ，新規開設の指針となった.

その後， 2007年までに 80を超える滞在型市民農

匿が開設された.その数を地方ごとにみると，中部

地方に 30と最も多く，次いで関西地方 15，関東地

方 12，中・四園地方 11，九州地方 9，東北地方と北

海道はそれぞれ4で、あった.

開設数を都道府県別にみると，長野県が 19と群

を抜いて多く，ついで兵庫県 11であり，それ以外

の都道府県では，せいぜい 4圏どまりである.

これらの農闘はいずれかというと大都市から離

れた農村地域に多い.その背景には，①都市内の土

地は高価で、，用地の確保がむずかしい，②土地はあ

るが過疎に悩む農山村が，政府の補助金で比較的安

く開設できる，③上記のような農山村は，都市との

交流を通して村おこしを図ろうとした，⑤そのため

には，宿泊施設付きであることは好都合であった，

などがある.とくに長野県に多い理由として，日帰

りには遠すぎるが，周辺には観光地が多いので，農

闘での休養と観光とを兼ねる滞在所とみる申込み

者が多いことが，設置者の談話からうかがうことが

できた.

(2)農罷の名前

設置者からみれば，市民農園の名前は，借用者の

注意を引くうえでも，また，設置場所を PIえするう

えでも重要な意味を持つ.どのような名前が付けら

れているのであろうか.
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まず，都市から離れた過疎地帯に借用者の目を引

き付けるには，地名が重要となることは想像に難く

ないし，手軽に名前を付けられるという利点もある.

実際，名前の一部に地名を入れた例(主に初めまた

は終わりに地名00を付けたものが多いが，長い名

前の場合には，中ほどに入れた例もある)はほぼ

80%と圧倒的に多い.

もっとも一般的なのが「農属jを使った名前41%

とクラインガルテンjを使った名前 26%であろ

う.もちろん，その前後に個性のある，興味を引き

そうなキャッチフレーズ、がつけてある.たとえば，

「ふれあい農園 土恋処OOJ 100農ん寒村クラ

インガルテンJ 100愛菜農園J 1星空農園」など

は，その例として挙げられよう.

クラインガノレテンそのものが，従来の市民農閣と

は違って，宿泊して農菌生活を楽しむことができる

というイメージを含んでいる.しかし，これと違っ

た名前でこのイメージを表現したものとしてガ

ルテンヴィラJ 1くつろぎの郷農騒J 1ファームビ

レッジJ 1オーガニックコテージグランメーノレj が

挙げられる.

設置場所の環境がよく，くつろぎややすらぎを得

る場所であることをアピールする名前としてく

つろぎの郷農園J 1やすらぎ交流農園J 1やすらぎ

市民農顕J 100いなか家市民農閤J 1グリーンピ

アJ1ハートピアJ1星空農園J1小灯しの里OOJ

100農ん喜村クラインガルテンJ 1湯治クライン

ガルテンJなどがある.

長すぎて舌をかみそうな名前の例として， 100 

の森公器くつろぎ、の郷 (00農圏)J 100市農業

公閤「豊作村」レンタルファームJ 100町ふれあ

いの毘ふれあい農園J 100市民00Wクラインガ

ルテン00の郷~ Jなどがある.名前を覚えること

自体が大変であるだけに，強く印象付けられる可能

性もある.

また，一般の人にはどういう意味かわかりにくい

例としてしゃえんだJ 1ワンダ農園J 1アグリー

ブ、ル00市民農菌J 1ラポーゼ農園J 100オーガ

ニックコテージグランメールJ 1ラントウレーベン

OOJなどがある.奇抜さは人自をヲ|く要素の一つ

ではあるが，もっと素直な命名がよいのかもしれな

し、.

過疎地の開設地では，都市民との交流を通して村

写真 3 小会付き市民農園

松本市四箆クラインガノレテン

おこしを期待する芦が強く，それを表現する名前が

「交流体験農園J 1ふれあい農園J 1やすらぎ交流

農園J 1ふれあい耕爵J 1楽農倶楽部J 1遊農倶楽

部Jである.

以上のように，農園の名前には，開設地の特色，

関係者のねらい，これらを含めて借用者を魅了する

キャッチフレーズなど，個性的表現に工夫が凝らさ

れていて，それぞれの命名に苦心の跡が感じられる

例が多い.

(3)滞在型市民農菌の種類と開設数

の推移

滞夜型市民農閣には 2つのタイプがある.一つは

区岡ごとに自由に寝泊りできる小さな家(ドイツ語

ではラウベ(Laube)，オランダで、はシャレー (Chalet)

と呼ばれていた) (松尾 1987)があるもの(本報

ではじj、舎付き農園Jとした.写真 3) ，もう一つ

は農障敷地内に入園者共用の宿泊所(共用宿舎)が

あるもの(1小舎なし農闘Jとした.写真 4) であ

る.なお一部には，個別の小舎は区画内ではなく，

農摺敷地内の一面に建てられている例もあるが，こ

こでは小舎付き農閣に含めた.小舎なし農闘では，

共用宿泊所の利用をあらかじめ申し込むことにな

る.このため，利用者が多いときには，必ずしも宿

泊できないこともありうる.

上記 2つのタイプの農閣がいつ開設されたかを 2

年ごとにみたのが閣 1である.初期には小舎なし農

園が多く， 2000年頃から小舎付き農園の開設が増え

てきた.しかし，全体としては， 2004壬手頃には開設

総数が頭打ちとなり，その内訳をみると，小舎なし
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写真 4 小舎なし市民農園

倉t持l村クラインガルテンの共用宿舎

14 I 日小金付き

12i 園小舎なし

童話 10 

園

8 
主陸

部 6

~ 4 

2 

O 
92 ~94 ~96 ~98 ~OO ~02 ~04 ~06 

関設年

閲 1 年度別にみる滞在型市民農嵐の開設数

農置がやや増える傾向がみられる.

(4)農露区画の面積

滞在型市民農園のうち，小舎なしでは 50m2未満

の農園が多い(図 2)が，従来の市民農閣は 30m2 

以下が圧倒的に多かったのに比べると，広くなって

いる.滞在型農関は一般に過疎地域に設置されてい

るので，農園の面積は広くしようとすれば，不可能

ではない. しかしながら 100 m2未満がほぼ 80%

を占めるのは，設費者が手入れの可否を心配してい

るからである.すなわち，広くなると，耕作には機

械カの導入が必要になるが，借用者がそれを購入す

るのはむずかしいこと，毎Rの見回りが不可能な市

民農関では，人力だけでは管理が届かずに荒れてし

まいがちであること，などが挙げられた.

小舎付き農園で、は，区画内に小舎を建てることが

一般的なので，農園と小舎とを併せた広さが基準と

20 
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綴小舎なし

出圏
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商務(ni')

関 2 最多区阪の街積)3IJにみる幾菌数

箇績はすべての区闘が伺じとは限らないので，ここでは

最多区画数の箇綴を指標とした.最大苦言積:小会{づきで

は400m2，小舎なしでは 2，175m2 

なり，必然的に区画面積は広くなる.最も園数が多

かったのは 300m2台であるが，50~300 m2の農園

もかなり多かった(関 2) .これだけの広さがあっ

ても，小舎を建てると，建物だけでなく，その周閤

の空地や通路も必要となるので，実質的に農匿とし

て耕作できる面積は，小舎なし農園の面積と大同小

異であった.

(5)宿泊施設と費用・商積との関係

小舎があれば，その建設費や償却費が必要となる

ので，小舎付き農国の貸借料金も高くなることが予

想される.実際，小舎なし(共用宿舎あり)農障に

比べて，小舎付き農圏の賃貸料は暁らかに高い(国

3) .年間借用料を単純平均すると，ノト舎なし農園

ほぼ1.3万円，小舎付きでは 35.5万円で、あった.

小舎があれば賃貸料が高く，なければ安いことは

上に述べたが区画の面積と賃貸料との関係はど

うであろうか.諦査した市民農閣に関する限りでは，

小舎の有無にかかわらず，両者間にはほとんど関係

はみられなかった(圏 4) .つまり，面積が広いか

ら賃貸料が高いとは必ずしもいえない.これには，

市民農園の立地条件，たとえば，都市から遠し、か近

いか，交通の便がよいかどうか，などが関係してい

るものと考えられる.開き取り調査に基づいて判断

すると，希望者が多い市民農園では面積の広狭にか

かわらず，高くなる傾向がみられるようである

(6)貸借期間

借用者にとっては，計画的作付けを行い，横物に

愛着を持つうえでも，長期借用が好ましいことはい

うまでもない.従来の市民農閣では，貸借期間がほ
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市民農園整備関係 2法の整備により，ドイツのク

ラインガルテン型市民農閣の開設が行われるよう

にはなったが，このところ開設は停滞気味にみえる.

4 
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区顔面積と借用料との関係
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ぼ 1年と短いこと (Matsuo2000)が，借用者の不

満の一つである しかしながら，この不満は滞在型

市民農闘においても解消されているとは必ずしも

いえない.すなわち，滞在型市民農潤の場合にも，

小舎の有無にかかわらず年以内が圧倒的に多

かった(図 5) . 

とはいえ，はじめから借用期間5年という農罷は，

わずかではあるが開設されているし年契約では

あっても，契約期間の更新によって 4~5 年までは

可能という例がほとんどで、あった.更新期限を趨え

て延長が可能かどうかは，需給関係すなわち希望者

が多いか少なし、かによって調整しているところが

多かった.つまり， 1年以内というのは建前であり，

実質的には以前よりいくぶん借用期間が延長され

たとみることができょう.しかし，ドイツの 25年，

オランダのような長期借用(借り手本人がその権利

を返還するまでという (Matsuo2000) は日本で

は考慮されていない.これには，先祖から受け継い

だ財産である農地を貸すのはよいが，戻らなくなっ

図4
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なかにはすでに閉闘になっている例もある.開き取

り調査のなかで，補助金などの優遇策が減ったので

開設しにくくなった，開設はしたものの予想、してい

たように借り手が伸びない，などの声が関かれた.

また，行政改革のあおりを受けて，指定管理という

形で外郭団体への移管が進んでいる.このような管

理団体による借り手誘致の企業努力が求められる

ようになってきたともいえよう.

しかしながら一方では，長野県などの観光地を控

えたところでは，希望者が多く，順番待ちである.

いわゆる現在の利用者の更新年限が切れるのを

待って借りたいという人が多いという.そしていま

なお，開設される圏がある.以上のような現状をみ

ると，地域の特色や生活となじんだ市畏農闘生活を

送れるかどうかが，これら滞在型農園の浮沈の鍵を

握っているといえるようである.

農産物の農薬汚染や世界的食料不足という最近

の社会の動向が，野菜苗の売れ行き増に反映されて

いるといわれるが，都市域内の市民農閣をも含めて，

市民の足をどのように農園に向けさせるか，は今後

の一つの課題であろう.
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コンパクトな穂を持つイネ品種における，登熟歩合低下の要因

Panda， B.B.， E. Kariali， R. Panigrahi and P.K 

日ohapatra2009. High ethy lene production slackens seed 

filling in compact panicled rice cultivar. Plant 

Growth担egulation58: 141-151. 

イネにおいては，穎果と頴果の聞の距離を絡め，穏をコ

ンパクトにすることにより，一穂頴果数の増加が期待でき

る.しかしながらその場合，頴果数の増加により，主主熟す

る粒の数が制限されるため，結果として収量の増加は望め

ないそこで本研究では穂コンパクト化による主主熟歩合低

下の要因を探るべく，コンパクトな穏を持つインディカ品

種 (OR-1920-7) と広がった穏を持つインディカ品種

(Lalat) を用い，それらのシンクとソースの生王里学的な

働きの比較を行った.

栽l音はインド，オリッサの濯水田にて， 2007年乾季に

行い，出穂 3目前よりサンプリングを開始し，これらを用

いてエチレンやデンプン含量の測定経乳締約の観察等を

行った.

結果校模単位長当たりの頴果数はコンパクトな穏を持

つOR-1920-7の方が多くなった.しかし，頴泉の重さに関

しては，一次校梗または二次校授においても，さらには穂

の先端，中間，主主部近くいずれの位置においても，

OR-1920…7で軽くなった.また， OR-1920-7の穏ばらみ期

における止策薬鞘のエチレン生成長は， Lalatのそれと比

較して非常に高い伎を示す結果となったエチレン生成量

は主主熟初期の膝乳の肥大と細胞分裂デンプン含量とそれ

ぞれ負の相関を示しゆえに 0担…1920-7では小糖、の発達が

遅くなり，日杢乳中に(デンプンにならなし、)可溶性糖類が

多く存在することが明らかとなった この結果より，
OR…1920…7においてヱチレンはシンク器官にマイナスの

影響を与えているといえる

さらに，止薬葉身気孔コンダクタンスは， OR-1920-7で

低い値を示しこれもエチレン生成量と負の相関を持つこ

とが明らかとなったこれにより，エチレンはシンク器官

(脹乳)のみならずソース器官(止薬)に対しでも影響を

及ぼすことが示された

以上より，コンパクトな穏を持つ OR-1920-7では，広が

った穏を持つ Lalatと比較して，ソース，シンク双方に影

響を及ぼすエチレンの生成量が多くなることにより，登熟

歩合の低下が引き起こされることが明らかとなった.

(東京大学大学院農学生命科学研究科作物学研究室

松本孝弘)
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