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||研究論文 11 

〔農業経営研究第50巻第3号. 2012) 

農業体験農園の立地と経営上の意義
一市街化区域内外の比較分析一

佐藤

I はじめに

主に三大都市圏における市街化区域内において

展開される農業体験農園は当初，特定農地貸付方

式の市民農園と比較して 相続税納税猶予の適用

が可能である点が注目された(原口l)。

市街化区域内の農業経営に対する相続税の影響

は大きい。後藤[1 )は，相続税額が多くなるとそ

の納付のために，宅地よりも農地が優先して処分

される傾向にあることを指摘している。相続のた

びに農地を切り売りしながら農業経営を継続して

いくことを前提とすれば，労働力が不足しでも

余った経営耕地を粗放的に管理して農地を耕作し

続け，相続税納税猶予の適用を受けることの意味

は，農家の資産管理のみならず，農業経営上も大

きい。特定農地貸付方式の市民農園については，

労力をかけずに農地を管理できることが農家に評

価されている(三宅・松本[6l)が，相続税納税

猶予の適用は受けられない。経営耕地の維持とい

う観点からすれば，特定農地貸付方式の市民農園

と異なり， I相続税納税猶予の適用が可能である

こと」は，農業体験農園の農業経営上の意義のひ

とつと考えられる。

一方，その後の研究により，農業体験農園は農

業経営部門として分析され，その収益性が明らか

にされてきた。例えば，阪口・大江[71は，農業

体験農園を導入することで市場出荷型のキャベツ

* 神奈川県農業技術センター

忠恭*

経営よりも経営全体の労働生産性，土地生産性が

向上することを明らかにしている。八木[91は，

生産緑地で開設されている農業体験農園の収益性

を分析し通常の露地野菜作を超える農業所得を

確保していることを明らかにしている。これらを

踏まえれば. I露地野菜作と比較して収益をもた

らすこと」は，農業体験農園の農業経営上の意義

のひとつと考えられる。

このように農業体験農園には， I相続税納税猶

予の適用が可能であること」と「露地野菜作と比

較して収益をもたらすこと」というこつの意義が

認められてきた。しかし，地価の高い市街化区域

内においては農業体験農園にこれら二つの意義を

見出すことが可能で、あるが，比較的地価の低い地

域においては「相続税納税猶予の適用が可能であ

ること」の意義を見出すことは難しい。

経営上の意義の立地による違いは，市街化区域

外も含めた幅広い地域における農業体験農園の展

開を考える上で重要と考えられる。しかし先行

研究では，市街化区域内の農園開設農家が分析対

象となっており，経営部門や経営耕地面積の異な

ることが予想される市街化区域外の農園開設農家

は対象となっていなし、。そのため，農業体験農園

の経営上の意義について，立地による違いは考察

されていない。

そこで，本稿では，農業体験農園を開設する農

家を市街化区域の内外で比較分析することによ

り，市街化区域外における農業体験農園の経営上

の意義について実態にもとづいて明らかにし，市

街化区域外における農業体験農園の展開上の課題
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を明らかにする。

E 調査対象と分析方法

横浜市においては，市街化区域の内外に農地が

存在し，農業体験農園も市街化区域の内外に開設

されている。市街化区域の内外で農業体験農園開

設農家を比較分析するため，この横浜市を中心に

調査対象を設定した。横浜市内の市街化区域内3

戸，市街化区域外3戸，加えて市街化区域内にお

ける開設農家として隣接する川崎市 l戸，都内で

開設数が多い練馬区 1戸，さらに市街化区域外に

おける開設農家として市街地から離れた神奈川県

内の A町及びB市各 l戸の農業体験農園開設農

家を調査対象とした。

なお， A町は横浜駅から直線距離で、約50kmに

位置し町内には高速道路のインターチェンジが

あり，丘陵地と河川沿いの平坦地で構成され，平

坦地には水田やナシ園が広がっている。 B市は横

浜駅から直線距離で約40kmに位置し，露地野菜

作の畑地が段丘上ーの台地に広がっている。

第 l表に調査対象市区町の農業体験農閣支援事

業を示した。練馬区においては支援事業の運営費

補助に年限がないが，横浜市注 1)におけるそれは

5年限りであり，川崎市においては，支援事業に

よる運営費補助はないなど自治体により支援内容

に違いがある。

第2表に調査対象市区町における農業体験農園

開設数を示した。練馬区では農園は市街化区域内

第1表調査対象市区町の農業体験農園支援事業

支援事業

市区町 開始時期 施設整備補助 運営資補助

(年)

練馬区 1995 213補助 12，000円/区画

横浜市 1993 80%補助
4，000円/区画

(5年限り)

川崎市 2002 112補助 なし

A町 なし なし

B市 なし なし

資料:)京l21及ぴ、各市町への間取りによる。

注横浜市の運営費補助については。区画官itiりを行わないま

たは水稲を栽培する団体体験型の場合7 利用料金の4分

のl以内，かつ。開設面相当たり 104円1m2を上限として

いる。

第2表 調査対象市区町における農業体験農園開設数

市f苛化IZ:域 市街化調狭区域

市医町 民業振興
民業振興地域

合計
生戸間設地

地域外 民用地 11用地

区域外 [豆j或

**馬[元: 14 。 。 。 14 
横浜市 22 15 7 18 62 
]11崎市 4 I 。 2 7 
A町 。 。 。 1 l 

BT打 。 。 。 1 

資料 各市区町聞き取りによる。
注 1) A町は2010年5月現花 B市は何年 4月現夜他はId]

年3月現在。
2 )横浜市は学問対匁の無償民間及び休I詞中のものを除く。

に限られるが，横浜市や川崎市では市街化調整区

域にも複数開設されている。一方， A町， B市で

は市街化調整区域における各 lヶ所に留まってい

る。

調査は2010年 l~ll月にかけて実施し園主に

対するヒアリング調査により，主に都市計画区分

による市街化区域と市街化調整区域別の経営耕地

面積，農業経営の概要，農業体験農園の運営概要，

開設農地の相続税納税猶予適用の有無を把握し

た注2)。

以上の調査結果をもとに，市街化区域内の農園

開設農地の相続税額の試算を行う。また，市街化

区域外における農業体験農園の経営上の意義につ

いて考察する視点から，経営耕地面積，農業粗収

益，そのうち農業体験農聞の占める割合について

市街化区域内外で比較する。さらに，農業体験農

園の労働時間及ぴ粗収益を算出し，農園を除く作

付面積首位の作目との比について，市街化区域の

内外で比較する。

なお，農業体験農園の育苗時間，作付面積首位

の作目の労働時間及び粗収益については，神奈川

県環境農政部農業振興課(4)及び神奈川県農業技

術センター (5)の調査結果を利用する。

注 1)横浜市では，栽培収穫体験ファーム事業にお

いて農業体験農園の開設を支援しているが，支

援対象となる農園については「農園関設者が農

業経営の一環として設置する農園で，市民農園

整備促進法第2条 2項 1号ロに規定する農園利

用方式に準じて開設される農園とするJ(横浜

市(11)) と規定しており，必ずしも法の適用を受



けることを求めていない。

注2)調査では，農園開設の動機についてもヒアリ

ングを実施した。しかし， どの調査対象者につ

いても，経営上の意義に関係しないものも含め，

複数の動機が重層的にからんでおり，本稿の分

析の域を超えるため，動機については分析から

除外する。

E 結果

第3表に調査農家の経営耕地面積と農園開設農

地を示した。 NO.1~ 5は市街化区域内に農園を

開設している農家， NO.6~10は市街化区域外に

開設している農家， うち NO.9はA町， No.lOは

B市の農家である。

経営耕地面積について，市街化区域内において

は100a前後かそれより小さいのに対し，市街化

区域外においてはいずれも100aを超え，うち 3

戸で、200aを超えており，市街化区域内よりも市

街化区域外の農家で大きい傾向が見られる。経営

耕地に占める農園面積の割合について，市街化区

域内においては NO.1および、NO.2で10%台だが，

NO.3では30%を超えており， NO.4およびNO.5

においては50%近くにまで達している。一方，市

街化区域外においては NO.6で10%台， NO.7で
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20%台だが， NO.8 ~10では10%未満であり，市

街化区域内よりも市街化区域外の農家で低い傾向

が見られる。農園開設農地に関する相続税納税猶

予について，市街化区域内においては NO.2は不

明， NO.1は適用を受けているが， NO.3および

NO.4では20年営農により納税が免除注3) NO.5 

では適用を受けておらず 必ずしも相続税納税猶

予期間中ではない。一方，市街化区域外において

は， No.7以外は適用を受けていない。市街化区

域内の農園開設農地に関する路線価に基づいた相

続税額試算値は，いずれも 5千万円を超え，特に

NO.2 ~4 で 1 億円以上となっており，高額であ

る。東京国税局[8)によれば， 2010年の畑の農業

投資価格は東京都で、84万円/10a，神奈川県で80万

円/lOaとなっており， NO.1 ~ 5の路線価による

課税標準 l 億 4 千万~2 億 4 千万円/lOa との差

額は大きく，市街化区域内の農園開設農地につい

ては納税猶予が適用されればその猶予額および免

除額は大きい。

第 4表に調査農家の農業経営の概要を示した。

農業粗収益について，市街化区域内においては

NO.1は不明だが， No.2~5 は400万円台である。

一方，市街化区域外においては， NO.7および

NO.9は不明だが， No.8で500万円台， NO.6で

1，200万円を超え， NO.10で4千万円を超えており，

第3表経営耕地面積と農園開設農地

経営耕地問和 (a) ;'~[!必院JJ生民地

i込書区 l折衝化区域 市街化調整区域 経営耕地
jJ止まtll月;1 相続税

No 民業 j民業振興地域
T入T札JT うち

12凶 に占める 自ノj、
都市計画 相続干見 有者の 路線、価 額試;n

iJ，l) 宅地化生産 面号t¥ 民図面積 イ乍の
区分等 F7向税猶予 年齢 (千円1m2

) 位!日3)

f:生地 主語土血
振興 込用地良用地 借地

(a) の割合 日リ
地域外 区域外 r5<::t>x (%) 

(i主) (千円)

1 10 51 。 。 50 111 o I 11 10 自f乍 生産緑地 適用 75 155 51，200 
(IJfJ始年不明)

2 3 100 。 。 。 103 o I 18 17 自イ乍 生産緑地 不明 67 180 115，0α) 
3 。 90 。 。 。 90 o I 30 33 自作 生産緑地 1987~初07年 69 245 320.500 
4 。 54 。 。 。 54 o I 26 4号 自イ乍 生産緑地 1984~2004年 74 140 135，(泊。

5 。 35 21 。 12 68 
18出 2)

46 自イ午
生産緑地

なし 79 
160 98，200 

。 13 調整区域

6 。 。 。 346 。 346 o I 46 13 自イ午 毘用地区域外 なし 66 
7 。 。 。 。 108 108 o I 34 26 自作 民主辰K!k:用 2000年~ 66 
日 。 。 。 。 267 267 222 15 6 4、イ乍 R!j;振tl用 なし 不明

9 。 。 。 。 197 197 01 10 5 自作 j民主民j民用 なし 75 
10 。 。 。 。 230 2荻) 30 5 2 自作 J;!i振t込用 なし 不明

資料 IlfJ取り凋J't及ぴI'liJ税11"r平成22年財産評価一必f¥1l)守 路線悩図」をもとに作成。

注 ]) No.1 -5は市街化IK域内に段闘を開設している民家 NO.6-10は市街化区域外に開設している浜家である。

2) NO.5は2ヵ所に開設している。

3) 相続税額ぷjHifi は，国税庁により路線価が示されている市街化区域内についてのみ示した。 20lG年の路線価及び民閣面積から課毛針 ~i世を

t?:t:Bし，基礎控除は宅地相続分に充てられると仮定してここでは控除せず， 20]0年4月 1日現在の税率と控除額をもとに釣出した。
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第4表農業経営の概要

民家

No 
家族労働力

(年齢)
出荷先

う

凶

の
川
白
人
日

益

験

制

)

収

体

る

%

粗

業

め

(

業
山
氏
占

民
ち
が

益〕

)
引
門

外
万

1

(

 

経営部門

本人 (67) 民業専従

安 (61)民業専従
2 1 

弟決繁期のみ

弟の:友 E2繁期のみ

|本人 (42)民業専従

3 1父 (69)民業専従

母 (61) 100日

本人 (47) 民業専従

1 1父 (75)民業場従

;JI! (47) 民業専従

本人 (74) 民業専従
4 1. 

安 (69) 150日

本人 (79)民業専従

5 1娘の婿 (51)民業専従

娘 i在売所売り子

本人 (66) 民業専従

6 1実 (63)J.民業専従

長男 (35) J~業-\!J.従

本人 (66) 民業専従

7 1長男 (39)100日
長男の実 (39)50日

本人 (54)民業専従

101実 (46)民業専従

息子 (25)決業以従

滋地野菜 コマツナ20a，他15品目

施設野菜 トマト 13a

民業体験段図 lla 
そのf也 ラッカセイ5a

生協50%

ii'l:売所40%
大手スーパー10%

不明不明

露地野菜野菜類 i 

iナシは宅配80%，直売20%
果樹ナシ40a，カキ15a，他6品目|

|その他は直"5r.所， もぎとり
災業体験災関 18a 

市街化区域内よりも市街化区域外の農家で高い傾

向が見られる。農業粗収益のうち農業体験農園が

占める割合について，市街化区域内においては

NO.lで不明， NO.2で8%だが. NO.4では30%

台， NO.3および、NO.5で60%を超えている。一方，

市街化区域外においては NO.7およびNO.9で不

明だが， NO.6で20%台 NO.8および、NO.10で

10%未満であり，市街化区域内よりも市街化区域

外の農家で低い傾向が見られる。

第 5表に調査農家の農業体験農園の運営概要を

示した。区画数， 1区画当たり面積および利用料

について，立地よる傾向は見出せない。空き区画

数について， NO.6は特殊な事情による一時的な

露地野菜キャベツ100a
i民業体験終回 30a 

露 地 野 菜 ス イ カ 2a

430 8 

卸売苛iJ揚 490 60 

果樹ウメ 10a，カキ 3a，他4品目!D'J売所

決業体験民I苅 26a 
34 

路地野菜ートマト 2a，他16品自

民業体験民間 31a 

銭地野菜.キャベツ100a，他4品目

民業体験決匝t1: 46a 

主基地野菜 野菜類50a
植木 25a 
終業体験決図 34a 

果樹ナシ24a，モモ13a

録地野菜 ダイコン100a，他6品目

施設野菜 イチゴ25a
民業体験J;!k悶 5a 
その他街地花

450 

直子己所 430 65 

本人 (46) 180~初O 日 |露地野菜 トマト 3a. 他多I113日

母 (48)直光所の出荷調 i施設野菜 イチゴ3a8 ! :，~; ¥--';;Uj 1-'=-_.JLlI/1 V/  1--1-11"J fII ~J I 
| ノj，干吊 182a 

伯父 (66)200日 |炭業体験段以 15a 

本人 (75)民業専従

実 (73) ;;'J，業専従 l 

9 ::~'''~'，_':'':::::'~ 1，水高百 150a 
長男性5)30日 l I )~'J:業体験段閑 lOa 
長男の安 (40) 2~3 日 l

キャベツは卸売市場

その他は直ij'e_所
1，290 23 

野菜類は民間利用者へ無償配

布

松木は自身が経営する造闘会

社

不明 不明

水稲はilI売所目)%。業者50%
野菜は直売所

530 6 

水稲は民協と直~'c
ナシ。モモはi白:光所

不明 不明

ダイコン，キャベツは同体と

民協

その他は宅配と直売所，観光

摘み取り凶

4，100 2 

資料 開取り J司王宅をもとに作成。

空き区画だが，市街地から離れた NO.9および

NO.10はいずれも春から随時ホームページで募集

中にも関わらず11月の時点で空き区画がある。区

画面積当たり利用料について，市街化区域内にお

いては NO.2を除き 1m2当たり千円台となってい

る。一方，市街化区域外においては NO.8のよう

にI人当たり 125m2と広いのにも関わらず，利用

料は23，000円と低額な農園があるのに対して，

NO.10のように l区画当たり面積が13.5m2と狭い

のにも関わらず，利用料は50.000円と高額な農園

もあり，区画面積当たり利用料に幅が認められる。

講習会の頻度について，毎週開催するものがある

一方で、 No.3，No.4， NO.9およびNO.10のよう
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I """" " I 2010年 l
農家|開設年 I"~~:' I I ，n:~~1 現在|
No. I (年) I ':;;;;'L I区画数区画数 l

第5表農業体験農園の運営概要

IIR画面積
利用料|当たり利

11R函当たり面積 11"~: ;r~ I 
(円) I用料
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2 I 2010 。182m2(5.1 x L6m) 25，000 
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I 1枚15aの水田を12人I ".... ""̂ I ，̂， I 
1 _';，:~~"，:::"':，::，^"" 1 23，0001 1841水稲3品種|で契約 (125m'/人 I"V，VVV  I ""' I 

4 145m2 (5 x 9 m) 1 35，000 1 778 1野菜15種
21 1 13.5m' (54x25m) 1 50，0001 3，7041野菜14種

毎週火・土曜 10 ∞~12 ∞ 
同一内容を2回

毎週月曜 9: 00~ ll: C日

3月2凪 4月3回， 5月2回， 7~10月各 l 回
同一講習内容を以下日程で5回実施

金曜 14 ω~16: 00，土・日曜 10 ・ 00~12: 00と14:00 
~16: 00 

第2，4過日曜 9 ∞~12 ∞ 

( 毎週土曜
31区画は13:00~16:ω ， 26区画は9: 00~12: 00 

毎週土曜

43区画は 9:00~12: ∞， 23区画は13:30~16: 30 

(第 1 ， 3 ， 5 週は土曜日∞~16ω(夏 8 ト 11ぬ)i 
第2，4週は日曜9 ∞~12 ∞(夏 8:30~11:30) ) 

毎週土曜 9:30~17 ∞ 

第 2週土曜日∞~12: 00 
第 2 ， 4 週土曜日 00~15 ∞

10 

20 

10 

20 

10 

20 

40 

ω以[.

70以上

資料出取り調査をもとに作成。
it:No.6農家は家族の都合により， 2010年3月に一部利用者との契約を解除したためl 空き区闘がある。

に月 1~2 回程度開催の農園がある。この点につ

いて立地による傾向は見出せない。利用者の居住

地距離圏について，市街化区域内においては

No.l， NO.2およびNO.4でlOkm圏， NO.3およ

びNO.5で、20km圏である。一方，市街化区域外

においては NO.6およびNO.7で市街化区域内と

同水準であるが， NO.8で40km圏， NO.9で60km

以上， No.lOで'70km以上の距離圏であり，市街

化区域内よりも市街化区域外の農園で遠くなる傾

向が見られる。

第6表に調査農家の労働時間に関する農業体験

農園と農闘を除く首位作目との比較を示した。農

業体験農園における10a当たり労働時間 (A) と

農閣を除く作付面積が首位の作目における10a当

たり労働時間 (B)の比を A/Bとして掲げた。

これについて，市街化区域内においてはO.l6~

0.62でいずれも lより小さく，農業体験農園は首

位作目より粗放的に管理されているといえる。一

方，市街化区域外においては NO.7で不明， No. 

6で0.71だが， NO.8 ~10では 1 より大きく，農

業体験農園は首位作目より労働集約的に管理され

る傾向が見られる。

第7表に調査農家の粗収益に関する農業体験農

第6表労働時聞に関する農業体験農園と農園を除

く首位作目との比較

農業体験JI~図 n図を除く首位作目

t家z 10a当たり
10a当たり

労働 うち議官ヨ
労働時間 作付箇，fi'[

労働 A/Iヨ
No 時 !IW土)) 労働時WJ (a#II¥j/lOa) 首位作目

日寺!日j注 2)

(時|日1) (a寺山)
A 

(時間/lOa)
B 

1 201 192 183 コマツナ 313 0.58 
2 110 96 61 ナシ 384 0.16 
3 185 110 62 キャベツ 100 0.62 
4 126 72 48 ウメ 160 0.30 
5 432 432 139 トマト 712 0.20 

6 325 288 71 キャベツ 100 0.71 
7 171 144 50 植木 注31

8 312 312 208 7K稲 38 5.47 
9 56 48 56 水稲 38 1.47 
10 225 216 450 ゲイコン 216 2.08 

注 1 )労働時IIIJ~ 育苗時II-\) +本闘準備時!日J+講習時II-¥jx指導袋只数

但し!ff苗時間については，神奈川県環境良政部民業振興

課川を元に作付け状況に応じて また。本問準備時UIJは8時

11日/lOaとして君主出した。なお!講習準備時間は勘案していな
u、Q

2 )首位作自の労働時間は，神奈川県綴域農政部民業振興課(4)

及び神奈川県民業技術センタ一日〕の当該作目から示した。

3) NO.7の首位作目の労働時間については，神奈川県民業技術

センター (5)に柿木についての指燃がないことから。示してい

ない。

園と農園を除く首位作目との比較を示した。農業

体験農園におけるlOa当たり粗収益 (A) と農聞

を除く作付面積が首位の作目におけるlOa当たり

粗収益 (B)の比を A/Bとして掲げた。これに
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第7表組収益に関する農業体験農園と農園を除く

首位作目との比較

~業体験J~!J:[~] Jrkl盟を除く肖f立作目

うち辺 lOa当たり 10a当たり
l5<: 粗収i~宇 '以:'i:空中市 組収益 作イ寸聞も'i宅日4又主長if..l) A/B 
No (円) 助額 (円IIOa) 首i、，i:fF目 (円IIOa)

(円) A B 

1 1 1.144.000 104，α)0 1，040，000 コマツナ 499，720 2.08 

2 325，000 。180.556 アン 1.483，000 0，12 
3 2，924，000 816，000 974，667 キャベツ 407，143 2，39 
4 1.540，000 。592，308 ウメ 558，680 1.06 
5 2，793，000 。9α)，968 トマト 1，894，400 0.48 

6 2，904，000 264，000 631.304 キャベツ 407，143 1.55 
7 2，240，000 。658，824 植木 i'i:2) 

8 345，000 69，000 230，000 7J<:布百 104，914 2.19 
9 315，000 。315，000 水稲 104，914 3.00 
10 950，000 。1，900，000 ダイコン 821，905 2，31 

資料 開取り調査及び神奈川県環境25政部民業振興関買わIJ 神奈川 ~II~
~業技術センター [5) をもとに作成。

注 1 )首位作日の粗収主主は，神奈川県環境民政部l品業振興~*(1)
及び神奈川県民業技術センタ一川の当f誤作目から示した 0

2) No， 7 の首位作自の粗収主主については。神奈川 ~II~;;品業技術
センター(，，)に柏木についての指標がないことから!示して
いない。

ついて立地による傾向は見出せない。 No，7で不

明， No，2およびNO.5で Iより小さいが，それ

以外で lより大きく，市街化区域の内外に関わら

ず，農業体験農園は首位作目より単位面積当たり

粗収益が高くなる傾向が見られる。

注 3) 市街化区域内農地の相続税免除について，

1992年1月 l日以降に発生した相続については

終生営農が必要となっているが， 1975年1月1

日から1991年12月31日に発生した相続について

は20年間の営農継続で免除される(樋口(3J)。

N 考察

市街化区域外の農閏開設農家は市街化区域内に

比べ経営耕地が広く，そのうち農闘面積の占める

割合は低い傾向にあり，農地管理に果たす農業体

験農園の役割は小さい。市街化区域内では相続税

納税猶予の適用を受けている農園が複数見られ，

その猶予額および免除額は大きいと試算された

が，市街化区域外では納税猶予の適用を受けてい

る事例は一部に限られ，農業体験農園に「相続税

納税猶予の適用が可能で、あることJの意義を見出

しにくいことカ滞在認できる。

首位作目より農業体験農園の単位面積当たり粗

収益が高くなる傾向は， トマトや梨といった一部

の集約的作物が首位作目である場合を除いて，市

街化区域の内外で共通している。 市街化区域外で

は農業体験農園が首位作目より労働集約的な部門

として取り組まれていることから，市街化区域外

における農業体験農園の収益性に対する農家の期

待は大きいものと思われる。市街化区域外におい

て， I露地野菜作と比較して収益をもたらすこと」

の意義の可能性を検討すると，八木(9Jの調査結

果から農業体験農園の経営費を20~40万円/10a

程度と見積もった場合，区画面積当たり利用料の

低い No.8，NO.9では所得をあまり期待できな

い。一方， No.6， No， 7 では所得23万 ~45万

円/lOa程度でキャベツ17万円/lOa(神奈川県農

業技術センター(5J) より大きく， NO.10では所

得150~170万円/10a 程度でダイコン40万円/10a

(神奈川県農業技術センター (5J) より大きいこと

から，区画面積当たりの利用料金の設定によって

はこの意義に可能性がある。しかし，市街化区域

外の農園開設農家は，市街化区域内に比べ農業粗

収益が高く，そのうち農業体験農園が占める割合

は低い傾向にあり，収益確保に果たす農業体験農

園の役割は現状小さい。ここに市街化区域外にお

ける農業体験農園の展開上の課題があるといえ

る。

この解決には，農業体験農園の粗収益の増加が

必要である。これには l区画当たり利用料の増額

もしくは，区画数の増加が考えられるが，市街地

から離れた農園に空き区画が見られることから明

らかなように，市街地から離れた立地における農

業体験農園の需要は小さいものと思われる。利用

者の居住地距離圏は，市街化区域内よりも市街化

区域外の農園，特に市街地から離れた NO.9およ

びNo.lOで遠くなっており，通園距離が需要に影

響しているものと推定される。市街化区域外にお

ける区画面積当たりの利用料には幅が認められる

が，市街地からの距離と需要の関係から適正な利

用料を見出す必要があると考えられる。

また，市街地から遠距離という制約を超えて通

園するような顧客層を探り当て，需要を喚起する

広告宣伝も必要であろう。ヒアリング調査から，



NO.9では車で 1時間以上かけて通園する利用者

がほとんどであるにも関わらず，月 l回の講習会

の出席率は100%であること， No.lOでは多くの

利用者が講習会のない週も含め週 1回程度通園し

ていることカfわカミっている。こうしたことヵ、ら，

遠距離でも熱心に通園する顧客層はある一定程度

存在すると考えられる。

市街地から遠距離という制約は一方で，利用者

による日常の管理，収穫作業の不履行をもたらす

可能性がある。 No.lOでは来園できなかった利用

者に対し送料は負担させるが，無償で収穫代行

サービスを提供している。こうした附帯サーピス

により，市街地から遠距離という制約を克服する

工夫が今後， さらに求められよう。また，附帯

サーピスの有償化も収益確保の点から検討する必

要がある。

V まとめ

これまで農業体験農園は，主に三大都市圏にお

ける市街化区域内に開設されたものが注目され，

都市農業の継続性の視点から分析されてきた(阪

口・大江(7]後藤(1 )八木(9)(10))。それに対し

本稿では，農業体験農園を開設する農家を市街化

区域の内外で比較分析することにより，都市農業

の議論の枠組みを超えて農業体験農園を展開する

視点から分析した。市街化区域外における農業体

験農園の展開を考えると 「露地野菜作と比較し

て収益をもたらすこと」の意義に可能性があるが，

粗収益確保に果たす農業体験農園の役割は現状小

さく，需要を喚起しつつ利用料をいかに高められ

るかが課題となることを示した。

市街化区域外，特に市街地から遠距離にある地

域における農業体験農園の展開を進めるために，
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ターゲ、ツトとすべき顧客層や最適な利用料，区画

面積，講習会頻度および附帯サービスなどについ

て検討することが残された課題である。
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The Location and Managerial Significance of Farming Experience Farms : 

A Comparative Analysis of Farms Within and Outside Urbanization Promotion Areas 

Tadayasu SATO (Kanagawa Agricultural Technology Center) 

A Farming Experience Farm is defined as a business unit which satisfies the following conditions. (1) 
Farmer makes a planting plan; (2) Farmer does not contractually transfer the rights of the farmland 
to users; (3) Using materials on the farm are provided by farmer; (4) Farmer instructs users who 
participate for non-profit by sessions; (5) Users continuously experience farm work in the planting 
period; (6) Farmer collects a fee as the price of admission and harvest; (7) Farmer sells all or part of 
the harvest in a certain area. 
Previous literature shows that the managerial significance of Farming Experience Farms lies in 

their“ability to provide a grace period from the payment of inheritance tax" and “being more profit-
able than open field vegetable production.

u 

Within Urbanization Promotion Areas (City Planning Act 
provides that Urbanization Promotion Areas shall be those areas where urban areas have already 
formed and those areas where urbanization should be implemented preferentially and in a well 
planned manner within approximately the next 10 yearsよwhereland prices are high. the significance 
of both these aspects in a Farming Experience Farm becomes evident; however， outside such areas， 

where land prices are low， the significance of these aspects remains elusive. This difference is impor 
tant when considering any expansion of Farming Experience Farms in regions outside Urbanization 
Promotion Areas. Thus far， no studies have addressed this issue. 
Therefore， in this study， 1 clarify the problem of expansion of Farming Experience Farms to regions 

outside Urbanization Promotion Areas through a comparative analysis of farmers who have estab 
lished a Farming Experience Farm within and outside Urbanization Promotion Areas， and 1 consider 
the managerial significance of Farming Experience Farms that are established outside Urbanization 
Promotion Areas. The subjects of the investigation included five farmers who had established a Farm【

ing Experience Farm within Urbanization Promotion Areas and five farmers who had established 
such farms outside Urbanization Promotion Areas. These farmers are located in Yokohama， Kawasa-
ki， some regions far from urban areas in Kanagawa Prefecture and also Nerima in the metropolitan 
Tokyo 
The following are the results of the analysis conducted in this paper. Establishing a Farming Expe 

rience Farm outside Urbanization Promotion Areas has the significance of "being more profitable than 
open field vegetable production." This depends on the price level of the fees per unit area. However， 

the gross agricultural income of farmers who have established a Farming Experience Farm outside 
Urbanization Promotion Areas is higher than that of those within these Areas. Moreover， it is likely 
that the ratio of gross income of Farming Experience Farms to gross agricultural income is low and 
its contribution to increasing gross income is currently small. This is the problem with expanding 
Farming Experience Farms in regions outside Urbanization Promotion Areas. 
In order to resolve this problem， it is necessary to increase the gross income of Farming Experi-

ence Farms. Therefore， increasing the fees per lot or increasing the number of lots is necessary. This 
investigation reveals that there are some vacant lots in Farming Experience Farms in regions that 
are located at a distance from urban areas and that the demand for Farming Experience Farm seems 
to be low. Therefore， we need to increase the demand and establish a reasonable price level for Farm 
ing Experience Farms on the basis of distance from urban areas. 
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