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In 2018, “Garden Residential Zone”, the thirteenth land use zone was added to the Japanese City Planning Act to 

protect the environment of low-rise residential buildings while promoting the use of urban farmlands. This study aims 

to propose four scenarios for the model farmers in Takamatsu District, Nerima-Ku, Tokyo that allow them to continue 

their agri-activities under the new land use zone. After comparing the regulations and the incentives of the new zone 

and the currently designated zone, the four model farmers were selected. By the zoning change to the “Garden 

Residential Zone”, it is possible to reduce the tax burdens of small-sized farmers who are not supported by the 

traditional system around “Productive Green Districts”. In order to apply these scenarios, it is important for the entire 

district to have a mechanism to utilize agri-assets and an organization to manage it. 
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1. はじめに

1-1. 研究の背景 

 近年、都市農地の都市計画上の位置付けが大きく変わり、その

維持・保全についての議論が活発化している。都市住民における

自ら農作物を育てたいというニーズの高まりや、都市の開発圧力

の低下とともにゆとりや潤いを求めるライフスタイルや価値観

の広がり等を受け、都市農地の持つ農作物の供給機能、防災、景

観形成、環境保全、農業体験・学習の場、農業や農業政策に対す

る理解の醸成等の多様な機能が評価され、都市農地が良好な生活

環境を形成する貴重な緑地として見直されてきている。一方で、

農業従事者の高齢化や後継者不足は深刻化しつつあり、農業が持

続的に営まれるための抜本的な対策が求められてきた。こうした

中で、2015 年の都市農業振興基本法の制定により、宅地化すべ

きものとして扱われてきた市街化区域内の農地が「都市にあるべ

きもの」と位置付けられた。2017年には都市緑地法をはじめと

する六法律の改正を主軸とした「都市緑地法等の一部を改正する

法律案」が成立した。1)2) 

 今回着目する新たな用途地域である田園住居地域は、この法改

正において都市計画法及び建築基準法の改正の一部として創設

された。農地と低層住宅が一体となって良好な住環境を形成して

いる地域を対象に、「住宅と農地が混在し、両者が調和して良好

な居住環境と営農環境を形成している地域を、あるべき市街地像

として都市計画に位置付け、開発/建築規制を通じてその実現を

図る3)」ことを目的としている。創設の背景として、市街化区域

内の農地の宅地化による大幅な減少に加え、生産緑地制度が周辺

環境のコントロールの効果を有していないこと、農地が多く存在

する第一種低層住居専用地域が必ずしも地域として営農環境を

保つという性質の制度ではないといった点が挙げられる。そのよ

うな課題に対応して、田園住居地域では都市農業を営むために必

要な施設の立地を可能とする建築規制、農地の区域における面的

開発をコントロールする開発規制の二つに加え、税制措置として

宅地化農地の固定資産税等の軽減や納税猶予が適用されること

になる。

2019年8月時点で、三大都市圏特定市の１割程度が田園住居

地域の指定の検討を行っており、特定市以外においても具体的な

指定に向けた検討が進められている(1)。一方行政としては、創設

されたばかりである同制度の改善のための検討段階にあると言

える。2020年度の税制改正においては、地域特性に応じてより

細かに活用できる仕組みとして、新たに農地保全に係る地区計画

制度が創設された。田園住居地域と同じく、農地内における一定

規模以上の開発行為等を原則不許可とするとともに、相続税・贈

与税・不動産取得税について特例措置が適用されるものである(2)。 

1-2.研究の目的 

 以上のように、田園住居地域については地区計画の創設も含め

た柔軟な運用が考えられている一方、具体的な地域に即した検討

の蓄積が少ないことが課題として挙げられる。また、田園住居地

域の活用については農家の意向の調整や了解が不可避であり、農

家の農地の保有状況や立地に応じて制度を活用していくことが

必要であると考えられる。そこで本研究では東京都練馬区高松地

区を対象としてケーススタディを行い、モデル農家が田園住居地

域指定下で農業活動を継続できるようなシナリオを提案すると

ともに、田園住居地域指定による規制内容等の違いが都市農業の
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継続に対してどのような効果があるのかを考察し、同制度の活用

可能性を示唆することを目的とする。同地区は東京都の「農の風

景育成地区」に指定されている小規模農地と住宅地が混在する地

域であり、田園住居地域の対象となる地域像と合致することから、

指定を想定する対象地域としてふさわしいと判断した。 

1-3. 既往研究の整理と本研究の位置付け 

2017年の都市緑地法等の改正や2018年の都市農地の貸借の円

滑化に関する法律など、近年の法整備を踏まえた都市農地保全の

研究としては、東京都八王子市を対象に所有者の生産緑地の維

持・貸与意向を調査した栗本ら（2018）4)、練馬区を対象に生産

緑地転用の変遷や農家の経営実態の分析行った佐竹ら（2018）5)

が挙げられる。また、石原（2018）6)は2022年問題を踏まえ、東

大阪市における生産緑地の保全と活用のための対応策を提示し

ている。 

 一方、田園住居地域指定によって起こりうる変化に着目した論

考としては、税負担の変化について展望をまとめた明石（2018）
7)、農地の開発規制という観点から住宅市場への影響を考察した

青木（2018）8)等があるが、具体的な地域を対象にした議論はま

だ十分になされていない。本研究は、練馬区高松地区において農

家の現状を踏まえたケーススタディをすることで田園住居地域

の活用の道を探るという点で都市計画上の意義があり、かつ学術

上の新規性があると考える。 

1-4. 研究の構成と方法 

2 章では対象地域の練馬区高松地区について都市農業を巡る

現状や地区の特色を確認し、3章ではケーススタディに向けて対

象地域の現状用途地域と田園住居地域との差異を比較し、モデル

農家の抽出を行う。4章では、4つのモデル農家それぞれについ

て、農地の所有実態や土地利用などの条件を考慮したシナリオを

提案する。5章では以上を踏まえ、田園住居地域の規制内容の効

果や同制度の活用可能性を、農家へのメリットと地域への貢献を

視点に検討する。 

 調査方法としては、文献や自治体の統計資料を用いた他、対象

地域内の農地面積把握に GIS による計測を用いた。また、シナ

リオ作成にあたっては（公財）練馬区環境まちづくり公社みどり

のまちづくりセンターによる農家への営農意向調査を活用した。 

2. 対象地域の概要

2-1. 練馬区における農業の現状 

練馬区は東京都区部で最大の約 210 haの農地を有し(3)、住宅

地の中で市民生活と融合した農業が営まれている。練馬区の農家

の多くは少量多品目の野菜等を生産し、庭先直売所や自動販売機

で販売するほか、市場や共同直売所、レストランやスーパーなど

多岐に渡る出荷先を持つ。直売所は 2017 年 8 月時点で区内に

255か所開設され9)、練馬区が発行した「新鮮！採れたて農産物

を食べよう！農産物ふれあいガイド」（2019 年 11月発行）には

そのうち108か所について、所在地や販売している主な農産物、

販売時期が掲載されている。直売所の一部にはふれあいガイドと

対応した番号が記載された看板も設置されている。 

一方で課題として、近年の区内の都市化の進展につれ、図１

に示すように住宅着工面積は毎年 100ha 前後で推移している一

方、農地面積は宅地化農地を中心に減少し続けている(4)。同様に 

農家戸数や農業従事者数も減少している(5)ことに加え、農業従事

者の高齢化も進んでおり(6)、担い手・労働力の確保が課題となっ

ている。 

2018 年に練馬区によって行われた農地所有者意向調査結果を

踏まえ、2022 年の練馬区の農地の変化想定を図 2 に表した。生

産緑地を宅地化農地に転換する割合・宅地化農地を宅地化農地の

ままで据え置く割合・未定の割合それぞれの合計が24.9％、つま

り農地のうち最大約 25%が宅地転用される可能性を持つ宅地化

農地になり得る状況であることが分かる。生産緑地が農地として

の管理義務の期限を迎える2022年に向けて、より農地保全施策

が重要であると考えられる。 

2-2. 高松地区の特色 

本稿では練馬区高松のうち、図3に示す「農の風景育成地区」

に指定された高松一・二・三丁目の一部を対象地域として「高松

地区」と呼称することとする。 

高松地区は 2015 年 6 月に東京都から農の風景育成地区の指

定を受けた。同制度は、農地や屋敷林がまとまって残る地区の「農

のある風景」を保全することを目的として都市農業振興と都市計 

図1 練馬区における住宅着工面積と農地面積の関係 

図2 練馬区の農地の変化想定（2018→2022） 

図3 高松一・二・三丁目農の風景育成地区区域図 
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画を一体的に推進するものであり、育成地区への指定により地域

のまちづくりと連携しながら都市計画制度などを積極的に活用

することが期待されている 10)。練馬区が策定した農の風景育成

計画では、「営農が継続できるよう支援を強化するとともに、区

民が農と触れ合う拠点を整備することで農地と樹林地を確実に

保全し、農の風景のある暮らしを未来へ伝える」ことを目標とし

ている。 

このように高松地区は農地・屋敷林・雑木林が住宅地に点在す

るという練馬の原風景が残る地区であり、市街化の圧力が高い区

東部にありながら農地率は 17.5% と区平均 5.3% を大きく上

回っている9)。都市農業に関わる人材を育てる「農の学校」を中

核拠点として、体験農園や区民農園、ブルーベリー観光農園など

が存在する。農の風景育成地区指定を契機に地区内の農業者と商

業者がマルシェを開催するなど、ハード・ソフト両面で農が活き

る地区となっている。また、地区内で営農が困難となった農地を

公有化し「農の風景公園（仮称）」として整備する計画も進んで

いる。 

3. ケーススタディに向けたモデル農家の選定

3-1. 現状と田園住居地域指定との比較 

表1では、高松地区の現状と田園住居地域に指定された場合と

のそれぞれの規制内容を比較している。現状の規制内容は、現在

の用途地域である第一種低層住居専用地域に練馬区まちづくり

条例による建蔽率・容積率・建物用途・開発行為の規定を加えた

ものである。田園住居地域に指定された場合、建蔽率・容積率の

形態規制については低層住居専用地域と同様であり、建物規制に

ついては、現状の用途で建設可能なものに加えて農業用施設が建

設可能となる。また、農地が急激に消失する面的開発をコントロ

ールするため、土地の形質変更、建築行為、堆積行為を制限する

開発規制が加わり、300 ㎡以上の開発行為は原則不許可となる。

税制措置としては、生産緑地・宅地に対する課税額には変化が無

いものの、宅地化農地の固定資産税課税額が 1/2 に軽減される。 

3-2. 高松地区におけるモデル農家の抽出 

高松地区における17名（No.1~17）の農地所有者について、農

地および宅地の面積と、農地種類の比率を比較した。（図4、表2）。

農地・宅地面積は、GISを用いた図上計測によるものである。農

地・宅地の合計面積が6000㎡を超える所有者を大規模、2000㎡

を超える所有者を中規模、2000 ㎡以下の所有者を小規模と分類

した。今回のケーススタディにあたっては、面積規模、 農地所

図4 所有者別農地・宅地面積 

表2 所有者別農地・宅地面積 
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表1 高松地区における現状と田園住居地域を指定した場合の比較 
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有形態、土地利用等の条件が多様な農家で比較することが望まし

いと考え、No.1をモデル農家A、No.6をモデル農家B、No.8を

モデル農家C、No.6をモデル農家Dと設定し4農家を抽出した。 

4. 田園住居地域指定のケーススタディ

4-1. モデル農家の概要とシナリオ 

3-2で抽出した各モデル農家について、田園住居地域に指定さ

れた際にどのように農業を継続できるか、各農家の土地利用・所

有実態や営農意向に合ったシナリオを作成した（表 3）。農家へ

の営農意向調査は（公財）練馬区環境まちづくり公社みどりのま

ちづくりセンターによるもので、農の風景育成地区指定を契機と

して2012年に始まり、2019年にかけて継続的に行われた。 

(1)モデル農家A  

 大規模な農地を有するベテラン農家であるが、「土地を持って

いれば持っているだけお金がかかる」と話し、「利益を生む土地」

にするために農業経営の多角化に力を入れている。既に直売所、

農家カフェ、農業体験、ブルーベリーやイチゴの摘み取り園、豆

腐の加工・販売所などの取り組みを行っている他、高松地区の農

家や区内加工業者、まちづくり活動団体等の多様な主体が参加す

る「東京ねりま高松マルシェ」の開催場所にもなっている。高松

地区の農の拠点としての魅力をさらに向上させるため、現在の取

り組みに加えて体験農園近くの既存施設を利用して加工体験の

場を整備することが考えられる。加工の種類によって地元企業と

の連携を図ることで、練馬区・高松地区の活性化につながること

に加え、「生産・加工・販売」という農業の一連の流れを体験で

きるような場とすることが期待される。 

(2)モデル農家Ｂ 

 大規模な農地を所有する若手農家であり、所有農地のほとんど

を生産緑地が占める。立地特性として、練馬区立高松小学校に近

接していること、主要生活道路の整備が予定されていることが挙

げられる。そのため、小学校や学童保育における「食育」の場（仮

称:ねりっこ農園）として活用することが可能であると考えられ

る。また、道路整備と合わせて新たに接道する生産緑地の一部を

宅地予定地として整備し、相続税に充てることや農家レストラン

などの交流拠点とすることも考えられる。 

(3)モデル農家Ｃ 

 中規模な農地を所有し、その内訳は生産緑地のみである。敷地

内に設置されている自動販売機型直売所でのトマト販売が評判

となっている。練馬区および高松地区地域を特徴づける直売所の

ネットワークの一つとして位置付けることで、農の風景育成地区

としての高松地区の魅力を高めるポテンシャルがあると考えら

れる。直売所を巡るスタンプラリーや直売所写真集など、住民や

来街者が練馬の農を楽しめるようなプログラムを契機として、農

家と市民の交流の場としての役割を持たせることが可能である。 

(4)モデル農家Ｄ 

 若手農家であり、小規模な宅地化農地を所有する。かつて所有

していた農地のうち接道する箇所から宅地化が進み、周囲を建物

に囲まれるようにして残ったものである。小規模農地であっても

周辺に対する景観や環境への好影響があることや、災害時の防災

空間として活用の道があることなど、農地の役割を積極的に評価、

周知することで農業の継続を支援することが考えられる。 

表3 モデル農家のシナリオ
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4-2. 固定資産税の試算 

 各モデル農家について、固定資産税課税額を試算し、現状と田

園住居地域指定の場合を比較した（表 4）。宅地、生産緑地、宅

地化農地それぞれへの課税額の計算式は表5の通りである。 

 このうち宅地化農地の固定資産税については、市街化区域農地

は潜在的に宅地としての評価を有するとされるため宅地の価額

から造成費相当額を控除して評価される（宅地並評価）。また、

高松地区の農地は「三大都市圏の特定市の市街化区域農地」にあ

たるため「宅地の負担調整措置」が適用される（宅地並課税）(7)。

造成費については今回、土盛り 1ｍを必要とし、道路面を除いた

面について土止めを必要とすると仮定して計算を行った(8)。 

田園住居地域下では宅地化農地の固定資産税課税額が 1/2 に

なることが大きなインセンティブの一つである。そのため、農地

のうち宅地化農地の割合が大きいほど田園住居指定による税負

担の軽減という効果が大きい。例えば、所有農地が全て宅地化農

地であるモデル農家Dは税負担が半減するため効果が大きいが、

生産緑地のみを所有しているモデル農家 C や生産緑地の割合が

大きいモデル農家 B では効果が少ない。一方で、大規模なモデ

ル農家A においては、宅地化農地の割合が少ないものの面積が

大きいため軽減額は大きくなる。 

4-3. 各シナリオのまとめ 

(1)モデル農家A 

 スケールメリットを活かした都市農業の多面的機能を発揮さ

せた農業経営が可能である。直売所等で小規模農家との連携を図

ることにより、地域の農業拠点としての役割を果たすことが期待

される。 

(2)モデル農家B 

 道路整備等の都市計画と、将来の農業経営や相続対策を計画的

土地利用の中で進めることが考えられる。小学校の近接性や周辺

に農業関連施設がないなどの立地特性を活かした農業経営が可

能である。 

(3)モデル農家C 

 生産緑地を主体とした高品質な作物生産による農業経営を進

める中で、他の農家や地域施設とのネットワーク化により、互い

の魅力を高めることが可能である。 

(4)モデル農家D 

 小規模な宅地化農地主体の農家であるため、税負担の軽減効果

が大きい。このような小規模農地の支援により、宅地化農地を生

産緑地へ誘導することが考えられる。 

5. 結論

5-1.高松地区における田園住居地域の効果 

4章のモデル農家での検討から、田園住居地域指定による規制

内容等の違いが高松地区における都市農業の継続に対してどの

ような効果があるのかを考察する。 

(1)建蔽率・容積率 

 高松地区における現状の規制である低層住居専用地域と同様

の形態規制であるため、基本的に田園住居地域指定による差異は

発生しない。日影等の影響を受けず営農を継続することが可能で

あり、妥当な規制内容であると考えられる。 

(2)建物用途 

 「農産物直売所、農家レストランなど農業の利便増進に必要な

表4 モデル農家の固定資産税課税額（試算） 

表5 固定資産税の計算式 
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店舗・飲食店、温室や集出荷施設など農産物の生産、集荷、処理

又は貯蔵に供するもの」等が建設できるようになることで、利便

性が向上するとともに農業経営多角化の可能性が広がると期待

される。今回検討したシナリオではモデル農家A、Bにおける加

工施設や農家レストラン等の新規施設の建設を可能にしている。

大規模栽培による作業の効率化ができない都市部の農家にとっ

て、農業収益以外の収入源を得られることは営農の継続に正の効

果があると考えられる。高松地区における、「農の風景育成地区」

指定を受けた住民が農と触れ合うことのできる拠点整備の取り

組みをさらに活性化する要因にもなると考えられる。 

(3)開発規制 

300 ㎡以上の農地転用に当たる土地の改変を禁止する開発規

制は農地保全のインセンティブとなると考えられる。一方で、現

行の他の制度と比較してかなり厳しい制限であるため、例えばモ

デル農家A のような大規模農家が農業経営に資する開発を望む

ようなケースにおいて自由度が低くなってしまう点は課題であ

ると言える。例えば地区のまちづくりの方針を定めるガイドライ

ンを制定した上で、地域住民の参加型協議によって合意が得られ

た場合には、規定面積以上の開発も許可されるような柔軟な仕組

みが求められる。 

(4)課税 

宅地化農地の固定資産税課税額が 1/2 になることが大きな正

の効果を持つと考えられる。高松地区では17名の農地所有者の

うちモデル農家D を含めた 5名が宅地化農地のみを所有する農

家であり（図 4）、練馬区全体でも農地面積は宅地化農地を中心

に減少し続けている（図１）ことから、宅地化農地の課税額減免

は地区の都市農業の継続において重要な要素であると言える。特

に 2022 年以降は生産緑地の指定解除により宅地化農地が増加

することが考えられるため、現在生産緑地を所有する農家の営農

の意向にも影響することが予想される。 

5-2.田園住居地域の活用可能性 

(1)農家へのメリット 

 シナリオの検討を通じて、建築規制や税制などのインセンティ

ブを農地規模や所有面積に応じて活用することで農業経営の維

持に役立てられる可能性が示された。特に、宅地化農地を主体と

した小規模農家の税負担を軽減できることは大きなメリットと

考えられる。これにより、2022 年に宅地化農地として選択され

た農地がそれ以降に生産緑地指定されることが期待できる。 

(2)地域への貢献 

 交流拠点や子どもの学びの場として農地を保全することによ

る地域への貢献、直売所や農業関連施設の整備による農を活かし

た地域活性化も期待される。そのためには、農の風景育成地区指

定を契機とした高松地区内の農業・商業者の協力体制を生かし、

地域全体で農的資源を活かす仕組みや組織づくりも重要である

と考えられる。 

5-3. 本研究の限界と今後の課題 

 本研究では、田園住居地域指定のインセンティブの中で相続税

の納税免除については検討できていない。今後の研究では、営農

意向に影響を及ぼす相続のタイミングにも着目し、課税における

具体的なメリットを検討することが必要である。 

補注 

(1) 総務省. “令和２年度地方税制改正（税負担軽減措置等）要望

事項”.  https://www.soumu.go.jp/main_content/000641929.pdf（参

照2020-4-23） 

(2)国土交通省. “令和２年度 国土交通省税制改正概要”.  

https://www.mlit.go.jp/page/content/001320178.pdf（参照2020-4-23） 

(3) 東京都農業会議資料（平成29年3月31日時点）より 

(4) 生産緑地・宅地化農地面積（練馬区都市整備部）, 住宅着工

面積（東京都総務局統計部調整課「東京都統計年鑑」）より 

(5)農業経営実態調査（練馬区農業委員会）より 

(6)平成30年度練馬区農業者意向調査によると生産緑地所有者の

回答者のうち 85％、宅地化農地のみ所有者の回答者のうち

87.8％が60代以上であった。 

(7)農林水産省. “農地の保有に対する税金（固定資産税）”.  

https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/attach/pdf/zeisei-17.

pdf（参照2020-4-23） 

(8)東京都. “宅地造成費の金額表”.  

https://www.rosenka.nta.go.jp/main_r01/tokyo/tokyo/others/d210300.ht

m（参照2020-4-23） 
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