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都市農業の現状 
  
 平成２７年４月の都市農業振興基本法の制定を受け、国の都市農業
振興基本計画が閣議決定され、都市農業の多様な機能が農業政策・都
市政策の両面から高く評価された。これは約半世紀の長きに渡り、都
市農業の確立に向けた運動を展開してきた我々にとって悲願が成就し
た瞬間でもある。  
  
 一方、都市農業振興に向けた具体的取り組みの実践は、各地方公共
団体が策定する「都市農業振興地方計画（以下「地方計画」）」が鍵
を握るが、その策定は努力義務となっており不透明であり、都市農業
を次世代に繋いでいくために、担い手農業者の経営を支援する制度が
必要不可欠である。 
 
 全国に約８万haしかない希少な 
市街化区域農地は、相続や担い手 
不足などを原因に毎年２～３千ha 
減少している。 
 都市農業の価値は生産者が一番 
理解しているが、効率的な農業経 
営を進めるための面的集積が実質 
的に不可能であることや、生産緑 
地における相続税納税猶予の適用 
条件には「終身営農」の義務付け 
があること、生産緑地の指定下限面積（５００㎡）があること、さら
には平成２７年適用の相続法改正によって相続税の負担が増えている
ことからも、ますます相続時に農地を手放さざるを得ない状況になる
ことが危惧されている。 
 
 また、市街化区域農地は散在しており消費者から営農状況が見えづ
らい状況であり、農薬散布や騒音・土埃の発生など、農作業に伴うト
ラブルが発生している。 
 
 以上のことから、都市農家が農業で生計を立てていくことのできる
所得確保を可能とし、よりよい都市農業の環境づくりにむけ、都市住
民との共存に向けた活動や、営農継続を左右する諸制度の改善などに
ついて、「自らの行動」と「積み上げによる政策要望」を行うことで、
東京で農業を継続し、地域貢献することに繋げていく。   



都青協組織として 
自らが取り組んでいく

具体的事項 
①東京農業のPR活動 
②法制度等の情報共有と積極的活用 
③地域住民との共存共栄に向けた活動 
④食育活動の実施 
⑤盟友同士の交流とリーダー育成推進 
⑥都市農家の優良経営化探求 
⑦積極的な農政運動の展開 
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ＪＡ都青協として 
取り組むこと 
 
①東京農業のＰＲ活動 
 都内産の農畜産物は、直売所や学校給食、量販店との契約
出荷など、多様なルートで都民に供給され、新鮮で、安全・
安心な農畜産物を求める都民のニーズに応えている。 
 ＪＡ都青協では、１１月の東京都農業祭に併せて、都内産
農産物でデコレーションし 
た軽トラックで明治神宮周 
辺をパレードし、東京農業 
のＰＲを行っている。これ 
を継続発展させ、東京農業 
の持つ多面的機能なども含 
め、更なる東京農業のＰＲ 
に努める。 
 また、都民との交流の場を増やすために生産物販売などに
も努める。 
 

②法制度等の情報共有と積極的活用 
 都市農業振興のために整備されている法制度などの情報を
盟友間で共有し、積極的に活用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＪＡ都青協として 
取り組むこと 
 

③地域住民との共存共栄に向けた活動 
 都市部での営農は、近隣住民との相互理解が不可欠である。
その為に体験農園や観光農園、営農ボランティア等、農業と
触れ合う機会をつくり、農業に対する理解を深めていただく
とともに、農薬散布回数の低減や近隣住民への周知などの配
慮を組織内で討議し、周辺環境を考慮した営農形態・作業技
術の確立に取り組んでいく。 
 また、災害時に備え、防災協力農地に協力するなど、地域
社会との繋がりをもっていく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＪＡ都青協として 
取り組むこと 
 

 
④食育活動の実施 
 ＪＡ都青協では、「一地区一学童農園」を目指して子ども
達の農業体験学習を推 
進している。この活動 
を継続発展させるとと 
もに、各単組で行って 
いる食育活動（収穫体 
験、学校給食など）を 
支援していく。 
 
 

 
 
⑤盟友同士の交流とリーダー育成推進 
 盟友同士の相互理解と親交を深める活動を行う。単組対抗
のソフトボール大会、活動実績発表大会、ＪＡ青年の主張発
表大会などを継続発展させていく。 
 また、会議や研修を行い、地域のリーダーの育成を推進し、
組織活動の活性化を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＪＡ都青協として 
取り組むこと 
 

⑥都市農家の優良経営化探求 
 限られた農地面積で最大限の収益を上げるため、新技術の
導入や多角経営化などを研修する。また、６次産業化の取り
組みについての講習会の開催や、農業経営の改善を進めると
ともに、東京農業の情報共有なども図る。 
 

⑦積極的な農政運動の展開 
 都市農業振興基本法が施行され、都市農地をより保全し易
くし、都市農地の多面的機能を発揮するための具体的な施策
実現が不可欠である。農業者にとってより良い都市農業政策
を提言できるように、積極的に運動していく。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



制度・税制課題などについて 
政策提言・要請を行う 

具体的事項 

Ⅰ．都市農業の力を発揮するために 
  ①相続税納税猶予制度適用生産緑地での貸借 
  ②農地とともに活用する施設等の用地について 
  ③営農困難時貸付制度の円滑な利用への関係諸制度の改善 
  ④農地の収用に対する要望 
  ⑤生産緑地指定下限面積の改正 
  ⑥道づれ解除の防止 
  ⑦再認定および追加指定の実施等 
Ⅱ．ＴＰＰの国会審議について 
Ⅲ．防疫体制の強化 
 

 
ＪＡ東京青壮年組織協議会 

 

 



国などに要望するこ
と 
 
 

Ⅰ．都市農業の力を発揮するために 
 
 都市農業の可能性は、農業後継者の営農活動を中心とした
地域住民への貢献活動にはじまり、市民農園や福祉農園等の
普及により、農の新たな価値が創造されていく。人口の７割
が集中する都市部においてこうした取り組みを推進すること
で、国産農畜産物の消費拡大や持続可能な農業への理解が国
民全体に浸透することが期待される。そのために、次代を担
う農業後継者が安心して、都市において農業を継続し、振興
していくための施策実現の声が高まっている。 
また、市街化区域における生産緑地制度は、現行法制下の中
で、農地保全における重要な役割をこれまで果たしてきた。
今後都市農業の多面的機能をより発揮するためには、さまざ
まな環境下にある農地が保全されるよう要望する。 
 
  
 
①相続税納税猶予制度適用生産緑地での貸借 
 
 都市農業は、多品目の農産物の生産のみならず、地域住民
が「農」に触れる体験農園や市民農園、食農教育の一環であ
る学童農園、福祉施設等による「農」の取り組みや、災害時
の避難場所や仮設住宅等のスペ－ス確保、また、企業的農業
を目指す農業法人化の希望、今後就農を希望する人の新たな
就農機会の確保等多様な機能の発揮が期待されている。この
様な機能発揮の前提として、都市農地の確保は重要であり、
相続等の要因による農地減少を食い止める必要がある。しか
しながら東京では平均で年間１００ha（全国では約
3,000ha）にもおよぶ市街化区域内農地が相続等により失わ
れ、減少に歯止めがかからない状況となっている。 
  



国などに要望するこ
と 
 
 

 この様な状況において、個々の農業者の努力だけでは都市
農地を保全していくことは困難であることから、都市農業振
興基本計画の「都市農業の振興及び土地利用計画に関する制
度」にもあるように、さまざまな側面から都市農業をサポー
トすることも必要であり、そのひとつとして都市農地の貸借
の活性化を図ることを検討していくことが必要である。 
 
現在、東京の生産緑地は市街化区域内農地の約８割をしめて
いるが、その農地で貸し付ける場合は、農地法３条に基づく
貸付となるが、農地法では借り受けた側の権利が優先され、
耕作権が発生し、容易に返還されない等懸念がある。また、
相続税納税猶予の適用を受けている場合は、猶予の確定事由
（猶予税額の支払い）となることから、例えば市民農園等を
通じて農地を借りて農業を体験したい地域住民がいたとして
も、市民農園として農地が貸しやすい状況とはいえず、実質
貸借が行われていない。 
 
こうしたことから、基本計画にある貸借の活性化を図るに
は、農業経営基盤強化促進法による市街化区域以外の農地で
貸借が認められたように、貸借を相続税納税猶予適用生産緑
地についても認め、都市農地を保全したうえで、時代に即し
た制度を構築することが必要である。そして農家が営農継続
を諦めてしまうことなく、安心して農地を守り続けられるよ
う、貸借を認めた場合には、生産緑地を貸し出したまま死亡
しても「主たる従事者の証明書」が発行されるよう生産緑地
法の改正を行うことを要望する。 
また、貸借の実施に当たっては、農地所有者である農家の実
情を熟知したＪＡがその責任を果たし、貸借が円滑に進むよ
うな制度の構築が必要と考える。 
 



国などに要望するこ
と 
 
 

②農地とともに活用する施設等の用地について 
 
 農機具倉庫等の農業用施設用地や屋敷林については、制度
の適用対象となる農地等に含まれていないため、高額の相続
税負担が経営継承の障害となり、農地の減少を加速させる要
因となっている。このため、相続税納税猶予制度の対象に、
農業生産・経営と一体となる土地についても含めるよう要望
する。 
  
 

③営農困難時貸付制度の円滑な利用への関係諸制度の
改善 
 
 相続税納税猶予制度の改正で営農困難時貸付制度が創設・
改正されたが、相続の際、相続人が納税猶予の適用を受ける
ためには相続税の申告期限までに当該農地の返還を受けなけ
ればならないことや、借り受けた者が「主たる従事者」とな
り、所有者が生産緑地として生産緑地法に基づく買取申請が
困難となるために事実上利用できない状況である。 
人道的見地からの相続税納税猶予制度の改正でありながら、
農地法の運用及び生産緑地法の規定により、営農困難時貸付
ができない状態であることから改善することを要望する。 
  
 

④農地の収用に対する要望 
  
・相続税納税猶予制度適用農地を公共用地等へ寄附した場合
の相続税納税猶予額と利子税を全額免除することを要望す
る。 
・公共事業の収用等において、土地を売った対価補償金等
で、買い換えた場合に、譲渡所得税の特例を受けることがで
きる。 



国などに要望するこ
と 
 

この特例は、代替資産の取得までの期間（原則２年）が定め
られており、短期間の中で希望する農地が見つかるとは限ら
ず、代替農地取得を諦めることになり、延長等の柔軟な対応
を要望する。 
  
 

⑤生産緑地指定下限面積の改正 
 
 生産緑地は地域に根づいた身近な都市農地・緑地として独
自の機能を有することから、現行500㎡から指定下限面積を
引き下げることを要望する。 
  
 

⑥道づれ解除の防止 
  
 第三者の隣接地と併せて生産緑地の指定を受けている時、
相続等により第三者の隣接地が解除され面積要件を下回った
場合に、一緒に解除されてしまう。この現状は、都市農地の
減少に拍車をかけていることから、第三者の解除に起因する
面積縮小は、生産緑地の面積要件に関わらず、生産緑地の指
定が継続されるよう要望する。 
  
 

⑦再認定および追加指定の実施等 
 
 治体によっては生産緑地の再認定、追加指定が認められて
いない現状があることや、買取申し出については、市区町村
で取扱要領を定める等、必要以上の規制が行われている場合
もあり、国としては制度の運用を促すよう働きかけを行うこ
とを要望する。 



国などに要望するこ
と 
 
 

Ⅱ．ＴＰＰの国会審議について 
 
 ＴＰＰの合意内容については、国会での十分な審議と丁寧
な説明が必要である。そのうえで、万全な対策により農業者
の所得増大と自給率向上の実現にむけた施策が構築されるこ
とを要望する。 
  
  

Ⅲ．防疫体制の強化 
 
 我が国で発生報告のなかったウメ輪紋ウイルスの発生や、
キウイフルーツかいよう病等、近年動植物における病気の対
策は必要不可欠となっている。こうした動植物におけるウイ
ルス感染等は、急速に広がることがあり、発生が確認された
場合には、徹底した調査を早急に行い、感染防止や根絶を行
うよう要望する。また、感染した場合の伐採処分等が行われ
た後の農業生産再開に対する十分な措置が迅速に行われるよ
う要望する。 
  
  

以上 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ＪＡ東京青年大会決議 
「夢・ＮＥＸＴ１０」 

 

都青協５０周年を迎え、組織、そして一人一人が農業者として地域社会の一員

として一層の前進を図るために次のことを決議する。 

 

１．私たちは創造力を高め、経営感覚を磨き、価値ある職業として 
  都市農業を一層発展させる。 
 
 
 
 
   
 
１．私たちは都民との「信頼し合える関係づくり」を積極的に進め

る。 
 
 
 
 
 
１．私たちは青壮年部活動を通じ、広い視野を持ち、人間性を高め

る。 
 
 
 
 
１．私たちは農業を通じ、地域社会に貢献する。 
 
 
 
 
１．私たちは協働の精神で、明るい未来を実現する。 
 
 
 
 
 
 ＪＡ東京青年大会決議「夢・ＮＥＸＴ１０」は、ＪＡ都青協４０周年にあたり、盟友の今
後の活動や青壮年部のあり方について、１０年後を目指した方向性の検討を行い、今後の青
壮年部活動の指針を定めようとの主旨で、意見集約・検討を重ね、都青協４０周年記念「Ｊ
Ａ東京青年大会」（平成９年８月２６日 日本青年館）で決議したものです。 
 ＪＡ都青協５０周年にあたり、この「夢・ＮＥＸＴ１０」を、１０年間の活動成果をふま
え、これからの１０年を目指した内容にするため協議を重ね、ＪＡ都青協５０年史発刊記念
式典（平成２０年２月２２日 中野サンプラザ）で決議したものです。 
 

 我々、東京の農業者は、経営スタイルを自由に選択することができるのが大きな特
徴である。常に創造力を発揮し個人を高め、経営感覚を磨き、都市農業の価値を地域
の人々に理解してもらい都市農業発展・確立に励むべきである。そのために、農業に
一生懸命に取り組んでいくことが重要である。次世代に農業を継承するためにも、職
業としての農業に魅力を感じてもらうような農業経営を行い、都市農業の地位を一層
高めていこう。 

 従来から我々は都市農業・農地の理解者を増やすために、様々なＰＲ活動を行って
きた。近年では農業に関心が高まり、我々の農地に地域住民が参加する形態が増え、
例えば体験型農園・援農システム・直販施設の利用・食農教育などが行われている。
今後もこのように都民との「信頼し合える関係づくり」を積極的に進め、都市農業・
農地の必要性を訴えていこう。 

 農地は地域の防災、環境保全など多面的に役立っている事は周知の通りである。そ
の農地・農業の有効活用を行政・地域住民と話し合い『農と住の共生』を目指し、機
能的に活用できるよう考えていこう。それにより地域に貢献していこう。 

 農業者同士の交流に限らず様々な人達との交流を積極的に行い、青壮年部活動を
行っていくそういった多くの交流を通じて我々の可能性を広げ、様々な知識や考えを
吸収できる。そして都市農業者としてだけでなく、社会人としての人間性を高めてい
こう。 

 私達は皆で力を合わせてこそ、大きなことが出来る。自分達も守ることが出来る。
我々の原点である協同組合の精神を大事にしながら組織の強化を図り、全国の農業者
とのコラボレーション、色々な分野とのパートナーシップにより、都市農業に対する
様々な期待に応え、次世代にこの環境を伝えていこう。 
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