
都市農地貸借法の活用事例集

第２章

○ 平成30年９月に都市農地（生産緑地）を借りやすくするための措置を

講じた「都市農地の貸借の円滑化に関する法律（都市農地貸借法）」が

施行されました。

○ 本章では、都市農地貸借法の活用方法と、実際に活用いただいた事例

の紹介をします。

隣接する農地を借り、経営を効率化 農地を借りて新規就農

法人化

都市農地貸借法の活用方法

農業経営の規模拡大

借入農地

新規就農

立ち上げた法人に賃借権を設定し、法人化

法人化

借入農地

後継者に賃借権を設定し、事業承継

事業承継

借入農地

代表者が農地を借り、グループで野菜を生

産し、直売（農業経営は代表者が主宰）

グループで取組

借入農地

株式会社○○ 承継

幼稚園が農地を借り、園児が農作業を体験

学童農園の開設

借入農地借入農地
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都市農地貸借法を活用した取組を教えてください

取組の成果を教えてください

ＪＡ世田谷目黒
東京都

（世田谷区、目黒区）

ＪＡが貸借への不安を解消し、都市農地を保全

◆ ＪＡ世田谷目黒では、組合員が急遽入院してしまった場合に、営農支援事業として、農協
が除草や耕起などの簡易な農作業を行い、農地の保全管理を行ってきました。しかし、長期
の入院が必要になった場合や退院後の体調回復が長引いた場合など、年単位での管理が必要
となった場合には、営農支援事業では十分な対応ができず、課題となっていました。

◆ 一つ目は、農協自らが組合員の農地を借り入れ、企
業の従業員やその家族などがレクリエーションを目
的に農作業を体験する体験農園を開設しています。
組合員である農地所有者からは、農地を貸す相手が

農協であれば、安心して貸し出すことができるとい
う声を頂いています。

◆ 二つ目の取組は、農地所有者の代理として農協が企
業と貸借の交渉を行う代行事業を実施しています。
都市農地貸借法の施行により、企業による市民農

園の開設が行いやすくなり、高齢化等を理由に企業
への農地の貸付けの意向を示す農地所有者がいる一
方で、企業に農地を貸すことに不安感を持つ農地所
有者もいました。
このため、農協が間に入ることにより、所有者が

安心して農地を貸せるように取り組んでいます。

◆ 農協では既に２件の農地を借りており、令和元年度中にもう１件借りる予定です。
これにより、令和元年12月に企業の従業員向けの体験農園を１件開設し、令和２年４月

にも２件開設予定です。開設予定の２農園のうち１農園は企業の従業員向けですが、もう１
農園は近隣の都市住民を対象にしたものとなっています。

◆ また、代行事業として、１件の貸借の交渉の代理を行い、市民農園が１件開設されてい
ます。

◆ 都市農地貸借法を契機に、この課題を解決する２つの取組を実施しています。
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都市農地貸借法を活用した取組を教えてください

農地はどのように見つけましたか

今後の展望を教えてください

イガさんの畑 五十嵐 透 氏 東京都 練馬区

近隣の農地を借りて農業体験農園を拡大

露地 農業体験農園その他施設
（7a）

栽培別内訳

◆ 平成11年に農業体験農園「イガさんの畑」を開園しま
した。

◆ 農業体験農園では、利用者が30m2の区画を利用して、
年間20種類ほどの野菜を栽培し、播種・苗植えから収
穫までの一連の農作業を体験しています。

（全国初の都市農地貸借法の事業計画の認定）

野菜（約20種類）

◆ 農園は、数年前に行われた土地区画整理事業により、
農地の一部が失われ、区画数も減少することとなりまし
た。
◆ このような中、農園に隣接した農地６aを借りること
ができ、農園の区画を13区画増設することができまし
た。その後、さらに農地を13a借り、農園の区画を12
区画増設しました。

◆ 農園に隣接する農地の所有者は、高齢により農地の維持に苦慮していました。

◆ 練馬区農業委員会の職員からその所有者に対して、
都市農地貸借法の仕組みを丁寧に説明していただきま
した。平成30年12月に区より事業計画の認定を受け、
翌年２月に農地を借り受けることができました。

◆ 農業体験農園の魅力は、消費者である利用者と農家との距離が近く、獲れた野菜がおい
しかったといった利用者の声を直接聞けることにあります。
借りた農地を最大限活用し、農園の区画をさらに増設する予定です。より多くの人に農

業に親しんでほしいと考えています。

（41a）
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◆ 現在は、少量多品目の野菜を露地で栽培し、畑に設けた直売ス
ペ－スで近隣住民に販売するほか、JA等の直売所やほ場に集荷に
来る業者を通じてスーパーの直売コーナーや飲食店などに出荷し
ています。

◆ 父の故郷である日野市周辺での就農を目指しましたが、トマト栽培に必要なハウスの設置
が可能な農地の確保に苦慮しました。

◆ このような中、私が所属する「東京NEO-FARMERS!」※

の事務局である東京都農業会議と日野市が連携し、市内の農
地所有者に意向を確認していただき、希望に沿う農地を借り
ることができました。

◆ まずは、施設を建てて、本当に美味しいトマトづくりをすることが目標です。

都市農地貸借法を活用した取組を教えてください

農地はどのように見つけましたか

今後の展望を教えてください

Neighbor's Farm 川名 桂 氏
東京都 日野市

都市農地を借りて農業への思いを実現

露地 野菜（約25種類） その他施設
（21a）

栽培別内訳

◆ 今後は、環境制御型の施設（ハウス）を建て、トマトの養液栽
培に取り組み、畑の直売スペースやJAの直売所等で販売する予定
です。

◆ 東京大学在学中に、海外の発展途上国の農村地帯を回るうちに、「人間の本質である農
業」に魅力を感じるようになり、一生の仕事にしようと決心しました。

◆ 大学3年からはさまざまな農家を回り、卒業後農業法人に就職
しました。法人では、トマト部門の立ち上げメンバーとなり、
トマトの生産に携わっていましたが、やはり自分の農業をやり
たいと、独立を決意しました。

※ 都内で新規就農を目指す非農家出身者等の集まり

◆ その上で、将来的には、トマトの生産を志す若い新規就農者の人材育成も行いたいです。

（都市農地貸借法を活用した全国初の新規就農）

◆ また、子供達が農作業に触れることができる場の提供など、住宅地の近くに農地があること
を活かした、まちづくりにも関わっていきたいです。
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◆ 区画の利用に当たっては、無農薬・無肥料を条件にしており、
こうした農園の趣旨に賛同する方を募集しています。

◆ 手軽に農園を利用していただくため、農作業に必要な農機具はすべて用意しています。
また、農作業に必要な助言を受けられるよう、アドバイザーを配置したり、定期的な講

習会を開催したりすることで、初心者でも安心して利用できるようにしています。

◆ 名古屋市内において、市民農園の開設を目指し市の農地
バンク制度に登録しました。農地バンクでは、農地の所有
者からも貸付希望農地の登録を行っており、マッチングし
ていただいた結果、借り受けることができました。

◆ 利用者や区画を管理する障害者の夏の安全対策として、日差しを遮る施設を検討していま
す。

都市農地貸借法を活用した取組を教えてください

今後の展望を教えてください

ぽかぽか自然農園 工藤 勉 氏 愛知県 名古屋市

都市農地を借りて農福連携の市民農園を開設

設備 農機具、水洗い場、
駐車場（２台分）

その他 アドバイザーあり
農家からの講座あり

区画 850㎡ 40区画
１区画12㎡
利用料3,500円／月

市民農園の概要

◆ 社会福祉施設（就労継続支援事業所（B型））として、市民農園を開設し、障害者の社会
参画の場づくりに取り組んでいます。

◆ 障害者の方々には、主に市民農園の維持管理を担当していた
だいています。具体的な作業としては、貸出前の全区画の耕
起作業や、未利用区画・通路の維持管理を行っています。

農地はどのように見つけましたか

◆ 障害者の働く場を拡大したいため、他の農地でも市民農園を開設していきたいと考えてい
ます。
◆ また、維持管理が難しくなった農業者の農地を安心して貸していただけるよう、地域との
コミュニケーションを図りつつ、適正な管理・運営に努めていきます。
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◆ 令和元年度は既に４件、43aの生産緑地の貸借のマッチング
を行っています。年度末までにあと６件のマッチングが実現
する見込みです。

◆ 農地の貸し手からは、「JAが間に入ることで、トラブルな
く安心して農地を借りることができる」という声をお聞きし
ています。

都市農地貸借法を活用した取組を教えてください

ＪＡ大阪中河内
大阪府

（八尾市・柏原市・松原市・東大阪市）

都市農地の保全に向けた農協による農地のマッチング

◆ ＪＡ大阪中河内では、農地の所有者の高齢化が進む中、「農地の貸借なしで農地を守るこ
とはできない」との理由から、平成29年度に「農地保全チーム」をつくり、農地の貸借の
マッチングを行っています。

◆ マッチングは、農地を貸したい、又は借りたいと相談を受
けた際に、具体的な内容を申込書に書いてもらい、この内容を基に行います。

借りた農地で地域特産物「若ごぼう」

を生産する松岡孝明氏

◆ 当初、同チームでは、市街化調整区域内の農地の利用権設
定によるマッチングを行っていましたが、都市農地貸借法の
施行を受け、生産緑地も支援の対象に拡大しました。

例えば、農地を借りたい、という方は、どのような農地を希望するかだけではなく、現
在作付けしている農作物や、農業用機械の所有状況も記載してもらいます。

◆ さらに、農地を借りたい方が少
ないという実態を受け、農地の借
り手となる準農業者を育てるため、
農薬や機械の使い方を教える農業
塾も実施しています。

◆ 成功の秘訣は、まずは取組を
知ってもらうことです。全組合員
にチラシを配布するところから始
めました。
また、府や市と取組の内容につ

いて情報共有し、連携しながら進
めています。

都市農地保全チーム

農地を
借りたい方

貸出
申出書

借受
申出書

農地を
貸したい方

マッチング

定年を
迎えた方など

技術指導

農業塾

農地の借り手
の育成

取組の成果を教えてください

農地保全チーム
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問い合わせ先

令和２年４月

農林水産省農村振興局都市農村交流課
都市農業室

〒１００－８９５０
東京都千代田区霞が関１－２－１

ＴＥＬ ０３－３５０２－８１１１（代表）
０３－３５０２－５９４８（直通）

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_no
ugyo/t_gaiyo.html

https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/t_gaiyo.html
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