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始めに  
 

平成 27 年４月に、都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の多
様な機能の発揮を通じ良好な都市環境の形成に資することを目的として、都
市農業振興基本法（平成 27 年法律第 14 号）が制定されました。  

 
同法第２条において「都市農業」とは、「市街地及びその周辺の地域にお

いて行われる農業」であり、消費地に近いという利点を生かした新鮮な農産
物の供給や農業体験の場の提供、災害に備えたオープンスペースの確保、や
すらぎや潤いといった緑地空間の提供など、多様な役割を果たしています。  

 
このように、都市住民の身近にあり、生活と密接に関係している農業が都

市農業であり、近年、大消費地に近いという立地を活かした農業生産が行わ
れ、都市農業においても新規就農や規模拡大を行っている農業者の方も増え
ているとともに、市民農園を利用したいという都市住民のニーズも高まって
おります。  

 
そこで、この度、都市農地を借りるための手続きや市民農園を開設する場

合の手続き等についてまとめたＱ＆Ａを作成しましたので、都市農地を借り
て農業を始めたい、又は、市民農園を開設したいと考えている方は参考にし
てください。  

 
また、都市農業について詳しく知りたい場合は、農林水産省ホームページ

に、「都市農業をめぐる情勢について」などの資料を掲載しておりますので
参照願います。  
 
◇農林水産省ホームページの掲載箇所  

 ホーム＞農村振興＞都市農業・市民農園制度＞都市農業について  

（ URL： https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/t_kuwashiku.html）
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Ⅰ 農地の賃貸借について 
 

 
（Ａ） 

個人や法人の方が、耕作目的で農地を借りる場合には、農地法（昭和 27 年法
律第 229 号）に基づき農業委員会の許可を受けることが必要です。  

 
市街化区域内の生産緑地地区内※の農地（以下「都市農地」という。）を借

りる場合には、都市農地の貸借の円滑化に関する法律（平成 30 年法律第 68 号。
以下「都市農地貸借法」という。）に基づき借り手が事業計画を作成して市町
村長の認定を受けることで農地を借りることができます。  

 
一方、市街化区域以外の農地については、農業経営基盤強化促進法や農地中

間管理事業法によって農地を借りることも可能です。 
 
なお、借りたい農地が、市街化区域内にある農地か、更に、生産緑地地区内

の農地かなどの確認については、当該農地が所在する市町村又は農業委員会に
お尋ねください。 
 
※  生産緑地地区とは、生産緑地法（昭和 49 年法律第 68 号）第３条第１項の規定により定

められた生産緑地地区です。  

 
□農地法・農業経営基盤強化促進法・都市農地貸借法の比較  

  農地法  農業経営基盤強化促進法  都市農地貸借法  

根拠規定  第３条  第 18 条から第 20 条  第４条  

対 象 と な

る 権 利 の

内容  

賃借権・使用貸借による

権利等の設定・移転又は

所有権の移転  

利用権（賃借権・使用貸

借による権利等）の設定

・移転又は所有権の移転  

賃借権・使用貸借によ

る権利の設定  

対 象 と な

る 農 地 の

区域  

農地（対象となる農地の

区域の制限はない）  

基本構想を作成している

同意市町村※の区域内の

農地（市街化区域内の農

地を除く）  

市街化区域内の生産緑

地地区内の農地（都市

農地）  

※  基本構想とは、農業経営基盤強化促進法第６条第１項の規定による農業経営基盤強化促

進基本構想で、同意市町村とは、同条第５項の規定により基本構想を作成又は変更し、当

該基本構想について都道府県知事の同意を得た市町村です。  

Ｑ１ 都市部で農業を始めるために農地を借りる方法について 
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（Ａ） 

個人や法人の方が、耕作目的で農地を借りたり、買ったりする場合には、原
則として、その農地の所在する市町村の農業委員会の許可を受ける必要があり、
許可を受けないでした行為は無効となります。（農地法第３条）  
  

なお、農地法に基づき、農地の賃貸借を行う場合には、契約期限が到来して
も両者による解約の合意がない限り、原則賃貸借は解約されません。(農地法第
17 条の法定更新) 

 
農地法の手続き等について詳しく知りたい場合は、農林水産省ホームページ

に、「農地法に基づく農地の売買・貸借の制度」などの資料を掲載しておりま
すのでご参照ください。  
 
◇農林水産省ホームページの掲載箇所  

 ホーム＞経営＞農地制度＞農地の売買・貸借・相続に関する制度について  

（ URL： https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakar iyasu.html）  

Ｑ２ 耕作目的で農地の貸借等を行う場合の農地法の手続き等について 
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（Ａ） 

農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画は、農地の貸し手と借
り手の貸借等を集団的に行うため、個々の権利移動を１つの計画にまとめたも
ので、市町村が作成・公告します。(農業経営基盤強化促進法第 18 条及び同法
第 19 条) 

 
農用地利用集積計画により設定された賃借権については、農地法の法定更新

の規定（農地法第 17 条）を適用しないこととしていますので、賃貸借の期間が
満了すれば貸し手は賃貸していた農地を自動的に返還してもらえます。  

 
なお、農地の貸し手と借り手が引き続き賃貸借を希望する場合は、市町村が

再度、農用地利用集積計画を作成・公告することにより再設定することができ
ます。  

 
農業経営基盤強化促進法の手続き等について詳しく知りたい場合は、農林水

産省ホームページに、「農業経営基盤強化促進法に基づく農地の売買・貸借の
制度」などの資料を掲載しておりますのでご参照ください。 
 
◇農林水産省ホームページの掲載箇所  

 ホーム＞経営＞農地制度＞農地の売買・貸借・相続に関する制度について  

（ URL： https://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakar iyasu.html）  

 

Ｑ３ 耕作目的で農地の貸借等を行う場合の農業経営基盤強化促進法の手

続き等について 
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Ⅱ 都市農地貸借法について 
 

 
（Ａ） 
 都市農地を自らの耕作の事業の用に供するため、当該都市農地の所有者から
賃借権又は使用貸借による権利（以下「賃借権等」という。）の設定を受けよ
うとする者は、当該都市農地における耕作の事業に関する計画（事業計画）を
作成の上、市区町村長の認定を受けることができます。(都市農地貸借法第４条) 
 
 この認定を受けた事業計画に従って賃借権等が設定される場合には、改めて
農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要がなく、農地を借り受けること
ができます。 
 

事業計画の認定までの流れは、以下のとおりです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
都市農地貸借法の手続き等について詳しく知りたい場合は、農林水産省ホー

ムページに、「都市農地の貸借の円滑化に関する法律の概要」などの資料を掲
載しておりのでご参照ください。 

 
◇農林水産省ホームページの掲載箇所  

 ホーム＞農村振興＞都市農業・市民農園制度＞都市農業をおこなうには＞都市農地の貸借

がしやすくなります  

Ｑ４ 都市農地を借りて自ら耕作する場合の手続きについて 
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（Ａ） 
 都市農地貸借法の認定を受けるための基準には、（１）都市農地貸借法独自
の要件と（２）農地法と同等の要件があります。  
 

（１）都市農地貸借法独自の要件  
「周辺の生活環境と調和のとれた都市農地の利用の確保」の要件に加え、

以下のいずれかを満たす必要があります。  
 ① 借り受けた農地で生産された農産物等の一定割合を地元直売所など借

り受けた都市農地の所在する市町村の区域内などで販売すること  
  ② 農業体験農園、観光農園、学童農園など都市住民が農作業体験を通じ

て農作業に親しむ取組であること 
  ③ 借り受けた農地で生産された農産物を災害発生時に優先的に提供する

など、地方公共団体と防災協力農地に関する協定を締結すること  
  ④ 耕土の流出や農薬の飛散防止、無農薬・減農薬栽培など国土及び環境

の保全に資する取組であること 
  ⑤ 借り受けた農地において、自治体や農協等が奨励する作物や伝統的な

特産物の栽培、高収益・高品質の栽培技術の導入などその地域の都市農
業のＰＲに資する幅広い取組であること  

 
（２）の農地法と同等の要件 

  ① 周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支
障を生じるおそれがないか 

  ② 農地の全てを効率的に利用するか  
  ③ 事業計画どおりに耕作していない場合の解除条件が付されているか 
  ④ 地域の他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業

経営を行うか 
  ⑤ 法人の場合、業務執行役員等のうち一人以上が耕作の事業に常時従事

するか 
 
 なお、農業者の場合には（１）と（２）①、②の基準を満たす必要があり、
企業等の場合には、（１）と（２）すべての基準を満たす必要があります。 
 

Ｑ５ 都市農地貸借法で事業計画の認定を受ける際の基準について 
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（Ａ） 

農地法に基づき農地の賃貸借を行う場合には、法定更新により原則賃貸借が
解約されず（Ｑ２参照）、農地所有者は一度農地を貸したら返ってこないので
はないかとの不安から農地の貸付けを躊躇する場合もありました。  

 
しかし、都市農地貸借法に基づき賃貸借を行う場合には、農地法の法定更新

の規定（農地法第 17 条）が適用されないため、貸借期間後に農地が返ってくる
ため、農地所有者は安心して農地を貸し出すことができるようになりました。 

 
また、これまでは市街化区域内の農地については、原則として相続税の納税

猶予を受けている農地を貸借すると納税猶予の期限が確定（打ち切り）となっ
ていましたが、都市農地貸借法に基づき貸借する場合には相続税納税猶予が継
続する（相続税納税猶予制度については、税務署への届出が必要）などのメリ
ットもあります。 
 
※  相続税納税猶予制度とは、相続又は遺贈により農地等を取得し、当該農地等が引き続き

農業の用に供される場合には、本来の相続税額のうち農業投資価格を超える部分に対応す

る相続税が、一定の要件のもとに納税が猶予され、相続人が死亡した場合等に猶予税額が

免除さる制度です。  

 
□農地法と都市農地貸借法の比較（メリット）  

  通常（農地法による貸借）  都市農地貸借法  

〇法定更新  

（農地法第 17 条の規定

による賃貸借契約の自動

的更新）  

適用される  

契約を更新しないことについ

て、都道府県知事の許可等が

な い 限 り 農 地 が 返 っ て こ な

い。  

適用されない  

契約期間経過後に農地が返っ

てくるので、安心して農地を

貸せる。  

〇相続税納税猶予制度  

原則、打ち切り  

相 続 税 納 税 猶 予 が 打 ち 切 ら

れ、猶予税額と利子税の納税

が必要。  

継続  

相続税納税猶予を受けたまま

で農地を貸すことができる。  

 

Ｑ６ 都市農地貸借法を活用するメリットについて 
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Ⅲ 市民農園について 
 

 
（Ａ） 
 「市民農園」とは、サラリーマン家庭や都市住民の方々が、レクリエーショ
ンや生きがいづくり、生徒・児童の体験学習などの多様な目的で、小面積の農
地を利用して自家用の野菜や花を栽培する農園のことをいい、市町村や農協、
農業者、企業、ＮＰＯ法人等が主体となり市民農園を開設しています。  
 

市民農園の開設状況について詳しく知りたい場合は、農林水産省ホームペー
ジに、「全国市民農園リスト」などの資料を掲載しておりますのでご参照くだ
さい。 
 

◇農林水産省ホームページの掲載箇所  

 ホーム＞農村振興＞都市農業・市民農園制度  

（ URL： https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/index.html）  

 

Ｑ７ 市民農園について 
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（Ａ） 
 市民農園の開設には、貸付方式と農園利用方式があり、その方式や市民農園
施設の整備の有無によって必要となる開設の手続きが異なり、具体の開設方法
は以下のとおりです。 
 
(１)貸付方式 

利用者に区画割りした農地を貸す方式です。  
開設する場合には、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律

（平成元年法律第 58 号。以下「特定農地貸付法」という。）の手続きが必要
です。 

また、都市農地で開設する場合は、都市農地貸借法の活用が可能です。  
 
(２)農園利用方式  
  利用者に農地を貸さず、農業を営む園主（農業者）の指導の下で、利用者

に継続的に農作業を行ってもらう方式です。  
  開設に当たって、農園の利用者への農地の権利の設定等が伴わないため、

特定農地貸付法等の手続きは必要ありません。 
但し、開設に当たり、農地の権利を取得する場合には、農地法等の手続き

が必要です。  
 
(３)市民農園施設の整備を行う場合  
  （１）、（２）いずれの方式であっても、市民農園の開設に当たり、農機

具庫や休憩施設等の市民農園施設を整備する場合には、市民農園整備促進法
（平成２年法律第 44 号）の手続きが必要です。 

市民農園整備促進法の認定を受けることで、特定農地貸付法又は都市農地
貸借法の手続きと当該施設整備に必要な農地転用の手続きが不要となるほ
か、都市計画法の特例も受けることができます。  

 
  なお、市民農園整備促進法の手続きをとらず、個別に農地転用の手続きを

とることで施設を整備することもできます。  
 

特定農地貸付法や市民農園整備促進法の手続き等について詳しく知りたい場
合は、農林水産省ホームページに、「市民農園の開設方法」などの資料を掲載
しておりますのでご参照ください。  
 

◇農林水産省ホームページの掲載箇所  

 ホーム＞農村振興＞都市農業・市民農園制度＞市民農園の開設方法  

（ URL： https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/s_kaisetsu.html）  

 

Ｑ８ 市民農園の開設方法について 
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（Ａ） 

農地を所有していない者が都市農地を借りて市民農園を開設する場合には、
都市農地貸借法により市民農園を開設することが可能です。 

 
具合的な手続きは、市民農園の開設者が、当該都市農地の所有者及び市町村

と協定を締結した上で農業委員会から特定都市農地貸付けの承認を受けること
で市民農園が開設できます。（都市農地貸借法第 10 条及び同法第 11 条） 

 
特定都市農地貸付けの承認を受けるためには、 
① 市民農園利用者当たりの貸付けが 10ａ未満で、５年を超えず、複数の者

を対象とした貸付けであること  
② 利用者は営利を目的としない農作物の栽培を行うこと 

 などの要件を満たすことが必要です。 
 
 特定都市農地貸付けの承認までの流れは、以下のとおりです。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
※１  貸付規程：特定都市農地貸付けに係る農地の所在のほか、利用者の募集や選考の方法、

貸付けの期間、農地の適切な利用を確保するための方法等について記載  

※２  協定：貸付協定の内容に加えて、開設者が都市農地を適切に利用していないと認めら

れる場合に市区町村が協定を廃止する旨を内容とする協定を締結  
 

特定都市農地貸付けの手続き等について詳しく知りたい場合は、農林水産省
ホームページに、「市民農園の開設方法」などの資料を掲載しておりますので
ご参照ください。 
 

◇農林水産省ホームページの掲載箇所  

 ホーム＞農村振興＞都市農業・市民農園制度＞市民農園の開設方法  

（ https://www.maff.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_nougyo/s_kaisetsu.html）  

 
 

Ｑ９ 都市農地を借りて市民農園を開設する場合の手続き等について  
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（Ａ） 
 特定農地貸付法により農地を所有していない者が農地を借りて市民農園を開
設する場合には、農地所有者から直接農地を借り受けることができず、地方公
共団体又は農地中間管理機構を介して借り受ける必要がありました。  
  
 しかし、都市農地貸借法により市民農園を開設する場合には、地方公共団体
等を介さず、直接農地所有者から農地を借り受けることができ、市民農園を円
滑に開設することができるようになりました。  
 

また、市民農園の開設の円滑化のほか、都市農地で市民農園を開設する場合
には、相続税納税猶予が継続する（相続税納税猶予制度については、税務署へ
の届出が必要）などのメリットもあります。  
 
□特定農地貸付法と特定都市農地貸付けの比較（メリット） 

  通常（特定農地貸付法）  
都市農地貸借法  

（特定都市農地貸付け）  

〇農地の借り方  

農地の所有者から直接借りる

ことができない  

地方公共団体・農地中間管理

機構の介在が必要となる。  

農地の所有者から直接借りる

ことができる  

スムーズに農地を借りること

ができる。  

〇相続税納税猶予制度  

原則、打ち切り※  

相 続 税 納 税 猶 予 が 打 ち 切 ら

れ、猶予税額と利子税の納税

が必要。  

継続  

相続税納税猶予を受けたまま

で農地を貸すことができる。  

※  通常（特定農地貸付法）の場合でも、地方公共団体や農業協同組合、農地の所有者が生

産緑地地区の農地で開設する場合には、相続税納税猶予を継続することが可能です。  

 
（参考）特定農地貸付法で市民農園を開設する場合の手続き  
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