
▲昨年の地区別懇談会の様子 
（ＪＡ東京むさし国分寺支店） 

農作物生産状況調査 
農地台帳記載事項調査 

 今年は「特定生産緑地制度」や「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」等の新たな都市農地制
度の最新情報について講演・説明します。（制度についてはＰ２・３参照） 
 特に生産緑地を所有されている方は制度について十分に理解した上で，ご判断をいだだきたいと
思いますので，お誘い合わせの上，是非ご参加ください。  
＊今回の内容 
 
１  農地利用状況調査の報告  

  市農業委員会事務局 

２  講演「新たな都市農地制度について」 
   東京都農業会議 

３  特定生産緑地について 
   市まちづくり部まちづくり計画課 

４  懇談等 
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市内農地面積145.55ha 
（30.1.1現在） 

地区別懇談会を開催します 

日程  会場 

11/１（木） 共益東部公会堂 

11/５（月） もとまち公民館 視聴覚室 

11/７（水） ひかりプラザ203・204号室 ※ 

11/９（金） ＪＡ東京むさし国分寺支店 ２階ホール 

・各回とも同じ内容です。 
 ⇒ご都合の合う日にご参加ください。 
・時間はいずれも18：00～20：00の予定です。 
 
※11/7（水）…昨年と会場が異なります。  
  

＊第35号の主な内容＊ 
 

１Ｐ   地区別懇談会開催告知 
２・３Ｐ 新たな都市農地制度について      
     平成30年度農業委員会活動計画 
４Ｐ   お知らせ 

農業委員会では，９月末より「農作物生産状況調査」 
及び「農地台帳記載事項調査」の配布を行っています。 
お手数をお掛けしますが，ご協力お願いします。 
 
■農作物生産状況調査 
東京都が実施しており，農業経営面積が10ａ以上の農  
家を対象として，作付面積や生産量の調査を行います。 
■農地台帳記載事項調査 
全農家を対象に農業委員会が従事者や従事日数等を確認
し，台帳を整備することを目的として実施します。 

農業祭が開催されます 

都立武蔵国分寺公園にて農業祭が開催さ
れます。是非ご参加ください。Ｐ４参照 

11月４日（日） 

にご協力ください 



１.特定生産緑地を
H34

2022年
2032年

●従来どおり農地課税となります。

●相続税納税猶予は継続されます。

   また，相続の発生により新たに相続税納税猶予制度が適用できます。

●10年毎に延長の可否を判断できます。

   また，途中でも農業の主たる従事者の死亡または故障の要件があれば，

   買取り申出は可能です。

2.特定生産緑地を
H34

2022年

●段階的に宅地並み課税となります。

●現世代に限り，相続税納税猶予は継続されます。

　 相続の発生後，次世代の方は新たな相続税納税猶予制度を適用できません。

●30年経過を理由に，いつでも買取り申出をすることができます。

●30年経過後は，特定生産緑地を選択することはできません。

固定資産税等
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買取申出

その他
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１.特定生産緑地を
H34

2022年
2032年

●従来どおり優遇措置を受けられます。

●相続税納税猶予は継続されます。

   また，相続の発生により新たに納税猶予が受けられます。

●10年毎に延長の可否を判断できます。

   また，途中でも農業の主たる従事者の死亡または故障の要件があれば，

   買取り申出は可能です

2.特定生産緑地を
H34

（2022年）

●優遇措置を受けられなくなり，段階的に宅地並み課税となります。

●現世代に限り，相続税納税猶予は継続されます。

   しかし，相続の発生後，次世代の方は新たな納税猶予は受けられません。

●30年経過を理由に，いつでも買取り申出をすることができます。

●30年経過後は，特定生産緑地を選択することはできません。
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　　　　　　　　　10年毎に更新が可能です
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特定生産緑地制度について 

 生産緑地法の一部改正があり，特定生産緑地制度が平成30年４月１日に施行されました。 
 特定生産緑地制度は，現在の生産緑地の指定告示から30年を迎える前に買取申出の開始時
期を所有者等が自らの意思により10年延長する制度で，特定生産緑地に指定しない場合は固
定資産税が段階的に宅地並み課税に移行するほか，新たに相続税納税猶予制度の適用が受け
られなくなります。特定生産緑地の申請窓口は，市まちづくり部まちづくり計画課になりま
すが，詳細の手続きについては，決まり次第改めてお知らせいたします。 

    固定資産税は農地課税のままです 
特定生産緑地 

Point １ 

    次世代の方は，新たに納税猶予が適用できます 

    10年毎に延長の可否を判断できます 

特定生産緑地に指定すると… 

生産緑地地区の都市計画決定から30年経過後は，

いつでも買取り申出が可能となることから，従来，適
用されていた税制措置が変わります。引き続き，都市
農地の保全を図るため，平成30年4月1日施行の改正

生産緑地法により，「特定生産緑地制度」が創設され，
所有者の意向を踏まえ，買取り申出期間を10年延伸
できることになりました。 

 「特定生産緑地」を選択することで，農地保有や相
続における様々なメリットがあります。制度の内容を
十分にご理解の上，ご判断頂きますようお願いいたし
ます。 

 尚，「特定生産緑地制度」の指定を受ける場合は，
都市計画決定から30年経過前までに選択しないと，
指定できなくなります。ご注意ください。 

P.２ 

■詳細について，地区別懇談会（１Ｐ参照）で講演を行いますので，是非ご参加ください。 
■パンフレットをご活用ください⇒農業委員会事務局窓口に配架しています 
 
        農業委員会事務局（内線394）・まちづくり計画課(内線454） 
        

特定生産緑地 

Point 2 

特定生産緑地 

Point 3 

お問合せ 



都市農地
（生産緑地）

所有者

農地

借受者
市区町村

農業

委員会

①事業計画を作成・提出 ②事業計画の審査を依頼

③事業計画を決定④事業計画の認定

⑤賃借権等を設定

都市農地の貸借の円滑化に関する法律について 

P.3 

平成30年度農業委員会活動計画について 

農業委員会は平成30年度の活動計画を定め，活動しています。 
以下に概要を掲載します。 
 
１．農地の保全・利活用の推進 
  (１)農地保全と利用促進に向けた研究・活動 
  (２)日常の農地パトロールに加え，農地利用状況調査により， 
        農地の保全・利用促進に向けた適切な指導等の実施 
 
２．農業者の意見集約と関係行政機関等への意見の提出 
 
３．情報の把握と提供の推進 
   (１)懇談会・研修会等の開催・参加 
     ①市内農業者の意見を集約するため，地区別懇談会を開催 
    ②各種研修会やフォーラム等に参加し，農業の情勢を把握 
   (２)情報発信・啓発活動の推進 
      農業委員会だよりを発行し，農業委員会や農地制度，都市 
    農業への理解促進を図る 
 
４．農業委員会組織活動 
   (１)担い手の育成と農業経営支援活動 
   (２)農業者と市民との架け橋活動 
 
５．日常活動 

田中会長よりご挨拶 

 農家の皆様には，日頃から農
業委員会の業務にご協力いただ
きましてありがとうございます。 
 農業委員会では年間計画を定
め，活動を行っています。今年
度の活動計画は左記のとおりで
す。今年度については，特定生
産緑地制度や都市農地の貸借の
円滑化に関する法律等，新たな
都市農地制度について，市内農
家の皆様に周知をすることが，
農業委員会の大きな役割と考え
ています。 
 農業委員は証明書発行に伴う
現地調査等，日常活動の他にも，
日々研修や会議等に参加し，制
度等についても学んでおります
ので，ご質問・ご相談等ありま
したら，地区の農業委員へお声

掛けください。 

 これまで生産緑地（都市農地）の貸借は事実上困難でしたが，「都市農地の貸借の円滑
化に関する法律」が施行され，①相続税納税猶予制度適用農地も貸借が可能となり，②事
業計画に基づく賃貸借等の期間終了後には，都市農地は所有者に返還される等，さらに都
市農地の有効活用を図ることができます。今回はその概要をお知らせします。 

都市農地
（生産緑地）

所有者

農地

借受者
市区町村

農業

委員会

①事業計画を作成・提出 ②事業計画の審査を依頼

③事業計画を決定④事業計画の認定

⑤賃貸借権等を設定

■制度の特徴
＜農地を貸す（土地所有者）＞

1. 事業の認定を受けた場合は，農地法の手続きを経ずし

て，賃借権等を設定でき，法定更新（農地法第17条）は

適用されません。つまり，賃借権等の期間終了後は，

都市農地は所有者に返還されます。

2. 貸借中に相続が発生した場合も相続税納税猶予制度

は適用できます。ただし，生産緑地の返還を受け，買

取申出をする場合には一定の要件が必要で，注意が

必要です。

＜市区町村による認定要件＞

※全ての要件を満たす必要があります

1. 都市農業の有する機能を特に発揮する事業計画であること。

2. 耕作の事業に供する農地の全てを効率的に利用して耕作の

事業を行うと認められること。（全部効率利用要件）

3. 耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

（年間150日以上の耕作が可能であること）

4. 周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利

用の確保に支障が生じないと認められること。

5. 地域の農業における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と認められること。

6. 区市に毎年農地の利用状況を報告すること。

＜農地を借りる（借受者）＞

1. 農地法第３条の要件である下限面積要件の適用はなし。

2. 一定の要件を満たせば法人等が借り受けることも可能。

都市農地
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①事業計画を作成・提出 ②事業計画の審査を依頼

③事業計画を決定④事業計画の認定

⑤賃貸借権等を設定

■制度の特徴
＜農地を貸す（土地所有者）＞

1. 事業の認定を受けた場合は，農地法の手続きを経ずし

て，賃借権等を設定でき，法定更新（農地法第17条）は

適用されません。つまり，賃借権等の期間終了後は，

都市農地は所有者に返還されます。

2. 貸借中に相続が発生した場合も相続税納税猶予制度

は適用できます。ただし，生産緑地の返還を受け，買

取申出をする場合には一定の要件が必要で，注意が

必要です。

＜市区町村による認定要件＞

※全ての要件を満たす必要があります

1. 都市農業の有する機能を特に発揮する事業計画であること。

2. 耕作の事業に供する農地の全てを効率的に利用して耕作の

事業を行うと認められること。（全部効率利用要件）

3. 耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。

（年間150日以上の耕作が可能であること）

4. 周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利

用の確保に支障が生じないと認められること。

5. 地域の農業における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と認められること。

6. 区市に毎年農地の利用状況を報告すること。

＜農地を借りる（借受者）＞

1. 農地法第３条の要件である下限面積要件の適用はなし。

2. 一定の要件を満たせば法人等が借り受けることも可能。

「都市農地の貸借の円滑化に関する法律」による具体的なスキーム 

■制度の特徴 
＜農地を貸す（土地所有者）＞ 

1. 事業の認定を受けた場合は，農地法の手続きを経ずして，
賃借権等を設定でき，法定更新（農地法第17条）は適用
されません。つまり，賃借権等の期間終了後は，都市農
地は所有者に返還されます。 

2. 貸借中に相続が発生した場合も相続税納税猶予制度は
適用できます。ただし，生産緑地の返還を受け，買取申
出をする場合には一定の要件が必要で，注意が必要で
す。 
 

＜農地を借りる（借受者）＞ 
1. 農地法第３条の要件である下限面積要件の適用はなし。 
2. 一定の要件を満たせば法人等が借り受けることも可能。 

＜市区町村による認定要件＞ 
※全ての要件を満たす必要があります 

1. 都市農業の有する機能を特に発揮する事業計画であること。 
2. 耕作の事業に供する農地の全てを効率的に利用して耕作の

事業を行うと認められること。（全部効率利用要件） 
3. 耕作の事業に必要な農作業に常時従事すると認められるこ

と。（年間150日以上の耕作が可能であること） 
4. 周辺の地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な

利用の確保に支障が生じないと認められること。 
5. 地域の農業における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と認められること。 
6. 区市に毎年農地の利用状況を報告すること 
 
 
※法人等が生産緑地を借り受け市民農園を開設することも可能 



P.４ 

第15回農ウォークを開催しました 平成30年７月７日（土） 

 連日の猛暑や梅雨前線の影響 
で天候が読めない中，それほど
暑くなく，たまに吹く風が心地
よい日に農ウォーク当日を迎え
ました。今年は例年になく，沢
山の方にご参加いただきました。 
 行程は並木公民館から五日市
街道沿いの７件の農家さんの圃
場を巡るものです。ブドウ生
産・烏骨鶏の飼育・植木畑・体
験農園・野菜畑の見学をして，
トウモロコシの収穫体験も行い
ました。モミジやカエデに特化
した農家さんでは，苗木のお土
産までいただきました。 
 アンケートや懇談会では，違
う季節での開催を望む声など，
様々なご意見・ご感想をいただ
いたため，今後の開催の参考と
させていただきます。今回ご参
会いただきました皆様，ご協力
いただきました農家の皆様，本
当にありがとうございました。 

 
編集委員 本橋 裕司 

 農業委員会は農地法第30条第１項の規定に基づき市内全域の農地
の利用状況について調査を行うことになっています。今年度も市内
を５地区に分け，農業委員や事務局・まちづくり計画課職員が調査
を実施しました。 
 この調査で適切な肥培管理がされていない農地については指導を
行います。農地が適切に肥培管理されていないと，周辺環境へ悪影
響を及ぼすだけでなく，税制などの優遇制度等に対する何のいわれ
もない批判を招く恐れがあります。 
 農地を所有の皆様は引き続き適切な肥培管理をお願いします。 
 今回の調査結果については，地区別懇談会にて報告します。 

▲農地利用状況調査の様子 

▲適切な肥培管理をお願いします 

農業祭に農業委員会コーナーを設けます 
          （花の種の配布を実施） 

農地利用状況調査を実施しました 

 平成30年９月28日～ 

▲植木（モミジ・カエデ） 

▲果樹（ブドウ） ▲見学後の懇談会 

上 モミジの苗木のお土産 
下 こくベジのお土産野菜 

 「国分寺市農業祭」では農業委員会による「農業なんでも相
談」を実施しています。日頃の疑問や農業委員会へのご意見な
ど，お気軽にご相談ください。また，農業委員会活動のＰＲと
して，お立ち寄りいただいた方に花の種を配布します。 


