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１．COVID-19 蔓延下での農の需要�

　COVID-19 流行とともに，野菜や花を育てる農的活動
が人気になっている。ホームセンターでは外出自粛により
家庭用園芸用品がよく売れたと報じられた 1）。貸農園業界
でも申し込みが急増し，アグリメディア社が都市部の農地
等を用いて展開する体験農園（サポート付き貸農園）「シェ
ア畑」では 2020 年３月に新規契約者数が過去最高となり，
2020 年５月には再び過去最高を更新し前年同期比２倍，
農園によっては 6.5 倍となった 2）3）。農家でのアルバイト
案件を希望者とマッチングするアプリも好調となり，2020
～2021 の１年で株式会社マイナビの「農 mers」では登録
者が８倍以上，アグリトリオ社の「農 How」では５～６
倍になった 4）5）。このように，家庭園芸から本格的な農業
まで，「農」のグラデーション上のどの活動に関しても注
目度が高まっていることが伺える。
　海外でも同様の傾向がみられる。19 世紀から存在する
代表的な都市型農園であるドイツのクラインガルテン（１
区画 300m2 程度の小屋付き貸農園）の需要は少なくとも
前年比２倍，ベルリン，ハンブルク，ミュンヘンなどの大
都市では４倍にもなった 6）。学術界でも，自宅の庭やコミュ
ニティガーデンが COVID-19 蔓延下，特にロックダウン
中にいかに人々の暮らしに正の影響をもたらしたか分析し
た論文が続々と発表されている。著者の集めている論文で
確認した限り，ドイツのほか，インド，インドネシア，イ
タリア，英国，カナダ，スコットランド，米国，フィリピ
ン，ブラジルでの調査結果が見つかっている。人々の行動
が制限されるなかで，各国で農的活動が注目を集めたよう
である。
　本稿では，今後の健康に資するまちづくりを見据えて，
COVID-19 蔓延下で実際にどのような対応が都市型農園
でとられたのか例示し，どのような効用がもたらされたの
か，都市に農園をどう位置付けていくべきなのか考察する。

２．都市型農園における対応�

　ここでは，日本とドイツを例として，自宅外にある都市
型農園では，具体的にどのようなCOVID-19 対策が取られ，
農的活動がなされていたのか記述する。なお，網羅的な調
査はしていないということに留意いただきたい。

（１）日本における都市型農園でのCOVID-19 対策

　まず日本の市民農園での対応であるが，初期は接触を避
けるため利用を大きく制限する対策がとられた。2020 年
４月に最初の緊急事態宣言が東京など７都府県に発令され
た直後，東京都東久留米市の市民農園では利用が約２か月
中止され，再開後は区画を互い違いに２グループに分け，
利用可能日を分けていた。ほか，日野市では利用者への説
明会や講習会が中止された。現在は基本的に利用が許可さ
れつつ，自身の区画内での最低限の作業・滞在時間，体温
測定・記録，手洗いの徹底，マスクの着用，他者との距離
保持や密集しての会話回避，三密の回避などを守るよう呼
びかけがなされているようである。しかし，どの項目を注
意として掲げているかは自治体等の管理者による。
　体験農園ではオンラインツールの活用もみられた。東京
都練馬区にある，農家経営の「大泉風のがっこう」では対
面での講習会を中止し，YouTube と説明書で栽培方法を
指導した。動画は利用者限定であるが，一般用に編集され
たものが公開されている 7）。アグリメディア社の「シェア
畑」でも利用希望者への説明会や野菜栽培の講習会をオン
ライン会議ツールで行い，利用者とスタッフの接触を避け
た。同じく体験農園を提供するマイファーム社も，2020
年７月より動画配信を本格的に開始し，土づくりやタネの
見分け方，作物ごとの野菜の育て方などを「初心者向け野
菜づくりムービー」としてYouTube で公開発信している。
農業アルバイトのスマートフォン向けアプリも併せて，体
で勝負と思われる農の世界も，パンデミック下で ICT 活
用の可能性を広げたことがわかる。平時でも多様なライフ
スタイルの人々に対して，農の裾野を広げるためにこうし
たオンラインツールの活用は有効だろう。
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　一方，複数人が共同で活動するコミュニティガーデンで
は参加者による自律的な判断が求められた。東京都日野市
の都市農地を活用したコミュニティガーデン「せせらぎ農
園」では，参加者向けメーリングリストの投稿内容から把
握したところ，2021 年３月下旬から活動時間を短縮して
いた。最初の緊急事態宣言発令後には，参加者で意見交換
をし，活動時間の短縮継続，農園での飲食禁止，マスク着
用，他者と２m の距離確保，検温，当面のイベント中止
を感染症予防策とし，活動継続を方針として定めた。定例
作業日以外には三密を避ける条件で，誰でも農園散策もし
てよいとされた。近隣住民に不安を持たれないよう，各々
が責任ある行動を取ることも促された。先の自治体が主に
関わる市民農園や，農家や企業が運営する体験農園と異な
り，参加者自らが責任をとったといえる。�

（２）ドイツにおける都市型農園でのCOVID-19 対策

　ドイツでは基本的に各州で COVID-19 対策がとられて
おり，全国一律の規制を導入したのは 2021 年４月の夜間
外出禁止が初である。よって各州の制限・緩和措置に基づ
きながら，農園利用もなされた。
　クラインガルテンについては，国（連邦）レベルのクラ
インガルテンに関する連盟（Bundesverband�Deutscher�
Gartenfreunde�e.V.）が，利用可否などについての解釈を
2020 年３～４月に HP に掲載した 8）。これによると，
2020 年３月 26 日に施行され，４月 15 日に改正された連
邦州による一般的命令にはクラインガルテン利用を禁じる
規制は含まれていない。むしろザクセン州政府はクライン
ガルテンを非常に重要な空間と条例で明示的に言及し，
テューリンゲン州でも州首相が一般的命令に関連してクラ
インガルテンに言及したという。ベルリン州（市）でも園
芸活動が許可されていることが明示されたそうである。以
上より連盟は，新鮮な空気を得たり屋外で運動したりする
ために，自身のクラインガルテン区画には滞在してよいと
の解釈を出した。また，州，郡，地方自治体による規制の
ほか，少なくとも次の事項に従うことを推奨した。
・　利用者およびその世帯に属する者のみが使用する。
・　パーティーや私的な会合，他人とのその他の活動を控

える。
　また，共用エリアと区画間の道では一般的命令を遵守す
る必要があるとし，以下の事項が提示された。
・　常に互いに 1.5m以上の距離を必ず保つ。
・　公共の空間には，一人でいること，同居する人々と一

緒にいること，または非同居の人１名までと一緒にい
ることのみ可能である。

　さらに上記の連盟は，会合ができない期間に，各クライ
ンガルテン協会 9）における役員任期が切れる場合や，総会
を開催できない場合の対応についてもまとめていた 10）。

　州レベルのクラインガルテン連盟も，各州の規制に合わ
せて対応した。たとえば，ベルリン州やハンブルク州の連
盟では，クラインガルテンでどのような活動が可能か，総
会はどうするかといった情報を適宜提供していた。そのほ
かノルトライン・ヴェストファーレン州の連盟のウェブサ
イトでは，連邦レベルのクラインガルテン連盟の
COVID-19 関連情報にリンクを張っており，異なるレベ
ルの連盟での連携がみられた。
　一方で，歴史の浅いその他の都市型農園は個々の組織が
各州の措置に合わせて活動形態を判断していたようである。
たとえば，野菜栽培に特化した貸農園であるミュンヘン市
のクラウトガルテンでは，各農園のホームページで利用に
関する案内として他人との距離を 1.5m 確保すること，区
画を使っていい日時の制限・割り当て，道具を使うときの
注意などの情報が出されていた 11）12）。コミュニティガー
デンでも，たとえば市街地の墓地にあるプリンツェシンネ
ンガルテン・コレクティブでは距離の取り方やマスク着用
ルール，連絡先の保管，少人数での作業などについて情報
が提示されていた 13）。どの種の情報を出すかは農園によっ
て異なっていた。
　このように，ドイツでは基本的には州や地方自治体の法
令に従う必要があり，特別に都市型農園に対する制限はな
かったなか，農園タイプにより情報整理・共有の仕方が異
なっていた。つまり，比較的長い歴史を有するクラインガ
ルテンでは統率的な組織があり，そうした組織が情報の集
約や解釈，周知を担った。その他の新しい農園では個々の
組織が対応し，利用者・参加者に案内していた。日本と比
べ，農的活動を行う際に気を付けるべきとされた内容は大
きく変わらなかったが，統率的組織の有無などの点から情
報共有方法のバリエーションは異なっていたといえる。

３．行動自粛・制限下で農がもたらした効用�

　行動自粛あるいは制限の状況で，なぜわざわざ人々は農
的活動を行ったのだろうか。その理由に繋がる，農的活動
がもたらす効用について考えてみたい。
　一番の効用は，外に出る時間が少なくなり運動もままな
らないなか，農的活動を通じて屋外で身体を動かし，場合
によっては仲間と交流もできることによる心身の健康への
正の影響だろう。屋外であることから三密を避けられ，他
人と一定の距離を保ちマスクを着用していれば，活動して
も感染リスクは比較的低い。先述のせせらぎ農園で 2021
年２月に実施した参加者 17 名へのインタビューでは，他
の趣味活動がほとんど中止になるなかで，農園に来て日光
を浴び，作業（運動）や会話をすることが楽しみであり，
またそれにより健康になれる，ストレスが発散される，と
述べた参加者が多く見られた。また，農園に来ればいつも
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通りの活動ができることにほっとしたと述べている参加者
もいた。なお，2010・11 年に震災を経験したクライスト
チャーチのコミュニティガーデンでも非日常のなかでの日
常性の維持について発言していた参加者がいた 14）。緊急
事態における心身の健康維持という点で，いつも通りに行
える屋外での農作業や交流活動は有用だということを示唆
している。さらに，遠出がなかなかできず子どもを遊ばせ
る場所を求めているファミリー層にも，農園は屋外で遊べ
る貴重な避難所的空間であったはずだ。
　また，副業として農業に従事したい人の増加の背景には，
収入減少やリモートワーク普及も挙げられている 15）。農
業が仕事としての選択肢に入ったほか，ライフスタイルが
変わったことによる新たな働き方の可能性が見出されたと
いえる。
　COVID-19 が広まったあとに国際誌に発表された各国
の農的活動に関する論文にも，健康上の意義に着目したも
のが多い。食料確保という観点もあるが，精神的健康の維
持やウェルビーイングの観点での有効性に着目している論
文が目立った 16）。ただしロックダウンの影響か，論考で
はなく実際の調査結果をもとに書かれた論文には自宅での
農的活動を取り上げたものが多かった。家の内外を問わず，
外に出て土を触り，植物の成長を見て，収穫物を得ること
に精神的な安定や，行動制限のなかでよりよい暮らしのあ
り方を求めたことは共通すると考えられる。

４．都市の構成要素として農園を組み込む�

　仮に COVID-19 流行が収束したとしても，今後も同様
の感染症蔓延がありうることを考えて，農的活動ができる
空間を都市に確保しておくにはどうしたらよいだろうか。
自宅に庭がない者や，農作業だけでなく他者との交流も求
める者がいることを踏まえ，健康を維持する都市施設とし
て計画的に農園が設けられるべきである。
　その際，一部の市民農園や公園内の分区園のように，地
方自治体がトップダウン的に都市型農園を設立する場合の
ほか，空き地や耕作放棄地などのまちの隙間を用いて住民

等がボトムアップ的に設立する場合もありうる。様々なケー
スがあり，プロセスを明確に分類できるものでもないが，
大まかにトップダウン型・ボトムアップ型のそれぞれの農
園の設立方法について述べていく。
　トップダウン型の都市型農園に関しては都市計画や農政，
緑政，福祉に関わる自治体内の課で横断的に調整を図る必
要があり，まち全体の向かっていくべきビジョンや土地利
用計画を踏まえて適切な場所・規模・形態の都市型農園が
開設されるべきである。農園運営に関しては自治体がすべ
て担うことはコストやノウハウの限界から難しいと思われ
るが，まちづくりを専門とする地域密着型の企業や NPO
に任せることも一つの手であり，実際にそのような事例も
見られる 17）。
　ボトムアップ型の農園に関しては，住民やその地に縁の
ある企業などが空き地や農地などの土地を借用あるいは取
得し，資金を確保しながら運営していくことになる。空き
地活用の事例は近年増えており（写真－１），たとえば東
京都墨田区のたもんじ交流農園は，寺が所有する空き地を，
地域のまちづくり協議会が借用して設立された 18）。兵庫
県神戸市のすずらんコミュニティガーデンは，公有地であ
る震災復興住宅の跡地を同じくまちづくり協議会が借用し
て，地域住民により設立された。大阪府大阪市および寝屋
川市のみんなのうえんは NPO が民有地の宅地を借用して
農園を設立した（現在は一般社団法人が譲受して運営）。
千葉県柏市のカシニワ情報バンクのように，空き地と利用
希望者をマッチングする制度があると一層土地の借用がし
やすくなるだろう。また，同カシニワ制度は 2020 年より
空き家も対象としており，うまく空き地と空き家が近接す
るケースがあれば，農園近くの空き家をリノベーションし
てキッチンや休憩スペースを併設することもできるだろう。
都市農地に関しても都市農地貸借法が 2018 年に施行され，
市民農園や体験農園設立のために生産緑地の貸借はしやす
くなっている。共同耕作・交流的な利用はまだ難しいが，
これからの展開が注目される。
　また，ドイツやオーストリア，英国，ニュージーランド
などでは都市型農園の設立や活動を助ける中間支援組織が

　　　　　　写真－１　空き地を用いたコミュニティガーデンの例（左から，たもんじ交流農園（東京都墨田区），
　　　　　　　　　　　すずらんコミュニティガーデン（兵庫県神戸市），みんなのうえん北加賀屋（大阪府大阪市））
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あり，ノウハウの提供やネットワーキングが行われている
が，著者の知る限りでは日本には現在そういった組織はな
い。個々に都市型農園の設立・運営に取り組むのは非効率
的であり，また各自治体が農を組み込んだまちのビジョン
を描く際の助言者もいるとよいため，中間支援組織の発足
が求められる。
　かつての産業革命による住環境悪化の時代にはハワード
の田園都市構想にアロットメント（ガーデン）という都市
型農園が市街地に隣接して描かれ 19），20 世紀前半の戦時
中や恐慌時には貴重な食料源として都市型農園が欧米で急
速に広まった 20）。歴史上，都市型農園は危機における救
済的空間として必要とされてきたのである。昭和初期にク
ラインガルテンの概念を導入した当時の大阪市長関一も，
そのような意図をもって，都市に必要な施設として農園を
設立した 21）。健やかな暮らしを支える空間として，これ
からの日本でも都市型農園を位置づけていくべきである。
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