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紅葉の便りを待ち侘び、夏の暑さを懐かしむ今日この頃ですが、

皆様いかがお過ごしでしょうか。私は、気候も過ごしやすくなり

夏の疲れが取れてきたようです。

さて、今月号では改めて「２０２２年問題」に付いて書いて

みたいと思います。

ご承知の通り、生産緑地法は高度経済成長期の 年に設定されその目的は、都市部に残1972

。 、 、 、る緑地を守ることでした 年の改正生産緑地法では 農地は固定資産税 都市計画税1992

さらには相続税も宅地並み課税を受けることが原則でしたが、保全農地として生産緑地の

再指定を受けることが出来れば、今まで通りの軽減税率を使うことが出来ました。農家の

選択により、それからの 年間は、激安の軽減税率を使えるが、その間、宅地へ転用は30

原則不可でした。 年の改正生産緑地法には、 年後すなわち 年には、生産緑地1992 30 2022

所有者は市町村長に対し、当該生産緑地を時価で買い取るべき旨を申し出ることができる

との文言があります。実際は地方財政のひっ迫から、自治体が買い取りをすることは無い

と思われ、したがって生産緑地の所有者は、生産緑地の指定を解除し、宅地として売却や

土地活用の為アパート、マンションの建設等をする可能性が高いことが予想されているの

です。すべての土地が転用されるわけではないと思いますが、不動産市場にかなりのイン

パクトが見込まれます。これが生産緑地の「 年問題」の背景です。2022

、 、「 」 、但し 国土交通省は今年 月 日 都市緑地法等の一部を改正する法律案 を提出し2 10

閣議決定されました。

この改正の背景は 「公園、緑地等のオープンスペースは、良好な景観や環境、にぎわい、

の創出等、潤いのある豊かな都市を作るうえで欠かせないもの。また、災害時の避難地と

しての役割も担っている」と国交省がうたっており （ ）都市内の農地の再評価 （ ）災、 、1 2

害時の避難地として有効活用する （ ）都市空間の緑の保全 など宅地化一辺倒にくさび、 3

を打つ政策を打ち出してはいます。

現行法では、生産緑地の要件として 区画の土地面積が 平方メートル以上あることが1 500

必要条件だったが、市町村が条例により、その面積を変更できる（おおよそ 平方メー300

トル）という改正が予定されてもいます。

また、様々な理由から農地として保全することが都市環境に有効だと判断された土地につ

いては、市町村が特定生産緑地として指定し、買い取りの申し出をすることができる時期

を 年間先送りするという制度も盛り込まれました。これにより、 年不動産流通市10 2022

場に一気に放出される農地を減少させ、不動産流通価格を落ち着かせる意図も見え隠れし

ていると思います。
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頭書でもご紹介させて頂いた内容と重複するところがありますが 「 年問題」につ、 2022

いてもう少しご説明させて頂きたいと思います。 年（平成 年）の生産緑地地区の指1992 4

定から 年を迎えるまで残るところあと約4年3ヶ月、 年（平成 年）には、生産緑30 2022 34

地の指定解除を迎える農地が宅地として市場に出始め、供給過剰となり不動産価格の値下

がりにつながるのではと、懸念されていることについて先日、参加致しましたセミナーで

のお話しをご報告致します。そもそも生産緑地とはどのようなものかという概要からお話

ししていきたいと思います。

①生産緑地は、市街化区域内で一定条件（ ㎡以500

上の面積や 年間農地として管理など）に該当した30

農地について、定められています。

②生産緑地に指定されると、農地課税とされ固定資

。産税の減免や相続税の猶予など税制優遇があります

③ 年（平成 年）生産緑地法が、 年問題2017 29 2022

への対応として制度が見直され改正されました。●

生産緑地指定免責を、 ㎡に緩和。● 年経過後300 30

も 年ごとに延長可能 （特定生産緑地制度）●農10 。

作物生産やその施設だけでなく、農産物直売所や収穫物を提供する飲食店（農家レストラ

ン）等の設置制限の緩和。

④生産緑地が指定解除となる要因（管理義務および行為制限が解除となるには）●指定期

間 年経過 ※ただし改正により 年ごとに延長も可能となりました。 ●主たる従事30 10

者（所有者）が、お亡くなりや従事不能となった場合。 ●上記の事から行政等（市町村

長や斡旋の農林漁業者）に買取りの申し出を、申請するも買取らない旨が決定した場合は

指定解除となり売却や建築が可能となります。※買取る旨の場合は時価で買取り。

⑤市街化区域内の農地所有者の実像● 割以上が60代の、高齢化が顕著。 ●農業後継者8

がいる農家は、約3分の1。3分の2は後継者が不明確。 ●農業以外の収入（アパートや駐

車場経営）が大半の、兼業農家が多い。ただし賃貸住宅等の需要は減少傾向で必ずしも順

調とは言えない状況もある。 ●農地転用の理由は、相続税等納付のためが大半であり、

その売却先は分譲住宅や賃貸住宅経営など。

⑥市街化区域内の農地所有者の意向・動向の考察 ● 年では、生産緑地継続希望が約2022

３割強いて特定生産緑地適用を受け 年継続の可能性あり。ただし、５割強の方は後継10

者などの問題によりまだわからない状態であります。

⑦行政・自治体・都市居住者などの意向・動向●都市農地の存在評価は高く、景観・環境

・防災・コミュニティ・高齢者施設に貸地など多様な機能性を有すると考えられるので、

保全や活用をする方向で様々な制度改正を行っていくようであります。
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現在、弊社では清瀬本店、ひばりが丘店の両賃貸店舗にて 度パノ360

ラマ画像の掲載をホームページで始めております 「 」というカメラを。 RICOH THETA

360 360使うことで ワンショットで 度すべてを撮影することができ 撮影した画像も、 、

度自由自在に動かして見ることができます。自由に画像を動かすことで

室内全体を確認することができるようになり、物件廻りの隣接する住宅

や道路の状況、ベランダの陽当たり状況、周辺の環境までをも確認して

イメージを膨らますことができるようになります。これは従来の静止画

像と比べて つの画像の中で提供する情報量が格段に増えていることを1

意味しております。

最近、メディアにも取り沙汰されている「 （バーチャルリアリティVR

・仮想現実 」という言葉を耳にする機会が増え）

てまいりましたが、先程お話しした 度パノ360

ラマ画像を専用の ゴーグルというものを使VR

って見れば、パソコンやスマートフォンの画面

を通さずに、リアルな仮想現実が実際にその場

所にいるかのような感覚で見ることが可能になります。地方か

ら上京してくる学生のお客様やなかなか物件の見学ができない

忙しいお客様、あるいは退去前で入居者が

まだ住んでいるようなお部屋など、このよ

うな内見をすることができない方たちに対

してもこの 技術を用いれば対応することVR

が可能になります。また、入居希望者は夜

中であろうと好きな時に内見をすることが

でき、内見予約の手間や現地への移動の必

要もなくなってきます。このような新しい

可能性が広がる一方で、もちろん現地でし

か分からないことがあるとも考えております。例えば、手触り感とか、温もりやちょ

、 。っとした雰囲気は 実際にお部屋を内見しないと感じることが難しい部分があります

また、安心感という意味でも決める物件は実際に内見したいというお客様も多いはず

です。昨年、 年は 元年とも言われておりました。今後、 技術の導入はま2016 VR VR

すます進んでいくものと思われます。さらに、 月からは 重説（インターネット10 IT

等を利用して対面以外の方法で不動産賃貸借契約における重要事項説明を行うこと）

が解禁されます。私たち賃貸業界にとっての変革期とも言えるこの状況下で、弊社で

は常にアンテナを張って新しいものを積極的に吸収できるような不動産会社でありた

いと考えております。

- 4 -

全国賃貸住宅新聞（ ・ 第 号）へ掲載されました。掲載2017.7.24 31 1281

記事でもお話しさせて頂いておりますが、オーナー様へ、バイクガレージ設置の提案

を行い、弊社にて運営する ヶ所20

、・計約 台のバイクガレージは250

％の稼働率で運営されている現95

状が取り上げられております。こ

のバイクガレージですが投資利回

り ％ ％程度を維持しており15 ~20

ます。一般的に土地活用の方法と

して多く行われていますのが、駐

車場です。駐車場 台分のスペー1

スに小さいバイクガレージであれ

ば、約３台分のバイクガレージが

設置できます。バイクガレージの

賃料は、大体駐車場 台分の1

料金の半額程度でお借りして

頂いておりますので、駐車場

として貸し出すよりも賃料が

高く貸せる事になります。初

期投資としては、バイクガレ

ージ・駐車場どちらも費用が

掛かりますが、ガレージ設置

後は、サブリース契約を締結して頂ければ、安定した収入が見込めます。現在、駐車

場として運営していらっしゃれば 『空車が目立つ 『雑草の処理が大変』等、お困り、 』

事が解決できる場合がありますので、土地活用の選択肢に是非入れてご検討下さい。

また活用に困った土地・建物が御座いましたら、まずはご相談下さい。もちろん、ご

提案やプラン作成で費用はかかりません！土地活用にお悩みの方・ご興味が御座いま

したら、是非、お問合せ下さい。

来る より11 月１日月１日月１日月１日

毎 週 水 曜毎 週 水 曜毎 週 水 曜毎 週 水 曜弊 社 は 、

、 と を とさせて頂き日 毎月第一火曜日 第三火曜日 定休日日 毎月第一火曜日 第三火曜日 定休日日 毎月第一火曜日 第三火曜日 定休日日 毎月第一火曜日 第三火曜日 定休日

ます。お取引先様各位の皆様には、ご迷惑のかかる事の

無い様にして参りたいと思いますが、誠に恐縮で御座い

ますが宜しくご承知おきお願い申し上げます。
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