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① 現在、集落営農組織（任
意組織）の代表をしているが、
任意組織のままで良いのか、
法人化した方が良いのか分
からん。

② 法人化すると新たに
得られることが沢山ありま
す。現在の任意組織と比
べてどちらが得か損か、
将来も踏まえて考えてみ
ませんか。

③ 比較してみんと分からん
の～。良ければ組合員と話し
合ってみるかの～。

集落営農代表Ａさん
農水省の職員Ｂさん

－１－

１ はじめに
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２ 法人化と任意組織を比較
① 農地の取得等

農地の取得等

任意組織のまま法人化した場合
【作業受託は出来ますが、農地の権利取得
（所有権、賃借権等）はできない。】
これにより、
○ 作業受委託は、委託者側の意向に左右
されやすく、短期の契約が多いため、経営
が不安定、経営の見通しが立ちにくい。

○ 経営所得安定対策の受給不可能。
（「作業受託＋販売」を受託すれば、特例的に受給
可能。単なる作業受託の場合は受給不可）

○ 地域集積協力金は受給不可能。

○ 経営転換協力金の交付不可能。
（「作業委託＋販売」を委託すれば受給可能。単なる
作業委託の場合は受給不可）

○ 農業経営基盤強化準備金の利用不可能。
任意組織は積立（内部留保）もできない。

【農地の権利取得（所有権、賃借権等）がで
きる。】
これにより、
○ 賃借権等は、契約期間内は法的に権利
として保障されています。長期に契約を結
ぶことも可能、経営の見通しが立ちやすい。

○ 経営所得安定対策の受給可能。

○ 地域集積協力金（２割超～５割以下 ２万
円／１０ａ、５割超～８割以下 ２．８万円／
１０ａ、８割超３．６万円／１０ａ）の受給が可能。

○ 農地の出し手に対して経営転換協力金
（３０万円～７０万円／戸）が交付可能。

○ 経営所得安定対策の交付金等は、農業
経営基盤強化準備金（税制の特例措置）
が利用可能、機械費等の積立ができる。

－２－
注意）交付金は、毎年予算化されるとは限りません。事業がある間に早めに法人化し、ご活用ください。



農地の取得等（取組事例）

－３－

岡山県奈義町（農）高円（こうえん）営農組合

● 当集落は中山間地域。将来、農家の高齢化により農作業受託が増えることが予想された。個人の受託農家も高齢化
し、引き受けてもらえない不安があった。課題

克服策
● 平成21年2月に「農事組合法人 高円営農組合」を設立。
● 法人に利用権設定し、引き受けてもらえない不安を解消した。

山口県山陽小野田市 （農）和の郷（なごみのさと）

● 圃場整備事業の着手を契機に、任意組織「平沼田（ひらんた）営農組合」を平成4年に設立し、農業機械の共同利用等
を行い、効率的な経営を展開していたが、役員がそのまま高齢化。任意組織であるため機械の更新時の積立金も無く、
組織の存続が危惧されていた。

課題

克服策

● 平成24年「農事組合法人 和の郷」を設立。集落の大部分の農地を法人に集積。経営転換協力金は、構成員11戸に
交付。 （農）和の郷に農地を集積し、４０万円の法人化支援も受け、将来も持続する法人経営を行うため、交付金を農業
機械への投資等に活用することとしている。

● 田舎では、自分の土地が一番と思っている。簡単には手放さない。任意組織の代表は、圃場整備を成功させるために
は参加農家の換地をどのようにするかがポイントと考えた。そこで、地域の農地の評価を徹底的に実施。土地の広さ、地
形、日当たり、水質など様々な条件に照らし、10項目の評価表を作成、1筆ごとに評価点数を付け、集落の人達に提示、
その評価に基づき、金銭による換地精算を行った。



② 後継者等の育成・確保

後継者等の育
成・確保

任意組織のまま法人化した場合
○ 役員はメンバー内から選ぶしかなく、高
齢化した時、役員がいなくなる恐れがある。

○ 正雇用ができないため、農の雇用事業
の対象とならない。

○ 雇用保険・労災保険などの社会保障制
度はなく、青年の就職先として不安感あり。

○ 役員に職員や外部の人を登用すること
ができ、組織として継続できる。

○ 農業法人が４５歳未満の就農希望者を
正雇用すると、農の雇用事業（最長２年
間：年１２０万円）の対象となる。

○ 雇用保険・労災保険などの社会保障制
度が整い、青年を雇用しやすくなる。安心
して働ける。

－４－

注意）補助事業は、毎年予算化されるとは限りません。事業がある間に早めに法人化し、ご活用ください。



後継者等の育成・確保（取組事例）

－５－

広島県府中市 （農）井永（いなが）

● 井永地域は、中山間地域で自分の農地も管理できない農家も増え、限界集落状態となっていた。
● 地域の農地、地域の生活環境を守るためには、経営を多角化した農業法人の設立が必要。課題

克服策

● 平成20年10月に「農事組合法人 井永」を設立。
● 経営の多角化を行うため、水稲栽培のみならず、アスパラガス、キャベツ、白菜の面積拡大、学校給食や直売所にも
販売。漬物業者と契約し、漬物用野菜の栽培面積を増加。
● 将来も組織を維持するため、農の雇用事業を活用し、井永地区出身の２名（３０代）を法人が雇用。
● 給与は、雇用者の家族構成や勤務時間などを考慮し、月給として支給。
● 社会保険（労災）に加入し、農作業中のケガや事故が発生した場合に備え労働環境を改善。

鳥取県八頭町 （農）八頭船岡農場（やずふなおかのうじょう）

● 高齢化が進行し、耕作放棄地が拡大。地域の農業、集落機能が衰退。
● そのため、当初は、集落毎に法人設立を目指していたが、法人設立は２つの地域に留まった。大部分の地域では、
リーダーや経理担当者の確保が障害となり法人化が進まなかった。

課題

克服策

● 集落毎にリーダーや経理担当が確保出来ないことから、集落毎の法人化を断念。代表は元ＪＡ支店長とし、会計は
集落単位で設立した元法人の会計が担当し、平成21年6月、旧船岡町全体を対象とする「農事組合法人 八頭船岡農
場」を設立した。経営耕地面積181ha、構成農家数365戸（平成25年3月末現在）。県下最大級の法人を設立。
● 生産資材等の購入においては、ＪＡの大口奨励金など所得上のメリットがある。これを構成員に還元し、所得向上に
繋げている。スケールメリットを活かした経営を展開。



島根県出雲市 （農）まめなかファーム新田後（しんでんうしろ）

● 農業が辛くてキツイでは後継者は育たない。楽しくおもしろい姿を実践することが、地域の若者が興味を持ち、活力あ
る組織、地域作りに繋がる。課題

克服策

● 平成24年1月 「農事組合法人 まめなかファーム新田後」を設立。
● 法人化したことにより地域からの信頼が得られ、農作業受託面積が増えた。
● 〃 金融機関から融資がスムーズになった。
● 〃 農業経営基盤強化準備金等の活用ができ、将来の機械更新に備え資産保有が可能となった。
● 〃 農地の権利取得ができるようになり、年々受託面積が増え、当初は２ｈａから現在は５ｈａ。経営
耕地面積は現在は３０ｈａだが、５年後には５０ｈａまで拡大を見込んでいる。
● 構成員の年齢構成は、５０歳未満が４割を占めている。
● 基本的に土、日は休日。
● 法人設立により機械化が進み、女性の働く機会が少なくなった。女性部の発案により、加工部を立ち上げた。
● 平成25年農産加工施設を建設。 白菜キムチ、惣菜等を製造。
● 今後は、餅、大根の漬物等事業の拡大を検討。
● 地域全体の収穫祭を開催。年６回のイベントに参加。
● 若年層は、法人の活動をHPで紹介、農産物の販売に結びつけている。

－６－

山口県山陽小野田市 （農）和の郷（なごみのさと）

● 圃場整備事業の着手を契機に、任意組織「平沼田（ひらんた）営農組合」を平成4年に設立し、農業機械の共同利用等
を行い、効率的な経営を展開していたが、役員がそのまま高齢化し、次の後継者がいなかった。課題

克服策
● 父親が出来なくなって初めて息子に代を譲るのでは遅い。世代交代を円滑に行うポイントは、（農）「和の郷」の理事6
名の平均年齢は67歳、これでは組織として長くは持たないことから、法人化を機に、理事全員に、次に地域を牽引する
若い世代を補佐（平均年齢47歳）に付けた。



③ 農業機械等の更新

農業機械等の
更新

任意組織のまま法人化した場合
○ 農業経営基盤強化準備金が利用ができ
ないため、機械費等の積立ができない。

○ 機械の更新時に各組合員から徴収する
必要がある。中には出せない人もいるため、
役員の苦労が大きい。

○ 定年退職者等新たに入ってくる人にとっ
て、個人的に将来負担があると、安心して
組織に入ることができない。

○ 経営所得安定対策の交付金等は、農業
経営基盤強化準備金（税制の特例措置）
が利用可能。機械費等の積立ができる。

○ 法人から支出するため、各組合員から
徴収する必要がなく、役員の苦労がない。

○ 定年退職者等新たに入ってくる人にとっ
て、個人的に将来負担がないと、安心して
組織に入ることができる。

※一般的に補助事業で導入した施設等は、
他者に有償譲渡した場合は、補助金返還の
対象となりますが、任意組織から任意組織の
構成員が法人を設立した場合は、事前に財
産処分の手続きを行い、補助条件を継承す
れば、補助金返還となりません。

－７－



農業機械等の更新（取組事例）

－８－

愛媛県東温市 （農）アグリすのうち

● 平成3年から平成7年にかけて基盤整備が完成したが、農家の高齢化や担い手不足により耕作放棄地の増加が懸念
され、将来の不安から法人化の検討もされていたが、元気なうちは個人で営農したい、機械が使えるうちは個人で農業
を続けたい、法人を設立しても経営が成り立つのか、といった不安感から法人設立に賛成する農家は少なかった。

課題

克服策

そこで、集落の同意を得るために、
● 毎年研修会を開催。法人化している先進地視察を実施し、集落の農家の理解を深めた。
● 代表者は、集落の農家に以下の内容を説明
・中山間地域等直接支払交付金等を活用し集落の組合が機械を購入。その機械を法人に貸し付ける。
・集落の７割で基盤整備が終わった今が法人化の好機。
・機械の共同利用、規模拡大によりコストが下がる。
・個人で機械を使っている者はそのまま営農を続け、機械が使えなくなったら法人が作業を引き受ける。
・今は元気でも後継者がいないところは、将来の農業経営はどうするのか。
・個人で機械を購入すれば、減価償却まで農業が続けられるのか。
・法人ができれば、農地の受け手となり、耕作放棄地が解消できる。
・法人にはいつでも加入できる。
●法人設立に当たっては、委員が毎週金曜日に集まり、法人設立の法律上の課題、事務手続き、法人の運営方法につい
て協議を行った。法人化支援をしている県地方局担当者も同席し助言を得ながら勉強会を重ねた。

結果、
● 平成20年7月 「農事組合法人 アグリすのうち」を設立。

鳥取県八頭町 （農）八頭船岡農場（やずふなおかのうじょう）

課題

克服策

● 集落の大部分が法人化できず、任意組織では機械代等の積立が出来ない。

● 経営所得安定対策の交付金の面積は、自家消費米相当分１０aを除くことになっている。法人化により１経営体の１０a
のみとなり、交付金額が増加した。
● 農業経営基盤強化準備金を活用。



④ 商品・農産物の有利販売

商品・農産物
の有利販売

任意組織のまま法人化した場合
○ 各農家の経験や勘により管理されやす
いため、品質がバラバラ。有利販売に結び
つきにくい。

○ 独自ブランド商品があっても、組織として
販売が難しい。組織として商標登録ができ
ない。

○ 一般的にはメンバーの総意がないと新た
な経営判断が難しく、機動的に動きにくい。

○ マニュアル作成により、管理を徹底。品
質の統一が可能。有利販売に結びつける
ことができる。

○ 独自ブランド商品として販売、組織として
商標登録ができる。

○ 役員の権限が明確であり、生産販売先
や生産資材調達先の変更など、経営発展・
所得向上のための経営判断を役員が機
動的に行える。

－９－



商品・農産物の有利販売（取組事例）

－１０－

徳島県小松島市 （農）くしぶち

● 米価の低迷、米を如何に高く売るか。課題

克服策

● 平成19年3月 「農事組合法人 くしぶち」を設立。
● 生協から特別栽培米の働きかけがあった、当該地域は菌床椎茸の生産量日本一。そこから出る廃菌床を堆肥化させ、
集落営農の全農地に施肥。
● エコファーマー認定を取得。有機農産物という付加価値を付け、「ツルを呼ぶお米」ブランドとして、通常の販売価格よ
りも、30kg当たり1,000円高く生協へ販売している。

高知県四万十町 （農）ビレッジ影野（かげの）

● 任意組織の時代は、農作業を１人が請け負っていたことなど、作業の遅れから収益も低迷。
● 組織の後継者もいない問題を抱えていた。課題

克服策

● 平成22年2月 「農事組合法人 ビレッジ影野」を設立。
● 法人として人格を持つことで、学校給食等、地域の入札に参加できた。
● 町の特別養護老人ホームの食事用の米を落札。新たなビジネスチャンスが広がった。
● 消費者からは「ビレッジ影野」の商品として見られるため、細心の注意を払う作物管理等が行われるようになり、取引
先から大きな信頼が得られるようになった。
● 平成24年4月、農の雇用事業を活用し２名の地元出身者を雇用。地域の後継者として順調に育っている。



３ 集落営農組織の法人化に関するＱ＆Ａ
Ｑ１

法人に農地を預けると
二度と個人に戻ってこ
ないのではないか。

農地を法人に出資する場合は別ですが、一般的には、所有権は個人が

持ち、賃借権や作業受委託等で法人と契約する場合があります。利用権
設定による賃貸借の契約期間が満了すれば、必ず貸し主に返ることに
なっています。法律で守られているため安心してください。
また、期間が満了すれば、再び、法人と契約を結ぶこともできます。

Ｑ２

農業者年金をもらって
いるが、法人の構成員
となると支給停止にな
るのではないか。

農業者老齢年金を受給されている方は、法人の構成員になっても支給
停止になりません。

なお、経営移譲年金を受給されている方が、法人の雇用者（オペレー
ター、顧問など）となった場合は、支給停止になりませんが、法人の構成
員となった場合は、経営を再開したとみなされ、経営移譲年金の支給が停
止され、農業者老齢年金のみの支給に減額されるので、注意が必要です。

Ｑ３

息子に対して生前贈与
を行い、贈与税・相続
税の納税猶予を受け
ているが、法人に農地
を貸し付けると、納税
猶予の取扱いはどうな
るのか。

農業経営基盤強化法に基づき、法人に対して農地の貸付を行った日か
ら２ヶ月以内に税務署長に、貸付を行った旨を記載した届出書を提出すれ
ば、納税猶予が継続されます。

ただし、贈与税は、親から息子に対して農業経営基盤強化法に基づく事
業による貸付けを行い、贈与税の申告書の提出期限（～3月15日）から

１０年以上（貸付時の年齢が６５歳未満の場合２０年）を経過していること
が必要です。

Ｑ４

法人に機械・施設を譲
渡すると課税されるの
ではないか。

任意組織で取得した機械・施設を、新設した集落営農法人に譲渡しても、
簿価、譲渡価格、譲受価格が一致すると課税されません。また、価格が一
致としない場合は、任意組織の構成員に対して所得税、新設法人に対し
て法人税の負担が生じる場合がありますが、任意組織の構成員ごとに５０
万円までの特別控除が適用されます。 －１１－



－１２－

Ｑ５

法人化すると税金を多
く納めるようになるので
はないか。

法人化すれば、所得に応じた法人税、法人住民税等を納付する必要が
あります。

給与や構成員に対する従事分量配当（農事組合法人）は、損金となりま
す。課税対象となる所得が小さくなり、必ずしも高額の法人税を納付する
ことになりません。

また、赤字となった場合は、税法上、９年間は赤字の繰越ができ、後年
度の黒字から控除することができます。

さらに、経営所得安定対策等の交付金は、農業経営基盤強化準備金と
して積み立てる（交付金又は所得の額のいずれか低い額まで）ことで、法
人の所得の計算上、損金に算入することができます。また、農業機械等を
購入し準備金を取り崩す場合は、圧縮記帳ができます。

Ｑ６

補助事業で機械や施
設を入れたが、任意組
織から法人に譲渡した
場合、補助金返還にな
るのではないか。

一般的に補助事業で導入した施設等は、他者に有償譲渡した場合は、
補助金返還の対象となりますが、任意組織から任意組織の構成員が法人
を設立した場合は、事前に財産処分の手続きを行い、補助条件を継承す
れば、補助金返還となりません。

Ｑ７

法人化するためには、
経理事務をする人が必
要、育成する経費も必
要となるのではないか。

農業再生協議会が開催する集落営農の法人化に向けた話し合い、経理
事務担当者を育成、生産管理、労務管理、マーケティングに関する研修に
要する経費については、国が支援します。

また、集落営農の法人化に当たっては、定款作成、登記申請等費用が
かかりますが、集落営農が法人化した場合は一律４０万円を支援していま
す。 （直接支払推進事業）



４ 法人化のすすめの問い合わせ先

－１３－

農林水産省 経営局 経営政策課 電話：03-3502-6441

http://matome.naver.jp/odai/2128773164135489701/2128773646735666803
http://matome.naver.jp/odai/2128773164135489701/2128773646735666803


◎法人化に向けて
法人化すれば必ず儲かるものではありません。また、法人

化すると様々な支援策が得られることも事実ですが、支援策
を得ることを目的とした法人化は、支援策がいつまでも続くと
は限らないため、いずれ経営は行き詰まると思います。支援
策は「おまけ」程度と考えて、依存し過ぎないように注意して
下さい。
任意組織と比べ、法人化すれば様々な可能性が広がりま

す。地域や組織に新たな活力が生まれたり、永続性も担保し
やすくなります。次世代の後継者が、法人経営は楽しい、お
もしろいと思えるような組織・経営を目指してください。そのよ
うな頑張る組織に対して､国や関係機関は支援します。

－１４－

５ まとめ


