
農業経営基盤強化促進法の基本要綱（平成24年5月31日24経営第564号農林水産省経営局長通知）の一部改正新旧対照表

新（改正後） 旧（改正前）

農業経営基盤強化促進法の基本要綱 農業経営基盤強化促進法の基本要綱

平成24年５月31日付け24経営第564号 平成24年５月31日付け24経営第564号

農林水産省経営局通知 農林水産省経営局通知

最終改正：平成26年11月14日付け26経営第2056号 最終改正：平成26年４月１日付け25経営第3955号

第５ 農業経営改善計画の認定制度 第５ 農業経営改善計画の認定制度

３ 経営改善計画の認定申請 ３ 経営改善計画の認定申請

（２）夫婦等の共同申請の取扱い （２）夫婦等の共同申請の取扱い

① 次に掲げる事項の全てが確認できる場合にあっては、複数の者による 次に掲げる事項の全てが確認できる場合にあっては、複数の者による

経営改善計画の認定の共同申請を認めることとします。 経営改善計画の認定の共同申請を認めることとします。

ア 認定申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一 ① 認定申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同一

の世帯に属していた者（その者の配偶者を含みます。）であること。 の世帯に属していた者（その者の配偶者を含みます。）であること。な

なお、「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団と お、「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団としま

します。 す。

イ 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経 ② 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経

営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農 営から生ずる収益が当該認定申請者の全てに帰属すること及び当該農

業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意によ 業経営に関する基本的事項について当該認定申請者の全ての合意によ

り決定することが明確化されていること。 り決定することが明確化されていること。

ウ 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。 ③ 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

② 現在認定を受けている経営改善計画に①で共同申請を認める共同経営

者を追加する場合、又は現在認定を受けている経営改善計画において共

同申請された共同経営者が共同経営者でなくなる場合については、経営

改善計画の変更により対応することができます。

５ 経営改善計画のフォローアップ等 ５ 経営改善計画のフォローアップ等

（１）認定農業者が経営改善計画に沿って経営改善を着実に進めるため、農 （１）認定農業者が経営改善計画に沿って経営改善を着実に進めるため、農

業経営指標（「新たな農業経営指標の策定について」（平成24年３月27日付 業経営指標（「新たな農業経営指標の策定について」（平成24年３月27日付

け23経営第3612号農林水産省経営局長通知）に規定する農業経営指標をい け23経営第3612号農林水産省経営局長通知）に規定する農業経営指標をい

います。以下同じです。）を積極的に活用することとします。 います。以下同じです。）を積極的に活用することとします。

具体的には、認定農業者は、自らの計画に記載された目標がどこまで達 具体的には、認定農業者は、自らの計画に記載された目標がどこまで達

成されたかを確認し、それを踏まえて翌年以降においてもその経営改善を 成されたかを確認し、それを踏まえて翌年以降においてもその経営改善を

着実に進めるため、農業経営指標に基づく自己チェックを毎年行うことと 着実に進めるため、農業経営指標に基づく自己チェックを毎年行うことと

し、その結果を少なくとも認定期間の中間年（３年目）及び最終年（５年 し、その結果を少なくとも認定期間の中間年（３年目）及び最終年（５年

目）に市町村へ提出するものとします。 目）に市町村へ提出するものとします。

市町村は、このことについて農業者に対して指導を徹底するとともに、



農業者が農業経営指標に基づく自己チェックを行うに当たっては、農林水

産省が提供している経営改善実践システム（https://shihyo.maff.go.jp/）

を活用するよう促してください。

第５の２ 青年等就農計画の認定制度 第５の２ 青年等就農計画の認定制度

３ 青年等就農計画の認定申請 ３ 青年等就農計画の認定申請

（４）夫婦等の共同申請の取扱い （４）夫婦等の共同申請の取扱い

① 次に掲げる事項の全てが確認できる場合にあっては、複数の者による 次に掲げる事項の全てが確認できる場合にあっては、複数の者による

青年等就農計画の認定の共同申請を認めることとします。 青年等就農計画の認定の共同申請を認めることとします。

ア 就農計画申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同 ① 就農計画申請者が、全て同一の世帯に属する者である、又はかつて同

一の世帯に属していた者（その者の配偶者を含みます。）であること。 一の世帯に属していた者（その者の配偶者を含みます。）であること。

なお、「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団とし なお、「同一の世帯」とは、住居及び生計を同じくする親族の集団とし

ます。 ます。

イ 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営 ② 家族経営協定等の取決めが締結されており、その中で、当該農業経営

から生ずる収益が当該就農計画申請者の全てに帰属すること及び当該農 から生ずる収益が当該就農計画申請者の全てに帰属すること及び当該

業経営に関する基本的事項について当該就農計画申請者の全ての合意に 農業経営に関する基本的事項について当該就農計画申請者の全ての合

より決定することが明確化されていること。 意により決定することが明確化されていること。

ウ 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。 ③ 当該家族経営協定等の取決めが遵守されていること。

② 現在認定を受けている青年等就農計画に①で共同申請を認める共同経

営者を追加する場合、又は現在認定を受けている青年等就農計画において

共同申請された共同経営者が共同経営者でなくなる場合については、青年

等就農計画の変更により対応することができます。

４ 青年等就農計画の認定 ４ 青年等就農計画の認定

（４）青年等就農計画の審査体制 （４）青年等就農計画の審査体制

市町村は、青年等就農計画の認定に当たっては、第三者組織（必要に応 市町村は、青年等就農計画の認定に当たっては、第三者組織（必要に応

じて、都道府県、育成センター等関係機関・団体等を構成員とすることに じて、都道府県、育成センター等関係機関・団体等を構成員とすることに

より審査体制の充実を図ることが望ましいと考えます。）から意見を聴取し、 より審査体制の充実を図ることが望ましいと考えます。）から意見を聴取し、

客観的な立場からの意見を求めることが適当です。 客観的な立場からの意見を求めることが適当です。

なお、審査は、関係者による面接等の手段により行うことが望ましいと なお、審査は、関係者による面接等の手段により行うことが望ましいと

考えます。 考えます。

審査に当たって市町村は、当該青年等の指導等に当たっている農業者（指 審査に当たって市町村は、当該青年等の指導等に当たっている農業者（指

導農業士等）、育成センター及び普及指導センター等の意見を考慮すること 導農業士等）、育成センター及び普及指導センター等の意見を考慮すること

が適当ですが、人・農地プランに位置付けられた中心経営体については、 が適当です。

人・農地プランの策定や見直しに際して設置した検討会において、既に客

観的な審査が行われていることから、当該経営体が同様の内容で認定申請

を行う場合には、第三者組織による意見聴取等を省略することができるも

のとします。

５ 青年等就農計画のフォローアップ等 ５ 青年等就農計画のフォローアップ等

（１）認定新規就農者が青年等就農計画に沿って農業経営の確立に向けた取組 （１）認定新規就農者が青年等就農計画に沿って農業経営の確立に向けた取組

を着実に進めるため、農業経営指標を積極的に活用することとします。 を着実に進めるため、農業経営指標を積極的に活用することとします。



具体的には、当該認定新規就農者は、自らの計画に記載された目標がど 具体的には、当該認定新規就農者は、自らの計画に記載された目標がど

こまで達成されたかを確認し、それを踏まえて翌年以降においてもその計 こまで達成されたかを確認し、それを踏まえて翌年以降においてもその計

画の達成に向けた取組を着実に進めるため、農業経営指標に基づく自己チ 画の達成に向けた取組を着実に進めるため、農業経営指標に基づく自己チ

ェックを毎年行うこととし、その結果を毎年市町村へ提出するものとしま ェックを毎年行うこととし、その結果を毎年市町村へ提出するものとしま

す。その際、通帳及び帳簿等の写し等必要書類も併せて提出し、当該認定 す。その際、通帳及び帳簿等の写し等必要書類も併せて提出し、当該認定

新規就農者の経営管理の状況を市町村へ提出するものとします。 新規就農者の経営管理の状況を市町村へ提出するものとします。

市町村は、このことについて農業者に対して指導を徹底するとともに、

農業者が農業経営指標に基づく自己チェックを行うに当たっては、農林水

産省が提供している経営改善実践システム（https://shihyo.maff.go.jp/）

を活用するよう促してください。

７ 青年等就農計画の取消し ７ 青年等就農計画の取消し

（３）認定の取消手続 （３）認定の取消手続

③ 取消通知の送付 ③ 取消通知の送付

市町村は、聴聞の調書及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に 市町村は、聴聞の調書及び報告書に記載された主宰者の意見を十分に

参酌の上、認定の取消しが相当と判断した場合には、認定の取消しを決定 参酌の上、認定の取消しが相当と判断した場合には、認定の取消しを決定

し、その対象となる認定就農者に対し、その旨を通知します。その際、取 し、その対象となる認定就農者に対し、その旨を通知します。その際、取

消しの理由とともに、行政不服審査法による異議申立てはできない旨及び 消しの理由とともに、行政不服審査法による異議申立てはできない旨及び

行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することができる旨を記載します。 行政事件訴訟法による取消訴訟を提起することができる旨を記載します。

取消しを通知したときは、４の（４）に掲げる都道府県、育成センタ 取消しを通知したときは、４の（４）に掲げる都道府県、育成センタ

ー及び農業委員会等の機関及び青年等就農資金等、12に掲げる資金の貸付 ー及び農業委員会等の機関及び青年等就農資金等、11の（１）に掲げる

けを行う融資機関に連絡するものとします。 資金の貸付けを行う融資機関に連絡するものとします。



新（改正後） 旧（改正前）

（別紙１） （別紙１）

農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針の内容 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針の内容

第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向 第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
都道府県における農業生産、農業構造等の10年間を見通した今後の農業の基 都道府県における農業生産、農業構造等の10年間を見通した今後の農業の基

本的な方向を記述した上で、当該都道府県において育成すべき効率的かつ安定 本的な方向を記述した上で、当該都道府県において育成すべき効率的かつ安定
的な農業経営についての目標とすべき所得水準、労働時間等の基本的考え方、 的な農業経営についての目標とすべき所得水準、労働時間等の基本的考え方、
新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき所得水準、労働時間等の 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき所得水準、労働時間等の
基本的考え方、効率的かつ安定的な農業経営を担う人材の育成・確保やこれら 基本的考え方、効率的かつ安定的な農業経営を担う人材の育成・確保やこれら
の経営の育成の考え方、これを支援していくための諸施策について記述します。 の経営の育成の考え方、これを支援していくための諸施策について記述します。

併せて、このような農業経営の育成と関連し、新規就農者数の確保目標を記 併せて、このような農業経営の育成と関連し、新規就農者数の確保目標を記
述するとともに、地域の農業生産の組織化や小規模農家や兼業農家等も含めた 述するとともに、地域の農業生産の組織化や小規模農家や兼業農家等も含めた
地域農業のあり方についても必要に応じて記述します。 地域農業のあり方についても必要に応じて記述します。

この場合、効率的かつ安定的な農業経営についての目標とすべき所得水準及 この場合、効率的かつ安定的な農業経営についての目標とすべき所得水準及
び労働時間は、農業を職業として選択するに足る魅力とやりがいのあるものと び労働時間は、農業を職業として選択するに足る魅力とやりがいのあるものと
するため、主たる従事者が当該地域の他産業並みの年間労働時間で他産業従事 するため、主たる従事者が当該地域の他産業並みの年間労働時間で他産業従事
者と遜色のない生涯所得を実現し得る年間所得とすることを基本とします。基 者と遜色のない生涯所得を実現し得る年間所得とすることを基本とします。
本方針はおおむね５年ごとに定めることとされていますが、目標とすべき所得
水準については、自然的経済的社会的条件を勘案して、必要に応じて随時見直
しを行い、適切な水準となるよう努めることが重要です。

また、新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき所得水準及び労 また、新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき所得水準及び労
働時間は、農業経営開始から５年後に達成すべき目標として示すものとします。 働時間は、農業経営開始から５年後に達成すべき目標として示すものとします。
この場合、当該目標の認定について、本方針に定める効率的かつ安定的な農業 この場合、当該目標の認定について、本方針に定める効率的かつ安定的な農業
経営についての目標とすべき水準に対する割合で示す等工夫をすることが可能 経営についての目標とすべき水準に対する割合で示す等工夫をすることが可能
です。 です。

第２ （略） 第２ 効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
１ 育成すべき農業経営の指標として、営農類型ごとに、農業経営の規模、生産
方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する指標を経営形態別（個別経
営体、組織経営体別）に記述するものとします。

２ 営農類型については、地域において展開している主な営農類型について示す
ものとし、単一経営のみならず代表的な複合経営、集約的な施設型農業経営等
の営農類型についても記述するものとします。

３ 本指標は、基本的には営農類型ごとに示すこととします。具体的には次の通
りです。なお、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等については、各
営農類型に共通する事項があればこれを一括して示すことも可能です。

（１）「農業経営の規模」については、目標とすべき年間所得及び年間労働時間
を実現し得る農業経営の指標を、農業経営の規模（部門別作付面積、飼養
規模及び全体の経営面積等）として示すものとします。
また、その経営の活動内容を具体的に示す指標とする必要があるので、

経営全体の面積規模だけでなく、各部門ごとの作付面積、特定作業受託（注）



その他基幹的な農作業の受託面積、飼養頭羽数等を記載するものとします。
また、農地の規模拡大の取組のみならず、農畜産物の加工・販売その他

の関連・附帯事業などによる経営内容を拡大する取組についても記載する
ものとします。

注：「特定作業受託」とは、基幹三作業（水稲にあっては耕起・代かき、田植え
及び収穫・脱穀、麦及び大豆にあっては、耕起・整地、播種及び収穫、その
他の農産物にあってはこれらに準ずる農作業をいいます。）の全てを受託して
自ら農作業を行い、収穫物についての販売名義を有し、販売収入を農作業及
び販売の受託の対価として充当する場合の作業受託のことです。

（２）「生産方式｣については、現在の標準的な技術の下で、農業経営の規模の算
定の前提となる生産方式（資本装備・作付体系等）を記述します。また、
必要に応じて導入の可能性の高い先進的技術や生産に関する認証制度、有
機農業等の取組を示すことも可能です｡
その全ての技術内容（資本装備、作付体系等）について記載する必要は

ありませんが、規模とともに農業経営の態様を示す重要な指標である集約
度に関連するので、経営の集約度に影響を及ぼす技術的要素等については
記載してください。

（３）「経営管理の方法」については、効率的かつ安定的な農業経営において行
われるべき経営管理の指標として、例えば、複式簿記による記帳の実施、
青色申告、法人化等合理的な経営管理の方法を記述します。

（４）「農業従事の態様」については、効率的かつ安定的な農業経営において行
われるべき農業従事の態様の指標として、例えば、ヘルパー制度活用によ
る労働負担の軽減、労働災害に関する補償、年金制度に関すること、休日
制の導入、給料制の実施、就業環境の改善等を記述します。

（５）複数農業者や集落単位で組織する法人（組織経営体）の農業経営の指標に
おいては、当該経営体の事業に主たる従事者として従事する構成員の労働
時間やその構成員に帰属することとなる所得が地域の他産業並みの年間労
働時間で、他産業従事者と遜色のない生涯所得を実現し得る年間所得とな
るよう、経営規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関す
る指標を示すものとします。

第２の２ （略） 第２の２ 新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的
指標

１ 青年等が目標とすべき所得水準や労働時間を実現しうる農業経営の指標とし
て、第２の「効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標」と同様に、営農類型
ごとに、農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業経営の態様等に関
する指標を経営形態別（個別経営体、組織経営体別）に記述するものとします。

２ 指標の作成に当たっては、目標とすべき所得、労働時間等を当該都道府県に
おいて農業経営で生計が成り立つ水準のものとし、新たに農業経営を営もうと
する青年等にとって現実性があるような指標とすることが重要です。

３ 青年等が役員の過半数を占める法人（組織経営体）の農業経営の指標におい
ては、当該経営体の事業に主たる従事者として従事する構成員の労働時間やそ
の構成員に帰属することとなる所得が地域の他産業並みの年間労働時間で、農



業経営で生計が成り立つ水準のものとなるよう、経営規模、生産方式、経営管
理の方法、農業経営の態様等に関する指標を示すものとします。

第３ （略） 第３ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する
目標
効率的かつ安定的な農業経営が地域の農用地の利用に占めるべき面積の割合

をおおむね10年後を見通して記述するものとします。この場合に、農用地の利
用には利用権の設定等を受けたもののほか、水稲においては基幹３作業（耕起
・代かき、田植え、収穫・脱穀）の全てを受託している面積、その他の作目に
おいては主な基幹作業を受託している面積を含めるものとします。
なお、育成すべき経営の数の目標は、これらの農業経営が農業生産の相当部

分を担うような農業構造の確立を示す一つの指標とも考えられるので、必要に
応じて上記目標と併せて参考として掲げることも有益です。

第４ （略） 第４ 効率的かつ安定的な農業経営を育成するために必要な事項
１ 農業経営基盤強化促進事業の実施に関する基本的な事項

農業経営基盤強化促進事業の全体の基本的な推進の方針について明らかにす
るとともに、青年等の就農促進の推進方策について記述し、併せて事業の推進
に関連した都道府県段階の推進体制の整備、普及指導センター、育成センター
等都道府県内の指導機関の位置付けと役割について記述してください。

２ 農地利用集積円滑化事業の実施に関する基本的な事項
農地利用集積円滑化事業の基本的な推進の方針について明らかにするととも

に、併せて当該事業の推進に関連する都道府県段階の支援体制の整備及び当該
事業を支援していくための都道府県の諸施策について記述してください。
なお、都道府県段階における関係機関及び関係団体の連携の確保、諸施策と

の連携についても記述するのが望ましいと考えます。

第５ （略） 第５ 農地中間管理機構が行う特例事業の実施に関する事項
農地中間管理機構の名称及び取り組む事業の範囲に係る基準等を記述してく

ださい。
なお、当該法人が実施する特例事業の事業実施地域の全域で特例事業が活用

されるよう配慮するとともに、農地中間管理事業による貸借による農地集積・
集約化の取組を阻害しないように留意して事業を実施してください。



新（改正後） 旧（改正前）

（別紙２） （別紙２）

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の内容 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の内容

第１ （略） 第１ 農業経営基盤の強化の促進に関する目標
都道府県が作成する基本方針の「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的

な方向」と同様に記述するものとしますが、その地域において目標とする姿が
より具体的に示され、農業者、新たに農業経営を営もうとする青年等や関係団
体等にわかり易いものとなるよう配慮する必要があります。

第２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営 第２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営
農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標 農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標

都道府県が作成する基本方針の「効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標」 都道府県が作成する基本方針の「効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標」
と同様に記述するものとします。 と同様に記述するものとします。

なお、次に掲げる事項に留意してください。 なお、次に掲げる事項に留意してください。
１ （略） １ 指標の作成に当たっては、基本的には、目標とすべき所得水準、労働時間等

を当該市町村又はその近隣の市町村において既に実現しているような優良な経
営を踏まえたものとし、経営改善に取り組む農業者及びこれを支える農業関係
者にとって現実性があるような指標とすることが重要です。

２ 目標とすべき所得水準については、自然的経済的社会的条件を勘案して、必 （新設）
要に応じて随時見直しを行い、適切な水準となるよう努めることが重要です。

３ 基本方針において示されていない営農類型についても、当該市町村の地域の ２ 基本方針において示されていない営農類型についても、当該市町村の地域の
特性からみて必要があれば基本構想において経営の指標として示すものとしま 特性からみて必要があれば基本構想において経営の指標として示すものとしま
す。 す。

第２の２ （略） 第２の２ 農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関す
る営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業
経営の指標
都道府県が作成する基本方針の「新たに農業経営を営もうとする青年等が目

標とすべき農業経営の基本的指標」と同様に記述するものとします。
なお、次に掲げる事項に留意してください。

１ 指標の作成に当たっては、目標とすべき所得、労働時間等を当該市町村又は
その近隣の市町村において農業経営で生計が成り立つ水準のものとし、新たに
農業経営を営もうとする青年等にとって現実性があるような指標とすることが
重要です。

２ 基本方針において示されていない営農類型についても、当該市町村の地域の
特性からみて必要があれば基本構想において経営の指標として示すものとしま
す。

第３ （略） 第３ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する
目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項

１ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する
目標



都道府県が作成する基本方針の「効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対
する農用地の利用の集積に関する目標」と同様に記述するものとします。

２ その他農用地の利用関係の改善に関する事項
市町村全体及び地域ごとに、農用地の利用の状況、営農活動の実態等の現状、

それらを踏まえた今後の農地利用等の見通し、認定農業者等への農用地の利用
集積等の将来の望ましい農地利用の在り方、また、これを実現するための具体
的な取組の内容、関係機関及び関係団体との連携等について具体的に記述する
こととします。

第４ （略） 第４ 農業経営基盤強化促進事業に関する事項
当該市町村が自ら行う農業経営基盤強化促進事業の推進に関する方針を記述

します。
１ 利用権設定等促進事業に関する事項

利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件、利用権の存続・残存期間に関
する基準、借賃の算定基準、支払方法等利用権の設定等の内容を記述します。
併せて同事業の実施に関し必要な事項として、開発を伴う場合の措置、農用

地利用集積計画の策定時期、申出及び要請、農用地利用集積計画の作成、農用
地利用集積計画の内容、農用地利用集積計画についての同意、公告、公告の効
果、利用権の設定等を受けた者の責務、紛争の処理等について記述します。

２ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準
その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
農用地利用改善事業の実施を促進するための方策、農用地利用改善事業の実

施区域の基準、農用地利用改善事業の内容、農用地利用規程の内容、農用地利
用規程の認定（特定農用地利用規程の認定を含みます。）、農用地利用改善団体
に対する指導・援助等を記述します｡

３ 農業協同組合が行う農作業の委託のあっせんの促進その他の委託を受けて行
う農作業の実施の促進に関する事項等
農作業の受委託の促進、農業協同組合による農作業の受委託のあっせん等を

記述します。

４ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関す
る事項
後継者対策、青年の新規就農者の増加に向けた対策や農村女性が能力を十分

発揮していくための条件整備の方針等を記述します。
なお、青年の新規就農者の増加に向けた対策については、基本方針に定める

青年等の就農促進に関する基本的な方向や新規就農・経営継承総合支援事業実
施要綱（平成24年４月６日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知）に
規定する新規就農者に対する対策を参酌して記述することが望ましいと考えま
す。

第５ （略） 第５ 農地利用集積円滑化事業に関する事項
１ 農地利用集積円滑化事業を行う者に関する事項

農地利用集積円滑化事業の実施主体についての市町村の考え方を記述しま
す。

２ 農地利用集積円滑化事業の実施単位として適当であると認められる区域の基
準
市町村全域又は旧市町村、大字等の単位で区分した区域を定めることが望ま



しいと考えます。また、複数の団体が事業を実施する場合は、事業実施地域が
偏ることがないよう、調整を行ってください。

３ その他農地利用集積円滑化事業の実施の基準に関する事項
次に掲げる事項を定めることが望ましいと考えます。

（１）農地利用集積円滑化事業規程の具体的な内容
（２）農地中間管理機構が行う農地中間管理事業との連携の考え方
（３）農地利用集積円滑化事業による農用地の集積の相手方
（４）農地所有者代理事業における委任・代理の考え方
（５）農地売買等事業における農用地等の買入れ、受渡しの対価の設定等の基準
（６）他の関係機関及び関係団体との連携に関する事項



新（改正後） 旧（改正前）

(別紙４) (別紙４)

農業経営改善計画の認定基準 農業経営改善計画の認定基準

第１ 基本構想に照らし適切なものであること 第１ 基本構想に照らし適切なものであること

１～３ （略） １ 農業経営の規模

（１）申請された経営改善計画における部門別規模が基本構想で設定した規

模を上回った場合は、適切なものとして取り扱います。

（２）経営改善計画に記載する規模については、特定作業受託の面積を記載

することができます。また、特定作業受託以外の作業受託についても、

作目ごとに、基幹作業の延べ作業面積を基幹作業数で除した面積を受託

面積として記載することができます。この場合、基幹作業及び基幹作業

数の確認に当たっては、農用地利用集積の加速的推進について（平成７

年９月14日付け７構改B第941号農林水産省構造改善局長通知）を参照し

て下さい。

（３）申請された経営改善計画における部門別規模が基本構想で設定した規

模を下回る場合でも、有機栽培や直接販売に取り組む等、認定申請者が

意欲を持って農業経営改善計画に記載された経営の改善・発展に向けた

取組を継続し、将来的には基本構想で示される所得水準等に到達するこ

とが見込まれる場合には、その計画を適切であると判断することができ

ます。

（４）認定申請者が農畜産物の生産のみならず、加工・販売や６次産業化等

の取組を行うときは、「農業経営の規模の拡大に関する目標のうち農畜

産物の加工・販売その他の関連・附帯事業」にその旨を記載することと

し、農畜産物の生産と併せて当該取組により、将来的に基本構想に掲げ

る所得水準等の達成を目指すときは、その計画を適切であると判断する

ことができます。

なお、目指すべき所得水準は、経営所得安定対策の交付金等を含めた

収入及び加工・販売その他の関連・附帯事業に係る収入を合計した上



で、それぞれの経費を差し引いた所得で判断することが適当です。

２ 生産方式

基本構想で設定した生産方式におおむね準拠している場合には、適切な

ものとして取り扱います。

基本構想で設定されていない生産方式、例えば有機農業を取り入れてい

る場合にあっては、近隣の同種の農業経営の実態や認定申請者のこれまで

の実績等も踏まえ、技術体系が確立されているか、流通・販売の方法が確

立されているか、有機農産物の適正表示がなされているかなどの観点から

判断し、認定するものとします。

３ 経営管理の方法及び農業従事の態様

基本構想で示した指標は定性的なものが中心となるため、適切に経営指

標に基づく自己チェックを行っているかなど、認定申請者の経営改善意欲

の多寡を判断基準としてください。

４ その他 ４ その他

次に掲げる事項に留意してください。 次に掲げる事項に留意してください。

（１）～（４） （略） （１）経営改善計画に記載した目標とする年間所得及び目標とする主たる従

事者の年間労働時間については、認定申請者の目標設定に濃淡があると

考えられることから、認定申請者が記載した目標そのものを判断基準と

はせず、経営改善に向けた取組が行われている又は行われる見込みがあ

るか、基本構想に掲げる目標とすべき所得水準を実現し得るかなど、効

率的かつ安定的な農業経営となる見込みがあるかを判断基準としてくだ

さい。

また、年間労働時間については、その短縮だけを目指すのではなく、

労働時間を如何に農業経営の発展に役立つ分野に充てているかといった

観点で判断することも重要です。

（２）基本構想の経営の指標に定められていないような営農類型の経営であ

っても、都道府県内外の類似する基本構想における経営の指標などを踏

まえ、認定するものとします。

（３）認定農業者となり得るものは、個人経営及び法人経営であり、法人格

を有しない集落営農は認定農業者となることはできません。



ただし、法人化を目指す農業生産組織等が法人化の計画を含んだ農業

経営改善計画を提出し、かつ、既に法人化の手続きを開始している場合

には、これを認定対象とすることができます。

（４）農業者が集落営農に構成員として参加し、権原を有する農地の全てを

供した場合には、

① 当該農業者が権原を有する農地に係る内容を含む当該集落営農の営

農計画、販売、収入の配分方法等運営方針の決定に関わり、

② 経営改善計画の期間内に、当該農地の全部又は一部について集落営

農の作業体系の下で自らが主な基幹作業等を行うのであれば、

当該農業者個人が農業経営を行っている状況にあると捉えられることか

ら、当該農業者個人を認定し得るものと取り扱います。

（５）申請者が法人の場合にあっては、法人の主たる従事者が目標とする農 （５）申請者が法人の場合にあっては、法人の構成員で、かつ、法人の主た

業所得の額が基本構想に掲げる目標とすべき農業所得水準と同等以上の る従事者が目標とする農業所得の額が基本構想に掲げる目標とすべき農

水準となるような農地の規模拡大の取組や農畜産物の加工・販売の取組 業所得水準と同等以上の水準となるような農地の規模拡大の取組や農畜

等が掲げられているか否かを判断するものとします。 産物の加工・販売の取組等が掲げられているか否かを判断するものとし

ます。

（６）小規模な経営など、基本構想で示す所得水準等に到達するためには大 （新設）

幅な経営発展が必要であり、申請された経営改善計画の計画期間内には

その到達が困難なものについても、１（３）の規定により、認定申請者

が意欲を持って経営改善計画に記載された経営の改善・発展に向けた取

組を継続し、将来的には基本構想で示す水準に到達することが見込まれ

る場合には、その計画を適切であると判断することができます。

（７）現在の経営が既に基本構想で示す指標を上回る者からの申請について （６）現在の経営が既に基本構想で示す指標を上回る者からの申請について

は、 は、申請された経営改善計画の内容が、今後も更なる所得向上等を目指

① 申請された経営改善計画の内容が、今後も更なる所得向上等を目指 して、農地の規模拡大の取組や農畜産物の加工・販売の取組等により一

して、農地の規模拡大の取組や農畜産物の加工・販売の取組等により 層の経営改善を図ろうとするものであれば、基本構想に照らして適切で

一層の経営改善を図ろうとするものであれば、基本構想に照らして適 あると判断するものとします。

切であると判断するものとします。

② 将来的に経営を円滑に後継者へ継承するため、経営の一部を後継者

に任せる等の理由による場合であれば、経営規模を縮小する場合であ

っても、基本構想の水準を上回っていることを前提として、基本構想



に照らして適切であると判断するものとします。

第２ （略） 第２ 農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること

認定申請者が作成する経営改善計画は、地域における農用地の効率的か

つ総合的な利用を図るために適切なものである必要があります。当該認定

基準に該当すると認められない場合として、例えば、地域でブロックロー

テションに取り組んでいる際にこれに参加しないなど、農業経営に供され

る農用地の利用が、作付地の集団化、農作業の効率化等に配慮されていな

い場合があります。

第３ （略） 第３ その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

１ 経営改善計画の達成される見込みが確実であること

経営改善計画における経営改善の目標について、農業経営の現状、経営

規模、生産方式等の当該計画に掲げられた各事項間の整合性、農業労働力

の確保の実現性等をもとに、その達成の確実性を総合的に審査して行うこ

ととしてください。

２ 経営改善計画に関連事業者等が農業生産法人に出資をする計画が含まれ

る場合

農業生産法人の経営改善計画に関連事業者等（耕作又は養畜の事業を行

う個人又は農業生産法人を除きます。）からの出資が含まれる場合、農業

生産法人の農業経営の安定性を確保するため、次に掲げる事項の全てを満

たすことが必要です。

（１）当該出資が農業生産法人の経営の安定性の確保に支障を生じるおそれ

がないこと

（２）当該関連事業者等が有することとなる議決権は、当該関連事業者等以

外の農地法第２条第３項第２号チに掲げる者の議決権も含め、全体の２

分の１以上とならないこと

なお、（１）の審査に当たっては、関連事業者等が法人である場合には、

当該法人の定款又は寄附行為の写し、株主名簿又は社員名簿の写し、財務

諸表その他市町村において必要と認めた資料の提供を求め、当該法人の事

業の内容や財務状況の健全性等について審査する必要があります。



第４ その他 第４ その他

１ （略） １ 市町村は、認定審査の透明性を確保する観点から、基本構想に定める目

標とすべき所得水準、労働時間等、認定に当たっての判断の基準となる全

ての指標を、その庁舎で閲覧に供し、又は市町村広報や市町村ホームペー

ジに掲載する等適切な方法により公開してください。

２ 農業経営改善計画の達成が確実と見込まれ、かつ、将来的には基本構想 ２ 農業経営改善計画の達成が確実と見込まれ、かつ、将来的には基本構想

で示される所得水準等に到達することが見込まれるにもかかわらず、現在 で示される所得水準等に到達することが見込まれるにもかかわらず、年齢

の経営規模や年齢基準等の市町村独自の基準を満たさない者は一切認定し 基準等の市町村独自の基準を満たさない者は一切認定しないなどの画一的

ないなどの画一的な運用は適切さを欠くことから、このような画一的な運 な運用は適切さを欠くことから、このような画一的な運用は速やかに廃止

用は速やかに廃止し、適切な運用を行ってください。 し、適切な運用を行ってください。

また、現在の経営規模や年齢基準等の市町村独自の基準は、当該基準を

満たさない者は一切認定しないなどの画一的な運用になりがちであること

から、このような基準を設けることは控えてください。

３ 中山間地域等における経営改善計画の認定に当たっては、当該地域の自 （新設）

然的経済的社会的条件や担い手の数等を十分勘案して適切な運用を行うこ

とが重要です。

４ （略） ３ 市町村は、経営改善計画の認定及びその変更の認定や認定の取消しを行

った場合は、当該認定又は取消しの年月日及び当該計画の内容について農

業委員会に通知するなど、農業委員会において農業生産法人の要件適合性

を確保するための事務を行う上で必要となる情報を速やかに提供する必要

があります。



新（改正後） 旧（改正前）

（別紙４の２） （別紙４の２）

青年等就農計画の認定基準 青年等就農計画の認定基準

第１ 基本構想に照らして適切なものであること 第１ 基本構想に照らして適切なものであること
１～３ （略） １ 農業経営の規模

（１）申請された青年等就農計画における部門別規模が基本構想で設定した規模を上
回った場合は、適切なものとして取り扱います。

（２）青年等就農計画に記載する規模については、特定作業受託及びそれ以外の作業
受託についても記載することができます。また、特定作業受託以外の作業受託に
ついても、作目ごとに、基幹作業の延べ作業面積を基幹作業数で除した面積を受
託面積として記載することができます。この場合、基幹作業及び基幹作業数の確
認に当たっては、農用地利用集積の加速的推進について（平成７年９月14日付け
７構改B第941号農林水産省構造改善局長通知）を参照して下さい。

（３）申請された青年等就農計画における部門別規模が、基本構想で設定した規模を
下回る場合でも、有機栽培や直接販売等に取り組む等、認定申請者が意欲を持っ
て青年等就農計画に記載された農業経営の基礎の確立に向けた取組を継続し、将
来的には基本構想で示される所得水準等に到達することが見込まれる場合には、
その計画を適切であると判断することができます。

（４）新規就農者が農畜産物の生産のみならず、農畜産物の加工・販売等の取組を行
うときは、「農業経営の規模に関する目標のうち農畜産物の加工・販売その他の
関連・附帯事業」にその旨を記載することとし、農畜産物の生産と併せて当該取
組により、将来的に基本構想に掲げる所得水準等の達成を目指すときは、その計
画を適切であると判断することができます。

なお、目指すべき所得水準等の目標の達成の判断に当たっては、営業利益だけ
見るのではなく、交付金等（青年就農給付金を除く）を含めた収入及び加工・販
売その他の関連・附帯事業に係る収入を合計した上で、それぞれの経費を差し引
いた所得で判断することが適当です。

２ 生産方式
基本構想で設定した生産方式におおむね準拠している場合には、適切なものとし

て取り扱います。
基本構想で設定されていない生産方式、例えば有機農業を取り入れている場合に

あっては、近隣の同種の農業経営の実態や就農計画申請者のこれまでの研修経験等
も踏まえ、技術が習得されているか、流通・販売の方法が確立されているか、有機
農産物の適正表示がなされているかなどの観点から判断し、認定するものとします。

３ 経営管理の方法及び農業従事の態様
基本構想で示した指標は定性的なものが中心となるため、関係者による面接等に

より青年等計画申請者が農業経営の基礎の確立に向けた必要な取組を行うかどうか
等を把握することで判断してください。

４ その他 ４ その他



次に掲げる事項に留意してください。 次に掲げる事項に留意してください。
（１）～（３） （略） （１）青年等就農計画に記載した目標とする年間所得及び目標とする主たる従事者の

年間労働時間については、就農計画申請者の目標設定に濃淡があると考えられる
ことから、就農計画申請者が記載した目標そのものを判断基準とはせず、青年等
就農計画の達成に向けた取組が行われている又は行われる見込みがあるか、基本
構想に掲げる目標とすべき所得水準を実現し得るかなど、期間終了後に経営改善
計画の認定を受ける見込みがあるかを判断基準としてください。

また、年間労働時間については、労働時間を如何に農業経営の発展に役立つ分
野に充てているかといった観点で判断することも重要です。

なお、認定新規就農者制度は、将来において効率的かつ安定的な農業経営の担
い手に発展すると見込まれる青年等を対象とするものであることから、青年等就
農計画における青年等の年間農業従事日数については、150日以上であると見込
まれることが望ましいです。

（２）基本構想の経営の指標に定められていないような営農類型の経営であっても、
都道府県内外の類似する基本構想における経営の指標などを踏まえ、認定するも
のとします。

（３）認定新規就農者となり得るものは、個人経営及び法人経営であり、法人格を有
しない集落営農は認定新規就農者となることはできません。

（４）申請者が法人の場合にあっては、法人の主たる従事者が目標とする農業所 （４）申請者が法人の場合にあっては、法人の構成員で、かつ、法人の主たる従事者
得の額が基本構想に掲げる目標とすべき農業所得水準と同等以上の水準とな が目標とする農業所得の額が基本構想に掲げる目標とすべき農業所得水準と同等
るような農地の規模拡大の取組や農畜産物の加工・販売の取組等が掲げられ 以上の水準となるような農地の規模拡大の取組や農畜産物の加工・販売の取組等
ているか否かを判断するものとします。 が掲げられているか否かを判断するものとします。

（５） （略） （５）現在の経営が既に基本構想で示す指標を上回る者からの申請については、申請
された青年等就農計画の内容が、今後も更なる所得向上等を目指して、農業経営
の確立を図ろうとするものであれば、基本構想に照らして適切であると判断する
ものとします。

第２～第４ （略） 第２ 青年等就農計画の達成される見込みが確実であること
青年等就農計画における農業経営の目標について、これまでの研修経験、生産方

式等の当該計画に掲げられた各事項間の整合性、農業労働力の確保の実現性等をも
とに、その達成の確実性を総合的に審査して行うこととしてください。

特に、これまでの研修経験等を踏まえ、当該計画の生産方式に係る農業技術を習
得しているかという観点で審査を行うこととしてください。

また、経営の適正な管理の実施を農業簿記等により行うことが見込まれるかにつ
いても審査を行うこととしてください。

さらに、当該青年等の指導等に当たっている農業者（指導農業士等）の意見を十
分尊重してください。

第３ 青年以外の個人が有する知識及び技能が青年等就農計画の有効期間終了時におけ
る農業経営に関する目標を達成するために適切なものであること

第５の２の３の（１）のイに定める青年以外の個人が効率的かつ安定的な農業経
営を営むために有する知識、技能やそれまでに従事した職種、受講した研修・教育
等が青年等就農計画の有効期間終了時における農業経営に関する目標を達成するた
めに適切なものであるかどうか審査を行うこととしてください。

第４ その他



１ 市町村は、認定審査の透明性を確保する観点から、基本構想に定める目標とすべ
き所得水準、労働時間等、認定に当たっての判断の基準となる全ての指標を、その
庁舎で閲覧に供し、又は市町村広報や市町村ホームページに掲載する等適切な方法
により公開してください。

２ 市町村は、青年等就農計画の認定及びその変更の認定や認定の取消しを行った場
合は、当該認定又は取消しの年月日及び当該計画の内容について農業委員会等関係
者に情報を提供してください。
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