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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

改正後 現行

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
農林水産省経営局長通知 農林水産省経営局長通知

最終改正：平成28年３月30日付け27経営第3286号 最終改正：平成26年11月14日付け26経営第2056号

第２ 定義 第２ 定義
認定農業者 （略） 認定農業者 （略）
認定新規就農者 （略） 認定新規就農者 （略）
人・農地プラン 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱（平成24年２月 人・農地プラン 人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱（平成24年２月

８日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知）第２の ８日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知）第２の
１に掲げる事業により作成するプラン（市町村等が、当該事 １に掲げる事業により作成するプラン（市町村等が、当該事
業を実施せずにこれに準じて独自に作成したものを含む。） 業を実施せずにこれに準じて独自に作成したもの及び地域農

業経営再開復興支援事業実施要綱（平成23年11月21日付け23
経営第2262号農林水産事務次官依命通知）に基づき、東日本
大震災の津波被災市町村が策定する経営再開マスタープラン
を含む。）

農地利用集積円 （略） 農地利用集積円 （略）
滑化団体 滑化団体

育成センター 育成センター

第３ 農業経営基盤強化促進基本方針 第３ 農業経営基盤強化促進基本方針
１ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針において定める事項 １ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針において定める事項
（略） （略）

２ 基本方針の策定 ２ 基本方針の策定
（１） （略） （１） （略）
（２）都道府県は、基本方針の策定の前段階で、農用地、農業従事者等の基本デ （２）都道府県は、基本方針の策定の前段階で、農用地、農業従事者等の基本デ

ータの収集、農業地帯別の農業構造等の分析を行うとともに、関係部局間で ータの収集、農業地帯別の農業構造等の分析を行うとともに、関係部局間で
連絡調整を図ることが重要です。また、都道府県農業委員会ネットワーク機 連絡調整を図ることが重要です。また、都道府県農業会議及び都道府県農業
構（農業委員会等に関する法律（昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」 協同組合中央会に対しては意見を聴取することが法律上必要とされています

～ ～
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といいます。）第42条第１項の規定による都道府県知事の指定を受けた農業 が、農業法人や認定農業者、認定新規就農者など農業の担い手が組織する団
委員会ネットワーク機構をいいます。以下同じです。）及び農業者、農業に 体の意見も聴くことが適当です。
関する団体その他の関係者に対して意見を聴取することが法律上必要とされ
ています。関係者としては、農地中間管理機構や農協系統組織、農業法人、
認定農業者、認定新規就農者など農業の担い手が組織する団体が考えられ、
これらの意見も聴くことが適当です。

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

第４ 農業経営基盤強化促進基本構想 第４ 農業経営基盤強化促進基本構想
１ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想において定める事項 １ 農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想において定める事項
（略） （略）

２ 基本構想の策定 ２ 基本構想の策定
（１）策定手続 （１）策定手続

① （略） ① （略）
② 市町村は、基本構想の策定に当たっては、地域農業再生協議会（経営所 ② 市町村は、基本構想の策定に当たっては、地域農業再生協議会（直接支
得安定対策等支払推進事業実施要綱（平成27年４月９日付け26経営第3569 払推進事業実施要綱（平成23年４月１日付け22経営第7135号農林水産事務
号農林水産事務次官依命通知）第２の２に規定する地域農業再生協議会を 次官依命通知）第２の２に規定する地域農業再生協議会をいいます。以下
いいます。以下同じです。）、農地中間管理機構、農業協同組合、農業委員 同じです。）、農地中間管理機構、農業協同組合、農業委員会、農地利用集
会、農地利用集積円滑化団体、土地改良区、農用地利用改善団体、普及指 積円滑化団体、土地改良区、農用地利用改善団体、普及指導センター、育
導センター、育成センター等の関係団体のほか、農業法人、認定農業者、 成センター等の関係団体のほか、農業法人、認定農業者、認定新規就農者、
認定新規就農者、集落営農の代表者などと連携して、その内容について検 集落営農の代表者などと連携して、その内容について検討を行うこととし
討を行うこととします。 ます。

③ （略） ③ （略）
④ （略） ④ （略）

（２）基本構想の同意 （２）基本構想の同意
① （略） ① （略）
② 都道府県知事が同意の申請を受理したときは、都道府県関係部局間で十 ② 都道府県知事が同意の申請を受理したときは、都道府県関係部局間で十
分連絡調整を図り申請内容を検討するとともに、都道府県農業委員会ネッ 分連絡調整を図り申請内容を検討するとともに、都道府県農業会議等の関
トワーク機構等の関係機関・団体の意見を聴いた上で同意を行うことが適 係機関・団体の意見を聴いた上で同意を行うことが適当です。
当です。 また、都道府県の農政担当部局は、基本構想の同意に当たって、都市計
また、都道府県の農政担当部局は、基本構想の同意に当たって、都市計 画担当部局及び林業担当部局にあらかじめ連絡するものとします。

画担当部局及び林業担当部局にあらかじめ連絡するものとします。
（３） （略） （３） （略）
（４） （略） （４） （略）

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
１ （略） １ （略）
２ 経営改善計画の記載 ２ 経営改善計画の記載
（１）経営改善計画の認定を申請する者（以下「認定申請者」といいます。）が （１）経営改善計画の認定を申請する者（以下「認定申請者」といいます。）が

作成する経営改善計画は、平成15年９月12日農林水産省告示第1419号（農 作成する経営改善計画は、平成15年９月12日農林水産省告示第1419号（農
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業経営基盤強化促進法第32条の農林水産大臣が定める基準等を定める件。 業経営基盤強化促進法第28条の農林水産大臣が定める基準等を定める件。
以下「告示」といいます。）に定める様式によるものとします（参考１）。 以下「告示」といいます。）に定める様式によるものとします（参考１）。

（２） （略） （２） （略）
３～５ （略） ３～５ （略）

６ 経営改善計画の取消し ６ 経営改善計画の取消し
（１） （略） （１） （略）
（２） （略） （２） （略）
（３）認定の取消手続 （３）認定の取消手続

（略） （略）
① （略） ① （略）
② （略） ② （略）
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参 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し、 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農業者に対し、その旨を通知します。その際、取消し その対象となる認定農業者に対し、その旨を通知します。その際、取消し
の理由とともに、当該市町村に対して行政不服審査法（平成26年法律第68 の理由とともに、行政不服審査法（昭和37年法律第160号）による異議申
号）による審査請求ができる旨及びその期間（原則として、処分があった 立てはできない旨及び行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）による取
ことを知った日の翌日から起算して３か月又は当該処分があった日の翌日 消訴訟を提起することができる旨を記載します。
から起算して１年を経過したとき）並びに当該市町村を被告として行政事
件訴訟法（昭和37年法律第139号）による取消訴訟を提起することができ
る旨及びその出訴期間（原則として、当該処分があったことを知った日か
ら６か月又は当該処分の日から１年を経過したとき）を記載します。

④ 経営改善計画の認定を取り消された者が、農業経営基盤強化資金（スー （新設）
パーＬ資金）（農業経営基盤強化資金実施要綱（平成６年６月29日６農経
Ａ第665号農林水産事務次官依命通知）第３に規定する資金をいいます。）
又は農業近代化資金（農業経営改善関係資金基本要綱（平成14年７月１日
付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知）第２の１の表中の１に規
定する資金をいいます。以下同じです。）（同表中の１の①認定農業者向け
に限ります。）を、当該認定を取り消された経営改善計画の達成に必要な
資金として借り入れている場合は、当該借入金については繰上償還等の手
続が必要となります。このため、市町村は、当該認定を取り消された者に
対し、融資機関等に当該借入金に係る経営改善計画の認定が取り消された
ことを報告するよう周知するものとします。

７ 経営改善計画の再認定 ７ 経営改善計画の再認定
（略） （略）

８ 認定農業者に対する農地集積について ８ 認定農業者に対する農地集積について
（略） （略）
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９ 関係機関等に対する認定農業者に関する情報の提供 ９ 関係機関等に対する認定農業者に関する情報の提供
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には、各種 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には、各種

支援策を実施する関係機関等においても認定農業者に関する情報を有しておく 支援策を実施する関係機関等においても認定農業者に関する情報を有しておく
ことが適当です。 ことが適当です。

また、農業協同組合法（昭和22年法律第132号）においては、農業協同組合
の理事の過半数が、原則として、認定農業者又は農産物販売・法人経営に関し
実践的な能力を有する者でなければならないこととされており、農業協同組合
から市町村に対し、認定農業者に関する情報の照会が行われる場合があります。

このため、市町村が認定農業者に関する情報を関係機関等へ提供する際は、 このため、市町村が認定農業者に関する情報を関係機関等へ提供する際は、
別紙５を参考にしつつ適切に対応することとしてください。 別紙５を参考にしつつ適切に対応することとしてください。

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
１ （略） １ （略）

２ （略） ２ （略）

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
（１） （略） （１） （略）
（２）就農計画申請者に関する留意事項 （２）青年等就農計画申請者に関する留意事項

ア 新たに農業経営を営もうとする青年等の年齢は、農業経営の開始時の年 ア 新たに農業経営を営もうとする青年等の年齢は、農業経営の開始時の年
齢で判断します。ただし、法人にあっては、登記日等農業経営を開始した 齢で判断します。ただし、法人にあっては、登記日における役員の年齢で
と判断できる日における役員の年齢で判断することとします。また、認定 判断することとします。また、認定後に農業経営を開始する青年等にあっ
後に農業経営を開始する青年等にあっては、農業経営開始後直ちに様式第 ては、農業経営開始後直ちに様式第２ー２号により市町村に報告すること
２ー２号により市町村に報告することとします。 とします。

イ （略） イ （略）
（３） （略） （３） （略）
（４） （略） （４） （略）

４ 青年等就農計画の認定 ４ 青年等就農計画の認定
（１）～（５） （略） （１）～（５） （略）
（６）青年等就農計画の却下等 （６）青年等就農計画の却下等

市町村が認定申請を受けて、第三者組織の意見聴取等の結果、認定要件に 市町村が認定申請を受けて、第三者組織の意見聴取等の結果、認定要件に
適合しないと判断し認定申請を却下したときは、認定申請を却下した旨及び 適合しないと判断し認定申請を却下したときは、認定申請を却下した旨及び
却下の理由を当該就農計画申請者に通知するものとします。 却下の理由を当該認定申請者に通知するものとします。

就農計画申請者に通知する却下の理由は、（１）の①～③に掲げる認定要 認定申請者に通知する却下の理由は、（１）の①～③に掲げる認定要件と
件との関係を明確にして、具体的に記載してください。 の関係を明確にして、具体的に記載してください。

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
（略） （略）

６ 青年等就農計画の変更 ６ 青年等就農計画の変更
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（略） （略）

７ 青年等就農計画の取消し ７ 青年等就農計画の取消し
（１） （略） （１） （略）
（２） （略） （２） （略）
（３）認定の取消手続 （３）認定の取消手続

① （略） ① 取消しを行う旨及び聴聞を行う旨の通知の発出
② （略） ② 聴聞の開催
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参 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し、 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新規就農者に対し、その旨を通知します。その際、取 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
消しの理由とともに、当該市町村に対して行政不服審査法による審査請求 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
ができる旨及びその期間（原則として、処分があったことを知った日の翌 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。
日から起算して３か月又は当該処分があった日の翌日から起算して１年を
経過したとき）並びに当該市町村を被告として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及びその出訴期間（原則として、当該処分
があったことを知った日から６か月又は当該処分の日から１年を経過した
とき）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、育成センター 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け 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け
を行う融資機関に連絡するものとします。 を行う融資機関に連絡するものとします。

８ 青年等就農計画の認定における例外措置 ８ 青年等就農計画の認定における例外措置
（略） （略）

９ 青年等就農計画の失効 ９ 青年等就農計画の失効
（略） （略）

10 認定農業者への円滑な移行 10 認定農業者への円滑な移行
（１） （略） （１） （略）
（２）このため、市町村は、関係機関・団体等と連携し、認定期間を満了する認 （２）このため、市町村は、関係機関・団体等と連携し、認定期間を満了する就

定新規就農者に対して、認定期間満了日までの間に時間的余裕をもって、認 農者に対して、認定期間満了日までの間に時間的余裕をもって、認定農業者
定農業者制度の目的・意義等を周知した上で、経営改善計画の作成を促すよ 制度の目的・意義等を周知した上で、経営改善計画の作成を促すよう努めて
う努めてください。 ください。

11 認定新規就農者に対する農地集積について 11 認定新規就農者に対する農地集積について
（略） （略）

12 認定新規就農者に対する資金の貸付け 12 認定新規就農者に対する資金の貸付け
（１） （略） （１） （略）
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（２） （略） （２） （略）
（３）農業近代化資金 （３）農業近代化資金

認定新規就農者は青年等就農計画の目標達成のために必要なものに農業近 認定新規就農者は青年等就農計画の目標達成のために必要なものに農業近
代化資金の借入れを行うことができますが、その際、据置期間を原則３年以 代化資金（農業近代化資金融通措置要綱（平成14年７月１日付け14経営第17
内から５年以内に延長するとともに、償還期限を原則15年以内から17年以内 47号農林水産事務次官依命通知）第２に規定する資金をいう。）の借入れを
に延長する特例措置があります。 行うことができますが、その際、据置期間を原則３年以内から５年以内に延

長するとともに、償還期限を原則15年以内から17年以内に延長する特例措置
があります。

13 関係機関等に対する認定新規就農者に関する情報の提供 13 関係機関等に対する認定新規就農者に関する情報の提供
認定新規就農者が青年等就農計画に沿って経営の確立に向けた取組を着実に 認定新規就農者が青年等就農計画に沿って経営の確立に向けた取組を着実に

進めるためには、各種支援策を実施する関係機関・団体等においても認定新規 進めるためには、各種支援策を実施する関係機関・団体等においても認定新規
就農者に関する情報を有しておくことが適当です。 就農者に関する情報を有しておくことが適当です。

農業協同組合法においては、農業協同組合の理事の過半数を、原則として、
認定農業者又は農産物販売・法人経営に関し実践的な能力を有する者でなけれ
ばならないとされているところです。この原則によらなくてよい場合として、
農業協同組合法施行規則（平成17年農林水産省令第27号）において理事の定数
の一定割合以上が認定農業者に準ずる者（農業協同組合法施行規則第76条の２
第１項第１号に規定する認定農業者に準ずる者をいいます。以下同じです。）
である場合等が規定されています。認定新規就農者は、この認定農業者に準ず
る者に該当する者とされています。

このため、市町村が認定新規就農者に関する情報を関係機関・団体等へ提供 このため、市町村が認定新規就農者に関する情報を関係機関・団体等へ提供
する際は、別紙５を参考にしつつ適切に対応することとしてください。 する際は、別紙５を参考にしつつ適切に対応することとしてください。

14 国・都道府県等の援助等 14 国・都道府県等の援助等
（１）青年等の就農促進に関する業務を行う団体及び機関の相互の連携 （１）青年等の就農促進に関する業務を行う団体及び機関の相互の連携

青年等の就農促進のための効率的な支援体制の整備を図るため、都道府県、 青年等の就農促進のための効率的な支援体制の整備を図るため、都道府県、
青年農業者等育成センター、都道府県農業委員会ネットワーク機構、指導農 青年農業者等育成センター、都道府県農業会議、都道府県農業協同組合中央
業士会、経営者会議、都道府県の区域を事業実施地域とする農地中間管理機 会、指導農業士会、経営者会議、都道府県の区域を事業実施地域とする農地
構、農業協同組合及び農業協同組合連合会、融資機関（株式会社日本政策金 中間管理機構、農業協同組合及び農業協同組合連合会、融資機関（株式会社
融公庫、銀行、信用金庫、信用協同組合、農林中央金庫）、厚生労働省都道 日本政策金融公庫、銀行、信用金庫、信用協同組合、農林中央金庫）、厚生
府県労働局及び公共職業安定所等の関係機関・団体等は役割分担を行い、相 労働省都道府県労働局及び公共職業安定所等の関係機関・団体等は役割分担
互に有機的連携をもって取組を進めるよう努めるものとします。 を行い、相互に有機的連携をもって取組を進めるよう努めるものとします。
また、全国的な就農情報を活用した就農促進を図るため、必要に応じ、全 また、全国的な就農情報を活用した就農促進を図るため、必要に応じ、全

国新規就農相談センター等との連携も行うよう努めるものとします。 国新規就農相談センター等との連携も行うよう努めるものとします。
（２） （略） （２） （略）

第６ 農業委員会が行う農用地の利用関係の調整等 第６ 農業委員会が行う農用地の利用関係の調整等
１ 農業委員会が行う農用地の利用関係の調整 １ 農業委員会が行う農用地の利用関係の調整

認定農業者又は認定新規就農者への利用権の設定等を促進する仕組みとし 認定農業者又は認定新規就農者への利用権の設定等を促進する仕組みとし
て、農地等の利用の最適化の推進を行う農業委員会が、認定農業者又は認定新 て、農地の権利移動のあっせんや農用地の出し手及び受け手の掘り起こし活動
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規就農者や農用地の所有者からの申出を受けて、農用地の利用関係の調整を行 等に実績のある農業委員会が、認定農業者又は認定新規就農者や農用地の所有
うことによって、農用地利用集積計画作成の前段階で土地利用調整を行う仕組 者からの申出を受けて、農用地の利用関係の調整を行うことによって、農用地
みが制度化されています。 利用集積計画作成の前段階で土地利用調整を行う仕組みが制度化されていま

なお、本制度の具体的な運用については別紙６のとおりです。 す。
なお、本制度の具体的な運用については別紙６のとおりです。

２ 農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構による農用地の買入協議 ２ 農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構による農用地の買入協議
（略） （略）

第７ 農地中間管理機構が行う特例事業 第７ 農地中間管理機構が行う特例事業
１ 特例事業の趣旨 １ 特例事業の趣旨

特例事業は、これまで農地保有合理化法人が行ってきた事業のうち、農地中 特例事業は、これまで農地保有合理化法人が行ってきた事業のうち、農地中
間管理事業として行われないこととなる農地売買等事業、農地売渡信託事業、 間管理事業として行われないこととなる農地売買等事業、農地売渡信託事業、
農地所有適格法人出資育成事業（現物出資を行うものに限ります。）及び研修 農業生産法人出資育成事業（現物出資を行うものに限ります。）及び研修等事
等事業について、これらの事業がこれまで農地の利用集積に一定の役割を果た 業について、これらの事業がこれまで農地の利用集積に一定の役割を果たして
してきており、今後も地域によっては役割を果たしうることを踏まえ、農地中 きており、今後も地域によっては役割を果たしうることを踏まえ、農地中間管
間管理機構の組織・機能を活かして、引き続きこれらの事業を実施することが 理機構の組織・機能を活かして、引き続きこれらの事業を実施することができ
できるよう措置するものです。 るよう措置するものです。

２ 特例事業の運営に当たっての留意点 ２ 特例事業の運営に当たっての留意点
（略） （略）

３ 事業規程の承認 ３ 事業規程の承認
（略） （略）

４ 特例事業の内容 ４ 特例事業の内容
（１） （略） （１） （略）
（２） （略） （２） （略）
（３）農地所有適格法人出資育成事業 （３）農業生産法人出資育成事業

本事業は、農地所有適格法人（農地法（昭和27年法律第229号）第２条第 本事業は、農業生産法人の自己資本の充実と経営規模の拡大を図るため、
３項に規定する農地所有適格法人をいいます。以下同じです。）の自己資本 農業生産法人に対して農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資
の充実と経営規模の拡大を図るため、農地所有適格法人に対して農地売買等 を行い、及びその出資に伴い付与される持分又は株式の全てを当該農業生産
事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその出資に伴い付与 法人の他の構成員に計画的に譲渡する事業です。
される持分又は株式の全てを当該農地所有適格法人の他の構成員に計画的に
譲渡する事業です。

（４） （略） （４）研修等事業

５ 信託法の特例 ５ 信託法の特例
（略） （略）

６ 支援法人 ６ 支援法人
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（略） （略）

７ 他の事業との調整 ７ 他の事業との調整
（略） （略）

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）
（５）農作業受託を促進する事業 （新設）
（６）農用地等の簡易な条件整備事業 （新設）
（７）交換分合、換地処分を伴う土地改良事業その他特例事業の実施地域内にお （５）交換分合、換地処分を伴う土地改良事業その他特例事業の実施地域内にお

ける農地保有の合理化に資するために行われる農用地等の権利の移動又は農 ける農地保有の合理化に資するために行われる農地等の権利の移動に関する
業用施設等の取得に関する事業 事業

８ 国への報告 ８ 国への報告
（略） （略）

第８ 農地利用集積円滑化団体が行う事業 第８ 農地利用集積円滑化団体が行う事業
（略） （略）

第９ 農業経営基盤強化促進事業 第９ 農業経営基盤強化促進事業
（略） （略）

第10 利用権設定等促進事業 第10 利用権設定等促進事業
１ 利用権設定等促進事業の趣旨 １ 利用権設定等促進事業の趣旨

（略） （略）

２ 利用権設定等促進事業の具体的な内容 ２ 利用権設定等促進事業の具体的な内容
（１）利用権設定等促進事業の対象となる土地の定義 （１）利用権設定等促進事業の対象となる土地の定義

① 法第４条第１項第１号の「農用地」は、農地法第２条第１項に規定する ① 法第４条第１項第１号の「農用地」は、農地法（昭和27年法律第229号）
「農地」及び「採草放牧地」のことです。 第２条第１項に規定する「農地」及び「採草放牧地」のことです。

② （略） ② （略）
③ （略） ③ （略）

（２）利用権の設定等を受ける者について （２）利用権の設定等を受ける者について
（略） （略）

① （略） ① （略）
② 農地所有適格法人を含めた集団的な土地利用調整の円滑化に資するた ② 農業生産法人を含めた集団的な土地利用調整の円滑化に資するため、農
め、農地所有適格法人の構成員が当該農地所有適格法人に利用権の設定等 業生産法人の構成員が当該農業生産法人に利用権の設定等を行うため利用
を行うため利用権設定等を受けることができることとされ、利用権設定等 権設定等を受けることができることとされ、利用権設定等の受け手要件の
の受け手要件の適用が除外されています。なお、本特例の対象となる農地 適用が除外されています。なお、本特例の対象となる農業生産法人の構成
所有適格法人の構成員は農地法第２条第３項第２号イからチまでに掲げる 員から、関連事業者（農地法第２条第３項第２号チ）が除外されています
者に限定されていますのでご注意ください。 のでご注意ください。
ア 特例の適用を受けるための要件等 ア 特例の適用を受けるための要件等

農地所有適格法人の構成員が利用権の設定等を受けるためには、当該 農業生産法人の構成員が利用権の設定等を受けるためには、当該利用
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利用権の設定等が次の全てに適合する必要があります。 権の設定等が次の全てに適合する必要があります。
(ｱ) 利用権の設定等を受ける者が現に農地所有適格法人の組合員、社員 (ｱ) 利用権の設定等を受ける者が現に農業生産法人の組合員、社員又は
又は株主であり、当該農地所有適格法人に利用権の設定等を行うもの 株主であり、当該農業生産法人に利用権の設定等を行うものであるこ
であること。 と。

(ｲ) 利用権設定等促進事業を通じて利用権の設定等を受け、かつ、農地 (ｲ) 利用権設定等促進事業を通じて利用権の設定等を受け、かつ、農業
所有適格法人に利用権の設定等を行うこと。 生産法人に利用権の設定等を行うこと。

(ｳ) 利用権の設定等を受けた土地の全てについて農地所有適格法人に利 (ｳ) 利用権の設定等を受けた土地の全てについて農業生産法人に利用権
用権の設定等を行うこと。 の設定等を行うこと。
なお、農地所有適格法人は法第18条第３項第２号の要件を満たすもの なお、農業生産法人は法第18条第３項第２号の要件を満たすものでなけ

でなければなりません。 ればなりません。
イ アの(ｲ)及び(ｳ)を担保するため、構成員が受ける利用権の設定等と構 イ アの(ｲ)及び(ｳ)を担保するため、構成員が受ける利用権の設定等と構
成員が農地所有適格法人に対して行う利用権の設定等は同一の農用地利 成員が農業生産法人に対して行う利用権の設定等は同一の農用地利用集
用集積計画において行う必要があります。 積計画において行う必要があります。

また、アの要件について慎重な審査を行うことと併せて、この特例が、 また、アの要件について慎重な審査を行うことと併せて、この特例が、
農地所有適格法人の構成員が資産保有の目的のために農用地を取得する 農業生産法人の構成員が資産保有の目的のために農用地を取得するとい
といったこと等に悪用されないように留意する必要があります。 ったこと等に悪用されないように留意する必要があります。

（３） （略） （３） （略）

３ 農用地利用集積計画の作成 ３ 農用地利用集積計画の作成
（略） （略）

（１）農用地利用集積計画に係る申出 （１）農用地利用集積計画に係る申出
市町村は、農用地利用集積計画の作成に当たっては、あらかじめ、市町村 市町村は、農用地利用集積計画の作成に当たっては、あらかじめ、市町村

の区域内にある農用地につき所有権又は使用収益権を有する者及び利用権設 の区域内にある農用地につき所有権又は使用収益権を有する者及び利用権設
定等促進事業の実施によって利用権の設定等を受けることを希望する者から 定等促進事業の実施によって利用権の設定等を受けることを希望する者から
の利用権の設定等を行いたい旨又は利用権の設定等を受けたい旨の申出を取 の利用権の設定等を行いたい旨又は利用権の設定等を受けたい旨の申出を取
りまとめるよう努めてください。この場合において、農業委員、推進委員（農 りまとめるよう努めてください。この場合において、農業委員又は集落段階
業委員会法第17条第１項に規定する推進委員をいいます。以下同じです。） で農業経営基盤強化促進事業の推進に当たる者の協力を得てその申出を取り
又は集落段階で農業経営基盤強化促進事業の推進に当たる者の協力を得てそ まとめることが適当です。
の申出を取りまとめることが適当です。 なお、市町村の区域内に耕作放棄されている農用地又は利用度の低い農用
なお、市町村の区域内に耕作放棄されている農用地又は利用度の低い農用 地で、有効利用を図ることが相当と認められるものがあるときは、市町村は、

地で、有効利用を図ることが相当と認められるものがあるときは、市町村は、 利用権の設定等を行いたい旨の申出をするよう、その農用地につき所有権又
利用権の設定等を行いたい旨の申出をするよう、その農用地につき所有権又 は使用収益権を有する者に勧奨することが適当です。
は使用収益権を有する者に勧奨することが適当です。 （２）～（５） （略）

（２）～（５） （略）

４ 農用地利用集積計画の取消し ４ 農用地利用集積計画の取消し
（略） （略）

５ 利用権の設定等を受けた者に対する勧告 ５ 利用権の設定等を受けた者に対する勧告
（略） （略）

（１） （略） （１） （略）
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（２） （略） （２） （略）
（３）その者が法人である場合にあっては、その法人の業務執行役員等（農地法 （３）その者が法人である場合にあっては、その法人の業務を執行する役員のい

第３条第３項第３号に規定する業務執行役員等をいいます。以下同じです。） ずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認める
のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認 とき。
めるとき。

６ ～ ８ ６ ～ ８
（略） （略）

９ 関係機関による協力 ９ 関係機関による協力
（１）農業委員会による事業の推進等 （１）農業委員会による事業の推進等

利用権設定等促進事業の実施に当たっては、市町村は、効率的な事業の実 利用権設定等促進事業を円滑に推進するに当たり、農業委員会の農地行政
施が図られるよう農業委員会と協力し、推進体制を構築することが必要です。 に果たすべき役割及び実績からみて農業委員会の主体的かつ積極的な取組が

期待されるところです。
このような観点から、農業委員会の体制整備の状況に応じ、利用権設定等

促進事業の実施に当たって適切と認められる事務を農業委員会が処理するこ
ととすること等により本事業の効率的な推進体制を整備するよう指導するこ
とが必要です。

（２）農業委員会ネットワーク機構の協力 （２）都道府県農業会議の協力
① 法第22条の農業委員会ネットワーク機構（農業委員会法第44条第１項に ① 法第22条の都道府県農業会議の資料提供等の協力は、効率的かつ安定的
規定する農業委員会ネットワーク機構をいいます。以下同じです。）の資 な農業経営を実現するために市町村の範囲を超えて規模拡大を行おうとす
料提供等の協力は、効率的かつ安定的な農業経営を実現するために市町村 る者、新規に就農しようとする者等の利便に資するため、都道府県農業会
の範囲を超えて規模拡大を行おうとする者、新規に就農しようとする者等 議がこれらの者からの要望等を受けた農業委員会に対し、他市町村におけ
の利便に資するため、農業委員会ネットワーク機構がこれらの者からの要 る農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等の
望等を受けた農業委員会に対し、他市町村における農用地の保有及び利用 資料及び情報の提供、農業委員会間の連絡等の協力を行い、市町村を超え
の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等の資料及び情報の提供、農 る広域の農用地の利用関係の調整の円滑化を図ろうとするものです。
業委員会間の連絡等の協力を行い、市町村を超える広域の農用地の利用関
係の調整の円滑化を図ろうとするものです。

② 市町村、農業委員会、農地利用集積円滑化団体及び農地中間管理機構は、 ② 市町村、農業委員会、農地利用集積円滑化団体及び農地中間管理機構は、
農業委員会ネットワーク機構の役割が十分に発揮できるよう、関係資料の 都道府県農業会議の役割が十分に発揮できるよう、関係資料の提供等に配
提供等に配慮することが必要です。 慮することが必要です。

第11 農用地利用改善事業について 第11 農用地利用改善事業について
１ ～ ３ （略） １ ～ ３ （略）

４ 特定農用地利用規程の有効期間及び延長 ４ 特定農用地利用規程の有効期間及び延長
特定農用地利用規程の有効期間は５年と規定されていますが、特定農業法人 特定農用地利用規程の有効期間は５年と規定されていますが、特定農業法人

等の同意を受け、市町村の承認を受けた場合は、５年を超えない範囲内で有効 等の同意を受け、市町村の承認を受けた場合は、５年を超えない範囲内で有効
期間を延長できることとされています。市町村は、農用地の利用の集積の目標 期間を延長できることとされています。市町村は、農用地の利用の集積の目標
の達成状況等を勘案して承認を行うものとしますが、特定農業団体を定めた農 の達成状況等を勘案して承認を行うものとしますが、特定農業団体を定めた農
用地利用規程についての延長承認は、農業経営を営む法人となることができな 用地利用規程についての延長承認は、農業生産法人となることができなかった
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かったことにつきやむを得ないと認められる事由がある場合等に限定すること ことにつきやむを得ないと認められる事由がある場合等に限定することが適当
が適当です。 です。

５ ～ ７ （略） ５ ～ ７ （略）

８ 農業協同組合法の特例 ８ 農業協同組合法の特例
（１） （略） （１） （略）

（２）法第23条第１項の認定を受けた農事組合法人は、農用地利用改善事業を行 （２）法第23条第１項の認定を受けた農事組合法人は、農用地利用改善事業を行
うことができることとされていますが、この特例は、農業協同組合法第72条 うことができることとされていますが、この特例は、農業協同組合法（昭和
の10第１項第１号の事業（農業に係る共同利用施設の設置又は農作業の共同 22年法律132号）第72条の８第１項第１号の事業（農業に係る共同利用施設
化に関する事業）を行う農事組合法人を対象としています。 の設置又は農作業の共同化に関する事業）を行う農事組合法人を対象として

います。

９ 土地改良法の特例 ９ 土地改良法の特例
（略） （略）

第12 法人化の推進等 第12 法人化の推進等
（略） （略）

第13 無利子貸付制度 第13 無利子貸付制度
（略） （略）

第14 推進体制等 第14 推進体制等
１ 市町村における推進体制 １ 市町村における推進体制

（略） （略）

２ 都道府県における推進体制 ２ 都道府県における推進体制
都道府県は、基本方針の策定、農地中間管理機構が行う特例事業の実施、農 都道府県は、基本方針の策定、農地中間管理機構が行う特例事業の実施、農

業経営基盤強化促進事業の推進等について、都道府県農業再生協議会（経営所 業経営基盤強化促進事業の推進等について、都道府県農業再生協議会（直接支
得安定対策等推進事業実施要綱第２の２に規定する都道府県農業再生協議会を 払推進事業実施要綱第２の２に規定する都道府県農業再生協議会をいいま
いいます。）、都道府県農業委員会ネットワーク機構、農業協同組合連合会、都 す。）、都道府県農業会議、都道府県農業協同組合中央会、都道府県土地改良事
道府県土地改良事業団体連合会、都道府県農業公社、育成センターその他の関 業団体連合会、都道府県農業公社、育成センターその他の関係機関・団体が一
係機関・団体が一致協力して取り組めるような体制の整備を図ってください。 致協力して取り組めるような体制の整備を図ってください。

［削る。］ 第15 旧農地保有合理化事業
農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正す

る等の法律（平成25年法律第102号。以下「基盤法等改正法」といいます。）の
施行の際現に基本方針に位置付けられている農地保有合理化法人（以下「旧農
地保有合理化法人」といいます。）は、当該基本方針の終了日までの間は、な
お従前の例により新たに農地保有合理化事業を行うことができます（新たに農
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用地等の買入れ等を行うことができます。）。
また、同法の施行の際現に行われている農地保有合理化事業については施行

日、同法の施行後基本方針の終了日までに新たに行われる農地保有合理化事業
については旧基本方針終了日の翌日以降、なお従前の例により行うことができ
ます（この場合、保有している農用地等の売渡しや貸付けは、引き続き基盤法
等改正法にある改正前の農地法の規定に基づく特例を受けて行うことができま
すが、新たに農用地等の買入れ等を行うことはできなくなります。）。
なお、旧農地保有合理化法人は、以上の事業を実施する場合に改めて農地保

有合理化事業規程を作成する必要はありません。

附則（平成28年３月30日付け27経営第3286号）
１ この通知による改正は、平成28年４月１日から施行します。
２ この通知の施行の日前に、地域農業経営再開復興支援事業実施要綱（平成23年11月21日付け23経営第2262号農林水産事務次官依命通知）に基づき作成された経
営再開マスタープランについては、人・農地プランとみなします。
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改正後 現行

(別紙３) (別紙３)

農業経営改善計画における関連事業者等の取扱い 農業経営改善計画における関連事業者等の取扱い

第１ 関連事業者等の取扱い 第１ 関連事業者等の取扱い
１ 関連事業者等とは、例えば、農畜産物を安定的に購入する食品加工業者及び １ 関連事業者等とは、例えば、農畜産物を安定的に購入する食品加工業者及び

スーパーマーケット、農作業の受委託契約を締結した者、農地所有適格法人に スーパーマーケット、農作業の受委託契約を締結した者、農業生産法人に対し
対して労働力を提供する派遣契約を締結した法人、農業生産資材の販売会社、 て労働力を提供する派遣契約を締結した法人、農業生産資材の販売会社、農産
農産物運送業者やライセンス契約する種苗会社等が該当します。 物運送業者やライセンス契約する種苗会社等が該当します。なお、認定農業者

たる農業生産法人に対する出資を含む場合にあっては、関連事業者等が農地法
第２条第３項第２号のいずれかに該当する必要があることに留意してくださ
い。

２ （略） ２ （略）

第２ 農地法の特例措置 第２ 農地法の特例措置
１ 特例措置の適用を受ける者 １ 特例措置の適用を受ける者

法第14条の特例措置は、農地所有適格法人が作成し、市町村の認定を受けた 法第14条の特例措置は、農業生産法人が作成し、市町村の認定を受けた経営
経営改善計画に従って関連事業者等が出資を行う場合に適用されるものであ 改善計画に従って関連事業者等が出資を行う場合に適用されるものであり、そ
り、その対象となるのは、当該計画に記載された関連事業者等及び当該農地所 の対象となるのは、当該計画に記載された関連事業者等及び当該農業生産法人
有適格法人（認定後に新たに農地等の権利を取得し農地所有適格法人となると （認定後に新たに農地等の権利を取得し農業生産法人となると見込まれる者を
見込まれる者を含みます。）です。 含みます。）です。

２ 出資により議決権を保有できる範囲 ２ 出資により議決権を保有できる範囲
本特例措置の適用対象となる関連事業者等のうち耕作又は養畜の事業を行う 本特例措置の適用対象となる関連事業者等のうち耕作又は養畜の事業を行う

個人又は農地所有適格法人については、農地所有適格法人の構成員として必須 個人又は農業生産法人については、農業生産法人の構成員として必須となる常
となる常時従事者（農地法第２条第３項第２号ホ）の保有する議決権を除き、 時従事者（農地法第２条第３項第２号ニ）の保有する議決権を除き、その割合
その割合について制限を受けずに出資することが可能です。 について制限を受けずに出資することが可能です。
また、これ以外の者が経営改善計画に従って出資する場合にあっては、その また、これ以外の者が経営改善計画に従って出資する場合にあっては、その

保有できる議決権の割合は、当該関連事業者等を含む農地法第２条第３項第２ 保有できる議決権の割合は、当該関連事業者等以外の農地法第２条第３項第２
号イからチまでに掲げる者以外の者の議決権の合計が全体の２分の１未満とな 号チに掲げる者も含め、全体の２分の１未満となります。
る必要があります。

３ 農地所有適格法人要件の遵守 ３ 農業生産法人要件の遵守
本特例措置の適用を受けようとする農地所有適格法人は、経営改善計画の認 本特例措置の適用を受けようとする農業生産法人は、経営改善計画の認定の

定の有効期間経過後に農地所有適格法人要件を欠くこととならないよう留意す 有効期間経過後に農業生産法人要件を欠くこととならないよう留意する必要が
る必要があります。 あります。

４ 経営改善計画の認定の取消しが行われた場合 ４ 経営改善計画の認定の取消しが行われた場合
認定の取消しが行われた場合には、通常の議決権の割合についての制限が適 認定の取消しが行われた場合には、通常の議決権の割合についての制限が適

用されることとなり、これにより当該法人が農地所有適格法人の要件を欠くに 用されることとなり、これにより当該法人が農業生産法人の要件を欠くに至る
至る場合には、他の構成員への譲渡又は減資等を行うよう指導する必要があり 場合には、他の構成員への譲渡又は減資等を行うよう指導する必要があります。
ます。
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改正後 現行

(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
（略） （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 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
（略） （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。 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 （略） １ （略）

２ 経営改善計画に関連事業者等が農地所有適格法人に出資をする計画が含ま 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
れる場合 場合
農地所有適格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 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

行う個人又は農地所有適格法人を除きます。）からの出資が含まれる場合、 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
農地所有適格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 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
てを満たすことが必要です。 とが必要です。

（１）当該出資が農地所有適格法人の経営の安定性の確保に支障を生じるおそ （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
れがないこと。 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、当該関連事業者等を含 （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
む農地法第２条第３項第２号イからチまでに掲げる者以外の者の議決権の 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
合計が全体の２分の１以上とならないこと 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、 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 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 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。 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 ～ ３ （略） １ ～ ３ （略）

４ 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 ４ 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 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地所有適格法人の要件適合性を 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
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 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
ります。 す。
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改正後 現行

（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 農業経営の規模 １ 農業経営の規模
（１） （略） （１） （略）
（２） （略） （２） （略）
（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 （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

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、就農計画申請者 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 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
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 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
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。 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）就農計画申請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 （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

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・ 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
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 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 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
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。 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 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
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 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
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 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
経費を差し引いた所得で判断することが適当です。 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 ２ 生産方式
（略） （略）

３ 経営管理の方法及び農業従事の態様 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 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

等により就農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 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
どうか等を把握することで判断してください。 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
（略） （略）

第２ ～ 第４ （略） 第２ ～ 第４ （略）
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改正後 現行

(別紙５) (別紙５)

関係機関等に対する認定農業者及び認定新規就農者に関する情報の提供 関係機関等に対する認定農業者及び認定新規就農者に関する情報の提供

第１ 認定農業者及び認定新規就農者についての個人情報の取扱い 第１ 認定農業者及び認定新規就農者についての個人情報の取扱い
（略） （略）

第２ 市町村が行う情報提供及び情報管理 第２ 市町村が行う情報提供及び情報管理
１ 市町村は、経営改善計画又は青年等就農計画（以下「経営改善計画等」と １ 市町村は、経営改善計画又は青年等就農計画（以下「経営改善計画等」とい

いいます。）の認定申請があった場合には、各市町村における個人情報の取 います。）の認定申請があった場合には、各市町村における個人情報の取扱方
扱方法等を説明した上で、認定申請者又は就農計画申請者（以下「認定申請 法等を説明した上で、認定申請者から、①氏名及び年齢（法人にあっては、法
者等」といいます。）から、①氏名及び年齢（法人にあっては、法人名）、② 人名）、②住所、③経営改善計画等の認定の有効期間、④経営改善計画等の内
住所、③経営改善計画等の認定の有効期間、④経営改善計画等の内容等を、 容等を、関係機関等に対し提供等することについて、あらかじめ同意を得てお
関係機関等に対し提供等することについて、あらかじめ同意を得ておくこと くことが必要です。
が必要です。 この場合、経営改善計画等の認定申請を行う者に対しては、関係機関等との

この場合、経営改善等の認定申請を行う者に対しては、関係機関等との理 理解と協力が深まること、きめ細かな支援が受けられること等、情報を提供す
解と協力が深まること、きめ細かな支援が受けられること等、情報を提供す ることの趣旨やメリット等を十分に説明した上で同意を得ることとしてくださ
ることの趣旨やメリット等を十分に説明した上で同意を得ることとしてくだ い。
さい。

２ 市町村は、認定申請者等から同意を得る際には、同意内容をお互いに確認 ２ 市町村は、認定申請者から同意を得る際には、同意内容をお互いに確認し、
し、後日の混乱等を未然に防止する観点から、書面により行うことが望まし 後日の混乱等を未然に防止する観点から、書面により行うことが望ましいと考
いと考えます。この場合、書面には、例えば、①情報の利用目的、内容及び えます。この場合、書面には、例えば、①情報の利用目的、内容及び利用方法、
利用方法、②通知を行う関係機関等の名称、③経営改善に資する支援等の実 ②通知を行う関係機関等の名称、③支援の実施以外の目的や利用方法で使用し
施以外の目的や利用方法で使用しないこと等市町村の遵守事項等を明記して ないこと等市町村の遵守事項等を明記しておくことが必要と考えます。
おくことが必要です。なお、同意書については、参考様式２の「□農業経営
改善計画□青年等就農計画の認定に係る個人情報の取扱いについて（例）」
を参考にしてください。

３ （略） ３ （略）

４ 市町村が情報提供を行う関係機関等には、農業委員会、農業協同組合、株式 ４ 市町村が情報提供を行う関係機関等には、株式会社日本政策金融公庫や独立
会社日本政策金融公庫、独立行政法人農業者年金基金等を含めることとします。 行政法人農業者年金基金等を含めることが望ましいと考えます。

５ （略） ５ （略）

第３ 関係機関等の情報管理 第３ 関係機関等の情報管理
（略） （略）
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改正後 現行

(別紙６) (別紙６)

農業委員会による農用地の利用調整の取組 農業委員会による農用地の利用調整の取組

第１ 農用地の利用関係の調整内容及び留意事項 第１ 農用地の利用関係の調整内容及び留意事項
１ 農用地の利用関係の調整の円滑化等 １ 農用地の利用関係の調整の円滑化等
（１） （略） （１） （略）
（２）農業委員会は、人・農地プラン等の地域の農業者の話し合いを推進し、 （２）農業委員会は、地域の農業者の理解と合意のもとに農用地の利用関係の調

農用地の出し手・受け手の意向等を把握して出し手・受け手の掘り起こし 整の適正かつ迅速な実行を期するため、認定農業者等の申出に基づく調整委
を行い、認定農業者等への農用地の集積・集約化を図っていく必要があり 員の指名、調整の基準の作成等事務処理体制の整備に努める必要があります。
ます。
その際、推進委員が、農地等の利用の最適化に果たす役割を十分認識し

活動するとともに、市町村、農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体
と密接に連携を図り、農用地の利用関係の調整を行うものとします。

［削除］ （３）農用地の利用関係の調整を円滑に行うためには、農用地について利用権の
設定等の希望を有する出し手の意向を把握しておく必要があるので、農業委
員会は、利用権の設定等を行いたい旨の申出を取りまとめるとともに、市町
村担当部局との連絡の緊密化等を図るほか、農業委員と農業者との日常の接
触を通じて、農地情報の収集・整理に努める必要があります。

２ 勧奨 ２ 勧奨
（略） （略）

（１） （略） （１） （略）
（２） （略） （２） （略）
（３）勧奨の実施について農業委員会の総会又は部会の議決を経るものとするこ （３）勧奨の実施について農業委員会の農地部会又は総会の議決を経るもの

と。 とすること。

３ 市町村長に対する要請 ３ 市町村長に対する要請
（１） （略） （１） （略）
（２）法第15条第４項の農業委員会の要請は、法第18条第４項において、その要 （２）法第15条第４項の農業委員会の要請は、法第18条第４項において、その要

請の内容と市町村が定めようとする農用地利用集積計画の内容が一致すると 請の内容と市町村が定めようとする農用地利用集積計画の内容が一致すると
きは、法第18条第１項の農業委員会の決定を要しないという法的効果が与え きは、法第18条第１項の農業委員会の決定を要しないという法的効果が与え
られています。したがって、農業委員会は要請に際して、要請の内容が農用 られています。したがって、農業委員会は要請に際して、要請の内容が農用
地利用集積計画が具備すべき要件に適合するか否か審査するとともに、農業 地利用集積計画が具備すべき要件に適合するか否か審査するとともに、農業
委員会の総会又は部会の議決を経るものとします。 委員会の農地部会又は総会の議決を経るものとします。

（３） （略） （３） （略）

４ 農用地の所有者からの申出に基づく農業委員会による農用地の利用調整 ４ 農用地の所有者からの申出に基づく農業委員会による農用地の利用調整
（略） （略）

５ その他の留意事項 ５ その他の留意事項
（略） （略）

第２ 買入協議 第２ 買入協議
１ 農業委員会による要請 １ 農業委員会による要請
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（１） （略） （１） （略）
（２） （略） （２） （略）
（３）要請を行うに当たっては、総会又は部会の議決を経るものとします。 （３）要請を行うに当たっては、農地部会又は総会の議決を経るものとします。

この場合、部会を弾力的に開催する等により、できるだけ速やかに要請 この場合、農地部会を弾力的に開催する等により、できるだけ速やかに要
を行うか否かを決定し、要請を行うことを決定した場合にはただちに市町 請を行うか否かを決定し、要請を行うことを決定した場合にはただちに市町
村の長に対し要請するものとします。 村の長に対し要請するものとします。

２ ～ ４ （略） ２ ～ ４ （略）

第３ 都市的土地利用との調整 第３ 都市的土地利用との調整
（略） （略）
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改正後 現行

(別紙７) (別紙７)

農地利用集積円滑化事業の留意事項 農地利用集積円滑化事業の留意事項

第１ ～ 第４ （略） 第１ ～ 第４ （略）

第５ 研修等事業の留意事項 第５ 研修等事業の留意事項
１ （略） １ （略）

２ （略） ２ （略）

３ 研修等事業の実施に当たっては、普及指導センター、都道府県農業大学校、 ３ 研修等事業の実施に当たっては、普及指導センター、都道府県農業大学校、
都道府県農業委員会ネットワーク機構、農業協同組合、地域の農業者等と連携 都道府県農業会議、農業協同組合、地域の農業者等と連携して行うとともに、
して行うとともに、農業技術等を効率的に習得することができるように努める 農業技術等を効率的に習得することができるように努める必要があります。
必要があります。

第６ 農地利用集積円滑化団体からの報告徴収等に当たっての留意事項 第６ 農地利用集積円滑化団体からの報告徴収等に当たっての留意事項
（略） （略）
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改正後 現行

(別紙９) (別紙９)

利用権設定等促進事業の推進上の留意事項 利用権設定等促進事業の推進上の留意事項

第１ 土地利用調整に当たっての留意事項 第１ 土地利用調整に当たっての留意事項
１ 利用権設定等促進事業は、農業及び農用地利用の地域性と地域の農業者等の １ 利用権設定等促進事業は、農業及び農用地利用の地域性と地域の農業者等の
意向等を十分に考慮して集団的に利用権の設定等を促進しようという地域ごと 意向等を十分に考慮して集団的に利用権の設定等を促進しようという地域ごと
の土地利用調整手法によるものです。このような観点から、事業実施に当たっ の土地利用調整手法によるものです。このような観点から、事業実施に当たっ
ては、市町村と農地等の利用の最適化の推進を行う農業委員会の連携が不可欠 ては、人・農地プランの作成などを通じて、地域関係者の話合いにより適切な
であることから、相互に連携を図り、人・農地プランの作成などを通じて、地 農業者に農用地の利用を集積していくとともに、地域全体の農用地の有効利用
域関係者の話合いにより適切な農業者に農用地の利用を集積していくととも を図る方向で推進してください。
に、地域全体の農用地の有効利用を図る方向で利用権設定等促進事業を推進し また、事業の実施に当たっては、農地中間管理機構への貸付けを優先するこ
てください。 とが望ましいと考えますが、これによりがたい場合は、以下により事業を行っ
また、事業の実施に当たっては、農地中間管理機構への貸付けを優先するこ てください。

とが望ましいと考えますが、これによりがたい場合は、以下により事業を行っ
てください。

２ ～ ５ （略） ２ ～ ５ （略）

第２ 農地中間管理機構及び農地利用集積円滑化団体との連携 第２ 農地中間管理機構及び農地利用集積円滑化団体との連携
（略） （略）
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改正後 現行

(別紙10) (別紙10)

農用地利用集積計画における留意事項 農用地利用集積計画における留意事項

第１ 農用地利用集積計画の作成 第１ 農用地利用集積計画の作成
１ ～ ３ （略） １ ～ ３ （略）

４ 利用権の設定を受ける者が農地所有適格法人以外の法人等法第18条第２項第 ４ 利用権の設定を受ける者が農業生産法人以外の法人等法第18条第２項第６号
６号に規定する者（以下「農地所有適格法人以外の法人等」といいます。）の に規定する者（以下「農業生産法人以外の法人等」といいます。）の場合は、
場合は、法第18条第３項第３号の要件を満たす必要がありますが、その具体的 法第18条第３項第３号の要件を満たす必要がありますが、その具体的な運用は
な運用は次のとおりです。 次のとおりです。

（１） （略） （１） （略）
（２） （略） （２） （略）
（３）「業務執行役員等のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事 （３）「業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜

業に常時従事すると認められる」とは、業務を執行する役員又はその法人 の事業に常時従事すると認められる」とは、業務を執行する役員のうち一人
の使用人のうち、一人以上の者が、その法人の行う耕作又は養畜の事業（農 以上の者が、その法人の行う耕作又は養畜の事業（農作業、営農計画の作成、
作業、営農計画の作成、マーケティング等を含む。）の担当者として、農業 マーケティング等を含む。）の担当者として、農業経営に責任をもって対応
経営に責任をもって対応できるものであることが担保されていることをい できるものであることが担保されていることをいいます。
います。

（４）「業務執行役員等」とは、会社法（平成17年法律第86号）上の取締役のほ （４）「業務を執行する役員」とは、会社法（平成17年法律第86号）上の取締役
か、支店長、農場長、農業部門の部長その他いかなる名称であるかを問わ のほか、理事、執行役、支店長等組織名であって、実質的に業務執行につい
ず、その法人の行う耕作又は養畜の事業に関する権限及び責任を有し、地 ての権限を有し、地域との調整役として責任を持って対応できる者をいいま
域との調整役として責任を持って対応できる者をいいます。 す。

権限及び責任を有するかの確認は、法人の登記事項証明、当該法人の代 権限を有するかの確認は、法人の登記事項証明、当該法人の代表者が発行
表者が発行する証明書、当該法人の組織に関する規則（使用人の権限及び する証明書等で行うものとします。
責任の内容及び範囲が明らかなものに限る。）等で行うものとします。

また、この場合の農用地利用集積計画の作成に当たっては、次の事項を また、この場合の農用地利用集積計画の作成に当たっては、次の事項を定
定めるものとします。 めるものとします。
① （略） ① （略）
② 農地所有適格法人以外の法人等で農用地について賃借権又は使用貸借権 ② 農業生産法人以外の法人等で農用地について賃借権又は使用貸借権の設

の設定を受けた者は、毎年、当該農用地の利用状況を市町村の長に報告す 定を受けた者は、毎年、当該農用地の利用状況を市町村の長に報告する旨
る旨 この場合、市町村の長は、その報告の写しを農業委員会に提出することが

この場合、市町村の長は、その報告の写しを農業委員会に提出すること 望ましいと考えます。
が望ましいと考えます。 なお、市町村は、農業生産法人以外の法人等が撤退した場合の混乱を防止

なお、市町村は、農地所有適格法人以外の法人等が撤退した場合の混乱 するため、規則第17条に規定する「その他利用権の設定等に係る法律関係に
を防止するため、規則第17条に規定する「その他利用権の設定等に係る法 関する事項」として、農用地利用集積計画に次に掲げる事項その他の撤退し
律関係に関する事項」として、農用地利用集積計画に次に掲げる事項その た場合の混乱を防止するための取決めを実行する能力があるかについて確認
他の撤退した場合の混乱を防止するための取決めを実行する能力があるか して記載することが望ましいと考えます。
について確認して記載することが望ましいと考えます。

① ～ ④ （略） ① ～ ④ （略）

５ ～ ９ （略） ５ ～ ９ （略）

第２ 農用地利用集積計画の取消し 第２ 農用地利用集積計画の取消し
１ （略） １ （略）
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（１）農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利 （１）農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利
の設定を受けた農地所有適格法人以外の法人等がその農用地を適正に利用し の設定を受けた農業生産法人以外の法人等がその農用地を適正に利用してい
ていないと認められるにもかかわらず、これらの権利を設定した者が賃貸借 ないと認められるにもかかわらず、これらの権利を設定した者が賃貸借又は
又は使用貸借の解除をしないとき。 使用貸借の解除をしないとき。

なお、この場合の具体的な運用は、次のとおりです。 なお、この場合の具体的な運用は、次のとおりです。
① ～ ② （略） ① ～ ② （略）

（２） （略） （２） （略）

２ （略） ２ （略）

３ （略） ３ （略）
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改正後 現行

(別紙11) (別紙11)

農用地利用改善事業に関する留意事項 農用地利用改善事業に関する留意事項

第１ 農用地利用規程の内容 第１ 農用地利用規程の内容
（略） （略）

第２ 特定農用地利用規程の内容 第２ 特定農用地利用規程の内容
（略） （略）

第３ 特定農業団体の要件 第３ 特定農業団体の要件
１ （略） １ （略）

２ （略） ２ （略）

３ その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業 ３ その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする農業
経営を営む法人となることに関する計画であって一定の基準に適合するものを 経営を営む法人となることに関する計画であって一定の基準に適合するものを
有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。 有しており、かつ、その達成が確実と見込まれること。

この要件は、特定農業団体制度が、一定の期間経過後には農業経営を営む法 この要件は、特定農業団体制度が、一定の期間経過後には農業生産法人とな
人となった上で、効率的かつ安定的な農業経営へと発展することが期待できる った上で、効率的かつ安定的な農業経営へと発展することが期待できる組織で
組織であることを確認するためのものです。 あることを確認するためのものです。

４ ～ ６ （略） ４ ～ ６ （略）

（参考）平成15年９月12日付け農林水産省告示第1419号（農業経営基盤強化促進法 （参考）平成15年９月12日付け農林水産省告示第1419号（農業経営基盤強化促進法
第32条の農林水産大臣が定める基準等を定める件）（抄） 第32条の農林水産大臣が定める基準等を定める件）（抄）
（略） （略）
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改正後 現行

様式第１号 ～ 様式第４号－１ （略） 様式第１号 ～ 様式第４号－１ （略）

様式第４－２号 様式第４－２号

同意書 同意書

年 月 日 年 月 日

○○農用地利用改善団体 殿 ○○農用地利用改善団体 殿

所在地 所在地

農業経営を営む法人（団体）の名称 農業生産法人（団体）の名称

代表者の氏名 (印) 代表者の氏名 (印)

貴団体の定める特定農用地利用規程において、当法人（団体）が特定農業法人 貴団体の定める特定農用地利用規程において、当法人（団体）が特定農業法人

（特定農業団体）として位置付けられることに同意します。 （特定農業団体）として位置付けられることに同意します。

（記載注意） （記載注意）

代表者の氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。 代表者の氏名を自署する場合においては、押印を省略することができる。

様式第５号 ～ 様式第８号 （略） 様式第５号 ～ 様式第８号 （略）

参考様式１ 参考様式１

農地利用集積円滑化事業規程例 農地利用集積円滑化事業規程例

第１章 総 則 第１章 総 則

（事業実施の基本方針） （事業実施の基本方針）

第１条 （略） 第１条 （略）

（事業実施地域） （事業実施地域）

第２条 本団体が行う農地利用集積円滑化事業の実施地域は、○○町の区域（都市計 第２条 本団体が行う農地利用集積円滑化事業の実施地域は、○○町の区域（都市計

画法（昭和43年法律第100号）第７条第１項の市街化区域と定められた区域（当該区 画法（昭和43年法律第100号）第７条第１項の市街化区域と定められた区域で

域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存す 同法第23条第１項の規定による協議が整ったもの（当該区域以外の区域に存す

るものを除き、同法第23条第１項の規定による協議を要する場合にあっては当該協議 る農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を除

が調ったものに限る。）を除く。）とする。 く。）を除く。）とする。

（事業対象農用地等） （事業対象農用地等）

第３条 （略） 第３条 （略）

（事業実施に当たっての調整等） （事業実施に当たっての調整等）



- 25 -

第４条 本団体が農地利用集積円滑化事業を行うに当たっては、○○県、○○町、農 第４条 本団体が農地利用集積円滑化事業を行うに当たっては、○○県、○○町、農

業委員会、他の農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構、新規就農相談センタ 業委員会、他の農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構、新規就農相談センタ

ー、都道府県知事の指定を受けた農業委員会ネットワーク機構（以下「都道府県農 ー、県農業会議、県農業協同組合中央会、農業協同組合、土地改良区、普及指導セ

業委員会ネットワーク機構」という。）、農業協同組合連合会、農業協同組合、土地 ンター、県農業大学校、県青年農業者等育成センター、株式会社日本政策金融公庫

改良区、普及指導センター、県農業大学校、県青年農業者等育成センター、株式会 及び地域農業再生協議会等の関係機関等と十分連絡及び調整を図るものとする。

社日本政策金融公庫及び地域農業再生協議会等の関係機関等と十分連絡及び調整を

図るものとする。

２ （略） ２ （略）

３ （略） ３ （略）

（事業実施計画） （事業実施計画）

第５条 （略） 第５条 （略）第５条 （略）

第２章 農地所有者代理事業 第２章 農地所有者代理事業

（略） （略）

第３章 農地売買等事業 第３章 農地売買等事業

（略） （略）

第４章 研修等事業 第４章 研修等事業

第１節 研修事業 第１節 研修事業

（事業内容） （事業内容）

第34条 （略） 第34条 （略）

（事業の実施方法） （事業の実施方法）

第35条 （略） 第35条 （略）

２ （略） ２ （略）

３ 本事業は、普及指導センター、県農業大学校、都道府県農業委員会ネットワーク ３ 本事業は、普及指導センター、県農業大学校、県農業会議、農業協同組合、地域

機構、農業協同組合、地域の農業事情等に精通した農業者等と連携して行い、新規 の農業事情等に精通した農業者等と連携して行い、新規就農希望者等が農業の技術

就農希望者等が農業の技術等を効率的に習得することができるよう努めるものとす 等を効率的に習得することができるよう努めるものとする。

る。

４ （略） ４ （略）

５ （略） ５ （略）

（事業に係る農用地等の売渡し等） （事業に係る農用地等の売渡し等）

第36条 （略） 第36条 （略）

第２節 その他の事業 第２節 その他の事業

（略） （略）

附 則 附 則

この規程は、平成○年○月○日から施行する。 この規程は、平成○年○月○日から施行する。
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（参考様式２） （新設）

○○市町村長 殿

□ 農業経営改善計画 □ 青年等就農計画

の認定に係る個人情報の取扱いについて（例）

以下の個人情報の取扱いについてよくお読みになり、その内容に同意する場合は 「個人情報

の取扱いの確認」欄に署名、押印願います。

○○市町村は、農業経営改善計画又は青年等就農計画（以下「経営改善計画等」という。）

の認定に際して得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

及び個人情報保護条例等に基づき、適正に管理し、本認定業務の実施のために利用します。

また、○○市町村は、本認定業務のほか、人・農地プランの作成・見直し、農業委員会の

委員の任命、農業協同組合の理事等の選任その他の経営改善等に資する取組に活用するため、

必要最小限度内で、下記の関係機関へ提供する場合があります。

このほか、農業経営指標に基づく自己チェックの結果についても、フォローアップを実施

する際のデータとして活用するため、関係機関へ提供する場合があります。

提供する ①認定農業者又は認定新規就農者の氏名（法人にあっては名称及び代表者名）

情報の内容 及び年齢、②住所、③経営改善計画等の認定の有効期間、④経営改善計画等の

内容、⑤農業経営指標に基づく自己チェックの結果 等

情報を提供す 国、都道府県、市町村、地域農業再生協議会、農業委員会ネットワーク機構、

る関係機関 農業委員会、農業協同組合連合会、農業協同組合、土地改良区、農地利用改善

団体、農地中間管理機構、農地利用集積円滑化団体、普及指導センター、青年

農業者等育成センター、株式会社日本政策金融公庫、独立行政法人農業者年金

基金 等

（※ その他追加する機関があれば明確にすること）

個人情報の取扱いの確認

「個人情報の取扱い」に記載された内容について同意します。

平成 年 月 日

氏名（名称・代表者） 印

参考様式３ ～ 参考様式６の別紙３ （略） 参考様式２ ～ 参考様式５の別紙３ （略）
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（参考１） （略） （参考１） （略）

（参考２） （略） （参考２） （略）

（参考３） （略） （参考３） （略）
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