
改正農地法の概要

農地を最大限に有効利用

（農地法、農業経営基盤強化促進法、農業振興地域の整備に関する法律、農業協同組合法）

◇農地法の目的等の見直し ◇農業生産法人要件の見直し

○ 目的について、農地が地域における貴重な資源であるこ
と、農地を効率的に利用する耕作者による地域との調和に配
慮した権利の取得を促進すること等を明確化。

○ 農業生産法人への加工業者等からの出資制
限について、一定の者について緩和（4分の1以
下→2分の1未満）。

◇農地の貸借規制の見直し

○ 農業生産法人以外の法人による農地の借
入れを可能に。（業務執行役員のうち一人以
上の者がその法人の農業に常時従事するこ
と等 定 要件が必要）

◇遊休農地対策の強化

○ 農地について権利を有する者の責務として、「農地の適正
かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨を明確化。

○ 農協による農業経営は、従来、組合員との関
係で制限していたが、組合員の合意で貸借によ
り可能に。

◇農地の権利取得に係る許可要件の見直し

と等の一定の要件が必要）

○ 事後において、勧告、許可の取消し等の措
置を創設。

◇農地の面的集積の推進

○ 市町村の判断に基づく対策を改め、市街化区域の農地も含めた全ての遊休農地に対象を拡大。
○ 遊休農地の所有者等に対する指導、通知、勧告といった手続きを農業委員会が一貫して実施。
所有者が分からない遊休農地についても知事の裁定で公社等が利用できるよう措置。

○ 農地の権利取得の要件を見直し、

① 「地域との調和要件」（周辺の農地の農業上の効率的・総合
的な利用の確保に支障を生ずるおそれがないこと）を創設。

② 「下限面積要件」（権利取得後の面積が原則都府県50a（北

○ 市町村段階の面的集積組織（農地利用集積円滑化団体）が委任を受けて、所有者に代理して農
地を貸し付ける仕組みの創設。

② 下限面積要件」（権利取得後の面積が原則都府県50a（北
海道2ha）以上 ）の特例措置を一定の基準に従い定められる主
体を都道府県知事から農業委員会に変更。

◇農用地区域内農地の確保◇農地転用規制の厳格化

効率的かつ安定的な農業経営を営む者により利用されている農地等は① 病院 学校等の公共施設への転用についても 許可不要から協議制へ

これ以上の農地の減少を食い止め、 農地を確保

効率的かつ安定的な農業経営を営む者により利用されている農地等は、

農用地区域からの除外を認めない

① 病院、学校等の公共施設への転用についても、許可不要から協議制へ

② 違反転用に対する罰則を強化 (法人：300万円→１億円)
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○ 目的に いて 農地が地域における貴重な資源であること 農地を効率的に利用する耕作者による地域との

農地法の目的の改正

○ 目的について、農地が地域における貴重な資源であること、農地を効率的に利用する耕作者による地域との
調和に配慮した権利の取得を促進すること等を明確化。

○ 農地について権利を有する者の責務として、「農地の適正かつ効率的な利用を確保しなければならない」旨を
明確化。明確化。

（目的）

改正農地法の目的 責務規定の新設

（目的）

第１条 この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将

来における国民のための限られた資源であり、かつ、地域における貴

重な資源であることにかんがみ 耕作者自らによる農地の所有が果た

（農地について権利を有する者
の責務）

重な資源であることにかんがみ、耕作者自らによる農地の所有が果た

してきている重要な役割も踏まえつつ、農地を農地以外のものにする

ことを規制するとともに、農地を効率的に利用する耕作者による地域と

の調和に配慮した農地についての権利の取得を促進し、及び農地の

第２条の２ 農地について所有
権又は賃借権その他の使用
及び収益を目的とする権利
を有する者は 当該農地の

利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保するための措

置を講ずることにより、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大

を図り、もつて国民に対する食料の安定供給の確保に資することを目

的とする

を有する者は、当該農地の
農業上の適正かつ効率的な
利用を確保するようにしなけ
ればならない。

的とする。

（参考）改正前農地法の目的

（この法律の目的）

第１条 この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認め第１条 この法律は、農地はその耕作者みずからが所有することを最も適当であると認め

て、耕作者の農地の取得を促進し、及びその権利を保護し、並びに土地の農業上の効率的

な利用を図るためその利用関係を調整し、もつて耕作者の地位の安定と農業生産力の増

進とを図ることを目的とする。
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農地の権利を取得する仕組み等について

貸借であれば 法人は全国どこでも参入可能農地を効率的かつ適切に利用すれば、個人は 貸借であれば、法人は全国どこでも参入可能
原則自由に農地を取得し参入可能

すべてを効率的に利用すること 貸借契約に解除条件を付す

機械や労働力等を適切に利用するための営農計画を

持っていること

適正に農地を利用していないときは契約を解除する旨を

明文化

一定の面積を経営 地域における適切な役割分担

集落での話し合いへの参加、農道や水路の維持活動へ

の参画など

定の面積を経営 地域における適切な役割分担

原則（都府県：50a、北海道：2ha）にかかわらず、地域の

実情に応じ、自由に設定可能

水利調整に参加しない、無農薬栽培の取組が行われて

いる地域で農薬を使用するなどの行為をしないこと

地域の調整役として責任を持って対応できる者が、農業

（マーケティング等経営や企画に関するものも含む）に参画

周辺の農業に支障がない 役員のうち１人は農業に常時従事

（ ケティ グ等経営 画 関するも も含 ） 参画

農地を所有して参入することは、法人でも一定の要件を満たせば可能（農業生産法人）

譲渡制限のある株式会社、農事組合法人、合名・合資・

合同会社

農業関係者が総議決権の原則として４分の３以上を占め

ること

構成員法人形態

合同会社

主たる事業が農業（売上高の過半）

ること

役員の過半が農業の常時従事者であること等

役員事業内容

３



○ 農地を最大限に有効利用する観点から 農業生産法人要件と農地の貸借規制の見直しに加え 農地の権

農地を効率的かつ適切に利用すれば、個人は原則自由に農地を取得し参入可能

○ 農地を最大限に有効利用する観点から、農業生産法人要件と農地の貸借規制の見直しに加え、農地の権

利取得の要件を見直し。

① 「地域との調和要件」を創設。

② 「下限面積要件」（権利取得後の面積が都府県50 （北海道2h ）以上 ）について 地域の実情に応じて自② 「下限面積要件」（権利取得後の面積が都府県50a（北海道2ha）以上 ）について、地域の実情に応じて自

由に設定可能。

＜ 地域との調和要件 ＞ ＜下限面積要件の見直し ＞＜ 地域との調和要件 ＞ ＜下限面積要件の見直し ＞

周辺の地域における農地の農業上の利用に支障が
生ずるか否か

地域の実情に応じ、農業委員会が定めることがで
きるよう措置

農地が 的 と 形 利用さ 地域 利

不許可相当の例示

・農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利
用を分断する場合

・水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業
者の農業水利が阻害される場合

① 営農条件が概ね同一の区域で、地域の平均

的な規模に応じて、１０ａ以上の面積で設
者の農業水利が阻害される場合

・地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難に
なる場合

防除等 営農 支障 ず 合

定が可能。

又は

・共同防除等の営農活動に支障が生ずるおそれがある場合

・周辺の地域における農地の一般的な借賃の著しい引上げを
もたらすおそれがある場合

② 新規就農を促進するために適当と定められ

る面積（１０ａ未満も可）
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○ 農業生産法人以外 法人による農地 借入れが全国 農地 可能に

貸借であれば、法人は全国どこでも参入可能

○ 農業生産法人以外の法人による農地の借入れが全国の農地で可能に。

（この場合、業務執行役員のうち一人以上の者がその法人の農業に常時従事すること等の一定の要件が必要）

後

○ 農地の権利を取得するための基本的な要件

等 ば 貸 が 参

改正後

○ 市町村が区域を設定し、その範囲に限り、市町

等 が転貸 農 参 が

改正前

等を満たせば、相対での貸借が可能。また、参

入区域に制限はなし。

村等から企業が転貸を受ける形で農業参入が可能

（特定法人貸付事業）。

同様の内容を守ること

貸借契約に解除条件が付されている

市町村等と協定を締結する必要

協定に違反した場合に貸借契約を解協定に違反した場合に貸借契約を解 貸借契約に解除条件が付されている
こと

地域における適切な役割分担のもと

協定に違反した場合に貸借契約を解
除すること
協定に違反した場合に貸借契約を解
除すること

地域における適切な役割分担のもと地域における適切な役割分担のもと 地域における適切な役割分担のもと
に農業を行うこと

業務執行役員が１人以上農業に常時

地域における適切な役割分担のもと
に農業を行うこと
地域における適切な役割分担のもと
に農業を行うこと

業務執行役員が１人以上農業に常時業務執行役員が１人以上農業に常時 業務執行役員が１人以上農業に常時
従事すること

業務執行役員が１人以上農業に常時
従事すること
業務執行役員が１人以上農業に常時
従事すること
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農地を所有して参入することは、法人でも一定の要件を満たせば可能（農業生産法人）

○ 法人の場合、農地の権利を取得するためには、農業生産法人要件を満たす必要。

○ 農業生産法人への加工業者等からの出資制限について、一定の者について緩和（4分の1以下→2分の1未満）。

改正前 改正後

１．法人形態要件 １．法人形態要件

株式会社（公開会社でないもの）、農事組合法人、合名会社、合資会社、合同
会社

主たる事業が農業（農産物の加工 販売等の関連事業を含む ）〔売上高が過

法人形態要件

２．事 業 要 件

法人形態要件

２．事 業 要 件

（変更なし）

４．役 員 要 件

主たる事業が農業（農産物の加工・販売等の関連事業を含む。）〔売上高が過
半〕

３．構 成 員 要 件

（変更なし）

○ 農業の常時従事者

３．構 成 員 要 件

同左○ 農業の常時従事者
○ 農地の権利提供者
○ 農地保有合理化法人
○ 地方公共団体、農業協同組合、 農協連合会

○ 法人から物資の供給等を受ける者又は法人の事

〈農業関係者〉

総議決権の
４分の３以上

同左

○法人から物資の供給等を受ける者又は法人の事

○ 基幹的な農作業を委託している農家

〈農業関係者〉

総議決権の
４分の３以上

○ 法人から物資の供給等を受ける者又は法人の事
業の円滑化に寄与する者
(例)・他の農業生産法人

・作業委託農家
・スーパー、食品産業等

〈農業関係者
以外:関連事
業者等〉

○法人から物資の供給等を受ける者又は法人の事
業の円滑化に寄与する者
(例)・他の農業生産法人

・ スーパー、食品産業等

〈農業関係者
以外:関連事
業者等〉

○ 1構成員は1/10以下
○ 総議決権の1/4以下

○ 1構成員は1/10以下⇒廃止
○ 総議決権の1/4以下

農業生産法人と連携 事業を実施する 定 関連事業者
４．役 員 要 件

① 役員の過半が農業の常時従事者（原則年間１５０日以上）である構成員
② ①のうち過半の者が農作業に従事（原則年間６０日以上）

⇒農業生産法人と連携して事業を実施する一定の関連事業者
(農商工連携事業者等)が構成員である場合には議決権の合計
の上限は２分の１未満
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一般法人の農業参入について

○ 組織 業務形態別の参入法人数（１４４）○ 組織・業務形態別の参入法人数（１４４）

改正後７ヶ月で３割増

社会福祉法人等

組織形態別

改正前 改正後

Ｈ15.4 Ｈ21.12.15 Ｈ22.6.30
10（7%）

6（4%）
7（5%）NPO

社会福祉法人等
その他

（参入数）

5 6 30
約７年間 約７ヶ月

95（66%）26（18%）
株式会社特例有限会社

（参入数）

４３６法人 １４４法人
建設業業務形態別

（３割増）
（参入面積）

25（17%）
建設業

その他

業務形態別

１,３５６ha ５０４ha

（４割増）

72（50%）

34（24%）

食品関連産業

その他

（４割増） 34（24%）

13（9%）農業

資料：農林水産省経営局調べ（平成22年6月末現在） ７



全国における面積の設定状況

○ 全国の約６割で地域の実情に応じて独自に面積を設定しているところ。○ 全国の約６割で地域の実情に応じて独自に面積を設定しているところ。

○ その他の地域においても、その地域の平均的な規模、遊休農地の状況等を考慮。

設定状況 面積別の設定状況

（市町村数）

525600

農業委員会数合計
1,758

（100％）

525
(40%)

500

独自の面積を設定している
1,006

（57％）

287
(22%)

310
(24%)

300

400

（57％）

独自の面積を設定していない
752

178
(14%)200

独自の面積を設定していない
（43％）

資料：農林水産省経営局調べ（平成22年6月末現在） 0

100

注： 独自の面積を設定していない752の農業委員会には、今後設
定または検討を予定しているものを含む。

～10a ～20a ～30a ～40a

資料：農林水産省経営局調べ（平成22年11月末現在）

８



【目的等の見直し】

（参考）新旧農地法の比較

農地の権利移動の許可

農地法（昭和27年）
（昭和４５年～）

農地はそ 耕作者 ず

目的

農地の権利移動の許可

改正農地法（平成21年）
【目的等の見直し】
○農地が、地域における貴重な資源
であること、地域との調和に配慮し
た権利の取得を促進すること等を
明確化。

○「農地の適正かつ効率的な利用を
確保しなければならない」旨を明確

農業委員会（知事）による許可

農地転用の許可

農地はその耕作者みず
からが所有することを
最も適当であると認め
て、耕作者の農地の取
得を促進し、及びその
権利を保護し 並びに

農業委員会（知事）による許可

農地の権利移動の許可 確保しなければならない」旨を明確
化。

【農業生産法人要件の見直し】

農業生産法人への加工業者等から
の出資制限を緩和。

都道府県知事（大臣）

による許可

権利を保護し、並びに
土地の農業上の効率的
な利用を図るためその
利用関係を調整し、
もって耕作者の地位の
安定と農業生産力の増

都道府県知事（大臣）

による許可

農地転用の許可
の出資制限を緩和。

【権利取得許可要件の見直し】

○ 「地域との調和要件」を創設。

○ 「下限面積要件」を定める主体を
都道府県知事から農業委員会に

賃貸借は、都道府県知事の許可
を得て、解約等をしない限り自
動的に更新

賃貸借契約の解約等の
制限

安定と農業生産力の増
進とを図る。

賃貸借契約の解約等の制限

都道府県知事から農業委員会に
変更。

【貸借規制の見直し】
農業生産法人以外の法人による農
地の借入れを可能に。

不在地主等による小作地所有を

動的に更新。

小作地所有制限
法人の場合でも農業生
産法人の要件を満たす

農業生産法人

（昭和３７年～） 賃貸借は、都道府県知事の許可

を得て、解約等をしない限り

自動的に更新。

地 借入れを可能 。

【転用規制の厳格化】
○病院、学校等の公共転用について
も、許可不要から協議制へ。

○違反転用に対する罰則を強化。
不在地主等による小作地所有を
排除

未墾地の買収・売渡

産法人の要件を満たす
ものは権利取得が可能

（昭和４５年～）
遊休農地対策

【遊休農地対策の強化】
○市街化区域の農地も含めた全て
の遊休農地に対象を拡大。

○遊休農地の所有者等に対する指
導 通知 勧告とい た手続きを農

農地造成のため国が未墾地を

買収し、造成を行う自作農へ売
渡し

一定の貸借の適用除外
全ての農地を対象に、農業委員
会が毎年利用状況の調査を行
い、指導等を実施。

導、通知、勧告といった手続きを農
業委員会が一貫して実施。所有者
不明の遊休農地についても知事の
裁定で公社等が利用できるよう措
置。

９



農地改革の実施

（昭和20年～25年 1945～50年）

（参考）経営規模の拡大・経営主体の多様化の観点からの農地制度改正の経緯

昭和21年（1946年）、自作農創設特別措置法制定等。
自作農を創設し、寄生地主制・封建的土地所有制を廃するため、政府による一定規模以上の小作地の強制買収、小作人への売渡。

○ 174万町歩（当時の農地の約３割）の農地が買収され、
国が保有していた土地を含む193万町歩の農地を開放。

（昭和20年～25年、1945～50年）

成果 農業生産の増大に大きく寄与

農地法は 自作農の創設を目的とした「農地改革 の成果を維持するため 昭和２７年に制定された法律

農地法
（昭和27年（1952年）制定）

農
○ 自作農：172.9万戸→382.2万戸、小作割合：46％→10％。

農業生産の増大に大きく寄与

農地法は、自作農の創設を目的とした「農地改革」の成果を維持するため、昭和２７年に制定された法律。
→ 旧地主制（寄生地主制・封建的土地所有制）の復活を排除。小作地の所有を原則禁止。

○ 昭和40年・50年代（1960年・70年代）、高度経済成長により、農村の過剰労働力が都市に移っていく中で、それを
契機に専業農家に農地が集まり 規模拡大 効率化を進めようと

24 0

（万ha）

契機に専業農家に農地が集まり、規模拡大・効率化を進めようと。

耕作目的の農地権利移動面積の推移（S40～H20）

借地による流動化の必要性

○ また、農地法は、耕作権を強く保護しているため、所有者は一旦貸したら帰ってこないと意識し、流動化は進まず。
○ しかし、農地の価格が高騰し、所有権取得による規模拡大が困難に。

0 3

0.4

0.5

0.3

16.0

20.0

24.0

13.5

15.7

農地法

賃借権設定

21.1

19.2

農地法の枠組みを維持した上で、借地による規模拡大の促進を目的
に、地主が安心して農地を貸せる仕組みを創設（期限が来れば必ず

農用地利用増進法
（昭和55年（1980年）制定）
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返ってくる）。

○ 国際化の進展等により、国内農業の体質強化が急務。
（一層の規模拡大 コスト引下げ）
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農地法

所有権移転

売

買

（ 層の規模拡大、コスト引下げ）
○担い手の減少、高齢化に伴い、担い手の育成と利用集積が急務。

資料：農林水産省経営局調べ １０



農業経営基盤強化促進法
（平成5年（1993年）農用地利用増進法の改正）

農業生産法人の推移

14000
（法人）

地域の農業の担い手を明確化し、地域の中で育成する仕組み（認定農者制度）を創

設。

これら認定農業者に対して、農地の利用集積をはじめ経営支援を集中的に実施。
120

1,696

8000

10000

12000
株式会社

有限会社

合名・合資・合同会社

農事組合法人
7,904

11,829

株式会社の農地取得問題に対する対応
3,05627 21

23
18 27

41

170

1,569 2,001
2,167 2,797

4,366

5,961

6,907

2000

4000

6000

2,740
3,179

3,816 4,150

5,889

○ 平成12年（2000年）、株式会社（公開会社でないもの）形態の農業生産法人が可能に。

※農地の権利を取得できる法人は、個人農家が集まった組織である「農業生産法人」に限定。
1,144 1,157 1626 1,335 1,496 1,782

27 21 18

0

S45 S55 H2 H7 H12 H17 H22

資料：農林水産省経営局調べ（各年１月１日現在）

注：平成22年の有限会社は特例有限会社の法人数である。

一般企業等の推移
○ 平成15年（2003年）、構造改革特区制度により、市町村が転貸する方式に限って一

般企業の農業参入を認める仕組みを創設。

700
（法人）

○ 平成17年（2005年）、構造改革特区制度での一般企業の農業参入の仕組み（特定

法人貸付事業）を全国展開。

○ 平成21年（2009年） 一般企業が 市町村を介する事なく 一定の要件を満たせば農 81

144

400

500

600 NPO法人等

特例有限会社

株式会社 414

580

○ 平成21年（2009年）、 般企業が、市町村を介する事なく、 定の要件を満たせば農

地を借りられる仕組みを創設（特定法人貸付事業は廃止）。
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資料：農林水産省経営局調べ

１１※ 旧制度（～H21.12.14）による参入数の合計
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