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改正農地法について 
（企業の農業参入関係） 

産業連携ネットワーク交流会資料 



一般の株式会社による農業参入（農地所有）については、現在の農地価格の現状から農地を所有し農業
へ参入しようとする株式会社等の大きな実需が認め難いことや、地域において共に農業に携わる農業関係
者等の意識の問題などもあることから、上記に提案した農地法の見直しや転用規制強化、多様な経営体の
参画の進展等を見極めながら、引き続きの検討課題 

 農地法に係る経団連の提言について 

○ 「農地は農業の限りある経営・生産資源であり農地として有効に利用すること」を法の目的と定めること    
○ 農用地区域から転用目的での除外の手続きにおいては、担い手の経営基盤となっている農地については除外を認
めないこととするとともに、協議等の国の関与を行うべき 

○ 予め設定された実施区域外でも、貸し手と借り手が合意した場合は、一定の要件下でリース方式による企業の農業
参入を認めることも検討すべき 

○ 民法の特例設定による20年超の長期貸借制度の創設も含め、更なる契約の長期化・安定化を促すための措置も検
討すべき 

○ 株式会社等の出資を認定農業者に認められている1/2未満まで認めるべき 

優良農地の確保と有効利用の徹底 

リース方式による企業の農業参入の推進 

経営と投資の安定化のための長期貸借制度の創設 

農業生産法人の要件緩和 

【２００９年２月１３日「農地制度改革に関する見解」（抜粋）】 
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 改正農地法の内容 

○ 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 

○ 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 
 
○ 違反転用に対する罰則を強化 (法人：300万円→１億円) 
 

○ 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 

○ 農業生産法人への出資について、１構成員当たりの出資制限10分の１を廃止し、4分の1以下まで出
資可能にするとともに、一定の加工業者等については更に4分の1以下から2分の1未満に緩和 

○ 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の一定の要件が必要） 

 

○ 農地の貸借期間の上限を20年から50年間に延長 

 

 

 
 

 

 

２ 

農地法の目的 
等の見直し 

農用地区域内
農地の確保 

農地転用規制
の厳格化 

農地の貸借 
規制の見直し 

農業生産法人
要件の見直し 



３ 

 改正農地法に対する経団連の評価 

 政府が2009年通常国会に提出した農地法改正法案等では、上記で指摘した優良

農地の確保と有効利用の徹底、多様な担い手による農地の有効利用の促進、なら

びに、担い手の経営面積の大規模化と農地集約への支援などに係わる内容の多く

が盛り込まれており高く評価している。日本経団連としてはこの早期成立・施行を政

府・議会に強く要望したい。 

農地法改正法案の早期成立・施行と適用運用 

【２００９年３月１７日「わが国の総合的な食料供給力強化に向けた提言」（抜粋）】 



○ 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。 

 

 
 

 
 （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。 

 

改正農地法の目的 

（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。 

 
 
（農地について権利を有する者の

責務） 
 
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。 

責務規定の新設 

農地法の目的の改正について 

４ 



○ 農業振興地域制度について、優良農地の確保を図るための仕組みを充実させるとともに、農用地区域から
の除外を厳格化。 

○ 農地転用許可制度について、公共転用の法定協議制を導入のほか、違反転用の罰則強化等の農地転用
規制を厳格化。 

農地転用規制の厳格化

違反転用に対する罰則強化

【現 行】 国又は都道府県が公共施設の設置をするための農地転
用については、許可不要のため、施設の周辺において無
秩序なかい廃を誘発

【改正後】 学校、病院等の公共施設への転用について、法定協議制
を導入

〔農地法〕

事項
現 行 改正後

法人 個人 法人 個人

違反転用 罰金
300万円

以下
300万円

以下
1億円
以下

300万円
以下

懲役 － 3年以下 － 3年以下

違反転用に
おける原状
回復命令
違反

罰金
30万円
以下

30万円
以下

1億円
以下

300万円
以下

懲役 －
6ヶ月以

下
－ 3年以下

※ 下線部が今回改正部分

確保すべき農用地面積の目標

【現 行】集団農地の縁辺部にある農地であれば、効率的かつ安
定的な農業経営を営む者により現に利用集積され、又
はこれから利用集積されることが見込まれるものであっ
ても、除外が可能

【改正後】農用地区域内の農地について、効率的かつ安定的な農
業経営を営む者に対する利用の集積に支障を及ぼすお
それがある場合について、除外を厳格化

農用地区域からの除外の厳格化

【現 行】 国及び都道府県において、確保すべき農用地面積の目
標を定め、その達成を図るための規定がない

【改正後】 国の「基本指針」及び都道府県の「基本方針」の各々に
確保すべき農用地面積の目標を記載することを法律上
明記し、毎年、達成状況を公表するとともに、不十分な
都道府県に対し国が是正の要求

〔農業振興地域の整備に関する法律（農振法）〕

優良農地の確保について 

５ 



○ 農業に参入する場合の基本的な要件は個人と同様。 

○ 農地を所有することは、農業生産法人の要件を満たせば可能（農業生産法人は農地を借りることも可能）。 

○ 貸借であれば、全国どこでも可能。 

 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 

１．農地のすべてを効率的に利用 

３．周辺の農地利用に支障がない 

  ２．一定の面積を経営 
 農地取得後の農地面積の合計が、

原則50ａ（北海道は２ha）※以上
であることが必要 
※この面積は、地域の実情に応じて、
市町村の農業委員会が引き下げるこ
とが可能 

基本的な要件 

（個人と共通） 

  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 

農業生産法人（農地を所有できる法人） 

一般法人（貸借であれば、全国どこでも可能） 

１．法人形態 

２．事業内容 

３．構成員 

４．役員 

株式会社（公開会社でないもの）、農事組合法人、合名・合資・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

高の過半］ 

・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 
・加工業者等の関連事業者の場合は、総議決権の２分の１未満 
 まで可能。 

役員の過半が農業の常時従事者であること等 

※ 個人の場合は、上記１～３に加え
て、必要な農作業に常時従事するこ
とが必要 

農地を借りたい 

農地を所有したい 

１．貸借契約に解除条件が付されていること 

２．地域における適切な役割分担のもとに農業を行うこと 

３．業務執行役員が１人以上農業に常時従事すること 

解除条件の内容：農地を適切に利用しない場合に契約を解除すること 

役割分担の内容： 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 

農業の内容：農作業に限られず、マーケティング等経営や企画に関するものであっても可 

 法人が農業に参入する場合の要件 

貸借であれば、農業生産法人の要件を満たすことは不要 

農業生産法人は農地を借りることも可能 

６ 



資料：農林水産省経営局調べ（各年１月１日現在） 

農業生産法人の農業参入について 

注：「特例有限会社」は、平成17年以前は有限会社の法人数である。 

野菜 
2,068法人（17％） 

その他 
2,249法人(19％） 

果樹 
915法人（8％） 

農業生産法人数 
（12,052法人） 

米麦 
4,397法人（36％） 

畜産 
2,423法人（20％） 

注：営農類型の区分は、主たる作物（粗収益の50％以上を占め
る作物）により分類し、いずれも50％に満たない法人は「その
他」とした。 

資料：農林水産省経営局調べ（平成23年１月１日現在） 

農業生産法人数の推移 営農類型別の農業生産法人数 
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資料：農林水産省経営局調べ 

 ３６４※
（２９２） 

５２７ 

（法人） 

     一般法人の農業参入について 

参入法人数の推移 営農作物・業務形態別の参入法人数 

○ 改正農地法の施行後約２年で新たに７６３法人が参入（平成２４年２月末）。 
   （改正農地法の施行前は約６年半で４３６法人が参入（平成２１年１２月末））                                             

営農作物別                      

野菜 
377法人（49％） 

その他 76法人(10％） 
果樹 
65法人（9％） 

食品関連産業 
171法人（22％） その他 

268法人（35％） 

農業・畜産業 
127法人（17％） 

参入法人 
（763法人） 

参入法人 
（763法人） 

業務形態別                      

建設業 
113法人（15％） 

資料：農林水産省経営局調べ（平成24年2月末現在） 

４０４ 

複合 
110法人（14％） 

米麦等 135法人（18％） 

６７７ 

５９９ 

製造業  
42法人（6％） 

その他卸売・小売業  
42法人（6％） 

※平成22年12月以前のデータについては、各県からの追加報告をH24.1のＨＰ更新にあわせ反映。 
  （カッコ内は、H23.1のＨＰ更新前に公表していた各県追加報告反映前の数値） 
  なお、平成22年12月末時点において、旧制度に基づき参入した法人で営農を継続している法人 

数は４１５となっている。 

２７４※
（２７１） 

１７５※
（１４４） 

６１※ 
（５１） 

７６３ 
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都道府県名 都道府県担当課等  関連HPアドレス 

北海道 農政部農業経営課 
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ns/kei/keiei/kieietai/hojin/hojin/sannyu
_html.htm 

青森県 農林水産部構造政策課 http://www.applenet.jp/~kouzou/sannyu/index.html 

岩手県 農林水産部農業振興課 http://www.pref.iwate.jp/~hp051102/01honbu.htm 

宮城県 農林水産部農業振興課 
http://www.pref.miyagi.jp/nosin/kikakushidouhan/nougyosannyuguid
ebook.pdf 

秋田県 農林水産部農林政策課 
http://common.pref.akita.lg.jp/ci-
support/upload/content1/1_158_4.pdf 

山形県 農林水産部農山漁村計画課 
http://www.pref.yamagata.jp/sangyo/nogyo/nosangyoson/6140017n
ougyousannyuunotebiki201103.html 

福島県 農林水産部農業担い手課 
http://www.pref.fukushima.jp/keieishien/ninaiteikusei/kigyousannew/
shien.html 

茨城県 農林水産部農業経営課 http://www.pref.ibaraki.jp/nourin/nokeiei/ 

栃木県 農政部経営技術課 http://www.agrinet.pref.tochigi.lg.jp/agricultural_challenge/index.html 

群馬県 農政部農政課 http://www.pref.gunma.jp/06/f0100244.html 

埼玉県 農業ビジネス支援課 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kigyousannyuu/ 

千葉県 農林水産部担い手支援課 http://www.pref.chiba.lg.jp/ninaite/kinyuu/ninaite.html 

東京都 農林水産部農業振興課 
http://www.sangyo-
rodo.metro.tokyo.jp/norin/sogoannai/sosiki/sosiki.htm 

神奈川県 農政部就農参入支援課 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f7220/ 

山梨県 農政部農業技術課（担い手対策室） http://www.pref.yamanashi.jp/nougyo-gjt/kigyou_sannyuu/index.html 

長野県 長野県農政部農村振興課 http://www.pref.nagano.lg.jp/nousei/nouson/kashokai.htm 

静岡県 静岡県経済産業部農業振興課 http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-320/ 

（参考） 企業の農業参入に関する都道府県等のホームページアドレス 

（注）以下の内容は当方の判断でリスト化したものであり未定稿。今後都道府県等とも調整し、農水省ＨＰへの掲載を検討していく予定。 

９ 
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都道府県名 都道府県担当課等  関連HPアドレス 

新潟県 農林水産部地域農政推進課 http://www.pref.niigata.lg.jp/chiikinosei/1191169858452.html 

富山県 農林水産部農業経営課 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1611/ 

石川県 財団法人いしかわ農業人材機構 http://inz.jpn.org/nougyou-1/nougyou-1-3/cat127/ 

福井県 農林水産部園芸畜産課 
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/enchiku/kigyousannnyu/h23-
sannyuushien.html 

岐阜県 農政部農業経営課 
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo-
koyo/nogyo/gifusyunonavi/index.data/manyuaru.pdf 

愛知県 農林水産部農業振興課 http://www.pref.aichi.jp/0000041814.html 

三重県 農水商工部農業経営室 http://www.pref.mie.lg.jp/NKEIEI/ 

滋賀県 農政水産部農政課 http://www.pref.shiga.jp/g/nosei/ 

京都府 農林水産部担い手支援課 http://www.pref.kyoto.jp/nougyo-business/index.html 
大阪府 環境農林水産部農政室推進課 http://www.pref.osaka.jp/nosei/sannyuumadogutisetti/index.html 

兵庫県 
農政環境部農業経営課                                                                                          

（ひょうご就農支援センター） 
http://www.hyogo-shunou.jp/enterprise/enterprise.html 

奈良県 農林部地域農政課 http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-4606.htm 

和歌山県 農林水産部経営支援課 http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/070900/sannyuu/index.html 

鳥取県 農林水産部経営支援課 http://www.pref.tottori.lg.jp/64643.htm 

島根県 農林水産部農業経営課 http://www.pref.shimane.lg.jp/nogyokeiei/sannyu/ 

岡山県 農林水産部農産課 http://www.pref.okayama.jp/bichu/norin/ninaite/kigyou/ 

広島県 農林水産局農業担い手支援課 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/81/1177075579420.html 

山口県 農林水産部農業経営課 
http://www.nrs.pref.yamaguchi.lg.jp/hp_open/a172000/00000006/ji
gyo.htm 
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都道府県名 都道府県担当課等  関連HPアドレス 

徳島県 農林水産部農地計画課 http://www.pref.tokushima.jp/seisaku/keizoku/result/1/sheet/1235/ 

香川県 農政水産部農業経営課 http://www.pref.kagawa.lg.jp/agrinet/dougubako/topics/index.htm 

愛媛県 東予地方局産業振興課 http://www.pref.ehime.jp/tou50107/toyo/sannyuumanyuaru.htm 

高知県 農業振興部農地・担い手対策課 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/160101/gyoumugaiyou.html 

福岡県 農林水産部農林水産政策課 http://www.nrs-h.pref.fukuoka.lg.jp//afflink/?mid=7 

佐賀県 農林水産商工本部生産者支援課 
http://www.pref.saga.lg.jp/web/shigoto/_1075/_32933/_32928/sinnkisyuunou.
html 

長崎県 農林部農業経営課 http://www.suisan.n-nourin.jp/̃nougyoukeiei/index.html 

熊本県 農林水産部担い手・企業参入支援課 http://www.kuma-agri.jp/ 

大分県 農林水産部農山漁村・担い手支援課 http://www.pref.oita.jp/site/sannyu/jirei.html 

宮崎県 農政水産部地域農業推進課 
http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/nosei/chiiki/kigyo_nougyo/page
00077.html 

鹿児島県 農政部農業技術課 http://www.pref.kagoshima.jp/ab02/soshiki/nosei/honcho/keigi.html 

沖縄県 
農林水産部 農政経済課                                                                                                               

（右のアドレスは内閣府沖縄総合事務局農林
水産部経営課） 

http://www.ogb.go.jp/nousui/nousui_keiei_kigyou.html 
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全国農業会議所 農地・組織対策部 http://www.nca.or.jp/hojinsien/index.html 

（社）日本経済団体連合会 
農林漁業等の活性化に向けた取り組み

に関する事例集(2011年3月15日） 
http://www.keidanren.or.jp/japanese/policy/2011/016/all.pdf 

国土交通省 
建設業の新たな挑戦                                                                                          

－展開事例・支援施策集－ 
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/tyosen/zirei-list1.html 

都道府県名 都道府県担当課等  関連HPアドレス 

農林水産省 経営局農地政策課 http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/wakariyasu.html 

東北農政局 経営・事業支援部構造改善課 http://www.maff.go.jp/tohoku/seisan/sannyu/corporate_farming.html 

北陸農政局 経営・事業支援部構造改善課 http://www.maff.go.jp/hokuriku/keiei/seido_00.html 

東海農政局 経営・事業支援部構造改善課 http://www.maff.go.jp/tokai/seisan/kozo/noutiseido/top.html 

近畿農政局 経営・事業支援部構造改善課 
http://www.maff.go.jp/kinki/seisan/kouzoukaizen/nouti/noutiseidokai
kaku.html 

中国四国農政局 経営・事業支援部構造改善課 http://www.maff.go.jp/chushi/keiei/kigyou/index.html 

九州農政局 経営・事業支援部構造改善課 
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seiryuu/kouzoukaizen/kigyou/tokutei.
html 

沖縄総合事務局 沖縄総合事務局農林水産部経営課 http://www.ogb.go.jp/nousui/nousui_keiei_kigyou.html 
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