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○農地法関係事務に係る処理基準（平成12年６月１日付け12構改Ｂ第404号農林水産事務次官通知）一部改正新旧対照表
（下線部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

別紙１ 農地法関係事務に係る処理基準 別紙１ 農地法関係事務に係る処理基準

第１ 全般的事項 第１ 全般的事項

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略）

(4) 農業生産法人の判断基準 (4) 農業生産法人の判断基準

法第２条第３項の「農業生産法人」に該当するかの判断に当たっては、 法第２条第３項の「農業生産法人」に該当するかの判断に当たっては、

法令の定めによるほか、次によるものとする。 法令の定めによるほか、次によるものとする。

①・② （略） ①・② （略）

③ 法人の行う事業が、法人の行う農業と一次的な関連を持ち農業生産の ③ 法人の行う事業が、法人の行う農業と一次的な関連を持ち農業生産の

安定発展に役立つものである場合には、法第２条第３項第１号の「その 安定発展に役立つものである場合には、法第２条第３項第１号の「その

行う農業に関連する事業」に該当するものである。 行う農業に関連する事業」に該当するものである。

具体的には、例えば次のようなことが想定される。 具体的には、例えば次のようなことが想定される。

ア 「農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工」とは、り ア 「農畜産物を原料又は材料として使用する製造又は加工」とは、り

んごを生産する法人が、自己の生産したりんごに加え、他から購入し んごを生産する法人が、自己の生産したりんごに加え、他から購入し

たりんごを原料として、りんごジュースの製造を行う場合、野菜を生 たりんごを原料として、りんごジュースの製造を行う場合等である。

産する法人が、料理の提供、弁当の販売若しくは宅配又は給食の実施

のため、自己の生産した野菜に加え、他から購入した米、豚肉、魚等

を材料として使用して製造又は加工を行う場合等である。

イ～オ （略） イ～オ （略）

④～⑬ （略） ④～⑬

(5) （略） (5) （略）

第２ （略） 第２ （略）

第３ 法第３条関係 第３ 法第３条関係

１・２ （略） １・２ （略）

３ 法第３条第２項第１号の判断基準 ３ 法第３条第２項第１号の判断基準

法第３条第２項第１号に該当するかの判断に当たっては、法令の定めに 法第３条第２項第１号に該当するかの判断に当たっては、法令の定めに

よるほか、次によるものとする。 よるほか、次によるものとする。

(1) 「耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地」とは、法第３ (1) 「耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地」とは、法第３

条第１項の許可の申請に係る農地等及び当該農地等について同条第２項 条第１項の許可の申請に係る農地等及び農地等の権利を取得しようとす

第１号に掲げる権利を取得しようとする者又はその世帯員等（以下「権 る者又はその世帯員等が同条第２項第１号に掲げる権利を有している農

利取得者等」という。）が既に同号に掲げる権利を有している農地等を 地等をいう。

いう。

この場合において、権利取得者等が既に所有し、又は使用及び収益を このため、農地等の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が当
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目的とする権利を有している農地等であって、他の者に使用及び収益を 該農地等以外で既に所有しているもので他の者に所有権以外の使用及び

目的とする権利が設定されているものは、第一義的には、当該他の者が 収益を目的とする権利（以下単に「使用及び収益を目的とする権利」と

耕作又は養畜の事業に供すべきものであるため、当該権利取得者等が「耕 いう。）が設定されているものも、「耕作又は養畜の事業に供すべき農地

作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地」に含まれない。 及び採草放牧地」に該当する。

ただし、農地が適切に耕作されていない、農地の賃借料の滞納が継続 この場合において、農地等の集団化等地域の農地等の効率的な利用の

しているその他の事情により、権利取得者等が、他の者に使用及び収益 ために他の者に使用及び収益を目的とする権利が設定されており、権利

を目的とする権利が設定されている農地等の返還を受けて、自ら耕作又 を取得しようとする者又はその世帯員等が当該使用及び収益を目的とす

は養畜の事業に供することにつき支障がないにもかかわらず、当該他の る権利に係る農地等の返還を受けて耕作又は養畜の事業に供することが

者に使用及び収益を目的とする権利を設定したまま、他の農地等につい できないときは、「すべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行

て法第３条第２項第１号に掲げる権利を取得しようとするときは、「す う」と認められるかの判断をする上では勘案しないものとし、他方、他

べてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う」とは認められない の者に使用及び収益を目的とする権利を設定している農地等で権利を取

ものとする。 得しようとする者又はその世帯員等がその農地等の返還を受けて耕作又

は養畜の事業に供することにつき支障がないにもかかわらず、他の者に

使用及び収益を目的とする権利を設定したまま他の農地等の権利を取得

しようとするときは、「すべてを効率的に利用して耕作又は養畜の事業

を行う」とは認められないものとする。

また、民法第269条の２第１項の地上権又はこれと内容を同じくするそ

の他の権利が設定されている農地等は、これらの権利が耕作又は養畜の

事業に供することを目的として設定されるものではないため、当該農地

等について正当な権原に基づき耕作又は養畜の事業に供することができ

る者及びその世帯員等が「耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草

放牧地」に含まれる。

なお、法第32条第１項各号に該当する農地の所有者並びにその農地に また、法第32条第１項各号に該当する農地の所有者並びにその農地に

ついて使用及び収益をする者並びに法第51条第１項各号に該当する者に ついて使用及び収益をする者並びに法第51条第１項各号に該当する者に

ついては、耕作又は養畜の事業に供すべき農地等の全てを効率的に利用 ついては、耕作又は養畜の事業に供すべき農地等の全てを効率的に利用

して耕作又は養畜の事業を行うと認められないことは当然である。 して耕作又は養畜の事業を行うと認められないことは当然である。

(2) 「効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う」と認められるかにつ (2) 「効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行う」と認められるかにつ

いては、近傍の自然的条件及び利用上の条件が類似している農地等の生 いては、近傍の自然的条件及び利用上の条件が類似している農地等の生

産性と比較して判断する。 産性と比較して判断する。

この場合において、権利取得者等の経営規模、作付作目等を踏まえ、 この場合において、農地等の権利を取得しようとする者及びその世帯

次の要素等を総合的に勘案する。 員等の経営規模、作付作目等を踏まえ、次の要素等を総合的に勘案する。

① 機械 ① 機械

権利取得者等が所有している機械のみならず、リース契約により確 農地等の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が所有してい

保されているものや、今後確保すると見込まれるものも含む。 る機械のみならず、リース契約により確保されているものや、今後確

保すると見込まれるものも含む。

② 労働力 ② 労働力

農作業等に従事する権利取得者等の人数のみではなく、雇用による 農地等の権利を取得しようとする者及びその世帯員等で農作業等に
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ものや、今後確保すると見込まれるものも含む。 従事する人数のみではなく、雇用によるものや、今後確保すると見込

まれるものも含む。

③ 技術 ③ 技術

権利取得者等に限らず、農作業等に従事する者の技術をいう。なお、 農地等の権利を取得しようとする者及びその世帯員等に限らず、農

農作業の一部を外部に委託する場合には、権利取得者等に加え、委託 作業等に従事する者の技術をいう。なお、農作業の一部を外部に委託

先の農作業に関する技術も勘案する。 する場合には、農地等の権利を取得しようとする者及びその世帯員等

に加え、委託先の農作業に関する技術も勘案する。

なお、権利取得者等の住所地から取得しようとする農地等までの距 なお、農地等の権利を取得しようとする者の住所地から取得しよう

離で画一的に判断することは、今日では、権利取得者等以外の者の労 とする農地等までの距離で画一的に判断することは、今日では、農地

働力も活用して農作業を行うことも多くなっていること、著しく交通 等の権利を取得しようとする者及びその世帯員等以外の者の労働力も

が発達したこと等を踏まえ、適当ではない。 活用して農作業を行うことも多くなっていること、著しく交通が発達

したこと等を踏まえ、適当ではない。

また、権利取得者等が許可の申請の際現に使用及び収益を目的とす また、農地等の権利を取得しようとする者又はその世帯員等が許可

る権利を有している農地等のうちに、生産性が著しく低いもの、地勢 の申請の際現に使用及び収益を目的とする権利を有している農地等の

等の地理的条件が悪いものその他のその地域における標準的な農業経 うちに、生産性が著しく低いもの、地勢等の地理的条件が悪いものそ

営を行う者が耕作又は養畜の事業に供することが困難なものが含まれ の他のその地域における標準的な農業経営を行う者が耕作又は養畜の

ている場合には、当該農地等について、今後の耕作に向けて草刈り、 事業に供することが困難なものが含まれている場合には、当該農地等

耕起等当該農地等を常に耕作し得る状態に保つ行為が行われていれ について、今後の耕作に向けて草刈り、耕起等当該農地等を常に耕作

ば、当該農地等については、法第32条第１項各号に掲げる農地には該 し得る状態に保つ行為が行われていれば、当該農地等については、法

当せず、当該農地等の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を 第32条第１項各号に掲げる農地には該当せず、当該農地等の全てを効

行っていると認められるものとする。 率的に利用して耕作又は養畜の事業を行っていると認められるものと

する。

(3) (2)の判断に当たっては、農地等の効率的な利用が確実に図られるかを (3) (2)の判断に当たっては、農地等の効率的な利用が確実に図られるかを

厳正に審査する必要があるが、いたずらに厳しく運用し、排他的な取扱 厳正に審査する必要があるが、いたずらに厳しく運用し、排他的な取扱

いをしないよう留意する。 いをしないよう留意する。

例えば、新規就農者について、農業高校を卒業しても研修を受けなけ 例えば、新規就農者について、農業高校を卒業しても研修を受けなけ

れば必要な技術が確保されていると認めないとすること、まずは農地等 れば必要な技術が確保されていると認めないとすること、まずは農地等

を借りて実績を作らなければ所有権の取得は認めないとすること等の硬 を借りて実績を作らなければ所有権の取得は認めないとすること等の硬

直的な運用は、厳に慎むべきである。 直的な運用は、厳に慎むべきである。

また、農地等についての賃借権等の取得については、絶対的な管理・ また、賃貸借等による農地等の権利取得については、絶対的な管理・

処分権限がある所有権の取得と異なり、仮に不適正な利用があった場合 処分権限がある所有権の取得と異なり、仮に不適正な利用があった場合

においても、契約の解除等により農地等を所有者に戻すことができるこ においても、契約の解除等により農地等を所有者に戻すことができるこ

と等を踏まえ、特に農地等を利用する者の確保・拡大を図ることを旨と と等を踏まえ、特に農地等を利用する者の確保・拡大を図ることを旨と

して取り扱うことが重要である。 して取り扱うことが重要である。

なお、耕作又は養畜の事業以外の土地を利用した事業を行っている者 なお、耕作又は養畜の事業以外の土地を利用した事業を行っている者

については、審査を特に厳正に行わなければならないことは言うまでも については、審査を特に厳正に行わなければならないことは言うまでも

ない。 ない。
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(4) （略） (4) （略）

４ 法第３条第２項第２号の判断基準 ４ 法第３条第２項第２号の判断基準

(1) 法第３条第２項第２号に該当するかの判断に当たっては、農地等につ (1) 法第３条第２項第２号に該当するかの判断に当たっては、農地等の権

いて同項第１号に掲げる権利を取得しようとする法人が許可の申請の時 利を取得しようとする法人が許可の申請の時点に法第２条第３項各号の

点に法第２条第３項各号の農業生産法人要件を満たしていても、農地等 農業生産法人要件を満たしていても、農地等の権利の取得後に要件を満

の権利の取得後に要件を満たし得ないと認められる場合には、許可する たし得ないと認められる場合には、許可することができないものとする。

ことができないものとする。

この場合において、例えば、その他事業の種類や規模等からみて、そ この場合において、例えば、その他事業の種類や規模等からみて、そ

の他事業の売上高見込みが不当に低く評価されていると認められるな の他事業の売上高見込みが不当に低く評価されていると認められるな

ど、事業計画が不適切と認められる場合には、その法人に書類の補正等 ど、事業計画が不適切と認められる場合には、その法人に書類の補正等

を行わせ、信頼性のある計画に改めさせる等の指導を行うものとする。 を行わせ、信頼性のある計画に改めさせる等の指導を行うものとする。

(2) （略） (2) （略）

５ 法第３条第２項第４号の判断基準 ５ 法第３条第２項第４号の判断基準

法第３条第２項第４号に該当するかの判断に当たっては、法令の定めに 法第３条第２項第４号に該当するかの判断に当たっては、法令の定めに

よるほか、次によるものとする。 よるほか、次によるものとする。

(1) （略） (1) （略）

(2) 権利取得者等の農地等についての法第３条第２項第１号に掲げる権利 (2) 農地等の権利を取得しようとする者又はその世帯員等の当該農地等に

の取得後におけるその経営に係る農作業に従事する日数が年間150日以 ついての権利の取得後におけるその経営に係る農作業に従事する日数が

上である場合には「農作業に常時従事する」と認めるものとする。 年間150日以上である場合には「農作業に常時従事する」と認めるもの

とする。

また、当該農作業に要する日数が年間150日未満である場合であって また、当該農作業に要する日数が年間150日未満である場合であって

も、当該農作業を行う必要がある限り権利取得者等が当該農作業に従事 も、当該農作業を行う必要がある限り農地等の権利を取得しようとする

していれば、「農作業に常時従事する」と認めるものとする。このこと 者又はその世帯員等が当該農作業に従事していれば、「農作業に常時従

は、当該農作業を短期間に集中的に処理しなければならない時期におい 事する」と認めるものとする。このことは、当該農作業を短期間に集中

て不足する労働力を権利取得者等以外の者に依存していても同様であ 的に処理しなければならない時期において不足する労働力を農地等の権

る。 利を取得しようとする者及びその世帯員等以外の者に依存していても同

様である。

６ 法第３条第２項第５号関係 ６ 法第３条第２項第５号関係

(1) 法第３条第２項第５号の判断基準 (1) 法第３条第２項第５号の判断基準

法第３条第２項第５号に該当するかの判断に当たっては、法令の定め 法第３条第２項第５号に該当するかの判断に当たっては、法令の定め

によるほか、次によるものとする。 によるほか、次によるものとする。

① （略） ① （略）

② 「北海道では２ヘクタール、都府県では50アールに達しない場合」 ② 「北海道では２ヘクタール、都府県では50アールに達しない場合」

とは、権利取得者等が法第３条第２項第１号に掲げる権利の取得後に とは、法第３条第２項第１号に掲げる権利を取得しようとする者又は

おいて耕作又は養畜の事業に供すべき農地及び採草放牧地の面積がそ その世帯員等がその取得後において耕作又は養畜の事業に供すべき農

れぞれ別々に計算してそのいずれの面積も北海道では２ヘクタール、 地及び採草放牧地の面積がそれぞれ別々に計算してそのいずれの面積

都府県では50アールに達しない場合である。 も北海道では２ヘクタール、都府県では50アールに達しない場合であ
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る。

③ （略） ③ （略）

７・８ （略） ７・８ （略）

９ 法第３条第３項関係 ９ 法第３条第３項関係

(1) （略） (1) （略）

(2) 法第３条第３項の判断基準 (2) 法第３条第３項の判断基準

① 法第３条第３項第２号の「適切な役割分担の下に」とは、例えば、 ① 法第３条第３項第２号の「適切な役割分担の下に」とは、例えば、

農業の維持発展に関する話合い活動への参加、農道、水路、ため池等 農業の維持発展に関する話合い活動への参加、農道、水路、ため池等

の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等をいう。 の共同利用施設の取決めの遵守、獣害被害対策への協力等をいう。

これらについて、例えば、農地等について使用貸借による権利又は これらについて、例えば、農地等の権利を取得しようとする者は、

賃借権を取得しようとする者は、確約書を提出すること、農業委員会 確約書を提出すること、農業委員会と協定を結ぶこと等が考えられる。

と協定を結ぶこと等が考えられる。

②・③ （略） ②・③ （略）

10～12 （略） 10～12 （略）

第４～15 （略） 第４～15 （略）

別紙２ （略） 別紙２ （略）


