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農業関連ビジネスを運営したり新規参入を検討する場合には、他の産業分

野と同様、事業に適用される関係法令を十分に理解したうえで事業を適法に

運営し、また、ビジネスの潜在的リスクをあぶり出して、そのリスクを最小

化する必要があります。

ところが、農地・農業に関する法制度体系は複雑でわかりにくいうえに、

複数の関係省庁が管轄しています。農業の代表的な法律である農地法のほ

か、食品関連分野では、主に安全安心に関する広範な規制だけでなく、農

薬・肥料・飼料に関する特殊な規制など数多くの法令が関係しているので

す。そのため、適用関係法令が十分に理解されないまま農業がビジネスとし

て営まれていることが少なくありません。さらに、本当に必要な情報もなか

なか得がたいのが実情といえるでしょう。

その理由の 1つは、農業関係法令を解説する専門書は多数あるものの、農

業についての法務を大局的に鳥瞰し、網羅的に理解するための道標としての

書籍が必ずしも多くなかったという点にあるのではないでしょうか。

本書は、農業ビジネスにかかわる皆様にとって、「まず最初に手に取って

いただきたい実務書」をめざしました。「第 1章　農業ビジネス法務の概要」

から「第13章　農業協同組合の法務」までの「目次」をご覧いただければ、

私たち執筆者が目標とした「農業関連法務の網羅性」についてご理解いただ

けると思います。

読者には農業関連法務を大局的に把握していただくと同時に、農業経営に

おいて実務的な観点から、ぜひ理解していただきたい法令を、できる限り網

羅的に、かつわかりやすくまとめました。各法律の内容については、必ずし

も法体系の複雑さにとらわれることなく、実務上重要と思われる項目に焦点

を当てて記述しました。

1人でも多くの皆様に本書を手に取っていただき、適法で、万全なリスク

マネジメントに基づく農業ビジネスの実現にお役立ていただくよう切に願っ

ております。

最後に、法令確認や細かな修正に至るまで、貴重な助言をくださった後藤
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洋輝弁護士に心から感謝いたします。後藤弁護士のご協力は本書の刊行に欠

かせないものでした。あわせて、企画・校正をはじめとして多岐にわたるご

指導とご教示をいただきました株式会社民事法研究会編集部の南伸太郎氏に

厚く御礼申し上げます。

令和 3年 3月

菅 原 清 暁
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第2章　 農地にかかわる法務

1　はじめに――農地にかかわる法的リスク

国民の食料の安定供給を確保するうえで、生産基盤である農地（特に優良

農地）を確保し、その農地の効率的な利用を促進することは重要なことです。

そこで、優良農地の確保、農地の効率的な利用、新たな農地ニーズへの対

応という考え方に基づき、農地に関する制度（農地制度）が整備され、多数

の関係法令に基づき、さまざまなルールや規制が設けられています。

本章では、この農地制度におけるルールや規制のうち、実務上特に重要と

考えられる次の内容について解説します。

▲

本章で解説する内容

▲ ▲ ▲

□　農地制度の法体系（→ 2）
□　農地法における農地・採草放牧地（→ 3）
□　農地等の権利移転・設定（貸し借り、売り買い）に関する規制等
（→ 4）

□　相続、法人の合併・分割、時効等により農地の権利を取得する場
合の留意事項（→ 5）

□　農地の地目変更に関する規制等（非農地証明、農地転用届出、農地



7

2　農地制度の法体系

転用許可非農地証明・農地転用許可制度）（→ 6）

□　農地の利用に関する紛争解決手段（→ 7）

2　農地制度の法体系

農地制度に関する主な法律としては、次の①～④の 4つがあげられます。

特に、農地法は、農地制度の根幹であり、農地転用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を配慮した権利取得を促進

しています。

①　農地法

②　農業経営基盤強化促進法（以下、「基盤法」といいます）

③　農業振興地域の整備に関する法律（以下、「農振法」といいます）

④　農地中間管理事業の推進に関する法律（以下、「農地中間管理事業法」

といいます）

また、これらの法律以外にも、新たな農地のニーズに対応するため、特定

農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律、市民農園整備促進法、都

市農地の貸借の円滑化に関する法律などの法律も設けられています。

農地制度にかかわる主な法律の概要は次のとおりです。

⑴　農地法
農地制度の根幹である農地法では、農地の効率的な利用の促進と、優良農

地の確保等を図るため、主に次の①～④のような内容を定めています。

①　農地等の権利移転・設定に関する制限（農地法 3条）

効率利用しない者や不耕作者による権利取得を排除することを目的と

して、農地等の権利移転・設定を許可制としています。許可を受けない

権利移転・設定は無効であり、違反した者に対する罰則も設けられてい

ます。

②　農地転用に関する規制（農地法 4条・ 5条）

周辺農地の営農条件への支障を防止するなど、優良農地を確保するこ

とを目的として、農地を農地以外に転用したり、農地転用のために権利

移転・設定をしたりすることを許可制としています。許可を受けずに、
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無断で転用した場合には、原状回復等の措置が命ぜられたり、罰則によ

る制裁を受けたりすることがあります。

③　賃借権の保護（農地法16条～18条）

耕作権の保護を図るため、農地に係る賃借権の対抗力、賃貸借の法定

更新、賃貸借の解約等に関する定めを設けています。

④　遊休農地に関する措置（農地法32条～42条）

遊休農地に関する措置は、遊休農地の解消、発生の防止を図る措置で

す。農業委員会は、毎年 1回、地域内の全農地の利用状況を調査し、

「遊休農地」と「耕作者不在となるおそれのある農地」を把握した場合

には、その所有者等を対象に利用意向調査等を行わなければなりませ

ん。最終的に農地中間管理機構等を活用して、遊休農地の有効利用につ

なげるまでの手続を農業委員会が中心となって行うことになります。

⑵　基盤法
農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的

かつ安定的な農業経営を育成し、そのような農業経営が農業生産の相当部分

を担う農業構造を確立することが重要です。

そこで、育成すべき農業経営の目標を明確にし、その目標に向けて農業経

営の改善を計画的に進めようとする農業に対する農用地の利用集積、および

これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営の基盤の強化を促進す

るための措置を総合的に講じるため、平成 5年に基盤法が制定されました。

具体的には、次の①②のような内容が定められています。

①　認定農業者制度、青年等就農計画制度（認定新規就農者制度）

認定農業者制度は、効率的で安定した魅力ある農業経営をめざす農業

者が自ら作成する農業経営改善計画（ 5年後の経営目標）を、市町村が

基本構想に照らして認定し、その計画達成に向けてさまざまな支援措置

を講じていこうとするものです。

認定農業者制度を活用することにより、経営所得安定対策、低利融

資、農業経営基盤強化準備金制度による税制の特例、農業機械や施設導

入のための各種補助金制度などの支援措置を受けることができます。

他方、青年等就農計画制度は、新たに農業経営を営もうとする青年等
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が青年等就農計画を作成し、市町村から認定を受ける制度です。この制

度を活用することで、青年等就農資金（無利子融資）、農業次世代人材投

資資金（経営開始型）などの支援措置を受けることができます。

②　農業経営基盤強化促進事業（利用権設定等促進事業、農用地利用改善事

業促進事業、農作業受委託促進事業等）、農地利用改善事業、農業委員会

による利用調整の推進、農地中間管理機構の特例事業など

⑶　農振法
農振法は、自然的経済的社会的諸条件を考慮して、創造的に農業の振興を

図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に必要な

施策を計画的に推進するための措置を講ずることで、農業の健全な発展を図

るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として、昭和44

年に制定されました。

農振法が定める農業振興地域制度のしくみは、次の①～④のとおりです。

①　農林水産大臣は、食糧・農業・農村政策審議会の意見を聴いて農用地

等の確保等に関する基本指針を策定する

②　都道府県知事は、農林水産大臣と協議し、基本指針に基づき農業振興

地域整備基本方針を定め、これに基づき、都道府県知事は、農業振興地

域を指定する

③　指定を受けた市町村は、知事と協議し農業振興地域整備計画を作成す

る

ⓐ　農業振興地域整備計画において定められる農用地利用計画におい

て、農用地等として利用すべき土地区域（農用地区域）およびその区

域内にある土地の農業上の用途区分が定められる

ⓑ　国の直轄、補助事業および融資事情による農業生産基盤整備事業な

どについては、原則として農用地区域が対象となる

ⓒ　農用地区域内の土地については、その保全と有効利用を図るため、

農地転用の制限、開発行為の制限などの措置がとられる

④　農用地等の確保等に関する基本方針および農業振興地域整備基本方針

に確保すべき農用地などの面積の目標を定め、農林水産大臣は、毎年、

都道府県の目標達成状況を公表する
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⑷　農地中間管理事業法
農地中間管理事業法は、担い手への農地集積・集約化を一層促進し、担い

手の生産性の向上を図ることを目的として平成25年に制定されました。

この法律が定める「農地中間管理事業」とは、全都道府県に設置された農

地中間管理機構（農地集積バンク）が農地の中間的な受け皿となり、耕作を

続けることが難しくなった農地を機構が借り受け、担い手がまとまりのある

形で農地をできるように配慮して、農地の貸付けを行う事業です（〔図表 1〕

参照）。

具体的には、農地中間管理機構は、次の①～④のような役割を担います。

①　地域内の分散し錯綜した農地利用を整理し担い手ごとに集約化する必

要がある場合や耕作放棄地等について、農地中間管理機構が借り受ける

②　必要な場合に、基盤整備等の条件整備を行い、担い手（法人経営、大

規模家族経営、集落営農、企業）がまとまりのある形で農地を利用できる

ように配慮して、貸し付ける

③　機構が農地を借り受けてから貸し付けるまでの間、農地として管理す

る

④　業務の一部を市町村などに委託し、農地中間管理機構を中心とする関

係者の総力で農地集積・耕作放棄地解消を推進する

なお、機構からの農地の借受け（賃借権の移転）には、農地法の許可、法

定更新の規定が適用されない等の特例が設けられています。

3　農地法における農地・採草放牧地

ある土地が農地法上の「農地」「採草放牧地」に該当すれば、その土地は

農地法上のさまざまな規制を受けることになります。そこで、農地法上の法

貸付け 貸付け
農地を貸したい人
（出し手）

農地を借りたい人
（担い手）

各都道府県に設置された
農地中間管理機構
（農地バンク）

〔図表1〕　農地中間管理事業
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〔所　属〕　松田綜合法律事務所パートナー弁護士

	 	 農業関連法務チームリーダー

〔略　歴〕　2013年～2014年　		プライスウォーターハウスクーパース株式会社（現

PwCコンサルティング合同会社）法務部出向

	 	 2017年～2018年　		全国農業協同組合連合会法務・リスク管理統括部出

向

	 	 2018年～現在　　全国農業協同組合連合会顧問弁護士

〔業務等〕　農業・食品関連企業に限らず、東証一部上場会社を含む多くの企業に

法務アドバイスをするとともに企業の監査役として社内の視点から企

業法務に取り組む。全国共済農業協同組合連合会、各農協の職員・組

合員向けセミナー等の講師を多数担当

〔著書等〕　『JA 職員のための農業法人支援ハンドブック』（共著・経済法令研究

会・2020年）、全国農業新聞連載記事「農家生活の法律相談」（2020年
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