○

改

正

案

農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）（第三条関係）

（略 ）

（定義）
第二 条

（略 ）

（定義）
第二条

現

行

（傍線部分は改正部分）

（略 ）

２

（略 ）

開会社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第五号に規定

２

（公開会社（会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第五号に

する公開 会社をいう。）でないものに限る。以下同じ。）又は持分

この法律で「農業生産法人」とは、農事組合法人、株式会社（公

規定する公開会社をいう。）でないものに限る。以下同じ。）又は

会社（同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下

この法律で「農地所有適格法人」とは、農事組合法人、株式会社 ３

持分会社（同法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。

同じ。）で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう。

３

以下同じ。）で、次に掲げる要件の全てを満たしているものをいう
。

あつ て農畜産物 を原料又は 材料として 使用する 製造又は加工 その

他農林 水産省 令で定める もの、農業 と併せ行う 林業及び農 事組合

あつて 農畜産 物を原料又 は材料とし て使用す る製造又は加 工その

その法人の主たる事業が農業（その行う農業に関連する事業で

他農 林水産省令 で定めるも の、農業と 併せ行う林 業及び農事 組合

法人に あつて は農業と併 せ行う農業 協同組合法 （昭和二十 二年法

一

法人に あつては 農業と併せ 行う農業協 同組合法（ 昭和二十二 年法

律第百 三十二 号）第七十 二条の八第 一項第一号 の事業を含 む。以

その法人の主たる事業が農業（その行う農業に関連する事業で

律第百 三十二号 ）第七十二 条の十第一 項第一号の 事業を含む 。以

下この項において同じ。）であること。

一

下この項において同じ。）であること。

その法人の組合員、株主（自己の株式を保有している当該法人

を除く 。）又 は社員（以 下「構成員 」という。 ）は、全て 、次に

二

の 有す る議決権 の合計が総 株主の議決権 の過半を 、持分会社 にあ

掲げる 者のい ずれかであ ること（株式 会社にあ つては、チ に掲げ

その法人が、株式会社にあつては次に掲げる者に該当する株主

つ ては 次に掲げ る者に該当 する社員の数 が社員の 総数の過半 を占

る者の 有する 議決権の合 計が総株主の 議決権の四 分の一以 下であ

二

めているものであること。
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るも の（チ に掲げる者 の中に、そ の法人と連 携して事業を 実施す

ること によ りその法人 の農業経営 の改善に特 に寄与する者 として

政令で 定め る者がある ときは、チ に掲げる者 の有する議決 権の合

計が総 株主の 議決権の 二分の一未 満であり、 かつ、チに掲 げる者

のうち 当該政 令で定め る者以外の 者の有する 議決権の合計 が総株

主の議 決権の 四分の一以 下である もの）、持 分会社にあつ ては、

チに掲 げる者 の数が社員 の総数の四 分の一以 下であるもの （チに

掲げる 者の中 に、当該政 令で定める 者がある ときは、チに 掲げる

者の数 が社員 の総数の二 分の一未満 であり、か つ、チに掲 げる者

のうち 当該政 令で定める 者以外の者 の数が社員 の総数の四 分の一
以下であるもの）に限る。）。

使用 収益 権（ 地上権 、永 小作 権、使 用貸 借に よる権 利又 は賃 借

権を いう 。以 下同じ 。） を移 転した 個人 （そ の法人 の構 成員と

使用 収益 権（ 地上権 、永 小作 権、使 用貸 借に よる権 利又 は賃借

そ の法人 に農地若 しくは採草 放牧地につ いて所有権若 しくは

権を いう 。以 下同じ 。） を移 転した 個人 （そ の法人 の株 主又 は

なる 前に これら の権 利を その 法人に 移転 した 者のう ち、 その移

イ

社員 とな る前 にこれ らの 権利 をその 法人 に移 転した 者の うち 、

転後 農林 水産省 令で 定め る一 定期間 内に 構成 員とな り、 引き続

その法人に 農地若し くは採草放 牧地につい て所有権若し くは

その 移転 後農 林水産 省令 で定め る一 定期 間内 に株主 又は 社員 と

き構 成員 となつ てい る個 人以 外のも のを 除く。 ）又 はそ の一般

イ

なり 、引 き続 き株主 又は 社員と なつ てい る個 人以外 のも のを 除

承継人（農林水産省令で定めるものに限る。）

（略）
（新設）

ロ・ハ

く。 ）又 はそ の一般 承継 人（農 林水 産省 令で 定める もの に限る
。）
（略）

その法人に 農地又は採 草放牧地につ いて使用 貸借による 権利

ロ・ ハ
ニ

又 は 賃借 権に 基づく 使用及 び収 益を させ てい る農地 利用 集積円
滑 化 団体 （農業 経営 基盤強 化促 進法 （昭 和五 十五年 法律第 六十
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五号 ） 第十一 条の 十四に 規定 する 農地 利用集 積円 滑化団 体を い
う。 以 下同じ 。） 又は農 地中 間管 理機 構（農 地中 間管理 事業 の
推進 に 関する 法律（ 平成 二十 五年 法律 第百一 号） 第二条 第四 項
に規 定 する農 地中間 管理 機構 をい う。 以下同 じ。 ）に当 該農 地
又は 採草 放牧 地につ いて 使用 貸借 によ る権利 又は賃 借権 を設 定
して いる 個人
（略 ）

その法人 に農業経営 基盤強化促 進法第七条 第三号に掲げ る事

ホ・ ヘ
ト
業に係る現物出資を行つた農地中間管理機構

（略）

その法 人に農業経 営基盤強化 促進法（昭 和五十五年法 律第六

ニ・ホ
ヘ

十五 号） 第七 条第 三号に 掲げ る事業 に係 る現 物出 資を行 つた 農

地中 間管 理機構 （農 地中 間管 理事業 の推 進に関 する 法律 （平成

二十 五年 法律第 百一 号） 第二 条第四 項に 規定す る農 地中 間管理

ト

そ の法人 からその法 人の事業 に係る物資 の供給若しく は役務

（略）

機構をいう。以下同じ。）
チ

チ

（略 ）

（削 る。 ）

の提 供を受 ける 者又 はそ の法 人の事 業の円 滑化 に寄 与す る者で
あつて、政令で定めるもの

その法人の常時従事者たる構成員が理事等（農事組合法人にあ

つては 理事、 株式会社に あつては取 締役、持分 会社にあつ ては業

三

合員、 株式会社 にあつては 株主、持分 会社にあつ ては社員を いう

務を執 行する 社員をいう 。以下この 号において 同じ。）の 数の過

その法人の常時従事者たる構成員（農事組合法人にあつては組

。以下 同じ。） が理事等（ 農事組合法 人にあつて は理事、株 式会

半を占 め、か つ、その過 半を占める 理事等の過 半数の者が 、その

三

社にあ つては取 締役、持分 会社にあつ ては業務を 執行する社 員を

（新設）

従事すると認められるものであること。

法人の 行う農 業に必要な 農作業に農 林水産省令 で定める日 数以上

その法人の理事等又は農林水産省令で定める使用人（いずれも

いう。次号において同じ。）の数の過半を占めていること。

四
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常時 従事者 に限る。） のうち、一 人以上の者が その法人の 行う農
業に 必要な 農作業に一 年間に農林 水産省令で定 める日数以上 従事
する と認 めら れる もの であ るこ と。

法人の構成員につき常時従事者であるかどうかを判定すべき基準

は、農林水産省令で定める。

前項第二号ホに規定する常時従事者であるかどうかを判定すべき ４

基準は、農林水産省令で定める。

（農地又は採草放牧地の権利移動の制限）

４

（農地又は採草放牧地の権利移動の制限）

永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、

永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使

用及び収 益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、 第三条

用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には

、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けな

第 三条

、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けな

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び

（ 略）

ければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び

一～十二

第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。

（略 ）

第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
一～十二

農地利用集積円滑化団体（農業経営基盤強化促進法第十一条

の十四 に規定 する農地利 用集積円滑 化団体をい う。以下同 じ。）

十三

省令 で定めると ころにより あらかじめ 農業委員会 に届け出て 、農

又は農 地中間 管理機構が 、農林水産 省令で定め るところに よりあ

農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構が、農林水産

地売買 等事業（ 農業経営基 盤強化促進 法第四条第 三項第一号 ロに

らかじ め農業 委員会に届 け出て、農 地売買等事 業（同法第 四条第

十三

掲げる 事業をい う。以下同 じ。）又は 同法第七条 第一号に掲 げる

三項第 一号ロ に掲げる事 業をいう。 以下同じ。 ）又は同法 第七条

十四～十六

（略）

第一号に掲げる事業の実施によりこれらの権利を取得する場合

事業の実施によりこれらの権利を取得する場合

（略）

前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、するこ

とができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又

前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、するこ ２

十 四 ～十六
２

とができない。ただし、民法第二百六十九条の二第一項の地上権又

-4 -

は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号、第四号及び第五

いて農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利又

ととなるとき、同法第十一条の五十第一項第一号に掲げる場合にお

同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されるこ

同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から

るとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協

はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転され

又は賃借権を取得するとき、並びに第一号、第二号、第四号及び第

おいて農業協同組合又は農業協同組合連合会が使用貸借による権利

ととなるとき、同法第十一条の三十一第一項第一号に掲げる場合に

同項の委託を受けることにより第一号に掲げる権利が取得されるこ

同組合又は農業協同組合連合会が農地又は採草放牧地の所有者から

るとき、農業協同組合法第十条第二項に規定する事業を行う農業協

はこれと内容を同じくするその他の権利が設定され、又は移転され

（略）

五号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、

一

農業生産法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しようとす

号に掲げる場合において政令で定める相当の事由があるときは、こ

（略）

二

この限りでない。

一

農地所有適格法人以外の法人が前号に掲げる権利を取得しよう

の限りでない。

二

三

第一号に掲げる権利を取得しようとする者（農業生産法人を除

（略）

る場合

（略）

四

とす る場 合
三

第一号に掲げる権利を取得しようとする者（農地所有適格法人

く。） 又はそ の世帯員等 がその取得 後におい て行う耕作又 は養畜

四

を除 く。）又は その世帯員 等がその取 得後にお いて行う耕作 又は

（略）

の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
五

養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合
（略）

は養畜 の事業 を行う者が その土地を 貸し付け、 又は質入れ しよう

五

は養畜 の事業を 行う者がそ の土地を貸 し付け、又 は質入れし よう

とする 場合（ 当該事業を 行う者又は その世帯員 等の死亡又 は第二

農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又

とする 場合（当 該事業を行 う者又はそ の世帯員等 の死亡又は 第二

条第二 項に掲 げる事由に よりその土 地について 耕作、採草 又は家

六

条 第二 項各号に 掲げる事由 によりその土 地につい て耕作、採 草又

畜の放 牧をす ることがで きないため一 時貸し付 けようとす る場合

農地又は採草放牧地につき所有権以外の権原に基づいて耕作又

は 家畜 の放牧を することが できないため 一時貸し 付けようと する

、当該 事業を 行う者がそ の土地をその 世帯員等に 貸し付け ようと

六

場 合、 当該事業 を行う者が その土地をそ の世帯員等 に貸し付 けよ
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培す ることを いう。以 下同じ。） の目的に供す るため貸し付 けよ

（田 におい て稲を通常 栽培する期 間以外の期間 稲以外の作物 を栽

事業 の実施 により貸し 付けようと する場合、そ の土地を水田 裏作

うと する場 合、農地利 用集積円滑 化団体がその 土地を農地 売買等

する 場合及 び農業生 産法人の常 時従事者たる 構成員がその 土地を

るこ とを いう。以下 同じ。）の 目的に供する ため貸し付け ようと

にお いて 稲を通常栽 培する期間 以外の期間稲 以外の作物を 栽培す

の実 施に より貸し付 けようとす る場合、その 土地を水田 裏作（田

する 場合 、農地利用 集積円滑化 団体がその土 地を農地売 買等事業

農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利

（略）

うと する場合 及び農地 所有適格法 人の常時従事 者たる構成員 がそ

七

その法人に貸し付けようとする場合を除く。）

（略）

の土地をその法人に貸し付けようとする場合を除く。）
七

農業委員会は、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利 ３

又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満

３

又は賃借権が設定される場合において、次に掲げる要件の全てを満

たすとき は、前項（第二号及び第四号に係る部分に限る。）の規定

これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつて

（略）

たすときは、前項（第二号及び第四号に係る部分に限る。）の規定

三

一・二

にかかわらず、第一項の許可をすることができる。

（略）

にかかわらず、第一項の許可をすることができる。
一・二

これらの権利を取得しようとする者が法人である場合にあつて

は、そ の法人 の業務を執 行する役 員のうち一 人以上の者が その法

三

は、 その法人の 業務を執行 する役員又 は農林水 産省令で定め る使

人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。

（略 ）

（農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等）

４～ ７

用人 （次条第一 項第三号に おいて「業 務執行役 員等」という 。）
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 に常

（略）

時従事すると認められること。
４～７

（農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し等）

農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には

、農地又は採草放牧地について使用貸借による権利又は賃借権の設

農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には 第三条の二

、 農 地 又 は 採 草 放 牧 地 に つ い て 使 用 貸 借 に よ る権 利 又 は 賃 借 権 の 設

定を受けた者（前条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可

第三条の二

定を受けた者（前条第三項の規定の適用を受けて同条第一項の許可
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を受けた者に限る。次項第一号において同じ。）に対し、相当の期

その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行す

（略）

を受けた者に限る。次項第一号において同じ。）に対し、相当の期

三

一 ・二

限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

（略）

限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一・二
その者が法人である場合にあつては、その法人の業務執行役員

る役 員のい ずれもが その法人の 行う耕作又は 養畜の事業に 常時従

三
等の 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

（略 ）

（農地の転用の制限）

２・ ３

事していないと認める場合

（略 ）

てい ない と認 める 場合
２・ ３

（農地の転用の制限）

採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策

的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が

り、都道府県知事（農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合

農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところによ

の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村（以下「指定

指定する市町村（以下「指定市町村」という。）の区域内にあつて

農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事（農地又は 第四条

市町村」という。）の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「

は、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。）の許可を

第 四条

都道府県知事等」という。）の許可を受けなければならない。ただ

受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場

一～八

（略）

合は、この限りでない。

し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

（ 略）

前項の許可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところ （新設）

一～八
２

により、農林水産省令で定める事項を記載した申請書を、農業委員

農業委員会は、前項の規定により申請書の提出があつたときは、 （新設）

会を経由して、都道府県知事等に提出しなければならない。
３

農 林 水 産 省 令 で 定 め る 期 間 内 に 、 当 該 申 請 書 に意 見 を 付 し て 、 都 道
府県知事等に送付しなければならない。
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４

農業委員会は、前項の規定により意見を述べようとするとき（同 （新設）

項の申請書が同一の事業の目的に供するため三十アールを超える農
地を農地以外のものにする行為に係るものであるときに限る。）は
、あらかじめ、農業委員会等に関する法律（昭和二十六年法律第八
十八号）第四十三条第一項に規定する都道府県機構（以下「都道府
県機構」という。）の意見を聴かなければならない。ただし、同法
第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない

前項に規定するもののほか、農業委員会は、第三項の規定により （新設）

場合は、この限りでない。
５

意見を述べるため必要があると認めるときは、都道府県機構の意見
を聴くことができる。

を農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農

む。次条第二項において同じ。）に係る事業の用に供するため農地

による告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含

、土地収用法第二十六条第一項の規定による告示（他の法律の規定

ことができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において

振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用計

農地以外のものにしようとするとき、第一号イに掲げる農地を農業

。次条第二項において同じ。）に係る事業の用に供するため農地を

よる告示又は公告で同項の規定による告示とみなされるものを含む

土地収用法第二十六条第一項の規定による告示（他の法律の規定に

とができない。ただし、第一号及び第二号に掲げる場合において、

前項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、するこ

業振興地域の整備に関する法律第八条第四項に規定する農用地利用

画（以下単に「農用地利用計画」という。）において指定された用

第一項の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合には、する ２

計画（以下単に「農用地利用計画」という。）において指定された

途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で定

６

用途に供するため農地以外のものにしようとするときその他政令で

申請者に申請に係る農地を農地以外のものにする行為を行うた

（略）

める相当の事由があるときは、この限りでない。

三

一・二

定める相当の事由があるときは、この限りでない。
（略）
申 請 者 に 申 請 に 係 る 農 地 を 農 地 以 外 の もの に す る 行 為 を 行 う た

一・二
三
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申請 に係る農 地の全て を住宅の用 、事業の用に 供する施設の 用そ

同意 を得て いないこと その他農林 水産省令で定 める事由によ り、

農地 を農地 以外のもの にする行為 の妨げとなる 権利を有する 者の

めに 必要な 資力及び信 用があると 認められない こと、申請 に係る

その 他の当 該申請に 係る用途に 供することが 確実と認めら れない

申請 に係 る農地のす べてを住宅 の用、事業の 用に供する施 設の用

同意 を得 ていないこ とその他農 林水産省令で 定める事由に より、

農地 を農 地以外のも のにする行 為の妨げとな る権利を有 する者の

めに 必要 な資力及び 信用がある と認められな いこと、申 請に係る

都道府県知事等が、第一項の規定により許可をしようとするとき

（略）

の他 の当該申 請に係る 用途に供す ることが確実 と認められな い場

。
４・ ５

（略 ）

は、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない

３

四・五

場合
（略）

合
四・五
（削 る。 ）

（略）

都道府県知事等は、前項の協議を成立させようとするときは、あ （新設）

第三項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させようと

地以外のもの（農地を除く。次項及び第四項において同じ。）にす

る ため、 これら の土 地に つい て第 三条第 一項 本文に掲げ る権利を設

地 以外の もの（ 農地 を除 く。 次項 及び第 四項 において同 じ。）にす

-9 -

７・８
９

らかじめ、農業委員会の意見を聴かなければならない。
第四項及び第五項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見 ６

（略 ）

する場合について準用する。
７

（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限）

るため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設

定し 、又 は移転 する 場合 には 、政 令で定 めると ころによ り、当事者

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧

定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受

が都 道府 県知事 等の 許可 を受 けな ければ ならな い。ただ し、次の各

農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧 第五条

け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 の いず れ か に 該 当 す る 場 合

第五 条

（農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限）

（略 ）

を述べようとする場合について準用する。

10
11

は、この限りでない。
（略）

（略）

号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 ～七
（略 ）

一～七
（略 ）

第三条第五項及び第七項並びに前条第三項の規定は、第一項の場

２

２
第三条第五項及び第七項並びに前条第二項から第五項までの規定 ３

合に準用する。

３
は、第一項の場合に準用する。この場合において、同条第四項中「
申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外のものにするた
め又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を除く。）にする
ためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得す
る行為であつて、」と、「農地を農地以外のものにする行為」とあ
るのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地についてこれらの権

（略 ）

利を取得するもの」と読み替えるものとする。
（略）

前条第三項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を成立させよ

４

４

前条第九項及び第十項の規定は、都道府県知事等が前項の協議を ５

うとする場合について準用する。

５

成立させようとする場合について準用する。この場合において、同
条第十項中「準用する」とあるのは、「準用する。この場合におい
て、第四項中「申請書が」とあるのは「申請書が、農地を農地以外
のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの（農地を
除く。）にするためこれらの土地について第三条第一項本文に掲げ
る権利を取得する行為であつて、」と、「農地を農地以外のものに
する行為」とあるのは「農地又はその農地と併せて採草放牧地につ
いてこれらの権利を取得するもの」と読み替えるものとする」と読
み替えるものとする。
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（農地所有適格法人の報告等）

（農業生産法人の報告等）

事業に供しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎

又は賃借権に係るものを除く。）をその法人の耕作若しくは養畜の

条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用貸借による権利

する農地若しくは採草放牧地（同条第三項の規定の適用を受けて同

下この項において同じ。）を所有し、又はその法人以外の者が所有

放牧地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以

法人が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草

業生産法 人が合併によつて解散し、又は分割をした場合において、

ればならない。農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合（農

の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報告しなけ

しているものは、農林水産省令で定めるところにより、毎年、事業

農地若しくは採草放牧地をその法人の耕作若しくは養畜の事業に供

の項において同じ。）を所有し、又はその法人以外の者が所有する

地以外の土地であつたものその他政令で定めるものを除く。以下こ

が第三条第一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧

農業生産法人であつて、農地若しくは採草放牧地（その法人

年、事業の状況その他農林水産省令で定める事項を農業委員会に報

当該合併によつて設立し、若しくは当該合併後存続する法人又は当

農地所有適格法人であつて、農地若しくは採草放牧地（その 第六条

告しなければならない。農地所有適格法人が農地所有適格法人でな

該分割によつて農地若しくは採草放牧地について同条第一項本文に

第六条

くなつた場合（農地所有適格法人が合併によつて解散し、又は分割

掲げる権利を承継した法人が農業生産法人でない場合を含む。次条

第一項において同じ。）におけるその法人及びその一般承継人につ

をした場合において、当該合併によつて設立し、若しくは当該合併
後存続する法人又は当該分割によつて当該農地若しくは採草放牧地

いても、同様とする。

農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農業生産法

について同項本文に掲げる権利を承継した法人が農地所有適格法人
でない場合を含む。次条第一項において同じ。）におけるその法人
及びその一般承継人についても、同様とする。

農業委員会は、前項前段の規定による報告に基づき、農地所有適 ２

人が第二条第三項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれがある

２

格法人が第二条第三項各号に掲げる要件を満たさなくなるおそれが

と認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきことを勧

（略）

あると認めるときは、その法人に対し、必要な措置を講ずべきこと

３

告することができる。

（略）

を勧告することができる。
３
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（農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合における
買収 ）

（農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合における買収）

所有する農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継

草放牧地があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が

いて、その法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採

若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを

農地若しくは採草放牧地でその法人若しくはその一般承継人の耕作

があるとき、又はその法人及びその一般承継人以外の者が所有する

の法人若しくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地

農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合において、そ

人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国

買収する。ただし、これらの土地でその法人が第三条第一項本文に

農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつた場合にお 第七条

がこれを買収する。ただし、これらの土地で、その法人が第三条第

掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土地であつた

第七条

一項本文に掲げる権利を取得した時に農地及び採草放牧地以外の土

ものその他政令で定めるものについては、この限りでない。

（略 ）

（立入調査）

２～ ９

地であつたものその他政令で定めるもの並びに同条第三項の規定の
適用を受けて同条第一項の許可を受けてその法人に設定された使用

（略）

貸借による権利又は賃借権に係るものについては、この限りでない
。
２～９

（立入調査）

法律第八十八号）第二十九条第一項の規定による立入調査のほか、

農業委員会は、農業委員会等に関する法律（昭和二十六年

項の規定による立入調査のほか、第七条第一項の規定による買収を

第七条第一項の規定による買収をするため必要があるときは、委員

農業委員会は、農業委員会等に関する法律第三十五条第一 第十四条

するため必要があるときは、委員、推進委員（同法第十七条第一項

又は職員に法人の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査

第十 四 条

に規定する推進委員をいう。次項において同じ。）又は職員に法人

をさせることができる。

前項の規定により立入調査をする委員又は職員は、その身分を示

の事務所その他の事業場に立ち入らせて必要な調査をさせることが

前項の規定により立入調査をする委員、推進委員又は職員は、そ ２

で き る。
２
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の身分を示す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければなら

（略 ）

ない 。
３

（農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限）
（ 略）

（略）

前項の許可は、次に掲げる場合でなければ、してはならない。

第十 八条
２
一～四

（略 ）

す証明書を携帯し、関係者にこれを提示しなければならない。

３

（農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限）
（ 略）

（略）

前項の許可は、次に掲げる場合でなければしてはならない。

第十八条
２

一～四

賃借人である農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合並

びに賃 借人 である農業 生産法人の 構成員とな つている賃貸 人がそ

五

た場 合並びに 賃借人であ る農地所有 適格法人の 構成員となつ てい

の法人 の構 成員でなく なり、その 賃貸人又は その世帯員等 がその

賃借人である農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなつ

る賃 貸人がその 法人の構 成員でなく なり、その 賃貸人又はそ の世

許可を 受けた 後におい て耕作又は 養畜の事業 に供すべき農 地及び

五

帯員 等がその許 可を受け た後におい て耕作又は 養畜の事業に 供す

採草放 牧地の 全てを効率 的に利用 して耕作又 は養畜の事業 を行う

ことが できる と認められ 、かつ、 その事業に 必要な農作業 に常時

べき 農地及び採 草放牧地の 全てを効 率的に利用 して耕作又は 養畜
の事 業を行うこ とができる と認められ 、かつ、 その事業に必 要な

（略）

従事すると認められる場合
六

都道府県知事が、第一項の規定により許可をしようとするときは

（略）

（農業委員会に対する申出）

４～８

、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聞かなければならない。

都道府県知事は、第一項の規定により許可をしようとするときは ３

（略）

農作業に常時従事すると認められる場合
六
３

、あらかじめ、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただ
し、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道

（略）

府県知事の指定がされていない場合は、この限りでない。
４～８

（農業委員会に対する申出）
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次に掲げる者は、次条第一項各号のいずれかに該当する 第三十一条

次に掲げる者は、次条第一項各号のいずれかに該当する

農地があると認めるときは、その旨を農業委員会に申し出て適切な

第三十一条
農地があると認めるときは、その旨を農業委員会に申し出て適切な

措置を講ずべきことを求めることができる。

（略 ）

（略 ）

（略）

（略 ）

２・ ３

第三十九条

（裁定）

２

（新設）

一 ・二

措置を講ずべきことを求めることができる。
（略）

（略 ）

（略 ）

農地 中間 管理 機構

一・二
三
２

（裁定）
第三十九条
（略 ）

都道府県知事は、第一項の裁定をしようとするときは、あらかじ

（報告）

め、都道府県農業会議の意見を聴かなければならない。

都道府県知事は、第一項の裁定をしようとするときは、あらかじ ４

２・３
４

め、都道府県機構の意見を聴かなければならない。ただし、農業委
員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の
指定がされていない場合は、この限りでない。

（報告）

法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、都道

農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この

法律を施行するため必要があるときは、土地の状況等に関し、農業

府県農業会議又は農業委員会から必要な報告を求めることができる

農林水産大臣、都道府県知事又は指定市町村の長は、この 第五十条

委員会又は農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する

。

第五 十 条

機構から必要な報告を求めることができる。

農業委員会は、必要があると認めるときは、都道府 （新設）

（違反転用に対する措置の要請）
第五十二条の四
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県知事等に対し、第五十一条第一項の規定による命令その他必要な
措置を講ずべきことを要請することができる。

（指示及び代行）

（指示及び代行）

要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務（

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必

要があると認めるときは、この法律に規定する農業委員会の事務（

第六十三条第一項第二号から第四号まで、第八号及び第九号並びに

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必 第五十八条

第六十三条第一項第二号から第五号まで、第七号から第十一号まで

第二項各号に掲げるものを除く。）の処理に関し、農業委員会に対

第 五十 八条

、第十三号、第十四号、第十八号及び第十九号並びに第二項各号に

し、必要な指示をすることができる。

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要がある

掲げるものを除く。）の処理に関し、農業委員会に対し、必要な指
示をすることができる。

農林水産大臣は、この法律の目的を達成するため特に必要がある ２

と認めるときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村

２

と認めるときは、この法律に規定する都道府県知事又は指定市町村

までに掲げるものを除く。次項において同じ。）の処理に関し、都

の長の事務（第六十三条第一項第二号、第三号、第六号から第八号

及び第十六号から第十八号までに掲げるものを除く。次項において

道府県知事又は指定市町村の長に対し、必要な指示をすることがで

の長の事務（第六十三条第一項第二号、第六号、第八号、第十二号

同じ。）の処理に関し、都道府県知事又は指定市町村の長に対し、

（略 ）

（是正の要求の方式）

３・ ４

きる。

（略）

必要な指示をすることができる。
３・４

（是正の要求の方式）

が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らか

農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理

が農地又は採草放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らか

であるとして地方自治法第二百四十五条の五第一項の規定による求

農林水産大臣は、次に掲げる都道府県知事の事務の処理 第五十九条

で あ る と し て 地 方 自 治 法 第 二 百 四 十 五 条 の 五 第一 項 の 規 定 に よ る 求

めを行うときは、当該都道府県知事が講ずべき措置の内容を示して

第五 十 九 条

め を 行 う と き は 、 当 該 都 道 府 県 知 事 が 講 ず べき 措 置 の 内 容 を 示 し て
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行うものとする。
第四条第一項及び第八項の規定により都道府県知事が処理する

第四条第一項及び第五項の規定により都道府県知事が処理する

行うものとする。
一

こと とさ れている事 務（同一の 事業の目的に 供するため四 ヘクタ

一
こと とされ ている事務 （同一の事 業の目的に供 するため四ヘ クタ

ール を超 える農地を 農地以外の ものにする行 為に係るもの を除く

（略）

ール を超える 農地を農 地以外のも のにする行為 に係るものを 除く

二

。）

（略）

。）
二

農林水産大臣は、次に掲げる市町村の事務の処理が農地又は採草

放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地

農林水産大臣は、次に掲げる市町村の事務の処理が農地又は採草 ２

放牧地の確保に支障を生じさせていることが明らかであるとして地

方自治法第二百四十五条の五第二項の指示を行うときは、当該市町

２

方自治法第二百四十五条の五第二項の指示を行うときは、当該市町

第四条第一項及び第五項の規定により指定市町村の長が処理す

村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
一

村が講ずべき措置の内容を示して行うものとする。
第四条第一項及び第八項の規定により指定市町村の長が処理す

ること とされ ている事 務（同一の 事業の目的 に供するため 四ヘク

一

るこ ととされて いる事務 （同一の事 業の目的に 供するため四 ヘク

タール を超え る農地を農 地以外の ものにする 行為に係るも のを除
く。）

ター ルを超える 農地を農地 以外のも のにする行 為に係るもの を除
く。 ）

二・三

（略）

二・三

（特別区等の特例）

（ 略）

（特別区等の特例）

は特別区又は特別区の区長に、指定都市（農業委員会等に関する法

にあつては、第三条第四項を除く。）は、特別区のある地にあつて

律第三十五条第二項の規定により区（総合区を含む。以下この条に

は特別区又は特別区の区長に、指定都市（農業委員会等に関する法

にあつては、第三条第四項を除く。）は、特別区のある地にあつて

この法律中市町村又は市町村長に関する規定（指定都市

律第四十一条第二項の規定により区（総合区を含む。以下この条に

おいて同じ。）ごとに農業委員会を置かないこととされたものを除

この法律中市町村又は市町村長に関する規定（指定都市 第六十一条

お い て 同 じ 。 ） ご と に 農 業 委 員 会 を 置 か な い こと と さ れ た も の を 除

く。）にあつては区又は区長に適用する。

第六 十 一 条

く。）にあつては区又は区長に適用する。
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（事務の区分）

この法律の規定により都道府県又は市町村が処理するこ

（事務の区分）

この法律の規定により都道府県又は市町村が処理するこ 第六十三条

ととされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以

第六十三条
ととされている事務のうち、次の各号及び次項各号に掲げるもの以

外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定

（略）

外のものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定

一

受託事務とする。

（略）

第四条第一項、第三項（同条第六項において準用する場合を含

受託事務とする。
一

二

む。） 及び 第五項の規 定により都 道府県等が 処理すること とされ

第四条第一項、第二項及び第八項の規定により都道府県等が処

理す ることと されている 事務（同一 の事業の目 的に供するた め四

ている 事務 （同一の事 業の目的に 供するため 四ヘクタール を超え

二

ヘク タールを 超える農地 を農地以外 のものにす る行為に係る もの

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

る農地を農地以外のものにする行為に係るものを除く。）

第四条第三項の規定により市町村が処理することとされている

を除 く。 ）
三

第四条第三項の規定により市町村（指定市町村に限る。）が処

事務（意見を付する事務に限る。）
四

理す ることとさ れている事 務（申請書 を送付す る事務（同一 の事
業の 目的に供す るため四ヘ クタールを 超える農地 を農地以外 のも

第四条第四項及び第五項（これらの規定を同条第十項において

のにする行為に係るものを除く。）に限る。）
五

準用す る場合を 含む。）の 規定により 市町村が処 理すること とさ

第四条第九項の規定により都道府県等が処理することとされて

れて いる 事務
六

い る事 務（意見 を聴く事務 （同一の事業 の目的に 供するため 四ヘ
ク ター ルを超え る農地を農 地以外のもの にする行為 に係るも のを
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第四条第九項の規定により市町村が処理することとされている

除く 。） に限 る。 ）
七
事務 （意 見を 述べ る事 務に 限る 。）

（新設）

第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項及び第五項に

おい て準用 する第四 条第三項の 規定により都 道府県等が処 理する

三

する 第四条第 二項の規 定により都 道府県等が処 理することと され

こと とされ ている事務 （同一の 事業の目的に 供するため四 ヘクタ

第五条第一項及び第四項の規定並びに同条第三項において準用

てい る事務（ 同一の事業 の目的に 供するため四 ヘクタールを 超え

ール を超え る農地又は その農地 と併せて採草 放牧地につい て第三

八

る農 地又はそ の農地と併 せて採草放 牧地につい て第三条第一 項本

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）

条第一項本文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。）

第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町

文に掲げる権利を取得する行為に係るものを除く。）
九

第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町

村が 処理する こととされ ている事務 （意見を付 する事務に限 る。
）
十

村（ 指定市町村 に限る。） が処理す ることとさ れている事務 （申
請書 を送付する 事務（同一 の事業の目 的に供す るため四ヘク ター
ルを 超える農地 又はその農 地と併せて 採草放牧 地について第 三条
第一 項本文に掲 げる権利を 取得する行 為に係るも のを除く。 ）に

第五条第三項において読み替えて準用する第四条第四項及び

限る 。）
十一

第五項 の規定並 びに第五条 第五項にお いて読み替 えて準用す る第
四条第 十項にお いて読み替 えて準用す る同条第四 項及び第五 項の

第 五 条 第 五 項 に お い て 準 用 す る 第 四 条 第九 項 の 規 定 に よ り 都

規定により市町村が処理することとされている事務
十二

道 府県 等が処理 することと されている事 務（意見を 聴く事務 （同
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一の 事業の 目的に供す るため四ヘ クタールを超 える農地又 はその
農地 と併せ て採草放牧 地について 第三条第一項 本文に掲げる 権利

第五条第五項において準用する第四条第九項の規定により市

を取得する行為に係るものを除く。）に限る。）
十三

（略）

町村 が処理す ることと されている 事務（意見を 述べる事務に 限る
。）
十四・十五

第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定

（新設）

（略）

第四十九条第一項、第三項及び第五項並びに第五十条の規定に

四・五
六

より都 道府 県等が処理 することと されている 事務（第二号 、第三

十六

によ り都道府 県等が処理 することと されている 事務（第二号 、第

第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされてい

（略）

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務の

八・九

る事務（第二号及び第三号に掲げる事務に係るものに限る。）

七

号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。）

第五十一条の規定により都道府県等が処理することとされて

八号及び次号に掲げる事務に係るものに限る。）
十七

（略）

いる事務（第二号及び第八号に掲げる事務に係るものに限る。）
十八・十九

この法律の規定により市町村が処理することとされている事務の ２

うち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定す

２

うち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第二号に規定す

一

る第二号法定受託事務とする。

（略）

（新設）

る第二号法定受託事務とする。
一

第四条第三項の規定により市町村（指定市町村を除く。）が処

二

（略）

二

理する こととさ れている事 務（申請書 を送付する 事務（同一 の事
業の目 的に供す るため四ヘ クタールを 超える農地 を農地以外 のも

（略 ）

（新設）

のにする行為に係るものを除く。）に限る。）
三

第五条第三項において準用する第四条第三項の規定により市町

（略）

四
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村（ 指定市 町村を除く 。）が処理 することとさ れている事 務（申
請書 を送付 する事務（ 同一の事業 の目的に供す るため四ヘク ター
ルを 超える 農地又はそ の農地と併 せて採草放牧 地について第 三条
第一 項本文に 掲げる権 利を取得す る行為に係る ものを除く。 ）に
限る 。）

附 則
（農林水産大臣に対する協議）

附 則
（農林水産大臣に対する協議）

一 （略）

林水産大臣に協議しなければならない。

二 同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以

一 （略）

林水産大臣に協議しなければならない。

２ 都道府県知事等は、当分の間、次に掲げる場合には、あらかじめ、農 ２ 都道府県知事等は、当分の間、次に掲げる場合には、あらかじめ、農

二 同一の事業の目的に供するため四ヘクタールを超える農地を農地以

外のものにする行為に係る第四条第五項の協議を成立させようとする

三・四 （略）

場合

外のものにする行為に係る第四条第八項の協議を成立させようとする
場合
三・四 （略）
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