
参 入 分 野 農業 

 

■はじめに■ 

 本県農業は、気候風土と豊かな水に恵まれて古くから米を主体に発展してきており、全国屈指

の水田率、ほ場整備率等のもと、農業産出額の７割以上を占める米を中心に、野菜、果樹、花き、

畜産等がそれぞれの農家の技術や地域の特性を生かしながら展開されています。 

 農家数の減少や農業従事者の高齢化が進む一方で、地域農業の担い手として、認定農業者や集

落営農組織、農業法人が年々増加してきており、農業経営体の経営規模はますます拡大していま

す。 

 農産物価格の低迷や産地間競争等厳しい販売環境を克服しつつ、新鮮で安全な食料の安定供給

といった県民の日常生活にとってなくてはならない役割を果たしています。 

 

 

■富山県の農業の現状■ 

農家の動向 

 本県の総農家数は毎年減少傾向にあり、平成27

年には23,798戸（農業センサス）と平成７年の

54,067戸（農業センサス）からこの20年で半分以

下に減少しています。これは、集落営農の組織化

等により第２種兼業農家が減少したことが主な要

因です。  

 

 

農業経営の法人化 

 農業経営の体質強化や永続性確保に向け法人化 

が進み、平成29年度末の農業法人数は692法人、そ 

のうち農地の権利を有して耕作により農業経営を 

行う農地所有適格法人は、548法人となっており、 

平成17年に比べて、それぞれ2.8倍、3.4倍に増加 

しています。 

 

 

耕地面積 

 本県の耕地面積は、昭和38年をピークにほぼ年 

率１％で減少し、平成29年には、58,500haとなっ 

ており、このうち水田が95.6％を占めています。 

また、耕地の利用率は、平成28年で91.8％となっ 

ています。 

 

 



■農業参入の現状■ 

 国内の食料供給力を強化するため、平成21年と平成27年に農地法等が改正されました。そのね

らいは、農業生産・経営が展開されている基礎的な資源としての農地を確保し、その有効利用を

図ることにあります。 

 これまでも、農地所有適格法人でない一般の会社、ＮＰＯ等の農業参入は可能でしたが、農地

の貸借双方の規制を緩和することで、農業参入と農地利用がしやすくなりました。 

 

＜県内の一般企業の参入状況＞ 

●農地を活用する企業参入  19社(水稲、そば、野菜 等)（H30.6月末現在） 

 

 

■農業分野への参入方法■ 

 建設企業が農業に参入する場合、農地所有適格法人となって参入する方法と、現在の企業形態

のままで参入する方法があります。 

＜主な参入体系イメージ＞ 

①農地で耕作及び収穫物を販売 

   → 農地を所有  → 農地所有適格法人になる必要があります。 

   → 農地を借りる → 一定の要件※１を満たせば、現在の企業形態のままでＯＫ 

②農地を使わず施設栽培等を行う → 現在の企業形態のままでＯＫ 

③農作業の受託だけを行う    → 現在の企業形態のままでＯＫ 

 

 

 

 

１ 参入までの準備ステップ 

  Step１ 農業参入相談･･････農業を始めたい市町村や農業委員会等へ 

  Step２ 参入計画の作成････参入までのスケジュールや法的手続等の計画を作成 

  Step３ 技術・経営の習得･･農業生産技術の習得や専従労働力の確保、採算性の試算 

  Step４ 農地の確保････････参入地域での話し合いへの参加や農地確保のための手続 

  Step５ 生産準備･･････････設備や機械、資材の確保等 

 

２ 農地所有適格法人となって参入するための要件 

  農地所有適格法人となれば、農地を借りるだけでなく、所有することも可能となります。 

  農地所有適格法人になるための要件は、以下のとおりです。 

   (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 

  (2) 事業要件 

   ・主たる事業が農業(自己の農業と関連する農産物の加工･販売等の関連事業を含む。)で

あること。 

   ・農業と関連事業の売上高が過半を占めること。 

※１：一定の要件 
１．賃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．業務執行役員又は重要な使用人が１人以上農業に従事すること 



  (3) 構成員要件 

   ・構成員は、農業従事者や農地提供者等の農業関係者※２が主となる法人であり、これら

の者が総議決権の１/２超を有すること。 

   ・スーパーマーケットやレストラン事業者等農業生産法人の業務に関連する農外の事業者

の出資は、総議決権の１/２未満であること。 

    ※２：法人に対する①農地の権利提供者、②常時従事者（原則年間150日以上従事）、③

基幹的な農作業を委託した個人、④地方公共団体等 

  (4) 役員要件 

   ・役員の過半が農業の常時従事者であること（原則年間150日以上）。 

・役員又は重要な使用人（農場長等）のうち、１人以上が農作業に従事すること（原則年

間60日以上）。 

 

３ 農地所有適格法人以外が参入するための要件 

  農地所有適格法人でなければ、農地を所有することはできませんが、農地法に定められた要

件※３を満たせば、借りて（＝利用権を設定して）農業生産を行うことができます。 

 ※３：農地法に定められた要件 

要件（農地法） 
農地所有適格法人 

（売買・貸借） 

一般法人 

（貸借のみ） 

①農地のすべてについて効率的に利用すること 

（機械、労働力、技術） 
○ ○ 

②経営面積が一定面積以上であること（原則50ａ以

上） 
○ ○ 

③周辺の農地利用に支障を生じさせないこと ○ ○ 

④貸借契約に解除条件が付されていること  ○ 

⑤地域における適切な役割の下に農業を行うことかつ

継続的・安定的に農業経営が行われていること 
 ○ 

⑥業務執行役員の１人以上が農業に常時従事すること 

（地域との調整役として責任を持って対応する） 
 ○ 

 

■進出の際の留意事項■ 

１ 農地について 

 ● 一般企業の形態での農業参入は、農地貸借の場合のみ可能です。（農地を所有する場合は、

農地所有適格法人の要件を満たしていることが必要です。） 

 ● 農地を借入れする地域は、利用権設定の場合は市街化区域以外のみです。（市街化区域の

場合は、農地法の手続が必要になってきます。） 

 ● 農地を借りて農業を行うには、ほ場がきれいな形で整理されているか、水を安定供給する

ための用排水路が整備されているか、大型機械が入れる農道があるかの確認が必要です。 

 ● 農地のある集落には生産組合があり、土地改良区に所属しているので、参入する集落の生

産組合や土地改良区の確認が必要です。 



 ● 土地改良区では、用排水路の整備や維持を目的とした賦課金があり、生産組合でも会費

（万雑等）の徴収があります。 

 

２ 生産計画について 

 ● 作物や品種の選定を十分に検討してください。 

   ①地域に適しているか 

   ②収益性があるか 

 ● 役員、従業員の栽培技術、栽培知識を確保しましょう。 

   ①経験者の登用 

   ②栽培相談が出来る農家との連携 

 ● 栽培の計画検討に当たって、次の点に留意してください。 

   ①国や県、市町村の制度に適しているか 

   ②作物や面積に応じた機械、設備が確保できる見通しがあるか 

   ③栽培が周辺に調和した適切な方法を採られているか 

 ● 農業共済に加入することで自然災害に対する一部補償が受けられます。 

 

３ 農業経営について 

 ● 農業経営での特に重要な次の事項を再確認してください。 

   ①農業参入への本来の目的とメリットは何か 

   ②収益性を考えた作物の選定と作付面積の確保はできているか 

   ③機械や装備が作物と面積に適しているか 

   ④初期投資費用が十分に確保できているか 

   ⑤運転資金（肥料農薬費、種子代等）や固定費（減価償却費、賦課金等）等の必要経費を

把握し、経常収支を算定しているか 

   ⑥農作業に必要な人数を確保できているか 

   ⑦農産物の販路を確保できているか（販売や加工等の連携先があるか） 

   ⑧生産する農産物の需要を把握できているか（市場価格等を参考） 

    

４ 農業に投資できる資金 

  農業は概ね投資を行ってから回収までに時間のかかる事業であるといえるでしょう。農業参

入のために自社内あるいは外部から調達できる資金がどのくらいあるのかを確認するとともに、

初期費用、運転資金などの投資・資金調達計画（単年＋中期）について、十分検討しておく必

要があります。 

 

５ 人材 

  農業参入を検討する法人には、人員の転属先として農業部門を考えている場合も多いでしょ

う。転属・転籍については個別に締結している労働契約によりますが、労働条件が極端に変わ

る場合は社会保険労務士等の専門家に相談しましょう。 

  また、農業の割合が大きくなる場合、登記簿謄本・定款・就業規則等の社内規定・個別の労

働契約の見直し等が必要になる可能性があるので注意が必要です。 



  これらについては最寄りの法務局、社会保険事務所等へ相談されることをお勧めします。 

  別法人を設立して人員を活用したい場合には、その人とじっくり話し合いを行い、同意を得

たうえで、転属・出向等の手続が必要となります。 

 

６ 総務・経理・情報システム等の対応 

  新規事業を開始する際に現在の事務の流れを変えなければならないのはよくあることです。 

  農業の場合においても、経理担当者は農業簿記についての講習会等に参加して会計処理がで

きるようにしておく必要があります。 

  農業というのはこれまで個人経営的な管理がされていた場合が多く、企業の総務・経理等の

担当者から見れば、これまでの管理ノウハウを用いて新しい管理手法を考案する余地が多く残

されています。考えようによっては、これまで企業内で行っていた管理ノウハウそのものが大

きな資産といえるでしょう。 

  同一法人内で農業参入をする場合は、税務申告用の財務会計とは別に、部門別管理等の管理

会計をしっかり行い、農業単独での利益計算ができるようにしておく必要があります。 

  また、別法人にした場合は、現在の事業と必ずしも勘定科目を一致させる必要はありません

が、同じ経理担当者が両方の決算を行う場合、伝票・帳票等が混ざらないように注意が必要で

す。別法人にする場合は、できれば別の経理担当者を設置して行う方が混乱は少なくてすむか

もしれません。 

  農業経営を開始するためには、さまざまな準備、手続が必要となる場合があり、それぞれの

手続には時間を要しますので、十分な余裕を持って準備しておくことが重要です。 

 

７ 農業用施設の建設 

  農用地として指定されている区域内において、農業用施設や事務所等を建設する場合、市町

村の農用地利用計画の変更が必要となります。 

  この手続には長期間を要する場合が多いため、十分な余裕をもって、市町村あるいは市町村

農業委員会に相談することが必要です。 

  また、農地転用手続も必要となる場合がありますので、事前に農業委員会へ相談しておく必

要があります。これにも２～３箇月を要するため、十分な余裕を持って手続をする必要があり

ます。 

 

■参入分野の関連法令及び必要な許認可等■ 

 農地法、農業経営基盤強化促進法 等 

 農地法の許可（農地の所有、賃借） 

 

■農業参入に対する支援措置■ 

 （政策によっては、認定農業者であることを助成の要件としているものもあります。） 

１ ソフト支援 

 県では、これから農業を始めたい、農業に従事したいと考えている方に、様々な支援を行っ

ていますので、有効に利用してください。 

 



 ● 就農前に利用できる支援事業 

①青年農業者等育成センター事業（農業体験）  

先進農家等で５～30日間の農業体験を行う事業で、就農に関心のある方ならどなたでも

利用できます。また、１～４日間の研修を繰り返すことも可能です。  

②就農準備研修 

先進農家等で、就農に必要な知識や技術を、１～２年間にわたり習得する事業で、対象

者は、「認定新規就農者及び就農ビジョン認定者」に限られます。 

● 就農後に利用できる事業（青年農業者育成基金事業） 

概ね45歳未満の農業者が、先進地での２～３日間の自主的な研修や、フォークリフト操

作等の資格取得を行う際に、費用の一部を補助します。 

● 営農計画策定や生産技術、融資制度等は、県農林振興センターにご相談ください。 

 ● 自然災害による収穫量の減少・品質低下による経営への影響を緩和するための補償制度に

ついては、農業共済にご相談ください。 

 

２ ハード支援 

強い農業・担

い手づくり総

合支援交付

金 

適切な人・農地プランを策定した地域の中心経営体等に対し農業用

機械等の導入を支援。 

＜先進的農業経営確立支援タイプ＞ 

 ①融資主体補助型 

  広域に展開する農業法人等が、自らの創意工夫と判断により経営の

高度化に取り組むために必要な農業用機械・施設の導入を支援 

  ＊補助率 3/10 以内（上限額：個人 1,000 万円、法人 1,500 万円） 

＜地域担い手育成支援タイプ＞ 

 ①融資主体補助型 

  地域の担い手等が融資を活用して農業用機械・施設等を導入する

場合、融資残の自己負担部分について助成。 

  ※補助率 3/10 以内（上限額：300 万円） 

 ②条件不利地域補助型 

  経営規模が小規模・零細な地域において、共同利用機械・施設等を

導入する場合の助成 

  ※補助率 1/2（機械は 1/3）以内 
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農業制度資

金 

 原則、５年以内に認定農業者となる計画を有し、農業経営開始後、決

算を２期終えていない農業参入法人に対して、農業近代化資金、経営

体育成強化資金の融資。 

 ６次産業化法の総合事業計画認定者については、農業経営改善促進

資金、農業改良資金の融資。    
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農業法人等

に対する出

資と融資の

提供 

 農外からの新規参入を含む農業法人については、「アグリビジネス投

資育成株式会社」による農業法人等に対する出資と融資の一体的提供

を行う投資育成事業を利用することが可能 

 


