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農地法第４条及び第５条の許可に係る審査基準 
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農地を農地以外にすること（以下「農地転用」という。）に対しては、農地法

（昭和２７年法律第２２９号。以下「法」という。）第４条第１項及び第５条第

１項の許可が必要とされる。 

この審査基準は、農地法の許可申請に対する具体的な判断の基準を定めたも

のである。 

農地法第４条第１項の許可にあたっては、以下の第１及び第２の基準により

審査し、第１及び第２の基準とも満たさないと許可することができない。 

また、法第５条第１項の許可にあたっては、以下の第１、第２及び第３の基

準により審査し、第１、第２及び第３の基準とも満たさないと許可することが

できない。 

 

第１ 立地基準（法第 4条第 2項第 1号及び第 2号） 

立地基準とは、申請に係る農地（以下「申請地」という。）はその営農条件及

び周辺の市街地化の状況から区分されるが、その区分に応じて、農地転用の許

可の判断をする基準である。 

農地の区分には、農用地区域内にある農地、甲種農地、第１種農地、第２種

農地、第３種農地の５種類がある。 

農用地区域内にある農地及び集団的に存在する農地その他の良好な営農条件

を備えている農地（甲種農地、第 1種農地）は、原則として農地転用を許可す

ることができない。 

市街地化の傾向が著しい区域内（第３種農地）又は市街地化が見込まれる区

域内にある農地（第２種農地）は、農地転用を許可することができるものとさ

れている。 

それぞれの農地の区分の要件及び許可の基準は次のとおりである。 

 

１ 農用地区域内にある農地（法第４条第２項第１号イ） 

 

（１）区分の要件 

 農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号。以下「農

振法」という。）に基づき市町村が定める農業振興地域整備計画において、

農用地等として利用すべき土地として定められた土地の区域（農振法第８

条第２項第１号。以下「農用地区域」という。）内にある農地とする。   

（法第４条第２項第１号イ、以下「農振農用地」という。） 

 



  

（２）許可の基準 

 原則として、許可することができない（法第４条第２項第１号イ）。 

 

 ただし、農地転用の行為が次のいずれかに該当するものは、例外的に許

可することができる。 

 

ア 土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第２６条第１項の規定によ

る告示（他の法律の規定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む。以下同じ。）に係る事業の用に供するために行わ

れるもの（法第４条第２項ただし書）。 

イ 農振法第８条第４項に規定する農用地利用計画において指定された用

途に供するために行われるもの（法第４条第２項ただし書）。 

ウ 農地転用の行為が次のすべてに該当すること 

(ｱ) 申請地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行
うものであって、当該利用の目的を達成する上で当該申請地を供す

ることが必要であると認められるもの（農地法施行令（昭和２７年

政令第４４５号。以下「令」という。）第１条の１０第１項第１号イ）。 

(ｲ) 農振法第８条第１項又は第９条第１項の規定により定められた農業
振興地域整備計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと市町村によ

り認められるもの（令第１条の１０第１項第１号ロ）。 

 

ウの(ｱ)について 

「一時的な利用（一時転用）」の期間は、農地転用の許可申請に係る目的

（以下「申請目的」という｡）を達成できる必要最小限の期間をいうもので

あり、３年以内の期間（農地への復元期間を含む。）に限定する。 

ただし、第１の２の（２）のア又はキに定める事業の目的であらかじめ

その期間が明確にされる場合、３年を超えて許可することができる。 

「当該利用の目的を達成する上で当該申請地を供することが必要である

と認められる。」とは、用地選定の任意性（他の用地での代替可能性）がな

いか、又はこれを要求することが不適当と認められる場合であって、具体

的には、第１の２の（２）のア又はウからクのいずれかに該当するものが

対象となる。 

 

 

 

 

 

 



  

２ 第１種農地（法第４条第２項第１号ロ、令第１条の１１） 

（１）区分の要件 

      

農振農用地以外の良好な営農条件を備えている農地（甲種農地除く）で、 

次に掲げる要件のいずれかに該当する農地とする。          

（法第４条第２項第１号ロ） 

ア おおむね２０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農地

（令第１条の１１第１号） 

イ 土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第２条第２項に規定する土

地改良事業又はこれに準ずる事業で、次の(ｱ)及び(ｲ)の要件を満たす事

業（以下「特定土地改良事業等」という。）の施行に係る区域内にある

農地（令第１条の１１第２号） 

(ｱ) 次のいずれかに該当する事業（主として農地又は採草放牧地の災害

を防止することを目的とするものを除く。）であること（農地法施行

規則（昭和２７年農林省令第７９号。以下「規則」という。）第５条

の９第１号）。 

ａ 農業用用排水施設の新設又は変更 

ｂ 区画整理 

ｃ 農地又は採草放牧地の造成（昭和３５年度以前の年度にその工事

に着手した開墾建設工事を除く。） 

ｄ 埋立て又は干拓 

ｅ 客土、暗きょ排水その他の農地又は採草放牧地の改良又は保全の

ため必要な事業 

(ｲ) 次のいずれかに該当する事業であること（規則第５条の９第２号）。  

ａ 国又は地方公共団体が行う事業 

ｂ 国又は地方公共団体が直接又は間接に経費の全部又は一部につ

き補助その他の助成を行う事業 

ｃ 農業改良資金助成法（昭和３１年法律第１０２号）に基づき地方

公共団体から資金の貸付けを受けて行う事業 

ｄ 農林漁業金融公庫から資金の貸付けを受けて行う事業 

ウ 傾斜、土性その他の自然的条件からみてその近傍の標準的な農地を超

える生産をあげることができると認められる農地 

（令第１条の１１第３号） 

 

申請地が第１種農地に該当する場合であっても、４の第３種農地又は５の 

第２種農地の区分の要件に該当するものは、第１種農地ではなく、第３種 

農地又は第２種農地として区分とされる。               

（法第４条第２項第１号かっこ書解釈） 



  

 （２）許可の基準 

  原則として許可することができない（法第４条第２項第１号ロ）。 

      ただし、農地転用の行為が次のいずれかに該当するものは、例外的

に許可することができる。 

 ア 土地収用法第２６条第１項の規定による告示に係る事業の用に供す

るために行われるもの（法第４条第２項ただし書）。 

イ 申請地を仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために行

うものであって、当該申請目的を達成する上で当該申請地を供すること

が必要であると認められるもの（令第１条の１０条第１項第１号イ）。 

イについて 

 「一時的な利用」は、第１の１の（２）のウの(ｱ)と同じ取り扱いとする。 

 

ウ 申請地を農業用施設、農畜産物処理加工施設、農畜産物販売施設そ

の他地域の農業の振興に資する施設の用に供するために行われるもの 

（令第１条の１０第１項第２号イ）。 

「地域の農業の振興に資する施設」とは、次の(ｱ) から(ｴ)の施設であ

る。（規則第５条の２） 

(ｱ) 都市住民の農業の体験その他の都市等との地域間交流を図るために

設置される施設（規則第５条の２第１号） 

 (ｲ) 農業従事者の就業機会の増大に寄与する施設（規則第５条の２第２

号） 

  (ｳ) 農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設（規則第５条の 

２第３号） 

 (ｴ) 住宅その他申請地の周辺の地域において居住する者の日常生活上

又は業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの（規則第５条

の２第４号） 

 

ウの(ｲ)について 

「農業従事者」には、農業従事者の世帯員も含まれる。 

「就業機会の増大に寄与する」とは、当該施設に雇用される予定の者に占

める農業従事者の割合が３割以上の場合を指し、申請書には、地元市町村

との雇用協定、又は従業員の雇用計画書の添付が必要とされる。 

ウの(ｴ)について 

「集落」とは、相当数の住宅・店舗・工場などの家屋が集合している区域

を指し、ここでいう相当数の規模は、都市周辺では、住宅等の建築物が数

百軒程度であるが、農山村地域では、それ以下の規模でも可とする。  

「集落に接続して」とは、集落の発展の範囲内で集落を核とした滲みだし

的に行われる農地転用のことをいう。 



  

 

エ 申請地を市街地に設置することが困難又は不適当なものとして、次の

(ｱ) から(ｳ)の施設の用に供するために行われるもの（令第１条の１０第

１項第２号ロ、規則第５条の３）。 

(ｱ)病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設で、その目的を達成

する上で市街地以外の地域に設置する必要があるもの  

(ｲ)火薬庫又は火薬類の製造施設 

(ｳ)その他、上記(ｱ)又は(ｲ)に類する施設 

 

エの(ｱ)について 

「病院、療養所その他の医療事業の用に供する施設」とは、介護保

険法第８条第２５号に規定される介護老人保健施設等の施設が該当

する。 

 

エの(ｳ)について 

「その他、上記(ｱ)又は(ｲ)に類する施設」として、悪臭、騒音、廃

煙等のため市街地の居住性を悪化させるおそれのある施設が該当す

るが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第７条第１４号に規

定される産業廃棄物処理施設は該当しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

オ 申請地を特別の立地条件を必要とする次の(ｱ) から(ｶ)のいずれかに

該当するものに関する事業の用に供するために行われるもの（令第１条

の１０第１項第２号ハ、規則第５条の４）。 

(ｱ) 調査研究（その目的を達成する上で申請地をその用に供することが

必要であるものに限る。） 

(ｲ) 土石その他の資源の採取 

(ｳ) 水産動植物の養殖用施設その他これに類するもの 

(ｴ) 流通業務施設、休憩所、給油所その他これらに類する施設で、次に

掲げる区域内に設置されるもの 

ａ 一般国道又は都道府県道の沿道の区域  

ｂ 高速自動車国道その他の自動車のみの交通の用に供する道路（高

架の道路その他の道路であって自動車の沿道への出入りができな

い構造のものに限る。）の出入口の周囲おおむね３００メートル以

内の区域 

(ｵ) 既存の施設の拡張（拡張に係る部分の敷地の面積が既存の施設の敷

地の面積を超えないものに限る。）      

(ｶ)第１種農地に係る法第４条第１項、第５条第１項若しくは第７３条第

１項の許可又は法第４条第１項第５号若しくは第５条第１項第３号

の届出に係る事業のために欠くことのできない通路、橋、鉄道、軌道、

索道、電線路、水路その他の施設 

オの(ｴ)について 

「その他これらに類する施設」には、自動車修理工場、レストハウス

等車輌の通行上必要な沿道サービス施設がある。 

「沿道の区域」とは、施設の間口の大部分が国県道に接して建設され

ることをいい、引込道路のみが当該道路に接しているようなものは該

当しない。                          

具体的には、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合である。 

(a) 国県道に施設の間口の８割以上が接道すること。ただし、接

道する施設の間口付近の土地が宅地等で利用されている場合は、

この限りでない。 

(b) 国県道に接する施設の間口が、自動車の主たる乗入口である

こと。 

「道路の出入口」とは、「高速自動車国道その他自動車のみの交通の用

に供する道路」から一般道路へ接続する際の接続地点を指す。 

オの(ｵ)について 

「既存の施設の拡張」とは、既存の施設の機能の維持・拡充等のため

既存の施設に隣接する土地に施設を整備することをいう。 

 



  

 

カ 申請地をこれに隣接する土地と一体として同一の事業の目的に供する

ために行うもので、当該事業目的を達成する上で、申請地を供すること

が必要であると認められるもの。（令第 1条の１０第１項第２号ニ） 

ただし、事業目的に供すべき全体の土地の面積に占める第１種農地の

面積(甲種農地及び第１種農地の面積を併せた面積)の割合が２分の１を

超えず、かつ、事業目的に供すべき全体の土地の面積に占める甲種農地

の面積の割合が５分の１を超えないことが必要である。（規則第５条の

５） 

キ 申請地を公益性が高いと認められる事業で、次のいずれかに該当する

ものに関する事業の用に供するために行われるもの。（令第１条の１０第

１項第２号ホ、規則第５条の６） 

(ｱ）土地収用法その他の法律により土地を収用し、又は使用することが

できる事業 

(ｲ) 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条第１項各号に掲げる

目的を達成するために行われる森林の造成 

(ｳ) 地すべり等防止法（昭和３３年法律第３０号）第２４条第１項に規

定する関連事業計画若しくは急傾斜地の崩壊による災害の防止に関

する法律（昭和４４年法律第５７号）第９条第３項に規定する勧告に

基づき行われる家屋の移転その他の措置又は同法第１０条第１項若

しくは第２項に規定する命令に基づき行われる急傾斜地崩壊防止工

事 

(ｴ) 非常災害のために必要な応急措置 

(ｵ) 土地改良法第 7条第 4項（独立行政法人緑資源機構法（平成１４年

法律第１３０号）第１５条第６項又は同法附則第８条第２項の規定に

よりなお効力を有することとされた旧農用地整備公団法（昭和４９年

法律第４３号。以下単に「旧農用地整備公団法」という。）第２１条

第６項において準用する場合を含む。）に規定する非農用地区域（以

下単に「非農用地区域」という。）と定められた区域内にある土地を

当該非農用地区域に係る土地改良事業計画、独立行政法人緑資源機構

法第１５条第１項に規定する特定地域整備事業実施計画（以下単に

「特定地域整備事業実施計画」という。）又は旧農用地整備公団法第

２１条第１項に規定する農用地整備事業実施計画（以下単に「農用地

整備事業実施計画」という。）に定められた用途に供する行為 

 

 

 

 



  

 

(ｶ) 工場立地法（昭和３４年法律第２４号）第３条第１項に規定する工

場立地調査簿に工場適地として記載された土地の区域（農業上の土地

利用との調整が調ったものに限る。）内において行われる工場又は事

業場の設置 

(ｷ) 独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施する独立行政法人中小企

業基盤整備機構法（平成１４年法律第１４７号）附則第５条第１項第

１号に掲げる業務（農業上の土地利用との調整が調った土地の区域内

において行われるものに限る。） 

(ｸ) 削除 

(ｹ) 集落地域整備法（昭和６２年法律第６３号）第５条第１項に規定す

る集落地区計画の定められた区域（農業上の土地利用との調整が調っ

たもので、集落地区整備計画（同条第３項に規定する集落地区整備計

画をいう。以下同じ。）が定められたものに限る。）内において行われ

る同項に規定する集落地区施設及び建築物等の整備 

(ｺ) 優良田園住宅の建設の促進に関する法律（平成１０年法律第４１号）

第４条第１項の認定を受けた同項に規定する優良田園住宅建設計画

（同法第４条第４項又は第５項に規定する協議が調ったものに限

る。）に従って行われる同法第２条に規定する優良田園住宅の建設 

(ｻ) 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律（昭和４５年法律第１３９

号）第３条第１項に規定する農用地土壌汚染対策地域（以下単に「農

用地土壌汚染対策地域」という。）として指定された地域内にある農

用地（同法第２条第１項に規定する農用地をいう。）（同法第５条第１

項に規定する農用地土壌汚染対策計画（以下単に「農用地土壌汚染対

策計画」という。）において農用地として利用すべき土地の区域とし

て区分された土地の区域内にある農用地を除く。）その他の農用地の

土壌の同法第２条第３項に規定する特定有害物質（以下単に「特定有

害物質」という。）による汚染に起因して当該農用地で生産された農

畜産物の流通が著しく困難であり、かつ、当該農用地の周辺の土地の

利用状況からみて農用地以外の土地として利用することが適当であ

ると認められる農用地の利用の合理化に資する事業 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ク 地域整備法の定めるところに従って行われる場合で令第１条の８第２

項各号のいずれかに該当するものその他地域の農業の振興に関する地方

公共団体の計画に従って農地転用が行われる場合で、（ｱ）の要件に該当

するものであること。 

なお、「地域の農業の振興に関する計画」とは土地の農業上の効率的な利

用を図るための措置が講じられているものとして(ｲ)に掲げられる計画

に限られる（令第１条の１０第１項第２号へ、規則第５条の７及び第５

条の８）。 

(ｱ) (ｲ)の計画においてその種類、位置及び規模が定められている施設
（農業振興地域の整備に関する法律施行規則（昭和４４年農林省令

第４５号）第４条の４第１項第２６号の２に規定する計画にあって

は、同号に規定する農用地等以外の用途に供することを予定する土

地の区域内において設置するものとして当該計画に定められてい

る施設）を(ｲ)の計画に従って整備するために行われるものである

こと。 

 

(ｲ) 農業振興地域の整備に関する法律第８条第１項に規定する市町村

農業振興地域整備計画又は同計画に沿って当該計画に係る区域内

の農地の効率的な利用を図る観点から市町村が策定する計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

３ 甲種農地（法第４条第２号第１号ロ、令第１条の１２）  

（１）区分の要件 

 

  第１種農地に該当する農地のうち、市街化調整区域内にある特に良好な 

営農条件を備えている農地として、次に掲げる要件に該当する農地とする。 

 

ア おおむね２０ヘクタール以上の規模の一団の農地の区域内にある農

地のうち、その区画の面積、形状、傾斜及び土性が高性能農業機械（農業

機械化促進法（昭和２８年法律第２５２号）第２条第３項に規定する高性

能農業機械をいう。）による営農に適する農地 

（令第１条の１２第１号、規則第５条の１０） 

   

イ 特定土地改良事業等の施行に係る区域内にある農地のうち、当該事業

の工事が完了した年度の翌年度から起算して８年を経過していない農地 

ただし、特定土地改良事業等のうち、農地を開発すること又は農地の形

質に変更を加えることによって当該農地を改良し、若しくは保全すること

を目的とする事業（いわゆる面的整備事業）で、次に掲げる基準を満たす

事業を行う農地に限られる。 

（令第１条の１２第２号、規則第５条の１１） 

(ｱ) 第１の２の（１）のイの(ｱ)のｂからｅのいずれかに該当する事業

であること。 

(ｲ) 次のいずれかに該当する事業であること。 

ａ 国又は都道府県が行う事業 

ｂ 国又は都道府県が直接又は間接に経費の全部又は一部を補助する事       

業  

 

 

アについて 

  「高性能農業機械」とは、具体的には農業機械化促進法第５条の３の規

定による県の特定高性能農業機械導入計画に基づく農業機械をいう。 

「高性能農業機械による営農に適する」場合とは、農地の一区画が、  

３０ａ以上で連続して存在し、高性能農業機械による作業が効率的に行え

る営農条件が整っていると認められる場合をいう。 

 

 

 

 

 



  

（２）許可の基準 

    

原則として許可することができない（法第４条第２項第１号ロ）。 

   

ただし、農地転用の行為が次のいずれかに該当するものは、例外的に許可

することができる。 

 

ア 第１の２の（２）のアに該当するもの（法第４条第２項ただし書）。 

イ 第１の２の（２）のイに該当するもの（令第１条の１０条第１項第２

号柱書）。 

ウ 第１の２の（２）のウの(ｱ)から(ｴ)までの施設の用に供するため行わ

れるもの。 

ただし、(ｴ)に掲げる施設については、敷地面積がおおむね５００平方

メートルを超えないこと。 

（令第１条の１０第１項第２号イ、規則第５条の２） 

エ 第１の２の（２）のオのうち、(ｱ)から(ｵ)までのいずれかに該当する

事業の用に供するために行われるもの。 

（令第１条の１０第１項第２号ハ、規則第５条の４） 

オ 第１の２の（２）のカに該当するもの。 

（令第１条の１０第１項第２号ニ、規則第５条の５） 

カ 第１の２の（２）のキのうち、(ｲ)、(ｴ)、(ｵ)又は(ｹ)から(ｻ)までのい

ずれかに該当する事業の用に供するために行われるもの。 

（令第１条の１０第１項第２号ホ、規則第５条の６） 

キ 第１の２の（２）のクに該当するもの。 

（令第１条の１０第１項第２号へ、規則第５条の７及び第５条の８） 

 

イについて 

 「一時的な利用」は、第１の１の（２）のウの（ア）と同じ取り扱いとする。 

 

ウについて 

 「農業従事者」は、第１の２の（２）のウの（ｲ）と､「集落」及び｢集落に接

続して｣は、同ウの（ｴ）と同じ取り扱いとする。 

 

エについて 

 「その他これらに類する施設」及び「沿道の区域」は、第１の２の（２）の

オの（ｴ）と､「既存の施設の拡張」は、同オの（ｵ）と同じ取り扱いとする。 

 

 



  

４ 第３種農地（法第４条第２項第１号ロ（１）、令第１条の１３） 

（１）区分の要件 

 

 農振農用地以外の農地で、市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい

区域内にある農地で次に掲げる要件のいずれかに該当する農地とする。 

 

ア 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の整

備の状況から、次のいずれかに達している区域内にある農地。 

（令第１条の１３第１号、規則第５条の１２） 

(ｱ) 水管、下水道管又はガス管が埋設されている道路（幅員４メートル

以上の道及び建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第

２項の指定を受けた道で現に一般交通に利用されているものをいい、

第１の２の（２）のオの(ｴ)の b の道路及び農業用道路を除く。）の

沿道の区域で容易にこれらの施設の便益を享受することができ、か

つ、申請地からおおむね５００メートル以内に２以上の教育施設、

医療施設その他の公共施設又は公益的施設が存する区域。 

(ｲ) 申請地からおおむね３００メートル以内に次のいずれかの施設が存

する区域。 

ａ 鉄道の駅、軌道の停車場又は船舶の発着場 

ｂ 第１の２の（２）のオの(ｴ)の b に規定する道路の出入口 

ｃ 都道府県庁、市役所、区役所又は町村役場（これらの支所又は出

張所を含む。） 

ｄ その他ａからｃまでに掲げる施設に類する施設 

アについて 

「教育施設、医療施設、その他の公共施設又は公益的施設」とは、市

街化の指標となり、かつ住宅等の施設を誘引することが期待できる施設

で、具体的には次の施設がある。 

 

「教育施設」とは、学校教育法第１条の規定による「学校」（「小学校」、

「中学校」、「高等学校」、「中等教育学校」、「大学」、「高等教育学校」、

「特別支援学校」、「幼稚園」）である。 

 

「医療施設」とは、医療法第１条の５に規定する「病院・診療所」もし

くは同法第２条の「助産所」である。 

 

「その他の公共施設又は公益的施設」とは、次の(ｲ)a～d の施設の他、

国・県・市町村が設置する「文化センター」、「体育館」、「保育園」、「図

書館」等である。 



  

アの（ｲ）のｄについて 

 「その他ａからｃまでに掲げる施設に類する施設」には、バスター

ミナルがある。 

 

イ 宅地化の状況が次のいずれかに達している区域内にある農地（令第

１条の１３第２号、規則第５条の１３）。 

(ｱ) 住宅の用若しくは事業の用に供する施設又は公共施設若しくは公

益的施設が連たんしている区域 

(ｲ) 街区（道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は

河川、水路等によって区画された地域をいう。以下同じ。）の面積に占

める宅地の面積の割合が４０パーセントを超えている区域 

(ｳ) 都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められて

いる区域（農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。） 

ウ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２条第１項に規定

する土地区画整理事業又はこれに準ずる事業として省令で定めるものの

施行に係る区域内にある農地（令第１条の１３第３号）。 

 

申請地が第３種農地の区分の要件に該当する場合であっても、甲種農

地の区分の要件に該当する場合は、甲種農地として区分される。（法第４

条第２項第１号ロかっこ書解釈） 

 

（２）許可の基準 

 

 第３種農地の農地転用は、許可することができる（法第４条第２項）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

５ 第２種農地（法第４条第２項第１号ロ(２)、令第１条の１４） 

（１）区分の要件 

 

農振農用地以外の農地で、第１の４の第３種農地に近接する区域その他市

街地化が見込まれる区域内にあり、次に掲げる要件のいずれかに該当する農

地とする（規則第５条の１４及び第５条の１５）。 

ア 道路、下水道その他の公共施設又は鉄道の駅その他の公益的施設の

整備の状況からみて第１の４の（１）のアに掲げる区域に該当するも

のとなることが見込まれる区域として、次の（ｱ）、又は（ｲ）で定める

区域内にある農地（令第１条の１４第１号、規則第５条の１４）。 

(ｱ)  相当数の街区を形成している区域。 

(ｲ)  第１の４の（１）のアの(ｲ)のａ､ｃ又はｄに掲げる施設の周囲お

おむね５００メートル（当該施設を中心に半径５００メートルの円

で囲まれる区域の面積に占める宅地の面積の割合が４０パーセント

を超える場合は、その割合が４０パーセントとなるまで当該施設を

中心とする円の半径を延長した長さ、又は１キロメートルのいずれ

か短い距離）以内の区域。 

イ 宅地化の状況からみて第１の４の（１）のイに該当する区域となる

と見込まれ、宅地化の状況が第１の４の（１）のイの(ｱ)に該当する区

域に近接する区域内に申請地があり、その区域の規模がおおむね２０

ヘクタール未満である区域内にある農地（令第１条の１４第２号、規

則第５条の１５）。 

  

（２）許可の基準 

 申請地に代えて周辺の他の土地を供することにより、その申請事業の目的

を達成することができると認められる場合には、原則として許可することが

できない（法第４条第２項第２号）。 

    ただし、次に該当するときには、上記の場合においても許可することがで 

きる。 

ア 農地転用が土地収用法第２６条第１項の規定による告示に係る事

業の用に供するために行われるもの（法第４条第２項ただし書き）。 

イ 農地転用が第１の２の（２）のウ、エ、キ又はクのいずれかに該当

する場合（令第１条の１０第２項）。 

「周辺の他の土地を供することにより、その申請事業の目的を達成するこ

とができると認められる場合」とは、申請者が当該申請地以外にその事業

目的に供することができる農地以外の土地の権利を有する場合、又は申請

者が権利を有する農地よりも農地区分の低い農地があり、その土地を供す

ることで当該申請に係る事業の目的を達成できる場合をいう。 



  

６ その他の農地（第２種農地） 

（１）区分の要件 

   

農振農用地以外の農地で、甲種農地、第１種農地、第３種農地及び５

の第２種農地のいずれにも該当しない農地とする（法第４条第２項第２

号）。 

 

（２）許可の基準 

   

第１の５の第２種農地の場合と同様（法第４条第２項第２号） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

第２ 一般基準（法第４条第２項第３号から第５号まで） 

 一般基準は、土地の効率的利用の確保という観点から農地転用の許可の判

断をする基準である。 

第１の立地基準に適合する場合であっても、次のいずれかに該当する場合

は、許可することができない（法第４条第２項第３号から第５号）。 

 

１  農地を転用して申請に係る用途に供することが確実と認められない場合

（法第４条第２項第３号） 

     

（１）農地転用の行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められ

ない場合（法第４条第２項第３号） 

 

  「必要な資力があると認められない」とは、転用者（農地法第４条第１項

の許可申請者、又は農地法第５条第１項の許可申請者のうち権利の設定又は

移転を受ける者をいう。）の、農地転用の行為を行うため必要とされる資金調

達の見込みが確認できない場合をいう。 

なお、許可申請書に記載された事業の資金計画（令１条の７第１項、規則

第４条の２第５号）の妥当性を判断するために「必要な資力及び信用がある

ことを証する書面」（令１条の７第１項、規則第４条第４号）には、残高証明

書、融資証明書など資力の裏づけが確認できる書面のほか、次の書類が挙げ

られる。 

(ｱ) 転用者が個人事業者の場合、青色申告書の写し又はこれに類する書面 

(ｲ) 転用者が法人の場合、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類する書

面 

    (ｳ) 転用者が法人格のない団体の場合、収支決算書又はこれに類する書面 

 

「必要な・・信用があると認められない」とは、農地転用の行為を確実に

履行していくために必要な申請者に対する信用の見込みがとれない場合

をいい、次に掲げる場合をいう。 

(ｱ)申請者が法律上行為能力を有しない個人であるとき、申請を行うために必

要な法定代理人の同意等がない場合 

(ｲ)申請者が法人であるとき、申請された事業の内容が、その法人の定款又は

寄付行為等の目的又は業務に定められていない場合 

(ｳ)営業許可書の写し、調理師免許書の写し等、申請した事業を転用者が現に

行っていることを証する書面又は今後行っていくために必要な資格が取

得されていることを証する書面の添付がない場合 

(ｴ)過去に転用許可を受けたが、特別な理由もなく農地転用の行為を実行して

いない者が転用者として、新たな農地転用許可の申請を行った場合 



  

(ｵ)その他、申請者の過去の事業実績などから、適切な事業実施を行う上で疑

義があると知事が判断した場合。 

なお、過去の事業実績などから、適切な事業実施を行う上で疑義がある

と知事が判断する場合の例示としては、次の場合が想定される。 

ａ 申請者が農地法第３条第１項の許可を受けて所有権移転を行った農

地について、取得後３年以内に農地転用許可申請がされ、申請者に対す

る農地法第３条許可の取り消し手続がされている場合 

    ｂ 農地法第８３条の２の規定に基づく原状回復を命じられた者もしくは

原状回復命令を発する手続をされている者が、その命令及び是正指導

に従わないまま、転用者として新たな転用許可申請を行った場合 

    

 

     （２）申請地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていな

い場合（規則第４条第５号） 

 

「転用行為の妨げとなる権利」とは、法第３条第１項本文に掲げる権利

であり、賃借権、地上権、不動産質権等の土地の使用収益を目的とする権

利である。 

申請地に小作人がいる場合には、「転用行為の妨げとなる権利を有する者

の同意があったことを証する書面」（規則第４条第５号）として、その小作

人の土地の使用収益に関する契約の合意解約書が必要とされる。また、小

作地を小作人自身が転用する場合には、農地所有者の転用に対する同意書

が必要とされる。 

 

(３) 法第４条第１項の許可を受けた後、遅滞なく、申請地を申請に係

る用途に供する見込みがないこと（規則第５条の１６第１号）。 

 

 「遅滞なく」とは、当初計画で１年を超える事業計画を明確にしてい

るものを除き、許可の日からおおむね１年以内に申請目的に利用される

ことをいう。 

  

 「申請地を申請に係る用途に供する見込みがない」として許可するこ

とができない場合には、次に掲げる場合がある。 

(ｱ)転用者自らが利用することなく第三者へ貸し付けることを目的と

して設置される施設（以下「貸施設」という。）のため、農地転用

を行うと認められる場合。 

  ただし、次のａ～ｃのいずれかに該当する場合は、「申請地を申請に

係る用途に供する見込みがない」場合にはあたらないものとして許



  

可することができる。 

   ａ 貸駐車場を駅、空港等の至近距離に設置し、全区画のおおよ

そ８割の利用者が決定していること 

   ｂ 現在の貸施設が土地収用法等に基づく収用により移転すると

きに、収用される施設と同じ目的で農地転用され、従前と同

一の利用関係を維持する場合  

     この場合、収用を証明する書面の写しが添付されていること 

が必要である。 

   ｃ 住宅団地周辺に住宅団地住民のため貸駐車場を設置するもの

で、次の（ａ）、（ｂ）のいずれも満たす場合 

（ａ）申請地が該当する当該住宅団地の隣接地にあること 

（ｂ）計画駐車場の全区画の利用者のうち、少なくとも９割以上

の利用者が決定していること 

なお、地元自治会等の要請に応じて農地所有者が貸駐車場を

設置する場合は、農地法第５条による申請ができない合理的

な理由が必要である。 

 

(ｲ) 農地に植林をすることを目的として転用する（以下「植林転用」 

という。）と認められる場合。 

ただし、次のａ～ｃのすべてに該当すると認められる場合には、

許可することができる 

 

  ａ 申請地が鳥獣被害など営農条件の劣悪な中山間地域にある 

と認められる場合 

  ｂ 農地法第４条の許可申請の場合、申請者の高齢化及び鳥獣 

被害などの理由で、植林して土地を管理することが適正で 

あると認められる場合 

  ｃ 農地法第５条の許可申請の場合、転用者の職業が林業等で、 

その経営する森林と一体として利用をする場合など転用の 

必要性、確実性が確認できる場合 

    

   (４) 申請に係る事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等の処分を

必要とする場合においては、これらの処分がされなかったこと又はこれ

らの処分がされる見込みがないこと（規則第５条の１６第２号）。 

   

     (５) 申請に係る事業の施行に関して法令（条例を含む。）により義務付け

られている行政庁との協議を現に行っていること（規則第５条の１６

第２の２号）。 



  

       

(６) 申請地と一体として申請目的に供する土地を利用できる見込みがな

いこと（規則第５条の１６第３号）。 

        

 

（７）申請地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められないこ

と（規則第５条の１６第４号）。 

 

             「申請地の面積が事業の目的からみて適正」とは、周辺の農地の農業上

の利用状況、申請地の形状など考慮して、その事業目的の実現のため適正

な面積規模であるものをいう。  

 

(８)申請に係る事業が工場、住宅その他の施設の用に供される土地の造成（その

処分を含む。）のみを目的とするものであること。ただし、次に掲げる場合は、

この限りでない（規則第５条の１６第５号）。 

ア 農業構造の改善に資する事業の実施により農業の振興に資する施設の用に

供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該

農地が当該施設の用に供されることが確実と認められるとき。 

イ 農業協同組合が農業協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第１０条第５

項に規定する事業の実施により工場、住宅その他の施設の用に供される土地を

造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの

施設の用に供されることが確実と認められるとき。 

ウ 農地保有合理化法人が農業用施設の用に供される土地を造成するため農地

を農地以外のものにする場合であって、当該農地が当該施設の用に供されるこ

とが確実と認められるとき 

エ  第１の２の(２)のクの(ｲ)に規定する計画に従って工場、住宅その他の施設

の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合 

オ 非農用地区域内において当該非農用地区域に係る土地改良事業計画、特定地

域整備事業実施計画又は農用地整備事業実施計画に定められた用途に供され

る土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地が

当該用途に供されることが確実と認められるとき。 

カ 都市計画法第８条第１項第１号に規定する用途地域が定められている土地

の区域（農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。）内において工場、

住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のもの

にする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認

められるとき。 

 

 



  

キ 都市計画法第１２条の５第１項に規定する地区計画が定められている区域

（農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。）内において、同法第３４

条第１０号の規定に該当するものとして同法第２９条第１項の許可を受けて

住宅又はこれに附帯する施設の用に供される土地を造成するため農地を農地

以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されること

が確実と認められるとき。 

ク 集落地域整備法第５条第１項に規定する集落地区計画が定められている区

域（農業上の土地利用との調整が調ったものに限る。）内において集落地区整

備計画に定められる建築物等に関する事項に適合する建築物等の用に供され

る土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地が

これらの建築物等の用に供されることが確実と認められるとき。 

ケ 国（国が出資している法人を含む。）の出資により設立された法人、地方公

共団体の出資により民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定に基づき

設立された法人、土地開発公社又は農業協同組合若しくは農業協同組合連合会

が、農村地域工業等導入促進法（昭和４６年法律第１１２号）第５条第１項又

は第２項の規定により定められた同条第１項に規定する実施計画に基づき同

条第３項第１号に規定する工業等導入地区内において同項第６号に規定する

施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合 

コ 総合保養地域整備法（昭和６２年法律第７１号）第７条第１項に規定する同

意基本構想に基づき同法第４条第２項第３号に規定する重点整備地区内にお

いて同法第２条第１項に規定する特定施設の用に供される土地を造成するた

め農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地が当該施設の用に供さ

れることが確実と認められるとき。 

サ 削除 

シ 多極分散型国土形成促進法（昭和６３年法律第８３号）第１１条第１項に規

定する同意基本構想に基づき同法第７条第２項第３号に規定する重点整備地

区内において同項第４号に規定する中核的施設の用に供される土地を造成す

るため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地が当該施設の用に

供されることが確実と認められるとき。 

ス 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（平

成４年法律第７６号）第８条第１項に規定する同意基本計画に基づき同法第２

条第２項に規定する拠点地区内において同項の事業として住宅及び住宅地若

しくは同法第６条第４項に規定する教養文化施設等の用に供される土地を造

成するため又は同条第３項に規定する拠点地区内において同法第２条第３項

に規定する産業業務施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外

のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確

実と認められるとき。 

 



  

セ 削除 

ソ 削除  

タ 大都市地域における優良宅地開発の促進に関する緊急措置法（昭和６３年法

律第４７号）第３条第１項の認定を受けた宅地開発事業計画に従って住宅その

他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにする場

合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されることが確実と認められる

とき。 

チ 地方公共団体（都道府県を除く。）又は独立行政法人都市再生機構その他国

（国が出資している法人を含む。）の出資により設立された地域の開発を目的

とする法人が工場、住宅その他の施設の用に供される土地を造成するため農地

を農地以外のものにする場合 

ツ 電気事業者又は独立行政法人水資源機構その他国若しくは地方公共団体の

出資により設立された法人が、ダムの建設に伴い移転が必要となる工場、住宅

その他の施設の用に供される土地を造成するため農地を農地以外のものにす

る場合 

テ 事業協同組合等（独立行政法人中小企業基盤整備機構法施行令（平成１６年

政令第１８２号）第２条第１項第３号に規定する事業協同組合等をいう。）が

同号に規定する事業の実施により工場、事業場その他の施設の用に供される土

地を造成するため農地を農地以外のものにする場合 

ト 地方住宅供給公社、日本勤労者住宅協会若しくは土地開発公社又は民法第３

４条の規定により設立された法人が住宅又はこれに附帯する施設の用に供さ

れる土地を造成するため農地を農地以外のものにする場合であって、当該農地

がこれらの施設の用に供されることが確実と認められるとき。 

ナ 土地開発公社が土地収用法第３条各号に掲げる施設を設置しようとする者

から委託を受けてこれらの施設の用に供される土地を造成するため農地を農

地以外のものにする場合であって、当該農地がこれらの施設の用に供されるこ

とが確実と認められるとき。 

ニ 農用地土壌汚染対策地域として指定された地域内にある農用地（農用地土壌

汚染対策計画において農用地として利用すべき土地の区域として区分された

土地の区域内にある農用地を除く。）その他の農用地の土壌の特定有害物質に

よる汚染に起因して当該農用地で生産された農畜産物の流通が著しく困難で

あり、かつ、当該農用地の周辺の土地の利用状況からみて農用地以外の土地と

して利用することが適当であると認められる農用地の利用の合理化に資する

事業の実施により農地を農地以外のものにする場合｡ 

 

 

 

 



  

２ 周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められる場合｡  

（法第４条第２項第４号） 

（１） 土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあると認めら

れる場合 

「災害を発生させるおそれがあると認められる場合」とは、土砂の流出

又は崩壊のおそれがあると認められる場合のほか、ガス、粉じん又は鉱

煙の発生、湧水、捨石等により周辺の農地の営農条件への支障がある場

合をいう。 

 

（２） 農業用用排水施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがあると認めら

れる場合 

 

 

(３） その他の周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認

められる場合 

 

「周辺の農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれがあると認められ

る場合」としては、次のア～ウに掲げる場合がある。 

ア 申請に係る農地の位置等からみて、集団的に存在する農地を蚕食し、

又は分断するおそれがあると認められる場合 

イ 周辺の農地における日照、通風等に支障を及ぼすおそれがあると認め

られる場合 

ウ 農道、ため池その他の農地の保全又は利用上必要な施設の有する機能

に支障を及ぼすおそれがあると認められる場合 

 

３ 仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するために農地を転用しよう

とする場合において、その利用に供された後にその土地が耕作の目的に供さ

れることが確実と認められないとき（法第４条第２項第５号）。 

「一時的な利用」は、第１の１の（２）のウの（ア）と同じ取り扱いとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

第３ 法第５条第１項の許可の基準 

 法第５条第１項の許可の基準の内容は、採草放牧地の転用のため権利を設

定・移転する場合を含め、以下の事項を除き法第４条第１項の許可の基準の

内容と同じである。（法第５条第２項） 

 

ア 仮設工作物の設置その他一時的な利用に供するため所有権を取得しようと

する場合は、許可ができない（法第５条第２項第５号）。 

  

「一時的な利用」は、第１の１の（２）のウの（ア）と同じ取り扱いとす

る。 

 

イ 農地を採草放牧地にするため法第３条第１項本文に掲げる権利を取得しよ

うとする場合、同条第２項の規定に該当すると認められるときは、許可がで

きない（法第５条第２項第７号）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


