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要件 １に つい て
(１ ) 農業 経営 基盤 強化 促進法 に基 づき 利用 権設 定を 行い 、将 来継 続し て農 業に 従事 す
る とし て、 当該 市町 村の農 業委 員会 から 農地 基本 台帳 （農 家台 帳） に登 載さ れて い
る こと の証 明を 受け た者は 、「 小作 農」 に該 当す るも のと する 。
(２ ) 農業 を営 む者 の世 帯構成 員の うち 農家 の二 、三 男等 であ って も、 その 者自 身が 自
作 農等 とし て要 件１ に該当 する 場合 は、 「農 業を 営む 者」 に該 当す るも のと する 。

２

要件 ２に つい て
(１ ) 要件 ２(１ )の 「新 たに農 家住 宅を 必要 とす る理 由は 、現 在居 住し てい る住 居の 状
況 等に 照ら して 合理 的であ るこ と」 とは 、現 在居 住し てい る住 居に つい て過 密、 狭
小 、老 朽、 被災 若し くは借 家等 の事 情が ある 場合 、又 は、 世帯 構成 員の 結婚 の場 合
等 社会 通念 に照 らし 新たに 農家 住宅 を必 要と する 合理 的事 情が 存す るこ とを いう 。
(２ ) 要件 ２(２ )の 「計 画敷地 の位 置は 、農 地の 位置 等に 照ら して 適切 であ るこ と」 と
は 、計 画敷 地の 位置 が原則 とし て農 地等 （畜 舎等 の農 産物 の生 産の 用に 供す る建 築
物 等を 含む 。） と同 一の市 町村 内に 存す るこ とと する 。
ただ し、 農地 等が 行政界 付近 に存 する 場合 等に つい ては 、計 画敷 地が 隣接 する 市
町 村内 に存 して も、 効率的 に農 業を 営む ため に適 切と 考え られ る位 置で あれ ば、 本
要 件に 適合 する もの とする 。
(３ ) 要件 ２(３ )の 「計 画敷地 は、 農業 を営 む者 の世 帯構 成員 が原 則と して 保有 して い
る 土地 であ るこ と。 」とは 、計 画敷 地を 、当 該世 帯の 農業 を営 む者 又は その 者以 外
の 世帯 構成 員が 、原 則とし て農 家判 定申 請時 にお いて 所有 して いる こと が土 地の 登
記 事項 証明 書で 確認 できる こと をい う。
ただ し、 次の いず れかに 該当 する 場合 は、 この 限り でな い。
ア 計 画敷 地の うち 進入路 部分 を借 地す る場 合
イ 現 に居 住し てい る住宅 等の 敷地 が借 地で あり 、当 該地 （敷 地増 を伴 う場 合等 を
含む 。） にお いて 建築を 行う 場合
ウ 借 地権 の設 定を 行って いる こと を土 地の 登記 事項 証明 書で 確認 でき る場 合、 又
は定 期借 地権 契約 を締結 して いる 場合
エ そ の他 、上 記の 各項目 と同 等と 認め られ る場 合（ 例： 当該 農家 住宅 の建 築ま で
に所 有権 を取 得す ること が確 実と 認め られ る場 合）

３

要件 ３(２ )に つい て
(１ ) アの 「新 たに 農業 用施設 を必 要と する 理由 は、 農業 を営 む者 の耕 作等 の状 況及 び
既 存の 農業 用施 設の 有無等 に照 らし て合 理的 であ るこ と」 とは 、耕 作等 の質 的改 善
又 は規 模拡 大等 の事 情があ り、 かつ 、既 存の 農業 用施 設が ない か又 はあ って も当 該
施 設が 老朽 、狭 小で ある場 合等 で、 社会 通念 に照 らし 新た に農 業用 施設 が必 要な 合
理 的事 情が 存す るこ とをい う。
(２ ) イの 「計 画敷 地の 位置は 、農 地等 又は 居住 地の 位置 に照 らし て農 業を 営む 者が 耕
作 等を 効率 的に 行う うえに おい て適 切で ある こと 。」 とは 、計 画敷 地の 位置 が、 原
則 とし て農 地等 又は 居住地 の近 接地 であ るこ とを いう 。

(３ )

ウの 「計 画建 築物 及び敷 地の 規模 は、 貯蔵 若し くは 保管 され る物 品等 又は 当該 建
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築 物等 の利 用形 態等 に照ら して 適切 であ るこ と」 とは 、次 のす て に該 当す るも の
を いう 。
ア 計 画建 築物 の
は、 原則 とし て１
以 であ るこ と。
が１
を える 計画 にあ って は、 農地 等の 規模 、農
及 び農 業用
の保有 状況 、 びに 例え ば畜 産農 業に おけ る イ 等
的な
農業 形態 と計 画建 築物の 目的 、
等 に照 らし て当 該規 模が 必要 な合 理的 理由 が
ある こと 。
な お、 計画 建築 物を とし て農
等
施 設と して 利用 する が、 その 一部 を
農産 物の 一次 的
の用 に供 する な
第 ２ 条第 １号 に該 当す る用 に 利用 す
る場 合に おい ても 、当該 建築 物の
が１
以 のも のは 、
農業 用施 設に 含 される 。
イ 計 画建 築物 は、 原則と して
建て であ るこ と。
た だし 、 ら等
の 農業 用
を ２ 部分 に保 管す る必 要が ある 場合 、 地
形の 約 等に り ２ 建 てと する 合理 的理 由が ある 場合 は、 この 限り でな い。
ウ 計 画敷 地の 規模 は、計 画建 築物 の規 模及 び 外で の農 作業 の利 用等 に照 らし て
適切 であ るこ と。
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要件 ３( )に つい て
市町 村等 が
的 な施 設整

公共

備 とし て行 うも のに つい ても 、本 要件 に該 当す る。

５ 留意 事項 アに つい て
「要 件２ にい う農 家住 宅とし て認 めら れる もの は、 農業 を営 む者 につ き原 則と して １
住 宅１ 回 限 りと する 」と は、農 家住 宅は 当該 市街 化調 整区 域若 しく は準 都 市 計画 区域 又
は 都 市 計画 区域 及び 準 都 市計画 区域 外の 区域 内で 継続 的に 農業 を営 むた めの 保 障 の 観点
よ り、 スプロール の 弊害 を生 じ ない もの とし て本 条の 適用 が除 外さ れて いる こと から 、
農 業を 営む 者が 自 己 の居 住の用 に供 する ため 建築 する 住宅 は、 い わゆ る セカンドハ ウ ス
等 を 容 認す るも ので なく 、生 活 の本 拠 と なる 住宅 を原 則と して １ 戸 認め るも ので ある 。
農家 住宅 の建 替 等 に伴 う区画 変更 又は 収 用 移転 に伴 う 再度 の 新築 等の 場合 にお いて は、
農 業を 営む 者に つき 農家 住宅が １住 宅で ある と認 めら れる こと から 、本 留意 事項 に適 合
す るも のと する 。

６ 留意 事項 イに つい て

掲げ

容

じ

「原 則と して 要件 ３(２ )アか らエ に
る 内 に準 て 行う もの とす る」 とは 、当 該
建 築物 の目 的に 照ら して 、要件 ３(２)ア から エに
る内 に つい て必 要な
えを
行 って 適用 する こと をい う。
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