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市町村名 従業者数
（人）

年間商品
販売額
（億円）

市町村名 市町村名

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

白 岡 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

越 生 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

51,036 

13,485 

9,588 

19,494 

3,221 

3,661 

12,276 

3,446 

4,408 

3,935 

4,646 

9,186 

5,536 

3,144 

4,732 

6,127 

8,969 

8,281 

14,176 

3,116 

4,793 

6,676 

事業所数
（所）

5,043 

1,507 

1,236 

2,409 

506 

571 

1,310 

496 

632 

554 

564 

1,069 

654 

416 

580 

848 

770 

909 

1,618 

395 

482 

703 

10,596 

2,885 

1,867 

3,807 

532 

580 

2,574 

530 

750 

690 

889 

1,822 

1,023 

614 

868 

1,186 

2,142 

1,570 

2,696 

711 

980 

1,333 

従業者数
（人）

年間商品
販売額
（億円）

3,742 

2,580 

2,134 

5,648 

2,838 

6,876 

3,232 

2,655 

3,276 

5,131 

2,199 

3,450 

2,891 

3,902 

1,993 

1,923 

3,934 

262,336 

1,342 

1,558 

1,489 

354 

事業所数
（所）

367 

268 

206 

571 

342 

824 

300 

325 

394 

564 

236 

432 

345 

306 

239 

219 

438 

29,648 

141 

129 

189 

73 

592 

513 

531 

1,050 

436 

1,272 

599 

595 

487 

1,189 

436 

663 

520 

740 

391 

275 

791 

51,723 

263 

399 

232 

38 

従業者数
（人）

年間商品
販売額
（億円）

865 

947 

1,159 

1,001 

438 

248 

332 

288 

634 

296 

625 

60 

368 

302 

1,637 

1,711 

1,023 

1,698 

3,073 

1,008 

22,456 

284,792 

事業所数
（所）

62 

110 

211 

84 

70 

51 

77 

42 

111 

58 

129 

23 

58 

55 

166 

186 

146 

206 

224 

110 

2,711 

32,359 

144 

159 

180 

183 

112 

48 

33 

40 

83 

38 

74 

4 

62 

52 

289 

219 

118 

310 

311 

180 

3,572 

55,294 

市町村経済データ

小売業の事業所数・従業者数・年間商品販売額

資料：経済産業省「平成24年経済センサス活動調査　卸売業、小売業　産業編（市区町村表）」
(注1)市町村名は平成24年２月１日調査時点
(注2)事業所数、従業者数は平成２４年２月１日時点の値、年間商品販売額は平成23年1月1日から平成23年12月31日までの販売額
(注3)四捨五入の関係上、年間商品販売額の市町村計は市計と町村計を合わせたものと一致しない
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彩論  埼玉労働局長 代田雅彦 氏
 「人材」の埼玉

ズームアップ  仁科工業株式会社 
地域研究レポート  変わる公共サービスと行政・民間の対応（Ⅰ） 
調査  埼玉県における農業生産法人の現状
アンケート調査  埼玉県内企業経営動向調査
 売上、利益の持ち直し続くも、先行きは消費税率引き上げの影響を懸念

県内経済の動き

月次経済指標

タウンスケープ  志木市
 “市民力”再発見！　夢と未来を語れる　ふれあいあふれるまち志木
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ズ ー ムアップ

現在、主力となる技術者は35～40歳。10年かかっ
て、会社を引っ張ってくれる人材にまで成長した。同
社の場合、技術指導に簡単なマニュアルはあるが、
技術の習得はOJTに負うところが大きい。現場では
「品物の声を聞く！」、そんな研ぎ澄まされた感性を
持って作業を進めることが必要とされ、これは画一的
な研修で教えられる性質のものではないからだ。
「現場の腕で頑張れるところが、うちのいいところ
じゃないでしょうか。最先端の技術力ということで
言ったら、すごい会社はたくさんある。弊社の特徴は、
『めっき屋の魂』を持ち続けていることなんです」
開発を担うユニテクセンターには、3人の技術者がい

る。1人は20歳の女性で、業界でも注目の的だという。
同社の最大の強みは、顧客の要求にしっかり応え、

モノづくりの3つの柱となるQCD（品質、コスト、納
期）を徹底し、当たり前のことを当たり前に確実にや
ること。それは、創業以来一貫して変わらぬ姿勢だ。

同社は複合無電解ニッケルめっきにも力を入れ、そ
の技術は高く評価されている。複合無電解ニッケル
めっきとは、めっき皮膜にフッ素樹脂や炭化ケイ素等
を含有させることで、耐摩耗性、耐熱性、潤滑性等を
高めためっき法で、めっきの用途をさらに広げる大き
な可能性を持つ。今後は、同社の主力技術である無
電解ニッケルめっきと、強みとなる大型部品のめっき
を核として積極的に展示会等に参加し、技術をアピー
ルしていく予定。さらに、仁科社長は他企業とのコラ
ボレーションによる製品開発にも意欲を燃やす。
「今受注できているものを着実にこなす。あと生意
気な言い方をさせてもらえれば、航空機事業や医療
のような新たな分野にも進出していきたい」
創業以来の変わらぬ姿勢でモノづくりに取り組む

同社の活躍を、今後も注目していきたい。

「東海道新幹線向けの仕事を手がけたことで、現
実にこの技術が相当使えるものであることを実感し
ました」
膜厚の均一性に優れ、ロットごとのばらつきが少な

い無電解ニッケルめっきは、その後需要が増え始め
る。同社はその技術を主力に、以降、会社を大きく飛
躍させていった。

2度目の転機が訪れたのは、昭和55年。きっかけ
は大手配管メーカーから無電解ニッケルめっきの依
頼が入ったことだった。それは、中東で使われるパイ
プライン用の大型バルブ。重さは1～2ｔ。当然これま
で取り扱っていた部品のように、手では持ち上げられ
ない。
「その頃、埼玉で無電解ニッケルめっきをやってい
たところは4～5社はあったと思います。でも、そこまで
大型の部品を扱っているところはなかった。そして、
当時は今みたいに、クレーンを使って作業すること自
体が考えられなかった」
最初はこのような大型部品に対応する設備もない

ため断っていたが、引き受けてくれる先が見つからな
い大手配管メーカーから、同社に何度も依頼の電話
がかかる。配管メーカーはこう言ったという。「先方か
らは、めっき加工済みで納品することを要求されてい
て、それができないとわれわれはこの仕事を受注で
きない」。そこで、同社はこの仕事を引き受けることを
決意。大型部品のめっきを行える工場建設が急ピッ
チで進められた。
「これ、おもしろいんじゃないかな、そんな興味が
あったことは事実ですよね。それで先方に、『じゃあ、
やりましょう』と。3カ月かけて設備をつくりました。そ
れが、弊社の大物のスタートですね。大物分野に進
出した、というわけじゃなくて、進出する機会を与えら
れたんで、ニコニコして出ていったという（笑）」
それまで大型部品は各部品をそれぞれめっきした

無電解ニッケルめっきとは、字のごとく電気めっき
とは異なり、電気を使わず化学反応を利用しためっき
法。めっき液に含まれる還元剤の作用で、ニッケル皮
膜を得る方法だ。膜厚均一性や耐食性・耐摩耗性に
優れ、複雑な形状のものにも対応できるほか、プラス
チックやセラミック等の不導体にもめっきできるなど
多くの特徴を持つ。
仁科工業株式会社は、この技術をいち早く取り入

れ、コア・テクノロジーとしてきた。今では自動車、半導
体、液晶等の一般産業製品から宇宙、原子力、防衛
産業まで、多岐にわたる産業部品の高度な表面処理
（めっき）を手がけ、小さなものでは数ミリメートルの小
物部品、大きなものは重さ20ｔ級の部品を扱う。
「20ｔクラスの大型部品を処理できるめっき設備を
有しているのは、日本でも2～3社でしょうか。弊社の
受注は関東近辺からが中心なのですが、大型となる
と日本全国から依頼があります。海外からも入りま
す」（仁科俊夫社長）。
今日まで同社をけん引してきたのは、確かなめっき
技術と、顧客や市場のニーズを見極めて設備投資を
行う、その大胆な決断力である。

創業は昭和31（1956）年、当時は主に、装飾ク
ロームめっき（腕時計や車のバンパー、水道栓等に施
され、光沢を出して外観を向上させる表面処理法）
や電気亜鉛めっきを手がけていた。
最初の転機が訪れたのは昭和39年。創業当時か

ら取引のあった大手信号機メーカーから、東海道新
幹線向け自動列車停止装置の特殊部品の依頼を受
けたことだった。
国をあげた一大事業であった東海道新幹線。当然、

そこに注ぎ込まれるすべての技術には、時代の先端
を上回る高度なものが要求された。メーカーから依
頼されたのは、高い耐久性と耐食性を兼ね備えた技
術、無電解ニッケルめっきでの表面処理だった。
「無電解ニッケルめっきは、もともとはアメリカの技
術で、その頃日本ではほとんど行われていませんでし
た。技術的に難しいのと、電気めっきと比べてコスト
高になってしまうのがその理由です」
同社は、当時最先端だったその技術をどこよりも早

く取り入れ、この“夢の超特急”の部品に用いた。

無電解ニッケルめっきをコア・テクノロジーに、数ミリメートルの
小型部品から20ｔ級の大型部品の表面処理加工で高い評価
市場のニーズを読んだ積極的な設備投資と確かなめっき技術で、創業以来成長を続けてきた仁科工業。同社の特徴は
日本でも2～3社しかないという、大型部品をめっきできる設備とその技術を持つことだ。今後は、それらの技術を磨き
つつ新たな技術開発を行う一方、受け身から提案型への転換を目指す。

仁科工業株式会社

●代 表 者 代表取締役　仁科俊夫
●設　　立 昭和31年6月
●資 本 金 1,000万円
●従業員数 98名
●事業内容 自動車、半導体、液晶、一般機械等向けのめっき加工（無電解ニッケルめっき、
 複合無電解ニッケルめっき、硬質クロームめっき、装飾クロームめっき、スズめっき）
●所 在 地 〒338-0002　さいたま市中央区下落合1003
 TEL 048-831-5238　 FAX 048-822-4820
●U R L http://nishina-inc.com

代表取締役　仁科 俊夫氏

最先端の技術を大々的に採用

「人材」の埼玉

埼玉労働局長
代田 雅彦氏

後で組み立てを行うという工程だった。同社の大型
めっき槽導入によって、各部品を組み立て、大型部品
に仕上げた後めっきすることが可能になった。当時は、
誰も手を出そうとしなかったクレーンを使ってのめっ
き加工。同社の取り組みは業界に大きな反響を呼び、
大型部品の無電解ニッケルめっきを取り扱うパイオ
ニア的存在となる。やがてうわさを聞いた全国のメー
カーから依頼が舞い込み、大型部品の無電解めっき
は同社の太い柱となった。

現在は、浴容量3万ℓで重量20ｔクラスの大型部品
をめっきできるラインを持ち、液晶や半導体等をつく
る製造装置、化学プラントやインフラ用設備などに使
われる大型部品を数多く手がけている。

平成9（1997）年、同社は、小物部品をバスケット
に入れた状態のまま、前処理からめっき、乾燥までを
全部自動で行う「ＮＡＢＩ-Ｓｙｓｔｅｍ」を独自に開発す
る。これによって、部品の紛失と異物混入が防げ、作
業効率が格段に向上した。

さらに業界に先駆けて、最高倍率20万倍の走査
型電子顕微鏡と3台の蛍光X線膜厚計を導入。これ
らの設備が検査や研究開発体制を充実させ、さらに
は、品質解析技術の強化と品質の向上を実現するこ
とになる。
「めっき処理で出た不具合を解析するのに必要で
した。会社としての形が、少しずつできてきた頃だっ
たので、そろそろ次なる設備投資が必要かなと」
平成12年以降は、重さ５ｔまで処理できるめっき槽

を備えたメカシス工場や20ｔ級の加工が可能な大型
ラインを備えたユニテク工場の新設、さらに工場のラ
イン増設など積極的に設備投資を行い、それによっ
て受注も増やしていった。
さらに、それまで安定した品質が得られなかったア
ルミ専用無電解ニッケルめっきの製造技術を確立し、
その潜在ニーズを引き出した。大胆な設備投資が相
乗効果を生み、業績を後押ししていった。
こうして製造能力を高める一方、同社は環境対策
にも注力。全製造ラインは特定有害物質使用制限指
令（R oH S指令）に対応し、すべての工場が
ISO14001の認証を取得している。

昨年７月はじめに、県内のハローワークや
労働基準監督署を所管する埼玉労働局（さ
いたま新都心）に来て、おおよそ８か月が経過
しました。埼玉は、小学校以来就職してしばら
くして離れるまで生活し、高校まで県内の学
校に通っていましたから、地元に戻って仕事を
する環境をいただけたという思いでいます。と
はいえ、今回赴任してきてみて、地元のことに
ついて知らなかった面が多々あるということを
実感しています。
さて、本題に入らせていただくとして、経営
資源について、ヒト・モノ・カネが重要、あるい
は我が国の最大の資源は「人材」といったこ
とが言われますが、我が国全体では人口が減
少し、それ自体が経済成長にマイナスの影響
を及ぼすという状況にあります。埼玉に目を転
じてみますと、全国でも数少ない人口が増加
している県で、特に生産年齢人口が多いとい
うことになっています。これは、ハローワークで
仕事を探す方が多くなりがちということはあり
ますが、人材の宝庫、成長の源があるとも言
えるのではないでしょうか。県南部からは東京
に通勤している方が、また北部では群馬へ
通っている方もおられるということで、労働市
場圏としてみた関東の中で、一定の位置にあ
り、役割を担っているということが言えるかと
思います。
こうした状況で、性別や年齢その他を問わ

ず貴重な資源である「人材」を社会全体とし
て活かしていく、それぞれの方にとっては仕事
を通じた自己実現を可能とする取組が重要に
なると考えています。このため、全員参加の社
会の実現を目指すという視点で、「人材」の
一層のブラッシュアップを図りながら、仕事を
探される方については、東京を含めた関東
圏、希望等によってはより広く全国規模での
移動も含めて、就職の円滑な実現をいかに
図っていくか、そして働く方が安心して働くこ
とができる環境をいかに整備していくか、とい
うことが重要になってくると考えています。ま
た、埼玉県内には、製造業を中心として、規模
の大小にかかわらず技術力等を誇る企業が
かなりあるということを、今回赴任してきて強
く感じています。こうした企業の方々に、「人
材」の面でいかなる協力をさせていただける
のか、製造業は今後においても日本の成長の
ひとつの柱となっていくものと考えており、県
内の力のある製造業の皆さんに力を発揮し、
そして事業の拡大等を図っていただくことに
より、良質な雇用機会の創造をもたらし、さら
なる人材の活躍を促していく、こうした流れの
実現に少しでも貢献できればと思っています。
地域に、働く人に、企業の方に、「人材」の
面で、何ができるのかを考えながら、最大限の
努力をしていきたいと思いますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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「品物の声を聞く！」、そんな研ぎ澄まされた感性を
持って作業を進めることが必要とされ、これは画一的
な研修で教えられる性質のものではないからだ。
「現場の腕で頑張れるところが、うちのいいところ
じゃないでしょうか。最先端の技術力ということで
言ったら、すごい会社はたくさんある。弊社の特徴は、
『めっき屋の魂』を持ち続けていることなんです」
開発を担うユニテクセンターには、3人の技術者がい

る。1人は20歳の女性で、業界でも注目の的だという。
同社の最大の強みは、顧客の要求にしっかり応え、

モノづくりの3つの柱となるQCD（品質、コスト、納
期）を徹底し、当たり前のことを当たり前に確実にや
ること。それは、創業以来一貫して変わらぬ姿勢だ。

同社は複合無電解ニッケルめっきにも力を入れ、そ
の技術は高く評価されている。複合無電解ニッケル
めっきとは、めっき皮膜にフッ素樹脂や炭化ケイ素等
を含有させることで、耐摩耗性、耐熱性、潤滑性等を
高めためっき法で、めっきの用途をさらに広げる大き
な可能性を持つ。今後は、同社の主力技術である無
電解ニッケルめっきと、強みとなる大型部品のめっき
を核として積極的に展示会等に参加し、技術をアピー
ルしていく予定。さらに、仁科社長は他企業とのコラ
ボレーションによる製品開発にも意欲を燃やす。
「今受注できているものを着実にこなす。あと生意
気な言い方をさせてもらえれば、航空機事業や医療
のような新たな分野にも進出していきたい」
創業以来の変わらぬ姿勢でモノづくりに取り組む

同社の活躍を、今後も注目していきたい。

「東海道新幹線向けの仕事を手がけたことで、現
実にこの技術が相当使えるものであることを実感し
ました」
膜厚の均一性に優れ、ロットごとのばらつきが少な

い無電解ニッケルめっきは、その後需要が増え始め
る。同社はその技術を主力に、以降、会社を大きく飛
躍させていった。

2度目の転機が訪れたのは、昭和55年。きっかけ
は大手配管メーカーから無電解ニッケルめっきの依
頼が入ったことだった。それは、中東で使われるパイ
プライン用の大型バルブ。重さは1～2ｔ。当然これま
で取り扱っていた部品のように、手では持ち上げられ
ない。
「その頃、埼玉で無電解ニッケルめっきをやってい
たところは4～5社はあったと思います。でも、そこまで
大型の部品を扱っているところはなかった。そして、
当時は今みたいに、クレーンを使って作業すること自
体が考えられなかった」
最初はこのような大型部品に対応する設備もない

ため断っていたが、引き受けてくれる先が見つからな
い大手配管メーカーから、同社に何度も依頼の電話
がかかる。配管メーカーはこう言ったという。「先方か
らは、めっき加工済みで納品することを要求されてい
て、それができないとわれわれはこの仕事を受注で
きない」。そこで、同社はこの仕事を引き受けることを
決意。大型部品のめっきを行える工場建設が急ピッ
チで進められた。
「これ、おもしろいんじゃないかな、そんな興味が
あったことは事実ですよね。それで先方に、『じゃあ、
やりましょう』と。3カ月かけて設備をつくりました。そ
れが、弊社の大物のスタートですね。大物分野に進
出した、というわけじゃなくて、進出する機会を与えら
れたんで、ニコニコして出ていったという（笑）」
それまで大型部品は各部品をそれぞれめっきした

無電解ニッケルめっきとは、字のごとく電気めっき
とは異なり、電気を使わず化学反応を利用しためっき
法。めっき液に含まれる還元剤の作用で、ニッケル皮
膜を得る方法だ。膜厚均一性や耐食性・耐摩耗性に
優れ、複雑な形状のものにも対応できるほか、プラス
チックやセラミック等の不導体にもめっきできるなど
多くの特徴を持つ。
仁科工業株式会社は、この技術をいち早く取り入

れ、コア・テクノロジーとしてきた。今では自動車、半導
体、液晶等の一般産業製品から宇宙、原子力、防衛
産業まで、多岐にわたる産業部品の高度な表面処理
（めっき）を手がけ、小さなものでは数ミリメートルの小
物部品、大きなものは重さ20ｔ級の部品を扱う。
「20ｔクラスの大型部品を処理できるめっき設備を
有しているのは、日本でも2～3社でしょうか。弊社の
受注は関東近辺からが中心なのですが、大型となる
と日本全国から依頼があります。海外からも入りま
す」（仁科俊夫社長）。
今日まで同社をけん引してきたのは、確かなめっき
技術と、顧客や市場のニーズを見極めて設備投資を
行う、その大胆な決断力である。

創業は昭和31（1956）年、当時は主に、装飾ク
ロームめっき（腕時計や車のバンパー、水道栓等に施
され、光沢を出して外観を向上させる表面処理法）
や電気亜鉛めっきを手がけていた。
最初の転機が訪れたのは昭和39年。創業当時か

ら取引のあった大手信号機メーカーから、東海道新
幹線向け自動列車停止装置の特殊部品の依頼を受
けたことだった。
国をあげた一大事業であった東海道新幹線。当然、

そこに注ぎ込まれるすべての技術には、時代の先端
を上回る高度なものが要求された。メーカーから依
頼されたのは、高い耐久性と耐食性を兼ね備えた技
術、無電解ニッケルめっきでの表面処理だった。
「無電解ニッケルめっきは、もともとはアメリカの技
術で、その頃日本ではほとんど行われていませんでし
た。技術的に難しいのと、電気めっきと比べてコスト
高になってしまうのがその理由です」
同社は、当時最先端だったその技術をどこよりも早

く取り入れ、この“夢の超特急”の部品に用いた。

無電解ニッケルめっきをコア・テクノロジーに、数ミリメートルの
小型部品から20ｔ級の大型部品の表面処理加工で高い評価
市場のニーズを読んだ積極的な設備投資と確かなめっき技術で、創業以来成長を続けてきた仁科工業。同社の特徴は
日本でも2～3社しかないという、大型部品をめっきできる設備とその技術を持つことだ。今後は、それらの技術を磨き
つつ新たな技術開発を行う一方、受け身から提案型への転換を目指す。
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最先端の技術を大々的に採用

「人材」の埼玉

埼玉労働局長
代田 雅彦氏

後で組み立てを行うという工程だった。同社の大型
めっき槽導入によって、各部品を組み立て、大型部品
に仕上げた後めっきすることが可能になった。当時は、
誰も手を出そうとしなかったクレーンを使ってのめっ
き加工。同社の取り組みは業界に大きな反響を呼び、
大型部品の無電解ニッケルめっきを取り扱うパイオ
ニア的存在となる。やがてうわさを聞いた全国のメー
カーから依頼が舞い込み、大型部品の無電解めっき
は同社の太い柱となった。

現在は、浴容量3万ℓで重量20ｔクラスの大型部品
をめっきできるラインを持ち、液晶や半導体等をつく
る製造装置、化学プラントやインフラ用設備などに使
われる大型部品を数多く手がけている。

平成9（1997）年、同社は、小物部品をバスケット
に入れた状態のまま、前処理からめっき、乾燥までを
全部自動で行う「ＮＡＢＩ-Ｓｙｓｔｅｍ」を独自に開発す
る。これによって、部品の紛失と異物混入が防げ、作
業効率が格段に向上した。

さらに業界に先駆けて、最高倍率20万倍の走査
型電子顕微鏡と3台の蛍光X線膜厚計を導入。これ
らの設備が検査や研究開発体制を充実させ、さらに
は、品質解析技術の強化と品質の向上を実現するこ
とになる。
「めっき処理で出た不具合を解析するのに必要で
した。会社としての形が、少しずつできてきた頃だっ
たので、そろそろ次なる設備投資が必要かなと」
平成12年以降は、重さ５ｔまで処理できるめっき槽

を備えたメカシス工場や20ｔ級の加工が可能な大型
ラインを備えたユニテク工場の新設、さらに工場のラ
イン増設など積極的に設備投資を行い、それによっ
て受注も増やしていった。
さらに、それまで安定した品質が得られなかったア
ルミ専用無電解ニッケルめっきの製造技術を確立し、
その潜在ニーズを引き出した。大胆な設備投資が相
乗効果を生み、業績を後押ししていった。
こうして製造能力を高める一方、同社は環境対策
にも注力。全製造ラインは特定有害物質使用制限指
令（R oH S指令）に対応し、すべての工場が
ISO14001の認証を取得している。

昨年７月はじめに、県内のハローワークや
労働基準監督署を所管する埼玉労働局（さ
いたま新都心）に来て、おおよそ８か月が経過
しました。埼玉は、小学校以来就職してしばら
くして離れるまで生活し、高校まで県内の学
校に通っていましたから、地元に戻って仕事を
する環境をいただけたという思いでいます。と
はいえ、今回赴任してきてみて、地元のことに
ついて知らなかった面が多々あるということを
実感しています。
さて、本題に入らせていただくとして、経営
資源について、ヒト・モノ・カネが重要、あるい
は我が国の最大の資源は「人材」といったこ
とが言われますが、我が国全体では人口が減
少し、それ自体が経済成長にマイナスの影響
を及ぼすという状況にあります。埼玉に目を転
じてみますと、全国でも数少ない人口が増加
している県で、特に生産年齢人口が多いとい
うことになっています。これは、ハローワークで
仕事を探す方が多くなりがちということはあり
ますが、人材の宝庫、成長の源があるとも言
えるのではないでしょうか。県南部からは東京
に通勤している方が、また北部では群馬へ
通っている方もおられるということで、労働市
場圏としてみた関東の中で、一定の位置にあ
り、役割を担っているということが言えるかと
思います。
こうした状況で、性別や年齢その他を問わ

ず貴重な資源である「人材」を社会全体とし
て活かしていく、それぞれの方にとっては仕事
を通じた自己実現を可能とする取組が重要に
なると考えています。このため、全員参加の社
会の実現を目指すという視点で、「人材」の
一層のブラッシュアップを図りながら、仕事を
探される方については、東京を含めた関東
圏、希望等によってはより広く全国規模での
移動も含めて、就職の円滑な実現をいかに
図っていくか、そして働く方が安心して働くこ
とができる環境をいかに整備していくか、とい
うことが重要になってくると考えています。ま
た、埼玉県内には、製造業を中心として、規模
の大小にかかわらず技術力等を誇る企業が
かなりあるということを、今回赴任してきて強
く感じています。こうした企業の方々に、「人
材」の面でいかなる協力をさせていただける
のか、製造業は今後においても日本の成長の
ひとつの柱となっていくものと考えており、県
内の力のある製造業の皆さんに力を発揮し、
そして事業の拡大等を図っていただくことに
より、良質な雇用機会の創造をもたらし、さら
なる人材の活躍を促していく、こうした流れの
実現に少しでも貢献できればと思っています。
地域に、働く人に、企業の方に、「人材」の
面で、何ができるのかを考えながら、最大限の
努力をしていきたいと思いますので、どうぞよ
ろしくお願いいたします。
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期）を徹底し、当たり前のことを当たり前に確実にや
ること。それは、創業以来一貫して変わらぬ姿勢だ。

同社は複合無電解ニッケルめっきにも力を入れ、そ
の技術は高く評価されている。複合無電解ニッケル
めっきとは、めっき皮膜にフッ素樹脂や炭化ケイ素等
を含有させることで、耐摩耗性、耐熱性、潤滑性等を
高めためっき法で、めっきの用途をさらに広げる大き
な可能性を持つ。今後は、同社の主力技術である無
電解ニッケルめっきと、強みとなる大型部品のめっき
を核として積極的に展示会等に参加し、技術をアピー
ルしていく予定。さらに、仁科社長は他企業とのコラ
ボレーションによる製品開発にも意欲を燃やす。
「今受注できているものを着実にこなす。あと生意
気な言い方をさせてもらえれば、航空機事業や医療
のような新たな分野にも進出していきたい」
創業以来の変わらぬ姿勢でモノづくりに取り組む

同社の活躍を、今後も注目していきたい。
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「東海道新幹線向けの仕事を手がけたことで、現
実にこの技術が相当使えるものであることを実感し
ました」
膜厚の均一性に優れ、ロットごとのばらつきが少な

い無電解ニッケルめっきは、その後需要が増え始め
る。同社はその技術を主力に、以降、会社を大きく飛
躍させていった。

2度目の転機が訪れたのは、昭和55年。きっかけ
は大手配管メーカーから無電解ニッケルめっきの依
頼が入ったことだった。それは、中東で使われるパイ
プライン用の大型バルブ。重さは1～2ｔ。当然これま
で取り扱っていた部品のように、手では持ち上げられ
ない。
「その頃、埼玉で無電解ニッケルめっきをやってい
たところは4～5社はあったと思います。でも、そこまで
大型の部品を扱っているところはなかった。そして、
当時は今みたいに、クレーンを使って作業すること自
体が考えられなかった」
最初はこのような大型部品に対応する設備もない

ため断っていたが、引き受けてくれる先が見つからな
い大手配管メーカーから、同社に何度も依頼の電話
がかかる。配管メーカーはこう言ったという。「先方か
らは、めっき加工済みで納品することを要求されてい
て、それができないとわれわれはこの仕事を受注で
きない」。そこで、同社はこの仕事を引き受けることを
決意。大型部品のめっきを行える工場建設が急ピッ
チで進められた。
「これ、おもしろいんじゃないかな、そんな興味が
あったことは事実ですよね。それで先方に、『じゃあ、
やりましょう』と。3カ月かけて設備をつくりました。そ
れが、弊社の大物のスタートですね。大物分野に進
出した、というわけじゃなくて、進出する機会を与えら
れたんで、ニコニコして出ていったという（笑）」
それまで大型部品は各部品をそれぞれめっきした

無電解ニッケルめっきとは、字のごとく電気めっき
とは異なり、電気を使わず化学反応を利用しためっき
法。めっき液に含まれる還元剤の作用で、ニッケル皮
膜を得る方法だ。膜厚均一性や耐食性・耐摩耗性に
優れ、複雑な形状のものにも対応できるほか、プラス
チックやセラミック等の不導体にもめっきできるなど
多くの特徴を持つ。
仁科工業株式会社は、この技術をいち早く取り入

れ、コア・テクノロジーとしてきた。今では自動車、半導
体、液晶等の一般産業製品から宇宙、原子力、防衛
産業まで、多岐にわたる産業部品の高度な表面処理
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物部品、大きなものは重さ20ｔ級の部品を扱う。
「20ｔクラスの大型部品を処理できるめっき設備を
有しているのは、日本でも2～3社でしょうか。弊社の
受注は関東近辺からが中心なのですが、大型となる
と日本全国から依頼があります。海外からも入りま
す」（仁科俊夫社長）。
今日まで同社をけん引してきたのは、確かなめっき
技術と、顧客や市場のニーズを見極めて設備投資を
行う、その大胆な決断力である。

創業は昭和31（1956）年、当時は主に、装飾ク
ロームめっき（腕時計や車のバンパー、水道栓等に施
され、光沢を出して外観を向上させる表面処理法）
や電気亜鉛めっきを手がけていた。
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ら取引のあった大手信号機メーカーから、東海道新
幹線向け自動列車停止装置の特殊部品の依頼を受
けたことだった。
国をあげた一大事業であった東海道新幹線。当然、

そこに注ぎ込まれるすべての技術には、時代の先端
を上回る高度なものが要求された。メーカーから依
頼されたのは、高い耐久性と耐食性を兼ね備えた技
術、無電解ニッケルめっきでの表面処理だった。
「無電解ニッケルめっきは、もともとはアメリカの技
術で、その頃日本ではほとんど行われていませんでし
た。技術的に難しいのと、電気めっきと比べてコスト
高になってしまうのがその理由です」
同社は、当時最先端だったその技術をどこよりも早

く取り入れ、この“夢の超特急”の部品に用いた。

大型部品のめっき受注で転機

設備投資で生まれた相乗効果

今後、積極的に技術をアピール

仁科工業株式会社ZOOM UP

後で組み立てを行うという工程だった。同社の大型
めっき槽導入によって、各部品を組み立て、大型部品
に仕上げた後めっきすることが可能になった。当時は、
誰も手を出そうとしなかったクレーンを使ってのめっ
き加工。同社の取り組みは業界に大きな反響を呼び、
大型部品の無電解ニッケルめっきを取り扱うパイオ
ニア的存在となる。やがてうわさを聞いた全国のメー
カーから依頼が舞い込み、大型部品の無電解めっき
は同社の太い柱となった。

現在は、浴容量3万ℓで重量20ｔクラスの大型部品
をめっきできるラインを持ち、液晶や半導体等をつく
る製造装置、化学プラントやインフラ用設備などに使
われる大型部品を数多く手がけている。

平成9（1997）年、同社は、小物部品をバスケット
に入れた状態のまま、前処理からめっき、乾燥までを
全部自動で行う「ＮＡＢＩ-Ｓｙｓｔｅｍ」を独自に開発す
る。これによって、部品の紛失と異物混入が防げ、作
業効率が格段に向上した。

さらに業界に先駆けて、最高倍率20万倍の走査
型電子顕微鏡と3台の蛍光X線膜厚計を導入。これ
らの設備が検査や研究開発体制を充実させ、さらに
は、品質解析技術の強化と品質の向上を実現するこ
とになる。
「めっき処理で出た不具合を解析するのに必要で
した。会社としての形が、少しずつできてきた頃だっ
たので、そろそろ次なる設備投資が必要かなと」
平成12年以降は、重さ５ｔまで処理できるめっき槽

を備えたメカシス工場や20ｔ級の加工が可能な大型
ラインを備えたユニテク工場の新設、さらに工場のラ
イン増設など積極的に設備投資を行い、それによっ
て受注も増やしていった。
さらに、それまで安定した品質が得られなかったア
ルミ専用無電解ニッケルめっきの製造技術を確立し、
その潜在ニーズを引き出した。大胆な設備投資が相
乗効果を生み、業績を後押ししていった。
こうして製造能力を高める一方、同社は環境対策
にも注力。全製造ラインは特定有害物質使用制限指
令（R oH S指令）に対応し、すべての工場が
ISO14001の認証を取得している。

無電解ニッケルめっき処理された大型部品

めっき加工技術者の誇りと魂
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現在、主力となる技術者は35～40歳。10年かかっ
て、会社を引っ張ってくれる人材にまで成長した。同
社の場合、技術指導に簡単なマニュアルはあるが、
技術の習得はOJTに負うところが大きい。現場では
「品物の声を聞く！」、そんな研ぎ澄まされた感性を
持って作業を進めることが必要とされ、これは画一的
な研修で教えられる性質のものではないからだ。
「現場の腕で頑張れるところが、うちのいいところ
じゃないでしょうか。最先端の技術力ということで
言ったら、すごい会社はたくさんある。弊社の特徴は、
『めっき屋の魂』を持ち続けていることなんです」
開発を担うユニテクセンターには、3人の技術者がい

る。1人は20歳の女性で、業界でも注目の的だという。
同社の最大の強みは、顧客の要求にしっかり応え、

モノづくりの3つの柱となるQCD（品質、コスト、納
期）を徹底し、当たり前のことを当たり前に確実にや
ること。それは、創業以来一貫して変わらぬ姿勢だ。

同社は複合無電解ニッケルめっきにも力を入れ、そ
の技術は高く評価されている。複合無電解ニッケル
めっきとは、めっき皮膜にフッ素樹脂や炭化ケイ素等
を含有させることで、耐摩耗性、耐熱性、潤滑性等を
高めためっき法で、めっきの用途をさらに広げる大き
な可能性を持つ。今後は、同社の主力技術である無
電解ニッケルめっきと、強みとなる大型部品のめっき
を核として積極的に展示会等に参加し、技術をアピー
ルしていく予定。さらに、仁科社長は他企業とのコラ
ボレーションによる製品開発にも意欲を燃やす。
「今受注できているものを着実にこなす。あと生意
気な言い方をさせてもらえれば、航空機事業や医療
のような新たな分野にも進出していきたい」
創業以来の変わらぬ姿勢でモノづくりに取り組む

同社の活躍を、今後も注目していきたい。

PTFE複合無電解
ニッケルめっき処理めっき処理される大型部品無電解ニッケルめっき処理された大型部品 大型めっき槽ライン

「東海道新幹線向けの仕事を手がけたことで、現
実にこの技術が相当使えるものであることを実感し
ました」
膜厚の均一性に優れ、ロットごとのばらつきが少な

い無電解ニッケルめっきは、その後需要が増え始め
る。同社はその技術を主力に、以降、会社を大きく飛
躍させていった。

2度目の転機が訪れたのは、昭和55年。きっかけ
は大手配管メーカーから無電解ニッケルめっきの依
頼が入ったことだった。それは、中東で使われるパイ
プライン用の大型バルブ。重さは1～2ｔ。当然これま
で取り扱っていた部品のように、手では持ち上げられ
ない。
「その頃、埼玉で無電解ニッケルめっきをやってい
たところは4～5社はあったと思います。でも、そこまで
大型の部品を扱っているところはなかった。そして、
当時は今みたいに、クレーンを使って作業すること自
体が考えられなかった」
最初はこのような大型部品に対応する設備もない

ため断っていたが、引き受けてくれる先が見つからな
い大手配管メーカーから、同社に何度も依頼の電話
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技術と、顧客や市場のニーズを見極めて設備投資を
行う、その大胆な決断力である。
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ラインを備えたユニテク工場の新設、さらに工場のラ
イン増設など積極的に設備投資を行い、それによっ
て受注も増やしていった。
さらに、それまで安定した品質が得られなかったア
ルミ専用無電解ニッケルめっきの製造技術を確立し、
その潜在ニーズを引き出した。大胆な設備投資が相
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こうして製造能力を高める一方、同社は環境対策
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2013年12月、政府は、新たな農政のグランドデザ
インとなる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を
決定し、農業・農村全体の所得を、今後10年間で倍
増させるという目標を掲げた。
しかし、意欲的な目標とは裏腹に、このプランが策
定された背景には、国内農業の抱える諸問題への相
当な危機感があったと思われ、そうした問題点の一
つである、農業の担い手の減少対策として、農地集
約のための農地中間管理機構の整備などの施策が
盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。

はじめに
本レポートでは、公共サービスのあり方の変化に

ついて概観し、今後、行政、民間（民間企業、ＮＰ
Ｏ）がどのように対応すべきかを考察したい。

公共サービスの３層構造
まず、公共サービスとは何かを定義しておきたい。

「公共サービス基本法」や「公共サービス改革法」
では「政府や地方自治体や関係機関」が行うサー
ビスと定義するのが一般的であり、行政サービスと
ほぼ同一であるが、ここでは、以下の３層からなるも
のと考える。
第１層は、公務員により提供されるサービス（直

営サービス）であり、警察や消防のサービスが典型
である。
第２層は、行政が責任をもつ領域であるが公務

員以外（民間）により提供されるサービスであり、公
共事業において民間企業が行政から発注を受け
道路や橋、公共施設を建築する例に代表される。
第３層は、公共的意義をもつが民間が提供する

サービスであり、民間の株式会社がバスや鉄道な
どの公共交通を運営する例が挙げられるが、近年
では、市民団体やＮＰＯが行う行政がカバーできて

いない貧困対策や福祉分野での活動もこれにあて
はまる。
第１、２層は、行政が責任をもつ領域であり、行政

サービスと定義できる。
税金が事業に直接利用されるのが行政サービス

という定義も可能である（第３層のサービスについ
ては、税金が補助金や出資などの形で行政以外の
団体に使われることもある）。
さらに公共サービスの外に、公共サービスではな
いが、市民社会を支えるサービスがある（ここでは
市民社会サービスと呼ぶ）。例えば、買い物や飲食
ができる環境は、市民生活に不可欠であるが民間
の商業活動によって成立している。
ただし、近年の地方やニュータウンにおける買い
物難民対策に行政が乗り出さざるを得ないように、
市民社会サービスと思われていたものが環境変化
によって公共サービスに位置づけられることはあり
うる。

３つの層の間のサービスの移動
どのような公共サービスがどの層に属するのか
は国や地域、時代によって異なる。電話事業はか
つては官業（第１層）の典型であったが、民営化が

されて第３層に移動したといえる。行政改革の流
れでは「民間でできることは民間に委ねる」との基
本方針のもと民間の利用が進められてきたため、
直営（第１層）は縮小し、民間利用（第２層）、民間
の活動（第３層）が拡大している。民営化は、郵便
事業が典型であるように、第１層から第３層への移
行である。
行政改革の要請だけでなく、社会が複雑化し市

民ニーズも高度化している中、公共サービスへの
要求が高まっているが公務員だけでは対応できな
いため、第２層、第３層が拡大することになった。
自治体の役割は、国が決めたサービスを公務員

により実施することでなく、地域の実情に応じて必
要な公共サービスが（行政、民間を問わず）提供さ
れている状況を実現することとなり、地方自治体は、
自らの地域における、３つの層の公共サービスの状
況に注意を払わざるを得なくなっている。

民間利用における多様な選択肢
近年、市場で培った民間の技術やノウハウが高

度化し、それを行政サービスに活用すべきであると
の観点からも、民間利用の拡大が進められている。
新たに発生する問題に対応するために公務員が

自ら動くこともあるが、先に対応していたＮＰＯのノ
ウハウを活かすために協働するなどの取り組みも
見られる。
第２層における民間を利用したサービス利用に

ついて多様な選択肢がでてきており、以下、地方自
治体の公共サービス提供における民間利用を想定
して述べる。
民間利用は、土木・建築の公共事業を中心とし

た請負として明治期から行われてきた。しかし、日
本では、公共事業は、官公需法に代表される中小
企業振興や地域振興の手段として用いられてきた
ため、より多くの事業者に分割発注される傾向が
あり、また、行政の単年度会計に応じて年度で刻ま
れてきたことから、行政の縦割りとも相まって硬直
したものになっていた。

行政改革は、単に直営から民間利用に振り替え
るだけでなく、これまでの利用方法の見直しに移行
している。
まず、民間委託をまとめて（一括化し複数年度契
約により）行政支出を削減する方向がある。多数の
公有施設の維持管理を包括的に民間委託し成果
を上げている自治体もでてきている。ただし、どの
事業をまとめ、どの程度の期間で契約すればよい
のかは自治体が決めなければならない。
ＰＦＩ（Private Finance Initiative：プライベー

ト・ファイナンス・イニシアティブ）は、1999年に成立
したＰＦＩ法に基づく民間資金を活用した社会資本
整備の手法であるが、公共施設等の整備を行うた
めに設計、建築、維持管理・運営を一部または全部
を一括して事業化し行政支出の削減をはかる。ど
の部分をまとめ、事業期間を何年にするかは自治
体の判断である。ＰＦＩは従来型の公共事業との選
択であり、選択の判断となるある程度客観的な指
標（ＶＦＭと呼ばれる）はあるものの、最終的な決断
は自治体が行わなければならない。
指定管理者制度は、2003年の地方自治法改正

により導入された。それまで外郭団体等に限定さ
れていた地方自治体の公の施設（公民館やスポー
ツ施設など一般に開かれた施設）の管理運営を、
民間にも開放する制度である。これも管理運営す
る施設を複数まとめても、一つの施設を分割して指
定管理としてもよく、また指定期間も自由に（議会
の議決が必要であるが）行政で決められる。さらに、
指定管理者は、法人格がなくてもよく、また、複数の
企業がグループとなっても、ＮＰＯが単独でも企業
とグループを組んでも、指定を受けることができる。
指定管理者制度は、直営との選択であり、公の

施設を直営とするとして、管理運営を業務委託と
することも可能である。また、指定管理者制度をあ
る施設に導入するとしても、管理者の指定は公募
にせずいわゆる随意（特命）で指定することも可能
である。　
このように多様な選択肢が民間利用にあり、自

治体としては、事業ごとに最適な事業手法を採用
するとともに、自治体の公共サービスの提供におい
て一貫した考え方で取り組むことと、その説明責任
が求められる時代となっている。

誰が公共サービスを支えるか
次に、公共サービスの担い手について考えてみ

たい。個人が貧困や病気などの困難に陥った時、
誰が支えるかを考えた場合、家族、地域、行政があ
げられるが、今後、家族は高齢化・単身化が進み相
互扶助の力は落ちる。地域の自治会・町内会も結
びつきは弱くならざるを得ない。行政は、人口の高
齢化と税収の減少に伴い財政が一層厳しくなるこ
とが予想される。そのような中で、公共サービスへ
の需要は高まる一方、第１層の公務員によるサービ
スは困難となる。　
第２層、第３層を厚くしていくしかないが、その主

な担い手は、主に民間企業とＮＰＯが考えられる。
民間企業は1990年代のゼネコン汚職や数々の
談合事件の摘発を通じての批判の高まりや、2000
年代の小泉構造改革路線により、公共事業に対す
る入札の競争性が強められ、厳しい競争にさらさ
れてきた。入札において地域の企業が優遇される
地域要件が外されたため、地域外の全国企業まで
が参入し、財政のひっ迫から事業費全体が削られ
たことから、地域の民間企業は疲弊し廃業が相次
いだ。この動きには民間市場は十分大きくなってお
り、公共サービスは、地元からでなくとも全国、場合
によっては全世界から自由に調達すればよいという
考え方が根底にあった。
しかし、東日本大震災をはじめとする災害や異常
気象の経験を経て、地域において建設・土木や福
祉・生活サービスを担える企業があることが重要で
あるとの認識も広がりつつある。ＰＦＩや指定管理者
の事業者選定において、地域貢献の高い事業者を
選定において評価する工夫もなされているのは、
競争性を担保しつつ、地域に企業を根付かさせる
工夫といえる。

企業間の競争性を高めつつ、公共サービスを提
供できる民間企業を地域に維持することは、今後
とも考えておかねばならない課題である。
ＮＰＯについては、1998年のいわゆるＮＰＯ法
の成立以来、公共の担い手として多くの自治体で
支援策がとられてきた。民主党政権下で提唱され
た「新しい公共」の担い手として期待され、東日本
大震災でも、救援・復興に大きな役割を果たしてい
ると評価されている。
2000年代から顕著になってきた格差や貧困・労
働問題などの取り組みにおいて、専門的かつ柔軟
な活動により成果を上げている一方、人的・財政的
な基盤が依然として脆弱である。指定管理者制度
において施設運営の担い手となる例も多くあるが、
行政の下請けに甘んじているなどの批判も受けて
いる。
　

行政の取り組み
行政が民間利用をする手法が数多く整えられ選
択肢が増えたといっても、行政が具体的に民間に
何ができるのか把握が難しいとの課題がある。また、
民間側としても行政の制度や考え方がわからない
ため、自らが持っているノウハウや技術が公共サー
ビスに活かせるのかがわからない、また、実際にど
のような形で行政にアプローチしたらよいか窓口さ
えわからない状況もある。
ＰＦＩ法では、民間事業者からの事業提案ができ
るものとし、行政はその検討結果の通知をしなけれ
ばならないと定めている（ＰＦＩ法第６条）。これは、
2011年６月の改正によるものであり、それまでも民
間提案については法に定めがあったものの、民間
発意によって実現した事業がなかったことから検討
結果の義務付けを条文に入れたものである。しか
し、被災地の防潮堤構築や仙台空港の運営に対し
ての提案等が民間からあったものの、実現には至っ
ていない。
地方自治体において、行政改革の一環として民
間事業者から自治体業務の改善や実施の提案を

募ることは広く行われてきている。
千葉県我孫子市の「提案型公共サービス民営
化制度」が有名であるが、現在は多くの自治体で
取り組まれている。
埼玉県は2008年～2010年に「官民協働・民間
委託制度」として民間と協働して行う事業や民間
委託できる事業の提案を民間から募り、官民協働
は19分野、企業広告は２分野で事業化がなされ、４
事業の民間委託がなされている（埼玉県庁HPよ
り）。2010年からは官民連携のさらなる推進を図る
ため、民間連携よろず相談所をスタートし、官民連
携に関する提案や相談を幅広く受け付けている。

さいたま市は、2012年度に提案型公共サービス
公民連携制度として、特定の行政サービスについ
て、民間の提案を公募し、採択された提案について、
2013年度から実施に移している。
また、市における公民連携の取組を広く情報発
信するとともに、市内の企業、団体等の参加者が
公民連携に関する知識やスキルを習得し、市との
意見交換等を行うことを目的に集まる「参加型の
コミュニティ」として「さいたま公民連携コミュニ
ティ」制度を創設している。

民間側の望まれる対応
民間側としては、まず、既に述べたように行政の
民間利用は、ＰＦＩや指定管理者制度にみられるよ
うに一括化、長期化する形となっているので、それ
に対応できるようなノウハウが要求され、1社で困
難ならば複数の企業・ＮＰＯでの連携が求められる。
行政が縦割りであるように、民間側も同一社内でさ
え従来の制度に縛られ縦割りの事業形態となって
いる場合も多いが、分野横断的な取り組みは民間
側にも求められる。
必要な公共サービスを提供するという観点から

は、様々なノウハウを組み合わせる必要があり、大
学や研究機関などとの連携も考えるべきであろう。
　民間企業とＮＰＯ以外にも、第三セクターや社会
福祉法人、公益法人などの多くの公共サービスの
担い手がいるが、ほとんどの団体が、財政の逼迫
や制度改革の影響を受けており、今後、どのような
形で公共サービスを担っていくのかを模索している
状況であるので、それらと連携する方法もある。
また、行政による直営サービスの提供の困難さ
が増す一方、地域での公共サービス維持の重要性
は高まり、そのための民間利用が求められていると
いう大きな流れを把握した上で、民間の状況（でき
ること、できないこと）を行政に知らせ、公共サービ
スの状況を改善していく事業を、埼玉県やさいたま
市のような制度を利用して積極的に提案していく
必要がある。
特に、地域で活動している民間企業、ＮＰＯにお

いては、行政がまだ把握できていない潜在的な課
題やニーズに接する機会も多いと考えられることか
ら、そのような課題とニーズを行政に伝え、さらに解
決方法も同時に提案できれば、地域への貢献と新
たな事業領域の開拓が同時にできることとなる。
地域における公共サービスの向上という目的を
共有して、行政、民間がそれぞれの得意分野を持
ち寄る基盤が厚くあることが、これから高齢化・人
口減少による様々な困難が予想される時代におい
て強く地域に求められるだろう。

しかし、現在でも、会社法人が農地を購入するには、
原則として（注）農業生産法人としての適格審査要件
と農地法の要件の、両方を満たす必要があるため、
農地の賃借・購入を併用しようとする会社法人では、
農業生産法人になるのが早道となる。

農業法人には、農事組合法人と会社法人の二つ
があるが、このうち、農事組合法人は、農業協同組合
法第72条に基づく法人で、このうち、「農業に係る共
同利用施設等の設置」を行うものを１号法人（同72
条の8の一）、「農業の経営」を行うものを２号法人
（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
である。
一方、会社法人による農業法人は、会社法に基づ

く法人で、合名会社、合資会社、合同会社および株式
会社（株式譲渡制限のあるもの。ただし、特例有限会
社を含む）による農業法人が存在する。これら会社法
による農業法人は、事業内容や構成員など一定の要
件を満たすことで、農業生産法人になることができる。

農業生産法人の適格審査要件は４つある。
①合名会社・合資会社など５つの法人形態のいず
れかに該当すること
②主たる事業が農業であること（直近の農業関連
売上高が全体の半分以上を占めること）
③法人の構成員全員が、農地の権利を提供した者
や、その法人での農業に常時従事している者な
どのいずれかに該当すること
④農業（含む農業関連事業）の常時従業者たる構
成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数
を占める役員の過半数が実際の農作業に従事
していること
上記４つの要件のうち、③の要件を満たすために

は、農地をその農業生産法人に売るか、あるいは貸
すかしている個人が構成員に含まれる必要があり、
農業生産法人の立ち上げには、既存農家の協力が
欠かせない。ちなみに、④の要件からすると、役員４名
の農業生産法人の場合、１名は常時農業に従事して
いなくてもよく、例えば、食品加工を行う企業の人間
なども、役員として参加しやすくなっている。また、残り
の役員３名のうち、少なくとも２名は実際の農作業に
従事している必要があるが、それ以外の１名は、農作
物の加工・販売・農作業事務等に携わっていればよく、
こうした人材を企業から受け入れられれば、農家の
人間にとってもメリットがある。
４つの適格審査要件と同時に、農業生産法人は、
農地法に規定された要件を満たす必要があり、例え
ば、農地の所有権など農地の権利移動のためには、
都道府県知事および農業委員会の許可が必要にな
る。その際、農地が確実に農地として使用されるかど
うかも審査の対象となる。
また、これら農業生産法人としての諸要件は、農地
の権利を取得した後も満たされる必要があり、要件
が満たさなくなれば、農地の権利を失う。

2000年に35法人だった県内の農業生産法人は、
2010年の96法人を経て、2013年には115法人と
なった。農業生産法人の着実な増加もあり、2009年
度末に417法人だった埼玉県の農業法人は、2012
年度末には574法人に達している。農業生産法人の
推移を形態別にみると、比較的規模の小さな合同会
社等の実績はほとんどなく、近年は農事組合法人や
特例有限会社もほぼ横ばいで推移している。そうし
たなか、特例有限会社を除く株式会社がその数を増
やすことで、農業生産法人全体が増加している。
また、2013年の県内の農業生産法人115法人に
ついて、耕作種目別の内訳をみると、最も多いのが米
麦の43法人、次いで蔬菜（以下、野菜）の36法人と
なっており、県内で農業産出額の多い２種目で計79
法人を占めている。しかし、これらを更に経営耕地面
積別に分類すると、米麦では20ha以上が13法人、
10～20haが14法人を占め、比較的、大規模経営を
行う法人が多いのに対して、野菜では36法人中32
法人が５ha未満の小規模農家で占められている。農
業生産法人のメリットの一つは、規模の利益を生かし、
生産性を向上させる点にあるが、現状、野菜を手掛
ける農業生産法人では、経営規模の拡大が遅れてい
るようだ。

2012年の埼玉県の農業産出額は全国18位だが、
農業産出額の約半分を占める野菜だけなら、全国６
位である。大消費地である首都圏に位置する埼玉県
は、鮮度が重要な野菜において、輸送のコストと時間
を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
比べて農作業等の負担が重い野菜作りでは、高齢化
に伴う後継者問題がより深刻になっており、県内の野
菜生産の維持拡大を図る意味でも、農業生産法人の
活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
に活用されることを期待したい。 （井上博夫）

変わる公共サービスと
行政・民間の対応（Ⅰ）

主席研究員
萩原 淳司

●公共サービスと市民社会サービス

公共サービス
第１層　公務員により提供されるサービス（直営サービス）
第２層　行政が責任をもつ領域だが公務員以外により提供されるサービス
第３層　公共的意義をもつが民間が提供するサービス

市民社会サービス（公共サービスではないが、市民社会を支えるサービス）

行政サービス
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2013年12月、政府は、新たな農政のグランドデザ
インとなる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を
決定し、農業・農村全体の所得を、今後10年間で倍
増させるという目標を掲げた。
しかし、意欲的な目標とは裏腹に、このプランが策
定された背景には、国内農業の抱える諸問題への相
当な危機感があったと思われ、そうした問題点の一
つである、農業の担い手の減少対策として、農地集
約のための農地中間管理機構の整備などの施策が
盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。

はじめに
本レポートでは、公共サービスのあり方の変化に

ついて概観し、今後、行政、民間（民間企業、ＮＰ
Ｏ）がどのように対応すべきかを考察したい。

公共サービスの３層構造
まず、公共サービスとは何かを定義しておきたい。

「公共サービス基本法」や「公共サービス改革法」
では「政府や地方自治体や関係機関」が行うサー
ビスと定義するのが一般的であり、行政サービスと
ほぼ同一であるが、ここでは、以下の３層からなるも
のと考える。
第１層は、公務員により提供されるサービス（直
営サービス）であり、警察や消防のサービスが典型
である。
第２層は、行政が責任をもつ領域であるが公務

員以外（民間）により提供されるサービスであり、公
共事業において民間企業が行政から発注を受け
道路や橋、公共施設を建築する例に代表される。
第３層は、公共的意義をもつが民間が提供する

サービスであり、民間の株式会社がバスや鉄道な
どの公共交通を運営する例が挙げられるが、近年
では、市民団体やＮＰＯが行う行政がカバーできて

いない貧困対策や福祉分野での活動もこれにあて
はまる。
第１、２層は、行政が責任をもつ領域であり、行政

サービスと定義できる。
税金が事業に直接利用されるのが行政サービス

という定義も可能である（第３層のサービスについ
ては、税金が補助金や出資などの形で行政以外の
団体に使われることもある）。
さらに公共サービスの外に、公共サービスではな
いが、市民社会を支えるサービスがある（ここでは
市民社会サービスと呼ぶ）。例えば、買い物や飲食
ができる環境は、市民生活に不可欠であるが民間
の商業活動によって成立している。
ただし、近年の地方やニュータウンにおける買い
物難民対策に行政が乗り出さざるを得ないように、
市民社会サービスと思われていたものが環境変化
によって公共サービスに位置づけられることはあり
うる。

３つの層の間のサービスの移動
どのような公共サービスがどの層に属するのか
は国や地域、時代によって異なる。電話事業はか
つては官業（第１層）の典型であったが、民営化が

されて第３層に移動したといえる。行政改革の流
れでは「民間でできることは民間に委ねる」との基
本方針のもと民間の利用が進められてきたため、
直営（第１層）は縮小し、民間利用（第２層）、民間
の活動（第３層）が拡大している。民営化は、郵便
事業が典型であるように、第１層から第３層への移
行である。
行政改革の要請だけでなく、社会が複雑化し市

民ニーズも高度化している中、公共サービスへの
要求が高まっているが公務員だけでは対応できな
いため、第２層、第３層が拡大することになった。
自治体の役割は、国が決めたサービスを公務員

により実施することでなく、地域の実情に応じて必
要な公共サービスが（行政、民間を問わず）提供さ
れている状況を実現することとなり、地方自治体は、
自らの地域における、３つの層の公共サービスの状
況に注意を払わざるを得なくなっている。

民間利用における多様な選択肢
近年、市場で培った民間の技術やノウハウが高

度化し、それを行政サービスに活用すべきであると
の観点からも、民間利用の拡大が進められている。
新たに発生する問題に対応するために公務員が

自ら動くこともあるが、先に対応していたＮＰＯのノ
ウハウを活かすために協働するなどの取り組みも
見られる。
第２層における民間を利用したサービス利用に

ついて多様な選択肢がでてきており、以下、地方自
治体の公共サービス提供における民間利用を想定
して述べる。
民間利用は、土木・建築の公共事業を中心とし

た請負として明治期から行われてきた。しかし、日
本では、公共事業は、官公需法に代表される中小
企業振興や地域振興の手段として用いられてきた
ため、より多くの事業者に分割発注される傾向が
あり、また、行政の単年度会計に応じて年度で刻ま
れてきたことから、行政の縦割りとも相まって硬直
したものになっていた。

行政改革は、単に直営から民間利用に振り替え
るだけでなく、これまでの利用方法の見直しに移行
している。
まず、民間委託をまとめて（一括化し複数年度契
約により）行政支出を削減する方向がある。多数の
公有施設の維持管理を包括的に民間委託し成果
を上げている自治体もでてきている。ただし、どの
事業をまとめ、どの程度の期間で契約すればよい
のかは自治体が決めなければならない。
ＰＦＩ（Private Finance Initiative：プライベー

ト・ファイナンス・イニシアティブ）は、1999年に成立
したＰＦＩ法に基づく民間資金を活用した社会資本
整備の手法であるが、公共施設等の整備を行うた
めに設計、建築、維持管理・運営を一部または全部
を一括して事業化し行政支出の削減をはかる。ど
の部分をまとめ、事業期間を何年にするかは自治
体の判断である。ＰＦＩは従来型の公共事業との選
択であり、選択の判断となるある程度客観的な指
標（ＶＦＭと呼ばれる）はあるものの、最終的な決断
は自治体が行わなければならない。
指定管理者制度は、2003年の地方自治法改正

により導入された。それまで外郭団体等に限定さ
れていた地方自治体の公の施設（公民館やスポー
ツ施設など一般に開かれた施設）の管理運営を、
民間にも開放する制度である。これも管理運営す
る施設を複数まとめても、一つの施設を分割して指
定管理としてもよく、また指定期間も自由に（議会
の議決が必要であるが）行政で決められる。さらに、
指定管理者は、法人格がなくてもよく、また、複数の
企業がグループとなっても、ＮＰＯが単独でも企業
とグループを組んでも、指定を受けることができる。
指定管理者制度は、直営との選択であり、公の

施設を直営とするとして、管理運営を業務委託と
することも可能である。また、指定管理者制度をあ
る施設に導入するとしても、管理者の指定は公募
にせずいわゆる随意（特命）で指定することも可能
である。　
このように多様な選択肢が民間利用にあり、自

治体としては、事業ごとに最適な事業手法を採用
するとともに、自治体の公共サービスの提供におい
て一貫した考え方で取り組むことと、その説明責任
が求められる時代となっている。

誰が公共サービスを支えるか
次に、公共サービスの担い手について考えてみ

たい。個人が貧困や病気などの困難に陥った時、
誰が支えるかを考えた場合、家族、地域、行政があ
げられるが、今後、家族は高齢化・単身化が進み相
互扶助の力は落ちる。地域の自治会・町内会も結
びつきは弱くならざるを得ない。行政は、人口の高
齢化と税収の減少に伴い財政が一層厳しくなるこ
とが予想される。そのような中で、公共サービスへ
の需要は高まる一方、第１層の公務員によるサービ
スは困難となる。　
第２層、第３層を厚くしていくしかないが、その主

な担い手は、主に民間企業とＮＰＯが考えられる。
民間企業は1990年代のゼネコン汚職や数々の
談合事件の摘発を通じての批判の高まりや、2000
年代の小泉構造改革路線により、公共事業に対す
る入札の競争性が強められ、厳しい競争にさらさ
れてきた。入札において地域の企業が優遇される
地域要件が外されたため、地域外の全国企業まで
が参入し、財政のひっ迫から事業費全体が削られ
たことから、地域の民間企業は疲弊し廃業が相次
いだ。この動きには民間市場は十分大きくなってお
り、公共サービスは、地元からでなくとも全国、場合
によっては全世界から自由に調達すればよいという
考え方が根底にあった。
しかし、東日本大震災をはじめとする災害や異常
気象の経験を経て、地域において建設・土木や福
祉・生活サービスを担える企業があることが重要で
あるとの認識も広がりつつある。ＰＦＩや指定管理者
の事業者選定において、地域貢献の高い事業者を
選定において評価する工夫もなされているのは、
競争性を担保しつつ、地域に企業を根付かさせる
工夫といえる。

企業間の競争性を高めつつ、公共サービスを提
供できる民間企業を地域に維持することは、今後
とも考えておかねばならない課題である。
ＮＰＯについては、1998年のいわゆるＮＰＯ法
の成立以来、公共の担い手として多くの自治体で
支援策がとられてきた。民主党政権下で提唱され
た「新しい公共」の担い手として期待され、東日本
大震災でも、救援・復興に大きな役割を果たしてい
ると評価されている。
2000年代から顕著になってきた格差や貧困・労
働問題などの取り組みにおいて、専門的かつ柔軟
な活動により成果を上げている一方、人的・財政的
な基盤が依然として脆弱である。指定管理者制度
において施設運営の担い手となる例も多くあるが、
行政の下請けに甘んじているなどの批判も受けて
いる。
　

行政の取り組み
行政が民間利用をする手法が数多く整えられ選
択肢が増えたといっても、行政が具体的に民間に
何ができるのか把握が難しいとの課題がある。また、
民間側としても行政の制度や考え方がわからない
ため、自らが持っているノウハウや技術が公共サー
ビスに活かせるのかがわからない、また、実際にど
のような形で行政にアプローチしたらよいか窓口さ
えわからない状況もある。
ＰＦＩ法では、民間事業者からの事業提案ができ
るものとし、行政はその検討結果の通知をしなけれ
ばならないと定めている（ＰＦＩ法第６条）。これは、
2011年６月の改正によるものであり、それまでも民
間提案については法に定めがあったものの、民間
発意によって実現した事業がなかったことから検討
結果の義務付けを条文に入れたものである。しか
し、被災地の防潮堤構築や仙台空港の運営に対し
ての提案等が民間からあったものの、実現には至っ
ていない。
地方自治体において、行政改革の一環として民
間事業者から自治体業務の改善や実施の提案を

募ることは広く行われてきている。
千葉県我孫子市の「提案型公共サービス民営
化制度」が有名であるが、現在は多くの自治体で
取り組まれている。
埼玉県は2008年～2010年に「官民協働・民間
委託制度」として民間と協働して行う事業や民間
委託できる事業の提案を民間から募り、官民協働
は19分野、企業広告は２分野で事業化がなされ、４
事業の民間委託がなされている（埼玉県庁HPよ
り）。2010年からは官民連携のさらなる推進を図る
ため、民間連携よろず相談所をスタートし、官民連
携に関する提案や相談を幅広く受け付けている。

さいたま市は、2012年度に提案型公共サービス
公民連携制度として、特定の行政サービスについ
て、民間の提案を公募し、採択された提案について、
2013年度から実施に移している。
また、市における公民連携の取組を広く情報発
信するとともに、市内の企業、団体等の参加者が
公民連携に関する知識やスキルを習得し、市との
意見交換等を行うことを目的に集まる「参加型の
コミュニティ」として「さいたま公民連携コミュニ
ティ」制度を創設している。

民間側の望まれる対応
民間側としては、まず、既に述べたように行政の
民間利用は、ＰＦＩや指定管理者制度にみられるよ
うに一括化、長期化する形となっているので、それ
に対応できるようなノウハウが要求され、1社で困
難ならば複数の企業・ＮＰＯでの連携が求められる。
行政が縦割りであるように、民間側も同一社内でさ
え従来の制度に縛られ縦割りの事業形態となって
いる場合も多いが、分野横断的な取り組みは民間
側にも求められる。
必要な公共サービスを提供するという観点から

は、様々なノウハウを組み合わせる必要があり、大
学や研究機関などとの連携も考えるべきであろう。
　民間企業とＮＰＯ以外にも、第三セクターや社会
福祉法人、公益法人などの多くの公共サービスの
担い手がいるが、ほとんどの団体が、財政の逼迫
や制度改革の影響を受けており、今後、どのような
形で公共サービスを担っていくのかを模索している
状況であるので、それらと連携する方法もある。
また、行政による直営サービスの提供の困難さ
が増す一方、地域での公共サービス維持の重要性
は高まり、そのための民間利用が求められていると
いう大きな流れを把握した上で、民間の状況（でき
ること、できないこと）を行政に知らせ、公共サービ
スの状況を改善していく事業を、埼玉県やさいたま
市のような制度を利用して積極的に提案していく
必要がある。
特に、地域で活動している民間企業、ＮＰＯにお

いては、行政がまだ把握できていない潜在的な課
題やニーズに接する機会も多いと考えられることか
ら、そのような課題とニーズを行政に伝え、さらに解
決方法も同時に提案できれば、地域への貢献と新
たな事業領域の開拓が同時にできることとなる。
地域における公共サービスの向上という目的を
共有して、行政、民間がそれぞれの得意分野を持
ち寄る基盤が厚くあることが、これから高齢化・人
口減少による様々な困難が予想される時代におい
て強く地域に求められるだろう。

しかし、現在でも、会社法人が農地を購入するには、
原則として（注）農業生産法人としての適格審査要件
と農地法の要件の、両方を満たす必要があるため、
農地の賃借・購入を併用しようとする会社法人では、
農業生産法人になるのが早道となる。

農業法人には、農事組合法人と会社法人の二つ
があるが、このうち、農事組合法人は、農業協同組合
法第72条に基づく法人で、このうち、「農業に係る共
同利用施設等の設置」を行うものを１号法人（同72
条の8の一）、「農業の経営」を行うものを２号法人
（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
である。
一方、会社法人による農業法人は、会社法に基づ

く法人で、合名会社、合資会社、合同会社および株式
会社（株式譲渡制限のあるもの。ただし、特例有限会
社を含む）による農業法人が存在する。これら会社法
による農業法人は、事業内容や構成員など一定の要
件を満たすことで、農業生産法人になることができる。

農業生産法人の適格審査要件は４つある。
①合名会社・合資会社など５つの法人形態のいず
れかに該当すること
②主たる事業が農業であること（直近の農業関連
売上高が全体の半分以上を占めること）
③法人の構成員全員が、農地の権利を提供した者
や、その法人での農業に常時従事している者な
どのいずれかに該当すること
④農業（含む農業関連事業）の常時従業者たる構
成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数
を占める役員の過半数が実際の農作業に従事
していること
上記４つの要件のうち、③の要件を満たすために

は、農地をその農業生産法人に売るか、あるいは貸
すかしている個人が構成員に含まれる必要があり、
農業生産法人の立ち上げには、既存農家の協力が
欠かせない。ちなみに、④の要件からすると、役員４名
の農業生産法人の場合、１名は常時農業に従事して
いなくてもよく、例えば、食品加工を行う企業の人間
なども、役員として参加しやすくなっている。また、残り
の役員３名のうち、少なくとも２名は実際の農作業に
従事している必要があるが、それ以外の１名は、農作
物の加工・販売・農作業事務等に携わっていればよく、
こうした人材を企業から受け入れられれば、農家の
人間にとってもメリットがある。
４つの適格審査要件と同時に、農業生産法人は、
農地法に規定された要件を満たす必要があり、例え
ば、農地の所有権など農地の権利移動のためには、
都道府県知事および農業委員会の許可が必要にな
る。その際、農地が確実に農地として使用されるかど
うかも審査の対象となる。
また、これら農業生産法人としての諸要件は、農地
の権利を取得した後も満たされる必要があり、要件
が満たさなくなれば、農地の権利を失う。

2000年に35法人だった県内の農業生産法人は、
2010年の96法人を経て、2013年には115法人と
なった。農業生産法人の着実な増加もあり、2009年
度末に417法人だった埼玉県の農業法人は、2012
年度末には574法人に達している。農業生産法人の
推移を形態別にみると、比較的規模の小さな合同会
社等の実績はほとんどなく、近年は農事組合法人や
特例有限会社もほぼ横ばいで推移している。そうし
たなか、特例有限会社を除く株式会社がその数を増
やすことで、農業生産法人全体が増加している。
また、2013年の県内の農業生産法人115法人に
ついて、耕作種目別の内訳をみると、最も多いのが米
麦の43法人、次いで蔬菜（以下、野菜）の36法人と
なっており、県内で農業産出額の多い２種目で計79
法人を占めている。しかし、これらを更に経営耕地面
積別に分類すると、米麦では20ha以上が13法人、
10～20haが14法人を占め、比較的、大規模経営を
行う法人が多いのに対して、野菜では36法人中32
法人が５ha未満の小規模農家で占められている。農
業生産法人のメリットの一つは、規模の利益を生かし、
生産性を向上させる点にあるが、現状、野菜を手掛
ける農業生産法人では、経営規模の拡大が遅れてい
るようだ。

2012年の埼玉県の農業産出額は全国18位だが、
農業産出額の約半分を占める野菜だけなら、全国６
位である。大消費地である首都圏に位置する埼玉県
は、鮮度が重要な野菜において、輸送のコストと時間
を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
比べて農作業等の負担が重い野菜作りでは、高齢化
に伴う後継者問題がより深刻になっており、県内の野
菜生産の維持拡大を図る意味でも、農業生産法人の
活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
に活用されることを期待したい。 （井上博夫）

変わる公共サービスと
行政・民間の対応（Ⅰ）

主席研究員
萩原 淳司

●公共サービスと市民社会サービス

公共サービス
第１層　公務員により提供されるサービス（直営サービス）
第２層　行政が責任をもつ領域だが公務員以外により提供されるサービス
第３層　公共的意義をもつが民間が提供するサービス

市民社会サービス（公共サービスではないが、市民社会を支えるサービス）

行政サービス
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2013年12月、政府は、新たな農政のグランドデザ
インとなる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を
決定し、農業・農村全体の所得を、今後10年間で倍
増させるという目標を掲げた。
しかし、意欲的な目標とは裏腹に、このプランが策
定された背景には、国内農業の抱える諸問題への相
当な危機感があったと思われ、そうした問題点の一
つである、農業の担い手の減少対策として、農地集
約のための農地中間管理機構の整備などの施策が
盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。

はじめに
本レポートでは、公共サービスのあり方の変化に

ついて概観し、今後、行政、民間（民間企業、ＮＰ
Ｏ）がどのように対応すべきかを考察したい。

公共サービスの３層構造
まず、公共サービスとは何かを定義しておきたい。

「公共サービス基本法」や「公共サービス改革法」
では「政府や地方自治体や関係機関」が行うサー
ビスと定義するのが一般的であり、行政サービスと
ほぼ同一であるが、ここでは、以下の３層からなるも
のと考える。
第１層は、公務員により提供されるサービス（直
営サービス）であり、警察や消防のサービスが典型
である。
第２層は、行政が責任をもつ領域であるが公務

員以外（民間）により提供されるサービスであり、公
共事業において民間企業が行政から発注を受け
道路や橋、公共施設を建築する例に代表される。
第３層は、公共的意義をもつが民間が提供する

サービスであり、民間の株式会社がバスや鉄道な
どの公共交通を運営する例が挙げられるが、近年
では、市民団体やＮＰＯが行う行政がカバーできて

いない貧困対策や福祉分野での活動もこれにあて
はまる。
第１、２層は、行政が責任をもつ領域であり、行政

サービスと定義できる。
税金が事業に直接利用されるのが行政サービス

という定義も可能である（第３層のサービスについ
ては、税金が補助金や出資などの形で行政以外の
団体に使われることもある）。
さらに公共サービスの外に、公共サービスではな
いが、市民社会を支えるサービスがある（ここでは
市民社会サービスと呼ぶ）。例えば、買い物や飲食
ができる環境は、市民生活に不可欠であるが民間
の商業活動によって成立している。
ただし、近年の地方やニュータウンにおける買い
物難民対策に行政が乗り出さざるを得ないように、
市民社会サービスと思われていたものが環境変化
によって公共サービスに位置づけられることはあり
うる。

３つの層の間のサービスの移動
どのような公共サービスがどの層に属するのか
は国や地域、時代によって異なる。電話事業はか
つては官業（第１層）の典型であったが、民営化が

されて第３層に移動したといえる。行政改革の流
れでは「民間でできることは民間に委ねる」との基
本方針のもと民間の利用が進められてきたため、
直営（第１層）は縮小し、民間利用（第２層）、民間
の活動（第３層）が拡大している。民営化は、郵便
事業が典型であるように、第１層から第３層への移
行である。
行政改革の要請だけでなく、社会が複雑化し市

民ニーズも高度化している中、公共サービスへの
要求が高まっているが公務員だけでは対応できな
いため、第２層、第３層が拡大することになった。
自治体の役割は、国が決めたサービスを公務員

により実施することでなく、地域の実情に応じて必
要な公共サービスが（行政、民間を問わず）提供さ
れている状況を実現することとなり、地方自治体は、
自らの地域における、３つの層の公共サービスの状
況に注意を払わざるを得なくなっている。

民間利用における多様な選択肢
近年、市場で培った民間の技術やノウハウが高

度化し、それを行政サービスに活用すべきであると
の観点からも、民間利用の拡大が進められている。
新たに発生する問題に対応するために公務員が

自ら動くこともあるが、先に対応していたＮＰＯのノ
ウハウを活かすために協働するなどの取り組みも
見られる。
第２層における民間を利用したサービス利用に

ついて多様な選択肢がでてきており、以下、地方自
治体の公共サービス提供における民間利用を想定
して述べる。
民間利用は、土木・建築の公共事業を中心とし

た請負として明治期から行われてきた。しかし、日
本では、公共事業は、官公需法に代表される中小
企業振興や地域振興の手段として用いられてきた
ため、より多くの事業者に分割発注される傾向が
あり、また、行政の単年度会計に応じて年度で刻ま
れてきたことから、行政の縦割りとも相まって硬直
したものになっていた。

行政改革は、単に直営から民間利用に振り替え
るだけでなく、これまでの利用方法の見直しに移行
している。
まず、民間委託をまとめて（一括化し複数年度契
約により）行政支出を削減する方向がある。多数の
公有施設の維持管理を包括的に民間委託し成果
を上げている自治体もでてきている。ただし、どの
事業をまとめ、どの程度の期間で契約すればよい
のかは自治体が決めなければならない。
ＰＦＩ（Private Finance Initiative：プライベー

ト・ファイナンス・イニシアティブ）は、1999年に成立
したＰＦＩ法に基づく民間資金を活用した社会資本
整備の手法であるが、公共施設等の整備を行うた
めに設計、建築、維持管理・運営を一部または全部
を一括して事業化し行政支出の削減をはかる。ど
の部分をまとめ、事業期間を何年にするかは自治
体の判断である。ＰＦＩは従来型の公共事業との選
択であり、選択の判断となるある程度客観的な指
標（ＶＦＭと呼ばれる）はあるものの、最終的な決断
は自治体が行わなければならない。
指定管理者制度は、2003年の地方自治法改正

により導入された。それまで外郭団体等に限定さ
れていた地方自治体の公の施設（公民館やスポー
ツ施設など一般に開かれた施設）の管理運営を、
民間にも開放する制度である。これも管理運営す
る施設を複数まとめても、一つの施設を分割して指
定管理としてもよく、また指定期間も自由に（議会
の議決が必要であるが）行政で決められる。さらに、
指定管理者は、法人格がなくてもよく、また、複数の
企業がグループとなっても、ＮＰＯが単独でも企業
とグループを組んでも、指定を受けることができる。
指定管理者制度は、直営との選択であり、公の

施設を直営とするとして、管理運営を業務委託と
することも可能である。また、指定管理者制度をあ
る施設に導入するとしても、管理者の指定は公募
にせずいわゆる随意（特命）で指定することも可能
である。　
このように多様な選択肢が民間利用にあり、自

治体としては、事業ごとに最適な事業手法を採用
するとともに、自治体の公共サービスの提供におい
て一貫した考え方で取り組むことと、その説明責任
が求められる時代となっている。

誰が公共サービスを支えるか
次に、公共サービスの担い手について考えてみ

たい。個人が貧困や病気などの困難に陥った時、
誰が支えるかを考えた場合、家族、地域、行政があ
げられるが、今後、家族は高齢化・単身化が進み相
互扶助の力は落ちる。地域の自治会・町内会も結
びつきは弱くならざるを得ない。行政は、人口の高
齢化と税収の減少に伴い財政が一層厳しくなるこ
とが予想される。そのような中で、公共サービスへ
の需要は高まる一方、第１層の公務員によるサービ
スは困難となる。　
第２層、第３層を厚くしていくしかないが、その主

な担い手は、主に民間企業とＮＰＯが考えられる。
民間企業は1990年代のゼネコン汚職や数々の
談合事件の摘発を通じての批判の高まりや、2000
年代の小泉構造改革路線により、公共事業に対す
る入札の競争性が強められ、厳しい競争にさらさ
れてきた。入札において地域の企業が優遇される
地域要件が外されたため、地域外の全国企業まで
が参入し、財政のひっ迫から事業費全体が削られ
たことから、地域の民間企業は疲弊し廃業が相次
いだ。この動きには民間市場は十分大きくなってお
り、公共サービスは、地元からでなくとも全国、場合
によっては全世界から自由に調達すればよいという
考え方が根底にあった。
しかし、東日本大震災をはじめとする災害や異常
気象の経験を経て、地域において建設・土木や福
祉・生活サービスを担える企業があることが重要で
あるとの認識も広がりつつある。ＰＦＩや指定管理者
の事業者選定において、地域貢献の高い事業者を
選定において評価する工夫もなされているのは、
競争性を担保しつつ、地域に企業を根付かさせる
工夫といえる。

企業間の競争性を高めつつ、公共サービスを提
供できる民間企業を地域に維持することは、今後
とも考えておかねばならない課題である。
ＮＰＯについては、1998年のいわゆるＮＰＯ法
の成立以来、公共の担い手として多くの自治体で
支援策がとられてきた。民主党政権下で提唱され
た「新しい公共」の担い手として期待され、東日本
大震災でも、救援・復興に大きな役割を果たしてい
ると評価されている。
2000年代から顕著になってきた格差や貧困・労

働問題などの取り組みにおいて、専門的かつ柔軟
な活動により成果を上げている一方、人的・財政的
な基盤が依然として脆弱である。指定管理者制度
において施設運営の担い手となる例も多くあるが、
行政の下請けに甘んじているなどの批判も受けて
いる。
　

行政の取り組み
行政が民間利用をする手法が数多く整えられ選

択肢が増えたといっても、行政が具体的に民間に
何ができるのか把握が難しいとの課題がある。また、
民間側としても行政の制度や考え方がわからない
ため、自らが持っているノウハウや技術が公共サー
ビスに活かせるのかがわからない、また、実際にど
のような形で行政にアプローチしたらよいか窓口さ
えわからない状況もある。
ＰＦＩ法では、民間事業者からの事業提案ができ
るものとし、行政はその検討結果の通知をしなけれ
ばならないと定めている（ＰＦＩ法第６条）。これは、
2011年６月の改正によるものであり、それまでも民
間提案については法に定めがあったものの、民間
発意によって実現した事業がなかったことから検討
結果の義務付けを条文に入れたものである。しか
し、被災地の防潮堤構築や仙台空港の運営に対し
ての提案等が民間からあったものの、実現には至っ
ていない。
地方自治体において、行政改革の一環として民

間事業者から自治体業務の改善や実施の提案を

募ることは広く行われてきている。
千葉県我孫子市の「提案型公共サービス民営

化制度」が有名であるが、現在は多くの自治体で
取り組まれている。
埼玉県は2008年～2010年に「官民協働・民間

委託制度」として民間と協働して行う事業や民間
委託できる事業の提案を民間から募り、官民協働
は19分野、企業広告は２分野で事業化がなされ、４
事業の民間委託がなされている（埼玉県庁HPよ
り）。2010年からは官民連携のさらなる推進を図る
ため、民間連携よろず相談所をスタートし、官民連
携に関する提案や相談を幅広く受け付けている。

さいたま市は、2012年度に提案型公共サービス
公民連携制度として、特定の行政サービスについ
て、民間の提案を公募し、採択された提案について、
2013年度から実施に移している。
また、市における公民連携の取組を広く情報発
信するとともに、市内の企業、団体等の参加者が
公民連携に関する知識やスキルを習得し、市との
意見交換等を行うことを目的に集まる「参加型の
コミュニティ」として「さいたま公民連携コミュニ
ティ」制度を創設している。

民間側の望まれる対応
民間側としては、まず、既に述べたように行政の

民間利用は、ＰＦＩや指定管理者制度にみられるよ
うに一括化、長期化する形となっているので、それ
に対応できるようなノウハウが要求され、1社で困
難ならば複数の企業・ＮＰＯでの連携が求められる。
行政が縦割りであるように、民間側も同一社内でさ
え従来の制度に縛られ縦割りの事業形態となって
いる場合も多いが、分野横断的な取り組みは民間
側にも求められる。
必要な公共サービスを提供するという観点から

は、様々なノウハウを組み合わせる必要があり、大
学や研究機関などとの連携も考えるべきであろう。
　民間企業とＮＰＯ以外にも、第三セクターや社会
福祉法人、公益法人などの多くの公共サービスの
担い手がいるが、ほとんどの団体が、財政の逼迫
や制度改革の影響を受けており、今後、どのような
形で公共サービスを担っていくのかを模索している
状況であるので、それらと連携する方法もある。
また、行政による直営サービスの提供の困難さ
が増す一方、地域での公共サービス維持の重要性
は高まり、そのための民間利用が求められていると
いう大きな流れを把握した上で、民間の状況（でき
ること、できないこと）を行政に知らせ、公共サービ
スの状況を改善していく事業を、埼玉県やさいたま
市のような制度を利用して積極的に提案していく
必要がある。
特に、地域で活動している民間企業、ＮＰＯにお

いては、行政がまだ把握できていない潜在的な課
題やニーズに接する機会も多いと考えられることか
ら、そのような課題とニーズを行政に伝え、さらに解
決方法も同時に提案できれば、地域への貢献と新
たな事業領域の開拓が同時にできることとなる。
地域における公共サービスの向上という目的を

共有して、行政、民間がそれぞれの得意分野を持
ち寄る基盤が厚くあることが、これから高齢化・人
口減少による様々な困難が予想される時代におい
て強く地域に求められるだろう。

しかし、現在でも、会社法人が農地を購入するには、
原則として（注）農業生産法人としての適格審査要件
と農地法の要件の、両方を満たす必要があるため、
農地の賃借・購入を併用しようとする会社法人では、
農業生産法人になるのが早道となる。

農業法人には、農事組合法人と会社法人の二つ
があるが、このうち、農事組合法人は、農業協同組合
法第72条に基づく法人で、このうち、「農業に係る共
同利用施設等の設置」を行うものを１号法人（同72
条の8の一）、「農業の経営」を行うものを２号法人
（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
である。
一方、会社法人による農業法人は、会社法に基づ

く法人で、合名会社、合資会社、合同会社および株式
会社（株式譲渡制限のあるもの。ただし、特例有限会
社を含む）による農業法人が存在する。これら会社法
による農業法人は、事業内容や構成員など一定の要
件を満たすことで、農業生産法人になることができる。

農業生産法人の適格審査要件は４つある。
①合名会社・合資会社など５つの法人形態のいず
れかに該当すること
②主たる事業が農業であること（直近の農業関連
売上高が全体の半分以上を占めること）
③法人の構成員全員が、農地の権利を提供した者
や、その法人での農業に常時従事している者な
どのいずれかに該当すること
④農業（含む農業関連事業）の常時従業者たる構
成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数
を占める役員の過半数が実際の農作業に従事
していること
上記４つの要件のうち、③の要件を満たすために

は、農地をその農業生産法人に売るか、あるいは貸
すかしている個人が構成員に含まれる必要があり、
農業生産法人の立ち上げには、既存農家の協力が
欠かせない。ちなみに、④の要件からすると、役員４名
の農業生産法人の場合、１名は常時農業に従事して
いなくてもよく、例えば、食品加工を行う企業の人間
なども、役員として参加しやすくなっている。また、残り
の役員３名のうち、少なくとも２名は実際の農作業に
従事している必要があるが、それ以外の１名は、農作
物の加工・販売・農作業事務等に携わっていればよく、
こうした人材を企業から受け入れられれば、農家の
人間にとってもメリットがある。
４つの適格審査要件と同時に、農業生産法人は、
農地法に規定された要件を満たす必要があり、例え
ば、農地の所有権など農地の権利移動のためには、
都道府県知事および農業委員会の許可が必要にな
る。その際、農地が確実に農地として使用されるかど
うかも審査の対象となる。
また、これら農業生産法人としての諸要件は、農地
の権利を取得した後も満たされる必要があり、要件
が満たさなくなれば、農地の権利を失う。

2000年に35法人だった県内の農業生産法人は、
2010年の96法人を経て、2013年には115法人と
なった。農業生産法人の着実な増加もあり、2009年
度末に417法人だった埼玉県の農業法人は、2012
年度末には574法人に達している。農業生産法人の
推移を形態別にみると、比較的規模の小さな合同会
社等の実績はほとんどなく、近年は農事組合法人や
特例有限会社もほぼ横ばいで推移している。そうし
たなか、特例有限会社を除く株式会社がその数を増
やすことで、農業生産法人全体が増加している。
また、2013年の県内の農業生産法人115法人に
ついて、耕作種目別の内訳をみると、最も多いのが米
麦の43法人、次いで蔬菜（以下、野菜）の36法人と
なっており、県内で農業産出額の多い２種目で計79
法人を占めている。しかし、これらを更に経営耕地面
積別に分類すると、米麦では20ha以上が13法人、
10～20haが14法人を占め、比較的、大規模経営を
行う法人が多いのに対して、野菜では36法人中32
法人が５ha未満の小規模農家で占められている。農
業生産法人のメリットの一つは、規模の利益を生かし、
生産性を向上させる点にあるが、現状、野菜を手掛
ける農業生産法人では、経営規模の拡大が遅れてい
るようだ。

2012年の埼玉県の農業産出額は全国18位だが、
農業産出額の約半分を占める野菜だけなら、全国６
位である。大消費地である首都圏に位置する埼玉県
は、鮮度が重要な野菜において、輸送のコストと時間
を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
比べて農作業等の負担が重い野菜作りでは、高齢化
に伴う後継者問題がより深刻になっており、県内の野
菜生産の維持拡大を図る意味でも、農業生産法人の
活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
に活用されることを期待したい。 （井上博夫）

●埼玉県 民間連携よろず相談所の仕組み
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2013年12月、政府は、新たな農政のグランドデザ
インとなる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を
決定し、農業・農村全体の所得を、今後10年間で倍
増させるという目標を掲げた。
しかし、意欲的な目標とは裏腹に、このプランが策
定された背景には、国内農業の抱える諸問題への相
当な危機感があったと思われ、そうした問題点の一
つである、農業の担い手の減少対策として、農地集
約のための農地中間管理機構の整備などの施策が
盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。

はじめに
本レポートでは、公共サービスのあり方の変化に

ついて概観し、今後、行政、民間（民間企業、ＮＰ
Ｏ）がどのように対応すべきかを考察したい。

公共サービスの３層構造
まず、公共サービスとは何かを定義しておきたい。

「公共サービス基本法」や「公共サービス改革法」
では「政府や地方自治体や関係機関」が行うサー
ビスと定義するのが一般的であり、行政サービスと
ほぼ同一であるが、ここでは、以下の３層からなるも
のと考える。
第１層は、公務員により提供されるサービス（直
営サービス）であり、警察や消防のサービスが典型
である。
第２層は、行政が責任をもつ領域であるが公務

員以外（民間）により提供されるサービスであり、公
共事業において民間企業が行政から発注を受け
道路や橋、公共施設を建築する例に代表される。
第３層は、公共的意義をもつが民間が提供する

サービスであり、民間の株式会社がバスや鉄道な
どの公共交通を運営する例が挙げられるが、近年
では、市民団体やＮＰＯが行う行政がカバーできて

いない貧困対策や福祉分野での活動もこれにあて
はまる。
第１、２層は、行政が責任をもつ領域であり、行政

サービスと定義できる。
税金が事業に直接利用されるのが行政サービス

という定義も可能である（第３層のサービスについ
ては、税金が補助金や出資などの形で行政以外の
団体に使われることもある）。
さらに公共サービスの外に、公共サービスではな
いが、市民社会を支えるサービスがある（ここでは
市民社会サービスと呼ぶ）。例えば、買い物や飲食
ができる環境は、市民生活に不可欠であるが民間
の商業活動によって成立している。
ただし、近年の地方やニュータウンにおける買い
物難民対策に行政が乗り出さざるを得ないように、
市民社会サービスと思われていたものが環境変化
によって公共サービスに位置づけられることはあり
うる。

３つの層の間のサービスの移動
どのような公共サービスがどの層に属するのか
は国や地域、時代によって異なる。電話事業はか
つては官業（第１層）の典型であったが、民営化が

されて第３層に移動したといえる。行政改革の流
れでは「民間でできることは民間に委ねる」との基
本方針のもと民間の利用が進められてきたため、
直営（第１層）は縮小し、民間利用（第２層）、民間
の活動（第３層）が拡大している。民営化は、郵便
事業が典型であるように、第１層から第３層への移
行である。
行政改革の要請だけでなく、社会が複雑化し市

民ニーズも高度化している中、公共サービスへの
要求が高まっているが公務員だけでは対応できな
いため、第２層、第３層が拡大することになった。
自治体の役割は、国が決めたサービスを公務員

により実施することでなく、地域の実情に応じて必
要な公共サービスが（行政、民間を問わず）提供さ
れている状況を実現することとなり、地方自治体は、
自らの地域における、３つの層の公共サービスの状
況に注意を払わざるを得なくなっている。

民間利用における多様な選択肢
近年、市場で培った民間の技術やノウハウが高

度化し、それを行政サービスに活用すべきであると
の観点からも、民間利用の拡大が進められている。
新たに発生する問題に対応するために公務員が

自ら動くこともあるが、先に対応していたＮＰＯのノ
ウハウを活かすために協働するなどの取り組みも
見られる。
第２層における民間を利用したサービス利用に

ついて多様な選択肢がでてきており、以下、地方自
治体の公共サービス提供における民間利用を想定
して述べる。
民間利用は、土木・建築の公共事業を中心とし

た請負として明治期から行われてきた。しかし、日
本では、公共事業は、官公需法に代表される中小
企業振興や地域振興の手段として用いられてきた
ため、より多くの事業者に分割発注される傾向が
あり、また、行政の単年度会計に応じて年度で刻ま
れてきたことから、行政の縦割りとも相まって硬直
したものになっていた。

行政改革は、単に直営から民間利用に振り替え
るだけでなく、これまでの利用方法の見直しに移行
している。
まず、民間委託をまとめて（一括化し複数年度契
約により）行政支出を削減する方向がある。多数の
公有施設の維持管理を包括的に民間委託し成果
を上げている自治体もでてきている。ただし、どの
事業をまとめ、どの程度の期間で契約すればよい
のかは自治体が決めなければならない。
ＰＦＩ（Private Finance Initiative：プライベー

ト・ファイナンス・イニシアティブ）は、1999年に成立
したＰＦＩ法に基づく民間資金を活用した社会資本
整備の手法であるが、公共施設等の整備を行うた
めに設計、建築、維持管理・運営を一部または全部
を一括して事業化し行政支出の削減をはかる。ど
の部分をまとめ、事業期間を何年にするかは自治
体の判断である。ＰＦＩは従来型の公共事業との選
択であり、選択の判断となるある程度客観的な指
標（ＶＦＭと呼ばれる）はあるものの、最終的な決断
は自治体が行わなければならない。
指定管理者制度は、2003年の地方自治法改正

により導入された。それまで外郭団体等に限定さ
れていた地方自治体の公の施設（公民館やスポー
ツ施設など一般に開かれた施設）の管理運営を、
民間にも開放する制度である。これも管理運営す
る施設を複数まとめても、一つの施設を分割して指
定管理としてもよく、また指定期間も自由に（議会
の議決が必要であるが）行政で決められる。さらに、
指定管理者は、法人格がなくてもよく、また、複数の
企業がグループとなっても、ＮＰＯが単独でも企業
とグループを組んでも、指定を受けることができる。
指定管理者制度は、直営との選択であり、公の

施設を直営とするとして、管理運営を業務委託と
することも可能である。また、指定管理者制度をあ
る施設に導入するとしても、管理者の指定は公募
にせずいわゆる随意（特命）で指定することも可能
である。　
このように多様な選択肢が民間利用にあり、自

治体としては、事業ごとに最適な事業手法を採用
するとともに、自治体の公共サービスの提供におい
て一貫した考え方で取り組むことと、その説明責任
が求められる時代となっている。

誰が公共サービスを支えるか
次に、公共サービスの担い手について考えてみ

たい。個人が貧困や病気などの困難に陥った時、
誰が支えるかを考えた場合、家族、地域、行政があ
げられるが、今後、家族は高齢化・単身化が進み相
互扶助の力は落ちる。地域の自治会・町内会も結
びつきは弱くならざるを得ない。行政は、人口の高
齢化と税収の減少に伴い財政が一層厳しくなるこ
とが予想される。そのような中で、公共サービスへ
の需要は高まる一方、第１層の公務員によるサービ
スは困難となる。　
第２層、第３層を厚くしていくしかないが、その主

な担い手は、主に民間企業とＮＰＯが考えられる。
民間企業は1990年代のゼネコン汚職や数々の
談合事件の摘発を通じての批判の高まりや、2000
年代の小泉構造改革路線により、公共事業に対す
る入札の競争性が強められ、厳しい競争にさらさ
れてきた。入札において地域の企業が優遇される
地域要件が外されたため、地域外の全国企業まで
が参入し、財政のひっ迫から事業費全体が削られ
たことから、地域の民間企業は疲弊し廃業が相次
いだ。この動きには民間市場は十分大きくなってお
り、公共サービスは、地元からでなくとも全国、場合
によっては全世界から自由に調達すればよいという
考え方が根底にあった。
しかし、東日本大震災をはじめとする災害や異常
気象の経験を経て、地域において建設・土木や福
祉・生活サービスを担える企業があることが重要で
あるとの認識も広がりつつある。ＰＦＩや指定管理者
の事業者選定において、地域貢献の高い事業者を
選定において評価する工夫もなされているのは、
競争性を担保しつつ、地域に企業を根付かさせる
工夫といえる。

企業間の競争性を高めつつ、公共サービスを提
供できる民間企業を地域に維持することは、今後
とも考えておかねばならない課題である。
ＮＰＯについては、1998年のいわゆるＮＰＯ法
の成立以来、公共の担い手として多くの自治体で
支援策がとられてきた。民主党政権下で提唱され
た「新しい公共」の担い手として期待され、東日本
大震災でも、救援・復興に大きな役割を果たしてい
ると評価されている。
2000年代から顕著になってきた格差や貧困・労

働問題などの取り組みにおいて、専門的かつ柔軟
な活動により成果を上げている一方、人的・財政的
な基盤が依然として脆弱である。指定管理者制度
において施設運営の担い手となる例も多くあるが、
行政の下請けに甘んじているなどの批判も受けて
いる。
　

行政の取り組み
行政が民間利用をする手法が数多く整えられ選

択肢が増えたといっても、行政が具体的に民間に
何ができるのか把握が難しいとの課題がある。また、
民間側としても行政の制度や考え方がわからない
ため、自らが持っているノウハウや技術が公共サー
ビスに活かせるのかがわからない、また、実際にど
のような形で行政にアプローチしたらよいか窓口さ
えわからない状況もある。
ＰＦＩ法では、民間事業者からの事業提案ができ
るものとし、行政はその検討結果の通知をしなけれ
ばならないと定めている（ＰＦＩ法第６条）。これは、
2011年６月の改正によるものであり、それまでも民
間提案については法に定めがあったものの、民間
発意によって実現した事業がなかったことから検討
結果の義務付けを条文に入れたものである。しか
し、被災地の防潮堤構築や仙台空港の運営に対し
ての提案等が民間からあったものの、実現には至っ
ていない。
地方自治体において、行政改革の一環として民

間事業者から自治体業務の改善や実施の提案を

募ることは広く行われてきている。
千葉県我孫子市の「提案型公共サービス民営

化制度」が有名であるが、現在は多くの自治体で
取り組まれている。
埼玉県は2008年～2010年に「官民協働・民間

委託制度」として民間と協働して行う事業や民間
委託できる事業の提案を民間から募り、官民協働
は19分野、企業広告は２分野で事業化がなされ、４
事業の民間委託がなされている（埼玉県庁HPよ
り）。2010年からは官民連携のさらなる推進を図る
ため、民間連携よろず相談所をスタートし、官民連
携に関する提案や相談を幅広く受け付けている。

さいたま市は、2012年度に提案型公共サービス
公民連携制度として、特定の行政サービスについ
て、民間の提案を公募し、採択された提案について、
2013年度から実施に移している。
また、市における公民連携の取組を広く情報発
信するとともに、市内の企業、団体等の参加者が
公民連携に関する知識やスキルを習得し、市との
意見交換等を行うことを目的に集まる「参加型の
コミュニティ」として「さいたま公民連携コミュニ
ティ」制度を創設している。

民間側の望まれる対応
民間側としては、まず、既に述べたように行政の

民間利用は、ＰＦＩや指定管理者制度にみられるよ
うに一括化、長期化する形となっているので、それ
に対応できるようなノウハウが要求され、1社で困
難ならば複数の企業・ＮＰＯでの連携が求められる。
行政が縦割りであるように、民間側も同一社内でさ
え従来の制度に縛られ縦割りの事業形態となって
いる場合も多いが、分野横断的な取り組みは民間
側にも求められる。
必要な公共サービスを提供するという観点から

は、様々なノウハウを組み合わせる必要があり、大
学や研究機関などとの連携も考えるべきであろう。
　民間企業とＮＰＯ以外にも、第三セクターや社会
福祉法人、公益法人などの多くの公共サービスの
担い手がいるが、ほとんどの団体が、財政の逼迫
や制度改革の影響を受けており、今後、どのような
形で公共サービスを担っていくのかを模索している
状況であるので、それらと連携する方法もある。
また、行政による直営サービスの提供の困難さ
が増す一方、地域での公共サービス維持の重要性
は高まり、そのための民間利用が求められていると
いう大きな流れを把握した上で、民間の状況（でき
ること、できないこと）を行政に知らせ、公共サービ
スの状況を改善していく事業を、埼玉県やさいたま
市のような制度を利用して積極的に提案していく
必要がある。
特に、地域で活動している民間企業、ＮＰＯにお

いては、行政がまだ把握できていない潜在的な課
題やニーズに接する機会も多いと考えられることか
ら、そのような課題とニーズを行政に伝え、さらに解
決方法も同時に提案できれば、地域への貢献と新
たな事業領域の開拓が同時にできることとなる。
地域における公共サービスの向上という目的を

共有して、行政、民間がそれぞれの得意分野を持
ち寄る基盤が厚くあることが、これから高齢化・人
口減少による様々な困難が予想される時代におい
て強く地域に求められるだろう。

しかし、現在でも、会社法人が農地を購入するには、
原則として（注）農業生産法人としての適格審査要件
と農地法の要件の、両方を満たす必要があるため、
農地の賃借・購入を併用しようとする会社法人では、
農業生産法人になるのが早道となる。

農業法人には、農事組合法人と会社法人の二つ
があるが、このうち、農事組合法人は、農業協同組合
法第72条に基づく法人で、このうち、「農業に係る共
同利用施設等の設置」を行うものを１号法人（同72
条の8の一）、「農業の経営」を行うものを２号法人
（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
である。
一方、会社法人による農業法人は、会社法に基づ

く法人で、合名会社、合資会社、合同会社および株式
会社（株式譲渡制限のあるもの。ただし、特例有限会
社を含む）による農業法人が存在する。これら会社法
による農業法人は、事業内容や構成員など一定の要
件を満たすことで、農業生産法人になることができる。

農業生産法人の適格審査要件は４つある。
①合名会社・合資会社など５つの法人形態のいず
れかに該当すること
②主たる事業が農業であること（直近の農業関連
売上高が全体の半分以上を占めること）
③法人の構成員全員が、農地の権利を提供した者
や、その法人での農業に常時従事している者な
どのいずれかに該当すること
④農業（含む農業関連事業）の常時従業者たる構
成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数
を占める役員の過半数が実際の農作業に従事
していること
上記４つの要件のうち、③の要件を満たすために

は、農地をその農業生産法人に売るか、あるいは貸
すかしている個人が構成員に含まれる必要があり、
農業生産法人の立ち上げには、既存農家の協力が
欠かせない。ちなみに、④の要件からすると、役員４名
の農業生産法人の場合、１名は常時農業に従事して
いなくてもよく、例えば、食品加工を行う企業の人間
なども、役員として参加しやすくなっている。また、残り
の役員３名のうち、少なくとも２名は実際の農作業に
従事している必要があるが、それ以外の１名は、農作
物の加工・販売・農作業事務等に携わっていればよく、
こうした人材を企業から受け入れられれば、農家の
人間にとってもメリットがある。
４つの適格審査要件と同時に、農業生産法人は、
農地法に規定された要件を満たす必要があり、例え
ば、農地の所有権など農地の権利移動のためには、
都道府県知事および農業委員会の許可が必要にな
る。その際、農地が確実に農地として使用されるかど
うかも審査の対象となる。
また、これら農業生産法人としての諸要件は、農地
の権利を取得した後も満たされる必要があり、要件
が満たさなくなれば、農地の権利を失う。

2000年に35法人だった県内の農業生産法人は、
2010年の96法人を経て、2013年には115法人と
なった。農業生産法人の着実な増加もあり、2009年
度末に417法人だった埼玉県の農業法人は、2012
年度末には574法人に達している。農業生産法人の
推移を形態別にみると、比較的規模の小さな合同会
社等の実績はほとんどなく、近年は農事組合法人や
特例有限会社もほぼ横ばいで推移している。そうし
たなか、特例有限会社を除く株式会社がその数を増
やすことで、農業生産法人全体が増加している。
また、2013年の県内の農業生産法人115法人に
ついて、耕作種目別の内訳をみると、最も多いのが米
麦の43法人、次いで蔬菜（以下、野菜）の36法人と
なっており、県内で農業産出額の多い２種目で計79
法人を占めている。しかし、これらを更に経営耕地面
積別に分類すると、米麦では20ha以上が13法人、
10～20haが14法人を占め、比較的、大規模経営を
行う法人が多いのに対して、野菜では36法人中32
法人が５ha未満の小規模農家で占められている。農
業生産法人のメリットの一つは、規模の利益を生かし、
生産性を向上させる点にあるが、現状、野菜を手掛
ける農業生産法人では、経営規模の拡大が遅れてい
るようだ。

2012年の埼玉県の農業産出額は全国18位だが、
農業産出額の約半分を占める野菜だけなら、全国６
位である。大消費地である首都圏に位置する埼玉県
は、鮮度が重要な野菜において、輸送のコストと時間
を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
比べて農作業等の負担が重い野菜作りでは、高齢化
に伴う後継者問題がより深刻になっており、県内の野
菜生産の維持拡大を図る意味でも、農業生産法人の
活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
に活用されることを期待したい。 （井上博夫）

●埼玉県 民間連携よろず相談所の仕組み
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2013年12月、政府は、新たな農政のグランドデザ
インとなる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を
決定し、農業・農村全体の所得を、今後10年間で倍
増させるという目標を掲げた。
しかし、意欲的な目標とは裏腹に、このプランが策
定された背景には、国内農業の抱える諸問題への相
当な危機感があったと思われ、そうした問題点の一
つである、農業の担い手の減少対策として、農地集
約のための農地中間管理機構の整備などの施策が
盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。
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（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
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を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
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活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
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埼玉県における農業生産法人の現状

●埼玉県の農業産出額の推移●埼玉県の総農家数と農業就業人口の推移 ●埼玉県の新規就農者数の推移

資料：農林水産省「農林業センサス」 資料：農林水産省「生産農業所得統計」 資料：埼玉県農林部農業支援課　※期間は9月から翌年8月までの1年間
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盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。

はじめに 多様な担い手の確保を目指す埼玉県 一般の農業法人にできること

減少する農業の担い手

しかし、現在でも、会社法人が農地を購入するには、
原則として（注）農業生産法人としての適格審査要件
と農地法の要件の、両方を満たす必要があるため、
農地の賃借・購入を併用しようとする会社法人では、
農業生産法人になるのが早道となる。

農業法人には、農事組合法人と会社法人の二つ
があるが、このうち、農事組合法人は、農業協同組合
法第72条に基づく法人で、このうち、「農業に係る共
同利用施設等の設置」を行うものを１号法人（同72
条の8の一）、「農業の経営」を行うものを２号法人
（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
である。
一方、会社法人による農業法人は、会社法に基づ

く法人で、合名会社、合資会社、合同会社および株式
会社（株式譲渡制限のあるもの。ただし、特例有限会
社を含む）による農業法人が存在する。これら会社法
による農業法人は、事業内容や構成員など一定の要
件を満たすことで、農業生産法人になることができる。

農業生産法人の適格審査要件は４つある。
①合名会社・合資会社など５つの法人形態のいず
れかに該当すること
②主たる事業が農業であること（直近の農業関連
売上高が全体の半分以上を占めること）
③法人の構成員全員が、農地の権利を提供した者
や、その法人での農業に常時従事している者な
どのいずれかに該当すること
④農業（含む農業関連事業）の常時従業者たる構
成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数
を占める役員の過半数が実際の農作業に従事
していること
上記４つの要件のうち、③の要件を満たすために

は、農地をその農業生産法人に売るか、あるいは貸
すかしている個人が構成員に含まれる必要があり、
農業生産法人の立ち上げには、既存農家の協力が
欠かせない。ちなみに、④の要件からすると、役員４名
の農業生産法人の場合、１名は常時農業に従事して
いなくてもよく、例えば、食品加工を行う企業の人間
なども、役員として参加しやすくなっている。また、残り
の役員３名のうち、少なくとも２名は実際の農作業に
従事している必要があるが、それ以外の１名は、農作
物の加工・販売・農作業事務等に携わっていればよく、
こうした人材を企業から受け入れられれば、農家の
人間にとってもメリットがある。
４つの適格審査要件と同時に、農業生産法人は、
農地法に規定された要件を満たす必要があり、例え
ば、農地の所有権など農地の権利移動のためには、
都道府県知事および農業委員会の許可が必要にな
る。その際、農地が確実に農地として使用されるかど
うかも審査の対象となる。
また、これら農業生産法人としての諸要件は、農地
の権利を取得した後も満たされる必要があり、要件
が満たさなくなれば、農地の権利を失う。

2000年に35法人だった県内の農業生産法人は、
2010年の96法人を経て、2013年には115法人と
なった。農業生産法人の着実な増加もあり、2009年
度末に417法人だった埼玉県の農業法人は、2012
年度末には574法人に達している。農業生産法人の
推移を形態別にみると、比較的規模の小さな合同会
社等の実績はほとんどなく、近年は農事組合法人や
特例有限会社もほぼ横ばいで推移している。そうし
たなか、特例有限会社を除く株式会社がその数を増
やすことで、農業生産法人全体が増加している。
また、2013年の県内の農業生産法人115法人に
ついて、耕作種目別の内訳をみると、最も多いのが米
麦の43法人、次いで蔬菜（以下、野菜）の36法人と
なっており、県内で農業産出額の多い２種目で計79
法人を占めている。しかし、これらを更に経営耕地面
積別に分類すると、米麦では20ha以上が13法人、
10～20haが14法人を占め、比較的、大規模経営を
行う法人が多いのに対して、野菜では36法人中32
法人が５ha未満の小規模農家で占められている。農
業生産法人のメリットの一つは、規模の利益を生かし、
生産性を向上させる点にあるが、現状、野菜を手掛
ける農業生産法人では、経営規模の拡大が遅れてい
るようだ。

2012年の埼玉県の農業産出額は全国18位だが、
農業産出額の約半分を占める野菜だけなら、全国６
位である。大消費地である首都圏に位置する埼玉県
は、鮮度が重要な野菜において、輸送のコストと時間
を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
比べて農作業等の負担が重い野菜作りでは、高齢化
に伴う後継者問題がより深刻になっており、県内の野
菜生産の維持拡大を図る意味でも、農業生産法人の
活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
に活用されることを期待したい。 （井上博夫）

埼玉県における農業生産法人の現状

●埼玉県の農業産出額の推移●埼玉県の総農家数と農業就業人口の推移 ●埼玉県の新規就農者数の推移

資料：農林水産省「農林業センサス」 資料：農林水産省「生産農業所得統計」 資料：埼玉県農林部農業支援課　※期間は9月から翌年8月までの1年間
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2013年12月、政府は、新たな農政のグランドデザ
インとなる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を
決定し、農業・農村全体の所得を、今後10年間で倍
増させるという目標を掲げた。
しかし、意欲的な目標とは裏腹に、このプランが策
定された背景には、国内農業の抱える諸問題への相
当な危機感があったと思われ、そうした問題点の一
つである、農業の担い手の減少対策として、農地集
約のための農地中間管理機構の整備などの施策が
盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。

しかし、現在でも、会社法人が農地を購入するには、
原則として（注）農業生産法人としての適格審査要件
と農地法の要件の、両方を満たす必要があるため、
農地の賃借・購入を併用しようとする会社法人では、
農業生産法人になるのが早道となる。

農業法人には、農事組合法人と会社法人の二つ
があるが、このうち、農事組合法人は、農業協同組合
法第72条に基づく法人で、このうち、「農業に係る共
同利用施設等の設置」を行うものを１号法人（同72
条の8の一）、「農業の経営」を行うものを２号法人
（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
である。
一方、会社法人による農業法人は、会社法に基づ

く法人で、合名会社、合資会社、合同会社および株式
会社（株式譲渡制限のあるもの。ただし、特例有限会
社を含む）による農業法人が存在する。これら会社法
による農業法人は、事業内容や構成員など一定の要
件を満たすことで、農業生産法人になることができる。

農業生産法人の適格審査要件は４つある。
①合名会社・合資会社など５つの法人形態のいず
れかに該当すること
②主たる事業が農業であること（直近の農業関連
売上高が全体の半分以上を占めること）
③法人の構成員全員が、農地の権利を提供した者
や、その法人での農業に常時従事している者な
どのいずれかに該当すること
④農業（含む農業関連事業）の常時従業者たる構
成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数
を占める役員の過半数が実際の農作業に従事
していること
上記４つの要件のうち、③の要件を満たすために

は、農地をその農業生産法人に売るか、あるいは貸
すかしている個人が構成員に含まれる必要があり、
農業生産法人の立ち上げには、既存農家の協力が
欠かせない。ちなみに、④の要件からすると、役員４名
の農業生産法人の場合、１名は常時農業に従事して
いなくてもよく、例えば、食品加工を行う企業の人間
なども、役員として参加しやすくなっている。また、残り
の役員３名のうち、少なくとも２名は実際の農作業に
従事している必要があるが、それ以外の１名は、農作
物の加工・販売・農作業事務等に携わっていればよく、
こうした人材を企業から受け入れられれば、農家の
人間にとってもメリットがある。
４つの適格審査要件と同時に、農業生産法人は、
農地法に規定された要件を満たす必要があり、例え
ば、農地の所有権など農地の権利移動のためには、
都道府県知事および農業委員会の許可が必要にな
る。その際、農地が確実に農地として使用されるかど
うかも審査の対象となる。
また、これら農業生産法人としての諸要件は、農地
の権利を取得した後も満たされる必要があり、要件
が満たさなくなれば、農地の権利を失う。

2000年に35法人だった県内の農業生産法人は、
2010年の96法人を経て、2013年には115法人と
なった。農業生産法人の着実な増加もあり、2009年
度末に417法人だった埼玉県の農業法人は、2012
年度末には574法人に達している。農業生産法人の
推移を形態別にみると、比較的規模の小さな合同会
社等の実績はほとんどなく、近年は農事組合法人や
特例有限会社もほぼ横ばいで推移している。そうし
たなか、特例有限会社を除く株式会社がその数を増
やすことで、農業生産法人全体が増加している。
また、2013年の県内の農業生産法人115法人に
ついて、耕作種目別の内訳をみると、最も多いのが米
麦の43法人、次いで蔬菜（以下、野菜）の36法人と
なっており、県内で農業産出額の多い２種目で計79
法人を占めている。しかし、これらを更に経営耕地面
積別に分類すると、米麦では20ha以上が13法人、
10～20haが14法人を占め、比較的、大規模経営を
行う法人が多いのに対して、野菜では36法人中32
法人が５ha未満の小規模農家で占められている。農
業生産法人のメリットの一つは、規模の利益を生かし、
生産性を向上させる点にあるが、現状、野菜を手掛
ける農業生産法人では、経営規模の拡大が遅れてい
るようだ。

2012年の埼玉県の農業産出額は全国18位だが、
農業産出額の約半分を占める野菜だけなら、全国６
位である。大消費地である首都圏に位置する埼玉県
は、鮮度が重要な野菜において、輸送のコストと時間
を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
比べて農作業等の負担が重い野菜作りでは、高齢化
に伴う後継者問題がより深刻になっており、県内の野
菜生産の維持拡大を図る意味でも、農業生産法人の
活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
に活用されることを期待したい。 （井上博夫）

農業法人と農業生産法人の違い 農業生産法人の要件 一層の活用が期待される農業生産法人

（注）別途、農業経営基盤強化促進法の要件をクリアすれば、農業生産法人にならずに農地を
購入できる方法があるが、市町村による農用地利用集積計画の作成、農業委員会による決
定などのステップを経なければならない。

●農業法人の分類

●埼玉県の農業生産法人の推移

●埼玉県の耕作種目別・経営耕地面積別・農業生産法人（2013年）

資料：埼玉県農林部農業支援課　※各年1月1日時点

資料：埼玉県農林部農業支援課
（注）１．業種区分は、主たる（粗収益の５０％以上）作物による。いずれも５０％に満たないものは

「その他」としている。
２．「経営面積」は、当該農業生産法人が権利を有する農地及び採草放牧地の合計である。

法人数 

　経営面積５ｈａ未満

　同５～１０ｈａ未満

　同１０～２０ｈａ未満

　同２０ｈａ以上

43

10

6

14

13

6

6

0

0

0

11

7

1

3

0

36

32

1

1

2

3

2

0

1

0

7

6

0

1

0

9

6

2

0

1

115

69

10

20

16

米麦 果樹 畜産 蔬菜
（野菜）

工芸
作物

花き
花木 その他 合計

農
　
業
　
生
　
産
　
法
　
人

共同利用施設等の設置を
行う法人（1号法人）

農業経営を営む法人
（2号法人）

合名会社

株式会社（株式譲渡制限の
あるものに限る）

農
　
業
　
法
　
人

農事組合法人
（農協法）

会社法人
（会社法）

合同会社

合資会社

2000 05 08 09 10 11 12 13（年）

（法人）

0

20

40

60

80

100

120

140

35
42

81 82

96 99 97

115

■合同会社（含む合名会社・合資会社）
■株式会社(特例有限会社）
■株式会社(特例有限会社を除く）
■農事組合法人

そさい



11 12

Research

埼玉りそな経済情報2014.4埼玉りそな経済情報2014.4

2013年12月、政府は、新たな農政のグランドデザ
インとなる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を
決定し、農業・農村全体の所得を、今後10年間で倍
増させるという目標を掲げた。
しかし、意欲的な目標とは裏腹に、このプランが策
定された背景には、国内農業の抱える諸問題への相
当な危機感があったと思われ、そうした問題点の一
つである、農業の担い手の減少対策として、農地集
約のための農地中間管理機構の整備などの施策が
盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。

しかし、現在でも、会社法人が農地を購入するには、
原則として（注）農業生産法人としての適格審査要件
と農地法の要件の、両方を満たす必要があるため、
農地の賃借・購入を併用しようとする会社法人では、
農業生産法人になるのが早道となる。

農業法人には、農事組合法人と会社法人の二つ
があるが、このうち、農事組合法人は、農業協同組合
法第72条に基づく法人で、このうち、「農業に係る共
同利用施設等の設置」を行うものを１号法人（同72
条の8の一）、「農業の経営」を行うものを２号法人
（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
である。
一方、会社法人による農業法人は、会社法に基づ

く法人で、合名会社、合資会社、合同会社および株式
会社（株式譲渡制限のあるもの。ただし、特例有限会
社を含む）による農業法人が存在する。これら会社法
による農業法人は、事業内容や構成員など一定の要
件を満たすことで、農業生産法人になることができる。

農業生産法人の適格審査要件は４つある。
①合名会社・合資会社など５つの法人形態のいず
れかに該当すること
②主たる事業が農業であること（直近の農業関連
売上高が全体の半分以上を占めること）
③法人の構成員全員が、農地の権利を提供した者
や、その法人での農業に常時従事している者な
どのいずれかに該当すること
④農業（含む農業関連事業）の常時従業者たる構
成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数
を占める役員の過半数が実際の農作業に従事
していること
上記４つの要件のうち、③の要件を満たすために

は、農地をその農業生産法人に売るか、あるいは貸
すかしている個人が構成員に含まれる必要があり、
農業生産法人の立ち上げには、既存農家の協力が
欠かせない。ちなみに、④の要件からすると、役員４名
の農業生産法人の場合、１名は常時農業に従事して
いなくてもよく、例えば、食品加工を行う企業の人間
なども、役員として参加しやすくなっている。また、残り
の役員３名のうち、少なくとも２名は実際の農作業に
従事している必要があるが、それ以外の１名は、農作
物の加工・販売・農作業事務等に携わっていればよく、
こうした人材を企業から受け入れられれば、農家の
人間にとってもメリットがある。
４つの適格審査要件と同時に、農業生産法人は、
農地法に規定された要件を満たす必要があり、例え
ば、農地の所有権など農地の権利移動のためには、
都道府県知事および農業委員会の許可が必要にな
る。その際、農地が確実に農地として使用されるかど
うかも審査の対象となる。
また、これら農業生産法人としての諸要件は、農地
の権利を取得した後も満たされる必要があり、要件
が満たさなくなれば、農地の権利を失う。

2000年に35法人だった県内の農業生産法人は、
2010年の96法人を経て、2013年には115法人と
なった。農業生産法人の着実な増加もあり、2009年
度末に417法人だった埼玉県の農業法人は、2012
年度末には574法人に達している。農業生産法人の
推移を形態別にみると、比較的規模の小さな合同会
社等の実績はほとんどなく、近年は農事組合法人や
特例有限会社もほぼ横ばいで推移している。そうし
たなか、特例有限会社を除く株式会社がその数を増
やすことで、農業生産法人全体が増加している。
また、2013年の県内の農業生産法人115法人に
ついて、耕作種目別の内訳をみると、最も多いのが米
麦の43法人、次いで蔬菜（以下、野菜）の36法人と
なっており、県内で農業産出額の多い２種目で計79
法人を占めている。しかし、これらを更に経営耕地面
積別に分類すると、米麦では20ha以上が13法人、
10～20haが14法人を占め、比較的、大規模経営を
行う法人が多いのに対して、野菜では36法人中32
法人が５ha未満の小規模農家で占められている。農
業生産法人のメリットの一つは、規模の利益を生かし、
生産性を向上させる点にあるが、現状、野菜を手掛
ける農業生産法人では、経営規模の拡大が遅れてい
るようだ。

2012年の埼玉県の農業産出額は全国18位だが、
農業産出額の約半分を占める野菜だけなら、全国６
位である。大消費地である首都圏に位置する埼玉県
は、鮮度が重要な野菜において、輸送のコストと時間
を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
比べて農作業等の負担が重い野菜作りでは、高齢化
に伴う後継者問題がより深刻になっており、県内の野
菜生産の維持拡大を図る意味でも、農業生産法人の
活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
に活用されることを期待したい。 （井上博夫）

農業法人と農業生産法人の違い 農業生産法人の要件 一層の活用が期待される農業生産法人

（注）別途、農業経営基盤強化促進法の要件をクリアすれば、農業生産法人にならずに農地を
購入できる方法があるが、市町村による農用地利用集積計画の作成、農業委員会による決
定などのステップを経なければならない。

●農業法人の分類

●埼玉県の農業生産法人の推移

●埼玉県の耕作種目別・経営耕地面積別・農業生産法人（2013年）

資料：埼玉県農林部農業支援課　※各年1月1日時点

資料：埼玉県農林部農業支援課
（注）１．業種区分は、主たる（粗収益の５０％以上）作物による。いずれも５０％に満たないものは

「その他」としている。
２．「経営面積」は、当該農業生産法人が権利を有する農地及び採草放牧地の合計である。
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2013年12月、政府は、新たな農政のグランドデザ
インとなる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を
決定し、農業・農村全体の所得を、今後10年間で倍
増させるという目標を掲げた。
しかし、意欲的な目標とは裏腹に、このプランが策
定された背景には、国内農業の抱える諸問題への相
当な危機感があったと思われ、そうした問題点の一
つである、農業の担い手の減少対策として、農地集
約のための農地中間管理機構の整備などの施策が
盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。

埼玉県内企業経営動向調査
売上、利益の持ち直し続くも、先行きは消費税率引き上げの影響を  懸念

しかし、現在でも、会社法人が農地を購入するには、
原則として（注）農業生産法人としての適格審査要件
と農地法の要件の、両方を満たす必要があるため、
農地の賃借・購入を併用しようとする会社法人では、
農業生産法人になるのが早道となる。

農業法人には、農事組合法人と会社法人の二つ
があるが、このうち、農事組合法人は、農業協同組合
法第72条に基づく法人で、このうち、「農業に係る共
同利用施設等の設置」を行うものを１号法人（同72
条の8の一）、「農業の経営」を行うものを２号法人
（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
である。
一方、会社法人による農業法人は、会社法に基づ

く法人で、合名会社、合資会社、合同会社および株式
会社（株式譲渡制限のあるもの。ただし、特例有限会
社を含む）による農業法人が存在する。これら会社法
による農業法人は、事業内容や構成員など一定の要
件を満たすことで、農業生産法人になることができる。

農業生産法人の適格審査要件は４つある。
①合名会社・合資会社など５つの法人形態のいず
れかに該当すること
②主たる事業が農業であること（直近の農業関連
売上高が全体の半分以上を占めること）
③法人の構成員全員が、農地の権利を提供した者
や、その法人での農業に常時従事している者な
どのいずれかに該当すること
④農業（含む農業関連事業）の常時従業者たる構
成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数
を占める役員の過半数が実際の農作業に従事
していること
上記４つの要件のうち、③の要件を満たすために

は、農地をその農業生産法人に売るか、あるいは貸
すかしている個人が構成員に含まれる必要があり、
農業生産法人の立ち上げには、既存農家の協力が
欠かせない。ちなみに、④の要件からすると、役員４名
の農業生産法人の場合、１名は常時農業に従事して
いなくてもよく、例えば、食品加工を行う企業の人間
なども、役員として参加しやすくなっている。また、残り
の役員３名のうち、少なくとも２名は実際の農作業に
従事している必要があるが、それ以外の１名は、農作
物の加工・販売・農作業事務等に携わっていればよく、
こうした人材を企業から受け入れられれば、農家の
人間にとってもメリットがある。
４つの適格審査要件と同時に、農業生産法人は、
農地法に規定された要件を満たす必要があり、例え
ば、農地の所有権など農地の権利移動のためには、
都道府県知事および農業委員会の許可が必要にな
る。その際、農地が確実に農地として使用されるかど
うかも審査の対象となる。
また、これら農業生産法人としての諸要件は、農地
の権利を取得した後も満たされる必要があり、要件
が満たさなくなれば、農地の権利を失う。

2000年に35法人だった県内の農業生産法人は、
2010年の96法人を経て、2013年には115法人と
なった。農業生産法人の着実な増加もあり、2009年
度末に417法人だった埼玉県の農業法人は、2012
年度末には574法人に達している。農業生産法人の
推移を形態別にみると、比較的規模の小さな合同会
社等の実績はほとんどなく、近年は農事組合法人や
特例有限会社もほぼ横ばいで推移している。そうし
たなか、特例有限会社を除く株式会社がその数を増
やすことで、農業生産法人全体が増加している。
また、2013年の県内の農業生産法人115法人に
ついて、耕作種目別の内訳をみると、最も多いのが米
麦の43法人、次いで蔬菜（以下、野菜）の36法人と
なっており、県内で農業産出額の多い２種目で計79
法人を占めている。しかし、これらを更に経営耕地面
積別に分類すると、米麦では20ha以上が13法人、
10～20haが14法人を占め、比較的、大規模経営を
行う法人が多いのに対して、野菜では36法人中32
法人が５ha未満の小規模農家で占められている。農
業生産法人のメリットの一つは、規模の利益を生かし、
生産性を向上させる点にあるが、現状、野菜を手掛
ける農業生産法人では、経営規模の拡大が遅れてい
るようだ。

2012年の埼玉県の農業産出額は全国18位だが、
農業産出額の約半分を占める野菜だけなら、全国６
位である。大消費地である首都圏に位置する埼玉県
は、鮮度が重要な野菜において、輸送のコストと時間
を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
比べて農作業等の負担が重い野菜作りでは、高齢化
に伴う後継者問題がより深刻になっており、県内の野
菜生産の維持拡大を図る意味でも、農業生産法人の
活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
に活用されることを期待したい。 （井上博夫）

●国内景気 ●業界の景気 ●自社の業況 ●売上高

国内景気 業界の景気 自社の業況 売上高

実績ＢＳＩ（上昇ー下降）

（現状）
最近（2014年１月中旬）の国内景気に対する見方は、

「上昇」41％、「下降」４％で、ＢＳＩ（「上昇」－「下降」の
企業割合）は＋37となり、前回調査（2013年10月）の
＋21から16ポイントの改善となった。
国内景気の判断は、2013年４月調査以降４期連続

のプラスであり、今回調査のＢＳＩ＋37は2006年４月調
査の＋47以来ほぼ８年ぶりの高い水準となった。国内
景気については回復の動きが続いているとの見方が
多くなっている。
業種別にみると製造業はＢＳＩ＋33で前回調査の＋19

から14ポイントの改善、非製造業は同＋38で前回調査
の＋24から14ポイントの改善と、いずれも改善となった。
（先行き）
先行き（約６カ月後）については「上昇」33％、「下
降」20％で、ＢＳＩは＋13と現状から24ポイントの悪化と
なっている。４月の消費税率引き上げによる影響を懸念
しているとみられる。
業種別では、ＢＳＩが製造業では＋12と現状より21ポ

イントの悪化、非製造業では＋13で同25ポイントの悪
化となっている。

（現状）
最近の自社業界の景況については、「上昇」24％、

「下降」14％で、ＢＳＩは＋10と前回調査の＋３から７ポ
イントの改善となった。
業界景気のＢＳＩは、2013年１月調査以降改善して

いたものの、ＢＳＩはマイナスが続き、前回調査でプラス、
今回調査で２期連続のプラスとなった。業界景気の見
方はこれまで厳しく、ＢＳＩが２期連続でプラスとなるの
は1990年10月調査以来である。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋12で前回調査の▲

５から17ポイントの改善、非製造業は同＋８で前回調査
の＋９から１ポイントの悪化となった。業界景気の改善
は製造業で顕著となっている。
（先行き）
先行きは「上昇」20％､「下降」27％で、ＢＳＩは▲７と
現状から17ポイントの悪化となった。業界景気の先行
きについては、景気全体に比べると弱い見方をすると
ころが多い。
業種別では、製造業のＢＳＩが▲８で現状より20ポイ

ントの悪化、非製造業は▲６で14ポイントの悪化といず
れも悪化となっている。

（現状）
最近の自社の業況に対する見方は、「良い」26％、

「悪い」11％で、ＢＳＩは＋15となり前回調査の＋13から
２ポイントの改善となった。今回調査のＢＳＩ＋15は、
2006年７月調査の＋18以来の高い水準である。
景気全体の回復を受け、売上、利益が持ち直してい

るところも増えており、自社の業況についての見方も改
善傾向が続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋15で前回調査の＋
11から４ポイントの改善、非製造業は同＋14で前回調
査の＋14から横ばいとなった。
（先行き）
先行きの見通しについては「良い」とする企業23％

に対し、「悪い」とする企業は15％、ＢＳＩは＋８と現状か
ら７ポイントの悪化となった。悪化の度合いは、国内景
気、業界景気に比べ小さく、消費税率引き上げの影響
は、自社業況については小さいとみる企業も多い。
業種別では､製造業のＢＳＩは＋２で現状から13ポイ

ントの悪化、非製造業は同＋11で現状から３ポイントの
悪化となっている。製造業で先行き慎重な見方が多く
なっている。

（現状）
2013年10～12月期の売上高は、季調済ＢＳＩ（「増
加」－「減少」の企業割合、季節調整済）が＋16となり、
前回調査対象期間（2013年７～９月期）の＋12に比べ
４ポイント改善した。
生産や消費などの持ち直しを受け、売上高にも持ち
直しの動きが続いており、今回調査で５期連続の改善
となった。
業種別にみると、製造業のＢＳＩが＋22と前回調査の

＋13から９ポイントの改善、非製造業は同＋13で前回
調査の＋14から１ポイントの悪化となった。売上高の改
善は製造業で目立っている。
（先行き）
先行きについては、2014年１～３月期のＢＳＩが＋12、

４～６月期は▲13となり、４～６月期については消費税率
引き上げの影響を懸念しているものとみられる。
業種別では、製造業が2013年10～12月期、2014
年１～３月期、４～６月期に＋22→＋10→▲14、非製造
業では同様に＋13→＋10→▲14と、４～６月期につい
てはいずれも大きな悪化となっている。
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2013年12月、政府は、新たな農政のグランドデザ
インとなる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を
決定し、農業・農村全体の所得を、今後10年間で倍
増させるという目標を掲げた。
しかし、意欲的な目標とは裏腹に、このプランが策
定された背景には、国内農業の抱える諸問題への相
当な危機感があったと思われ、そうした問題点の一
つである、農業の担い手の減少対策として、農地集
約のための農地中間管理機構の整備などの施策が
盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。

埼玉県内企業経営動向調査
売上、利益の持ち直し続くも、先行きは消費税率引き上げの影響を  懸念

しかし、現在でも、会社法人が農地を購入するには、
原則として（注）農業生産法人としての適格審査要件
と農地法の要件の、両方を満たす必要があるため、
農地の賃借・購入を併用しようとする会社法人では、
農業生産法人になるのが早道となる。

農業法人には、農事組合法人と会社法人の二つ
があるが、このうち、農事組合法人は、農業協同組合
法第72条に基づく法人で、このうち、「農業に係る共
同利用施設等の設置」を行うものを１号法人（同72
条の8の一）、「農業の経営」を行うものを２号法人
（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
である。
一方、会社法人による農業法人は、会社法に基づ

く法人で、合名会社、合資会社、合同会社および株式
会社（株式譲渡制限のあるもの。ただし、特例有限会
社を含む）による農業法人が存在する。これら会社法
による農業法人は、事業内容や構成員など一定の要
件を満たすことで、農業生産法人になることができる。

農業生産法人の適格審査要件は４つある。
①合名会社・合資会社など５つの法人形態のいず
れかに該当すること
②主たる事業が農業であること（直近の農業関連
売上高が全体の半分以上を占めること）
③法人の構成員全員が、農地の権利を提供した者
や、その法人での農業に常時従事している者な
どのいずれかに該当すること
④農業（含む農業関連事業）の常時従業者たる構
成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数
を占める役員の過半数が実際の農作業に従事
していること
上記４つの要件のうち、③の要件を満たすために

は、農地をその農業生産法人に売るか、あるいは貸
すかしている個人が構成員に含まれる必要があり、
農業生産法人の立ち上げには、既存農家の協力が
欠かせない。ちなみに、④の要件からすると、役員４名
の農業生産法人の場合、１名は常時農業に従事して
いなくてもよく、例えば、食品加工を行う企業の人間
なども、役員として参加しやすくなっている。また、残り
の役員３名のうち、少なくとも２名は実際の農作業に
従事している必要があるが、それ以外の１名は、農作
物の加工・販売・農作業事務等に携わっていればよく、
こうした人材を企業から受け入れられれば、農家の
人間にとってもメリットがある。
４つの適格審査要件と同時に、農業生産法人は、
農地法に規定された要件を満たす必要があり、例え
ば、農地の所有権など農地の権利移動のためには、
都道府県知事および農業委員会の許可が必要にな
る。その際、農地が確実に農地として使用されるかど
うかも審査の対象となる。
また、これら農業生産法人としての諸要件は、農地
の権利を取得した後も満たされる必要があり、要件
が満たさなくなれば、農地の権利を失う。

2000年に35法人だった県内の農業生産法人は、
2010年の96法人を経て、2013年には115法人と
なった。農業生産法人の着実な増加もあり、2009年
度末に417法人だった埼玉県の農業法人は、2012
年度末には574法人に達している。農業生産法人の
推移を形態別にみると、比較的規模の小さな合同会
社等の実績はほとんどなく、近年は農事組合法人や
特例有限会社もほぼ横ばいで推移している。そうし
たなか、特例有限会社を除く株式会社がその数を増
やすことで、農業生産法人全体が増加している。
また、2013年の県内の農業生産法人115法人に
ついて、耕作種目別の内訳をみると、最も多いのが米
麦の43法人、次いで蔬菜（以下、野菜）の36法人と
なっており、県内で農業産出額の多い２種目で計79
法人を占めている。しかし、これらを更に経営耕地面
積別に分類すると、米麦では20ha以上が13法人、
10～20haが14法人を占め、比較的、大規模経営を
行う法人が多いのに対して、野菜では36法人中32
法人が５ha未満の小規模農家で占められている。農
業生産法人のメリットの一つは、規模の利益を生かし、
生産性を向上させる点にあるが、現状、野菜を手掛
ける農業生産法人では、経営規模の拡大が遅れてい
るようだ。

2012年の埼玉県の農業産出額は全国18位だが、
農業産出額の約半分を占める野菜だけなら、全国６
位である。大消費地である首都圏に位置する埼玉県
は、鮮度が重要な野菜において、輸送のコストと時間
を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
比べて農作業等の負担が重い野菜作りでは、高齢化
に伴う後継者問題がより深刻になっており、県内の野
菜生産の維持拡大を図る意味でも、農業生産法人の
活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
に活用されることを期待したい。 （井上博夫）

●国内景気 ●業界の景気 ●自社の業況 ●売上高

国内景気 業界の景気 自社の業況 売上高

実績ＢＳＩ（上昇ー下降）

（現状）
最近（2014年１月中旬）の国内景気に対する見方は、

「上昇」41％、「下降」４％で、ＢＳＩ（「上昇」－「下降」の
企業割合）は＋37となり、前回調査（2013年10月）の
＋21から16ポイントの改善となった。
国内景気の判断は、2013年４月調査以降４期連続

のプラスであり、今回調査のＢＳＩ＋37は2006年４月調
査の＋47以来ほぼ８年ぶりの高い水準となった。国内
景気については回復の動きが続いているとの見方が
多くなっている。
業種別にみると製造業はＢＳＩ＋33で前回調査の＋19

から14ポイントの改善、非製造業は同＋38で前回調査
の＋24から14ポイントの改善と、いずれも改善となった。
（先行き）
先行き（約６カ月後）については「上昇」33％、「下
降」20％で、ＢＳＩは＋13と現状から24ポイントの悪化と
なっている。４月の消費税率引き上げによる影響を懸念
しているとみられる。
業種別では、ＢＳＩが製造業では＋12と現状より21ポ

イントの悪化、非製造業では＋13で同25ポイントの悪
化となっている。

（現状）
最近の自社業界の景況については、「上昇」24％、

「下降」14％で、ＢＳＩは＋10と前回調査の＋３から７ポ
イントの改善となった。
業界景気のＢＳＩは、2013年１月調査以降改善して

いたものの、ＢＳＩはマイナスが続き、前回調査でプラス、
今回調査で２期連続のプラスとなった。業界景気の見
方はこれまで厳しく、ＢＳＩが２期連続でプラスとなるの
は1990年10月調査以来である。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋12で前回調査の▲

５から17ポイントの改善、非製造業は同＋８で前回調査
の＋９から１ポイントの悪化となった。業界景気の改善
は製造業で顕著となっている。
（先行き）
先行きは「上昇」20％､「下降」27％で、ＢＳＩは▲７と
現状から17ポイントの悪化となった。業界景気の先行
きについては、景気全体に比べると弱い見方をすると
ころが多い。
業種別では、製造業のＢＳＩが▲８で現状より20ポイ

ントの悪化、非製造業は▲６で14ポイントの悪化といず
れも悪化となっている。

（現状）
最近の自社の業況に対する見方は、「良い」26％、

「悪い」11％で、ＢＳＩは＋15となり前回調査の＋13から
２ポイントの改善となった。今回調査のＢＳＩ＋15は、
2006年７月調査の＋18以来の高い水準である。
景気全体の回復を受け、売上、利益が持ち直してい

るところも増えており、自社の業況についての見方も改
善傾向が続いている。
業種別にみると、製造業はＢＳＩ＋15で前回調査の＋
11から４ポイントの改善、非製造業は同＋14で前回調
査の＋14から横ばいとなった。
（先行き）
先行きの見通しについては「良い」とする企業23％

に対し、「悪い」とする企業は15％、ＢＳＩは＋８と現状か
ら７ポイントの悪化となった。悪化の度合いは、国内景
気、業界景気に比べ小さく、消費税率引き上げの影響
は、自社業況については小さいとみる企業も多い。
業種別では､製造業のＢＳＩは＋２で現状から13ポイ

ントの悪化、非製造業は同＋11で現状から３ポイントの
悪化となっている。製造業で先行き慎重な見方が多く
なっている。

（現状）
2013年10～12月期の売上高は、季調済ＢＳＩ（「増
加」－「減少」の企業割合、季節調整済）が＋16となり、
前回調査対象期間（2013年７～９月期）の＋12に比べ
４ポイント改善した。
生産や消費などの持ち直しを受け、売上高にも持ち
直しの動きが続いており、今回調査で５期連続の改善
となった。
業種別にみると、製造業のＢＳＩが＋22と前回調査の

＋13から９ポイントの改善、非製造業は同＋13で前回
調査の＋14から１ポイントの悪化となった。売上高の改
善は製造業で目立っている。
（先行き）
先行きについては、2014年１～３月期のＢＳＩが＋12、

４～６月期は▲13となり、４～６月期については消費税率
引き上げの影響を懸念しているものとみられる。
業種別では、製造業が2013年10～12月期、2014
年１～３月期、４～６月期に＋22→＋10→▲14、非製造
業では同様に＋13→＋10→▲14と、４～６月期につい
てはいずれも大きな悪化となっている。
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アンケート調査 埼玉県内企業経営動向調査

2013年12月、政府は、新たな農政のグランドデザ
インとなる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を
決定し、農業・農村全体の所得を、今後10年間で倍
増させるという目標を掲げた。
しかし、意欲的な目標とは裏腹に、このプランが策
定された背景には、国内農業の抱える諸問題への相
当な危機感があったと思われ、そうした問題点の一
つである、農業の担い手の減少対策として、農地集
約のための農地中間管理機構の整備などの施策が
盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。

しかし、現在でも、会社法人が農地を購入するには、
原則として（注）農業生産法人としての適格審査要件
と農地法の要件の、両方を満たす必要があるため、
農地の賃借・購入を併用しようとする会社法人では、
農業生産法人になるのが早道となる。

農業法人には、農事組合法人と会社法人の二つ
があるが、このうち、農事組合法人は、農業協同組合
法第72条に基づく法人で、このうち、「農業に係る共
同利用施設等の設置」を行うものを１号法人（同72
条の8の一）、「農業の経営」を行うものを２号法人
（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
である。
一方、会社法人による農業法人は、会社法に基づ

く法人で、合名会社、合資会社、合同会社および株式
会社（株式譲渡制限のあるもの。ただし、特例有限会
社を含む）による農業法人が存在する。これら会社法
による農業法人は、事業内容や構成員など一定の要
件を満たすことで、農業生産法人になることができる。

農業生産法人の適格審査要件は４つある。
①合名会社・合資会社など５つの法人形態のいず
れかに該当すること
②主たる事業が農業であること（直近の農業関連
売上高が全体の半分以上を占めること）
③法人の構成員全員が、農地の権利を提供した者
や、その法人での農業に常時従事している者な
どのいずれかに該当すること
④農業（含む農業関連事業）の常時従業者たる構
成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数
を占める役員の過半数が実際の農作業に従事
していること
上記４つの要件のうち、③の要件を満たすために

は、農地をその農業生産法人に売るか、あるいは貸
すかしている個人が構成員に含まれる必要があり、
農業生産法人の立ち上げには、既存農家の協力が
欠かせない。ちなみに、④の要件からすると、役員４名
の農業生産法人の場合、１名は常時農業に従事して
いなくてもよく、例えば、食品加工を行う企業の人間
なども、役員として参加しやすくなっている。また、残り
の役員３名のうち、少なくとも２名は実際の農作業に
従事している必要があるが、それ以外の１名は、農作
物の加工・販売・農作業事務等に携わっていればよく、
こうした人材を企業から受け入れられれば、農家の
人間にとってもメリットがある。
４つの適格審査要件と同時に、農業生産法人は、
農地法に規定された要件を満たす必要があり、例え
ば、農地の所有権など農地の権利移動のためには、
都道府県知事および農業委員会の許可が必要にな
る。その際、農地が確実に農地として使用されるかど
うかも審査の対象となる。
また、これら農業生産法人としての諸要件は、農地
の権利を取得した後も満たされる必要があり、要件
が満たさなくなれば、農地の権利を失う。

2000年に35法人だった県内の農業生産法人は、
2010年の96法人を経て、2013年には115法人と
なった。農業生産法人の着実な増加もあり、2009年
度末に417法人だった埼玉県の農業法人は、2012
年度末には574法人に達している。農業生産法人の
推移を形態別にみると、比較的規模の小さな合同会
社等の実績はほとんどなく、近年は農事組合法人や
特例有限会社もほぼ横ばいで推移している。そうし
たなか、特例有限会社を除く株式会社がその数を増
やすことで、農業生産法人全体が増加している。
また、2013年の県内の農業生産法人115法人に
ついて、耕作種目別の内訳をみると、最も多いのが米
麦の43法人、次いで蔬菜（以下、野菜）の36法人と
なっており、県内で農業産出額の多い２種目で計79
法人を占めている。しかし、これらを更に経営耕地面
積別に分類すると、米麦では20ha以上が13法人、
10～20haが14法人を占め、比較的、大規模経営を
行う法人が多いのに対して、野菜では36法人中32
法人が５ha未満の小規模農家で占められている。農
業生産法人のメリットの一つは、規模の利益を生かし、
生産性を向上させる点にあるが、現状、野菜を手掛
ける農業生産法人では、経営規模の拡大が遅れてい
るようだ。

2012年の埼玉県の農業産出額は全国18位だが、
農業産出額の約半分を占める野菜だけなら、全国６
位である。大消費地である首都圏に位置する埼玉県
は、鮮度が重要な野菜において、輸送のコストと時間
を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
比べて農作業等の負担が重い野菜作りでは、高齢化
に伴う後継者問題がより深刻になっており、県内の野
菜生産の維持拡大を図る意味でも、農業生産法人の
活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
に活用されることを期待したい。 （井上博夫）
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（現状）
2013年10～12月期の経常利益は、季調済ＢＳＩが＋
11となり、前回調査対象期間（2013年７～９月期）の＋
４から７ポイントの改善となった。ＢＳＩは２期連続でプラ
スとなり、経常利益についても売上高同様に改善が続
いている。
利益が増加した要因（複数回答）としては、「売上・受
注の好転」が85％で最も多く、次いで「諸経費の圧縮」
26％であるが、「販売単価の上昇」も16％とこのところ
増えており（前回14％、前々回13％）、販売単価の引き
上げが利益につながるところも増えている。
業種別にみると、製造業のＢＳＩは＋11で前回調査の

＋２から９ポイントの改善、非製造業は＋同11で前回調
査の＋６から５ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2014年１～３月期はＢＳＩが＋７、４～

６月期は▲14となり、４～６月期については売上高同様、
消費税率引き上げの影響を懸念しているものとみられる。
業種別では、製造業が2013年10～12月期、2014
年１～３月期、４～６月期に＋11→＋７→▲10、非製造業
では＋11→＋７→▲15となっている。

（現状）
2013年10～12月期の設備投資は、季調済ＢＳＩが＋

６と、前回調査対象期間（2013年７～９月期）の＋10か
ら４ポイントの悪化となった。設備投資のＢＳＩはやや振
れはあるものの売上、利益が持ち直すなか改善傾向に
ある。
設備投資の内容については、「更新投資」が55％、

「能力増強投資」22％､「合理化投資」11％､「研究開
発投資」４％となった。「更新投資」の割合が過半を占
め、「能力増強投資」の割合は小さい。
業種別にみると、製造業のＢＳＩが＋８、前回調査の＋
14に比べ６ポイントの悪化、非製造業は同＋４、前回調
査の＋８に比べ４ポイントの悪化となった。
（先行き）
先行きについては、2014年１～３月期のＢＳＩが＋10、

４～６月期は▲２となった。売上、利益について消費税率
引き上げの影響が懸念されており、設備投資について
も先行き慎重な姿勢がうかがえる。
業種別では、製造業が2013年10～12月期、2014
年１～３月期、４～６月期に＋８→＋15→＋１、非製造業で
は＋４→＋８→▲３となっている。

（現状）
最近（ここ６カ月間）の雇用状況をみると、雇用人員

が「増加」とした企業は18％、「減少」とした企業は
17％で、ＢＳＩは＋１と前回調査の＋３から２ポイントの悪
化となった。
雇用のＢＳＩは、やや季節性があり４月調査で「増加」

とする企業が増え、ＢＳＩが改善した後徐々に悪化する
傾向がみられる。例年同様、今回調査では悪化したが
引き続きプラスであり、雇用については改善傾向にあ
るとみられる。
業種別にみると、製造業のＢＳＩは＋１、前回調査の＋

４より３ポイントの悪化、非製造業は同０で前回調査の＋
３より３ポイントの悪化となっている。
（先行き）
先行き（約６カ月後）については、新卒採用もあり「増
加」とする企業が39％、「減少」とする企業が５％でＢＳ
Ｉは＋34と現状から33ポイントの大幅な改善見通し。
業種別では、製造業のＢＳＩは＋25と現状に比べ24

ポイントの改善、非製造業は同＋40と同40ポイントの
改善と、いずれも改善見通しとなっている。

経営上の問題点（複数回答）については、「売上・受
注不振」とする企業が46％、「仕入原価上昇」が46％
とこの２つが同じ割合で多い結果となった。１年前の調
査と比べると、「売上・受注不振」が21ポイント減少し
たのに対し、「仕入原価上昇」が20ポイント増加してい
る。景気の持ち直しにより売上が改善するところが多く
なる一方で、円安などによる原材料、仕入価格等の上
昇などにより、収益が圧迫されるところも多くなっている
ことがうかがえる。
これに続いて、「人材・人手不足」（42％）、「諸経費
上昇」（31％）、「製商品安」（15％）などとなっている。
業種別にみると、製造業では「売上・受注不振」が
52％、次いで「仕入原価上昇」（47％）、「諸経費上昇」
（33％）と続く。非製造業では「人材・人手不足」が51％、
次いで「仕入原価上昇」（46％）、「売上・受注不振」
（43％）の順となった。 （吉嶺暢嗣）

●経常利益 ●設備投資 ●雇用 ●経営上の問題点（複数回答）

経常利益 設備投資 雇用 経営上の問題点

実績ＢＳＩ（増加ー減少）

％

見通し実績ＢＳＩ（増加ー減少）季調済 見通し 実績 見通しＢＳＩ（増加ー減少）季調済
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2014年1月中旬実施。対象企業数1,020社、
回答企業数302社。回答率29.6％。
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アンケート調査 埼玉県内企業経営動向調査

2013年12月、政府は、新たな農政のグランドデザ
インとなる「農林水産業・地域の活力創造プラン」を
決定し、農業・農村全体の所得を、今後10年間で倍
増させるという目標を掲げた。
しかし、意欲的な目標とは裏腹に、このプランが策
定された背景には、国内農業の抱える諸問題への相
当な危機感があったと思われ、そうした問題点の一
つである、農業の担い手の減少対策として、農地集
約のための農地中間管理機構の整備などの施策が
盛り込まれた。埼玉県内でも、全国と同様、農家と農
業就業人口の減少は続いており、県としても、意欲あ
る多様な農業の担い手の確保に向けて、様々な施策
を展開しているところである。
足元、県内の新規就農者数は、着実に増加しつつ

あり、懸念される農業産出額についても、下げ止まっ
ているようにみえる。しかし、県内農家の高齢化が進
むなか、今後も廃業の動きが続くことは避けられない
とみられ、農業産出額の先行きについて、楽観できる
状況にはない。
生産規模等の面から、個人の新規就農者の農業
産出額に過度の期待を抱くことはできないこともあっ
て、近年は、会社法人による農業への取り組みに、注
目が集まっている。

会社法人の農業への参入には、種々の規制が存
在すると指摘されてきたが、近年、こうした規制は緩
和される方向にある。なかでも、株式会社の参入をは
じめとする、農業生産法人に関する要件の緩和は、
会社法人による農業への取り組みを一層促すことが
期待される。そこで、以下では、農業生産法人の概要
を簡単に整理したうえで、県内の農業生産法人の現
状を概観してみたい。

埼玉県内では、1975年に13.4万戸あった総農家
が、1985年に11.6万戸、1995年に9.3万戸となり、
2010年には7.3万戸まで減少してきた。
これに伴い、1975年に24.3万人だった県内の農
業就業人口も、1995年に12.0万人、2005年に9.5
万人となり、2010年には7.2万人と、1975年時点の
約3割の水準まで減少している。　
1975年に2,451億円だった埼玉県の農業産出額

も、1980年に2,832億円まで増加した後は減少に転
じた。2000年に2,052億円へ落ち込んだ後は、下げ
止まっているようにみえる農業産出額だが、県内農家
の高齢化が一層進むなか、今後も廃業の動きが続く
ことは避けられないだろう。担い手の減少の問題が
解決されないままでは、埼玉県の農業産出額が再び
増加に転じるとは想定しづらい。

農業就業人口の減少を受けて、埼玉県も意欲ある
多様な農業の担い手の確保を、重要な施策の一つに
挙げており、県が2011年に策定した「埼玉農林業・
農山村振興ビジョン」では、2009年度に年間で248
人だった新規就農者数を、2015年度に280人まで増
やす目標が掲げられた。
これまでのところ、就農支援セミナーの開催や青年
就農給付金の支給といった、新規就農を促す県の支
援策の効果もあり、県内の新規就農者数は、2010年
度250人、2011年度261人、2012年度265人とほ
ぼ計画に沿って、順調に増加している。
しかし、2000年から2010年までの10年間に、県
内の農業就業人口は４万人あまり減少しており、今の
ペースで新規就農者が増加しても、不足する担い手
をカバーするには十分とはいえない。
そこで、県が新規就農者数の増加とともに、「埼玉
農林業・農山村振興ビジョン」の目標に掲げているの
が、農業法人数の増加である。地域農業の新たな担
い手として会社法人の力に注目し、既存農家の法人
化とともに、外部からの会社法人の円滑な参入を支
援するものだが、この目標の実現には、一般の農業
法人と併せて、農業生産法人を活用していくことが
重要になる。

農業法人は、農業を営む法人全般のことを指して
いる。過去には、会社法人が農業への参入を考えて
も、様々な規制をクリアできず、二の足を踏むケース
が少なくなかったといわれる。しかし、会社法人が関
与できる農業分野も、従来から一部は存在していた
し、会社法人による農業への参入規制も、近年は緩
和の動きが徐々に進んでいる。
○稲刈りなどの農作業の受託は可能
元々、会社法人が、まったく農業に携わることがで

きなかったわけではない。例えば、田の稲刈りや牧草
収穫といった農作業を、会社法人が受託して行うこと
は、これまでも問題なく行うことができた。ただ、こうし
た作業だけでは、会社法人は補助的な立場にとどま
らざるをえない。
○農地を直接利用しない農業は可能
会社法人が比較的参入しやすい農業分野として

は、ケージを利用した養鶏や、工場施設の中での野
菜の水耕栽培などがあり、これらのなかには、非常に
大規模に行われているケースもある。こうした農業に
共通するポイントは、農地を直接利用していない点に
ある。
農地法第２条では農地を「耕作の目的に供される
土地」、採草放牧地を「農地以外の土地で、主として
耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧
の目的に供されるもの」と、それぞれ定義しており、農
地や採草放牧地を利用しないで行われる農業は、農
地法の規制を受けない。
○農地を賃借して行う農業は可能
かつて、水田での稲作や、畑での野菜作りなどを行

おうとしても、一般の会社法人は、農地を賃借・購入
することが認められていなかった。しかし、2009年の
農地法改正により、会社法人のままでも、農地を賃借
して農業を行うことが認められるようになり、その可
能性が拡がっている。

しかし、現在でも、会社法人が農地を購入するには、
原則として（注）農業生産法人としての適格審査要件
と農地法の要件の、両方を満たす必要があるため、
農地の賃借・購入を併用しようとする会社法人では、
農業生産法人になるのが早道となる。

農業法人には、農事組合法人と会社法人の二つ
があるが、このうち、農事組合法人は、農業協同組合
法第72条に基づく法人で、このうち、「農業に係る共
同利用施設等の設置」を行うものを１号法人（同72
条の8の一）、「農業の経営」を行うものを２号法人
（同72条の8の二）と通称している。農事組合法人の
うち、農業生産法人になれるのは、この２号法人だけ
である。
一方、会社法人による農業法人は、会社法に基づ

く法人で、合名会社、合資会社、合同会社および株式
会社（株式譲渡制限のあるもの。ただし、特例有限会
社を含む）による農業法人が存在する。これら会社法
による農業法人は、事業内容や構成員など一定の要
件を満たすことで、農業生産法人になることができる。

農業生産法人の適格審査要件は４つある。
①合名会社・合資会社など５つの法人形態のいず
れかに該当すること
②主たる事業が農業であること（直近の農業関連
売上高が全体の半分以上を占めること）
③法人の構成員全員が、農地の権利を提供した者
や、その法人での農業に常時従事している者な
どのいずれかに該当すること
④農業（含む農業関連事業）の常時従業者たる構
成員が、役員の過半数を占め、かつその過半数
を占める役員の過半数が実際の農作業に従事
していること
上記４つの要件のうち、③の要件を満たすために

は、農地をその農業生産法人に売るか、あるいは貸
すかしている個人が構成員に含まれる必要があり、
農業生産法人の立ち上げには、既存農家の協力が
欠かせない。ちなみに、④の要件からすると、役員４名
の農業生産法人の場合、１名は常時農業に従事して
いなくてもよく、例えば、食品加工を行う企業の人間
なども、役員として参加しやすくなっている。また、残り
の役員３名のうち、少なくとも２名は実際の農作業に
従事している必要があるが、それ以外の１名は、農作
物の加工・販売・農作業事務等に携わっていればよく、
こうした人材を企業から受け入れられれば、農家の
人間にとってもメリットがある。
４つの適格審査要件と同時に、農業生産法人は、
農地法に規定された要件を満たす必要があり、例え
ば、農地の所有権など農地の権利移動のためには、
都道府県知事および農業委員会の許可が必要にな
る。その際、農地が確実に農地として使用されるかど
うかも審査の対象となる。
また、これら農業生産法人としての諸要件は、農地
の権利を取得した後も満たされる必要があり、要件
が満たさなくなれば、農地の権利を失う。

2000年に35法人だった県内の農業生産法人は、
2010年の96法人を経て、2013年には115法人と
なった。農業生産法人の着実な増加もあり、2009年
度末に417法人だった埼玉県の農業法人は、2012
年度末には574法人に達している。農業生産法人の
推移を形態別にみると、比較的規模の小さな合同会
社等の実績はほとんどなく、近年は農事組合法人や
特例有限会社もほぼ横ばいで推移している。そうし
たなか、特例有限会社を除く株式会社がその数を増
やすことで、農業生産法人全体が増加している。
また、2013年の県内の農業生産法人115法人に
ついて、耕作種目別の内訳をみると、最も多いのが米
麦の43法人、次いで蔬菜（以下、野菜）の36法人と
なっており、県内で農業産出額の多い２種目で計79
法人を占めている。しかし、これらを更に経営耕地面
積別に分類すると、米麦では20ha以上が13法人、
10～20haが14法人を占め、比較的、大規模経営を
行う法人が多いのに対して、野菜では36法人中32
法人が５ha未満の小規模農家で占められている。農
業生産法人のメリットの一つは、規模の利益を生かし、
生産性を向上させる点にあるが、現状、野菜を手掛
ける農業生産法人では、経営規模の拡大が遅れてい
るようだ。

2012年の埼玉県の農業産出額は全国18位だが、
農業産出額の約半分を占める野菜だけなら、全国６
位である。大消費地である首都圏に位置する埼玉県
は、鮮度が重要な野菜において、輸送のコストと時間
を軽減できる強みがあるためだ。その一方で、米作に
比べて農作業等の負担が重い野菜作りでは、高齢化
に伴う後継者問題がより深刻になっており、県内の野
菜生産の維持拡大を図る意味でも、農業生産法人の
活用は有益である。
食品メーカーや外食産業などは、農業生産法人と

して自らが生産に携わることで、生産履歴を明確にで
きる。農業での就業に関心のある人にとっても、法人
になることで、休日を定期的に取得しやすくなるなど、
福利厚生面で安心感を得られる。農家にとっても、会
計報告作成の義務や、納税負担が増加するケースが
あるなど、デメリットはあるものの、耕作が困難になっ
た遊休農地を活用できるなどのメリットは大きい。
現在では、農業生産法人でなくとも、会社法人の
農業参入が可能になっているが、今なお、自らの農地
を手放すことや賃貸することを、ためらう農家が多い
なか、農業生産法人の形態を利用した参入は、農家
の側からも受け入れられやすいとみられる。
今後、農業生産法人を増やすとともに、その経営
規模の拡大を促すことで、これからの安心安全な農
作物の安定供給に、少なからず寄与していくことがで
きよう。県内において、農業生産法人がこれまで以上
に活用されることを期待したい。 （井上博夫）
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（現状）
2013年10～12月期の経常利益は、季調済ＢＳＩが＋
11となり、前回調査対象期間（2013年７～９月期）の＋
４から７ポイントの改善となった。ＢＳＩは２期連続でプラ
スとなり、経常利益についても売上高同様に改善が続
いている。
利益が増加した要因（複数回答）としては、「売上・受
注の好転」が85％で最も多く、次いで「諸経費の圧縮」
26％であるが、「販売単価の上昇」も16％とこのところ
増えており（前回14％、前々回13％）、販売単価の引き
上げが利益につながるところも増えている。
業種別にみると、製造業のＢＳＩは＋11で前回調査の

＋２から９ポイントの改善、非製造業は＋同11で前回調
査の＋６から５ポイントの改善となった。
（先行き）
先行きについては、2014年１～３月期はＢＳＩが＋７、４～

６月期は▲14となり、４～６月期については売上高同様、
消費税率引き上げの影響を懸念しているものとみられる。
業種別では、製造業が2013年10～12月期、2014
年１～３月期、４～６月期に＋11→＋７→▲10、非製造業
では＋11→＋７→▲15となっている。

（現状）
2013年10～12月期の設備投資は、季調済ＢＳＩが＋

６と、前回調査対象期間（2013年７～９月期）の＋10か
ら４ポイントの悪化となった。設備投資のＢＳＩはやや振
れはあるものの売上、利益が持ち直すなか改善傾向に
ある。
設備投資の内容については、「更新投資」が55％、

「能力増強投資」22％､「合理化投資」11％､「研究開
発投資」４％となった。「更新投資」の割合が過半を占
め、「能力増強投資」の割合は小さい。
業種別にみると、製造業のＢＳＩが＋８、前回調査の＋
14に比べ６ポイントの悪化、非製造業は同＋４、前回調
査の＋８に比べ４ポイントの悪化となった。
（先行き）
先行きについては、2014年１～３月期のＢＳＩが＋10、

４～６月期は▲２となった。売上、利益について消費税率
引き上げの影響が懸念されており、設備投資について
も先行き慎重な姿勢がうかがえる。
業種別では、製造業が2013年10～12月期、2014
年１～３月期、４～６月期に＋８→＋15→＋１、非製造業で
は＋４→＋８→▲３となっている。

（現状）
最近（ここ６カ月間）の雇用状況をみると、雇用人員

が「増加」とした企業は18％、「減少」とした企業は
17％で、ＢＳＩは＋１と前回調査の＋３から２ポイントの悪
化となった。
雇用のＢＳＩは、やや季節性があり４月調査で「増加」

とする企業が増え、ＢＳＩが改善した後徐々に悪化する
傾向がみられる。例年同様、今回調査では悪化したが
引き続きプラスであり、雇用については改善傾向にあ
るとみられる。
業種別にみると、製造業のＢＳＩは＋１、前回調査の＋

４より３ポイントの悪化、非製造業は同０で前回調査の＋
３より３ポイントの悪化となっている。
（先行き）
先行き（約６カ月後）については、新卒採用もあり「増
加」とする企業が39％、「減少」とする企業が５％でＢＳ
Ｉは＋34と現状から33ポイントの大幅な改善見通し。
業種別では、製造業のＢＳＩは＋25と現状に比べ24

ポイントの改善、非製造業は同＋40と同40ポイントの
改善と、いずれも改善見通しとなっている。

経営上の問題点（複数回答）については、「売上・受
注不振」とする企業が46％、「仕入原価上昇」が46％
とこの２つが同じ割合で多い結果となった。１年前の調
査と比べると、「売上・受注不振」が21ポイント減少し
たのに対し、「仕入原価上昇」が20ポイント増加してい
る。景気の持ち直しにより売上が改善するところが多く
なる一方で、円安などによる原材料、仕入価格等の上
昇などにより、収益が圧迫されるところも多くなっている
ことがうかがえる。
これに続いて、「人材・人手不足」（42％）、「諸経費
上昇」（31％）、「製商品安」（15％）などとなっている。
業種別にみると、製造業では「売上・受注不振」が
52％、次いで「仕入原価上昇」（47％）、「諸経費上昇」
（33％）と続く。非製造業では「人材・人手不足」が51％、
次いで「仕入原価上昇」（46％）、「売上・受注不振」
（43％）の順となった。 （吉嶺暢嗣）

●経常利益 ●設備投資 ●雇用 ●経営上の問題点（複数回答）

経常利益 設備投資 雇用 経営上の問題点

実績ＢＳＩ（増加ー減少）

％

見通し実績ＢＳＩ（増加ー減少）季調済 見通し 実績 見通しＢＳＩ（増加ー減少）季調済
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2014年1月中旬実施。対象企業数1,020社、
回答企業数302社。回答率29.6％。
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埼玉県経済は、持ち直している。

景気動向指数 改善を示している

個人消費 大型小売店販売が7カ月ぶりに増加

住 宅 底堅い動き

公共工事 強含みで推移

生 産 緩やかな増加

雇 用 有効求人倍率は0.68倍
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１月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.01ポイント下降して0.68倍となった。　
有効求職者数が91,232人（前年比▲8.8％）と、
44カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
67,237人（同＋6.4％）と、７カ月連続で前年を上回っ
た。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から0.03ポ
イント下降の1.08倍となっている。
有効求人倍率は、３カ月連続して改善した後、再び
悪化した。県内の雇用情勢には、持ち直しの動きがみ
られるものの、依然厳しい状況が続いている。

１月の新設住宅着工戸数は4,990戸、前年比▲
1.6％と２カ月連続して減少した。駆け込み需要の反
動減が懸念されていたものの、12月、１月とも微減に
とどまっており、底堅い動きが続いている。
利用関係別では、持家が1,629戸（前年比＋
3.3％）、貸家が1,747戸（同＋13.7％）と増加し、分
譲住宅が1,611戸（同▲15.2％）と減少した。
分譲住宅は、戸建が1,124戸（前年比＋1.4％）と
増加したが、マンションが483戸（同▲37.6％）と大幅
に減少した。
今後、雇用・所得環境が改善されるなかで、落ち着

いた動きが見込まれる。

1月の大型小売店販売額は888億円、前年比＋
0.2％（既存店）と7カ月ぶりに増加した。業態別では、
百貨店（同＋1.4％）は増加したが、スーパー（同▲
0.2％）は減少した。新設店を含む全店ベースの販売
額は同＋1.9％と9カ月連続で増加した。
2月の新車販売台数（乗用車）は16,219台、前年
比＋8.0％と6カ月連続で増加した。新型車の販売が
好調だったが、大雪の影響等で増加率は縮小した。
車種別では普通乗用車が8,955台（同＋26.6％）、小
型乗用車は7,264台（同▲8.6％）だった。

12月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：104.6（前月比＋2.7ポイント）、一致指数：128.9
（同＋0.9ポイント）、遅行指数：75.2（同▲3.7ポイン
ト）となった。
先行指数は2カ月連続の上昇となった。
一致指数は2カ月ぶりに上昇した。基調判断となる
3カ月後方移動平均は、前月比＋1.80ポイントと、6カ
月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判断を
「改善を示している」としている。
遅行指数は4カ月連続の下降となった。

12月の鉱工業指数をみると、生産指数は99.1（前
月比＋2.5％）と増加し、緩やかな増加が続いている。
業種別では、生産用機械、電気機械などが減少し

たものの、化学や情報通信機械などが増加した。
在庫指数は前月比▲4.0％の106.3と、輸送機械、
電気機械などが減少した。
今後は、各種の経済対策の効果などから、緩やか

な増加が続くと見込まれる。

２月の公共工事請負金額は189億円（前年比＋
33.7％）と２カ月連続して増加した。2013年４月～
2014年２月累計でも同＋12.1％と前年を上回って
おり、強含みで推移している。
発注者別では、独立行政法人等（前年比▲
52.0％)、埼玉県（同▲50.1％）、市町村(同▲2.1％)
が減少したものの、国（同＋94.1％）が増加した。
公共工事は、建設資材の値上がりや人手不足が
懸念されるものの、2014年度予算が成立したこと
などから、当面、底堅く推移することが見込まれる。

新車販売台数（乗用車）・
前年比（左目盛）

大型小売店販売額（全店）・
前年比（右目盛）

大型小売店販売額（既存店）・
前年比（右目盛）
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１月の有効求人倍率（季節調整値）は、前月から
0.01ポイント下降して0.68倍となった。　
有効求職者数が91,232人（前年比▲8.8％）と、
44カ月連続で前年を下回るなか、有効求人数は
67,237人（同＋6.4％）と、７カ月連続で前年を上回っ
た。新規求人倍率（季節調整値）は、前月から0.03ポ
イント下降の1.08倍となっている。
有効求人倍率は、３カ月連続して改善した後、再び
悪化した。県内の雇用情勢には、持ち直しの動きがみ
られるものの、依然厳しい状況が続いている。

１月の新設住宅着工戸数は4,990戸、前年比▲
1.6％と２カ月連続して減少した。駆け込み需要の反
動減が懸念されていたものの、12月、１月とも微減に
とどまっており、底堅い動きが続いている。
利用関係別では、持家が1,629戸（前年比＋

3.3％）、貸家が1,747戸（同＋13.7％）と増加し、分
譲住宅が1,611戸（同▲15.2％）と減少した。
分譲住宅は、戸建が1,124戸（前年比＋1.4％）と

増加したが、マンションが483戸（同▲37.6％）と大幅
に減少した。
今後、雇用・所得環境が改善されるなかで、落ち着

いた動きが見込まれる。

1月の大型小売店販売額は888億円、前年比＋
0.2％（既存店）と7カ月ぶりに増加した。業態別では、
百貨店（同＋1.4％）は増加したが、スーパー（同▲
0.2％）は減少した。新設店を含む全店ベースの販売
額は同＋1.9％と9カ月連続で増加した。
2月の新車販売台数（乗用車）は16,219台、前年

比＋8.0％と6カ月連続で増加した。新型車の販売が
好調だったが、大雪の影響等で増加率は縮小した。
車種別では普通乗用車が8,955台（同＋26.6％）、小
型乗用車は7,264台（同▲8.6％）だった。

12月のＣＩ（コンポジット・インデックス）は、先行指
数：104.6（前月比＋2.7ポイント）、一致指数：128.9
（同＋0.9ポイント）、遅行指数：75.2（同▲3.7ポイン
ト）となった。
先行指数は2カ月連続の上昇となった。
一致指数は2カ月ぶりに上昇した。基調判断となる

3カ月後方移動平均は、前月比＋1.80ポイントと、6カ
月連続で上昇した。埼玉県は、景気の基調判断を
「改善を示している」としている。
遅行指数は4カ月連続の下降となった。

12月の鉱工業指数をみると、生産指数は99.1（前
月比＋2.5％）と増加し、緩やかな増加が続いている。
業種別では、生産用機械、電気機械などが減少し

たものの、化学や情報通信機械などが増加した。
在庫指数は前月比▲4.0％の106.3と、輸送機械、
電気機械などが減少した。
今後は、各種の経済対策の効果などから、緩やか

な増加が続くと見込まれる。

２月の公共工事請負金額は189億円（前年比＋
33.7％）と２カ月連続して増加した。2013年４月～
2014年２月累計でも同＋12.1％と前年を上回って
おり、強含みで推移している。
発注者別では、独立行政法人等（前年比▲
52.0％)、埼玉県（同▲50.1％）、市町村(同▲2.1％)
が減少したものの、国（同＋94.1％）が増加した。
公共工事は、建設資材の値上がりや人手不足が
懸念されるものの、2014年度予算が成立したこと
などから、当面、底堅く推移することが見込まれる。

新車販売台数（乗用車）・
前年比（左目盛）

大型小売店販売額（全店）・
前年比（右目盛）

大型小売店販売額（既存店）・
前年比（右目盛）
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2010年

2011年

2012年

2013年

12年12月

13年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

資料出所

0.41

0.51

0.57

0.62

0.58

0.58

0.58

0.59

0.59

0.60

0.61

0.63

0.64

0.64

0.65

0.66

0.69

0.68

0.52

0.65

0.80

0.93

0.83

0.84

0.85

0.87

0.88

0.90

0.92

0.94

0.95

0.96

0.98

1.01

1.03

1.04

19,633

22,517

23,604

23,721

19,519

25,962

25,349

22,853

22,738

22,804

22,006

25,025

24,190

23,291

26,504

23,620

20,313

27,064

5.9

14.7

4.8

0.5

▲ 2.4

▲ 1.9

▲ 3.4

▲ 4.3

1.7

▲ 2.0

▲ 3.3

7.1

1.7

3.2

3.2

1.3

4.1

4.2

571

655

737

794

628

814

809

793

782

774

744

827

783

807

907

793

697

919

9.3

14.7

12.5

7.8

5.2

9.4

4.7

3.6

10.5

6.5

3.8

13.0

4.3

9.2

10.8

6.9

10.9

12.9

10,440

10,459

10,428

10,575

1,115

871

760

905

834

868

890

906

843

821

850

905

1,120

888

▲ 2.3

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

▲ 2.3

▲ 7.1

▲ 6.3

▲ 0.9

▲ 5.4

▲ 2.5

0.7

▲ 3.1

▲ 1.8

▲ 0.7

▲ 1.7

▲ 0.6

▲ 1.5

0.2

195,791

195,933

195,916

197,774

21,048

16,873

14,239

16,598

15,508

15,889

16,385

17,127

15,823

15,059

15,911

16,963

21,399

17,117

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

0.1

▲ 3.5

▲ 3.7

2.5

▲ 2.3

▲ 0.4

3.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.7

▲ 0.1

0.6

0.2

▲ 0.0

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額

埼玉県 埼玉県全国
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●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース
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新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数
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日本自動車販売協会連合会
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鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工非居住用（床面積）
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●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値
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新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数
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10,575

1,115

871

760

905

834

868

890

906

843

821

850

905

1,120

888

▲ 2.3

▲ 1.8

▲ 2.0

▲ 2.6

▲ 2.3

▲ 7.1

▲ 6.3

▲ 0.9

▲ 5.4

▲ 2.5

0.7

▲ 3.1

▲ 1.8

▲ 0.7

▲ 1.7

▲ 0.6

▲ 1.5

0.2

195,791

195,933

195,916

197,774

21,048

16,873

14,239

16,598

15,508

15,889

16,385

17,127

15,823

15,059

15,911

16,963

21,399

17,117

▲ 2.6

▲ 1.8

▲ 0.8

▲ 0.4

0.1

▲ 3.5

▲ 3.7

2.5

▲ 2.3

▲ 0.4

3.5

▲ 1.6

▲ 0.1

0.7

▲ 0.1

0.6

0.2

▲ 0.0

有効求人倍率（季調値） 新規求人数 大型小売店販売額

埼玉県 埼玉県全国

埼玉労働局 埼玉労働局 厚生労働省 関東経済産業局 経済産業省

全国

厚生労働省

埼玉県 全国

倍 倍 人 前年比（％） 千人 前年比（％） 億円 前年比（％） 億円 前年比（％）

●大型小売店販売額の前年比は既存店ベース

2010年

2011年

2012年

2013年

12年12月

13年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

資料出所

161,858

129,169

165,110

158,230

10,336

12,022

15,021

19,207

9,649

10,843

13,018

13,430

10,683

15,818

12,810

13,278

12,451

14,997

16,219

10.4

▲ 20.2

27.8

▲ 4.2

▲ 4.6

▲ 16.7

▲ 13.1

▲ 16.9

▲ 2.3

▲ 7.8

▲ 13.9

▲ 15.4

▲ 3.7

15.5

17.9

13.6

20.5

24.7

8.0

2,927,602

2,386,036

3,014,651

2,872,111

186,360

206,545

261,619

369,703

187,619

191,976

233,176

249,899

188,867

284,109

232,922

242,497

223,179

264,278

300,007

10.9

▲ 18.5

26.3

▲ 4.7

▲ 4.1

▲ 13.6

▲ 13.3

▲ 16.7

0.3

▲ 8.9

▲ 17.5

▲ 15.5

▲ 7.9

12.7

18.6

13.4

19.8

28.0

14.7

573

563

543

483

31

45

49

39

30

49

27

54

40

32

39

42

37

48

33

111,207

70,551

69,848

74,225

2,259

9,190

4,568

4,795

5,836

8,617

2,064

8,507

13,051

4,106

3,757

4,792

4,942

4,301

6,343

13,321

12,734

12,124

10,855

890

934

916

929

899

1,045

897

1,025

819

820

959

862

750

864

782

7,160,773

3,592,920

3,834,563

2,782,347

208,346

224,615

171,971

159,110

685,987

173,330

383,704

199,563

166,259

190,202

155,345

137,884

134,377

315,149

116,195

100.0

99.9

100.3

100.8

100.2

100.2

99.9

100.0

100.4

100.5

100.5

100.9

101.2

101.3

101.5

101.7

101.6

101.6

▲ 1.0

▲ 0.1

0.4

0.6

0.4

▲ 0.1

▲ 0.6

▲ 0.9

▲ 0.2

0.1

0.5

1.0

1.3

1.2

1.2

1.7

1.5

1.4

100.0

99.7

99.7

100.0

99.3

99.3

99.2

99.4

99.7

99.8

99.8

100.0

100.3

100.6

100.7

100.8

100.9

100.7

▲ 0.7

▲ 0.3

0.0

0.4

▲ 0.1

▲ 0.3

▲ 0.7

▲ 0.9

▲ 0.7

▲ 0.3

0.2

0.7

0.9

1.1

1.1

1.5

1.6

1.4

新車販売（乗用車）台数 企業倒産 消費者物価指数

埼玉県 全国

日本自動車販売協会連合会

埼玉県 全国

東京商工リサーチ

埼玉県

埼玉県 総務省

全国

台 前年比（％） 台 前年比（％） 件数（件）負債額（百万円） 件数（件）負債額（百万円） 2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

2010年

2011年

2012年

2013年

12年12月

13年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

資料出所

100.0

98.5

96.3

92.2

93.8

87.2

96.1

94.8

88.8

90.3

87.3

86.2

90.3

89.4

100.7

96.7

99.1

11.4

▲ 1.5

▲ 2.2

▲ 4.3

2.1

▲ 7.0

10.2

▲ 1.4

▲ 6.3

1.7

▲ 3.3

▲ 1.3

4.8

▲ 1.0

12.6

▲ 4.0

2.5

100.0

97.2

97.8

97.0

94.7

94.1

94.9

95.0

95.9

97.7

94.7

97.9

97.0

98.3

99.3

99.2

100.1

103.9

15.6

▲ 2.8

0.6

▲ 0.8

1.4

▲ 0.6

0.9

0.1

0.9

1.9

▲ 3.1

3.4

▲ 0.9

1.3

1.0

▲ 0.1

0.9

3.8

118.1

100.8

143.0

112.1

135.7

134.8

121.3

107.7

106.1

105.6

106.5

105.6

104.6

106.2

110.8

110.7

106.3

22.6

▲ 14.6

41.9

▲ 21.6

▲ 2.9

▲ 0.7

▲ 10.0

▲ 11.2

▲ 1.5

▲ 0.5

0.9

▲ 0.8

▲ 0.9

1.5

4.3

▲ 0.1

▲ 4.0

102.9

105.0

110.5

105.7

110.4

108.6

107.3

106.6

107.4

107.0

107.0

108.7

108.5

108.3

108.0

106.1

105.6

104.6

2.4

2.0

5.2

▲ 4.3

▲ 1.3

▲ 1.6

▲ 1.2

▲ 0.7

0.8

▲ 0.4

0.0

1.6

▲ 0.2

▲ 0.2

▲ 0.3

▲ 1.8

▲ 0.5

▲ 0.9

2,042

2,166

2,705

3,378

144

263

236

448

292

261

227

275

140

260

194

532

251

438

18.6

6.1

24.9

24.9

▲ 28.3

17.0

80.7

126.6

110.1

▲ 22.2

▲ 46.5

▲ 4.3

▲ 8.8

7.7

46.2

79.8

74.3

66.8

44,521

47,254

50,184

55,947

4,540

3,890

4,324

4,701

5,050

4,614

4,854

4,853

4,612

5,162

4,818

4,579

4,491

4,657

3.7

6.1

6.2

11.5

21.7

0.2

23.2

27.9

25.9

14.3

7.3

15.3

3.7

9.8

6.0

11.5

▲ 1.1

19.7

鉱工業生産指数（季調値） 鉱工業在庫指数（季調値） 建築着工非居住用（床面積）

全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県 全国

埼玉県 経済産業省

埼玉県

国土交通省

全国
2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 2010年=100 前月比（％）2010年=100 前月比（％） 1,000㎡ 前年比（％） 1,000㎡ 前年比（％）

●鉱工業在庫指数の年の数値は年末値

埼玉県

2010年

2011年

2012年

2013年

12年12月

13年  1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

14年  1月

2月

資料出所

55,368

57,767

59,605

63,024

5,828

5,071

5,486

4,427

4,922

4,565

5,403

5,706

4,790

4,982

5,672

6,208

5,792

4,990

2.2

4.3

3.2

5.7

12.9

8.9

8.7

▲ 7.4

19.9

0.4

16.4

24.5

▲ 21.1

▲ 8.2

1.5

43.6

▲ 0.6

▲ 1.6

813,126

834,117

882,797

980,025

75,944

69,289

68,969

71,456

77,894

79,751

83,704

84,801

84,343

88,539

90,226

91,475

89,578

77,843

3.1

2.6

5.8

11.0

10.0

5.0

3.0

7.3

5.8

14.5

15.3

12.4

8.8

19.4

7.1

14.1

18.0

12.3

14.1

13.1

13.8

14.5

13.4

12.5

13.4

14.1

15.1

14.0

14.6

14.7

15.1

14.6

15.2

15.2

15.6

26.8

▲ 6.8

5.7

5.2

▲ 8.4

▲ 2.3

▲ 10.6

▲ 6.7

0.0

3.0

8.2

11.3

12.7

8.2

16.9

9.4

16.4

15.4

15.4

15.8

16.4

15.8

14.1

15.7

16.2

16.3

15.2

16.2

16.7

16.4

17.1

17.5

17.9

17.9

16.5

33.0

0.8

0.2

3.8

▲ 8.0

▲ 6.7

▲ 6.0

▲ 3.6

▲ 1.2

▲ 0.7

1.3

4.4

7.2

10.3

13.0

15.5

13.3

17.0

100.0

102.3

102.5

102.5

102.8

102.5

101.8

101.2

102.4

102.3

102.6

103.0

102.7

102.9

102.8

102.7

102.6

▲ 0.7

2.3

0.2

0.0

1.1

▲ 0.4

▲ 0.3

▲ 0.6

▲ 0.2

▲ 0.3

▲ 0.9

0.1

0.1

0.2

2.0

▲ 0.1

▲ 0.2

100.0

100.0

99.7

99.5

99.6

99.0

98.7

98.1

99.7

100.0

100.1

100.0

99.8

99.7

99.7

99.8

99.8

99.3

▲ 0.3

0.0

▲ 0.3

▲ 0.2

▲ 0.2

▲ 0.6

▲ 0.8

▲ 0.7

▲ 0.4

▲ 0.3

▲ 0.1

▲ 0.1

0.0

0.0

0.1

0.3

0.2

0.3

新設住宅着工戸数 所定外労働時間（製造業） 常用雇用指数

全国

国土交通省

埼玉県 全国

埼玉県 厚生労働省

埼玉県

埼玉県 厚生労働省

全国

戸 前年比（％） 戸 前年比（％） 時間 前年比（％） 時間 前年比（％）2010年=100 前年比（％）2010年=100 前年比（％）

埼玉県
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農業の発展を支えた「いろは樋」

市内には、「いろは遊学館」や「いろは商店会」の
ように、「いろは」という名前のついた施設や場所が
多い。これは、かつて「いろは樋」と呼ばれる樋がこ
の地に架設されていたことによる。
江戸時代の初め頃、市内宗岡地区は、恒常的な

農業用水不足に悩まされていた。そこで、川越藩主
松平信綱の許しを得て、野火止用水の水を、新河岸
川をまたぎ越して宗岡地区へ導く総延長約260ｍの
水路橋が設けられた。これが「いろは樋」である。48
本の木製の樋がつなぎあわされていたため、いろは
48文字にちなんで、この名が付けられた。
いろは樋は、新河岸川を行き来する舟の通行を妨

げないよう、川面より高い位置に設置されていたた
め、水を下から上まで押し上げる必要があった。この
ため、野火止用水からの水を、木製の小桝を経由し
て河岸近くの大桝へ溜め、そこから勢いよく落とすこ
とで、水は「昇り竜」とよばれる木樋を通り、水路橋
の高さまで達するように工夫されていた。
いろは樋は、江戸期を通じ長く利用されたが、明治
期に鉄管に交換され、川底に埋設されて、その姿を
消した。
しかし、この時、木製からレンガ製に作り替えられ
た大桝は今も現存しており、周辺住民の農業用水や
生活用水を送るために利用された、往時の面影を伝
えている。

美しい水辺の風景

水と緑豊かな志木市では、年間を通じて、たくさ
んの美しい風景にめぐりあうことができる。なかでも、
春を彩る桜は大変見事で、柳瀬川や新河岸川周辺
の桜並木は、毎年、多くの花見客で賑わいをみせて
いる。
また、柳瀬川に近い長勝院跡には、チョウショウイ

ンハタザクラ（長勝院旗桜）という珍しい桜の木があ
る。ヤマザクラの変種で、通常の5枚の花びらのほか
に、オシベが花びら状に変化した旗弁を持つ花が含
まれることから、その名がある。
平成10年に世界で一つだけの栽培品種と認定さ

れた樹齢約400年の桜は、志木市の指定文化財に
指定され、大切に守られているが、この貴重な木から
増やされた若木が、市役所やいろは保育園前など市
内各所に植樹されているので、花の季節には、その
独特の花の形状を、間近で観察することができる。
また、柳瀬川や新河岸川、荒川の周辺は、野鳥の
宝庫としても有名だ。春から秋にかけては、アマサギ
やカッコウ、ツバメのような夏鳥が姿を見せ、秋から
冬にかけては、マガモやユリカモメ、ツグミといった冬
鳥が餌をついばむ。運がよければ、美しいコバルトブ
ルーの姿をみせるカワセミや、水色の長い尾が特徴
のオナガなどを見ることもできよう。一年を通じて50
種以上の野鳥を観察できる志木市の水辺では、
バードウォッチャーの姿が絶えない。

人口（平成26年1月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成24年1月1日現在）

面積

製造事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（経済センサス）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成25年3月）ほか

72,961人

31,689世帯

43.2歳

9.06k㎡

89所

203.9億円

326店

660.7億円

99.3％

90.6％
●東武東上線　志木駅、柳瀬川駅
●関越自動車道　所沢ＩＣから市役所まで約7km
　東京外環自動車道　和光北ＩＣから市役所まで約7km

主な交通機関

“市民力”再発見！　夢と未来を語れる　
ふれあいあふれるまち志木

志木市長　香川 武文氏

志木市
市長のメッセージ

「まちづくり35の実行計画」

志木市は、平成25年7月に「“市民力”再発見！　
夢と未来を語れる　ふれあいあふれるまち志木」を
スローガンに掲げ、新たなまちづくりを積極的に進
めている。
具体的な取り組みとしては、「まちづくり35の実

行計画」を定めており、その進捗状況については、
工程表で年度ごとに確認できるようになっている。
既に35の実行計画の一つである「市長との対話

集会」については、「志木市ふれあいミーティング」
としてスタートさせたほか、子育て支援の充実とい
う観点から、子ども医療費について、朝霞地区４
市（注）に加え、富士見市・ふじみ野市及び三芳町の
医療機関等でも窓口での現金による支払を不要と
するなど、志木市の新たなまちづくりは着実に実を
結び始めている。                            （井上博夫）

はじめに

志木市は、埼玉県の南西部に位置する、水と緑、
人と自然が調和したまちである。東はさいたま市、西
南は朝霞市・新座市及び三芳町、北は富士見市に
接しており、面積は9.06ｋ㎡、人口は７万人あまりと
なっている。
首都近郊25km圏内という利便性の良さもあって、

近年は住宅都市として発展してきたイメージが強い
が、市内中心部を新河岸川と柳瀬川、東側を荒川が
流れており、かつては新河岸川の舟運で栄えた歴史
を持つ。川が身近だったためか、市内にはカッパにま
つわる伝説が数多く残る。東武東上線志木駅東口
駅前広場をはじめ、市内各所に22体のカッパ像が
置かれ、カッパをイメージした市のキャラクター「シッ
キー」も市民に親しまれている。

さいたま市
富士見市

朝霞市

志木市概要

志木市は、都心まで約２０分という好条件から、住宅都市として発展してきました。まちづ
くりのスローガンは「“市民力”再発見！　夢と未来を語れる　ふれあいあふれるまち志木」。
市長、職員が一丸となって、市民に飛び込む姿勢で、対話力を通じ、市民の皆様と積極
的に意見交換をしながら、市民の声がしっかりと行政に響く志木市を目指し、住みたい、
住み続けたい魅力あるまちづくりに取り組んでまいります。

東武東上線志木駅東口駅前広場のカッパ像 旗弁を持つチョウショウインハタザクラの花

どい

志木市

（注）朝霞市、志木市、和光市、新座市
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農業の発展を支えた「いろは樋」

市内には、「いろは遊学館」や「いろは商店会」の
ように、「いろは」という名前のついた施設や場所が
多い。これは、かつて「いろは樋」と呼ばれる樋がこ
の地に架設されていたことによる。
江戸時代の初め頃、市内宗岡地区は、恒常的な

農業用水不足に悩まされていた。そこで、川越藩主
松平信綱の許しを得て、野火止用水の水を、新河岸
川をまたぎ越して宗岡地区へ導く総延長約260ｍの
水路橋が設けられた。これが「いろは樋」である。48
本の木製の樋がつなぎあわされていたため、いろは
48文字にちなんで、この名が付けられた。
いろは樋は、新河岸川を行き来する舟の通行を妨

げないよう、川面より高い位置に設置されていたた
め、水を下から上まで押し上げる必要があった。この
ため、野火止用水からの水を、木製の小桝を経由し
て河岸近くの大桝へ溜め、そこから勢いよく落とすこ
とで、水は「昇り竜」とよばれる木樋を通り、水路橋
の高さまで達するように工夫されていた。
いろは樋は、江戸期を通じ長く利用されたが、明治
期に鉄管に交換され、川底に埋設されて、その姿を
消した。
しかし、この時、木製からレンガ製に作り替えられ
た大桝は今も現存しており、周辺住民の農業用水や
生活用水を送るために利用された、往時の面影を伝
えている。

美しい水辺の風景

水と緑豊かな志木市では、年間を通じて、たくさ
んの美しい風景にめぐりあうことができる。なかでも、
春を彩る桜は大変見事で、柳瀬川や新河岸川周辺
の桜並木は、毎年、多くの花見客で賑わいをみせて
いる。
また、柳瀬川に近い長勝院跡には、チョウショウイ

ンハタザクラ（長勝院旗桜）という珍しい桜の木があ
る。ヤマザクラの変種で、通常の5枚の花びらのほか
に、オシベが花びら状に変化した旗弁を持つ花が含
まれることから、その名がある。
平成10年に世界で一つだけの栽培品種と認定さ

れた樹齢約400年の桜は、志木市の指定文化財に
指定され、大切に守られているが、この貴重な木から
増やされた若木が、市役所やいろは保育園前など市
内各所に植樹されているので、花の季節には、その
独特の花の形状を、間近で観察することができる。
また、柳瀬川や新河岸川、荒川の周辺は、野鳥の
宝庫としても有名だ。春から秋にかけては、アマサギ
やカッコウ、ツバメのような夏鳥が姿を見せ、秋から
冬にかけては、マガモやユリカモメ、ツグミといった冬
鳥が餌をついばむ。運がよければ、美しいコバルトブ
ルーの姿をみせるカワセミや、水色の長い尾が特徴
のオナガなどを見ることもできよう。一年を通じて50
種以上の野鳥を観察できる志木市の水辺では、
バードウォッチャーの姿が絶えない。

人口（平成26年1月1日現在）

世帯数（同上）

平均年齢（平成24年1月1日現在）

面積

製造事業所数（工業統計）

製造品出荷額等（同上）

卸・小売業事業所数（経済センサス）

商品販売額（同上）

公共下水道普及率

舗装率

資料:「埼玉県市町村勢概要」（平成25年3月）ほか

72,961人

31,689世帯

43.2歳

9.06k㎡

89所

203.9億円

326店

660.7億円

99.3％

90.6％
●東武東上線　志木駅、柳瀬川駅
●関越自動車道　所沢ＩＣから市役所まで約7km
　東京外環自動車道　和光北ＩＣから市役所まで約7km

主な交通機関

“市民力”再発見！　夢と未来を語れる　
ふれあいあふれるまち志木

志木市長　香川 武文氏

志木市
市長のメッセージ

「まちづくり35の実行計画」

志木市は、平成25年7月に「“市民力”再発見！　
夢と未来を語れる　ふれあいあふれるまち志木」を
スローガンに掲げ、新たなまちづくりを積極的に進
めている。
具体的な取り組みとしては、「まちづくり35の実

行計画」を定めており、その進捗状況については、
工程表で年度ごとに確認できるようになっている。
既に35の実行計画の一つである「市長との対話

集会」については、「志木市ふれあいミーティング」
としてスタートさせたほか、子育て支援の充実とい
う観点から、子ども医療費について、朝霞地区４
市（注）に加え、富士見市・ふじみ野市及び三芳町の
医療機関等でも窓口での現金による支払を不要と
するなど、志木市の新たなまちづくりは着実に実を
結び始めている。                            （井上博夫）

はじめに

志木市は、埼玉県の南西部に位置する、水と緑、
人と自然が調和したまちである。東はさいたま市、西
南は朝霞市・新座市及び三芳町、北は富士見市に
接しており、面積は9.06ｋ㎡、人口は７万人あまりと
なっている。
首都近郊25km圏内という利便性の良さもあって、

近年は住宅都市として発展してきたイメージが強い
が、市内中心部を新河岸川と柳瀬川、東側を荒川が
流れており、かつては新河岸川の舟運で栄えた歴史
を持つ。川が身近だったためか、市内にはカッパにま
つわる伝説が数多く残る。東武東上線志木駅東口
駅前広場をはじめ、市内各所に22体のカッパ像が
置かれ、カッパをイメージした市のキャラクター「シッ
キー」も市民に親しまれている。

さいたま市
富士見市

朝霞市

志木市概要

志木市は、都心まで約２０分という好条件から、住宅都市として発展してきました。まちづ
くりのスローガンは「“市民力”再発見！　夢と未来を語れる　ふれあいあふれるまち志木」。
市長、職員が一丸となって、市民に飛び込む姿勢で、対話力を通じ、市民の皆様と積極
的に意見交換をしながら、市民の声がしっかりと行政に響く志木市を目指し、住みたい、
住み続けたい魅力あるまちづくりに取り組んでまいります。

東武東上線志木駅東口駅前広場のカッパ像 旗弁を持つチョウショウインハタザクラの花

どい

志木市

（注）朝霞市、志木市、和光市、新座市
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市町村名 従業者数
（人）

年間商品
販売額
（億円）

市町村名 市町村名

滑 川 町

嵐 山 町

小 川 町

川 島 町

吉 見 町

鳩 山 町

ときがわ町

横 瀬 町

皆 野 町

長 瀞 町

小 鹿 野 町

東 秩 父 村

美 里 町

神 川 町

上 里 町

寄 居 町

宮 代 町

白 岡 町

杉 戸 町

松 伏 町

町 村 計

市 町 村 計

朝 霞 市

志 木 市

和 光 市

新 座 市

桶 川 市

久 喜 市

北 本 市

八 潮 市

富 士 見 市

三 郷 市

蓮 田 市

坂 戸 市

幸 手 市

鶴ヶ島 市

日 高 市

吉 川 市

ふじみ野市

市 計

伊 奈 町

三 芳 町

毛 呂 山 町

越 生 町

さいたま市

川 越 市

熊 谷 市

川 口 市

行 田 市

秩 父 市

所 沢 市

飯 能 市

加 須 市

本 庄 市

東 松 山 市

春 日 部 市

狭 山 市

羽 生 市

鴻 巣 市

深 谷 市

上 尾 市

草 加 市

越 谷 市

蕨 市

戸 田 市

入 間 市

51,036 

13,485 

9,588 

19,494 

3,221 

3,661 

12,276 

3,446 

4,408 

3,935 

4,646 

9,186 

5,536 

3,144 

4,732 

6,127 

8,969 

8,281 

14,176 

3,116 

4,793 

6,676 

事業所数
（所）

5,043 

1,507 

1,236 

2,409 

506 

571 

1,310 

496 

632 

554 

564 

1,069 

654 

416 

580 

848 

770 

909 

1,618 

395 

482 

703 

10,596 

2,885 

1,867 

3,807 

532 

580 

2,574 

530 

750 

690 

889 

1,822 

1,023 

614 

868 

1,186 

2,142 

1,570 

2,696 

711 

980 

1,333 

従業者数
（人）

年間商品
販売額
（億円）

3,742 

2,580 

2,134 

5,648 

2,838 

6,876 

3,232 

2,655 

3,276 

5,131 

2,199 

3,450 

2,891 

3,902 

1,993 

1,923 

3,934 

262,336 

1,342 

1,558 

1,489 

354 

事業所数
（所）

367 

268 

206 

571 

342 

824 

300 

325 

394 

564 

236 

432 

345 

306 

239 

219 

438 

29,648 

141 

129 

189 

73 

592 

513 

531 

1,050 

436 

1,272 

599 

595 

487 

1,189 

436 

663 

520 

740 

391 

275 

791 

51,723 

263 

399 

232 

38 

従業者数
（人）

年間商品
販売額
（億円）

865 

947 

1,159 

1,001 

438 

248 

332 

288 

634 

296 

625 

60 

368 

302 

1,637 

1,711 

1,023 

1,698 

3,073 

1,008 

22,456 

284,792 

事業所数
（所）

62 

110 

211 

84 

70 

51 

77 

42 

111 

58 

129 

23 

58 

55 

166 

186 

146 

206 

224 

110 

2,711 

32,359 

144 

159 

180 

183 

112 

48 

33 

40 

83 

38 

74 

4 

62 

52 

289 

219 

118 

310 

311 

180 

3,572 

55,294 

市町村経済データ

小売業の事業所数・従業者数・年間商品販売額

資料：経済産業省「平成24年経済センサス活動調査　卸売業、小売業　産業編（市区町村表）」
(注1)市町村名は平成24年２月１日調査時点
(注2)事業所数、従業者数は平成２４年２月１日時点の値、年間商品販売額は平成23年1月1日から平成23年12月31日までの販売額
(注3)四捨五入の関係上、年間商品販売額の市町村計は市計と町村計を合わせたものと一致しない

お花見で賑わう、いろは親水公園の桜並木（志木市） 埼玉りそな産業経済振興財団企画
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裏表紙

彩論  埼玉労働局長 代田雅彦 氏
 「人材」の埼玉

ズームアップ  仁科工業株式会社 
地域研究レポート  変わる公共サービスと行政・民間の対応（Ⅰ） 
調査  埼玉県における農業生産法人の現状
アンケート調査  埼玉県内企業経営動向調査
 売上、利益の持ち直し続くも、先行きは消費税率引き上げの影響を懸念

県内経済の動き

月次経済指標
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