プレスリリース
報道関係各位
平成２9年 2 月 3 日
公益社団法人 日本農業法人協会

公益社団法人日本農業法人協会の取組みのご紹介について
～2015 農業法人白書、次世代農業者全国大会、WAP100 表彰式・セミナー～

公益社団法人日本農業法人協会では、日本の農業・農村の発展と国民生活の向上に寄与
することを目的とし、調査研究、提案・提言活動、情報提供等の活動を行っております。
この度、当協会事業の一環で 2015 農業法人白書の公表や各種セミナーを下記の通り開
催することとなりましたのでご案内申し上げます。
ご多忙の折に恐縮ですが、ぜひご取材くださるようお願いいたします。
記
１．2015 農業法人白書（資料 1 参照）
２．次世代農業者大会（資料 2 参照）
日時：平成 29 年 2 月 24 日（金）13：00～17：30
25 日（土） 9：00～12：00
会場：品川インターシティーホール
3．平成 28 年度 WAP100 表彰式・セミナー（資料 3 参照）
日時：平成 29 年 3 月 8 日（水）13：00～17：00
会場：よみうり大手町ホール
以上
<別添資料>
資料１ 2015 年農業法人白書（概要・チラシ・冊子）
資料２ 次世代農業者大会（チラシ）
資料３ 平成 28 年度 WAP100 表彰式・セミナー（チラシ）

（本件に関するお問い合わせ先）
公益社団法人日本農業法人協会 http://www.hojin.or.jp
政策課 岸本・和田・佐伯・長谷川・古澤
TEL：03-6268-9500 FAX：03-3237-6811

資料 1
2015 農業法人白書
～2015 年農業法人実態調査結果～
調査結果によると、経営者の平均年齢は 59.2 歳(P6)、常時従事者数 16.7 人(P6)、平均売
上高約 3 億 565 万円(P8)というのが会員農業法人の平均的な姿。回答法人の 7 割以上は農業
生産部門に加えて直売、加工、観光といった経営の多角化を図り、販路の開拓や付加価値の向上
など 6 次産業化に取り組んでいる。

公益社団法人日本農業法人協会が、会員である農業法人等を対象に経営の概要や経営発展の動向、地域
での取組み、政策への意向等を調査し、その結果を公表しているもの。
今回の調査により、売上や販売先の構成など経営に関する基本項目に加え、経営課題、農作業事故、労
働環境と福利厚生、ＴＰＰ交渉大筋合意よる影響・対策、海外事業展開、設備投資の状況、再生可能エネ
ルギーの取組みに関する農業法人の意向が明らかになった。

＜調査結果の概要＞ （※カッコ内の数字は白書の№です）
○設立からの経過年数は平均 20.3 年(2)
○会社形態は特例有限会社を含め株式会社が 82.2%。業種は稲作が 31.7%。
売上規模は 1 億円以上が 31.0%。
（農業法人一般では 24%※）(3)
○経営者年齢は半数以上が 50～60 代。平均年齢は 59.2 歳。(5)
○役員数は平均 3.3 名。従事者数(役員、正社員、常勤パートの合計)は平均 16.7 名。10 名以上が 5 割以
上。（農業法人一般では 33%※）(6)
○女性が構成員に含まれている経営体数は全体の 89.0%で、「加工」を行っている経営体は、女性従事者
数が多い。(7)
○経営規模は稲作で平均 47.4ha（田のみ）
。50ha 以上は 34.0%。（農業法人一般では 7%※）
（8）
○2015 年の平均売上高は、3 億 565 万円で前年比 98.1%。(10)
○参考資料：過去 5 年間の売上高の比較では、有効回答は少ないものの、2011 年度の売上高を 100 とす
ると 2015 年は 19.9 ポイント増加。(11)
○「稲作」は 33.0%が農協系統、22.0%が問屋・卸、16.2%が消費者直接。(17)
○経営課題は、生産に関する事項が 94.4%を占め、内訳では生産性の向上 68.7%が最多。 (24)
○全体の 34.8%に独立者がおり、独立後も 9 割近くが「つながりたい」、
「つながってもよい」との考え。
（31）
○TPP による関税引き下げの影響は、
「環境は厳しいが経営努力で克服できる」が、稲作（41.1%）
、野菜
（29.9%）、畜産（50.3%）で最多。
（32）
○再生可能エネルギーの導入状況は、
「既に実施済み」が 35.5%。
（35）

＜調査方法＞
対象：公益社団法人日本農業法人協会会員（農業法人及び法人化志向農業者）
方法：郵送留め置き法
調査名

調査期間

調査票配布

有効回答数

有効回答率

会員基礎調査

2015 年 9 月～2016 年 2 月

1,835

1,258

68.6%

農業法人実態調査

2015 年 11 月～2016 年 2 月

1,841

739

40.1%

※調査結果は、会員基礎調査および農業法人実態調査の回答を法人毎に統合して集計しました。
以上

アンケート調査の概要、回答法人プロフ
ィール、過去 1 年の経営の近況、売上の
構成、販売先の構成、金融機関との取引、
売上規模と経営効率、経営課題、農作業
事故、ＴＰＰ、再生エネルギー、設備投
資、制度・政策等への参加・要望等
農業法人白書の元となる詳細なデータを、都
道府県別、売上規模別、主作目別、経営の多
角化段階別にまとめて掲載しています。

農業法人白書とは、公益社団法人日本農業法人協会が会員の農業法人及び法人化志向農業者
を対象に、経営発展の動向を把握するため、経営の概要や様々な取り組み、政策への意向等に
関する調査結果を基にした統計資料です。2010 年から毎年の調査結果を公表しています。
統計表は、冊子に掲載しているデータをそのままエクセルファイルで収録した CD-ROM 版もご
用意しています（2011 年版～）。統計表(冊子)と CD-ROM 版を同時購入いただける際は、割引価
格（詳細は裏面をご覧ください。）で提供致します。

＜掲載内容・価格＞
調査年度
発行月

共
通

ト
ピ
ッ
ク

（
キ
ー
ワ
ー
ド
）

農業法人
白書

統計表
CD－ROM

2010 年
2011 年 8 月

2011 年
2012 年 8 月

2012 年
2013 年 5 月

2013 年
2014 年 5 月

2014 年
2015 年 9 月

・回答法人プロフィール（会社形態・従業員・多角化段階・地域）
・売上の構成・売上規模と従事者一人あたりの売上高・販売先の構成
・金融機関との取引・過去 1 年の経営の状況・経営課題・経営強化の取組み
・制度政策への意向
・雇用・人材育成
・企業の農業参入
・社会貢献活動
・消費者交流
・食農教育活動
・海外事業展開

・経営課題、経営管
理
・耕畜連携
・情報通信技術 ICT
の導入状況
・農業機械等の利用
状況
・農作業安全と事故
防止
・海外事業展開

・経営に関わる行政
数・農業経営改善
計画の認定行政数
・JA への参加
・再生可能エネルギ
ーの取組み
・人材育成
・東日本大震災に関
する影響
・海外事業展開
・お役立ち情報

・6 次産業化と労働
移動について
・人材育成と従業員
の労働環境・福利
厚生
・東日本大震災に関
する影響
・海外事業展開
・お役立ち情報

2015 年

2017 年 1 月下旬より
販売開始！
・経営強化の取組み /・経営強化の取組み
・労働環境と福利厚 ・農作業事故の発生
生
状況
・耕畜連携
・従事者の労働環境
・設備投資と農業機
と福利厚生
械・ICT の取組み
・ＴＰＰ
・農作業安全に向け ・海外事業展開
た取組み
・設備投資の状況
・お役立ち情報
・再生エネルギーの
取組み

1,905 円+税

1,905 円+税

2,381 円+税

2,500 円+税

2,500 円+税

2,500 円+税

冊子 9,524 円+税

単体
9,524 円+税
セット
11,429 円+税

単体
9,524 円+税
セット
11,429 円+税

単体
10,000 円+税
セット
12,000 円+税

単体
10,000 円+税
セット
12,000 円+税

単体
10,000 円+税
セット
12,000 円+税

＜販売取扱店＞

○農業書専門店・農業書センター
http://shop.ruralnet.or.jp/ （キーワード「白書」で検索）
営業時間：平日（10:00～19:00） 土曜（11:00～17:00）
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-15-2 第 1 冨士ビル 3 階
TEL：03-6261-4760 FAX：03-6261-4761

発行者

公益社団法人日本農業法人協会
http://www.hojin.or.jp

nogyo@hojin.or.jp

〒102-0084 東京都千代田区二番町 9-8 中央労働基準協会ビル 1 階

TEL：03-6268-9500

FAX：03-3237-6811
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