
目標

政策分野名 ６.　優良農地の確保と有効利用の促進

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容

　農用地の確保に関する国の基本的考え方
を示す「農用地等の確保等に関する基本指
針」を変更し、平成32年の確保すべき農用
地区域内農地面積の目標（415万ha）を設定
した。

－

－

－

実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

　優良農地の確保と計画的土地利用の推進
を図るため、農地転用許可制度の適切な運
用を図った。－

　地方拠点都市地域について、都市機能の
増進及び居住環境の向上等の一体的な整
備の促進並びに当該地域への産業業務施
設の移転の促進に際し、農山漁村の整備の
促進等に配慮した。

①
計画的な土地利用の推進と
転用規制の厳格化

施策

土地改良法
　農業生産基盤の整備及び開発を図り、農
業の生産性の向上、農業構造の改善に寄
与

－ 　農業生産基盤の整備及び開発を図り、農
業の生産性の向上、農業構造の改善に資
するため、土地改良法に基づく土地改良事
業を行った。－

農業振興地域の整備に関する法律

　国の農地確保に関する基本指針、都道府
県の基本方針等の変更を中心として、優良
農地の確保と農業振興施策の計画的な推
進を図る

－

　地方拠点都市地域について、都市機能の
増進及び居住環境の向上等の一体的な整
備の促進並びに当該地域への産業業務施
設の移転の促進に際し、農山漁村の整備の
促進等に配慮

平成22年度に実施した政策（政策手段シート）

集落地域整備法

　良好な営農条件及び居住環境の確保を
図ることが必要な集落地域について、農業
の生産条件と都市環境との調和のとれた地
域の整備を計画的に推進し、その地域の振
興と秩序ある整備に寄与

－ 　良好な営農条件及び居住環境の確保を
図ることが必要な集落地域について、農業
の生産条件と都市環境との調和のとれた地
域の整備を計画的に推進した。－

－

　農山漁村における定住等及び農山漁村と
都市との地域間交流を促進するため、生産
基盤及び施設、生活環境施設、地域間交
流のための施設の整備を促進し、農山漁村
の活性化に寄与

－

農地法
　農地を農地以外に転用する場合等に、大
臣又は知事の許可を要することとし、優良農
地を確保し、効率的な土地利用に資する

地方拠点都市地域の整備及び産業業
務施設の再配置の促進に関する法律
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　701（新規142・継続559）の活性化計画に
基づく地域独自の新たな取組が進展し、農
山漁村の活性化に寄与した。－

農山漁村の活性化のための定住等及
び地域間交流の促進に関する法律
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目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

交換処分等に伴い資産を取得した場
合の課税の特例［所得税・法人税：租
税特別措置法第33条の2、第65条、第
68条の72］

　個人又は法人の有する資産（棚卸資産を
除く。）で、法令の規定に基づいて、強制的
に交換処分等をした場合は、譲渡所得金額
を必要経費算入又は損金算入

－

　平成22年度の実績は、０件。

＜0＞

農地等整備・保全推進事務費
（再掲：政策分野7）

－
569の内数

-
536の内数

農業基盤整備資金
（再掲：政策分野7）

　かんがい排水、ほ場整備、農道、農地造
成等の農業生産基盤の整備の円滑な実施
のために（株）日本政策金融公庫資金を融
通

（貸付枠）13,000の内数
　本資金の融通により、農業生産基盤の整
備の推進に寄与した。

7,096の内数

農地等整備・保全推進調査等委託費
のうち土地利用調整推進調査委託

　農地の確保と農村地域における秩序ある
土地利用の実現を図り、円滑かつ適切な土
地利用調整に資するため、現在の土地利用
計画制度の運用状況及び課題等を調査

19
　農地の確保と農村地域における秩序ある
土地利用の実現を図り、円滑かつ適切な土
地利用調整に資するため、現場における現
行の都市計画制度、農業振興地域制度の
指定・運用状況及び現行制度の運用上の
課題・問題点等について調査を実施した。

10

農地等整備・保全推進調査等委託費
のうち公共転用等が土地利用に与える
影響分析調査委託

　公共転用等に伴う優良農地の蚕食的かい
廃を防止するため、公共転用等に当たって
の農業上の土地利用との調整状況等につ
いて検証

8 　国又は地方公共団体が設置する公共公
益施設の整備（公共転用等）による優良農
地の蚕食的かい廃を防止するため、この公
共転用等の農業上の土地利用との調整状
況及び問題点等について調査を実施した。5

農山漁村活性化プロジェクト支援交付
金のうち生産基盤の整備

　農山漁村活性化法に基づき市町村等が
作成した定住・交流促進のための活性化計
画の実現に必要な農地の高度利用等のた
めの生産基盤の総合的・一体的な整備を支
援

31,579の内数
　農業の生産性の向上、効率的・安定的な
農業経営の確立等を促進するため、農山漁
村活性化法に基づき市町村等が作成した
活性化計画（277件）に対して、区画整理や
用排水施設等の地域の実情に即したきめの
細かい土地基盤の整備を支援した。

29,662の内数
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目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

農地法
　遊休農地の所有者等に対する指導、通
知、勧告といった手続きを農業委員会が一
貫して実施

－
　平成22年の実績は、指導34,079件、通知
２件、勧告２件。

－

①
耕作放棄地対策の推進

農業振興地域の整備に関する法律

　国の農地確保に関する基本指針、都道府
県の基本方針等の変更を中心として、優良
農地の確保と農業振興施策の計画的な推
進を図る

－
　農用地の確保に関する国の基本的考え方
を示す「農用地等の確保等に関する基本指
針」を変更し、平成32年の確保すべき農用
地区域内農地面積の目標（415万ha）を設定
した。

－

不動産取得税の課税標準の特例［不
動産取得税：地方税法第73条の14］

　農振法に基づく、交換分合により土地を取
得した場合には、失った土地の価格又は取
得価格の1/3相当額のいずれか多い額を土
地の価格から控除する

－

　平成22年度の実績は、０件。

＜0＞

特定の交換分合により土地等を取得し
た場合の譲渡所得の課税の特例［所
得税・法人税：租税特別措置法第37条
の6、第65条の10、第68条の81］

　個人又は法人の有する土地等で、一定の
要件の下で交換・分合をした場合、その譲
渡所得金額を必要経費算入又は損金算入

－

　平成22年度の実績は、０件。

＜0＞

農地保有の合理化等のために農地等
を譲渡した場合の譲渡所得の特別控
除
［所得税・法人税：租税特別措置法第
34条の３、第65条の５、第68条の76］

・農業振興地域の整備に関する法律に規定
する農業委員会のあっせん等により農地等
を譲渡した場合には、800万円までの譲渡
所得について特別控除
・農地保有合理化法人等の行う農地売買等
事業により、農用地区域内にある農地等又
はこれらの土地の上に存する権利を譲渡し
た場合には、800万円までの譲渡所得につ
いて特別控除
等

－

　平成22年度の実績は、8,773件。

＜3,918＞

収用交換等の場合の譲渡所得等の特
別控除［所得税・法人税：租税特別措
置法第33条の4、第65条の2、第68条の
73］

　個人又は法人の有する資産（棚卸資産を
除く。）で、法令の規定に基づいて、強制的
に譲渡又は換地をした場合、その譲渡所得
金額から5,000万円を控除

－

　平成22年度の実績は、０件。

＜0＞

（
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目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

農山漁村地域整備交付金

　自治体が農山漁村地域ニーズにあった計
画を自ら策定し、農業農村、森林、水産各
分野における公共事業を自由に選択し、総
合的、一体的な整備を支援する

108,413の内数

　農山漁村地域の総合的な整備を実施（47
都道府県）し、耕作放棄地対策を推進した。

108,241の内数

農山漁村活性化プロジェクト支援交付
金のうち生産基盤の整備、遊休農地解
消支援

　農山漁村活性化法に基づき市町村等が
作成した定住・交流促進のための活性化計
画の実現に必要な農地の高度利用等のた
めの生産基盤の総合的・一体的な整備及び
遊休農地の解消を図るために必要な調査・
調整活動や土地条件整備を支援

31,579の内数

　農業の生産性の向上、効率的・安定的な
農業経営の確立等を促進するため、農山漁
村活性化法に基づき市町村等が作成した
活性化計画（277計画）に対して、区画整理
や用排水施設等の地域の実情に即したきめ
の細かい土地基盤の整備を支援した。
　また、22計画で遊休農地の実態調査や解
消に向けた検討等を支援し、12計画で遊休
農地解消を図るための土地条件整備を支援
した。

29,662の内数

耕作放棄地再生利用緊急対策交付金
　荒廃した耕作放棄地を再生利用する農業
者等の取組を支援

（所用額）5,454
　荒廃した耕作放棄地を再生利用する農業
者等の取組を支援し、荒廃した耕作放棄地
約1,280haを解消した。
（コスト縮減（H21実績：36万円/10a→H22実
績：17万円/10a）等により当初予定に比べ
執行実績が少ない）

2,196

農山漁村の活性化のための定住等及
び地域間交流の促進に関する法律

　農山漁村における定住等及び農山漁村と
都市との地域間交流を促進するため、生産
基盤及び施設、生活環境施設、地域間交
流のための施設の整備を促進し、農山漁村
の活性化に寄与

－ 　701（新規142・継続559）の活性化計画に
基づく地域独自の新たな取組が進展し、農
山漁村の活性化に寄与した。－

土地改良法
　農業生産基盤の整備及び開発を図り、農
業の生産性の向上、農業構造の改善に寄
与

－ 　農業生産基盤の整備及び開発を図り、農
業の生産性の向上、農業構造の改善に資
するため、土地改良法に基づく土地改良事
業を行った。－

　
の
推
進
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目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

農業振興地域の整備に関する法律

　国の農地確保に関する基本指針、都道府
県の基本方針等の変更を中心として、優良
農地の確保と農業振興施策の計画的な推
進を図る

－
　農用地の確保に関する国の基本的考え方
を示す「農用地等の確保等に関する基本指
針」を変更し、平成32年の確保すべき農用
地区域内農地面積の目標（415万ha）を設定
した。

－

農地法
　一定の要件の下で、農業生産法人以外の
法人が農地を貸借することが出来る旨を規
定

－ 　平成22年度に農業に参入した農業生産法
人以外の法人数は、365法人（農林水産省
構造改善課調べ）。－

農業委員会等に関する法律

　農地法によりその権限に属させた農地等
の利用関係の調整事務、農業経営基盤強
化促進法の規定による農地利用集積円滑
化事業に関する事務

－
　農業委員会が農地法等に基づく業務を適
正かつ円滑に執行することができるよう体制
整備を支援。
　また、農業委員会は適正な事務実施の確
保のための取組、活動目標・計画の策定、
活動内容の点検・評価を実施した。

－

①
意欲ある多様な農業者への
農地集積の推進

農業経営基盤強化促進法
　農地の利用集積を円滑に実施するための
事業を措置

－ 　利用権設定等促進事業、農地保有合理
化事業、農地利用集積円滑化事業、農用
地利用改善事業等によって意欲ある農業者
に対する農地の利用集積を推進した。－

農地等整備・保全推進事務費
（再掲：政策分野7）

－

569の内数

-

536の内数

農業基盤整備資金
（再掲：政策分野7）

　かんがい排水、ほ場整備、農道、農地造
成等の農業生産基盤の整備の円滑な実施
のために（株）日本政策金融公庫資金を融
通

（貸付枠）13,000の内数

　本資金の融通により、農業生産基盤の整
備の推進に寄与した。

7,096の内数

（
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目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

都道府県農業会議会議員手当等負担
金

　会議員の手当や職員設置費等の基礎的
経費を負担することにより、都道府県農業会
議による農地法等に基づく事務を適正に実
施

553 　農業委員会が農地法等に基づく事務を適
切に実施できるよう、47都道府県農業会議
に対して、会議員手当等の経費を負担し
た。544

農地制度実施円滑化事業費補助金
　農業委員会等による農地の利用関係の調
整、農地相談員の設置等に必要な経費を
支援

5,259 　農業委員会等が新しい農地制度を円滑に
実施できるよう、1,021の農業委員会等に対
して、農地相談員の設置等に必要な経費の
支援を実施した。2,763

農地情報提供支援事業費

　新規参入者等及び農地の賃貸借の当事
者が必要とする農地の貸出希望及び賃借
料水準等について、全国どこからでもアクセ
スできる体制を整備

20
　賃貸及び売買の希望がある農地の物件情
報について、インターネットによる閲覧システ
ムを公開し、さらなる利便性の向上を図るた
めの検討会やシステムの利用普及を実施し
た。

20

全国農業会議所事業費
　全国農業会議所が行う農地の売買価格等
の調査、農業委員会の資質向上のための
活動等を支援

35 　農業委員会等が新しい農地制度を円滑に
実施できるよう、全国農業会議所に対して農
地の売買価格等の調査、農業委員会の資
質向上のための活動等の支援を実施した。35

農地売買円滑化事業

　農地保有合理化法人が行う農地売買等事
業において生じる、買入価格と売渡価格の
差損を補てんし、意欲ある農業者への農地
の利用集積の円滑化を促進

120
　本事業により22件（523ha）の農地が意欲
ある農業者に売り渡され、経営規模の拡大
に寄与した。
　農地価格の下落が当初見込みより小さ
かったこと等のため、差損の補てん額が少
額となった。

34

農山漁村の活性化のための定住等及
び地域間交流の促進に関する法律

　農山漁村における定住等及び農山漁村と
都市との地域間交流を促進するため、生産
基盤及び施設、生活環境施設、地域間交
流のための施設の整備を促進し、農山漁村
の活性化に寄与

－ 　701（新規142・継続559）の活性化計画に
基づく地域独自の新たな取組が進展し、農
山漁村の活性化に寄与した。－

土地改良法
　農業生産基盤の整備及び開発を図り、農
業の生産性の向上、農業構造の改善に寄
与

－ 　農業生産基盤の整備及び開発を図り、農
業の生産性の向上、農業構造の改善に資
するため、土地改良法に基づく土地改良事
業を行った。－

６手段－6



目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

事務取扱交付金
　都道府県が国有農地の管理及び処分を
行うために必要な経費

1,807
　都道府県が国有農地4,360haを管理し、そ
の一部について市町村等へ処分を行った。

1,398

土地等買入金 　農地等の買入に必要な経費

92 　買収すべき農地等が当初予定していた件
数を下回ることとなった。農地法の規定によ
り、公売に付された農地1件について、国が
買取りを行った。1

国有農地等管理処分委託費
　国が買収した農地等を管理・処分するため
に必要な経費

319 　一般競争入札の実施などにより経費の節
減に努めつつ、国有農地の売払情報をホー
ムページで公開するなどの国有農地の処分
促進を行い、41ha処分した。

118

農地等価格鑑定料
　売払予定地等について、不動産鑑定士な
どの精通者にその価格の鑑定を依頼をする
ために必要な経費

147 　売払予定地の境界確定が遅れたことなど
により、当初の鑑定予定件数を下回ることと
なったものの、北海道に所在する売払予定
地29件などについて、不動産鑑定士などの
精通者にその価格の鑑定を依頼した。22

農業委員会交付金
　農業委員の手当や職員設置費等の基礎
的な経費を交付することにより、農業委員会
による農地法等に基づく事務を適切に実施

4,776 　農業委員会が農地法等に基づく事務を適
切に実施できるよう、1,757農業委員会に対
して農業委員の手当等の基礎的な経費を
交付した。4,776

農地調整費交付金

　都道府県が行う農地の利用関係の調査・
調整等に要する経費について支援すること
により、都道府県が農地法等に基づく農地
の利用関係の調整に関する事務を適正に
実施

118 　都道府県が農地法等に基づく事務を適正
に実施できるよう、47都道府県に対して、農
地の利用関係の調査・調整等に必要な経費
について支援を実施した。94

６手段－7



目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

農地保有合理化緊急売買促進事業費

　農地保有合理化法人が長期間保有してい
る農地を緊急かつ円滑に売り渡すため、農
地保有合理化法人に対して、取得価格と売
渡価格の差を補てんし、意欲ある農業者の
農地取得を支援

762
　本事業により、48件（64ha）の農地を意欲
ある農業者に売り渡し、経営規模の拡大に
寄与した。

476

農地利用集積事業費

　農地利用集積円滑化団体が行う農地の利
用調整活動（農地利用集積円滑化事業）に
より利用権を設定した実績に応じて交付金
（2万円/10a）を交付等

4,002

・農地利用集積事業は改正農地法により創
設された農地利用集積円滑化団体が実施
主体であるが、改正農地法の施行が平成21
年12月であったことから、事業主体設立まで
に時間がかかり、事業実施が遅れたほか、
制度の変更による現場の混乱が生じたた
め。
・平成22年12月2日の「農業予算に関する４
大臣会合」での決定を受け、農地利用集積
事業を取り下げ、規模拡大加算が措置され
ることなり、受け手が２万円／10aの規模拡
大加算を受け取れる23年度に利用権設定
を先送りしたため。
その結果､41道府県の約300農地利用集積
円滑化団体の調整活動を支援した。

1,409

農地保有合理化促進事業費

　農地保有合理化法人が規模縮小農家等
から農地を買い入れ（借り入れ）、意欲ある
農業者に農地を売り渡し（貸し付ける）ことに
より、円滑な規模拡大を支援

865 平成22年度実績
　買入面積：6,289ha、売渡面積：5,909ha
　借入面積：1,571ha、貸付面積：2,038ha758

幼齢林等補償費
　農地等の買収等をする際に必要となる補
償費

106
　農地等の買収等をする際に補償を要する
事案が発生しなかった。

-                              

賠償償還及払戻金

　農地等の買収又は売渡しについて、国を
相手方として提起された訴訟事件に係る判
決又は和解に基づいて支払う賠償金や売
渡代金の徴収後、取消や変更により過誤納
となったものの払戻金などを措置

70 　国を相手方とした損害賠償請求訴訟等が
なかった。売払代金納入後、合意解約によ
る代金返還及び使用料の二重納付による返
還を行った。0
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目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

農山漁村地域整備交付金

　自治体が農山漁村地域ニーズにあった計
画を自ら策定し、農業農村、森林、水産各
分野における公共事業を自由に選択し、総
合的、一体的な整備を支援

108,413の内数 　農山漁村地域の総合的な整備を実施（47
都道府県）し、意欲ある多様な農業者への
農地集積を推進した。108,241の内数

経営体育成基盤整備事業費補助
（再掲：政策分野7）

　農地の区画の整形とこれと一体的に行う用
排水施設、農道等の整備

46,245 　農地の区画の整形とこれと一体的に行う用
排水施設、農道等の整備等着実な事業の
推進（253地区）を行うことにより、、優良な農
地の確保・保全等に寄与した。42,657

国営農地再編整備事業費
（再掲：政策分野7）

　広範な農地の排水対策や大区画化等の
整備

10,032 　広範な農地の排水対策や大区画化等着
実な事業の実施（８地区）により、優良農地
の確保・保全等に寄与した。9,908

農山漁村活性化プロジェクト支援交付
金のうち生産基盤の整備

　農山漁村活性化法に基づき市町村等が
作成した定住・交流促進のための活性化計
画の実現に必要な農地の高度利用等のた
めの生産基盤の総合的・一体的な整備を支
援

31,579の内数
　農業の生産性の向上、効率的・安定的な
農業経営の確立等を促進するため、農山漁
村活性化法に基づき市町村等が作成した
活性化計画（277計画）に対して、区画整理
や用排水施設等の地域の実情に即したきめ
の細かい土地基盤の整備を支援した。

29,662の内数

農地等整備・保全推進事業費補助金
のうち土地改良負担金総合償還対策
事業

　土地改良事業の負担金の償還が困難な
土地改良区等を対象に、無利子貸付や利
子助成等を行う

10,330 　農家の負担金の軽減と計画的償還を一層
推進するため、土地改良事業の負担金の償
還が困難な土地改良区等を対象に、無利
子貸付や利子助成等を行った。（H22対象
面積572,866ha）5,260

農地等整備・保全推進事業費補助金
のうち経営安定対策基盤整備緊急支
援事業

　農地の利用集積等を推進するため、土地
改良事業等の地区における負担金の利子
助成

2,100
　土地改良事業等の農家負担金を償還中
の地区であって、本事業の事業要件を達成
できると見込まれる地域（250,525ha）に対し
負担金の利子助成を実施した。2,021
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目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

交換処分等に伴い資産を取得した場
合の課税の特例［所得税・法人税：租
税特別措置法第33条の2、第65条、第
68条の72］

　個人又は法人の有する資産（棚卸資産を
除く。）で、法令の規定に基づいて、強制的
に交換処分等をした場合は、譲渡所得金額
を必要経費算入又は損金算入

＜0 ＞

　平成22年度の実績は、０件。

＜0＞

収用等に伴い代替資産を取得した場
合の課税の特例［所得税、法人税：租
税特別措置法第33条、第64条、第68
条の70］

　個人又は法人の有する資産（棚卸資産を
除く。）で、法令の規定に基づいて、強制的
に譲渡をし、その譲渡代金でもって代替資
産を取得した場合は、譲渡所得金額を必要
経費算入又は損金算入

＜1,355＞
　平成22年度は、347地区11,294件が該当
（本条と33条の４は選択税制のため、各権利
者が任意に選択）。

＜483＞

特定の基金（農地利用集積円滑化団
体の基金）に対する負担金等の必要経
費算入の特例
［所得税・法人税：租税特別措置法第
28条、第66条の11、第68条の95］

　基本構想に定められた農地利用集積円滑
化団体が行う業務であって､農地売買等事
業（貸借事業に限る)､研修等事業、農作業
の受託、農業技術の指導及び農業用機械
の普及に関するものを主たる業務とする公
益法人に対し、その特定の業務の基金に充
てるために支出した負担金等については、
必要経費算入・損金算入の特例を措置

＜39 ＞

　平成22年度末現在、基金を積み立てた市
町村公社は、のべ9法人。

－

農地等整備・保全推進事務費
（再掲：政策分野7、11）

－

569の内数

－

536の内数

農地制度実施円滑化事務経費 －

37

－

17

農業基盤整備資金
（再掲：政策分野7）

　かんがい排水、ほ場整備、農道、農地造
成等の農業生産基盤の整備の円滑な実施
のために（株）日本政策金融公庫資金を融
通

(貸付枠) 13,000 の内数
　本資金の融通により、農業生産基盤の整
備の推進に寄与した。

7,096の内数
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目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

農地保有の合理化等のために農地等
を譲渡した場合の譲渡所得の特別控
除
［所得税・法人税：租税特別措置法第
34条の３、第65条の５、第68条の76］

・農業振興地域の整備に関する法律に規定
する農業委員会のあっせん等により農地等
を譲渡した場合には、800万円までの譲渡
所得について特別控除
・農地保有合理化法人等の行う農地売買等
事業により、農用地区域内にある農地等又
はこれらの土地の上に存する権利を譲渡し
た場合には、800万円までの譲渡所得につ
いて特別控除
・個人が土地改良法による換地処分におい
て、創設換地の用に供するための不換地・
特別減歩により清算金を取得した場合に
は、800万円までの譲渡所得について特別
控除
等

＜12,689 ＞

　平成22年度の実績は、84地区、26,015
件。

＜15,566＞

特定住宅地造成事業等（農地保有合
理化法人等への買い取り）のために土
地等を譲渡した場合の譲渡所得の特
別控除
［所得税・法人税：租税特別措置法第
34条の2、第65条の4、第68条の75］

　農用地区域内にある農用地が農業経営基
盤強化促進法の協議に基づいて農地保有
合理化法人等に買い取られる場合には、
1,500万円までの譲渡所得について特別控
除

＜1,754 ＞

　平成22年度の実績は、663件。

＜1,257＞

収用交換等の場合の譲渡所得等の特
別控除［所得税・法人税：租税特別措
置法第33条の4、第65条の2、第68条の
73］

　個人又は法人の有する資産（棚卸資産を
除く。）で、法令の規定に基づいて、強制的
に譲渡又は換地をした場合、その譲渡所得
金額から5,000万円を控除

＜1,731＞
　平成22年度は、352地区、11,369件が該当
（本条と33条は選択税制のため、各権利者
が任意に選択）。

＜603＞

換地処分等に伴い資産を取得した場
合の課税の特例［所得税・法人税：租
税特別措置法第33条の3、第65条、第
68条の72］

　個人の有する資産で、法令の規定に基づ
いて換地をし土地を取得した場合は、譲渡
がなかったものとみなし、法人の有する資産
で、法令の規定に基づいて換地等をし交換
取得資産を取得した場合は、譲渡所得金額
を損金算入

＜18,003 ＞

　平成22年度の実績は、352地区、23,113
件。

＜13,605＞
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目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

農地等を贈与した場合の贈与税の納
税猶予
［贈与税：租税特別措置法第70条の4］

　農業を営む個人が、その推定相続人のう
ちの1人に一括して農地の全部等を贈与し
た場合には、一定の要件のもと、その年分
の贈与税額のうち農地等の価額に対応する
部分の税額が猶予され、贈与者又は受贈者
のいずれかが死亡したときに免除される。

＜1,248 ＞
　平成21年度の実績は、120件。
　平成22年度の実績は、平成24年６月に確
定。

－

特定の交換分合により土地等を取得し
た場合の譲渡所得の課税の特例［所
得税・法人税租税特別措置法第37条
の6、第65条の10、第68条の81：］

　個人又は法人の有する土地等で、一定の
要件の下で交換・分合をした場合、その譲
渡所得金額を必要経費算入又は損金算入

＜0 ＞

　平成22年度の実績は、０件。

＜0＞

特定の事業用資産の買換え・交換の
場合の課税の特例［所得税・法人税：
租税特別措置法第37条、第37条の4、
第65条の7、第65条の8、第65条の9、
第68条の78、第68条の79、第68条の
80］

　農用地区域内の土地等を譲渡した者が、
農業振興地域の整備に関する法律に規定
する農業委員会のあっせん等により農用地
区域内の土地等を取得する場合に、次のと
おり課税　など
・収入金額が取得価額以下の場合には、収
入金額の80％に相当する金額を超える部分
に課税
・収入金額が取得価額を超える場合には、
取得価額の80%に相当する金額を超える部
分に課税

＜176 ＞

　平成22年度の実績は、199件。

－

収用等に伴い特別勘定を設けた場合
の課税の特例［法人税：租税特別措置
法第64条の2、第68条の71］

　法人の有する資産（棚卸資産を除く。）が、
法令の規定に基づいて、強制的に収用等さ
れた場合、それに替わる代替資産をその収
用等のあった日を含む事業年度に取得でき
なかったときに、その収用等に係る差益金
相当額を特別勘定として繰り延べることを認
め、代替資産を取得したときは圧縮記帳

＜0 ＞

　平成22年度の実績は、０件。

＜0＞
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目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

農地利用集積円滑化事業（農地所有
者代理事業）により農用地等を取得し
た場合の所有権の移転登記の税率の
軽減[登録免許税：措法第77条第２項]

　20/1,000→ 8/1,000

＜20 ＞ 　平成21年度の実績は、０件。
　平成22年度の実績は、平成23年度中に確
定。－

利用権設定等促進事業により農用地
等を取得した場合の所有権の移転登
記の税率の軽減
［登録免許税：租税特別措置法第77条
第1項］

　20/1,000→ 8/1,000

＜59 ＞ 　平成21年度の実績は、7,763件。
　平成22年度の実績は、平成23年度中に確
定。－

特定農業法人が農地法第35条に規定
する協議により農用地区域内の遊休農
地を取得した場合の所有権の移転登
記の税率の軽減
［登録免許税：租税特別措置法第76
条］

　20/1,000→ 8/1,000

＜3 ＞
　平成21年度の実績は、０件。
　平成22年度の実績は、平成23年度中に確
定。

－

特定貸付けを行った農地又は採草放
牧地についての相続税の課税の特例
［相続税：租税特別措置法第70条の6
の3］

　農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付
けられた農地等を相続等した場合には、そ
の農地等は被相続人がその死亡の日まで
農業の用に供していたものとみなし、相続税
の納税猶予の適用対象とする。

＜60,115 ＞ 　平成21年度の実績は、０件。
　平成22年度の実績は、３件（被災３県（岩
手県、宮城県、福島県）を除く）。－

相続税の納税猶予を適用している場合
の特定貸付けの特例
［相続税：租税特別措置法第70条の6
の2］

　相続税の納税猶予の適用を受けている農
業相続人が、当納税猶予の適用を受けてい
る市街化区域以外の農地について農業経
営基盤強化促進法に基づき貸し付けた場
合には、その貸付けはなかったものとみな
し、納税猶予を継続する。

＜60,115 ＞
　平成21年度の実績は、８件。
　平成22年度の実績は、60件（被災３県（岩
手県、宮城県、福島県）を除く）。

－

農地等についての相続税の納税猶予
等
［相続税：租税特別措置法第70条の6］

　相続人が、農業を営んでいた被相続人か
ら相続又は遺贈により農地等を取得して農
業を営む場合には、相続税額のうち当該農
地等の価額の農業投資価格を超える部分
については、一定の要件のもと納税が猶予
される。

＜60,115 ＞
　平成21年度の実績は、2,301件。
　平成22年度の実績は、平成24年６月に確
定。

－

６手段－13



目標

施策名・目標

政策手段 政策手段の内容 実績

予算額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞

予算執行額（百万円）
＜減収額（百万円）＞

施策

農地に対する負担調整
［固定資産税・都市計画税：地方税法
附則第19条、第26条］

　評価額課税による税額が農地調整税額
（前年度分の課税標準額×負担調整率×
税率）を超える場合には、当該農地調整税
額をもってその年度の税額とする。

＜20,156 ＞

　平成22年度の実績は、2,871,010件。

－

贈与税納税猶予の適用農地等の取得
に係る特例措置
[不動産取得税：地方税法附則第12条]

　贈与税の納税猶予の適用者が取得した農
地、採草放牧地及び準農地については、そ
の徴収が猶予され、当該贈与者又は受贈者
が死亡したときは、納税義務が免除される。

＜20 ＞ 　平成21年度の実績は、265件。
　平成22年度の実績は、平成24年５月に確
定。－

特定農業法人が農地法第３５条に規定
する協議又は同法第３６条に規定する
調停により農用地区域内の遊休農地を
取得した場合の課税標準の特例
［不動産取得税：地方税法附則第11条
第17項］

　取得価格の1/3相当額を控除

＜4 ＞
　平成21年度の実績は、０件。
　平成22年度の実績は、平成24年５月に確
定。

－

農地所有者代理事業に基づき取得す
る農用地区域内にある土地に係る特例
措置［不動産取得税：地方税法附則第
14条第13項］

　農用地区域内の土地を取得した場合に
は、取得価格の1/3相当額を控除（交換によ
る取得の場合には、失った土地の価格又は
取得価格の1/3相当額のいずれか多い額）

＜12 ＞
　平成22年度の実績は、平成24年５月に確
定。

－

基盤強化法の規定による農用地利用
集積計画に基づき農用地区域内の土
地を取得した場合の課税標準の特例
［不動産取得税：地方税法附則第11条
第1項］

　農用地区域内の土地を取得した場合に
は、取得価格の1/3相当額を控除（交換によ
る取得の場合には、失った土地の価格又は
取得価格の1/3相当額のいずれか多い額）

＜110 ＞ 　平成21年度の実績は、9,194件。
　平成22年度の実績は、平成24年5月に確
定。－

農地保有合理化事業等に係る農地の
取得に対して課する不動産取得税の
納税義務の免除等
［不動産取得税：地方税法第73条の27
の6］

　農地保有合理化法人又は農地利用集積
円滑化団体が農用地区域内の農地等又は
開発して農地とすることが適当な土地を取
得し、５年以内（５年以内に土地改良事業等
が開始され、事業の完了の日が５年を超え
るときは、その完了の日から１年以内）に売
渡し又は交換したときは、納税義務を免除

＜98 ＞

　平成21年度の実績は、3,580件。
　平成22年度の実績は、平成23年度中に確
定。

－

６手段－14


