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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例（土地改良事業）（国税）

（法人税：義） 

2 租税特別措置等の内容 法人が、土地改良法による換地処分又は交換分合により交換取得資産を

取得した場合、圧縮限度額（交換取得資産の価額から当該換地処分等により

譲渡した資産の簿価額を控除した残額）の範囲でその帳簿価額を損金経理に

より減額したときは、その減額した金額に相当する金額を損金算入することが

できる制度。 

注）換地処分とは、ほ場整備事業等の実施による農用地の区画形質の変更に伴い、工事前の土地に対し、その

土地に代わる工事後の新たな土地（換地）を定め、一定の法手続を経た後、当該換地を工事前の土地とみなす

行政処分。また、交換分合とは、分散している農用地を、区画、形状、地番等の変更をすることなく、所有権や使

用収益権を移転又は消滅・設定し、広く使いやすい農用地に集団化する事業。 

3 担当部局 農村振興局整備部土地改良企画課 

4 評価実施時期 平成 24 年２月～８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 44 年度 税制措置創設（恒久措置） 

6 適用期間 恒久措置 

7 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

食料自給率向上の基礎となる農地の有効利用を着実に推進するため、土

地利用型農業において意欲ある多様な農業者に対して農地の利用集積を図

る必要がある。 

このため、平成 23 年３月に「食料・農業・農村基本計画」と併せて策定した

「農業構造の展望」では、平成 32 年には農地面積の８割程度が販売農家及び

法人経営により担われることを見込んでいる。このため、農業生産基盤整備地

区においては、目標年度を５年間前倒し、平成 27 年度までに意欲ある多様な

農業者への農地集積率を 70％以上とすることを目標としている。 

《政策目的の根拠》 

○土地改良法（昭和 24 年法律第 195 号） 

第１条 この法律は、農用地の改良、開発、保全及び集団化に関する事業を

適正かつ円滑に実施するために必要な事項を定めて、農業生産の基盤の

整備及び開発を図り、もつて農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農

業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする。 

 

○食料・農業・農村基本計画（平成 22 年 3 月 30 日 閣議決定） 

第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に講ずべき施策 

    ２ 農業の持続的発展に関する施策 

     （４）優良農地の確保と有効利用の促進 

       ② 意欲ある多様な農業者への農地集積の推進 

土地利用型農業において、意欲ある多様な農業者に対して

地域の実情に応じて農地の利用集積を進めることにより、農

地の有効利用を促進する。 

 

○我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画（平成 23 年

10 月 25 日食と農林漁業の再生推進本部決定。以下「基本方針・行動計画」

という。） 

 Ⅱ.目指すべき姿と考え方 
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  ２.基本的考え方 

   （２）土地利用型農業については、今後５年間に高齢化等で大量

の農業者が急速にリタイアすることが見込まれる中、徹底的

な話し合いを通じた合意形成により、平地で 20～30ha、中山

間地域で 10～20ha の規模の経営体が大宗を占める構造を目指

す。 

○「我が国の食と農林漁業の再生のための基本方針・行動計画」に関す

る取組方針（平成 23 年 12 月 24 日農林水産省とりまとめ。以下「取組方

針」という。） 

Ⅱ.戦略ごとの取組方針 

 【戦略１】持続可能な力強い農業の実現 

  ２.農地集積の推進 

土地利用型農業について、基本方針で示された規模の経営体が

５年後に耕地面積の規模の５年後に耕地面積の大宗(８割程度)

を占める構造を目指す〔現状：３割〕。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

《大目標》 

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、農業の

多面的機能の発揮、森林の保続培養と森林生産力の増進、水産資源の適

切な保存・管理等を通じ、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展

を図る。 

《中目標》 

２．農業の持続的な発展 

《政策分野》 

⑥優良農地の確保と有効利用の促進 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

平成 32 年までに農地面積の８割程度を、販売農家(７割程度､316 万 ha）

及び法人経営（１割程度、46 万 ha）に集積する目標に基づき、農業生産

基盤整備実施地区における意欲ある多様な農業者への農地集積率につい

ては、目標年度を５年前倒し、平成 27 年度までに 70％以上とする目標に

寄与。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

農業生産基盤整備実施地区における意欲ある多様な農業者への農地集

積率について、平成 27 年度までに 70％以上とする目標に寄与。 

ただし、農業生産基盤整備実施地区における意欲ある多様な農業者へ

の農地集積は、本措置以外の租税特別措置や補助事業等が相まって円滑

な農業生産基盤整備の実施が図られる結果、推進されるものであること

から、本措置のみの測定指標を設定することは困難。 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

本措置により換地処分及び交換分合の円滑な実施が図られ、農業生産

基盤整備地区における意欲ある多様な農業者への農地集積が進むことに

より、平成 32 年度までに農地面積の８割程度を法人経営等により担われ

るとする政策目的に寄与する。 
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8 有効性

等 

① 適用数等 適用件数（実績）（分析対象期間：平成 21 年度～23 年度） 

（単位：法人） 

区分 H21 H22 H23 

適用件数 11 ８ ５ 

※H23 適用見込みの算定根拠は別添１を参照 

 本特例は、農業生産法人が換地処分又は交換分合により土地（交換取

得資産）を取得した場合に適用されるものであるところ、法人経営であ

っても農地の所有権は個人名義であったり、事業実施後に法人化される

ことも多いことから、本措置の適用件数等は少なかったものと考えられ

るが、本措置がなければ、円滑な土地利用調整が進まず、地区全体の換

地処分や交換分合の円滑な実施に支障を来すこととなる。 

 また、本措置は換地処分等に伴い資産を取得する全ての法人に適用さ

れるものであり、特定の者への偏りがあるものではない。 

② 減収額 減収額（実績）（分析対象期間：平成 21 年度～23 年度）        

（単位：百万円） 

区分 H21 H22 H23 

減収額 35 27 10 

※H23 減収見込みの算定根拠は別添１を参照 

減収額＝（交換取得資産価額－換地処分等により譲渡した資産の簿価額）

×30％（法人税率：普通法人であって、資本金又は出資金が１億

円を超えるものを想定） 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 21 年度～23 年度） 

農業生産基盤整備地区における意欲ある多様な農業者への農地集積率 

(平成 27 年度までに 70％以上)

区分 H21 H22 H23 

農地集積率 67％ 【67％】 63％ 

※平成 22 年度の【 】内は、被災県（宮城県）を除いたデータ。 

平成21年度～23年度における農業生産基盤整備地区における意欲ある

多様な農業者への農地集積率は、目標を達成している。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平

成 21 年度～23 年度） 

本特例の適用のあった土地改良事業実施地区における意欲ある多様な

農業者への農地集積率 

 

区分 H21 H22 H23 

農地集積率 86％ 90％ 99％ 

 

平成21年度～23年度における本特例の適用のあった土地改良事業実施

地区における農地集積率は、租税特別措置等による達成目標に係る測定

指標を上回る実績を上げており、引き続き政策目的の実現を図るため、

本特例の存続により、農地利用集積を推進する必要がある。 

また、平成 21 年の農地法の改正により、農業生産法人への出資制限が

緩和されたことに伴い、今後、農業生産法人数の増加が見込まれること、

さらに、土地利用型農業について基本方針・行動計画で示された規模の

経営体が５年後に耕地面積の大宗（８割程度）を占める構造を目指すこ

ととされており、これまで以上に本措置の活用が見込まれることから、

引き続き本措置が必要である。 
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《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 21 年度～

23 年度） 

平成21年度～23年度の過去３ヶ年における本特例の適用のあった地区

における農地集積率は、達成目標を上回る実績を上げており、農地集積

を推進するという政策目的を実現するに当たり、税収減を是認するよう

な効果が発揮されたものと考えている。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

換地処分や交換分合による農地の交換等を円滑に進めるためには、こ

れに伴う税負担を速やかに、かつ、確実に軽減させることが効果的であ

る。このため、予算上の措置（補助事業・交付金事業）と比較して、毎

年の予算額に左右されることなく、税負担をタイムラグなく軽減するこ

とが可能な租税特別措置の手法を採ることが適切である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

本措置以外に支援策はない。 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解 継続は妥当。 

（平成 24 年８月農林水産省政策評価第三者委員） 

11 評価結果の反映の方向

性 

引き続き継続する。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 

 



（別添１）

換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例（土地改 平成２３年度減税額

良事業）【法人税】 １０百万円

１．減税額積算（平成２３年度）

交換取得資産の価額から、当該換地処分等により譲渡した資産の簿価額を差し引いた残

額が課税額（＝損金算入額）となる。

課税額（損金算入額）に法人税率３０％（普通法人であって、資本金又は出資金が１億

円を超えるものを想定）をかけた数値を減税額とした。

・換地処分： ０．２百万円 × ３０％ ≒ ０．１百万円

・交換分合： ３２百万円 × ３０％ ≒ １０百万円

（課税額（損金算入額）は、土地改良企画課の調査により把握）

２．適用実績

区 分 ２１年度 ２２年度 ２３年度

（実績） (実績) (実績)

換地処分 ５ １ １

適用法人数

（法人） 交換分合 ６ ７ ４

換地処分 １０ ０．１ ０．２

損金算入額

（百万円） 交換分合 １０７ ９０ ３２

換地処分 ３ ０．０ ０．１

減税見込額

（百万円） 交換分合 ３２ ２７ １０


