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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 

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

（国税）（法人税：義） 

2 租税特別措置等の内容 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関

する法律（平成５年６月 16 日法律第 72 号。以下「特定農山村法」という。)に規

定する所有権移転等促進計画（以下「促進計画」という。）の定めるところによ

り、農林地等を譲渡した場合、その譲渡益から 800 万円を特別控除できる制

度。 

3 担当部局 農村振興局 農村政策部 中山間地域振興課 

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 

平成５年度創設 

 

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》 

農村においては、人口減少や高齢化の進行等により、集落機能が低下し、

農村コミュニティが失われつつある。特に過疎化が著しい中山間地域等におい

て、地域資源の保全管理上の問題が深刻化している状況にある中、農村の集

落機能の維持と地域の特性に即した農林業等の振興を図る。 

なお、農村コミュニティの維持・再生には、定住人口の維持が欠かせないこ

とから、「農村部における人口の社会減の抑制」を目標としており、平地農業地

域及び中山間農業地域の人口の社会減の抑制（双方共に平成 32 年度までに

減少率の５％を抑制）を測定指標としている。 

《政策目的の根拠》 

○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 

 ３．農村の振興に関する施策 

  （４）集落機能の維持と地域資源・環境の保全 

    ①農村コミュニティの維持・再生 

      農村コミュニティの維持・再生を図るため、各地で地域主体の様々

な取組が行われている。その中には、生活支援、地域資源の活用や

環境保全の取組等もみられるところであり、農村の有する多面的機

能を維持する上でも、これら地域主体の取組を拡大することが求め

られている。このため、国と地方の役割分担も踏まえた上で、こうした

取組を政府と地域が一体となって拡大するための対応方策を検討す

る。 

 

○特定農山村法（平成５年６月 16 日法律第 72 号） 

法の目的として、第１条に、「特定農山村地域について、（中略）農林業その

他の事業の活性化のための基盤の整備を促進するための措置を講ずること

により、地域の特性に即した農林業その他の事業の振興を図り、もって豊かで

住みよい農山村の育成に寄与する」ことを掲げている。 
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その実現に向けて、「農林業等活性化基盤整備促進事業」（法第２条第３

項）を実施するものとしており、当該事業の一つとして、農林地等を対象とした

「所有権の移転等」を促進する事業（農林地所有権移転等促進事業）（同項第

３号（注））を講じ、農林地の「農林業上の（中略）利用の確保」等を図ることとして

いる。 

（注）法第２条第３項第３号 

    農林地（中略）の農林業上の（中略）利用の確保（中略）を図るため、農林地等を対象とし

て、所有権の移転又は地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利の設定若しくは移転（以下

「所有権の移転等」という。）を促進する事業（以下「農林地所有権移転等促進事業）という。） 

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》 

３．農村の振興 

《政策分野》 

⑪ 農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全 

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》 

特定農山村地域において、基幹的な産業である農林業の生産活動の場で

ある農林地等について、過疎化、高齢化等により耕作放棄地等が生じないよう

にするなど、市町村が作成する促進計画により当該農林地等を営農意欲の高

い農業者等に円滑に譲渡し、引き続き農林地等として農林業上の利用の確保

が図られること。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本措置は、促進計画により譲渡された農林地等について、その譲渡後も引

き続き農林地等として利用する場合に限り適用されるものである。 

本措置の適用の前提となる促進計画は、 

①  農業経営の改善・安定を図ろうとする農業者の組織する団体又はその

参加構成員からの申出があった場合、 

②  市町村自らが特定農山村法に規定する「農林地所有権移転等促進事

業」を行おうとする場合 

等に、市町村が作成することとなる。 

促進計画は、農林地等の譲渡後も農林地等として農林業上の利用を確保

し、計画的な土地利用を実現するために市町村が作成するものである。 

 このため、各市町村ごとに促進計画の作成数、促進計画による譲渡件数・面

積等に係る目標数値等を予め設定することは困難であり、本措置について

は、測定指標の設定に馴染まないものである。 

なお、これまでの促進計画の作成実績は８件、所有権の移転等の面積は約

９ha となっており、豊かで住みよい農山村の育成に寄与している。 

《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》 

本措置の活用によって農林地等の所有権の移転等が促され、譲渡後も農林

地等の農林業上の利用が確保されることにより、地域の特性に即した農林業そ

の他の事業の振興が図られ、豊かで住みよい農山村の育成に寄与する。 

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、ha） 

区分 21 年度 22 年度 23 年度

適用件数 0 0 0

面積 0 0 0

       （農村振興局 中山間地域振興課調べ） 
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本措置は、促進計画により譲渡された農林地等が引き続き農林地等として

利用される場合について適用されるが、特定農山村地域における農林業を取

り巻く厳しい諸情勢等を考慮すれば、想定外に適用数が僅少であるとはいえ

ない。 

また、本措置は、促進計画に沿って農林地等を譲渡した農林業者（農業生

産法人）を対象にしているものであり、特定の偏った者に限定しているものでは

ない。 

さらに、本措置は、農政の重要な課題の一つである農地集積の取組にも寄

与するものであり、また、これまでの実績（促進計画の作成件数：８件、所有権

の移転等の面積：約９ha）も踏まえ、今後はある程度の水準で推移するものと

考えられる。 

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 21 年度 22 年度 23 年度

減収額 0 0 0

       （農村振興局 中山間地域振興課調べ） 

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） 

「農村部における人口の社会減の抑制」の目標に対する測定指標を、「平地

農業地域及び中山間農業地域の人口の社会減の抑制」としている。 

平成 23 年度の実績は、平地農業地域において目標値△0.32％に対し△

0.31％、中山間農業地域において目標値△0.55％に対し△0.45％であり、目標

を達成しているが、これらの地域では、若年層の流出等により、依然として人

口の社会減少率は増加傾向にあり、過疎化、高齢化の進行等による集落の

衰退等が危惧されるため、平成 32 年度の政策目的達成に向け引き続き本措

置は必要である。 

○ 平地農業地域の人口の社会減〔実績〕 

（単位：％） 

区分 21 年度 22 年度 23 年度

減少率 △0.19 △0.19 △0.31

    （農村振興局 中山間地域振興課調べ） 

 

○ 中山間農業地域の人口の社会減〔実績〕 

                        （単位：％） 

区分 21 年度 22 年度 23 年度

減少率 △0.38 △0.38 △0.45

      （農村振興局 中山間地域振興課調べ） 

《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） 

本措置の適用の前提となる促進計画の作成については、これまで一定の実

績（促進計画の作成件数：８件、所有権の移転等の面積：約９ha）が得られてい

るが、平成 21 年度から 23 年度における本措置の適用実績はなかった。これ

は、農林業を取り巻く厳しい諸情勢等により、農林地等の所有権の移転等が生

じ難い状況にあったものと考えられる。 

本措置は、農林地等の譲渡後も農林地等として農林業上の利用を確保し、

計画的な土地利用を推進する上で意義は大きく、また、農政の重要な課題の一

つである「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）等に基づく「農地集積」の

取組にも寄与するものであることから、引き続き本措置は必要である。 
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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）

過去３年間（平成 21 年度から 23 年度）の実績がないため、税収減は発生し

ていないが、農林地等を譲渡した場合の課税の特例措置が担保されていること

により、農林地等の所有権の移転等が進み、譲渡後も農林地等の農林業上の

利用の確保が図られ、農林業生産性の向上や集落機能の維持等の効果によ

り、減収額を上回る効果があるものと考えられる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置は、農林地等の譲渡に伴い生じる譲渡所得への課税負担の軽減を図

ることにより、農林地等の所有権の移転等を促すインセンティブを与えるもので

あり、要件を満たす農林地等の譲渡について一律に適用でき、必要最小限の

措置であると考えられる。 

また、他の手段と比較した場合、①補助金は、個々の土地の取引など個人の

資産形成に資するものには馴染まないこと、②融資は、償還期限内に返済する

ことが必要であるなど制約があることから、本措置の方が誘導効果が高く、妥当

である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

他の支援措置や義務付け等はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

10 有識者の見解 適用件数の現出に備え、制度の継続は妥当。 

（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 

－ 

 


