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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（林地保有の合理化）（国税）（所得税：外、法人税：義） 

2 租税特別措置等の内

容 

森林組合等に委託して、森林法の規定による地域森林計画の対象とさ

れた個人の有する土地を譲渡した場合、又は、林業経営基盤の強化等の

促進のための資金の融通等に関する暫定措置法の規定による都道府県知

事のあっせんにより、同法の規定による林業経営改善計画の認定を受け

た者に個人又は農業生産法人の有する林地を譲渡した場合には、その譲

渡益の額のうち年 800 万円を限度として損金算入できる。 

3 担当部局 林野庁 林政部 経営課 

4 評価実施時期 Ｈ24.2～Ｈ24.8 

5 租税特別措置等の創

設年度及び改正経緯 

昭和 50 年度創設 

（平成 13 年度：都道府県知事のあっせんによる場合を追加） 

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》 

効率的かつ安定的な林業経営の育成に向けて、意欲ある森林所有者・

森林組合・民間事業体による森林経営計画の作成を推進し、計画に基づ

く低コストで効率的な施業の実行の定着を図る。また、自ら効率的かつ

安定的な林業経営を実行することが困難な森林所有者の森林について

は、意欲ある者への長期的な施業の委託等を進めるとともに、将来的に

は林業経営の委託への転換を目指すこととされている。 

具体的には、平成 32 年度において、民有林の 80％で森林経営計画が作

成されることを目指す。 

《政策目的の根拠》 

○ 森林・林業基本計画（平成 23 年 7 月 26 日閣議決定） 

「林業の持続的かつ健全な発展に関する施策」の「望ましい林業構造

の確立」の「効率的かつ安定的な林業経営の育成」において、上記の政

策目的の達成に向け、「林業経営基盤の強化等のため、金融・税制上の措

置の活用等を進める」とされている。 

②  政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

〔大目標〕 

 食糧の安定供給の確保、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〕 

4 森林の有する多面的機能の発揮と林業・木材産業の持続的かつ健全

な発展 
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〔政策分野〕 

13 林業の持続的かつ健全な発展 

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 年度において、民有林の 80％で森林経営計画の作成を目指す政

策目的に資するよう、本措置においては、意欲ある者（一定規模以上の

森林を保有して効率的かつ安定的な林業経営を担う者であり、別添 1 の

とおり想定する。）（以下同じ。）による林地の利用集積を促進するこ

とを目標とする。 

 具体的には、意欲ある者が進める森林経営計画（平成 23 年度までは森

林経営計画の作成につながる森林施業計画）の 1 年間の増加面積に対す

る、本措置を利用して譲渡された林地面積の割合が、 

①森林経営計画制度が始まる前の平成 21～23 年度までは、概ね 20％ 

②森林経営計画制度が開始された平成 24～32 年度までは、概ね 5～10％ 

を達成することを目標とする。 

なお、林地の売買は経済情勢により影響を受けるものであることから、

達成目標に対する本措置の効果の寄与度は、アンケート調査結果（H23.6

林野庁経営課実施）より、「本措置がなければ林地の譲渡は行われなかっ

た」93％となった。 

[達成目標①]②までの期間  

年度 H21～H23 

目標 20％ 

 

[達成目標②] 森林経営計画制度の開始後 

年度 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30～H32 

目標 5% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 

総務省ガイドライン等の要請により、初期の目標の趣旨を変更しないで定

量化した目標設定を行った。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

意欲ある者が進める森林経営計画（平成 23 年度までは森林経営計画の

作成につながる森林施業計画）の 1 年間の増加面積に対する、本措置を

利用して譲渡された林地面積の割合を測定指標とした。 

 

《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、意欲ある者に対して林地の利用集積を促進し、森林経

営計画（平成 23年度までは森林経営計画の作成につながる森林施業計画）

に基づき、適切な森林施業を担保することにより、小規模かつ分散的な

所有形態のままでは困難であった低コストで効率的な施業の実行が可能

となり、効率的かつ安定的な林業経営の育成という政策目的の実現に向

け寄与する。 
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8 有効性

等 

①  適用数等 平成 21 年度実績 79 件       763ha 

平成 22 年度実績 97 件      1,383ha 

平成 23 年度実績 91 件（見込）   968ha（見込） 

 

適用件数（平成 21 年度～平成 23 年度の平均）は 89 件であり、過去の

実績（平成 18 年度～平成 20 年度の平均）79 件と比較して、僅少ではな

い。 

また、適用面積（平成 21 年度～平成 23 年度の平均）は 1038ha であり、

過去の実績（平成 18 年度～平成 20 年度の平均）507ha と比較して、僅少

ではない。 

本措置の利用者は、全国の任意の森林所有者に分散していることから、

特定の者に偏ってはいない。 

 

※算定根拠は別添 2 参照 

②  減収額 平成 21 年度実績 22 百万円 

平成 22 年度実績 26 百万円 

平成 23 年度実績 26 百万円（見込） 

 

※算定根拠は別添 2 参照 

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～平成 23 年度） 

平成 32 年度において、平成 24 年度から始まる森林経営計画の民有林

における作成率 80％を達成することを目標としているところであり、平

成 24 年度末時点における作成率を 25％程度と見込んでいる。 

 この森林経営計画につながる、長期施業受委託契約が必要となる私有

林における森林組合の認定請求により作成された森林施業計画の作成率

は、平成 20 年度 16％、平成 21 年度 18％、平成 22 年度 19％と毎年度

着実に増加しており、政策目的の実現に向けて推進している。 

 

《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～平成 23 年度） 

意欲ある者が進める森林経営計画（平成 23 年度までは森林経営計画の

作成につながる森林施業計画）の 1 年間の増加面積に対する、本措置を

利用して譲渡された林地面積の割合が、森林経営計画制度が始まる前の

平成 23 年度までは概ね 20％を達成することを目標としている。 

評価期間である平成 21～23 年度の実績は、アンケート調査結果より寄

与度を考慮して算定すると次のとおりであり、目標を達成している。 

政策目的の実現に向けて着実に推進しているが、民有林における森林

経営計画の作成率 80％を実現していないため、引き続き本措置を実施す

る必要がある。 

 

平成 21 年度実績 19％ 

平成 22 年度実績 34％      平均 26％ 

平成 23 年度実績 24％（見込）    

※算定根拠は別添 1 参照 
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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～

平成 23 年度） 

林地のあっせんを行った者に対してアンケート調査を行ったところ、

93％において「本措置がなければ林地の譲渡は行われなかった」と回答

しており、本措置には林地の利用集積を促進する効果が認められる。 

本アンケート調査の結果にかかわらず、本措置により譲渡された林地

の全てが税収減の対象となり、同時に、譲渡された林地の全てで森林施

業計画（平成 24 年度以降は森林経営計画を含む。）に基づき適切な森林

施業が行われることになる。これに伴い、雇用が創出されるとともに、

木材の販売が行われることとなる。 

このような考えに基づき本措置による税収の増額を試算した上で、税

制の寄与度を考慮しても、本措置による減収額を上回るため、本措置は

税収減を是認する効果がある。 

 

[租税特別措置に係る効果]        (単位：百万円） 

年 度 Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 

（見込） 

減収額 22 26 26 

税収の増額 25 45 32 

上記のうち 93％ 23 42 30 

※算定根拠は別添 3 参照 

 

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、林地保有の合理化により効率的かつ安定的な林業経営の育

成という政策目的を実現するため、森林組合等や都道府県知事のあっせ

んにより行われる土地の売買について、その公益性に鑑み譲渡所得の負

担を軽減するものであり、単なる私人間の売買とは異なり、公益上の要

請に基づき売買が行われるものであることから、これに対する税負担に

ついて税法上一定の配慮を行うことが適切である。 

また、公益性の高い売買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、確実に軽減することが効果的であり、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と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 

 ほか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 

 － 
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10 有識者の見解 継続は妥当。 

(H24 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 

引き続き継続を要望する。 

12 前回の事前評価又は

事後評価の実施時期 

－ 

 

 



別添１

○「租税特別措置等により達成しようとする目標」についての考え方

１ 本措置を活用することが想定される意欲ある者について

本措置を活用し、林業経営規模を拡大し、効率的かつ安定的な林業経営を目指す

意欲ある者は、現状において一定規模以上の森林を保有している林家の一部である

と想定される。

このような意欲ある者を、５０ha以上の森林を保有している林家のうち、30％程

度と想定する。

２０１０年世界農林業センサス（組替集計）によれば、これらの者の保有する森

林面積は、３８万ha程度と試算される。

１２８万ha×３０％＝３８万ha

注：128万haは、50ha以上の森林 所有している林家の保有森林の総面積を

２ 「１」の意欲ある者が進める森林施業計画の作成の増加面積について

森林経営計画につながる、長期施業受委託契約が必要となる私有林における森

林組合の認定請求により作成された森林施業計画の作成率は、平成20年度 16％、

平成21年度 18％、平成22年度 19％と毎年度１％程度増加していることから、こ

の期間において 「１」の意欲ある者による森林経営計画につながる森林施業計、

画の作成率も、毎年度１％程度増加していると考えられる。

したがって 「１」の意欲ある者による森林経営計画につながる森林施業計画、

は、平成20～22年度にかけて毎年度３，８００ha程度増加しているものと考えら

れる。

３８万ha×１％＝３，８００ha ・・・・達成目標①に関する増加面積

○「租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況」についての検証

（ ）３ １ ・ ２ と本措置により譲渡された林地面積との関係について「 」「 」 別添1-別紙

本措置により譲渡された林地面積の実績は、

平成21年度 ７６３ha

平成22年度 １，３８３ha

平成23年度 ９６８ha（見込）

となっている。

アンケート結果から本税制の寄与度９３％を考慮した上で計算すると、これらは、

「１」の意欲ある者が、平成20～23年度にかけて森林経営計画につながる森林施業

計画を毎年度増加させた面積に対して、１９～３４％（平均２６％）に相当する。

１９％平成21年度 763ha ×93％÷3,800ha＝

平成22年度 1,383ha×93％÷3,800ha＝ 達成目標の実現状況３４％

(見込)平成23年度 968ha ×93％÷3,800ha＝２４％



0 1 2 3 4 5 6 7 8
H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32

16% 18% 19% 20% - - - - - - - - -

- - - - 25% 32% 39% 46% 53% 59% 66% 73% 80%

64,600 68,400 72,200 76,000 - - - - - - - - -

- - - - 95,000 121,125 147,250 173,375 199,500 225,625 251,750 277,875 304,000

- 763 1,383 968 1,000 1,300 1,600 1,900 2,200 2,500 2,500 2,500 2,500

- 3,800 3,800 3,800 19,000 26,125 26,125 26,125 26,125 26,125 26,125 26,125 26,125

- 20% 36% 25% 5% 5% 6% 7% 8% 10% 10% 10% 10%

→森林経営計画制度の開始

*平成24年以降の税制の達成目標の見込みは、平成21～23年度の実績の伸び率を勘案して設定した。

別
添

1
－

別
紙

年　度

④意欲ある者による森林経営計画作成面積（ha）

②民有林における森林経営計画作成率

⑥1年間に意欲ある者が進める森林施業計画又は森林
経営計画の作成面積（ha） [③又は④の年度間の差]

⑦税制の達成目標の実績及び見込　[⑤÷⑥]

③意欲ある者による森林施業計画樹立面積（ha）

①私有林における森林組合の認定請求により認定され
た森林施業計画樹立面積割合

⑤本措置により譲渡された面積（ha）

64,600 68,400 72,200 76,000 
95,000 

121,125 

147,250 

173,375 

199,500 

225,625 

251,750 

277,875 

304,000 

16% 18% 
19% 20% 

25% 

80% 

20% 

36% 

25% 

5% 5% 6% 7% 8% 10% 10% 10% 10% 

0 

50,000 

100,000 

150,000 

200,000 

250,000 

300,000 

350,000 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 

意欲ある者による森林経営計画の作成率と達成目標 

（ha） 

① 私有林における森林組合の認定請求により認定された森林施業計画樹

立面積割合 
 
② 民有林における森林経営計画作成率 
 
③ 意欲ある者による森林施業計画樹立面積（ha） 
 
④ 意欲ある者による森林経営計画作成面積（ha） 
 
⑦ 税制の達成目標の実績及び見込 



別添2

１．減税見込額積算（平成22年度実績）

・所得税（８００万円以上）･･････① 単位：百万円

　 （適用件数）※１ （特別控除額／件） （所得税率）※２

8 ＝ ７件 × 8 × 15%

・所得税（８００万円未満）･･････② 単位：百万円

　 （特例適用対象額計）※１ （所得税率）※２

18 ＝ 118 × 15%
（適用90件の計）

※１については、都道府県への聞き取りにより把握

※２については、長期譲渡所得を適用

○減税見込み額
   ①+② ＝ 26 百万円

以下の表は上記算定方法を用いて各年度の数値を算出。また、見込の数値については過去3年間の平均により算出。

Ｈ１８
（実績）

78

19

372

注）森林組合等に聞き取り調査を実施し、回答を得られたものを集計している。回答のない場合もあり、全ての実績が網羅されているものではない。

968

91

1,383

97

763

79

22 26 26

757

98

392

61

区分

適用件数

面積

減税見込額（単位：百万円） 19 29

Ｈ２２
（実績）

Ｈ２１
（実績）

Ｈ２０
（実績）

Ｈ１９
（実績）

２．適用実績及び適用見込

Ｈ２３
（見込）



別添３

林地保有の合理化に伴い実施される森林施業による効果（試算）

本措置により、林地の譲渡を受けた者は、森林施業計画（平成24年度以降は森林経営計
画を含む ）に基づき、最低でも５年間は、森林施業を継続するものとして試算した。。

【森林施業の実施に伴う雇用創出による税収】
平成23年3月林政審議会資料(バックデータ)(別添3-別紙)によ(施業種毎の雇用創出の効果)

り算出
○ 間伐による効果（ha当たり （４回の合計（30、40、50、60年生時に実施 ）） ）

６７．２人日/ha
○ 主伐による効果（ha当たり）

４６．７人日/ha
○ 造林・保育による効果（ha当たり）

８６．８人日/ha
○ 合計（間伐、主伐、造林・保育の計）

２００．７人日/ha

所得税（税率10% 、12,500円/人日は作業員の賃金（各年度の税収の見込み） ）
○ 平成21年度

（763ha÷80年）×200.7人日/ha×12,500円/人日×10％×5年＝11,964千円
○ 平成22年度

（ ）（ ）1,383ha÷80年 ×200.7人日/ha×12,500円/人日×10％×5年＝21,685千円 ア
○ 平成23年度

（968ha÷80年）×200.7人日/ha×12,500円/人日×10％×5年＝15,178千円
＊各年度の実績を80年で割る理由は、森林施業の１サイクル＝80年で割り、1年当たりの
金額を求めたもの。
＊作業員の賃金は （ 別紙）の人件費から算出。、 別添3-
（16,000円円/人日＋14,000円/人日）÷2÷1.2＝12,500円/人日

【森林施業の実施に伴う木材販売による税収】
平成23年３月 林政審議会資料（バックデータ）により算出（施業種毎の木材販売の効果）

○ 間伐による効果（ha当たり （４回の合計（30、40、50、60年生時に実施 ）） ）
１，９８０千円/ha

○ 主伐による効果（ha当たり）
３，５００千円/ha

○ 合計（間伐、主伐の計）
５，４８０千円/ha

消費税（税率5%）（各年度の税収の見込み）
○ 平成21年度

（763ha÷80年）×5,480千円×5％×5年＝13,066千円
○ 平成22年度

（イ）（1,383ha÷80年）×5,480千円×5％×5年＝23,684千円
○ 平成23年度

（968ha÷80年）×5,480千円×5％×5年＝16,577千円

（ ア）+（イ ）×税制の寄与度９３％【見込まれる税収増の合計】 （ ）
○ 平成21年度

23,277千円（11,964千円 ＋13,066千円）×93%＝
○ 平成22年度

（21,685千円 ＋23,684千円）×93%＝ 税収の増額42,193千円
（ ）○ 平成23年度 税収減を是認する効果

29,532千円（15,178千円 ＋16,577千円）×93%＝



５ 目標を達成した場合の林業経営の具体像（10年後） 
（１） 施業地レベルの収支改善モデル （１ｈａ当たりの比較） 
 

 間  伐（現状）  

【素材生産量 等】 
素材生産量 ５５  m3/ha 
森林作業道開設 １３０  m/ha 

【労働生産性 等】 
生産性 ３．３  m3/人日 
作業員の人件費 １６ 千円/人日 

【間伐収支】     
収支 ４５  千円/ha 
補助金なしの場合 ▲３３６ 千円/ha 

間  伐（10年後） 
《間伐  現状と10年後の共通事項》 
 

・間伐（30～60年生のスギ人工林） 
 

・丸太価格：9,000円/m3  
 注：国際商品であり、並材中心となった木材の価格

が大きく上昇することは期待できない状況。この
ため、丸太価格は現状水準で試算。 

《作業システム》 （間伐・主伐 共通） 

【素材生産量 等】 
素材生産量 ５５  m3/ha 
森林作業道開設 ０ m/ha 

【労働生産性 等】 
生産性 １０．１ m3/人日 
作業員の人件費 ２１ 千円/人日 

【間伐収支】     
収支 ７３ 千円/ha 
（補助金なし） 

【現状】 【10年後】 
チェンソー  2台 → チェンソー 1台 
グラップル 1台 → グラップル 1台 
フォワーダ 1台 → フォワーダ 1台 

ハーベスタ 1台 

○ 4名1セット 

主伐、再造林・保育（現状）  主伐、再造林・保育（10年後） 
《主伐  現状と10年後の共通事項》 
 

・主伐（皆伐）（80年生のスギ人工林） 
 

・丸太価格：10,000円/m3   
 

《主伐、再造林・保育  効率化のポイント》 
 

間伐と同様の取組のほか、 
 
 

・主伐の伐採作業時に機械地拵え、コンテナ苗
の活用等により、地拵え・植栽経費を４割縮減  

 

・加えて、下刈の省力化等により、造林・保育経
費全体でも２割以上のコスト縮減   

《間伐  効率化のポイント》 
・施業集約化の推進（事業規模の確保） 
 

・路網整備の推進 
 （車両系（緩傾斜地）の目標100～250m/ha 
 （現状20m/ha程度）） 
 

・高性能林業機械の効率的稼働 
 

・10年後は、補助金なしでも間伐可能 

平成23年3月29日 林政審議会資料 

間伐人工 １６.８人日/ha×４回＝６７.２人日/ha 
木材販売額 ４９５千円/ha×４回＝１,９８０千円/ha (間伐実施時期:30,40,50,60年生時)      

主伐人工 ４６.７人日/ha, 造林・保育人工 ８６.８人日/ha, 木材販売収額 ３,５００千円/ha 

別
添

3-別
紙

 

【素材生産量 等】 （主伐） 
素材生産量 ３５０  m3/ha 
森林作業道開設 １３０  m/ha 

【労働生産性 等】 （主伐） 
生産性 ７．５  m3/人日 
作業員の人件費 １６   千円/人日 

【主伐収支】     
収支 ① ４９０  千円/ha 

【造林・保育】 
造林・保育作業面積（累計） ８ ha 
作業員の人件費 １４  千円/人日 
経費 １，９００  千円/ha 

補助金 １，３００ 千円/ha 
収支 ② ▲６００ 千円/ha 

【造林・保育後の収支】 
収支  ▲１１０ 千円/ha 
（造林面積当たり）（①＋②） 

【素材生産量 等】 （主伐） 
素材生産量 ３５０ m3/ha 
森林作業道開設 ０ m/ha 

【労働生産性 等】 （主伐） 
生産性 １３．１ m3/人日 
作業員の人件費 ２１ 千円/人日 

【主伐収支】      
収支 ① １，２００ 千円/ha 

【造林・保育】 
造林・保育作業面積（累計） ８ ha 
作業員の人件費 ２１ 千円/人日 
経費 １，４７０ 千円/ha 

（現状より2割以上の縮減） 

補助金 １，０００ 千円/ha 
収支 ② ▲４７０ 千円/ha 

【造林・保育後の収支】 
収支 ７３０ 千円/ha 
（造林面積当たり）（①＋②） 

     バックデータ部分 
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