
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 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例

租税特別措置等の名

称

2 租税特別措置等の内 土地収用法の規定に基づき、法人の有する土地が卸売市場の用に

容 供するために収用され、補償金により代替資産の取得をした場合、

圧縮限度額の範囲内で損金経理等を行ったときは、その減額した金

額を損金算入

3 担当部局 総合食料局流通課

4 評価実施時期 平成22年６月～８月

5 租税特別措置等の創 昭和46年創設

設年度及び改正経緯

6 適用又は延長期間 恒久措置

7 必 要 性 ① 政策目的 《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》

等 及びその 新たな食料・農業・農村基本計画（平成22年３月30日閣議決定）

根拠 では、卸売市場の機能強化を支えるため、市場の再編等を推進する

こととしている。

このため、公共目的により収用された財産の所有者の譲渡所得等

に対する課税の特例を設け、卸売市場用地の確保の円滑な推進を図

っているところ。譲渡所得への課税にあたり本措置により軽減措置

を講じることにより、収用を円滑に進め市場再編の早期実現を図る。

《政策目的の根拠》

新たな食料・農業・農村基本計画（平成22年３月30日閣議決定）

② 政策体系 《大目標》

における政 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

策目的の 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

位置付け 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》

食料の安定供給の確保

《政策分野》：

食品産業の持続的な発展

③ 達成目標 《租税特別措置等により達成しようとする目標》

及び測定 用地取得を収用によって進める必要が発生したときに本特例措置

指標 により収用を円滑に進めること。

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》

収用を円滑に進めるための措置であることから設定していない。



《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》

本特例措置により、地域の流通実態に応じた卸売市場用地の確保

が実現することにより、地域における生鮮食料品等の安定供給、適

正な価格形成と流通の合理化に寄与するものと考えている

8 有 効 性 ① 適用数等

等 （単位：件）

13～21年度実績

適用市場数 0

卸売市場用地として土地を収用された個人、法人を対象にしてお

り、特定の者に偏っていない。

② 減収額

（単位：百万円）

13～21年度実績

減収額 0

③ 効果・達成 《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成13～21年度）

目標の実 近年実績はないが、卸売市場用地を土地所有者から円滑に確保す

現状況 ることにより、円滑な卸売市場の再編を促進するとともに地域にお

ける生鮮食料品等の流通の合理化に寄与したものと考えられる。

《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13～21年度）

強制的手段である収用という行為の性格上、達成目標を掲げるこ

とは困難であり、設定していないことから、達成目標の実現状況は

記載していない。

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成13～21

年度）

収用による用地取得は近年実績はないが、用地確保が困難な場合

において、用地を円滑に取得するためには本特例が必要。また、本

特例は、円滑な卸売市場の再編につながるものである。

9 相当性 ① 租税特別 本特例措置は資産所有者の収用により交付を受けた金銭（補償金）

措置等に に係る非課税措置である。また、資産所有者の収用を円滑に推進す

よるべき妥 るためには、補助金等の予算措置よりも迅速に機能する本特例措置

当性等 を講ずることが相当である。

② 他の支援 【国税】

措置や義 ・特定の事業用資産の買換及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例

務付け等と の５年延長（卸売市場の誘致地区の内外の資産）（所得税・法人税）

の役割分 ・勧告等によってする登記の税率の軽減（登録免許税）

担 ・会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等の税率の軽減（登録

免許税）

【地方税】



・中核的地方卸売市場に係る課税標準の特例措置（固定資産税）

【予算措置】

・強い農業づくり交付金（14,385百万円の内数）

・一貫したコールドチェーン体制の整備事業（23百万円）

【金融措置】

・食品流通改善資金（卸売市場近代化施設）（4,450百万円）

上記税制措置は、卸売市場の再編に資する目的は本特例措置と同

じであるが、対象としている内容が異なる。

また、上記予算措置及び金融措置は、卸売市場における品質管理

の高度化等に資する施設整備等に係る支援措置であり、本特例措置

とは対象としている内容が異なるものである。

③ 地方公共 本特例措置は、卸売市場用地の確保の円滑化を図るものであり、

団体が協 地方公共団体にとっても、地域における卸売市場の適正配置を通じ

力する相 た生鮮食料品等の安定供給の確保の観点から、効果があるものと考

当性 える。

10 有識者の見解 （8月24日：農林水産省政策評価第三者委員会）

収用関係の措置は適用件数が少ないが、公共事業等のセーフティ

ネット措置であり必要。

11 評価結果の反映の方 引き続き継続を要望する。

向性

12 前回の事前評価又は ―

事後評価の実施時期



 

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 
収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 

2 租税特別措置等の内容 個人、法人の有する資産において、森林法等の規定により収用され又

は買取りの申出を拒み収用される等の場合における買取り等において、

山林等の資産を譲渡し代替資産を取得した場合については、次の特例が

適用される。 

① 補償金等の全額で代替資産を取得した場合又は補償金等の代わり

に代替資産を受領した場合は課税しない。 

② 補償金等の一部で代替資産を取得した場合には補償金等の額と代

替資産の購入価額との差額についてのみ課税する。 

3 担当部局 林野庁 林政部 木材産業課、森林整備部 整備課 

4 評価実施時期 平成 22 年６月～８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 26 年度創設 

昭和 34 年度改正 再評価方式を廃止し、譲渡益の 1/2 課税か、繰延課

税か選択できる制度へと変更 

昭和 36 年度改正 収用対象を追加 

適用対象となる事業等の変更を経て現在に至る。 

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》 

林道、木材集積場、その他森林施業に必要な設備の円滑な整備。 

 

《政策目的の根拠》 

森林・林業基本計画（H18.9.8 閣議決定） 

第１ 森林及び林業に関する施策についての基本的な方針 

森林の有する多面的機能の発揮と林業の持続的かつ健全な発展。 

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》 

 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 

《政策分野》 

森林の有する多面的機能の発揮 

林産物の供給及び利用の確保 

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》 

収用による事業の実施（用地取得を収用によって進める必要が発生した

ときに本特例措置により収用を円滑に進めること） 



 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

収用を円滑に進めるための措置であることから、設定していない。 

《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》 

収用によって用地取得が行われる件数を想定していないが、用地取得を

収用によって進める必要が生じた場合は、本特例措置により事業が円滑に

進められる。 

8 有効性

等 

①  適用数等 平成 17 年度～平成 21 年度 0 件 

②  減収額 平成 17 年度～平成 21 年度 0 百万円 

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 17 年度～平成 21 年度） 

－ 

《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 17 年度～平成 21 年度） 

 －（強制的手段である収用という行為の性格上、達成目標を掲げるこ

とは困難であり、設定していないことから、達成目標の実現状況は記載

していない。） 

《税収減を是認するような効果の有無》（平成 17 年度～平成 21 年度） 

収用による用地取得は件数こそ少ないが、用地確保が困難な場合におい

て、用地を円滑に取得するためには本特例が必要。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例措置は、資産所有者の意思によらない収用により交付を受けた金

銭（補償金）に係る特例措置である。また、資産所有者の意思によらない

収用を円滑に推進するためには、補助金等の予算措置よりも迅速に機能す

る本特例措置を講ずることが相当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

早期取得に係る買収金の割増措置は講じていない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本特例措置により、事業効果の早期発現を図り、事業実施地域の林業・

木材産業の発展、森林整備の推進など、地域の経済活性化や環境保全に

貢献する。 

10 有識者の見解 （８月 24 日：農林水産省政策評価第三者委員会） 

収用関係の措置は適用件数が少ないが、公共事業等のセーフティネッ

ト措置であり必要。 

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 

－ 

 



 

 

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 

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 

2 租税特別措置等の内容 【法人】 

 収用等に伴い代替資産を取得した場合において、圧縮限度額の範囲内（代

替資産の取得価額に差益割合を掛けた金額）で帳簿価額を損金経理により減

額する等を行ったとき、その減額した金額を所得の金額の計算上、損金の額

に算入することができる。 

 

3 担当部局 水産庁資源管理部沿岸沖合課 

4 評価実施時期 平成 22 年（６月～８月） 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 26 年創設 

昭和 41 年「漁業法等の規定による行政処分等に伴い資産が買収され又は消

滅して補償金を取得する場合」を特例の対象に追加  

 

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》 

収用等に伴う漁業権等の変更等を円滑に行うことにより、水産業の健全な発

展を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

水産基本法（平成 13 年 6 月 29 日法律第 89 号）第３条第１項 

（水産業の健全な発展） 

  水産業については、国民に対して水産物を供給する使命を有するものであ

ることにかんがみ、水産資源を持続的に利用しつつ、高度化し、かつ、多様化

する国民の需要に即した漁業生産並びに水産物の加工及び流通が行われる

よう、効率的かつ安定的な漁業経営が育成され、漁業、水産加工業及び水産

流通業の連携が確保され、並びに漁港、漁場その他の基盤が整備されること

により、その健全な発展が図られなければならない。 

 

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》 

水産物の安定供給と水産業の健全な発展 

《政策分野》 

漁業経営の安定 

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》 

収用等に伴う漁業権等の変更等を円滑に行うことによる水産業の健全な発展 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

収用を円滑に進めるための措置であることから、設定していない。 



 

《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》 

収用等に伴い支出された補償金は、その交付を受けた時において課税の特

例を受けることにより、対象となる漁業権等に対する収用等が円滑に行われる

ことが期待できる。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 実績なし 

 

② 減収額 ０円 

 

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：昭和４１年～平成２１年） 

実績はないが、収用等が行われ代替資産を取得した場合は、本措置の適

用を受けることにより水産業の健全な発展が図られることになる。 

 

《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：昭和４

１年～平成２１年） 

－（強制的手段である収用という行為の性格上、達成目標を掲げることは困難

であり、設定していないことから、達成目標の実現状況は記載していない。） 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：昭和４１年～平成２１

年） 

強制的な収用等による代替資産の取得が水産業の発展の妨げとならない

ようにするためには、減収となっても当該譲渡所得について課税の特例措置を

とる必要がある。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例措置は、資産所有者の意思によらない収用により交付を受けた金銭

（補償金）に係る特例措置である。また、資産所有者の意思によらない収用を

円滑に推進するためには、補助金等の予算措置よりも迅速に機能する本特例

措置を講ずることが相当である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

特段なし 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

特段なし 

10 有識者の見解 （8 月 24 日：農林水産省政策評価第三者委員会） 

収用関係の措置は適用件数が少ないが、公共事業等のセーフティネット措

置であり必要。 

11 評価結果の反映の方向

性 

引き続き、本租税特別措置を継続する。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 

 



 

 

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 

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例 

2 租税特別措置等の内容 【法人】 

収用等に伴い代替資産を取得した場合において、圧縮限度額（代替資産の

取得価額に差益割合を掛けた金額）の範囲内で帳簿価額を損金経理により減

額する等を行ったとき、その減額した金額を所得の金額の計算上、損金の額

に算入することができる。 

 

3 担当部局 水産庁漁港漁場整備部防災漁村課 

4 評価実施時期 平成 22 年（６月～８月） 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 26 年創設 

昭和 41 年「海岸法等の規定による行政処分等に伴い資産が買収され又は消

滅して補償金を取得する場合」を特例の対象に追加 

 

6 適用又は延長期間 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》 

土地等の収用及び漁業権の取消等を円滑に行うことにより、国土の保全及

び水産業の健全な発展を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

・海岸法（昭和 31 年５月 12 日法律第 101 号）第１条 

この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から

海岸を防護するとともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利

用を図り、もつて国土の保全に資することを目的とする。 

・水産基本法（平成 13 年６月 29 日法律第 89 号）第３条第１項 

水産業については、国民に対して水産物を供給する使命を有するものであ

ることにかんがみ、水産資源を持続的に利用しつつ、高度化し、かつ、多様化

する国民の需要に即した漁業生産並びに水産物の加工及び流通が行われる

よう、効率的かつ安定的な漁業経営が育成され、漁業、水産加工業及び水産

流通業の連携が確保され、並びに漁港、漁場その他の基盤が整備されること

により、その健全な発展が図られなければならない。 

 

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》 

水産物の安定供給と水産業の健全な発展 

《政策分野》 

漁村の健全な発展 



 

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》 

土地等の収用、漁業権の取消等を円滑に行うことによる国土の保全及び水

産業の健全な発展 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

収用を円滑に進めるための措置であることから、設定していない。 

 

《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》 

土地等の収用、漁業権の取消等に伴い支出された補償金が、課税の特例

を受けることにより、当該土地等の収用、漁業権の取消等が円滑に行われる

ことが期待される。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 海岸事業の実施に伴い、土地が必要となった場合、通常は、その事業者が

土地所有者や関係人と話し合いを行い、任意で契約を結んで、その土地を取

得していることから、土地収用法等に基づく、収用の実績が無い。 

また、海岸法の規定に基づく漁業権の取消等に伴う補償金の交付の実績も

無い。 

 

② 減収額 ０円 

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：昭和４１年～平成２１年） 

実績はないが、収用等が行われ代替資産を取得した場合は、本措置の適

用を受けることにより、国土の保全及び水産業の健全な発展が図られることに

なる。 

 

《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：昭和４

１年～平成２１年） 

－（強制的手段である収用という行為の性格上、達成目標を掲げることは困難

であり、設定していないことから、達成目標の実現状況は記載していない。） 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：昭和４１年～平成２１

年） 

国土の保全を図るため、海岸保全施設の整備を促進する必要がある。その

ための収用等に伴い代替資産等を円滑に取得するために、その補償金等に

課税が行われないようにすることが必要である。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例措置は、資産所有者の意思によらない収用により交付を受けた金銭

（補償金）に係る特例措置である。また、資産所有者の意思によらない収用を

円滑に推進するためには、補助金等の予算措置よりも迅速に機能する本特例

措置を講ずることが相当である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

特段なし 



 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

特段なし 

10 有識者の見解 （8 月 24 日：農林水産省政策評価第三者委員会） 

収用関係の措置は適用件数が少ないが、公共事業等のセーフティネット措

置であり必要。 

11 評価結果の反映の方向

性 

引き続き、本租税特別措置を継続する。 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

－ 

 

 



 

 

 

 

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 

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（土地改良事業） 

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に伴う清算金により代替資産を取

得した場合、圧縮限度額（清算金－従前地の簿価）の範囲で代替資産の

帳簿価額を損金経理により減額したとき、又は、その圧縮限度額以下の

金額を積み立てる方法により経理したとき、その減額し又は経理した金

額に相当する金額を損金算入する。 

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 22 年６月～８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 26 年創設 

 

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》 

意欲ある多様な農業者への農地集積の推進 

《政策目的の根拠》 

平成 22 年３月 30 日閣議決定 食料・農業・農村基本計画 

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》 

農業の持続的な発展 

《政策分野》 

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》 

意欲ある多様な農業者への農地の利用集積 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

意欲ある多様な農業者への農地利用集積面積 

《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》 

意欲ある多様な農業者に対し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。 

8 有効性

等 

① 適用数等 H20 適用実績：１件、１法人 

H19 適用実績：なし 

H18 適用実績：１件、１法人 

H17 適用実績：なし 

〔理由〕 

本特例は、換地を伴う土地改良事業において法人の所有農地の減少等

 



 

に伴い清算金を受け取る場合に適用されるものである。  

調査年度においては本特例の適用を受ける場合が多くはなかったが、

今後、法人化の進展に伴い、経営発展が進んだ法人が清算金を受け取る

ものとして事業に参加する場合も多くなると見込まれることから、本特

例は継続して措置されることが必要である。 

② 減収額 H20 適用実績：0.2 百万円（156 千円） 

H19 適用実績：なし 

H18 適用実績：０百万円（48 千円） 

H17 適用実績：なし 

減収額＝（受取清算金額－受け取った清算金に対応する土地の簿価額）

×30％（法人税率） 

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：Ｈ17～Ｈ20） 

平成 20 年度末において、198.8 万 ha（推計値）の農地が担い手へ利用

集積された。 

《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：

Ｈ17～Ｈ20） 

換地処分は地区全体で実施されるものであり、本措置が適用されるこ

とにより、対象地区全体の換地処分の円滑な実施が図られ、担い手への

農地の利用集積が促進された。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：Ｈ17～Ｈ20） 

本措置は、換地処分に伴う課税により参加農業者の資産が減少するこ

とを回避するために講じられるものであることから、農地の利用集積を

推進する上で有効な政策手段である換地を実施する上で必要不可欠なも

のであり、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 

本措置は、換地処分に伴う課税によって参加農業者の資産が減少する

ことを回避するために講じられるものであることから、補助金等他の政

策手段によるのではなく、租税特別措置により講じられることが適当な

政策である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

換地を伴う農業生産基盤の整備については、都道府県営土地改良事業

に対する補助等が講じられているが、換地処分に伴う課税による参加農

業者の資産減少を回避するための措置は本措置のみである。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

なし 

10 有識者の見解 （8 月 24 日：農林水産省政策評価第三者委員会） 

収用関係の措置は適用件数が少ないが、公共事業等のセーフティネッ

ト措置であり必要。 

11 評価結果の反映の方向

性 

引き続き継続 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 － 

 


