
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

平成23年度に実施しようとする政策（政策手段シート）

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

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

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
方針及び市町村の整備計画の策定を中心として、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

20,357の内数

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。

－

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

－

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

－

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

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

－

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

－

① 計画的な土地利用の推進と転用規
制の厳格化
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

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
方針及び市町村の整備計画の策定を中心として、優
良農地の確保と農業振興施策の計画的な推進を図
る。

－

農地集積・土地利用推進等事務費 － 44の内数

・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

－

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

－

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。

－

農業基盤整備資金
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
12,000の内数

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］

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

－

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

－

耕作放棄地対策の推進②
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

－

耕作放棄地再生利用緊急対策
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

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

農業委員会等に関する法律

(所要額） 5,696

農地法 －

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

－

土地改良法

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

農地集積・土地利用推進等事務費 － 44の内数

165の内数

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。

150,000の内数

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

農業基盤整備資金
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
12,000の内数

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

20,357の内数

国営緊急農地再編整備事業費
耕作放棄地解消等のための広範な農地の排水対策
や大区画化等

意欲ある多様な農業者への農地集
積の推進

③
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

－

土地改良法

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
方針及び市町村の整備計画の策定を中心として、優
良農地の確保と農業振興施策の計画的な推進を図る

担い手への農地の利用集積に資するため、農地の利
用をめぐる紛争解決等の調整を実施

115

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。

－

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

4,764

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

188

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

－

農地法

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

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

－

農業委員会交付金

農地等価格鑑定料

100

農地調整費交付金

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

15

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

3,000

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

534
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

土地等買入金 農地等の買入に必要な経費 90

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

1,732

3,322

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

3,963

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
  平成23年度は、新たに、すべての国有農地につい
て計画的に処分手続を行う一環として、地番・公図が
ないため処分不能な国有農地について、集中的に測
量・境界確定を行うための経費等を措置

国営農地再編整備事業費 広範な農地の排水対策や大区画化等 6,772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

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

20,357の内数

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
て支払う賠償金などを措置

65

国営緊急農地再編整備事業費
耕作放棄地解消等のための広範な農地の排水対策
や大区画化等

165の内数

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

優良農地確保・有効利用対策事業費補助金の
うち農家負担金軽減支援対策事業

農地の利用集積を推進するため、土地改良事業等の
地区における負担金を軽減（利子助成等）

9,783

農地保有合理化促進事業費
農地保有合理化法人と農地利用集積円滑化団体と
の連携強化や意欲ある農業者の規模拡大に伴う負担
軽減を図ることにより農地の利用集積を促進

1,175

農地利用集積事業費
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

－

150,000の内数

農地制度実施円滑化事務経費 －

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］

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。

農業基盤整備資金
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
12,000の内数

-

意欲ある農業者支援基盤整備事業費補助
戸別所得補償制度の本格実施を下支えする生産基
盤の整備・保全を機動的かつ効率的に行う等

41,539の内数

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

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

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］

－

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

－

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

－
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

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

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

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

－

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

－

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

－

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］

＜142＞

－

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］
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

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。

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。

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］

-

-

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。

-

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

－

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。

-

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 －

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。

－

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 ＜57＞
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施策名・目標
政策手段 政策手段の内容

予算要求額（百万円）
＜減収見込額（百万円）＞施策 目標

＜110＞

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 ＜12＞

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）

＜13＞

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 -

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

－

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）

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

－

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。

-

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］
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