
【農地制度】
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自己紹介

髙田 武（たかだ たけし）
全国農業会議所 農政･経営対策部専門員

昭和５４年４月栃木県農業会議に就職 平成３０年３月退職
在職中、農業者年金、農地法等農地制度業務、経営対策業務及び農業法人協会
等農業経営者組織の運営等を担当
特に、複式農業簿記記帳や税務及び家族経営協定、農業経営の法人化、経営継承
等の分野で実務的知見を有する
平成３０年４月から現職

主な著書： 「よくわかる農家の青色申告」 （共著）
「農業者のための消費税の届け出から申告まで」 （共著）
「複式農業簿記実践テキスト」 （共著）
（いずれも全国農業会議所出版）
その他執筆多数
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• 農地と農地の単位

• これまでの主な農地制度の移り変わり

• 農地制度の概要と運用に関わる法律

• 農地の貸借、売買･贈与

• 農地権利移動の実態

• 農地所有適格法人

• 農地の転用

• 農地に関する税制

本講義のねらい
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農地制度のポイントについて①
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• 農地制度に関係する主な法律

「農地」とは、農地法において「耕作の目的に供される土地」とされている。

農地制度に関する主な法律は、「農地法」、「農業振興地域の整備に関する法律（農
振法）」、「農業経営基盤強化促進法（基盤法）」、「農地中間管理事業の推進に関す
る法律（農地中間管理法）」の４つで、それぞれ目的が異なる。運用にあたっては、農
業委員会や農地中間管理機構など決められた組織が役割を果たしている。

• 農地の貸借、売買等

農地の貸借・売買には３つの方法があるが、農地法の許可等を受けない売買・貸借は
効力が生じない。

• 法人で農地の所有権を取得できるのは農地所有適格法人のみ

農地を所有できる法人（農地所有適格法人）は、４つの要件（法人形態要件、事業要
件、議決権要件、役員要件）を満たす必要がある。ただし、国や知事等の認可事項で
はない。



農地制度のポイントについて②
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• 解除条件付き貸借は、一般法人でも個人でも可能

農地の解除条件付き貸借は、一定の要件を満たせば、一般法人でも個人でも可能
（ただし、農地法の許可等は必要）。
農地の権利移動では、貸借が主流を占めている。

• 農地の転用（農地以外の用地にすること）

農地の転用は、転用しようとする農地の所在地の農業委員会を経由して、原則として
都道府県知事または農林水産大臣が指定する市町村長の許可が必要。

• 農地税制

固定資産税において農地は、一般農地・市街化区域農地に区分。
一般農地は、農地としての利用を目的とした評価額（農地評価）に、負担調整措置が
講じられた農地課税がなされている。
市街化区域農地のうち一般市街化区域農地は、宅地並評価に負担調整措置が適用
された農地に準じた課税となる。
また、農地を相続や生前一括贈与した場合、課税の特例がある。



農地と農地の単位

 「農地」とは、耕作の目的に供される土地とされている（農地法第２条第１項）。

•耕作とは土地に労費を加え、肥培管理を行って作物を栽培すること。

•農地の判断は、その土地の現況によって判断し、土地登記簿の地目によって判
断するものではない。

なお、現に耕作されていなくても、休耕地や不耕作地も農地に含まれる。

 「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための
採草または家畜の放牧の目的に供されるものとされている（農地法第２条第１項）。

 一般的には、 農地及び採草放牧地を「農地等」としており、基盤法・農地中間管理
法では、農地と採草放牧地をあわせて「農用地」と定義している。「農用地等」は、混
牧林地・農業用施設用地が含まれる。

農地の面積単位は次のとおり。基準単位は10a（ ㌃） が用いられる場合が多い。

• １ａ（㌃）＝100㎡＝１畝（セ） 約30坪

• 10ａ（㌃） ＝1,000㎡＝1反（タン） 約300坪

• １ｈａ（㌶）＝10,000㎡＝１町（チョウ） 約3000坪 6



昭和21年 「自作農創設特別措置法」 制定

• 農地改革（昭和22年～25年）は、国が地主から174万町歩の農地を買収し、
国が所有していた農地等19万町歩を合わせ、193万町歩が約474万戸の農家
に売り渡された。
結果、自作地率（耕作者自ら所有する農地）は90%、小作地率は10%未満となっ
た。

昭和27年 「農地法」 制定

• 農地改革の効果を恒久化し、「耕作者が所有することを促進する」（自作農主義）
ことを目的とし、農地移動制限および農地転用制度などを立法化。

昭和37年 「農地法」 改正

• 農業生産法人制度を創設。

昭和43年 「都市計画法」 制定 （以下「都計法」）

•線引き都市計画区域（市街化区域･市街化調整区域）、非線引き都市計画区域
などに分け、計画的な土地利用を図るための基本法。 7

これまでの主な農地制度の移り変わり①



昭和44年 「農業振興地域の整備に関する法律」 制定

•農業を振興すべき地域の指定と当該地域に必要な施策を計画的に推進を図り、
農業の健全な発展と国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として成立。

平成５年 「農業経営基盤強化促進法」 制定

•認定農業者制度（農業経営改善計画の認定制度）の創設。

•農用地を効率的かつ安定的な農業経営に結びつけ権利移動の円滑化を図る利
用権設定等促進事業と、その効果を直接生じさせる農用地利用集積計画につい
て規定。

平成21年 「農地法」 「基盤法」 改正

•農地法 → 農地を効率的に利用する者による権利の取得（耕作者主義）を促進す
ることとし、解除条件付き貸借により一般法人の農業参入を容認。

•基盤法 → 農地利用集積円滑化事業の創設。
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これまでの主な農地制度の移り変わり②
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これまでの主な農地制度の移り変わり③

平成26年 「農地中間管理事業の推進に関する法律」 制定

•農地の中間的受け皿として農地中間管理機構を設立。

•農地中間管理機構が出し手から農用地利用集積計画等により農用地等を借り
受け（農地中間管理権）、公募した借受希望者に面的集積に配慮して貸し付ける
（農用地利用配分計画）農地中間管理事業を創設。

平成28年 「農地法」 改正

•農業生産法人から農地所有適格法人に名称変更

•農地所有適格法人の要件緩和

① 農業者以外の構成員の議決権等に関し、総株主の議決権等の1/2未満まで
認める。

② 法人の理事等の農作業従事要件に関し、その法人の理事等又は省令で定め
る使用人のうち１人以上が、農作業に原則60日以上従事する。
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これまでの主な農地制度の移り変わり④

令和元年 「農地中間管理事業の推進に関する法律」 等の一部改正

① 地域における農業者等による協議の場の実質化

・地域の現況（耕作者の年齢、後継者の確保状況等）を地図により把握して話し合いすべきことを法律に明記。
・農業委員、農地利用最適化推進員の話合いへの参画を法律に明記。

② 農地中間管理機構の手続の簡素化

・借受けと転貸とを一括して市町村の集積計画で行える仕組みの創設。
・配分計画の縦覧、利用状況報告の廃止。

③ 農地の集積・集約化を支援する体制の一体化

・一定の実績がある農地利用集積円滑化団体が農地中間管理機構の配分計画を作成できる仕組みを創設する
等の措置を取った上で、農地利用集積円滑化団体を農地中間管理機構と統合一体化。

④ 担い手の確保等その他の措置

・国又は県が担い手の認定事務を処理する制度を創設。

・農地所有適格法人が役員をグループ会社で兼務する場合、常時従事者要件を緩和。

・農地の効率的利用のため転用基準を見直し。



農地法

•農地等の貸借（使用収益権＝賃借権（有償）・使用貸借権（無償）の設
定・移転等）、売買・贈与（所有権の移転）等の権利移動について、法３
条に基づき農業委員会に当事者が許可申請書を提出し、許可を受ける必要。
※許可を受けない権利移動は無効
なお、相続（遺産分割、相続人への特定遺贈・包括遺贈）等は許可不要

だが権利取得後10カ月以内に農業委員会に届出する必要。

•農業委員会は、総会または部会で許可･不許可を審議･決定する。

•一般農地を農地以外に転用する場合、法４条（自己所有農地を転用）・法
５条（他者所有農地を売買･貸借し転用）に基づき、農業委員会に当事者
が許可申請書を提出し、農業委員会を経由して知事・指定市町村の長の許
可を受ける必要。

•市街化区域内農地の転用は、農業委員会に届出書を提出する（知事等の許
可は不要）。
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農地制度の概要と運用に関わる
法律①



基盤法

•農用地の貸借（利用権）、売買等の権利移動について、法18条に基づき市
町村が農用地利集積計画を作成し、農業委員会の決定を経て、市町村が計
画を公告することで農地法の許可を受けることなく効果が発生する。

農地中間管理事業法

•農地中間管理機構が農用地等の出し手から、基盤法の農用地利用集積計画
に基づく利用権、農地法の届出に基づく使用収益権の設定・移転等により
農用地等を借り受け、

•農地中間管理機構が農用地等の借受希望者を募集し、

•市町村が農業委員会の意見を聞いて、農地中間管理機構が借り受けている
農用地等を借受希望者に賃借権・使用貸借権等の設定・移転する農用地利
用配分計画（案）を作成。

•農地中間管理機構が法18条に基づき農用地利用配分計画を決定し、知事が
認可・公告して、農地法の許可を受けることなく効果が発生する。
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農地制度の概要と運用に関わる
法律②



農振法

•知事が、一体として農業の振興を図ることが相当であると認められる地域を農業
振興地域として指定。

•農業振興地域のうち、市町村が将来的に農用地等として利用を図るべき地域を
農用地区域として指定し、開発行為や農地転用を規制し、農業振興施策を集中
的に実施。

農用地区域＝農振青地、農用地区域以外＝農振白地という。

•農用地区域は、土地ごとに農地・採草放牧地・混牧林地・農業用施設用地
の４種類に指定され、指定された用途以外への利用が規制される。
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農地制度の概要と運用に関わる
法律③



特定農地貸付法・市民農園整備促進法

•市民農園を開設する場合に適用される。
市民農園の主な要件：区画は10㌃未満、貸付け期間５年以内

•開設主体は市町村と貸付協定を締結、貸付内容を定めた貸付規程を作成し、
農業委員会の特定農地貸付けの承認を受け、これに従って運営する必要。

•市民農園の開設と共にトイレ・休憩所等の施設を設置する場合は、市民農園整備
促進法により、特定農地貸付けの承認と農地転用許可に係る手続きが一括して
行える。

•市民農園整備促進法による市民農園は、市街化区域もしくは市町村が指定した
区域に限定され、市町村の認定を受けて開設可能。
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農地制度の概要と運用に関わる
法律④



農地制度の概要と運用に関わる
組織と役割

農地法３条に基づく農地等の貸借（使用収益権）、所有権の移転等に際
しての許可要件

（１） 一般要件（使用収益権、所有権の取得が可能）

① 全部効率利用要件（3条2項1号）

１） 農地等の権利を取得使用とする者、またはその世帯員等がすでに保有して
いる農地等及び新規に許可申請している農地等を含め、全て効率的に耕作す
ること。

２） 効率的に耕作するかについては、次の要素等を総合的に判断される。

ｉ 機械が所有・リースを含めて確保されているか。

ⅱ 労働力が世帯員・雇用等を含めて確保されているか。

ⅲ 技術が世帯員・雇用者等を含めてあるか。

② 農地所有適格法人要件（3条2項2号）…法人に適用される。
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農地の貸借、売買・贈与①



③ 農作業常時従事要件（3条2項4号） …個人に適用される。

•原則的に世帯員等を含め農作業に年間150日以上従事すると認められるこ
と。

④ 下限面積要件（3条2項5号）

•権利を取得する者及びその世帯員等が取得後に耕作する農地等の面積が、都
府県では50ａ(㌃)北海道では2ha(㌶)以上であること。
（農業委員会が別段の面積を設定し、公示したときはその面積）

•ハウスでの園芸集約的栽培等例外規定がある（施行令２条３項）。

⑤ 地域との調和要件（3条2項7号）

•地域における農地等の効率的、総合的な利用が確保できること。
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農地の貸借、売買・贈与②



（２） 解除条件付き貸借の要件

農地等の賃借権・使用貸借権を設定する場合、前記（1）①・④・⑤の要
件を満たし、
次の要件を全て満たすときは、一般法人及び個人に農地等の賃借が許可さ
れる。

① 農地等を適正に利用していない場合に、貸借契約書に貸借を解除する条件
が付されていること。

② 地域の他の農業者と適切に役割分担（集落での話し合いへの参加、水路の
維持活動への参加など）し、継続的・安定的に農業経営が行われること。

③ 法人の場合は、業務を執行する役員又は責任を有する使用人の１人以上が
その法人の行う耕作・養畜の事業（農作業・営農計画の作成・マーケティング
等を含む）に常時従事すること。

なお、解除条件付き貸借で農地等を借りた者は、毎事業年度の終了後３カ月
以内に、許可を受けた全ての農業委員会に農地等利用状況報告書を提出しな
ければならない。 17

農地の貸借、売買・贈与③



（３） 農地賃貸借の解約等

•期間の定めのある農地等の賃貸借において、期間満了の１年前から６ヶ月前
までに更新しない旨の通知をしなければ、従前の賃貸借と同一条件（※）でさらに
賃貸借したものとみなされる（17条）。

※ 期間の定めがある農地の賃貸借が、農地法の規定により法定更新がされたときは、以後期間の定めのない農地の賃貸借として存続することになります。
（最高昭和32年(ｵ)第791号昭和35年7月8日第二小法廷判決）

•農地等の賃貸借の当事者が、農地等の賃貸借の解除・解約の申入れ（期間の
定めのない場合を含む）・更新拒絶の通知等をする場合は、都道府県知事の許
可を受けなければならない（18条）。
ただし、農地等引渡し期限前６ヶ月以内に成立した書面上明らかな合意解約、
10年以上の期間の定めのある賃貸借の更新拒絶の通知等については知事許
可は不要。
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農地の貸借、売買・贈与④



基盤法による農用地の貸借（利用権）、売買等の市町村が作成する農用
地利用集積計画の要件（18条3項）

（１）一般要件（利用権、所有権の取得が可能）

① 農用地利用集積計画の内容が市町村が作成する基本構想に適合する
こと。

② 利用権設定等を受ける者が次の全てに該当すること。

ⅰ 農用地の全てを効率的に耕作すること。

ⅱ 農作業に常時従事すること（個人の場合）。

ⅲ 農地所有適格法人の要件を満たすこと（法人の場合）。

③ 農用地の権利を有する者の全ての同意が得られていること。

•共有農地の利用権は、1/2を超える持ち分を有する所有者の同意で20
年以内の設定可能。

④ 相続未登記農地など、所有者の一部（もしくは全部）が分からない

農地を耕作している農業者が離農しても、農地中間管理機構に簡易
な手続きで農地の貸付を行うことができる（平成30年11月16日施行）。
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農地の貸借、売買・贈与⑤



（２） 解除条件付き貸借の要件

前記（１）の②のⅰの全部効率利用要件を満たし、次の要件を満たすと
きは、農地所有適格法人の要件を満たさない一般法人及び個人に解除条件
付きの利用権（賃借権・使用貸借権）を設定できる。

① 地域の農業者との適切な役割分担の下に継続的・安定的に農業経営を行う
こと。

② 法人の場合、業務を執行する役員、責任を有する使用人の１人以上が、その
法人の行う耕作・養畜の事業（農作業・営農計画の作成・マーケティング等を含
む）に常時従事すること。

③ 農用地を適正に利用していない場合に、貸借を解除する条件が農用地利用
集積計画に付されていること。

なお、解除条件付き貸借で利用権の設定を受けた者は、毎事業年度の終了
後３カ月以内に、利用権の設定を受けた全ての市町村長に、農用地等利用状況
報告書を提出しなければならない。

20
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（３） 農用地賃貸借の解約等

① 基盤法に基づく利用権（賃借権）は、農地法17条（自動更新）の適用除外と
なっており、期間満了により何らの手続きもなく自動的に終了し、返還される。

② 何らかの事情で、どうしても途中で解約せざるを得ない場合は、農地法18条
の規定に基づく合意解約をすることが可能。

農地中間管理事業法に基づき農地中間管理機構が作成する農用地利用配分
計画による農用地等の貸借（賃貸借・使用貸借権等）の要件

（1）賃借等の要件（18条4項）

① 農用地利用配分計画が都道府県が定める基本方針及び農地中間管理事
業規程に適合すること。

② 賃借権の設定等を受ける者が募集に応募した者で公表されていること。

③ 賃借権の設定等を受ける者が次の要件を満たすこと。

ⅰ 農用地の全てを効率的に耕作すること

ⅱ 農作業に常時従事すること（個人の場合）

ⅲ 農地所有適格法人の要件を満たすこと（法人の場合） 21
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④ 賃借権の設定等を受ける者が農地所有適格法人でない一般法人、または農
作業に常時従事しない個人の場合、次の要件を満たすこと。

ⅰ 地域の農業者との適切な役割分担の下に継続的・安定的に農業経営を行うこと。

ⅱ 法人の場合、業務を執行する役員または責任を有する使用人の１人以上がその
当該法人の行う耕作・養畜の事業（農作業・営農計画の作成・マーケティング等を
含む）に常時従事すること。

⑤ 賃借権の設定等を受ける者の同意が得られていること。

なお、農用地利用配分計画による賃借権等の設定等を受けた者は、毎事業年
度の終了後３カ月以内に、農地中間管理機構に農用地等利用状況報告書を提出。

（２） 農用地等賃貸借の解約等

① 農用地利用配分計画による賃貸借は、農地法17条（自動更新）の適用除外と
なっており、期間満了により何らの手続きもなく自動的に終了し、返還される。

② 何らかの事情で、どうしても途中で解約せざるを得ない場合は、農地法18条
の規定による合意解約をすることができる。 22
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農地権利移動の実態①

農地の権利移動の実態（出典：平成28年農地権利移動調査）

・所有権移転(有償) 29,027haのうち、基盤法67.8％、農地法32.2％

・所有権移転(無償)  8,785haのうち、基盤法 7.3％、農地法92.7％

・賃貸借権設定 232,987haのうち、基盤法67.5％、農地法 3.3％

農地中間管理法29.2％

・使用貸借権設定 70,944haのうち、基盤法46.4％、農地法37.1％

農地中間管理法21.0％

農地の権利移動の特徴

•農地等の売買（有償譲渡）では、基盤法・農地中間管理法が活用される場
合が多い。これは、農用地区域内農地を基盤法の農用地利用集積計画、農地
中間管理機構に譲渡した場合、租税特別措置法の特別控除が適用できること
が要因と思われる。

•後継者等に対する経営移譲等、親族間の農地等の贈与（無償譲渡）・使用
貸借権の設定等は、農地法が活用される場合が多い。



• 第３者に対する農地等の賃貸借・使用貸借には、基盤法・農地中間管理法
が活用される割合が高い。
これは、基盤法・農地中間管理法には農地法17条（自動更新）が適用除外
となっており、期間満了により自動的に終了し、返還されることから、農
地所有者の安心感があるものと思われる。

• 第３者に対する農地の権利移動は、所有権移転より貸借が主流を占めてい
る。その主な理由には、次のことが考えられる。

① 農地は収益性が低く、買い需要は減少している。

② 農地は減価償却資産ではなく、賃借料は費用計上できるが、農地取得
費は費用計上できない。

③ 農地改革により、それまで小作農であった多くの農家が初めて農地の
所有権を取得し、耕作してきたという歴史があり、耕作できなくなっ
ても、農地は貸してもよいが手放したくないという思いがある。

24
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（1）農地所有適格法人とは、

• 農地法２条３項の要件を満たしている法人で、農地の所有権を取得できる。

• 農地所有適格法人は農業委員会が認可するというものではない。
実際の農地の所有権移転・貸借手続に際して行われる農地法３条の許可審
議、基盤法の農用地利用集積計画の農業委員会の決定等の際に、農業委員
会が農地所有適格法人の要件を満たしているか否かを審議し、許可・不許
可を決定する。

• 農地所有適格法人は、農業経営基盤強化準備金制度、肉用牛の売却による
課税の特例を受けることができる。

• 農地所有適格法人として農用地の権利を取得し耕作等の事業に供している
法人は、毎事業年度終了後３カ月以内にその農地の所在する全ての農業委
員会に、農地所有適格法人報告書を提出しなければならない。
また、農業委員会は要件を満たさない時は、必要な措置を勧告する。

25
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（２）農地所有適格法人の要件

農地所有適格法人になるには、次の４つの要件を全て満たす必要がある。

① 法人形態要件（農地法２条３項本文）

株式会社（株式譲渡制限会社に限る）・合名会社・合資会社・合同会社・
農事組合法人

② 事業要件（同２条３項１号）

農業およびその農業に関連する事業の合計売上高が事業全体売上高の過半
を占めていること。

・農業とは耕作、養畜、養蚕、養蜂等をいう。
・関連事業とは農畜産物を原料とした加工、農畜産物の販売、農作業の受託、
農業と併せ行う林業、農山漁村余暇法に規定される施設の設置・運営等を
いう。

26
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③ 議決権要件（同２条３項２号）

誰でも、農地所有適格法人の構成員となれる。
ただし、その法人の総議決権または総社員の過半は、ⅰ 農地の権利提供

者、ⅱ その法人の農業の常時従事者、ⅲ 基幹的な農作業を委託した個人、
ⅳ 地方公共団体・農協・農地中間管理機構・農業法人投資育成事業承認会
社等である必要がある。

④ 経営責任者要件（同２条３項３、４号）

ⅰ 農地所有適格法人の理事・取締役等の過半の者が、その法人の農業に常時
従事する構成員であること。

ⅱ その法人の理事等または法人の農業について権限と責任を有する使用人の
うち１人以上の者が、法人の農作業に原則年間60日以上従事すること。

27
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農地の転用①

農地転用とは

• 農地転用とは、一般農地を住宅、工場、駐車場、資材置場、再生可能エネルギー設
備、山林等農地以外の用地にすることをいう。

なお、一時的に砂利採取や鉄板を敷いての駐車場等に利用する場合も、一時転用
の許可が必要。

• 農地を転用しようとする者は、農地法により転用しようとする農地の所在する農業委
員会を経由して、原則として知事または農林水産大臣が指定する市町村長の許可
（４ｈaを超える場合は農林水産大臣との協議）が必要。

• 国・都道府県が土地収用法等により収用する場合、農業振興上の必要性が高い施
設に転用する場合等、特定の主体または用途目的のための転用については、許可
を要しない例外規定がある。
市街化区域内農地を転用する場合は、あらかじめ農業委員会に届出が必要。

• 水耕栽培や温度・湿度管理、収穫用ロボットの導入等の必要により、農業用ハウス
等の底面を全面コンクリートにする場合には、農業委員会に届出をすれば、農地転
用許可が不要となる仕組みが設けられた（平成30年11月16日施行）。

28



• 許可を受けないで農地を転用した場合や転用許可に係る事業計画どおりに転用し
ていない場合には、農地法に違反することとなり、工事の中止や原状回復等の命
令や罰則の適用がある。

農地転用許可

• 農地転用許可には２通りあり、自分の農地を転用する農地法４条許可と転用する
事業者等が農地を買って（借りて）転用する農地法５条許可がある。

• 農地転用の手続きは、

ⅰ ４条は農地所有者が、５条は農地所有者と転用事業者等が許可申請書を農業委
員会に提出、

ⅱ 農業委員会は、30a超の場合は都道府県農業委員会ネットワーク機構の意見を聴
き（30a以下は任意）、意見を付して、知事・指定市町村長に提出、

ⅲ 知事等は立地基準並びに一般基準により審査し、許可・不許可を決定する （なお、
知事等から権限移譲を受け、農業委員会が事務委任を受けている場合等は農業
委員会が決定する。）。

29
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農地転用許可基準

（１） 立地基準（転用予定地の農地区分により判断）

① 農用地区域内農地
→ 原則不許可。ただし、農業用施設、一時転用等は許可される。

② 甲種農地（市街化調整区域内にある農業公共投資農地、集団農地）
→ 原則不許可。ただし、農業用施設・集落接続住宅・地域農業振興に関

する施設等は許可される。

③ 第１種農地（集団農地（10ha以上）、農業公共投資農地）
→ 原則不許可。ただし、農業用施設・集落接続住宅・地域農業振興に関

する施設等は許可される。

④ 第２種農地（農業公共投資対象外農地、小集団（10ha未満）農地）
→ 第３種農地に立地困難な場合に許可。

⑤ 第３種農地（都市的施設整備区域内農地、市街地区域内農地）
→ 原則許可。

30
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
③③



（２） 一般基準

① 転用の確実性 （他法令による許認可の見込み、資金計画の妥当性）

② 転用後の周辺営農条件への影響審査 （農業用排水の機能障害、土砂流失のお
それ）

③ 一時転用 （砂利採取転用等農地復元状況）

31
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（１） 農地を保有しているとき

（固定資産税。本則：固定資産税評価額×1.4％）

•農地は一般農地、市街化区域農地に区分され、評価・課税される。

•一般農地は、農地としての評価（売買実例価格×限界収益修正率（0.55））に加え、
負担調整措置（土地の評価額が急激に上昇した場合の納税負担を軽減するため、
緩やかに税額を上昇させる措置）が講じられた農地課税がされる。
…概ね千円/10a

•また、市街化区域農地のうち、生産緑地地区指定農地は、一般農地と同様に取扱
われる。…数千円/10a

•市街化区域農地のうち、一般市街化区域農地は、宅地並評価（近傍の宅地の売買
実例価格を基準として評価した造成費相当額を控除した価格）のうえ、一般農地同
様の負担調整措置が適用された農地に準じた課税がされる。…数万円/10a 

•三大都市圏特定市街化区域農地は、宅地並評価し、宅地の負担調整措置が適用
された宅地並課税がされる…数十万円/10a

32
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（２）農地を売ったとき

•個人が農地を売った場合は、他の所得と区分して（分離課税）、その譲渡
所得に対して所得税・住民税が課される。
譲渡所得税額＝譲渡所得金額(※)×（15％(所得税)＋5％(住民税)）

（（取得後５年以内の税率は30％(所得税)、9％(住民税)）

※譲渡所得金額＝譲渡収入金額－（取得費＋譲渡費用）

※所得税率には、復興所得特別税分を含んでいない。

•農地を売った場合の課税の特例（租税特別措置法に基づく特別控除）

① 800万円の特別控除

ⅰ農用地区域内農地を基盤法の農用地利用集積計画または農業委員会の
あっせん等により譲渡した場合

ⅱ農用地区域内農地を農地中間管理機構等に譲渡した場合

② 1,500万円の特別控除

農用地区域内農地を基盤法の買入協議により農地中間管理機構に譲
渡した場合 33
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農地に関する税制③

② 2,000万円の特別控除（2019年度税制で創設）

農用地利用規程の特例に係る事項が定められた、農用地利用規程に基
づき行われる農用地利用改善事業の実施区域内の農用地が、当該農用地
所有者の申出により農地中間管理機構に譲渡した場合

（３）農地を買ったとき

•農地を取得したときは、

①不動産取得税（本則 税額＝固定資産課税台帳登録価格×4％）

②登録免許税（本則 税額＝固定資産課税台帳登録価格×2％）

が課される。

•農用地利用集積計画により農用地区域内農地を取得したときは、不動産
取得税は取得価格の1/3控除、登録免許税は1％の税率軽減措置が講じら
れている（租税特別措置法に基づく特例。H31.3.31まで）。



（４）農地を相続した場合の課税の特例（相続税納税猶予制度）

•相続または遺贈により農地等を取得し、当該農地が引き続き農業の用に供
される場合には、本来の相続税額のうち、農業投資価格(※)を超える部分
に対応する相続税が、一定の要件のもとに納税が猶予され、相続人が死亡
した場合等に納税猶予が免除される
※農業投資価格：恒久的に農業用に供される土地として取引されると認め
られる価格として国税局長が決定した価格。（20万円～90万円程度/10a）

•従来、納税猶予の対象となる農地は、相続人自らが農業の用に供する場合
のみを対象としていたが、市街化区域外の農地に限り、特定貸付け(※)を
行った場合にも適用（H21年度改正）
※特定貸付け：市街化区域外農地における基盤法、農地中間管理事業法に
よる貸付け

•納税猶予の適用を受けている農地を譲渡、貸付、転用、耕作放棄した場合、
猶予税額を利子税を加え納付する必要。なお、当該面積が20％を超えた場
合は、猶予税額の全てを納付する必要。
※例外規定として特定貸付け、営農困難時貸付け等が認められている。 35
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（５）農地を生前一括贈与する場合の課税特例（贈与税納税猶予制度）

•農業を営む者が、その農業の用に供している農地の全部および採草放牧
地の2/3以上を、後継者等推定相続人の１人に一括して贈与した場合は、
後継者に課税される贈与税の納税が猶予され、贈与者または受贈者のいず
れかが死亡したときに贈与税は免除され、相続税課税対象として相続税に
移行する（引き続き相続税納税猶予制度の適用を受けられる）。

•納税猶予の適用を受けている農地を譲渡、貸付、転用、耕作放棄した場
合、猶予税額を利子税を加え納付する必要。なお、当該面積が20％を超え
た場合は、猶予税額の全てを納付する必要。
※例外規定として特定貸付け(10年以上経過等の場合)、営農困難時貸付け
等が認められる
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農地の貸借・売買には、公的な手続きを経る必要。公的な手続きを経て農地を貸借・
売買するためには３つの方法がある。

１．農地法に基づく農業委員会の許可
２．市町村が作成する農用地利用集積計画の公告
３．農地中間管理機構が作成する農用地利用配分計画

・ このうち２と３については、市町村・農地中間管理機構が作成する計画に基づき、
認定農業者等に利用集積を進めていこうとする制度であり、再契約の手続きを行
わない限り貸借期間が満了すれば自動的に返還される。

・ 農地法の許可等を受けないで行った売買・貸借は効力が生じない。

法人が農業を営むために農地の権利を取得したい場合は以下の２つの手法がある。
・ 農地所有適格法人として農地法に規定する要件を満たす。
・ 一般法人として解除条件付き貸借で借り受ける。

一般農地を転用するには原則として知事等の許可を受けなければならない。
・ 許可を受けない無断転用は、農地法違反であり罰則規定がある。

農地に関する相談は、農業委員会、都道府県農業会議、市町村、農地中間管理機構
へ。

まとめ
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 参考資料・研修資料
（いずれも全国農業会議所発行、都道府県農業会議に申し込み）

・農業委員会研修テキストシリーズ「農地法」
・農業委員会研修テキストシリーズ「農地関連法制度」
・「農地法の解説」
・「農業経営基盤強化法の解説」
・「農地の法律がよくわかる百問百答」
・「農業経営基盤強化促進法一問一答集」
・「農家のための何でもわかる農業の税制」

・農林水産省ホームページから「農地に関する税制特例」
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• 本画面に記載されている情報の著作権は、農林水産省に帰属します。

• 当画面における無断複製、転載、転送、販売、出版、配布等は社内用、
社外用を問わずいかなる場合においても禁止されており、著作権法等の
罰則対象となります。

• 当画面情報は信頼できる情報や各種データに基づいて作成しております
が、その正確性について担当講師ならびに農林水産省が保証するもの
ではありません。

• 担当講師ならびに農林水産省は本情報に基づいて被ったいかなる損
失・損害等についても一切の責任を負いません。

当講義映像、及び資料に関するご注意
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