
１１ 買取対象のエリアが増えました。買取対象のエリアが増えました。

２２
町へ売却した場合、 最高５千万円の特別控除

の対象となります。

平成33年度までに、 残り47,300㎡の買取を

行う予定です。
３３

４４
北谷町に売却するか、 民間に売却するかで手

続きが異なります。

北谷町北谷町
Chatan TownChatan Town

土地の先行取得事業
を実施しています！
土地の先行取得事業
を実施しています！

先行取得事業の４つのポイント先行取得事業の４つのポイント



１． 対象エリア１． 対象エリア

２． 買取にあたっての優先順位２． 買取にあたっての優先順位

　これまでの対象エリアに、斜面緑地の南側が加わり、対象範囲が広がりました。

キャンプ桑江南側地区の一部を除くすべてのエリアが対象です。キャンプ桑江南側地区の一部を除くすべてのエリアが対象です。

土地の状態によって、 買取の優先順位が異なります。土地の状態によって、 買取の優先順位が異なります。

キャンプ桑江南側地区

約 68ｈａ

キャンプ桑江南側地区

約 68ｈａ

対象エリア対象エリア

対象外対象外
斜面緑地の一部は
対象外です。

斜面緑地の一部は
対象外です。

対象エリアに追加対象エリアに追加
斜面緑地の南側が

対象エリアに

加わりました。

斜面緑地の南側が

対象エリアに

加わりました。

比較的平坦地　　（約 538,000 ㎡）

一部が斜面緑地 （約 53,000 ㎡）

全てが斜面緑地 （約 60,000 ㎡）

買取対象外 （約 29,000 ㎡）

○

×

×

×

学校用地

（45,000㎡） （25,000㎡）

緑地・公園用地

×

○（優先１）

○（優先 2）

×

返還後の土地区画整理事業において、 当エリアが確実

に含まれることを現段階では確定しかねるため、 計画的

な緑地公園整備が行えない可能性があります。

そのため今回はエリア対象外としています。

　「学校用地のための買取」と「緑地・公園用地のための買取」を予定しています。

　今回追加となったエリアは、緑地・公園用地に充てる予定です。土地の状態によって買取の優先

順位がございます。なお買取予定面積に達し次第、買取の受付は終了とさせていただきます。
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３． ５千万円の特別控除３． ５千万円の特別控除

　土地の先行取得制度によって、町に土地を売却した場合、税制上の特別措置の対象となります。

　土地の売却で得た所得（譲渡所得）にかかる税金の計算において、最高５千万円を譲渡価額から

差し引くことができます。土地を売ったときの譲渡所得に対する税金は、給与所得などの他の所得

と別に区分され、 次のように計算されます。

× ＝課税譲渡所得課税譲渡所得 税率税率 土地を売った所得に対する税金土地を売った所得に対する税金

課税譲渡所得 ＝ 譲渡価額 － （取得費＋譲渡費用） － 特別控除額（最高５千万円）

土地の売却代金（譲渡価額）から取得費や譲渡費用を差し引いて計算します。

土地購入代金・登録免許税など 仲介手数料・印紙税 (売主負担分）など

課税譲渡所得

税率 

・長期譲渡所得：２０％（所得税 15％＋住民税 5％）

・短期譲渡所得：３９％（所得税 30％＋住民税 9％）

（土地を売った年の１月１日現在で土地を所有した期間が５年を超える場合は 

長期譲渡所得に、 ５年以下の場合は短期譲渡所得になります。）

土地の所有期間に応じて「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」に区分されます。

町へ売却した場合、 最高５千万円の特別控除の対象となります。町へ売却した場合、 最高５千万円の特別控除の対象となります。

　所得税・住民税・国民健康保険税（介護保険料含む）に大きな差が生じます。

町に売却するか民間に売却するかで、 税金の負担額が異なります。町に売却するか民間に売却するかで、 税金の負担額が異なります。

【北谷町へ売却する場合】 【民間へ売却する場合】

＜
特別控除が受けられる特別控除が受けられる 特別控除が受けられない特別控除が受けられない

税の負担大税の負担大税の負担小税の負担小
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（土地の立入調査に制約があるため、一筆毎の土地評価は行いません。）

※単価は、宅地が約55,000 円 / ㎡、宅地見込み地が約45,000 円 / ㎡を予定しています。

４． 買取価格４． 買取価格

不動産鑑定士による調査結果を基に、 毎年北谷町が決定します。不動産鑑定士による調査結果を基に、 毎年北谷町が決定します。

　土地の先行取得は、平成33年度まで実施する予定です。必要な用地面積約70,000㎡のうち、

約22,700㎡の取得が完了しており、残り47,300 ㎡の買取を行う予定となっています。なお必

要な用地面積に達した場合は、受付を終了させていただきます。

５． 実施期間と今後の取得予定面積５． 実施期間と今後の取得予定面積

平成 33年度までに、 残り 47,300 ㎡の買取を行う予定です。平成 33年度までに、 残り 47,300 ㎡の買取を行う予定です。

【年間軍用地料】 【取引倍率】 【買取価格（予定）】

約 27.7 倍

（利回り 3.6％）

約 27.7 倍

（利回り 3.6％）
×× ＝＝

0 1 2 3 4 5 6 7

最終的に必要な用地面積（地区面積の約１割）

＝ 70,000 ㎡

これまでの取得実績

＝ 22,700 ㎡

残りの取得面積（今後買取予定の面積）

＝ 47,300 ㎡

学校用地 緑地・公園用地

（45,000 ㎡）（45,000 ㎡）

（22,700 ㎡）（22,700 ㎡）

（22,300 ㎡）（22,300 ㎡）

（25,000 ㎡）（25,000 ㎡）

（25,000 ㎡）（25,000 ㎡）

宅地 ：約 2,000円宅地 ：約 2,000円

宅地見込み地 ：約 1,630 円宅地見込み地 ：約 1,630 円

宅地 ：約 55,000 円 /㎡宅地 ：約 55,000 円 /㎡

宅地見込み地 ：約 45,000 円 /㎡宅地見込み地 ：約 45,000 円 /㎡
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６． 土地を売却する場合６． 土地を売却する場合

●申出の手続きの流れ（北谷町への売却を希望する場合）●申出の手続きの流れ（北谷町への売却を希望する場合）

北谷町に売却するか、 民間に売却するかで手続きが異なります。北谷町に売却するか、 民間に売却するかで手続きが異なります。

まずは以下の手順で町に 「申出」 を行ってください。まずは以下の手順で町に 「申出」 を行ってください。

町に 「申出」 を行ってください。

税制上の特別措置の対象となります。

町に 「申出」 を行ってください。

税制上の特別措置の対象となります。

町への 「届出」 が義務化されています。町への 「届出」 が義務化されています。

　「申出」を受けて、町で買取の検討をおこなった後、地権者と町で買取の協議をおこない、協議

が成立すれば、買取手続きに進みます。

　検討結果や買取協議の結果によっては、買取を行わない場合もあります。

　土地の先行取得制度の適用が開始されると、キャンプ桑江南側地区の土地を売却しようとする際

には、北谷町に「申出」または「届出」が必要となります。

を希望

北谷町へ売却する場合 民間へ売却する場合

北谷町で買取の検討

地権者と北谷町で買取の協議

買取しない

買取条件に適合する場合買取条件に適合する場合 買取条件に適合しない場合買取条件に適合しない場合

協議成立の場合協議成立の場合 協議不成立の場合協議不成立の場合

北谷町に売却北谷町に売却

地権者から北谷町へ土地の買取希望の申出地権者から北谷町へ土地の買取希望の申出

買取手続き
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●届出の手続きの流れ（民間への売却を希望する場合）●届出の手続きの流れ（民間への売却を希望する場合）

を希望

　キャンプ桑江南側地区の200㎡以上の土地を民間に売却しようとする場合、届出の対象となる

行為（下表参照）に該当する場合において、北谷町への「届出」が義務化されます。

　「届出」の提出を受けて、民間での土地売買に先立ち、北谷町で土地を買取できないか検討をお

こない、地権者と協議をおこないます。

　なお、跡地利用推進法第17条の規定に基づき、「届出」の後、最大６週間は、土地の売却が制

限されます。

　北谷町では買取をおこなわない場合、または、地権者と北谷町の土地買取協議が不成立となった

場合に、土地を民間へ売却することができます。

北谷町との買取手続き 民間への売却が可能

北谷町から地権者に
土地買取協議通知

協議成立の場合協議成立の場合

北谷町で買取の検討

北谷町では買取しない旨の通知

地権者と北谷町で買取の協議

届出の対象と
なる行為

届出の対象と
ならない行為

売買、代物弁済・交換などの契約に基づく有償の譲渡、

代物弁済の予約や売買の予約

相続、寄付、贈与、土地の収用・競売（裁判所の命令による処分を含む）

・滞納処分など本人の直接の意思に基づかない土地の所有権の移転

まずは以下の手順で町に 「届出」 を行ってください。まずは以下の手順で町に 「届出」 を行ってください。

を希望民間に売却民間に売却

地権者から北谷町へ土地売却の届出 （200 ㎡以上の土地）地権者から北谷町へ土地売却の届出 （200 ㎡以上の土地）

協議不成立の場合協議不成立の場合

北谷町で買取する計画がない場合北谷町で買取する計画がない場合北谷町で買取する計画がある場合北谷町で買取する計画がある場合
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７． 今後のスケジュール７． 今後のスケジュール

　今後はこのようなスケジュールで先行取得を実施する予定です。

８． 土地買取の申出要項８． 土地買取の申出要項

　土地の買取を希望する場合の、申出要項は以下のようになります。

項　目 内　容

申出受付期間

申出必要書類等

申出書提出・問合先

平成２８年８月１日～９月３０日

①土地買取希望申出書（役場配布）

②平成２８年度の「軍用地料支払明細書」（防衛局配布）

③認印

北谷町役場　総務部　企画財政課　企画調整係

ＴＥＬ：０９８-９３６-１２３４（内線１６５・１６６）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １月 ２月 ３月10月 11月 12月

不動産価格調査不動産価格調査 申出受付申出受付
買取
決定
買取
決定

買取
協議
買取
協議 契約契約

売買代金
支払い
売買代金
支払い

所有権
移転
所有権
移転
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北谷町 総務部 企画財政課

　　　　　ＴＥＬ：０９８－９３６－１２３４（内線１６５・１６６）

　　　　　ＦＡＸ：０９８－９３６－７４７４

お問い合わせ先お問い合わせ先


