
 

【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（セメント製品製造業） 

（地方税２３）（軽油引取税：外） 

2 要望の内容 セメント製品製造業を営む者の事業場内において、専らセメント製

品又はその原材料の積卸しのために使用するフォークリフト等の機

械の動力源の用途に供する軽油について、1kL につき 32,100 円（32.1

円／L）の課税免除の延長。 

3 担当部局 製造産業局住宅産業窯業建材課 

4 評価実施時期 平成２６年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和５６年度 創設 

平成２１年度 ３年間延長 

平成２４年度 ３年間延長 

6 適用又は延長期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日（３年間） 

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》 

土木・建築用の重要な基礎資材であるセメント製品を円滑かつ低廉に

供給することにより、国民生活を維持する社会資本整備や住宅等の建設

を促進し、我が国産業、経済の発展を図るとともに、中小企業であるセ

メント製品製造業者の経営の安定を通じてこれら産業での雇用の安定を

図る。 

 

《政策目的の根拠》 

コンクリート管やコンクリートブロック等のセメント製品は、社会資

本整備や土木建築分野に不可欠な基礎資材であり、道路や橋、鉄道、空

港・港湾等のほか、各種防災、災害復旧工事など、我々の社会生活に必

要な構造物の建設にとって不可欠な建設資材等である。 

一方、こうしたセメント製品を製造する事業場内で使用するフォーク

リフトやホイールローダー等で使用する軽油は、運輸業のトラック等と

異なり、他の動力等に転換することができない。また、こうした事業者

の殆どが経営基盤の脆弱な中小企業（中小企業比率９９％）であり、軽

油引取税による課税があった場合に、その負担を下流のゼネコン等に価

格転嫁しにくい状況にある。 

こうしたことから、サプライチェーンの中で弱い立場にあるセメント

製品製造業者に自社の経営努力では回避し得ない課税を行うことは、こ

うした事業者の経営状態と雇用に大きな影響を与えることとなり、ひい

ては社会インフラ等の整備に不可欠なセメント製品の安定的供給に支障

を及ぼす可能性がある。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

経営安定・取引適正化 
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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》 

中小企業であるセメント製品製造業者の経営の安定化を通じて雇用の

安定を図り、また、土木・建築用の重要な基礎資材であるセメント製品

の円滑で低廉な供給を図る。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

セメント製品の大幅な価格上昇の抑制や供給量の安定化、同産業にお

ける急激な雇用減の回避。 

 

《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》 

中小企業比率が高く下流産業に価格転嫁が難しいセメント製品製造事

業者の経営の安定を通じて急激な価格上昇の抑制を図ることは、円滑な

セメント製品の供給につながるほか、セメント製品製造産業における雇

用の維持に寄与する。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 （年度）     （適用件数）    （適用数量（kL））            

平成２１年度    １，０９１     １７，９７７ 

平成２２年度    １，０５４     １７，３４８ 

平成２３年度    １，０３０     １７，１９１ 

平成２４年度    １，０１１     １７，９８４ 

平成２５年度    １，０１１     １７，９８４ 

平成２６年度    １，０１１     １７，９８４ 

平成２７年度    １，０１１     １７，９８４ 

平成２８年度    １，０１１     １７，９８４ 

平成２９年度    １，０１１     １７，９８４ 

出所：総務省「道府県税の課税状況等に関する調」、平成２５年度以降

は経済産業省試算（生産量の予測が困難なため同数と見込む。） 

 

② 減収額 （年度）     （減税額（百万円）） 

平成２１年度      ５７７ 

平成２２年度      ５５７ 

平成２３年度      ５７２ 

平成２４年度      ５７７ 

平成２５年度      ５７７ 

平成２６年度      ５７７ 

平成２７年度      ５７７ 

平成２８年度      ５７７ 

平成２９年度      ５７７ 

出所：総務省「道府県税の課税状況等に関する調」、平成２５年度以降

は経済産業省試算（生産量の予測が困難なため同数と見込む。） 

 

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 4 月～平成 26 年 3 月） 

セメント製品の市場価格について、主要原料であるセメントの価格変

動による要因を除き比較的安定しており、近年１０年間において１％程

度の変動で推移し、低廉で安定的な供給が行われている。また、現在の

ところ急激な雇用者の減少などにはつながっていない。これらは将来に

おいても同程度の効果があるものと想定される。 

       セメント(原料)    セメント製品 

平成２１年  １０６．０％     １０５．３％ 
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平成２２年  １０１．７％     １０１．４％ 

平成２３年  １００．０％     １００．０％ 

平成２４年  １０１．０％     １００．０％ 

平成２５年  １００．０％     １００．０％ 

出所：（一財）経済調査会「積算資料」 

《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 4 月～平成 26 年 3 月） 

 同上 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 21 年 4 月～平成 26 年 3 月） 

アンケート調査によれば、約８割のセメント製品製造業者が本措置を

利用している一方で、本措置が廃止された場合には、これまで税制措置

を受けていた事業者のうち１３％の事業者が平均２人の従業員の削減

を、また、３％の事業者が平均５％の事業の縮小を考えると回答してい

る。 

 このように、本措置の撤廃は、事業者の経営の安定や雇用の維持など当

業界全体に大きな影響を及ぼす恐れがあり、また、こうした経営状況の悪化等

により、セメント製品の円滑な供給に大きな支障が生じる可能性がある。 

 

税制の適用がなくなった場合の事業者の対応 

対応内容  具体的内容 

従業員の削減 13％ 平均 2 人程度人員を削減 

事業縮小 3％ 平均 5％程度事業を縮小 

（資料）アンケート調査 

 

《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 4 月～平成

26 年 3 月） 

前記のとおり、アンケート調査によれば、１３％の事業者が平均２人の従業

員の削減を、また、３％の事業者が平均５％の事業の縮小を考えると回答し

ており、本措置は、昨今の厳しい雇用情勢の中、地域の雇用維持に大きく貢

献している。 

さらに、セメント製品の市場価格についても、主要原料であるセメントの価格

変動による要因を除き比較的安定しており、近年１０年間において１％程度の

変動で推移していることから、製品の低廉かつ安定的な供給が確保されてき

たところである。 

したがって、本措置は当該事業の経営基盤の安定化に大きく寄与し、セメン

ト製品の円滑かつ低廉な供給や雇用の維持に有効な手段である。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

 本措置の存廃は、土木・建築用の基礎資材として使用されるセメント

製品の円滑かつ低廉な供給の確保や経営基盤が脆弱な当該事業者の経営

安定等に大きな影響がある。 

本措置が廃止された場合には、これら事業者の経営不安定化の要因と

なり、製品の安定供給にも支障が生じる可能性がある。このため、本措

置はこうした事態を回避し、国民生活に直結した土木・建築工事に必要

な物資の安定供給と当該産業での雇用の安定化に貢献する有効な措置で

ある。 
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② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 他の支援措置との関係はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本措置により、製品の円滑かつ低廉な供給と、中小企業であるセメント製品

製造業者の経営の安定と雇用の維持が図られており、地域経済の発展に大

きく寄与している。 

10 有識者の見解 － 

 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 23 年 8 月 

 

４ 



 

  

【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

軽油引取税の課税免除の特例措置（鉱物の掘採事業を営む者のうち岩石及

び砂利掘採業） 

（地方税２４）（軽油引取税：外） 

 

2 要望の内容 さく岩機、動力付試すい機並びに鉱物（岩石及び砂利に限る）の掘削事業を

営む者の事業場（砂利を洗浄する場所を含む。）内において、専らその掘削、

積込み又は運搬のために使用する機械（道路運送車両法第４条の規定によ

る登録を受けているものを除く。）の動力源の用途に供する軽油について、

１kL につき 32,100 円（32.1 円／L）の課税免除の特例措置の延長。 

3 担当部局 製造産業局住宅産業窯業建材課 

4 評価実施時期 平成２６年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和３６年度 創設 

昭和３７年度 拡充 ・「鉱物」に「砂利」を含める。 

・対象機械を「「鉱物の掘採及び運搬のために使用

されるパワーショベル、ブルドーザーその他これ

らに類する機械及びダンプカー」から「鉱物の掘

採、積込み又は運搬のために使用する機械」に拡

充。 

昭和４６年度 拡充 「事業場」に「砂利を洗浄する場所」を含める。 

平成２１年度 ３年間延長 

平成２４年度 ３年間延長 

6 適用又は延長期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日（３年間） 

 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》 

鉄鋼、セメント、木材等と並んで土木・建築用の重要な基礎資材である砂

利、砕石（岩石を砕いたもの）を円滑かつ低廉に供給することにより、国民の生

活を維持する社会資本整備や住宅等の建設（民生需要）を円滑に進めるとと

もに、中小企業である砂利採取業者や採石業者の経営の安定と雇用の安定

化を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

砂利等は、骨材の中核として、生コンクリートの原料や路盤材など社会資本

整備に必要な土木建築分野に不可欠な基礎資材であり、住宅、ビル並びに道

路、橋、トンネル、ダム、鉄道及び港湾施設のほか、各種防災、災害復旧工事

など、我々の社会生活に必要な構造物の建設にとって不可欠な建設資材等で

ある。 

  一方、砂利採取場や採石場で掘削などに使用されるブルドーザーや油圧シ

ョベル等は、運輸業のトラック等と異なり、他の運送手段や動力源に転換する

ことができない。また、事業者の殆どが経営基盤の脆弱な中小企業（中小企業

比率９９％）であり、軽油引取税による課税があった場合に、立場上その負担

を下流のゼネコン等に価格転嫁しにくい状況にある。更に、アンケート調査に

よれば、生産費中に占める軽油価格の割合も平均１割を超えており極めて高

い。  

  こうしたことから、サプライチェーンの中で弱い立場にある砂利採取業者等
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に自社の経営努力では回避し得ない課税を行うことは、こうした事業者の経営

状態と雇用に大きな影響を与えることとなり、ひいては社会インフラ等の整備

に必要不可欠な砂利等の安定的供給に支障を及ぼす可能性がある。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

経営安定・取引適正化 

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》 

中小企業である砂利採取業者等の経営の安定と雇用を維持し、土木・建築

用の重要な基礎資材である砂利等の円滑かつ低廉な供給を図る。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

砂利等価格の大幅な価格上昇の抑制や供給量の安定化、同業界における

急激な雇用減の回避。 

 

《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》 

中小企業比率が高く、下流産業に価格転嫁が難しい砂利採取業者等の経

営の安定を通じて大幅な価格上昇の抑制を図ることは、砂利等の円滑で低廉

な供給と砂利採取業者等における経営の安定と雇用の維持に大きく寄与す

る。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 適用件数    適用数量（ｋL）    

平成２１年度    ２，０２５     ３２３，９６０    

平成２２年度    １，９９２     ３０８，２０３    

平成２３年度    １，８９４     ２９３，０４８      

平成２４年度    １，９１１    ３１３，８９１    

平成２５年度    １，９１９    ３１６，３０３    

平成２６年度    １，９１９     ３１６，３０３     

平成２７年度    １，９１９     ３１６，３０３      

平成２８年度    １，９１９     ３１６，３０３      

平成２９年度    １，９１９     ３１６，３０３  

※アンケート調査によれば、８割を超える事業者が本措置を利用。 

※総務省「道府県税の課税状況等に関する調」、経済産業省調べ・試算 

② 減収額 減収額（百万円）    

平成２１年度    １０，３９９          

平成２２年度     ９，８９３           

平成２３年度     ９，４０７            

平成２４年度    １０，０７６           

平成２５年度    １０，１５３               

平成２６年度    １０，１５３ 

平成２７年度    １０，１５３ 

平成２８年度    １０，１５３ 

平成２９年度    １０，１５３     

※総務省「道府県税の課税状況等に関する調」、経済産業省調べ・試算 

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３月～平成２６年３月） 

砂利等の市場価格については、平成２１年から平成２５年までの５年間の平

均伸び率が１％前後と低位で推移し、供給も安定している。また、中小企業で

ある砂利採取業者等において、急激な雇用の減少などは見受けられず、その
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維持が図られている。これらは、将来においても同程度の効果があるものと想

定される。 

 

                （砂利）    （砕石） 

 平成 21 年      100.8％     101.4％ 

 平成 22 年       100.6％    100.3％     

 平成 23 年      100.9％    100.3％ 

 平成 24 年      101.3％    100.0％ 

 平成 25 年      102.0％    101.3％         

   ※出典： 一般財団法人建設物価調査会「建設物価」 

《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２

１年３月～平成２６年３月） 

同上 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成２１年３月～平成２６年３月） 

アンケート調査によれば、８割を超える砂利採取事業者が本措置を利用して

いる一方で、本措置が廃止された場合には、１２％の事業者が当該事業から

の撤退を、また、２３％の事業者は平均３人の従業員の削減を考えるとしてい

る。更に、営業利益が赤字となっている事業者の赤字幅が拡大するばかりで

なく、黒字の事業者のうち５０事業者が赤字に転落する状況にあるなど、事業

からの撤退や倒産等を加速させる懸念がある。 

  このほか、２０％の事業者は平均２０％の大幅な事業縮小を考えるとしてい

る。 

このように、本措置の撤廃は、事業者の経営の安定や雇用の維持など当業

界全体に大きな影響を及ぼす恐れがあり、また、こうした経営状況の悪化等に

より、砂利等の円滑で低廉な供給に大きな支障が生ずる可能性がある。 

税制の適用がなくなった場合の事業者の対応 

対応内容  具体的内容 

事業撤退 12％  

従員の削減 23％ 平均 3 人程度人員を削減 

事業縮小 20％ 平均 20％程度事業を縮小 

（資料）アンケート調査 

 

《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３月～平成

２６年３月） 

 前記のように、アンケート調査によれば、本措置が廃止された場合には、１

２％の事業者が当該事業からの撤退を、また、２３％の事業者は平均３人の従

業員の削減を考えるとしているほか、営業利益が赤字となる事業者が拡大す

る等、事業からの撤退や倒産等を加速させる懸念があり、現下の雇用情勢が

厳しい中、本措置は、事業者の経営の安定と地域における雇用維持に大きく

貢献している。 

更に、砂利等の市場価格についても、平成２１年から平成２５年までの５年

間の平均伸び率が１％前後と低位で推移し、その円滑かつ低廉な供給が図ら

れている。 

このように、本措置は、当該事業の経営基盤の安定化に大きく寄与し、砂利

等の円滑かつ低廉な供給や雇用の維持に有効な手段である。 

３ 



 

  

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置の存廃は、土木・建築用の基礎資材として使用される砂利等の円滑

かつ低廉な供給の確保や経営基盤が脆弱な砂利採取業者等の経営の安定

等に大きな影響がある。 

  仮に本措置が廃止された場合には、これら事業者の経営不安定化の要因

となり、事業からの撤退や倒産等を加速させる懸念があるほか、製品の安定

供給にも支障が生じ、結果的に国民生活に直結した建設業等にも多大な影響

（国民の負担増）を及ぼす可能性があることから、こうした状況を回避する観点

からも、本措置の継続は必要である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 他の支援措置との関係はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本措置により、製品の円滑かつ低廉な供給と、中小企業者である砂利採取

業者等の経営の安定と雇用の維持が図られており、地域経済の発展にも寄与

している。 

10 有識者の見解  

― 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２３年８月 

 

 

 

４ 



 

【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（生コンクリート製造業） 

（地方税２２）（軽油引取税：外） 

2 要望の内容 生コンクリート製造業を営む者の事業場内において、専ら骨材の積卸

しのために使用するフォークリフト等の機械の動力源の用途に供する軽

油について、１kL につき 32,100 円（32.1 円／L）の課税免除の延長。 

3 担当部局 製造産業局住宅産業窯業建材課 

4 評価実施時期 平成２６年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成１３年度 創設 

平成２１年度 ３年間延長 

平成２４年度 ３年間延長 

6 適用又は延長期間 平成２７年４月１日～平成３０年３月３１日（３年間） 

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》 

土木・建築用の重要な基礎資材である生コンクリートを円滑かつ低廉

に供給することにより、国民生活を維持する社会資本整備や住宅等の建

設を促進し、我が国産業、経済の発展を図るとともに、中小企業である

生コンクリート製造業者の経営の安定を通じてこれら産業での雇用の安

定を図る 

 

《政策目的の根拠》 

生コンクリートは、社会資本整備や土木建築分野に不可欠な基礎資材

であり、道路や橋、鉄道、空港・港湾等のほか、各種防災、災害復旧工

事など、我々の社会生活に必要な構造物の建設にとって不可欠な建設資

材等である。 

一方、こうした生コンクリートを製造する事業場内で使用するフォー

クリフトやホイールローダー等で使用する軽油は、運輸業のトラック等

と異なり、他の動力等に転換することができない。また、こうした事業

者の殆どが経営基盤の脆弱な中小企業（中小企業比率９９％）であり、

軽油引取税による課税があった場合に、その負担を下流のゼネコン等に

価格転嫁しにくい状況にある。 

こうしたことから、サプライチェーンの中で弱い立場にある生コンク

リート製造業者に自社の経営努力では回避し得ない課税を行うことは、

こうした事業者の経営状態と雇用に大きな影響を与えることとなり、ひ

いては社会インフラ等の整備に不可欠な生コンクリートの安定的供給に

支障を及ぼす可能性がある。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

経営安定・取引適正化 

 

１ 



 

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》 

中小企業である生コンクリート製造業者の経営の安定化を通じて雇用

の安定を図り、また、土木・建築用の重要な基礎資材である生コンクリ

ートの円滑で低廉な供給を図る。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

生コンクリートの大幅な価格上昇の抑制や供給量の安定化、同産業に

おける急激な雇用減の回避。 

 

《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》 

中小企業比率が高く下流産業に価格転嫁が難しい生コンクリート製造

業者の経営の安定を通じて急激な価格上昇の抑制を図ることは、円滑な

生コンクリートの供給につながるほか、生コンクリート製造産業におけ

る雇用の維持に寄与する。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 （年度）      （適用件数）  （適用数量（kL））            

平成２１年度      ９５      ２，６１７ 

平成２２年度      ９０       ８６４ 

平成２３年度      ９３      ７８１ 

平成２４年度      ９０      ８０９ 

平成２５年度      ９０      ８０９ 

平成２６年度      ９０      ８０９ 

平成２７年度      ９０      ８０９ 

平成２８年度      ９０      ８０９ 

平成２９年度      ９０      ８０９ 

出所：総務省「道府県税の課税状況等に関する調」、平成２５年度以降

は経済産業省試算（生産量の予測が困難なため同数と見込む。） 

 

② 減収額 （年度）    （減税額（百万円）） 

平成２１年度      ８４ 

平成２２年度      ２８ 

平成２３年度      ２５ 

平成２４年度      ２６ 

平成２５年度           ２６ 

平成２６年度      ２６ 

平成２７年度      ２６ 

平成２８年度      ２６ 

平成２９年度      ２６ 

出所：総務省「道府県税の課税状況等に関する調」、平成２５年度以降

は経済産業省試算（生産量の予測が困難なため同数と見込む。） 

 

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 4 月～平成 26 年 3 月） 

生コンクリートの市場価格について、主要原料であるセメントの価格

変動による要因を除き比較的安定しており、近年１０年間において１％

程度の変動で推移し、低廉で安定的な供給が行われている。また、現在

のところ急激な雇用者の減少などにはつながっていない。これらは将来

においても同程度の効果があるものと想定される。 

       セメント(原料)    生コンクリート  

平成２１年  １０６．０％     １０１．７％ 

２ 



 

平成２２年  １０１．７％     １０３．５％ 

平成２３年  １００．０％      ９９．０％ 

平成２４年  １０１．０％     １００．０％ 

平成２５年  １００．０％     １０１．４％ 

出所：（一財）経済調査会「積算資料」 

《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 4 月～平成 26 年 3 月） 

  同上 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 21 年 4 月～平成 26 年 3 月） 

アンケート調査によれば、本措置が廃止された場合には、現在本措置を活

用している事業者のうち６％の事業者が平均２人の従業員の削減を考えると

回答している。 

  このように、本措置の撤廃は、事業者の経営の安定や雇用の維持など当業

界全体に大きな影響を及ぼす恐れがあり、また、こうした経営状況の悪化等に

より、生コンクリートの円滑な供給に大きな支障が生じる可能性がある。 

 

税制の適用がなくなった場合の事業者の対応 

対応内容  具体的内容 

従業員の削減 6％ 平均 2 人程度人員を削減 

（資料）アンケート調査 

 

《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 4 月～平成

26 年 3 月） 

前記のとおり、アンケート調査によれば、６％の事業者が平均２人の従業員

の削減を考えると回答しており、本措置は、昨今の厳しい雇用情勢の中、地域

の雇用維持に大きく貢献している。 

さらに、生コンクリートの市場価格についても、主要原料であるセメントの

価格変動による要因を除き比較的安定しており、近年１０年間において

１％程度の変動で推移していることから、製品の低廉かつ安定的な供給が

確保されてきたところである。 

したがって、本措置は当該事業の経営基盤の安定化に大きく寄与し、生コン

クリートの円滑かつ低廉な供給や雇用の維持に有効な手段である。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置の存廃は、土木・建築用の基礎資材として使用される生コンク

リートの円滑かつ低廉な供給の確保や経営基盤が脆弱な当該事業者の経

営安定等に大きな影響がある。 

 本措置が廃止された場合には、これら事業者の経営不安定化の要因と

なり、製品の安定供給にも支障が生じる可能性がある。このため、本措

置はこうした事態を回避し、国民生活に直結した土木・建築工事に必要

な物資の安定供給と当該産業での雇用の安定化に貢献する有効な措置で

ある。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 他の支援措置との関係はない。 

３ 



 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 本措置により、製品の円滑かつ低廉な供給と、中小企業である生コンクリー

ト製造業者の経営の安定と雇用の維持が図られており、地域経済の発展に大

きく寄与している。 

10 有識者の見解 － 

 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 23 年 8 月 

 

 

４ 



 

１ 
 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

中小企業等の貸倒引当金の特例の延長 

（国税 28・地方税 34（自動連動））（法人税：義、法人住民税：義、事業税：義） 

2 要望の内容 資本金１億円以下の中小企業等については、貸倒引当金の繰入限度額の計

算は、貸倒実績率によらずに法定繰入率によることができることとされているが、

事業協同組合（事業協同小組合及び協同組合連合会を含む）及び商工組合(商

工組合連合会を含む)（以下「組合」という。）については、さらに繰入限度額を１

２％増しとすることが認められているところ。 

本税制の割増措置の適用期限を２年間（平成２８年度末まで）延長する。 

3 担当部局 中小企業庁 経営支援部 経営支援課 

4 評価実施時期 平成２６年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

○昭和２５年度 貸倒準備金制度創設 

○昭和３９年度 貸倒引当金への変更 

○昭和４１年度 中小企業等の特例創設（割増率２０％） 

○昭和５５年度 中小企業等の割増率の縮減（割増率２０％→１６％） 

○平成１２年度 公益法人等及び協同組合等を除き、廃止 

○平成１７年度 ２年延長 

○平成１９年度 ２年延長 

○平成２１年度 ２年延長 

○平成２３年度 １年延長 

○平成２４年度 ３年延長  

貸倒引当金制度の対象の限定（中小法人等） 

組合等の割増率の縮減（割増率１６％→１２％） 

6 適用又は延長期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日（２年間） 

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》 

中小企業の経営基盤の強化を図るため、組合の貸倒れに係るリスク担保力を

充実させることにより、中小企業の事業基盤の安定化及び組合の健全な取引活

動を支援する。 

《政策目的の根拠》 

中小企業組合制度は、中小企業等協同組合法に基づくもので、中小規模の商

業、工業、鉱業、運送業、サービス業その他の事業を行う者等が相互扶助の精

神に基づき、協同して事業に取り組むことによって、これらの者の公正な経済活

動の機会を確保し、もってその自主的な経済活動を促進し、かつ、その経済的行

為の向上を図ることを目的として、中小企業の持つ脆弱部分を個々の力を結集

することにより強化・補完しようとする者の努力を支援するものであり、中小企業

施策の中で重要な位置を占めている。 

中小企業基本法において、共同化の推進（第１８条）として「中小企業者の事

業の共同化のための組織の整備」が明記されている。また、中小企業憲章の基

本原則として、「中小企業組合、業種間連携などの取組を支援し、力の発揮を増

幅する」と明記されている。 

組合は実施する共同経済事業の内容に応じて、金銭債権（共同販売・共同受

注）、貸付債権（資金の貸付）等を有することとなり、その取引先は現在の経済情

勢の下で倒産する確率が高い中小企業が多い。そのため、倒産の予測可能性

の見極めは困難であり、また、貸倒実績のブレが大きくなる傾向にある。仮に取



 

２ 
 

引先が倒産した場合には、組合事業の停滞などにより、その損害や取引不安が

組合や組合員はもとより、組合の債権者等にまで連鎖的に波及することが懸念

される。また、組合員は製品の販売等において共同経済事業に依存していること

から、組合員の経営に甚大な影響を及ぼすおそれがある。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 ４．中小・地域 

 ４－３ 経営安定・取引適正化 

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》 

貸倒れに係るリスク担保力を確保し、中小企業の事業基盤の安定化及び組合

の取引活動の健全化を図る。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本税制措置は、貸倒れが発生した場合に備えて貸倒引当金の引当を促す措

置であり、具体的な目標達成金額等はないが、ひとつの指標として、中小企業者

の資金繰り DI がプラスに転じることが挙げられる。 

【資金繰りＤＩの推移（前年同月比）】 

○平成２３年 ３月期  ▲３６．０ 

○平成２３年 ６月期  ▲３１．３ 

○平成２３年 ９月期  ▲２８．６ 

○平成２３年１２月期  ▲２５．４ 

○平成２４年 ３月期  ▲２２．２ 

○平成２４年 ６月期  ▲２０．９ 

○平成２４年 ９月期  ▲２３．２ 

○平成２４年１２月期  ▲２３．１ 

○平成２５年 ３月期  ▲１９．２ 

○平成２５年 ６月期  ▲１７．５ 

○平成２５年 ９月期  ▲１３．２ 

○平成２５年１２月期  ▲ ８．２ 

○平成２６年 ３月期  ▲ ５．８ 

○平成２６年 ６月期  ▲１３．３ 

（出典：全国中小企業団体中央会「中小企業月次景況調査」） 

（調査対象：2,600 組合の役職員） 

《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》 

組合の資金繰りは、東日本大震災の影響により悪化し、以降改善傾向にある

が、依然として厳しい状況が続いている。そのため、本税制措置による中小企業

組合の経営基盤の安定･強化は、引き続き必要である。 

また、組合における貸倒れの発生件数・貸倒総額のブレも大きくなっている。 

【貸倒発生組合数等の推移】  

 （金額単位：百万円） 

 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 

発生組合数 911 486 326 683 653 

発生件数 2,186 2,479 2,608 3,825 3,918 

貸倒総額 5,878 2,826 3,098 6,522 5,669 

（出典：全国中小企業団体中央会調査による推計） 
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8 有効性

等 

① 適用数等 ①「租税特別措置の適用実態調査結果に関する報告書」（第１８６回国会提出）

の適用件数は次のとおり。 

中小企業者等の貸倒引当金の特例 ２３年度 ２４年度 

適用件数 9,293 の内数 8,994 の内数 

②「租税特別措置の適用実態調査結果に関する報告書」に記載された数値は、

本要望対象の組合以外の他の法律に基づく組合等の適用件数及び適用額が合

算された数値であり、本要望対象の組合に係る数値のみを抽出することができな

い。本要望対象の組合に限定した適用件数等は次のとおり。 

（金額単位：百万円） 

 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 

組合総数 39,165 33,482 31,211 30,574 

繰入実施組合数 9,204 5,926 5,181 8,958 

(実施割合) (23.5%) (17.7%) (16.6%) (29.3%) 

特例利用組合数 8,807 5,778 4,963 8,761 

特例繰入限度額 

(1 組合平均) 

24,448 

(2.8) 

15,970 

(2.8) 

10,536 

(2.1) 

15,524 

(1.8) 

 

 H25 年度 H26 年度（見込） 

組合総数 30,020 30,020 

繰入実施組合数 8,826 8,826 

(実施割合) (29.4%) (29.4%) 

特例利用組合数 8,552 8,552 

特例繰入限度額 

(1 組合平均) 

14,034 

(1.6) 

14,034 

(1.6) 

（出典：全国中小企業団体中央会調査による試算・推計） 

注）全国中小企業団体中央会が毎年度実施している貸倒引当金利用実態調

査結果の貸倒引当金実施比率・特例利用実施比率により、組合全体での利

用数を推計(組合総数×貸倒引当金実施比率(特例利用実施比率))。平成２

６年度見込みは平成２５年度と同様に推移すると仮定して計算。 

③貸倒引当金の繰入実施組合は全体の約３割となっている。また、平成２４年３

月の全国中小企業団体中央会「事業協同組合実態調査報告書」によると、債権

回収リスクが比較的高い事業である「共同受注事業」(18.0%)、「共同販売事業」

(10.5%)が組合の重点事業となっていることから、本税制措置は実質的な適用対

象組合でほぼ利用されている。また、本税制措置は幅広い業種で利用されてい

る。 

【組合の重点事業の割合】 

 重点事業としている組合の割合 

共同受注事業 18.0% 

共同販売事業 10.5% 

事業資金の貸付事業 4.7% 

債務保証事業 1.6% 

（出典：平成 24 年 3 月全国中小企業団体中央会「事業協同組合実態調査報告

書」 有効回収組合数：2,379 組合） 
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【引当実施組合の業種別割合の推移】 

 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 

製造業 34.9% 31.4% 30.1% 28.6% 27.8% 

建設業 13.6% 15.4% 17.9% 15.7% 16.1% 

運輸業 7.8% 7.2% 8.4% 9.0% 8.9% 

卸売業 7.5% 8.8% 5.9% 9.5% 9.6% 

小売業 13.9% 13.8% 14.6% 13.4% 13.4% 

サービス業 16.2% 14.2% 15.8% 12.4% 13.2% 

（出典：全国中小企業団体中央会調査） 

② 減収額 ①「租税特別措置の適用実態調査結果に関する報告書」（平成２４年度）を基に

試算した減収額（実績推計）は、▲６６億円の内数。 

②「租税特別措置の適用実態調査結果に関する報告書」に記載された数値は、

本要望対象の組合以外の他の法律に基づく組合等の減収額が合算された数値

であり、本要望対象の組合に係る数値のみを抽出することができない。本要望対

象の組合に限定した減収額は次のとおり。 

（単位:百万円） 

 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度

（見込） 

減収額 742 484 319 316 286 286 
 

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２５年度） 

上記のとおり、組合の資金繰りは、東日本大震災の影響により悪化し、以降改

善傾向にあるが、依然として厳しい状況が続いている。 

また、中小企業の倒産比率は次のとおり推移しており、いまだ組合の経営基

盤の安定・強化に十分な引当金の繰入れが困難な状況になっている。 

【中小企業倒産比率の推移】 

 H21 年 H22 年 H23 年 H24 年 H25 年 

倒産比率 1.58% 1.45% 1.40% 1.36% 1.23% 

（出典：中小企業白書、法務省「登記統計」の情報を基に算出） 

《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２５年度） 

組合における貸倒れの発生件数・貸倒総額のブレが大きくなっている。また、

組合の経営基盤は依然として脆弱な状況にあり、いまだ組合の経営基盤の安

定・強化に十分な引当金の繰入れが困難な状況になっている。 

【貸倒発生組合数等の推移】 

 （金額単位：百万円） 

 H21 年度 H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 

発生組合数 911 486 326 683 653 

発生件数 2,186 2,479 2,608 3,825 3,918 

貸倒総額 5,878 2,826 3,098 6,522 5,669 

（出典：全国中小企業団体中央会調査による推計） 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対象

期間：平成２１年度～平成２５年度） 

 本税制措置が廃止された場合には、割増前の貸倒引当金繰入額を超える部

分の金額が有税となるが、組合は中小企業が出資して組織される相互扶助団体

であり、経営基盤が脆弱である。そのため、有税での引当となった場合には、引

当水準の低下が懸念される。引当水準が低下した場合には、実際に貸倒れが発

生した際に内部留保が毀損しかねず、このことが共同事業の取引先や金融機関

等に対する信用力の低下に直結し、組合の事業継続に重大な影響を及ぼすお

それがある。 
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 また、組合事業の停滞が、組合･組合員はもとより、その債権者を巻き込んだ多

数の関係企業の事業継続を困難にするおそれもある。 

《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２５

年度） 

 中小企業の倒産比率は上記のとおり推移している。組合の主力事業である共

同販売等の貸倒れにより、組合事業が停滞することは、組合・組合員はもとより、

その債権者を巻き込んだ多数の関係企業の事業継続を困難にさせる。 

組合は、上記貸倒れに備えるために、貸倒引当金を設定していることから、本

税制措置を継続し、組合の共同事業の破綻を回避することによって、貸倒リスク

の連鎖化に歯止めをかけ、企業が集積する地域経済への悪影響を回避する。 

 また、本税制措置は、貸倒れが発生した場合に備えて貸倒引当金の引当を促

す措置であるが、貸倒引当金は、組合が各事業年度に貸倒実績等に基づき引

当額を見込み、損失処理するものであることから、本税制措置の効果を定量的

に把握すること、また、当該効果を税減収額と比較することは困難である。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

①組合の取引先が倒産した場合、組合事業の停滞などにより、その損害や取引

不安が組合や組合員はもとより、組合の債権者等にまで連鎖的に波及する。ま

た、組合員は共同経済事業に依存していることから、そのリスクは個々の組合員

の事業存続に甚大な影響を及ぼす。そのため、貸倒引当金の繰入れを十分に行

い、その損害や取引リスクを軽減することによって、組合の健全な発展と組合員

及び債権者の企業経営も継続可能となる。 

②本税制措置は、税の減免措置ではなく、繰延措置であり、仮に補助金等の政

策手段で当該措置を行った場合、適用対象全組合（平成２５年度特例利用組合

数（推計）８，５５２組合）に同様に措置するには膨大な執行コストがかかることと

なる。補助金等の他の措置で行うよりも広く組合に適用でき、最小の政策資源で

対応が可能である本税制で措置することが妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

本税制措置と同一の目的・対象要件で交付される補助金等は存在しない。 

なお、組合に対しては、その全所得に対して法人税が課税されるが、組合は、

営利を目的とせず、組合員の共同の利益の増進を目的とするものであるため、

法人税率の１９％（年８００万円以下の所得には１５％）の軽減税率が適用

されている等、各般の税制上の支援措置が講じられている。 

法人税率の１９％の軽減税率は、組合が以下の特徴を有するが故に内部留

保の充実が不可欠であることから、その充実を目的としている。 

(1)組合は、信用力、資金調達力が弱い中小企業が不足する経営資源の相互補

完を図りつつ、協同して事業に取り組むために設立。 

(2)組合は、具体的には、共同販売、資金の貸付け、共同施設の設置等による経

営体質改善、生産性の向上、新たな設備の導入を図るための事業等を行う

が、中小企業の集合体であるため財務基盤が脆弱。 

本税制措置（貸倒引当金の特例）については、貸倒リスクを伴う共同経済事業

を行う組合が、貸倒れによって内部留保が毀損することを防止し、また、組合員

への影響を防止するという消極的な内部留保の充実を目的としており、繰入限

度額の１２％増しとすることが認められている。 

これらの税制措置を相互に活用することで組合の経営基盤の安定、かつ中小

企業の経営基盤の強化につながる。 
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③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

税負担を軽減することで、貸倒れに備えるための引当金の引当を促す措置で

あり、地方税においても同様の措置が必要である。 

また、 地方では、本税制制度が活用されることにより、地域の同業種を網羅

する組合が安定した財政基盤の上で事業を行うことにより稗益されるものである

ことから、地方公共団体が一定の措置を講ずることは妥当である。 

10 有識者の見解 ― 

 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２２年８月 
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

特定再開発建築物等の割増償却制度の延長 

（国税４）（法人税：義、個人所得税：外） 

2 要望の内容  認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づいて行われる特定

民間中心市街地経済活力向上事業により整備される建築物及び構築物の取

得に対する割増償却（５年間 割増率 30％）の適用期限（平成 27年３月 31日）

を 2 年間延長する。 

 

3 担当部局 経済産業省商務流通保安グループ中心市街地活性化室 

4 評価実施時期 平成 26 年７月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 26 年度 創設 

 

6 適用又は延長期間 ２年間（平成 27 年４月～平成 29 年３月） 

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》 

 改正中心市街地活性化法により創設された特定民間中心市街地経済活力

向上事業のもと、地元住民や自治体の強いコミットメントがあり、かつ経済効果

の高い民間プロジェクトに絞り込んで、従来より手厚い支援を重点的に行うこと

により、民間投資の喚起を通じた中心市街地の活性化を図る。 

（参考） 

 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針第 11 章 抜粋 

 

《政策目的の根拠》 

 中心市街地の活性化については、平成 10 年に中心市街地活性化法を制定

し、平成 18 年にまちなか居住や都市機能整備も含め総合的な対策を講じるた

め同法の見直しを行ってきたが、平成 18 年度から平成 24 年度末までに市町

村が策定する中心市街地活性化の基本計画期間が終了した 44 中心市街地

において、各市が自己評価を実施したところ、目標達成率が約３割となってお

り、中心市街地が十分に活性化しているとは言えない状況であり、この要因の

一つとして、中心市街地活性化に対する民間投資が不十分であったことが挙

げられる。 

こうした状況を踏まえ、民間投資を喚起するため、民間事業者の事業採算

性を向上させ、事業実施を決断させるインセンティブを与える必要がある。その

ため、建物等の取得時における割増償却制度を活用することにより、ランニン

グコストの低減化を図り、魅力ある商業施設の整備を強力に促し、中心市街地

の活性化につなげるための本租税特別措置を延長する必要がある。 

（参考） 

 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針第１章 抜粋 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

経営安定・取引適正化 

 

（参考） 

 中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律第 50 条 
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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》 

 本租税特別措置等は、自治体からの強いコミットメントを受けた特定民間中

心市街地経済活力向上事業の実施に必要な建物等の取得に係るコストを低

減することで、当該事業の採算性を向上させ、事業実施を決断するインセンテ

ィブを与えるための措置。高い目標の達成というハードルを超える可能性を高

めるために必要な投資負担を軽減することで、事業実施予定者に投資回収の

算段を付けさせ、担い手を呼び込むことを目的としている。 

事業立ち上げ段階では予算、低利融資、規制緩和等による支援を実施する

こととなるが、波及効果をもたらす上で事業継続が不可欠となり、こうしたラン

ニングコストを低減することで採算性を向上させることとなるため、担い手を呼

び込むことを目指す。 

本租税特別措置等が適用される特定民間中心市街地経済活力向上事業

により、中心市街地の経済活力の向上（来訪者、売上高、就業者のいずれか

で評価）を相当程度増加させることを目指す。 

 

（参考） 

中心市街地の活性化を図るための基本的な方針第 11 章 

特定民間中心市街地経済活力向上事業の目標は、以下の二つの要件をとも

に満たすものとして設定されなければならない。 

（１）意欲的な数値指標 

  以下のいずれかの指標を達成することが、当該事業の事業計画に照らして

十分に見込まれること。 

 ①「年間来訪者数」が、中心市街地の居住人口の４倍以上であること。 

 ②「年間売上高」が、中心市街地の年間小売商品販売額の１％以上であるこ

と。 

 ③「年間平均雇用人数」が、50 人以上であること。 

（２）周辺地域の経済活力を向上させる波及効果 

 来訪者、就業者、売上高の増加が、事業実施区域に止まらず、当該事業

実施区域を含んだ中心市街地及びその周辺地域に対して、どのような形で

寄与するかが明確であること。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定をうけた中心市街地で

の通行量、居住人口、就業者数、年間小売販売額、空き店舗率、施設入込

数、公共交通機関利用者数等の統計調査等 

 

《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》 

 中心市街地活性化法における施策は、「日本再興戦略」に掲げられている居

住や都市機能の「コンパクト化」を目指す上で、これまで蓄積されてきた生活機

能やインフラがある中心市街地を第一候補として位置付け、超高齢化・人口減

少社会における持続可能な都市・地域の拠点を形成するもの。都市機能立地

の緩やかなコントロールを図る「都市再生特別措置法」及び持続可能な地域

公共交通ネットワークの形成を目指す「地域公共交通活性化再生法」と一体と

なって、アベノミクスを地域に浸透させることとしている。 

 中でも、中心市街地活性化法に基づき経済産業大臣が認定する「特定民間

中心市街地経済活力向上事業」は、民間投資を一層喚起するために、来訪

者・売上高・就業者を相当程度増加させるなど効果が高く、かつ地元住民や自

治体の強いコミットメントがある民間プロジェクトに限って重点支援を実施する

もの。当該プロジェクトの実施及び継続を中心市街地活性化の起爆剤として民
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間投資を喚起し、周辺地域の経済活力を向上させる波及効果をもたらす拠点

形成を目標としている。 

当該事業は、当該市町村に居住する住民だけでなく、近隣市町村に居住す

る住民の利用や、それ以外の地域から出かけてくる人々の利用も視野に入れ

た高度な機能を有する施設を整備するような取組に対して大胆かつ集中的

に、予算、税、融資等の優遇措置を講じて支援し、中心市街地全体に波及す

る効果を生み出すものである。民間投資によって街並みの連続性が再生し、

個店の魅力が向上することで、中心市街地全体が活性化し、地域の個性を生

かした魅力ある中心市街地の形成の実現に寄与する。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 （適用件数） 

平成 27 年度 ：12 件 

平成 28 年度 ：15 件 

（経済産業省推計） 

 

② 減収額 （減収額） 

平成 27 年度 ：45.7 百万円 

平成 28 年度 ：97.6 百万円 

平成 29 年度 ：86.8 百万円 

平成 30 年度 ：77.7 百万円 

平成 31 年度 ：69.7 百万円 

平成 32 年度 ：36.4 百万円 

（経済産業省推計） 

 

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：改正中心市街地活性化法施行前 1

年間） 

 平成 18 年の中心市街地活性化法改正において、人口減少・高齢化という新

たな課題を意識して、ア．基本計画に対する内閣総理大臣認定制度の導入、

イ．まちづくり会社や商工会議所等が関与する中心市街地活性化協議会の法

制化、ウ．公共公益施設の集約促進・まちなか居住の推進、エ．大規模小売

店舗立地法の特例等の措置を講じたところである。 

しかし、中心市街地活性化基本計画に定めた期間が終了した自治体の自

己評価したところによれば、目標達成率は約３割となっており、特に、経済活力

系（販売額、空き店舗数）の目標達成率は約１割と衰退傾向に歯止めがかか

っていない状況にある。 

商店街への来街者数の減少を分析すると、「魅力ある店舗の減少」、「業

種・業態の不足」や「近郊の大型店の進出」等の要因があり、このような問題に

対応するためには、民間投資を誘発し、個店の魅力を高め、集客力を増加さ

せる取組が必要となっている。 
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【商店街への来街者数の減少要因（３選択肢まで回答）】 

 出典：平成２４年度商店街実態調査（中小企業庁委託事業／平成 25 年３月

発行） 

 

 そこで、地域経済を牽引する市町村の中心市街地において、その中で効果

の高い民間プロジェクトを絞り込んで重点的に手厚い支援を行うことで、個店

の改装・販売促進活動・新商品の提供等に係る設備の導入等により個店の魅

力を高めていくことが有効である。 

 本租税特別措置等は、意欲的な数値目標（来訪者、売上高、就業者のいず

れかで評価）を達成できる魅力ある商業施設等を整備しやすくするための措置

の一つとして、ランニングコストの軽減を図っていくもの。 

本租税特別措置等により、中心市街地の魅力を高め、中心市街地全体を

活性化させ、地域の個性を生かした魅力ある中心市街地の形成の実現を図

る。 

 特定民間中心市街地経済活力向上事業は、今般の法改正により新たに創

設された事業であり、本租税特別措置等は当該事業計画の認定に基づいて

適用措置される。（改正法の施行は平成 26 年７月３日） 

 平成 26 年度においては、すでに特定民間中心市街地経済活力向上事業を

見据えて、中心市街地再興戦略補助金を活用予定の案件が３件あり、また今

後も年間で少なくとも 10 件程度、本租税特別措置等の適用が見込まれる。 

 

《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：改正中

心市街地活性化法施行前 1 年間） 

 中心市街地活性化基本計画に定めた期間が終了した自治体の自己評価し

たところによれば、目標達成率は約３割となっており、特に、経済活力系（販売

額、空き店舗数）の目標達成率は約１割と衰退傾向に歯止めがかかっていな

い状況にある。 

 

【中心市街地活性化基本計画の達成状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：第１回中心市街地活性化評価・調査委員会資料（内閣官房地域活性

化統合本部作成）より経済産業省作成 

通行量 居住人口等 施設入込数等 販売額等 公共交通
機関利用

空き店舗等 その他 計

設定数 45 28 25 18 6 10 13 145

目標達成数 12 5 11 2 2 2 8 42

目標達成率 27％ 18％ 44％ 11％ 33％ 20％ 62％ 29％

基準値改善数 26 13 20 3 5 5 11 83

基準値改善率 58% 46% 80% 17% 83% 50% 85% 57%



 

５ 
 

 

 今般、改正中心市街地活性化法が平成 26 年７月３日に施行されたことを受

け、地元住民や自治体等による強いコミットメントを前提に、実効性のある計画

を立てることができる事業について、政策資源を選択・集中させる特定民間中

心市街地経済活力向上事業として認定し、本租税特別措置の適用により、意

欲的な目標を掲げた民間投資の喚起を通じて中心市街地の魅力を高め、中

心市街地全体が活性化し、地域の個性を生かした魅力ある中心市街地の形

成が期待される。 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》 

 本租税特別措置等がない場合には、中心市街地への民間投資は依然として

低迷し、空き店舗・未利用地の活用は進まず、地域の個性を生かした魅力あ

る中心市街地の形成を図ることはできない。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

減収額の将来推計は、平成 27 年度以降、約 70 百万円／年と推計される。 

一方、平成 18 年の中心市街地活性化法改正において、人口減少・高齢化

という新たな課題を意識した制度の措置を講じたところである。 

しかし、中心市街地活性化基本計画に定めた期間が終了した自治体の自

己評価したところによれば、目標達成率は約３割となっており、特に、経済活力

系（販売額、空き店舗数）の目標達成率は約１割と衰退傾向に歯止めがかか

っていない状況にある。 

今般、新たに行った中心市街地活性化法改正において創設された、特定民

間中心市街地経済活力向上事業は、地元住民や自治体の強いコミットメント

があり、かつ経済効果の高い民間プロジェクトに絞りこんで重点支援を行うこと

で、民間投資の喚起を通じた中心市街地の活性化を図るものである。本租税

特別措置等も当該事業の認定により適用される。 

本租税特別措置等がない場合には、中心市街地への民間投資は依然とし

て低迷し、空き店舗・未利用地の活用は進まず、ますます中心市街地が衰退

していくと推察されるため、地域経済を牽引する中心市街地について、当該市

町村に居住する住民だけでなく、近隣市町村に居住する住民の利用や、それ

以外の地域から出かけてくる人々の利用も視野に入れた高度な機能を有する

施設を整備するような取組に対して大胆かつ集中的に、予算、税、融資等の

優遇措置を講じて支援し、中心市街地全体に波及する効果を生み出す必要が

ある。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

 意欲的な数値目標（来訪者、売上高、就業者のいずれかで評価）を達成でき

る魅力ある商業施設等を整備しやすくするための措置の一つとして、予算や融

資面からは、イニシャルコストの軽減を図り、税制面からは、ランニングコストの

軽減を図っていくものである。 

 民間投資を喚起するために実施する事業者への措置の中で、予算、低利融

資、規制緩和等は事業立ち上げ段階の支援措置となるが、事業の波及効果を

もたらす上では事業継続が不可欠となり、事業の採算性を向上させるには本

税制措置が有効であると考える。 

また、中心市街地のプロジェクト全てを対象とするのではなく、地元の強いコ

ミットメントがあり、経済効果が高い民間プロジェクトに絞り込んでいるため、民

間投資の喚起を通じた中心市街地の活性化を図るうえで、必要最小限の特例
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措置となっている。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

特定民間中心市街地経済活力向上事業に関する税制措置は、以下の措置

を創設、または要望中。 

（措置名） 

・認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得し

た場合の所有権の移転登記等の税率の軽減（租税特別措置法第 81 条の 2

／登録免許税／平成 26 年度創設） 

・認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき、当該事業の用

に供する土地・建物の取得等を行った場合の課税標準の特例措置の創設

（固定資産税等／平成 27 年度要望中） 

 

＜税制の役割＞ 

まちづくり事業の収益性と比較して土地保有に関連したコストが高く、事業を

躊躇している事業者にインセンティブを与え、増加している空き店舗・未利用地

の活用を促進させる。 

（措置名） 

・認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき、当該事業の用

に供する土地・建物の取得等を行った場合の課税標準の特例措置の創設

（固定資産税等／平成 27 年度要望中） 

 

＜予算の役割＞ 

近隣市町村の住民や観光客等のニーズに対応できる高度な商業等の機能

の整備への支援や地域経済を牽引する先進的なまちづくりを実証するため省

エネルギー施設の導入を支援する。 

（措置名） 

・中心市街地再興戦略事業費補助金  

・戦略的中心市街地エネルギー有効利用事業費補助金 

 

＜融資の役割＞ 

財政基盤が脆弱かつ経営資源に乏しい中小小売商業者や特定会社等に対

して資金提供を円滑にし、経営基盤の安定・強化を図る。 

（措置名） 

・企業活力強化貸付（中小・国民） 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

地域経済を牽引する市町村の中心市街地では、地域の個性を生かした魅

力ある中心市街地の形成を図るために、中心市街地における民間投資の拡

大や空き店舗・未利用地の活用を促進させることが必要であることから、本租

税特別措置等を利用した場合の個人住民税・法人住民税・法人事業税におけ
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る手当をすること（個人住民税・法人住民税・法人事業税の自動連動）が相当

である。 

 

10 有識者の見解 （参考） 

中心市街地の再活性化にむけて（提言）（平成 25 年 6 月 4 日、産業構造審

議会中心市街地活性化部会） 

・中心市街地が活性化していないのは、民間投資が不十分であることが要因

であると考えられるため、投資がより活性化するよう、施策を再構築する必

要がある。 

・地権者や空き店舗・未利用地の利用者・取得者に対して、税制上の措置等

の支援策を講じ、不動産の流動化を図ることを検討すべき。 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

― 
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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法

人税額等の特別控除（商業・サービス業・農林水産業活性化税制）の

延長 

（国税 24・地方税 33（自動連動））（所得税：外、法人税：義、法人

住民税：義、法人事業税：義） 

2 要望の内容  

適用期限を２年間延長する。 

 

【制度概要】 

商業・サービス業を営む中小企業者等が経営改善指導等に基づき、建物附

属設備（１台６０万円以上）又は器具・備品（１台３０万円以上）を取得した場合

に、取得価額の３０％の特別償却又は７％の税額控除を認める措置。 

 

3 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

4 評価実施時期 平成 26 年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 25 年度 創設 

 

6 適用又は延長期間 ２年間（平成 28 年度末まで） 

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》 

卸売業、小売業、サービス業を営む中小企業（以下「中小商業・サービス

業」という。）について、消費税率の引上げを見据えつつ、店舗・サービスの魅

力向上や業務の効率化等に資する設備投資を促進することで、経営の安定

化・活性化を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

○社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消

費税法等の一部を改正する等の法律案及び社会保障の安定財源の確保

等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の

一部を改正する法律案の国会提出に伴う今後の対応について 

（平成 24 年３月 30 日閣議決定） 

・中小事業者のために必要な財政上、税制上その他の支援措置を検討する。 

 

○消費税の円滑かつ適正な転嫁等に関する対策推進本部「消費税の円滑か

つ適正な転嫁・価格表示に関する対策の基本的な方針（中間整理の具体

化）」（平成 24 年 10 月 26 日） 

・消費税率の引上げに伴う中小企業等への影響を勘案して事務負担軽減等

の支援に万全を期すため、予算編成や税制改正等において、必要な財政

上、税制上その他の支援措置を具体化する。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

４．中小・地域 

４－３ 経営安定・取引適正化 
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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》 

中小商業・サービス業における魅力の向上や業務の効率化等に資する設

備投資を促進することにより、売上高の安定化・向上を図る。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

売上額ＤＩの変動 

 

《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》 

消費税率の引上げ時における中小商業・サービス業の売上高への影響を

最小限に抑えるとともに、その安定的な向上を図ることで、中小商業・サービス

業の経営の安定化・活性化に寄与する。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 平成 25 年度：14,528 件 

平成 26 年度：12,204 件 

平成 27 年度：12,204 件 

（経済産業省試算） 

 

② 減収額 平成 25 年度：200 億円 

（平成 25 年度税制改正の大綱等） 

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 25 年 4 月～平成 26 年 3 月） 

本税制は、利用に当たり商工会議所等から経営改善指導等を受けることを

要件としている。これにより、事業者は経営改善に資する設備投資を行うこと

ができる。 

なお、平成 25 年度の利用実績として、陳列棚、システムキッチンを導入し、店

舗の雰囲気改善により来客数・売上げの増加を図ったもの（飲食サービス業）

や、ＰＯＳレジ（小売業）、食器洗浄機（飲食サービス業）を導入し、業務の効率

化を図った等の活用実績が見られる。 

また、設備投資に当たり本税制が後押しになったとの利用者の声も多く寄せ

られており、中小商業・サービス業の経営の安定化・活性化に有効な措置であ

ると考えられる。 
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《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 24

年 1 月～平成 26 年 6 月） 
中小商業・サービス業の平成 25 年度の売上高ＤＩは、平成 24 年度

と比較しマイナス幅が縮小。本税制も売上額の増加を後押ししてい
る。 

 
＜中小商業・サービス業の売上額ＤＩの推移＞ 

（出典：中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」）

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 27 年 4 月～平成 29 年 3 月） 

本特例措置が延長されなかった場合、消費税率の引上げの影響により中

小商業・サービス業の経営状況が悪化し、これらの事業者の廃業の増加や雇

用の縮小を招き、地域経済の活性化、雇用の確保に悪影響を与えるおそれが

ある。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 25 年 4 月～平成

26 年 3 月） 

本税制は、利用に当たり商工会議所等から経営改善指導等を受けることを

要件としている。これにより、事業者は経営改善に資する設備投資を行うこと

ができる。 

なお、平成 25 年度の利用実績として、陳列棚、システムキッチンを導入し、店

舗の雰囲気改善により来客数・売上げの増加を図ったもの（飲食サービス業）

や、ＰＯＳレジ（小売業）、食器洗浄機（飲食サービス業）を導入し、業務の効率

化を図った等の活用実績が見られる。 

また、設備投資に当たり本税制が後押しになったとの利用者の声も多く寄せ

られており、中小商業・サービス業の経営の安定化・活性化に有効な措置であ

ると考えられる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本税制は、全般的な商業・サービス業の経営状況の底上げを目的としてい

る。そのため、予算の制約がなく、要件を満たすものが全て対象となる租税特

別措置によることが妥当である。 

なお、設備投資に当たり、商工会議所等から経営改善指導等を受けること

を本税制の要件としているとともに、対象設備は限定されていることから、租税

特別措置としても妥当なものとなっている。 
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② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

中小企業者等が利用できる設備投資促進税制として、中小企業投資促進

税制があり、当該税制では、機械・装置の投資促進を目的としている。 

 これに対して、本税制は、中小商業・サービス業の経営の安定化・活性化を

目的としている。対象設備も、店舗の改装に係る建物附属設備や看板等の器

具・備品としており、制度の目的及び対象設備が異なる。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

中小商業・サービス業は地域密着型の内需型産業であり、本特例措置によ

り、中小商業・サービス業の事業者の経営の安定化・活性化を図ることは、地

域経済の活性化及び雇用の確保・創出に資することとなる。そのため、本特例

措置を利用した場合の法人住民税・事業税における手当（本特例措置を利用

した場合の法人住民税・事業税の自動連動）をすることが相当である。 

10 有識者の見解  

－ 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 24 年８月 
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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

認定特定民間中心市街地経済活力向上事業に係る特例措置の創設 

（地方税４）（固定資産税：外、都市計画税：外、不動産取得税：外） 

2 要望の内容 認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき、当該事業の用

に供する土地・建物の取得等を行った場合に、不動産取得税・固定資産税・都

市計画税における課税標準の特例措置を創設する。 

①認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画で整備される商業基盤

施設又は一定の商業基盤施設と一体的に整備される商業施設（以下「商業

施設等」という。）の用に供する土地及び建物の取得等に係る不動産取得

税を１／２、固定資産税及び都市計画税の課税標準を５年間１／２とする。 

②認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画で整備される商業施設

等の用に供するために、土地の所有者が土地の貸付を行う場合において、

当該土地の固定資産税及び都市計画税の課税標準を５年間１／２とする。 

（１）対象者： 

①．特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定を受けた者 

②．①に対し、認定事業の用に供するために、土地の賃貸借契約を締結し

た土地の所有者 

（２）対象設備： 

①．土地、建築物及び構築物 

②．土地 

 

3 担当部局 経済産業省商務流通保安グループ中心市街地活性化室 

4 評価実施時期 平成 26 年７月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

― 

6 適用又は延長期間 ３年間（平成 27 年４月～平成 30 年３月） 

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》 

改正中心市街地活性化法により創設された特定民間中心市街地経済活力

向上事業のもと、地元住民や自治体の強いコミットメントがあり、かつ経済効果

の高い民間プロジェクトに絞り込んで、従来より手厚い支援を重点的に行うこと

により、民間投資の喚起を通じた中心市街地の活性化を図る。 

（参考） 

 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針第 11 章 抜粋 

 

《政策目的の根拠》 

中心市街地の活性化については、平成 10 年に中心市街地活性化法を制定

し、平成 18 年にまちなか居住や都市機能整備も含め総合的な対策を講じるた

め同法の見直しを行ってきたが、平成 18 年度から平成 24 年度末までに市町

村が策定する中心市街地活性化の基本計画期間が終了した 44 の中心市街

地において、各市が自己評価を実施したところ、目標達成率が約３割となって
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おり、中心市街地が十分に活性化しているとは言えない状況であった。この要

因の一つとして、中心市街地活性化に対する民間投資が不十分であったこと

が挙げられる。 

こうした状況を踏まえ、民間投資を喚起するためには、民間事業者の事業

採算性を向上させ、事業実施を決断させるインセンティブを与える必要があ

る。 

また、事業実施の対象となる事業用地の所有者に土地の貸付に対する決

断を促し、民間事業者が一体的かつ一定規模の事業用地の確保をすることが

容易になるように、土地の所有者に対するインセンティブも講じる必要がある。 

本取組を通じて魅力ある商業施設やその事業展開を支える各種の商業基

盤施設の整備を強力に促し、中心市街地の活性化を図るため、本特例措置を

講ずる必要がある。 

 

【年間小売業販売額推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 25 年度中心市街地商業等活性化支援業務「中心市街地活性化

施策の効果分析・検証事業」（経済産業省委託調査事業） 

（参考） 

 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針第１章 抜粋 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

経営安定・取引適正化 

 

（参考） 

中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律第 50 条 

 

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》 

本特例措置等は、自治体からの強いコミットメントを受けた特定民間中心市

街地経済活力向上事業の実施に必要な建物等の取得や保有に係るコストを

低減することで、当該事業の採算性を向上させ、事業実施を決断するインセン

ティブを与えるための措置である。高い目標の達成というハードルを超える可

能性を高めるために、必要なコストの負担を軽減することで、事業実施予定者

に投資回収の算段を付けさせ、担い手を呼び込むことを目的としている。 

事業立ち上げ段階では予算、低利融資、規制緩和等による支援を実施する

こととなるが、波及効果をもたらす上で事業継続が不可欠となり、こうしたラン

ニングコストを低減することで採算性を向上させ、担い手を呼び込むことを目指

す。 

また、土地の所有者の貸付に対する決断を促すインセンティブを与えること

によって、一体的かつ一定規模の事業用地の確保が容易になることで、事業

実施に関する見通しが立てやすくし、一層の担い手を呼び込むことも目指すも

のである、 
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 本特例措置等が適用される特定民間中心市街地経済活力向上事業により、

中心市街地の経済活力の向上（来訪者、売上高、就業者のいずれかで評価）

を相当程度増加させることを目指す。 

 

（参考） 

 中心市街地の活性化を図るための基本的な方針第 11 章 

特定民間中心市街地経済活力向上事業の目標は、以下の二つの要件をとも

に満たすものとして設定する。 

（１）意欲的な数値指標 

以下のいずれかの指標を達成することが、当該事業の事業計画に照らし

て十分に見込まれること。 

①「年間来訪者数」が、中心市街地の居住人口の 4 倍以上であること。 

②「年間売上高」が、中心市街地の年間小売商品販売額の 1％以上である

こと。 

③「年間平均雇用人数」が、50 人以上であること。 

（２）周辺地域の経済活力を向上させる波及効果 

来訪者、就業者、売上高の増加が、事業実施区域に止まらず、当該事業

実施区域を含んだ中心市街地及びその周辺地域に対して、どのような形で

寄与するかが明確であること。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

中心市街地における空き店舗率及び歩行者通行量 

＜測定指標について＞ 

中心市街地の活性化は、中心市街地に蓄積されている歴史的・文化的資

源、景観資源、社会資本や産業資源等の既存ストックを有効活用しつつ、地

域の創意工夫を活かしながら、地域が必要とする事業等を、総合的かつ一体

的に推進することにより、地域が主体となって行われるべきものである。 

本特例等は、特定民間中心市街地経済活力向上事業の用に供する土地の

地権者に対して税制上のインセンティブを与えることで、土地の所有と利用の

分離が進み、空き店舗・未利用地の流動化を促進することが求められるため、

定量的な測定指標として、中心市街地における空き店舗率を設定する。 

 また、中心市街地へ居住者及び来街者を回遊させることは新規の業態や業

種の導入を促し、空き店舗・未利用地の流動化を促進する効果が見込まれる

ため、中心市街地における歩行者通行量も指標として設定する。 

 

《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》 

 本特例措置等は、意欲的な数値目標（来訪者、売上高、就業者のいずれか

で評価）を達成できる魅力ある商業施設等を整備しやすくするための措置の一

つとして、ランニングコストの軽減を図っていくもの。 

また、地権者に対する税制上のインセンティブを与えることで、土地の所有と

利用の分離を図り、遊休資産の有効活用や資産の流動化促進に寄与するこ

とが出来る。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 （適用件数） 

平成 27 年度 ：12 件 

平成 28 年度 ：26 件 
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平成 29 年度 ：33 件 

（経済産業省推計） 

 

② 減収額 （減収額） 

平成 27 年度 ： 36.0 百万円 

平成 28 年度 ： 91.2 百万円 

平成 29 年度 ：295.6 百万円 

平成 30 年度 ：457.9 百万円 

平成 31 年度 ：642.0 百万円 

平成 32 年度 ：332.0 百万円 

平成 33 年度 ：386.7 百万円 

平成 34 年度 ：234.3 百万円 

平成 35 年度 ：108.9 百万円 

（経済産業省推計） 

 

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：改正中心市街地活性化法施行前１

年間） 

 中心市街地における空き店舗・未利用地の状況をみると、中心市街地では

空き店舗・未利用地が増加しており、その要因として「地権者に積極的な利活

用の意思がない」、「地価と比較して賃料が高い」、「事業の収益性に対して地

価に関連したコスト（取得額、固定資産税など）が高い」等の声があり、このよう

な問題に対応するため、空き店舗・未利用地の流動化を促進していくことが必

要である。 

 

【中心市街地における空き店舗・未利用地が活用されない理由（認定市）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：平成 24 年度実施 経済産業省アンケート調査 
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本特例措置は、魅力ある商業施設や事業展開を支える各種の商業基盤施

設を整備しやすくするための措置の一つとして、ランニングコストの軽減や事業

用地確保に関する予見性の向上を図ることにより、事業者の採算性及び事業

実施に関する見通しの向上に寄与するものであり、事業者による意欲的な数

値目標（来訪者、売上高、就業者のいずれかで評価）の達成を図り、もって中

心市街地を活性化していくもの。 

 

《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：改正中

心市街地活性化法施行前 1 年間） 

 中心市街地活性化基本計画に定めた期間が終了した自治体の自己評価の

結果、目標達成率は約 3 割となっており、特に、経済活力系（販売額、空き店

舗数）の目標達成率は約 1 割と衰退傾向に歯止めがかかっていない状況にあ

る。 

 

【中心市街地活性化基本計画の達成状況】 

 

 

 

 

 

 

 

 出典：第 1 回中心市街地活性化評価・調査委員会資料（内閣官房地域活性

化統合本部作成）より経済産業省作成 

 

 今般、改正中心市街地活性化法が平成 26 年７月３日に施行されたことを受

け、地元住民や自治体等による強いコミットメントを前提に、実効性のある計画

を立てることができる事業について、政策資源を選択・集中させる特定民間中

心市街地経済活力向上事業として認定し、本特例措置等の適用により、意欲

的な目標を掲げた民間投資の喚起及び空き店舗・未利用地の流動化を通じ

て、中心市街地の魅力を高め、中心市街地全体が活性化し、地域の個性を生

かした魅力ある中心市街地の形成が期待される。 

 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》 

 本租税特別措置等がない場合には、中心市街地への民間投資は依然として

低迷し、空き店舗・未利用地の流動化は進まず、地域の個性を生かした魅力

ある中心市街地の形成を図ることはできない。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

減収額の将来推計は、平成 27 年以降、約 320 百万円／年と推計される。 

一方、本租税特別措置等を実施することで、中心市街地における空き店舗・

未利用地の流動化が促進され、民間投資の増大が予想される。このため、当

初税収の見込めなかった未利用地等が利用されることによって、民間投資が

増えることにより、副次的に長期的視点では税収減による税収を補てんするこ

とが期待される。 

本租税特別措置等がない場合には、中心市街地への民間投資は依然とし

て低迷し、空き店舗・未利用地の流動化は進まず、ますます中心市街地が衰

退していくと推察されるため、特定民間中心市街地経済活力向上事業を中心

市街地活性化の起爆剤として、魅力ある中心市街地の形成を図ることが必要

通行量 居住人口等 施設入込数等 販売額等 公共交通
機関利用

空き店舗等 その他 計

設定数 45 28 25 18 6 10 13 145

目標達成数 12 5 11 2 2 2 8 42

目標達成率 27％ 18％ 44％ 11％ 33％ 20％ 62％ 29％

基準値改善数 26 13 20 3 5 5 11 83

基準値改善率 58% 46% 80% 17% 83% 50% 85% 57%
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である。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

 民間投資を喚起するために実施する事業者への措置の中で、予算、低利融

資、規制緩和等は事業立ち上げ段階の支援措置となるが、事業の波及効果を

もたらす上では事業継続が不可欠であるため、こうしたランニングコストを低減

することで事業の採算性を向上させるには本税制措置が有効であると考える。 

 他方、民間事業者が事業実施に関する見通しをたてるうえで、事業用地に必

要な一体的かつ一定規模の土地の確保を容易にするためには、土地の所有

者の決断を促すインセンティブを付与することが有効であると考えられる。 

本税制措置の対象となる特定民間中心市街地経済活力向上事業は、中心

市街地のプロジェクト全てを対象とするのではなく、地元の強いコミットメントが

あり、経済効果が高い民間プロジェクトに絞り込んでいるため、民間投資の喚

起を通じた中心市街地の活性化を図るうえで、必要最小限の特例措置となっ

ている。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 民間投資を一層喚起するため、経済効果の高い民間プロジェクトに絞り込

み、税、予算、低利融資といった支援策を思い切って集中投入するとともに規

制緩和を拡充することで、中心市街地への民間投資を強力に支援していくも

の。特定民間中心市街地経済活力向上事業に関する税制措置は、以下の措

置を創設、または要望中。  

 

＜税制の役割＞ 

空き店舗・未利用地の流動化を促進させる。 

（措置名） 

・認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得し

た場合の所有権の移転登記等の税率の軽減（租税特別措置法第 81 条の 2

／登録免許税／平成 26 年度創設） 

・特定再開発建築物等の割増償却制度の延長（租税特別措置法第 14 条の

2、第 47 条の 2、第 68 条の 35／法人税等／平成 27 年度延長要望中） 

 

＜予算の役割＞ 

近隣市町村の住民や観光客等のニーズに対応できる高度な商業等の機能

の整備への支援や地域経済を牽引する先進的なまちづくりを実証するため省

エネルギー設備の導入を支援する。 

（措置名） 

・中心市街地再興戦略事業費補助金  

・戦略的中心市街地エネルギー有効利用事業費補助金 

 



 

７ 
 

＜融資の役割＞ 

財政基盤が脆弱かつ経営資源に乏しい中小小売商業者や特定会社等に対

して資金提供を円滑にし、経営基盤の安定・強化を図る。 

（措置名） 

・企業活力強化貸付（中小・国民） 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 中心市街地の活性化については、中心市街地活性化法第３条において、地

域の主体性についての重要性を言及しているものの、地域における問題は一

様ではなく、法第４条において総合的な施策の策定・実施について国が責務を

有していることが定められており、全国一律の措置とされなければならない。 

 また、本租税特別措置等が適用される特定民間中心市街地経済活力向上

事業は、市町村が主体的に策定する基本計画に記載されている必要がある。

市町村は自らの必要性に応じて計画策定を行うこととなる。 

 

10 有識者の見解 （参考①） 

中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決

議（平成 26 年 4 月 17 日、衆・参議院経済産業委員会附帯決議） 

・空き地、空き家、空き店舗など、計画区域内の遊休資産の有効活用が重要

であることに鑑み、流動性の向上や合意形成を促すため、税制措置を含む

施策を早急に検討すること。 

 

（参考②） 

中心市街地の再活性化にむけて（提言）（平成 25 年 6 月 4 日、産業構造審議

会中心市街地活性化部会） 

・中心市街地が活性化していないのは、民間投資が不十分であることが要因

であると考えられるため、投資がより活性化するよう、施策を再構築する必

要がある。 

・地権者や空き店舗・未利用地の利用者・取得者に対して、税制上の措置等

の支援策を講じ、不動産の流動化を図ることを検討すべき。 

 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 ― 

 


