
 

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（鉱物の掘採事業を営む者のう

ち石炭掘採業）（地方税２５）（軽油引取税：外） 

2 要望の内容 【延長】 

 石炭の採掘事業を営む者の事業場内において石炭の採掘、積込み又は運

搬のために使用する機械の動力源の用途に用いる軽油について、１ＫＬにつき

３２，１００円（３２．１円／Ｌ）の課税免除。 

 上記用途に供される軽油引取税を非課税とする措置を３年間延長する。 

 

3 担当部局 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課 

4 評価実施時期 平成２６年９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） 

  課税免除対象用途は「石炭の採掘、積込み又は運搬のために使用する機

械の動力源」。 

○ 平成２１年度税制改正により軽油引取税は目的税（道路特定財源）から普

通税に改められたことにより、使途制限が廃止。課税免除措置については３年

（平成２４年度～平成２６年度末）存続。 

 

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》 

 国内炭を生産する炭鉱構内で使用する軽油に係る軽油引取税を免除するこ

とにより、採掘原価を低減し、国内石炭の安定的な生産を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

 国内炭の生産量は国内の石炭消費の 0.6%ではあるものの、主に炭鉱に隣接

する石炭火力発電所向けに供給するために石炭を生産しているところ。電力

会社からの燃料コスト抑制の要請により、事業者は生産原価の低減に努めて

いるが、石炭の採掘にあたっては生産コストの低い場所から順次開発している

こと、近年軽油の価格が上昇（過去３年間で 6%増）していること等から採掘原

価は上昇基調となっている。軽油の使用量の削減にも取り組んでいるが、石

炭の生産に使われるブルドーザ等には軽油に代替しうる燃料がないこと、軽油

の使用量の削減は石炭生産量の減少に直接影響を与えることになり、石炭の

生産の維持が困難になる。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

エネルギー・環境 

 資源・燃料 

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》 

国内石炭の安定的な生産を図る。 

 

 

１ 



 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

国内石炭の安定的な生産体制の確保 

《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》 

軽油引取税の免税により、国内石炭事業においては、採掘原価の低減効果

があり、国内石炭生産の安定化に寄与。 

8 有効性

等 

① 適用数等  平成２１年度～平成２５年度の適用者数は対象８社中すべてが対象（北海道

のみ）、２６年度から２９年度においても適用者数は同数で推移する見込み。 

         免税軽油使用量（ＫＬ） 

平成２１年度      ９，５１４ 

平成２２年度     １０，７４５ 

平成２３年度     １１，６４４ 

平成２４年度     １０，９９６ 

平成２５年度     １０，４９５ 

平成２６年度     １０，４９５      

平成２７年度     １０，４９５ 

平成２８年度     １０，４９５ 

平成２９年度     １０，４９５ 

※ 北海道経済産業局の各社聞き取り実績（８社合計）２６年度から２９年度に

おいても適用者数は同数で推移する見込み。 

② 減収額 ＜算出方法＞北海道経済産業局の各社聞き取り実績（軽油使用数量）に免

税額（３２．１円／Ｌ）を乗じ算出（８社合計）。 

         （単位：千円） 

平成２１年度    ３０５，３９９ 

平成２２年度    ３４４，９１４ 

平成２３年度    ３７３，７７２ 

平成２４年度    ３５２，９７１ 

平成２５年度    ３３６，８８１ 

平成２６年度    ３３６，８８１      

平成２７年度    ３３６，８８１ 

平成２８年度    ３３６，８８１  

平成２９年度    ３３６，８８１ 

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３０年３月） 

         （石炭生産量：千トン） 

平成２１年度     １，２０７ 

平成２２年度     １，１３５ 

平成２３年度     １，２２７ 

平成２４年度     １，２３３ 

平成２５年度     １，２２４ 

平成２６年度     １，２２４      

平成２７年度     １，２２４ 

平成２８年度     １，２２４ 

平成２９年度     １，２２４ 

 ※北海道経済産業局の各社聞き取り実績（８社分）、２６年度から２９年度に

おいても適用者数は同数で推移する見込み。 

２ 



 

《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４月～平成２６年３月） 

 軽油引取税の免税により国内石炭事業においては、平成２１年度～平成２５

年度で１社当たり約４２．８百万円／年（同期間１社当たり純利益約５９．７百万

円の約７２％）の採掘原価の低減効果があり、国内石炭生産の安定化に寄

与。 

《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３０年３月） 

・石炭の採掘事業を営む者（露天堀り７社、坑内堀１社）は、石炭採掘場、貯炭

場、土捨て場等の自社事業場内において使用する重機、運送用車輌の燃料

として軽油を使用。代替はできないため、軽油使用量の削減努力をしている。 

・代替燃料はなく、本措置が延長されなければ、直近５年を見ても露天石炭事

業等を生業としている会社のほとんどが赤字に転落することになり、存続（倒

産）に影響する会社がほとんど。 

・中小企業性も高く（８社中７社が中小）、山開発の都合上、開発当初に費用が

発生するため、年度によって赤字となっている会社（約４割）がある。 

・本措置の廃止に伴う増税分を国内石炭の安定的な生産体制の確保や雇用

維持のために代替策として補助金等による支援も考えられるが、厳しい財政

状況下においてその可能性は皆無。したがって、予算執行を伴わない既存の

課税免除措置による支援が適切であると考える。 

《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４月～平成

２６年３月） 

 本税制は、国内石炭採掘事業者が炭鉱構内で使用する機器の動力源として

の軽油にかかる措置であり、当該措置によりその採掘原価を直接、低減する

実効的効果がある。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

 

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 

 当該業種は、中小企業割合が高く（８社中７社）、現在石炭を採掘している北

海道において、雇用の確保に寄与している。 

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 

 － 

 

 

３ 



 

                                        

  

 

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（鉱物の掘採事業を営む者のうち

石灰石・鉱物掘採業） 

（地方税２６）（軽油引取税：外） 

2 要望の内容 ・さく岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業場内に

おいて専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械(道路運送車

両法第四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）の課税を免除。 

・適用期限を延長する。 

3 担当部局 資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課 

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３１年度（創設） 

・対象用途は「さく岩機及び動力付試すい機の動力源」 

昭和３４年度（拡充） 

・対象用途に「鉱物の掘採事業を営む者の事業場内においてもつぱら鉱物の

掘採及び運搬のために使用されるパワーショベル、ブルドーザー及びダンプカ

ー(道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動

力源」を追加 

昭和３６年度（拡充） 

・「鉱物」に「岩石」を含める 

・対象用途に「その他これらに類する機械」を追加 

昭和３７年度（拡充） 

・「鉱物」に「砂利」を含める 

・対象用途の「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」を「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） 

・対象用途を「さく岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者

の事業場（砂利を洗浄する場所を含む。）内においてもっぱら鉱物の掘採、積

込み又は運搬のために使用する機械（道路運送車両法第四条の規定による

登録を受けているものを除く。)の動力源」に拡充 

 

（平成２１年度より軽油引取税は道路特定財源から一般財源に改正） 

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２４年４月１日～平成２７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》 

・国民生活に不可欠な石灰石等鉱物資源の安定的かつ効率的な供給を中長

期的に確保する。 

《政策目的の根拠》 

経済産業省設置法第３条（経済産業省の任務） 

② 政策体系

における

政策軸名：鉱物資源の安定供給確保 

 １ 



 

                                        

政策目的

の位置付

け 

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》 

・国民生活に欠かせない基礎物資である石灰石等鉱物資源の低廉かつ中長

期的な安定供給。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

・１００％の自給率を有する石灰石等鉱物資源の安定的かつ効率的な供給を

中長期的に確保。 

《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》 

・石灰石等鉱物の掘採事業者の経営基盤が安定するとともに生産コストの低

減が図られ、鉱物資源の安定供給がなされること。 

8 有効性

等 

① 適用数等        適用件数(鉱山数) 

平成１８年度    ４２９ 

平成１９年度    ４２２ 

平成２０年度    ４１８ 

平成２１年度    ４１６ 

平成２２年度    ４１４ 

平成２３年度    ４０６ 

平成２４年度    ３８９ 

平成２５年度    ３８１ 

平成２６年度    ３８１ 

平成２７年度    ３８１ 

平成２８年度    ３８１ 

平成２９年度    ３８１ 

 

（算出方法・データの出所） 

・石灰石等鉱物を掘採している鉱山では、掘採する鉱物の種類に関わらず、発

破孔の穿孔、原石鉱物の積込み、運搬等の作業には、軽油を動力源の燃料と

する車両を使用していることから、全ての事業者は当該免税措置を受けている

ものと推定し、適用件数は稼行している鉱山数とした。 

・平成１８年度～平成２５年度の鉱山数は、経済産業局調べ。 

・平成２６～２８年度の鉱山数の見込みは、平成２５年度と同数と推計。 

② 減収額        免税軽油使用量(KL)   減収額(百万円) 

平成１８年度 １１２，１６７      ３，６０１ 

平成１９年度 １０８，９８２      ３，４９８ 

平成２０年度  ９９，５６２      ３，１９６ 

平成２１年度  ８７，５４８      ２，８１０ 

平成２２年度  ８９，３２０      ２，８６７ 

平成２３年度  ９０，０８１      ２，８９２ 

平成２４年度  ９２，９３９      ２，９８３ 

平成２５年度  ９１，０２８      ２，９２２ 

平成２６年度  ９１，０２８      ２，９２２ 

平成２７年度  ９１，０２８      ２，９２２ 

平成２８年度  ９１，０２８      ２，９２２ 

平成２９年度  ９１，０２８      ２，９２２ 

 

（算出方法・データの出所） 

（１）平成２２年度免税軽油使用量の算出（推計） 

 ２ 



 

                                        

・全国石灰石等鉱物鉱山に対する実態調査から、鉱物生産量当たりの免税軽

油使用量を算出。(生産量百万ﾄﾝ当たり 590.73KL） 

・この「生産量当たりの免税軽油使用量」に平成２２年度の石灰石等鉱物生産

量(151,201,995 ﾄﾝ)を乗じることで「免税軽油使用量（89,320KL）」を算出。 

（２）平成２３年度～平成２５年度免税軽油使用量の算出（推計） 

・鉱物生産量当たりの免税軽油使用量(生産量百万ﾄﾝ当たり 590.73KL）に平

成２３年度の石灰石等鉱物生産量(152,491,385 ﾄﾝ)を、平成２４年度の石灰石

等鉱物生産量(157,329332 ﾄﾝ)を、平成２５年度の石灰石等鉱物生産量

(165,777,788 ﾄﾝ)を乗じることで平成２３年度免税軽油使用量（90,081KL）を、平

成２４年度免税軽油使用量（92,939KL）を、平成２４年度免税軽油使用量

（97,930KL）を算出。 

（３）平成２６年度～平成２９年度の免税軽油使用量の算出（推計） 

・鉱山数の見込みを平成２５年度と同数と見込んでいることから、免税軽油使

用量も平成２５年度と同量（91,028KL）と推計。 

（５）減収見込額（推計） 

・上記（１）～（３）で推計算出した免税軽油使用量に軽油引取税額(32,100 円

/KL)を乗じ各年度の減収見込額を算出。 

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３０年３月） 

・鉱物の中で生産量が多い「石灰石」及び「けい石」を例にすると、平成 21 年度

から平成 24年度までの自給率は、「石灰石」、「けい石」いずれも 100%で推移し

安定供給に大きく貢献しており、将来においても同程度の効果があるものと想

定される。 

《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２

１年４月～平成３０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３０年３月） 

・価格転嫁の困難性 

 石灰石生産会社及びセメント会社へのヒアリング結果によれば、石灰石の

主要用途であるセメントの生産コストに占める、石灰石、粘土、けい石の原

料コストは 24％であり、焙焼の際の石炭に係る燃料コストは 30％。 

 一般的に、石灰石生産会社とセメント会社では会社の規模が異なるため

（石灰石生産会社の 93％は中小企業、セメント会社の 82％は大企業）、そ

の力関係により、原材料価格の上昇等の影響を価格転嫁することは原則と

して困難。例外的に、石炭のように国際相場で価格が設定される燃料コスト

の上昇分については、その一部について製品価格に転嫁することが可能で

ある一方で、石灰石や粘土のような原材料については、価格転嫁はほぼ不

可能な状態であり、石灰石の製造コストが上昇しても、石灰石生産会社側

で飲み込まざるを得ない状況にある。 

・経営・雇用への影響 

 石灰石、けい石等の生産会社へのヒアリングの結果、足下では中小事業

者の 3 割弱が赤字の状態であるが、軽油引取り税の減免措置の廃止により

生産コストが上昇し価格転嫁が困難な結果、赤字企業の割合は中小事業

者の 4 割強に上昇する見込みであり、増税による経営状況の悪化により廃

業・倒産が多数発生することが懸念される。ヒアリング結果によれば、赤字

中小企業のうち 2 割が事業継続が困難と回答している。 

 石灰石、けい石等の生産会社は地域における重要な雇用の受け皿となっ

ており、これらの会社が廃業・倒産に至れば地域経済にも大きな影響を与え

る。 

 ３ 



 

                                        

例えば、Ａ県の山間部の自治体にあるＢ株式会社の石灰石鉱山は、現在

黒字経営であるが、減免措置が継続されない場合、赤字経営に陥ることに

なる。当該鉱山で関連社員（下請、協力会社を含む）は当該自治体就労者

数の８．１％雇用しており、当該鉱山が廃業等に追い込まれれば地域雇用

に大きな影響が出る。 

・石灰石鉱山閉山に伴う影響 

 中小の石灰石鉱山事業者が、軽油引取り税の減免措置の廃止により、事

業継続が困難となった場合、以下の問題が生じることとなる。 

 石灰石の掘削の結果、陥没、脱水等により他人に損害が生じた場合に

は、鉱業権者が賠償の責めを負うこととなる。これは鉱山閉山後であっても

同様であり、廃止した鉱山が陥没等して他人に損害を与えた場合には、そ

の時点での鉱業権者が賠償の責めを負う（鉱業法 109 条）。 

 こうした事態を避けるため、石灰石鉱山の閉山後は跡地の緑地化や補強

工事を行うこととなるが、通常、この閉山に係る費用は鉱山の操業期間中に

積み立てて、閉山後の費用支出に備えている。この積立てについては、鉱

山の可採年数、各年の収益等を勘案（軽油引取り税の減免措置があること

が前提）して積立てを行うこととなるが、多くの中小事業者鉱山は依然として

十分な積立てがなされていない状況にある。 

 このため、軽油引取り税の減免措置が平成 27 年 3 月に廃止され、中小事

業者の事業継続が困難になった場合、十分な閉山費用が積み立てられな

いまま閉山を迎えることとなる。その結果、緑地化や補強工事が行われない

まま跡地が放置され、陥没等が生じかねない。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２１年４月～平成

３０年３月） 

・石灰石、けい石等の生産会社へのヒアリングの結果、足下では中小事業者

の 3 割弱が赤字の状態であるが、軽油引取り税の減免措置の廃止により生産

コストが上昇し価格転嫁が困難な結果、赤字中小企業の割合は 4 割強に上昇

する見込みであり、増税による経営状況の悪化により廃業・倒産が多数発生

することが懸念され、事業者にとってその影響度は極めて大きいことが予見さ

れる。 

・石灰石、けい石等の生産会社は地域における重要な雇用の受け皿となって

おり、これらの会社が廃業・倒産に至れば地域経済にも大きな影響を与える。 

・例えば、Ａ県の山間部の自治体にあるＢ株式会社の石灰石鉱山は、現在黒

字経営であるが、減免措置が継続されない場合、赤字経営に陥ることになる。

当該鉱山で関連社員（下請、協力会社を含む）を当該自治体就労者数の８．

１％雇用しており、当該鉱山が廃業等に追い込まれれば地域雇用に大きな影

響が出る。 

・したがって、本措置は当該事業の経営基盤の安定化に極めて大きく寄与し、

鉱物資源の安定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 

・本措置の廃止に伴う増税分を国内鉱物資源の安定供給や雇用維持のため

に代替策として補助金等による支援も考えられるが、厳しい財政状況下におい

てその可能性は皆無に等しい。 

・このため、予算執行を伴わない既存の課税免除措置による支援が適切。 

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。 

 ４ 



 

                                        

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

・当該業種は鉱物を掘採する事業であるため、その事業場所である鉱山はそ

のほとんどが地方圏にあり貴重な地場産業となっていること、また、我が国の

石灰石等鉱物鉱山は３８１鉱山（平成２５年４月１日現在）存在しているが、そ

のうち中小企業鉱山は９割以上の３４９鉱山であり中小企業割合が極めて高

い業種である。 

・更に、関連する事業者も少なくなく、鉱物掘採用の火薬類販売業者、掘採さ

れた鉱物をセメント工場や石灰工場等の需要先へ運搬する運送業者、鉱山で

使用する車両系機械の燃料（軽油）を販売する燃料業者等、地域において貴

重な雇用先が存在している。 

・したがって、仮に本措置が廃止され、経営悪化よって鉱山が閉山となった場

合、鉱山のみならず連鎖的にこれらの関連する事業者の経営悪化や雇用にも

影響を及ぼすことになる。 

・なお、地方公共団体からは、本措置の恒久化若しくは期間延長について申し

入れがなされている。 

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 

 

 ５ 


