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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 

エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の即時償却の適用期限

の延長（グリーン投資減税） 

（国税 27）（法人税：義、所得税：外） 

 

2 要望の内容 ○次の設備の即時償却の適用期限を１年間延長する（平成 28 年 3 月末ま

で）。 

・太陽光発電 

・風力発電 

 

3 担当部局 資源エネルギー庁長官官房総合政策課需給政策室 

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 23 年度 創設  

（対象期間は平成 23 年 6 月 30 日から平成 26 年 3 月 31 日まで） 

 

平成 24 年度 一部改正 

太陽光発電設備及び風力発電設備のうち、固定価格買取制度の認定を受

けていて、かつ、一定の発電容量以上の設備について、即時償却を創設した。

（平成 24 年 5 月 29 日から平成 25 年度 3 月 31 日までの 1 年間） 

 

平成 25 年度 拡充・延長 

 ①太陽光発電設備（10kW 以上）、風力発電設備（1 万 kW 以上）の 7％税額控

除（中小企業者）又は即時償却について、コージェネレーション設備を対

象に追加する。 

②ハイブリッド建設機械、電気自動車、電気自動車専用急速充電器等の

7％税額控除（中小企業者）又は 30％特別償却について、新たに中小水

力発電設備、下水熱利用設備、定置用蓄電設備、LED 照明、高効率空

調、高断熱窓を対象設備に追加する。 

 

適用期限を、①は平成 27 年 3 月 31 日まで、②については平成 28 年 3

月 31 日までの措置とする。 

 

平成 26 年度 縮減 

熱電併給型動力発生装置、熱併給型動力発生装置、高効率複合工作機械、

ハイブリッド建設機械、高効率電気式誘導加熱炉、断熱強化型工業炉、高性

能工業炉廃熱回収式燃焼装置、ガス冷房装置、高断熱窓設備、氷蓄熱式冷

凍機組込型空気調和機、高効率照明設備を対象から削除する。 

 

6 適用又は延長期間 平成 27 年 4 月１日から平成 28 年 3 月 31 日までに延長 

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》 

グリーン投資減税は、平成２２年 6 月に閣議決定された「エネルギー基本計

画」及び「新成長戦略」を踏まえ、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭
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素設備や、再生可能エネルギー設備への投資（グリーン投資）を重点的に支

援する制度として創設され、平成 23 年 6 月 30 日に施行された。省エネ効果・

ＣＯ２削減効果の高い設備に対する投資を促進し、低炭素社会の構築を実現

することを目的としたものである。 

震災以降の原子力発電停止による火力発電の増加に伴い、温室効果ガス

排出量は 2010 年度から 2 年で約 7％増加している。加えて、原発依存度を可

能な限り低減させていく、という政権の方針の下、再生可能エネルギー導入の

推進は極めて重要である。本年 4 月 11 日に閣議決定された新たな「エネルギ

ー基本計画」においても、再生可能エネルギーについて、「2013 年から 3 年程

度、導入を最大限加速していき、その後も積極的に推進」と掲げられており、そ

の目標値については、「これまでのエネルギー基本計画を踏まえて示した水準

を更に上回る水準の導入を目指」すとされている。再生可能エネルギーの導入

を最大限加速するためにも、他の施策と同様に本税制措置が必要。 

＜太陽光発電＞ 

太陽光は 2012 年 7 月に開始された固定価格買取制度（FIT）により導入が

進んだが、今後は①メガソーラー用地減少による中小規模へのシフト、②適地

減少による追加費用発生、等を背景に導入ペースが鈍化する可能性もある。

このような状況下で、今後も中小企業者等から再エネ全体の牽引役である太

陽光発電への積極的投資を促すには、初期費用軽減効果の高い措置が必要

である。 

＜風力発電＞ 

FIT 開始と同時期に大規模風力発電設備が環境アセス法の対象に追加さ

れたこと（環境アセスの手続きには３～４年の期間が必要）、及び地域的に脆

弱な送電網の問題等が要因となり、1 万ｋW 以上の風力の導入実績は年間 25

万ｋW 程度から 5 万ｋW 程度に停滞。風力は大規模開発すれば火力並みの発

電コスト（10 円／ｋWh）が可能なため、今後の再エネの主たる担い手として重

要であり、即時償却を延長することで、事業者に対し引き続き支援を行う必要

がある。 

《政策目的の根拠》 

 平成 26 年 4 月 11 日に閣議決定された今次エネルギー基本計画では、「再

生可能エネルギーについては、2013 年から 3 年程度、導入を最大限加速して

いき、その後も積極的に推進していく」こと、「これまでのエネルギー基本計画

を踏まえて示した水準（※）を更に上回る水準の導入を目指」すことを明記。 

 

※2009 年 8 月に策定した「長期エネルギー需給見通し（再計算）」（2020 年の

発電電力量のうちの再生可能エネルギー等の割合は 13.5％（1,414 億 kWh））

及び 2010 年 6 月に開催した総合資源エネルギー調査会総合部会・基本計画

委員会合同会合資料の「2030 年のエネルギー需給の姿」（2030 年の発電電力

量のうちの再生可能エネルギー等の割合は約 2 割（2,140 億 kWh））。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

5．エネルギー・環境 

5-2 新エネルギー・省エネルギー 

5-3 電力・ガス 

5-4 環境 

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》 

先般閣議決定されたエネルギー基本計画における、再生可能エネルギーの開

発・利用を最大限加速化、を実現する。 
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《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

将来のエネルギーミックスに関しては、省エネルギーの取組の進展、再生可

能エネルギーの導入状況、原発再稼働の状況、海外からの資源調達コストの

状況、高効率火力の技術開発の見通しなどを見極めて示すこととしているが、

再生可能エネルギーについては、 「これまでのエネルギー基本計画を踏まえ

て示した水準（※）を更に上回る水準の導入を目指」すことをエネルギー基本

計画に明記。 

 

※2009 年 8 月に策定した「長期エネルギー需給見通し（再計算）」（2020 年の

発電電力量のうちの再生可能エネルギー等の割合は最大導入ケースにおい

て 13.5％（1,414 億 kWh））及び 2010 年 6 月に開催した総合資源エネルギー調

査会総合部会・基本計画委員会合同会合資料の「2030 年のエネルギー需給

の姿」（2030 年の発電電力量のうちの再生可能エネルギー等の割合は約 2 割

（2,140 億 kWh））。 

 

《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》 

 本措置により、設備導入にかかる初期負担軽減（キャッシュフロー改善）がは

かられ、再生可能エネルギーの導入が更に促進する。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 適用件数 

平成 24 年度（実績）   17,410 件 

平成 25 年度見込み  103,064 件 

平成 26 年度見込み  103,074 件 

 

※FIT による認定を受けて運転を開始した件数又は開始が見込まれる件数

（太陽光 10ｋＷ以上及び風力 1 万ｋＷ以上） 

② 減収額 平成 23 年度  232 億円 （  2 億円） 

平成 24 年度  271 億円 （181 億円） 

※グリーン投資減税の対象設備全体の減収額。上記適用実態調査結果には

グリーン投資減税とエネ革税制の両方が記載されているので、あわせて示す。

なお、括弧書きはグリーン投資減税のみの減収額。 

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 23 年～平成 25 年） 

再生可能エネルギー導入量は順調に増加しており、その推移は下記のとお

り。 

 
再生可能エネルギー累積導入量（設備容量：ｋＷ） 
2011 年度 1,860 万ｋＷ 
2012 年度 2,242 万ｋＷ 
2013 年度 2,960 万ｋＷ 
 
（出典：資源エネルギー庁新エネルギー小委員会資料） 
 
太陽光発電累積導入量（設備容量：ｋＷ） 
2011 年度 531 万ｋＷ 
2012 年度 728 万ｋＷ 
2013 年度 1,432 万ｋＷ 
 
（出典：資源エネルギー庁新エネルギー小委員会資料） 
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風力発電累積導入量（設備容量：kW） 
2011 年度 256 万ｋＷ 
2012 年度 264 万ｋＷ 
2013 年度 269 万ｋＷ 
 

（出典：資源エネルギー庁新エネルギー小委員会資料） 

《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 25

年） 

グリーン投資減税の創設当時、目標で示された「再生可能エネルギー導入

量の約１％」を「2030 年の発電電力量のうちの再生可能エネルギー等の割合

21％（長期エネルギー需給見通し）」の内の１％であるとすると、達成すべき数

値は以下のとおり。 

 

2,140 億ｋWh÷21＝102 億ｋWh 

 

これを平成 25 年度から平成 27 年度の 3 年間で達成することとしている。平

成 25 年度の導入実績を発電電力量に換算すると以下のとおり。 

 

太陽光：704 万ｋW×24 時間×365 日×0.12＝74 億ｋWh 

風力：5 万ｋW×24 時間×365 日×0.2＝8,700 万ｋWh 

 

上記約 75 億ｋWh のうちグリーン投資減税の直接的な寄与度はアンケート結

果等より約 3 割と想定されることから、75 億ｋWh×0.3＝22.5 億ｋWh 

 

従って、3 年間のうち最初の 1 年では目標の約 22％を達成した状況といえ

る。今後はより一層の加速的導入が必要である。 

 

《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》（分析対

象期間：平成 25 年度） 

上記計算結果から、平成 25 年度の即時償却の効果は 22 億ｋWｈと見込ま

れることから、仮に本税制が拡充・延長されない場合には、同程度の発電電力

量が導入されないことが想定される。 

 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間： 平成 23 年度～平成

25 年度） 

 

本措置により太陽光及び風力発電設備等のエネルギー環境負荷低減推進

設備等への投資時の負担の軽減が図られることから、投資促進の効果があ

る。平成 25 年度の委託調査で FIT 認定事業者に対して実施したアンケート結

果によると、事業者の約 4 割がグリーン投資減税を投資インセンティブとして重

視しており、特に即時償却の効果としては FIT 開始後から平成 25 年度末まで

に約 27,000 件、約 4,000 億円の投資誘因効果があったと試算できるため、今

後も同程度の効果が見込まれる。 
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9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

エネルギー関連投資の促進支援は広く事業者全般を対象とすべきものであ

り、特定業界や個別企業の信用力によらず利用可能な税制による措置をもっ

て進めることが適切である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

本税制は補助金との併用が認められていない。よって、補助金と本税制とで

対象設備が重複することはない。 

また、固定価格買取制度と本税制措置との関係では、固定価格買取制度

はランニングコスト支援、税制は設備導入にかかる初期負担軽減（キャッシュ

フロー改善）と役割分担がなされている。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

- 

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 

 



 

 

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 

ガス供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 

（地方税２０）（法人事業税：義） 

2 要望の内容 ガス供給業の課税方式を、現行の収入金額を課税標準とする枠組みに、

「その他の事業」と同様の課税標準を組み入れる。ただし、中小ガス事業者に

ついては「その他の事業」と同一の扱いとする（新設、新たな課税標準導入に

伴う所要の税率の変更を含む）。 

3 担当部局 資源エネルギー庁 ガス市場整備課 

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 

― 

 

6 適用又は延長期間 恒久措置 

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》 

ガス供給業には、法人事業税の課税標準として収入金額が適用されている

ことから、「その他の事業」に比べ不公平な扱いとなっており、課税方式を改め

る目的は、課税の公平性を確立することである。 

したがって、ガス供給業においても、一般の競争下にある企業と同様の税制

とすることが必要である。 

《政策目的の根拠》 

地方税法が３業種（電気、ガス、保険）のみ収入金課税としていることは、租

税原則の「課税の公平性」に反する（その他の産業は所得課税）。 

これまで、ガス供給業の課税標準が収入金額とされている理由は、①地域

独占企業で料金認可制により価格転嫁が容易であること、②料金認可制では

所得が低く抑えられるため所得課税方式では事業規模に見合った税負担とな

らないこと、と言われているが、その前提は大きく変化している。 

具体的には、ガス事業に対する規制緩和は、大口需要に対する自由化範

囲が平成１６年４月から５０万m3以上に、１９年４月からはさらに１０万m3以上

（全販売量の約６５％）へと拡大された。また、一方で既に、近時はＬＰＧや灯油

等との競争に加え、オール電化住宅の攻勢により競争が激化するなど、ガス

事業を取り巻くエネルギー間競争は熾烈を極めており、事業税の価格転嫁が

容易という状況にはない。 

さらに、現在、総合資源エネルギー調査会基本政策分科会ガスシステム改

革小委員会では、ガス小売事業の全面自由化等が議論されているところであ

る。 

なお、平成１５年度から平成２６年度の税制改正大綱においても、現在収入

金額課税を行っている電気供給業、ガス供給業及び保険業の３業種に係る法

人に対する課税方式については、引き続き検討することが明記されている。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電気・ガス 

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》 

ガス供給業は、法人事業税として収入金額（ガス売上）に課税されることか

ら、他の一般企業と同等の課税環境を整備することを通じて、課税の公平性を

図る。   
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《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

租税負担率の業種間比較   

《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》 

ガス使用者の利益保護や、都市ガス事業の健全な発達（安定供給、保安の

確保等）に向けた公平な競争条件を確保することが可能となる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 本措置の適用を受けている私営都市ガス事業者約 180 社（うち約６割は経

営基盤が脆弱な中小事業者（資本金 1 億円以下））。 

本措置によっても、ガス供給業を行う全ての法人が対象となるため、想定外

に僅少となることはない。 

② 減収額 平成 25 年度ベース想定減収額（見込み） 

 ８６億円程度（適用 181 社計） 

注１．地方法人特別税を含む。 

注２．出典：都市ガス事業者調べ（平成 25 年度決算から試算） 

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：  ～  ） 

― 

《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： ～ ） 

― 

《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： 27 年度～  ） 

本措置は特定の産業に対する「支援の創設」ではなく、特定の産業（都市ガ

ス事業）に対する「課税の不公平」を是正するものである。 

本措置による効果は、ガス使用者に広く還元されるものであり、一個人や企

業等に対して支援を行う補助金制度よりも税制による支援の方が適している。 

本措置がない場合、その他の産業との租税負担率の格差が改善されない。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間： 27 年度～  ） 

本措置により、その他の産業との租税負担率の格差が是正されれば、ガス

使用者の利益保護や、都市ガス事業の健全な発達（安定供給、保安の確保

等）に向けた公平な競争条件が整備されるため、有効性が認められる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

公正な競争条件を確保するためには、課税方式を他の一般の企業と同様と

することにより、その他の産業との租税負担率の格差を是正するものであり、

税制措置により行うことが適当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

補助金等、同様の政策目的に係る他の支援措置や義務付け等はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

ガス事業における規制緩和は、大口需要の自由化範囲が平成 19 年４月か

ら 10万ｍ3以上（全販売量の約６５％）まで拡大するなど、着実に進展する中、

他の一般の企業と同様の課税方式とする本措置は、公平な競争条件を確保

する観点から妥当である。 

本措置の効果は、都市ガス事業者に留まらず、ガス使用者（約 2,800 万件）

に広く還元されるものである。 

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２５年８月 

 

２ 



 

 

 

 

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 

ガス事業法の改正に伴う所要の税制措置 

（国税８）（法人税：義、所得税：外、登録免許税：外、消費税：外 等） 

（地方税６）（法人住民税：義、事業税：義、固定資産税：外、事業所税：外 等）

2 要望の内容 ガス事業法の改正に伴う所要の税制措置を講じる。 

3 担当部局 資源エネルギー庁 ガス市場整備課 

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 

－ 

6 適用又は延長期間 － 

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》 

電力システム改革と相まって、ガスが低廉かつ安定的に供給され、消費者

に新たなサービスなど多様な選択肢が提示されるように、小売の全面自由化、

天然ガスの導管による供給インフラのアクセス向上と整備促進、簡易ガス事業

制度の在り方などの、ガスシステム改革を推進する。 

《政策目的の根拠》 

エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月 11 日閣議決定） 

第３章第６節 市場の垣根を外していく供給構造改革等の推進 

２．ガスシステム及び熱供給システム改革の推進 

（１）低廉かつ安定的な供給を実現するガスシステムの構築に向けた改革

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電気・ガス 

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》 

ガスシステム改革の推進によるガス事業法の改正に応じた現行の税制措置

の整備。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

① ガス小売の自由化範囲の拡大 

② ガス供給インフラ（導管等）のアクセス向上と整備促進 

③ 簡易ガス事業制度のあり方 

等の論点に係る見直し等に応じた整備。 

《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》 

ガス事業法の改正に応じて、現行の税制措置について整備を行うことによ

り、ガスシステム改革の着実な実行が期待できる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 ・事業類型の見直しによる新たなガス小売事業者、ガス導管事業者等が対象 

 

（一般ガス事業者数（民営）） 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

事業者数 181 180 180 180 181 
 

② 減収額 － 

１ 



 

 

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２８年～） 

ガスが低廉かつ安定的に供給され、消費者に新たなサービスなど多様な選

択肢が提示されるようなガスシステム改革の着実な実行を図る。このため、ガ

ス事業法の改正が必要となる。 

《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

８年～） 

ガス事業法の改正に応じて、現行の税制措置について整備を行うことによ

り、適切な課税関係を維持することができる。 

 

《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》（分析対

象期間：平成２８年～） 

ガス事業法の改正に応じて、現行の税制措置について整備を行わなけれ

ば、適切な課税ができなくなる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２８年～） 

－ 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

ガス事業法の改正に応じて、現行の税制措置について整備を行わなけれ

ば、適切な課税ができなくなる。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

－ 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

－ 

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 

－ 

 

２ 



 

 
 

 

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 

コージェネレーションに係る課税標準の特例措置の延長 

（地方税３１）（固定資産税：外） 

2 要望の内容 コージェネレーション設備について、新たに固定資産税が課せられることとな

った年度から３年度分の固定資産税の課税標準を、課税標準となるべき価額

の５／６に軽減する（2 年間延長）。 

3 担当部局 資源エネルギー庁ガス市場整備課 

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４月創設 

6 適用又は延長期間 平成２７年４月～平成２９年３月（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》 

エネルギー供給構造が脆弱な我が国において、エネルギー安定供給の確

保、地球温暖化の防止、省エネルギーの観点から、コージェネレーションの導

入を促進することの意義は極めて大きい。 

・コージェネレーションの普及拡大を通じて、分散型エネルギーシステムへの転

換を図ることで、大規模集中型電力システムの脆弱性を補完し、もって電源

セキュリティの向上を図る（エネルギーの安定供給）。 

・また、発電の際に発生する廃熱をオンサイトで有効利用すること（エネルギー

の高度利用）により、大幅な省エネルギー及び環境負荷の低減を実現し、地

球温暖化問題に対応する（環境への適合）。 

このように、コージェネレーションは、熱と電気の一体利用や排熱の有効活

用による大幅な省エネルギー・省ＣＯ２を実現し、また発電機として電力需給対

策・電源セキュリティの向上に寄与し、さら地域活性化による成長戦略にも貢

献できる多様な便益を有する設備であることから、本税制措置を始め様々な

施策を集中的に講ずることにより、更なる普及拡大を進めていくことが必要で

ある。 

《政策目的の根拠》 

エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月閣議決定） 

・一次エネルギー構造における各エネルギー源の位置付けと政策の基本的

な方向として「地球温暖化対策の観点からも、コージェネレーションなど地

域における電源の分散化や（中略）利用など、（中略）産業分野などにおけ

る天然ガスシフトを着実に促進」する必要がある（第２章第２節１．（４）） 

・「熱と電気を組み合わせて発生させるコージェネレーションは、（中略）エネ

ルギーを最も効率的に活用することができる方法の一つで（中略）導入拡

大を図っていくことが必要である」（第２章第２節２．（２）） 

・「コージェネレーションの導入促進を図るため、導入支援策の推進」が必要

とされている（第３章第８節１．（１））。 

また、国土強靭化政策大綱（平成 25 年 12 月国土強靭化推進本部決定）に

おいても、「大規模被災時にあっても必要なエネルギー供給量を確保できるよ

う（中略）コージェネレーション（中略）等の地域における自立・分散型エネルギ

ーの導入を促進する」とされている。 

さらに、「総務省地域の元気創造本部」（平成２５年２月８日設置）が地域活

性化の視点から見た成長戦略を構築するために推進している「地域の元気創

造プラン」の取組の一つである「分散型エネルギーインフラプロジェクト」におい

て、コージェネレーションを活用した計画を策定している。 

１ 



 

 
 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

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》 

「コージェネを最大限普及させ、2020 年に 1,400 万 kW600 億 kWh、2030 年に

2,200 万 kW1,500 億 kWh の導入」（革新的エネルギー・環境戦略（平成 24 年 9

月）） 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 ２０３０年の電源構成に占める天然ガスコージェネレーションの割合 

設備容量約 1,650 万 kW（家庭用を除く） 

※出典：総合資源エネルギー調査会第 20 回基本問題委員会（平成 24 年４月

26 日） 

《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》 

 本税制措置により、需要家の運転初期段階のランニングコストが軽減される

ため、需要家の投資決断を加速させる効果が見込まれ、コージェネレーション

の普及拡大が進む。 

8 有効性

等 

①  適用数等 平成 25 年度 －  件（初年度見込） 

平成 26 年度 129 件（見込） 

平成 27 年度 286 件（見込） 

平成 28 年度 443 件（見込） 

※出典：業界団体へのﾋｱﾘﾝｸﾞ調査 

②  減収額 平成 25 年度 －  億円（初年度見込） 

平成 26 年度 0.4 億円（見込） 

平成 27 年度 0.8 億円（見込） 

平成 28 年度 1.2 億円（見込） 

※出典：業界団体へのﾋｱﾘﾝｸﾞ調査       

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》 

平成 21 年度末 440 万ｋＷ 

平成 22 年度末 440 万ｋＷ 

平成 23 年度末 441 万ｋＷ 

平成 24 年度末 467 万ｋＷ  

平成 25 年度末 474 万ｋＷ 

※出典：日本ガス協会調べ 

※注：年度末の天然ガスコージェネレーションの現存設備容量（家庭用除く） 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》 

平成 25 年度  9 万ｋＷ（初年度実績見込） 

平成 26 年度  11 万ｋＷ（見込） 

平成 27 年度  11 万ｋＷ（見込） 

平成 28 年度  11 万ｋＷ（見込） 

※出典：業界団体へのﾋｱﾘﾝｸﾞ調査 

※注 ：当該年度の対象設備の新規導入容量（家庭用除く） 

本措置創設要望時から縮減実施されたこと及び東日本大震災後の需要反

動減があったことから 25 年度は伸び悩んだが、今後、燃料価格低下やコスト

ダウン、自立・分散型エネルギー等の機能性能に係る再評価により、将来的に

拡大していくことが見込まれる。 

《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》 

コージェネレーションの普及拡大に遅れが生じ、2030 年の電源構成におけ

る発電電力量の目標を達成できない。 

２ 



 

 
 

《税収減を是認するような効果の有無》 

天然ガス等を燃料とするコージェネレーションシステムは、発電時に発生す

る廃熱を有効利用することで高い総合効率を実現し、省エネ・省ＣＯ２に加え、

電力需給対策・セキュリティ向上の観点からも非常に有用な設備である。 

本措置は、設備投資判断のポイントの一つとなる、設備導入後の運転初期

段階におけるランニングコストを軽減することから、コージェネレーションに係る

投資を呼び込む効果がある。自治体にとっては投資がなかった場合に比べ税

収が見込めることから（コージェネの耐用年数は１５年）、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 

コージェネレーションは、需要家設備として導入されるため、需要家は電力

会社から系統電力を購入するケースとの経済性比較を行うことになる。設備導

入当初３年間の固定資産税について 5/6 の軽減措置を講ずることは、需要家

の運転初期段階３年間のランニングコスト軽減につながり、投資決断を促進す

る効果が期待できる。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

コージェネレーション導入拡大の阻害要因となっている燃料価格やイニシャ

ルコスト等の改善は短期間で効果が出るものではなく、少なくとも改善効果の

出るまでの間は、補助金によりイニシャルコストの低減を図る。なお、補助金

は、省エネ率が高く省エネ量の多いトップランナー設備のみを対象としている。 

本措置は対象設備の範囲が広く、設備投資判断のポイントの一つとなる設

備導入後の運転初期段階３年間におけるランニングコストを軽減することによ

り、コージェネレーションの導入促進につなげるものである。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本措置は、設備投資判断のポイントの一つとなる、設備導入後の運転初期

段階におけるランニングコストを軽減することから、コージェネレーションに係る

投資を呼び込む効果がある。自治体にとっては投資がなかった場合に比べ税

収が見込めることから（コージェネの耐用年数は１５年）、特例措置として有効

である。 

また、東日本大震災以後、エネルギーセキュリティ強化を目指す地方自治体

にとって、自立・分散型電源であるコージェネレーションシステムは、防災対策

やエネルギー自給率向上を実現するための有効な手段の一つとなっている。 

※例えば、東京都では「2020 年の東京」のアクションプログラムの中で、コージェネレ

ーションシステム等の自立・分散型電源の導入を促進することとしている。 

10 有識者の見解 コージェネの導入意義として以下の 4 点が示された。 

①省エネ（省化石燃料）、②省ＣＯ２、③発電コストの最適化、④電力需給

対策・セキュリティ 

※出典：総合資源エネルギー調査会基本問題委員会（第 22 回会合）「コジェネ（熱電

併給型のエネルギーシステム）について」（平成 24 年 5 月 14 日） 

 また、今後取り組むべき促進策の一つとして、「設備の導入支援」が掲げられ

ている。 

※出典：総合資源エネルギー調査会基本問題委員会（第 30 回会合）「コジェネ（熱電

併給型のエネルギーシステム）の導入促進のための取り組みについて」（平

成 24 年 7 月 30 日） 

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 

 

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 

引取りに係る沖縄発電用特定石炭等の免税の延長 

（国税３４）（石油石炭税：外） 

2 要望の内容 一般電気事業者又は卸電気事業者が沖縄県の区域内にある事業場にお

いて発電の用に供する天然ガス又は石炭にかかる石油石炭税の免除につい

て適用期限を５年間延長する。 

 また、電気事業法第２弾改正の小売全面自由化に併せて行う電気事業法

上の事業類型の見直しに伴う、所要の整理を行う。 

3 担当部局 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課 

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 15 年度 創設 

平成 17 年度 ２年間の延長 

平成 19 年度 ５年間の延長 

平成 24 年度 ３年間の延長及び免税対象への LNG の追加 

6 適用又は延長期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日（５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》 

エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月閣議決定）では、安全性（Safety）を前

提とした上で、エネルギーの安定供給（Energy Security）を第一とし、経済効率

性の向上による低コストでのエネルギー供給（Economic Efficiency）を実現し、

同時に、環境への適合（Environment）を図ることをエネルギー政策の基本的

視点とするとともに、国際的視点、経済成長の視点を重要な視点としている。

これらの基本的な視点の下、“多層化・多様化した柔軟なエネルギー需給構

造”の実現のための電力政策を着実に推進する。 

特に沖縄は、電力需要が小さく、また地理的・地形的制約等から火力発電

に依存せざるを得ないこと、供給コストの高い離島を多く抱えていること等の電

力供給面における構造的な特殊性を抱えていることから、本措置により、沖縄

における電気の安定的かつ適正な供給の確保を図る。 

《政策目的の根拠》 

沖縄振興特別措置法（平成１４年３月３１日法律第１４号）（以下、沖振法）

「第７節電気の安定的かつ適正な供給の確保」中、第６５条第２項において、

「一般電気事業者又は卸電気事業者（電気事業法第二条第一項第四号に規

定する卸電気事業者をいう。）が沖縄にある事業場において発電の用に供す

る石炭等（石油石炭税法（昭和五十三年法律第二十五号）第二条第三号に規

定するガス状炭化水素であって関税定率法（明治四十三年法律第五十四号）

別表第二七一一・一一号に掲げる天然ガスに該当するもの及び同条第四号に

規定する石炭をいう。）については、租税特別措置法で定めるところにより、そ

の石油石炭税を免除する。」と規定されている。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

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》 

電力市場環境の整備を図ることにより、電力の安定供給の確保を実現す

る。 

特に、沖振法に基づいて策定された「沖縄振興基本方針」及び「沖縄振興計

画」に基づき、沖縄における電気の安定的かつ適正な供給を確保することによ

り、沖縄県民の生活及び産業界における沖縄振興のための電力の安定的な
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供給及び適正な料金水準を確保することにより、沖縄の産業活動及び住民の

生活における基礎条件の改善を目指す。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本措置による免税額分が電気料金に与える影響 

《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》 

租特の目標である「電力の安定的な供給及び適正な料金水準を確保するこ

とにより、沖縄の産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善」を実現

することで、政策目的である「効率的かつ安定的な供給の確保、環境への適

合を確保するための電力政策を着実に推進」及び「沖縄県の自立型経済を構

築するため、その基礎となる社会資本の整備や県民生活の向上」に寄与す

る。 

8 有効性

等 

① 適用数等 
適用件数：２社（一般電気事業者１社、卸電気事業者１社） 

本措置によって、構造上の問題に伴う発電コストを抑えることが可能
となることから、本措置は手段として的確であり、他地域との電気料金
の格差を是正するための必要最小限の措置である。 
なお、電気料金は省令に基づいて算定されており、本措置による石油石
炭税の免税額分については料金原価に織り込まれていないことから、電
気料金の低減を通じて県民負担の軽減に繋がっている。 
 
○適用量 
 
適用量：石炭                    （単位：千 t） 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

石炭消費量 2,461 2,823 2,634 2,377 2,460 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 

石炭消費量 2,605 2,021 2,045 1,854 1,860 

※数値は沖縄電力(株)及び電源開発(株)より聴取 
※平成 21 年度～平成 25 年度は実績値、平成 26 年度～平成 30 年度は

見込み値を記載（下記の減収額についても同様）。 
 
適用量：ＬＮＧ              （単位：千ｔ） 

年度 H24 H25 H26 H27 

ＬNG 消費量 131 196 198 330 

年度 H28 H29 H30 

ＬNG 消費量 330 380 380 

※数値は沖縄電力(株)より聴取 
※平成 24 年度～平成 25 年度は実績値、平成 26 年度～平成 30 年度は

見込み値を記載（下記の減収額についても同様）。 
 

② 減収額 ○減収額 
 
免税額：石炭                  （単位：百万円） 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

免税額 1,722 1,976 1,843 1,882 2,262 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 

免税額 2,969 2,303 2,801 2,540 2,547 

※数値は沖縄電力(株)及び電源開発(株)より聴取 
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免税額：ＬＮＧ             （単位：百万円） 

年度 H24 H25 H26 H27 

免税額 158  262 317  528 

年度 H28 H29 H30 

免税額 614 707 707 

※数値は沖縄電力(株)より聴取 

 

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） 

本措置により、平成 21 年度から平成 25 年度までの 5 年間平均で、
1kWh 当たり約 0.27 円の電力料金の低減がなされており、電気の安定
的かつ適正な供給の確保に寄与している。他方で、沖縄の電気料金は
未だ他地域と比べて割高であることから、引き続き本措置を講じるこ
とが必要である。 

 

＜電気料金に与える影響（実績）＞ 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

販売電力量  
(百万 kWh)  7,478 7,521 7,440 7,314 7,556 

影響額 
 (円／kWh)  0.23 0.26 0.25 0.28 0.33 

※沖縄電力(株)及び電源開発(株)より聴取 
※影響額は、免税額／販売電力量により算出 

 
＜電気料金の推移＞ 

（単位：円/kWh） 

年度 H2 1 H22 H23 H24 H25 

沖縄電力(株) 20.14 19.90 21.07 21.44 22.08 

9 社平均 15.98 15.87 16.80 17.92 19.79 

単価差 4.16 4.03 4.27 3.52 2.29 

※電気料金の算定方法は、電灯・電力料収入を電灯・電力（自由化
対象需要分を含む）の販売電力量（kWh）で除したもの。 

 

(参考) 
沖縄電力(株)はこれまで、効率化の推進により逐次料金改定を行っ

ているが、構造的不利性により電源を火力発電に頼っていることか
ら、燃料価格高騰などの外部要因により、実績単価は上昇傾向にある。 

 
（単位：％） 

 H17．7 H18．7 Ｈ20．9 

料金改定率 ▲3.27 ▲3.24 ▲0.45 
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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 21 年 4 月～平成 26 年 3 月） 

 

本措置による免税額分については、料金原価に織り込まれていないことか

ら、電気料金の低減を通じて県民負担の軽減に繋がっている。 

  

＜電気料金に与える影響（実績）＞ 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

販売電力量  

(百万 kWh)  7,478 7,521 7,440 7,314 7,556 

影響額 

 (円／kWh)  0.23 0.26 0.25 0.28 0.33 

※沖縄電力(株)及び電源開発(株)より聴取 

 

《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 32 年 3 月） 

本措置が存在しない場合、沖縄電力(株)の需要家への料金に、免税されな

い分が上乗せされることになるため、沖縄県内の一般家庭及び産業界に与え

る影響も大きいことから、本措置を継続することが重要である。 

なお、本措置により、平成 27 年度は標準家庭（300kWh）で月額約 111 円の

料金低減効果が見込まれる。 

 

＜電気料金に与える影響（見込み）＞ 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

販売電力量  
(百万 kWh)  7,564 7,636 7,667 7,737 7,808 7,878 

影響額 
 (円／kWh)  0.43 0.37 0.45 0.42 0.42 0.42 

※沖縄電力(株)及び電源開発(株)より聴取 

※影響額は、免税額／販売電力量により算出。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

（分析対象期間：平成 27 年 4 月～平成 32 年 3 月） 

本措置が存在しない場合、沖縄電力(株)の需要家への料金に、免税されな

い分が上乗せされることになる。上乗せされる金額は上記の通りであり、沖縄

県内の一般家庭及び産業界に与える影響も大きいことから、本措置を継続す

ることが重要である。 

なお、本措置により、平成 27 年度は標準家庭（300kWh）で月額約 111 円の

料金低減効果が見込まれる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

沖縄における電気事業については、 

１）地理的・地形的な制約や需要規模の制約から水力発電等の導入が困難

であり、化石燃料（特に石炭、ＬＮＧ）に大きく依存せざるを得ない、 

２）①多数の離島を抱え、ユニバーサルサービスを提供するため、多額
の投資が必要（離島部門は構造的な収支不均衡）、②他の電力会社と

の電力相互融通が不可能であるため、高い供給予備力が必要、③地域

特有の台風・塩害対策に巨額の投資が必要、等の理由から設備投資負

担が大きい、 

等の構造的不利性があり、電力料金が他社より割高となっている。 
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このような構造的不利性がある中、沖縄における電気の安定的かつ適正な

供給の確保のためには、政策的支援が必要となる。 

特に、沖縄においては、今後とも、石炭等の化石燃料による火力発電が、基

幹電源としての役割を担うことが見込まれるため、電気料金の抑制のために

は、本措置による化石燃料の発電コストの抑制が必要不可欠である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

沖振法等に基づく支援措置として、沖縄振興開発金融公庫からの融資、沖

縄電力（株）に係る課税標準の特例、産業高度化・事業革新促進地域におい

て工業用機械等を取得した場合の課税の特例がある。 

まず、産業高度化・事業革新促進地域において工業用機械等を取得した場

合の課税の特例は、沖縄県における産業高度化や事業革新の促進を目的と

した施策であることから、本措置と趣旨を異にしている。 

また、沖縄振興開発金融公庫からの融資は、設備形成を促すため、より条

件の良い資金の確保を目的とした施策であることから、本措置と趣旨を異にし

ている。 

更に、沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る課税

標準の特別措置は、政策的に一定の類似性が見られるものであるが、沖縄が

本土から遠く離れた離島であり、他の電力会社との相互融通が不可能である

ため、高い供給予備力を持たざるを得ないこと等に鑑み、設備投資負担の軽

減等を図るための施策であることから、本措置と明確な役割分担がなされてい

る。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

－ 

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 



 

 
 

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 

沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る課税標準の

特例措置の延長 

（地方税３５）（固定資産税：外） 

2 要望の内容 ・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要）沖縄電力株式会

社が行う電気供給業の用に供する償却資産に係る固定資産税の課税標準 

・特例措置の内容 

昭和 57 年度から平成 26 年度までの各事業年度分の固定資産税に限り、

当該償却資産(事務所及び宿舎の用に供するものを除く。)に係る固定資

産税の課税標準を 2/3 とする措置を５年間延長する。 

3 担当部局 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課 

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 57 年度 創設 

昭和 60 年度 ２年間の延長 

昭和 62 年度 ５年間の延長 

平成 4 年度  ５年間の延長 

平成 9 年度  ５年間の延長 

平成 14 年度 ５年間の延長 

平成 18 年度 ５年間の延長 

平成 24 年度 ３年間の延長 

6 適用又は延長期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 32 年 3 月 31 日（５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》 

エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月閣議決定）では、安全性（Safety）を前

提とした上で、エネルギーの安定供給（Energy Security）を第一とし、経済効率

性の向上による低コストでのエネルギー供給（Economic Efficiency）を実現し、

同時に、環境への適合（Environment）を図ることをエネルギー政策の基本的

視点とするとともに、国際的視点、経済成長の視点を重要な視点としている。

これらの基本的な視点の下、“多層化・多様化した柔軟なエネルギー需給構

造”の実現のための電力政策を着実に推進する。 

特に沖縄は、電力需要が小さく、また地理的・地形的制約等から火力発電

に依存せざるを得ないこと、供給コストの高い離島を多く抱えていること等の電

力供給面における構造的な特殊性を抱えていることから、本措置により、沖縄

における電気の安定的かつ適正な供給の確保を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

沖縄振興基本方針（抄）（平成 24 年 5 月 11 日、内閣総理大臣決定） 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

１１ 社会資本の整備及び土地の利用に関する基本的な事項 

（３）エネルギーの供給等 

沖縄は電力供給面で構造的な不利性等の課題を有しており、沖縄における

電気の安定的かつ適正な供給の確保は沖縄県民の生活及び産業界にとって

非常に重要である。このため、供給コスト軽減等に取り組み、エネルギーの安

定的かつ適正な供給の確保を図る。また、再生可能エネルギーの普及促進及

び環境関連産業の育成を図る。 
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沖縄２１世紀ビジョン基本計画（沖縄振興計画）（抄）（平成 24 年 5 月、沖縄県

作成） 

２ 心豊かで、安全・安心に暮らせる島を目指して 

(６) 地域特性に応じた生活基盤の充実・強化 

ア地域特性に応じた生活基盤の整備 

島しょ地域である沖縄県の各地域の特性や社会環境の変化等に対応した、

住宅、水道、電気、道路等の生活基盤の整備・拡充を図ります。～（略）～安

定したエネルギーの確保については、県民生活や産業活動の重要な基盤であ

ることから、電気事業に関する税制の特別措置を活用した液化天然ガス（ＬＮ

Ｇ）の利用促進や海底ケーブルの更新・新設の促進等を図るほか、現在も駐

留軍用地内に多くの電力供給設備が存在する現状を鑑み、駐留軍用地の返

還に伴って生じる電力供給設備の移設等に関して支援を行うことにより、沖縄

における電力の安定的かつ適正な供給の確保に努めます。また、全県的なス

マートグリッドに取り組み、太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、バイオマスエ

ネルギー等のクリーンエネルギーの導入促進を図り、エネルギーの多様化及

び効率化を推進します。（以下、略） 

 

３ 希望と活力にあふれる豊かな島を目指して 

(９) ものづくり産業の振興と地域ブランドの形成 

ウ安定した工業用水・エネルギーの提供 

産業の振興及び持続的発展のために重要な社会資本である水資源やエネ

ルギー等については、将来にわたり低コストでの安定供給が図られるよう取り

組むとともに、地球環境問題への適切な対応を促進します。このため、工業用

水については、老朽化した施設を計画的に更新し、あわせて耐震化を推進し

ます。エネルギーについては、電気事業に関する税制の特別措置等を活用し

た液化天然ガス（ＬＮＧ）の利用や、太陽光発電、風力発電、太陽熱利用、バイ

オマスエネルギー等のクリーンエネルギーの導入を促進します。また、経済特

区など新たな電力需要の伸びが想定される地域においては特別高圧電力供

給設備等の基盤整備を促進します。あわせて、沖縄本島中南部及び宮古島に

賦存する水溶性天然ガスの有効活用に向けた取組を促進します。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

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》 

 設備投資負担の軽減及び適正な料金水準の確保 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本措置による免税額分が電気料金に与える影響 

《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》 

租特の目標である「電力の安定的な供給及び適正な料金水準を確保するこ

とにより、沖縄の産業活動及び住民の生活における基礎条件の改善」を実現

することで、政策目的である「効率的かつ安定的な供給の確保、環境への適

合を確保するための電力政策を着実に推進」及び「沖縄県の自立型経済を構

築するため、その基礎となる社会資本の整備や県民生活の向上」に寄与す

る。 

 

２ 



 

 
 

8 有効性

等 

① 適用数等 適用事業者：１社（沖縄電力（株）） 

② 減収額 （単位：百万円） 

年度 
H21 

（実績） 

H22 

（実績） 

H23 

（実績） 

H24 

（実績） 

H25 

（実績） 

軽減額 949 908 896 923 1,262 

※数値は沖縄電力(株)から聴取 

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） 

本措置により、平成 21 年度から平成 25 年度までの 5 年間平均で、1kWh

当たり約 0.13 円の電力料金の低減がなされており、電気の安定的かつ適

正な供給の確保に寄与している。他方で、沖縄の電気料金は未だ他地域

と比べて割高であることから、引き続き本措置を講じることが必要であ

る。 

＜電気料金に与える影響（実績）＞ 

年度 H21 H22 H23 H24 H25 

販売電力量 

（百万 kWh）  
7,478 7,521 7,440 7,314 7,556 

影響額 

（円／kWh）  
0.13 0.12 0.12 0.13 0.17 

※販売電力量は沖縄電力(株)より聴取。 

※影響額は、減収額／販売電力量により算出。 

 

＜電気料金の推移＞ 
（（単位：円/kWh） 

年度 H2 1 H22 H23 H24 H25 

沖縄電力(株) 20.14 19.90 21.07 21.44 22.08 

9 社平均 15.98 15.87 16.80 17.92 19.79 

単価差 4.16 4.03 4.27 3.52 2.29 

※電気料金の算定方法は、電灯・電力料収入を電灯・電力（自由化対

象需要分を含む）の販売電力量（kWh）で除したもの。 

 

（参考） 

沖縄電力(株)はこれまで、効率化の推進により逐次料金改定を行って

いるが、構造的不利性により電源を火力発電に頼っていることから、燃

料価格高騰などの外部要因により、実績単価は上昇傾向にある。 

○沖縄電力(株)の料金改定率の推移： 

昭和 63 年  1 月  ▲19.62%、 平成 元年  4 月 ▲2.79%、 

平成  8 年  1 月  ▲ 5.96%、 平成 10 年  2 月 ▲3.72%、 

平成 12 年 10 月  ▲ 3.78%、 平成 14 年 10 月 ▲5.79%、 

平成 17 年  7 月  ▲ 3.27%、 平成 18 年  7 月 ▲3.24%、 

平成 20 年  9 月  ▲ 0.45%   
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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 21 年 4 月～平成 26 年 3 月） 

本措置による固定資産税の軽減分は、電気料金原価に織り込まれていない

ことから、電気料金の低減を通じて県民負担の軽減に繋がっている。例えば、

平成 25年度における一般家庭のモデルケース（300kWh/月）では月額約 48円

の負担軽減効果がある。  

年度 
H21 

（実績） 

H22 

（実績） 

H23 

（実績） 

H24 

（実績） 

H25 

（実績） 

販売電力量 

（百万 kWh）  
7,478 7,521 7,440 7,314 7,556 

影響額 

（円／kWh）  
0.12 0.12 0.12 0.12 0.16 

※販売電力量は沖縄電力（株）より聴取。 

※影響額は、減収額／販売電力量により算出。 

《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 32 年 3 月） 

本措置が存在しない場合、沖縄電力(株)の需要家への料金に、軽減されな

い分が上乗せされることになるため、沖縄県内の一般家庭及び産業界に与え

る影響も大きいことから、本措置を継続することが重要である。 

＜電気料金に与える影響（見込み）＞ 

年度 H26 H27 H28 H29 H30 H31 

販売電力量  
(百万 kWh)  7,564 7,636 7,667 7,737 7,808 7,878 

影響額 
 (円／kWh)  0.17  0.16  0.16  0.15  0.15  0.14  

※沖縄電力(株)及び電源開発(株)より聴取 

※影響額は、免税額／販売電力量により算出。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

（分析対象期間：平成 27 年 4 月～平成 32 年 3 月） 

本措置が存在しない場合、沖縄電力(株)の需要家への料金に、軽減されな

い分が上乗せされることになる。上乗せされる金額は上記の通りであり、沖縄

県内の一般家庭及び産業界に与える影響も大きいことから、本措置を継続す

ることが重要である。 

なお、本措置により、平成 27 年度は標準家庭（300kWh）で月額約 48 円の料

金低減効果が見込まれる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

沖縄における電気事業については、 

１）地理的・地形的な制約や需要規模の制約から水力発電等の導入が困難

であり、化石燃料（特に石炭、ＬＮＧ）に大きく依存せざるを得ない、 

２）①多数の離島を抱え、ユニバーサルサービスを提供するため、多額

の投資が必要（離島部門は構造的な収支不均衡）、②他の電力会社と

の電力相互融通が不可能であるため、高い供給予備力が必要、③地域

特有の台風・塩害対策に巨額の投資が必要、等の理由から設備投資負

担が大きい、 

等の構造的不利性があり、電力料金が他社より割高となっている。 

 

このような構造的不利性がある中、沖縄における電気の安定的かつ適正な

供給の確保のためには、政策的支援が必要となる。 
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特に、沖縄においては、今後とも、設備投資が大きな負担となることが見込

まれるため、電気料金の抑制のためには、本措置による設備投資負担の軽減

が必要不可欠である。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

沖振法等に基づく支援措置として、沖縄振興開発金融公庫からの融資、沖

縄電力（株）に係る課税標準の特例、産業高度化・事業革新促進地域におい

て工業用機械等を取得した場合の課税の特例がある。 

まず、産業高度化・事業革新促進地域において工業用機械等を取得した場

合の課税の特例は、沖縄県における産業高度化や事業革新の促進を目的と

した施策であることから、本措置と趣旨を異にしている。 

また、沖縄振興開発金融公庫からの融資は、設備形成を促すため、より条

件の良い資金の確保を目的とした施策であることから、本措置と趣旨を異にし

ている。 

更に、沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供する償却資産に係る課税

標準の特別措置は、政策的に一定の類似性が見られるものであるが、沖縄が

本土から遠く離れた離島であり、他の電力会社との相互融通が不可能である

ため、高い供給予備力を持たざるを得ないこと等に鑑み、設備投資負担の軽

減等を図るための施策であることから、本措置と明確な役割分担がなされてい

る。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本措置は、沖縄県内の電気料金低減に資する施策の一つであり、沖縄県

民はもちろん、県内の産業政策にとっても影響は大きい。措置がないことによ

って、沖縄県内の産業の空洞化を招く可能性も否定はできないことから、地方

税法において、負担の軽減を図ることが重要である。 

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 23 年 8 月 

 

 

５ 



 

 

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（地熱資源開発事業） 

（地方税２８）（軽油引取税：外） 

2 要望の内容 ・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

地熱資源の開発のために使用する動力付試すい機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。 

・特例措置の内容 

 上記用途に供される軽油に係る軽油引取税の課税免除とする措置を３年間

延長する。 

3 担当部局 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力基盤整備課                  

資源・燃料部政策課 

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 

昭和 55 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 29 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》 

我が国において、重要な低炭素の国産エネルギー源である再生可能エネル

ギーのうち、発電コストも低く、安定的に発電を行うことが可能な地熱発電の推

進を図る。 

《政策目的の根拠》 

エネルギー基本計画（平成２６年４月１１日閣議決定）においては、再生可能

エネルギーに係る政策の方向性において、次のとおり記載されている。 

 

「これまでのエネルギー基本計画を踏まえて示した水準を更に上回る水準

の導入を目指し、エネルギーミックスの検討に当たっては、これを踏まえること

とする。」 

 

このうち、「これまでのエネルギー基本計画を踏まえて示した水準」について

は、次のとおり。 

 

 「２００９年８月に策定した「長期エネルギー需給見通し（再計算）」（２０２０

年の発電電力量のうちの再生可能エネルギー等の割合は１３．５％（１，４１４

億 kWh））及び２０１０年６月に開催した総合資源エネルギー調査会総合部会・

基本計画委員会合同会合資料の「２０３０年のエネルギー需給の姿」（２０３０

年の発電電力量のうちの再生可能エネルギー等の割合は約２割（２，１４０億

kWh））。」 

これらにおける地熱発電の設備容量及び発電電力量は、それぞれ以下のと

おり。 

１ 



 

・２００９年８月に策定した「長期エネルギー需給見通し（再計算）」 

    ２０２０年  設備容量： ５３万ｋＷ  発電電力量： ３４億ｋＷｈ 

 ・２０１０年６月の「２０３０年のエネルギー需給の姿」 

    ２０３０年  設備容量：１６５万ｋＷ  発電電力量：１０３億ｋＷｈ 

 

特に、地熱発電は安定的に発電が可能な「ベースロード電源」として、また、

再生可能エネルギーの中でも風力と並んで、導入加速に向けた取組を強化す

べき電源として位置付けられており、特に積極的な推進が必要である。 

 

（参考）エネルギー基本計画 抜粋 

第２章 エネルギー需給に関する施策についての基本的な方針 

第２節 各エネルギー源の位置付けと政策の時間軸 

１．一次エネルギー構造における各エネルギー源の位置付けと政策の基本的

な方向 

（１）再生可能エネルギー 

３）地熱 

世界第３位の地熱資源量を誇る我が国では、発電コストも低く、安定的に発

電を行うことが可能なベースロード電源を担うエネルギー源である。 

また、発電後の熱水利用など、エネルギーの多段階利用も期待される。 

一方、開発には時間とコストがかかるため、投資リスクの軽減、送配電網の

整備、円滑に導入するための地域と共生した開発が必要となるなど、中長期

的な視点を踏まえて持続可能な開発を進めていくことが必要である。 

 

第３章 エネルギー需給に関する長期的、総合的かつ計画的に講ずべき施策

第３節 再生可能エネルギーの導入加速～中長期的な自立化を目指して～ 

１．風力・地熱の導入加速に向けた取組の強化 

  開発規模によって経済性を確保できる可能性のある風力・地熱について

は、導入に向けた課題が多く、それを解決する取組を進める。 

（２）地熱 

  地熱発電の開発には、時間とコストがかかり、風力発電と同様に、地元との

調整や、環境アセスメントのほか、立地のための各種規制・制約への対応等

の課題がある。 

このため、地熱発電設備の導入をより短期間で、かつ円滑に実現できるよ

う、投資リスクの軽減、環境アセスメントの迅速化、電気事業法上の安全規制

の合理化等の取組、また、必要に応じて更なる規制・制度の合理化に向けた

取組等を進める。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

エネルギー基本計画（平成２６年４月閣議決定）において、発生電力量のう

ちの再生可能エネルギー等の割合について、２０２０年で１３．５％、２０３０年で

約２０％を更に上回る水準の導入を目指す。  

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

   ２ 



 

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》 

地熱資源獲得を推進するため、本特例措置により掘削コストを約 1.6％低減

させる。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

総掘削費用に対する減収額の割合を測定指標として評価する。 

《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》 

地熱発電は、開発コスト、リスクが高いこと、蒸気減衰等により出力が低下

するという課題があるため、本特例措置による事業者の負担軽減が不可欠。        

また、軽油取引価格は平成 21 年度頃より高値での推移しており、本特例措

置は掘削コスト低減に有効である。特例措置を講じなかった場合、掘削コスト

が増大し、地熱発電の推進に影響を及ぼすおそれがある。よって、我が国にお

ける再生可能エネルギーの導入促進を図る上で本税制の特例措置の延長が

必要である。 

8 有効性

等 

①  適用数等 平成 21 年度  6 件   913kL 

平成 22 年度  3 件   648kL 

平成 23 年度  4 件   778kL 

平成 24 年度  5 件  1,219kL 

平成 25 年度  9 件  1,803kL 

平成 26 年度 15 件  3,170kL（見込み） 

平成 27 年度  23 件  4,596kL（見込み） 

平成 28 年度 23 件  4,611kL（見込み） 

〔課税免除の特例措置適用事業者へのヒアリングによる。〕 

②  減収額 平成 21 年度  29 百万円 

平成 22 年度  21 百万円 

平成 23 年度  25 百万円 

平成 24 年度  39 百万円 

平成 25 年度  58 百万円 

平成 26 年度 102 百万円（見込み） 

平成 27 年度 148 百万円（見込み） 

平成 28 年度 148 百万円（見込み） 

〔課税免除の特例措置適用事業者へのヒアリングによる。〕 

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） 

現在、地熱発電は全国で 19 カ所、出力 52 万ｋW であり、その出力の維持等

に寄与している。 

また、平成 26 年 3 月時点において、固定価格買取制度や地熱資源開発調

査事業などの各種支援制度により、約 50 地点の調査案件（地元理解段階を

含む）が現在進捗しており、掘削調査段階の案件についてはコスト削減等に寄

与している。 

《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 21

年 4 月～平成 26 年 3 月） 

本特例措置の適用により、地熱資源獲得に係る掘削コストは約 1．6％程度

減少する。また、軽油取引価格は平成２１年度頃より上昇し、高値で推移して

おり、本措置は掘削コスト低減に有効である。 

なお、掘削コスト削減実績は、平成 21 年度 1.27%、平成 22 年度 1.76% 

３ 



 

平成 23 年度 1.60%、平成 24 年度 1.62%、平成 25 年度 1.61%となっている。 

（参考：課税免除の特例措置適用事業者へのヒアリングによる） 

・追加井 1 本の掘削コストに係る免税後における軽油コストの割合（実績） 

平成 21 年度 2.34%、平成 22 年度 3.69%、平成 23 年度 3.94%、 

平成 24 年度 3.90%、平成 25 年度 4.05% 

 地熱発電は、開発コスト、リスクが高いこと、蒸気減衰等により出力が低下す

るという課題があるため、本特例措置を引き続き実施していく必要がある。 

《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》（分析対

象期間：平成 21 年 4 月～平成 26 年 3 月） 

資源エネルギー庁公益事業部発電課がとりまとめた「２１世紀に向けた発電

技術懇談会地熱部会」中間報告（平成８年１１月）では、坑井掘削費の全体に

占める割合が２４％という大きなものであることが示されている。 

地熱資源開発においては、この掘削費用をどれだけ抑えることができるか

が重要であるが、昨今の燃料及び原材料価格の高騰に伴い、坑井掘削費は

上昇傾向にある。 

また、日本における掘削コストは海外に比べ割高であるため、地熱資源の

開発を進めるうえで、掘削コスト低減に直接寄与する「軽油取引税の免税措

置」が重要である。 

本特例措置が延長されなかった場合、建設コストの増大により、地熱発電

の推進に影響を与える恐れがある。また、本措置は至近５か年累計において

71％が東北地域において活用されており、復興再建に取り組む東北地域にお

ける電力の安定供給にも支障を生じる。地熱発電による発電量低下に伴い、

化石燃料を使用する火力発電の発電量が増え、二酸化炭素排出量増加する

ことが見込まれる。  

《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） 

本特例措置の活用により、全国で 19 カ所、出力 52 万ｋW の地熱発電所の

発電出力の維持に貢献している。また、本措置の適用を受けている蒸気供給

業者は発電事業者へ蒸気を売却しているが、地熱資源の調査及び掘削によ

り予定していた蒸気が得られなかった場合等の費用については、蒸気価格に

反映することができず、現時点で単年度黒字でも事業全体を通して見ると過

去の投資が回収できていない。 

地熱発電事業については、震災前は一部の大企業のみが携わっていた

が、震災後は地熱発電開発に参画する大企業が増えている。これは国を挙げ

て地熱発電開発への参画を促す様々な施策が施された結果であるが、地熱

資源の開発リスクは依然として高いものが有り、企業の内部では事業採算性

が厳しくチェックされている。 

大企業は様々な新規事業を抱えていて常に採算性による取捨選択を行って

おり、地熱発電開発を担当する部署は事業が中断・廃止される選択を受ける

ことの無いようにコスト削減による投資効率の向上を至上命題としている。 

地熱発電開発プロジェクトの採算性を向上する努力は全方位的に積み重ね

４ 



 

られているが、その中で、掘削費の削減には前述の通り注目が集まっている。   

したがって、大企業に於いても資本力や会社全体の利益に関わらず、免税

軽油の経過措置の継続による掘削費の削減効果への要望が強い。 

このため、既存事業の経営改善がなされれば新規の地熱発電開発を進め

る上で大きなインセンティブとなり、再生可能エネルギーの導入促進に効果を

上げている。 

また、エネルギー基本計画における目標を達成するためにも、新規地熱開

発を促進することは非常に重要である。しかしながら、初期コストが非常に高

い地熱開発において、一本３～８億円程度からかる掘削コストを、本措置の適

用を受け、初期コストを少しでも低減することで、地熱発電の導入促進に繋が

る。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

税率の変更に伴う建設コストの増大は、地熱発電の推進に影響を及ぼすお

それがある。今後、地熱発電の導入を進めるに当たっては、延長が不可欠。 

 また、本措置は至近５か年累計において 71％（減収額割合ベース）が東北地

域にて活用されており、東北地域における電力の安定供給及び復興支援の観

点からも妥当な手段である。 

○全発電量に対する地熱発電量の割合（平成２５年度） 

全電源発電量    ９，３９７億ｋＷｈ 

地熱発電量        ２６億ｋＷｈ（０．３％） 

  

○地熱発電所が多い東北、北海道地方の地熱発電量の割合（平成２５年

度） 

東北地方全電源発電量  ９５８億ｋＷｈ 

東北地方地熱発電量    １０億ｋＷｈ（１．１％） 

北海道地方全電源発電量 ３４１億ｋＷｈ 

北海道地方地熱発電量    １億ｋＷｈ（０．３％） 
② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

地熱発電は、開発コスト、リスクが高いこと、蒸気減衰等により出力が低下

するという課題があるため、以下の取組を行っている。 

① 地熱発電開発費等補助金：発電所における追加井掘削に対して２０％を

補助。平成２６年度予算額８４３百万円。 ※後年度負担のみ 

② 地熱資源開発調査事業：新規開発のための初期段階の地質調査掘削に

対して、５０％を補助。平成２６年度予算額６，５００百万円。 

地熱発電開発費等補助金は、既存の発電所の出力維持を目的としている

が、平成２２年度以前に審査を受けた事業についてのみ後年度負担を行うこと

となっており、当該補助金は平成２８年度に廃止される。 

また、地熱資源開発調査事業においては、新規開発初期段階の地熱調査

掘削に対する補助であるため、新規発電所建設における掘削及び発電所運

転開始後の出力維持のための追加井掘削に係る補助を目的としていない。 

本特例措置は掘削に必要な燃料費負担の低減が目的であり、本特例措置

を活用することにより、我が国の政策目標をさらに推し進めることができ、我が

国の電力の安定供給を図ることができる。 

    ５ 



 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

施設に関わる技術者、開発者等が補助対象地域に集まることにより、資材・

物流・建設等の面から地域経済へ貢献する。貢献内容として、当該地域にお

ける工事の発注並びに技術者及び開発者等の滞在に伴う宿泊施設の活用等

地域経済の活性化が見込まれる。 

10 有識者の見解 経済性の問題を理由として事業化を見送っている事業者に対して、開発イ

ンセンティブを与える上でコスト低減策は効果的である。（地熱発電に関する研

究会・平成２１年６月） 

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 
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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 

軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（電気供給業） 

（地方税２７）（軽油引取税：外） 

2 要望の内容 ・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 

汽力発電装置の助燃（軽油燃焼バーナー及び重油加熱バーナーによるものに

限る） （H27 年度：41 億円） 

ガスタービン発電装置の動力源の用途 （H27 年度：0.4 億円） 

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。 

 

・特例措置の内容 

電気供給業において軽油を上記の設備に使用する場合は、軽油引取税を免

除とする措置を３年間延長する。 

3 担当部局 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課 

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 32 年度 創設 

平成 21 年度 ３年間の期限の設定 

平成 24 年度 ３年間の期限の設定 

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》 

エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月閣議決定）では、安全性（Safety）を前

提とした上で、エネルギーの安定供給（Energy Security）を第一とし、経済効率

性の向上による低コストでのエネルギー供給（Economic Efficiency）を実現し、

同時に、環境への適合（Environment）を図ることをエネルギー政策の基本的

視点とするとともに、国際的視点、経済成長の視点を重要な視点としている。

これらの基本的な視点の下、“多層化・多様化した柔軟なエネルギー需給構

造”の実現のための電力政策を着実に推進する。 

 

《政策目的の根拠》 

本措置による免税額分は、電気料金原価の低廉化を通じて需要家に還元

されており、国民生活や産業活動の基礎である電気料金の低廉化・安定化の

ため、本措置を存続する必要がある。 

 また、原発の停止により、火力発電による電力供給割合が高まっているこ

と等から、火力発電所の起動・停止による需給調整はさらに重要性が増してい

る。軽油は火力発電所の起動時に多く消費されるため、軽油に対する課税措

置は、火力発電所の需給調整機能を阻害することにもなりかねない。 

 さらに、仮に本措置がなくなると、軽油による発電単価が大幅に上昇する

ため、電気事業者が軽油を燃料とする発電設備を持つインセンティブが失わ

れ、ひいては、需給逼迫時の供給力不足が懸念される事態にもつながりかね

ない。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

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》 

電源について、安定的な供給の確保、環境への適合、経済効率性の確保と

整合したベストミックスを追求していく。 

下記に示すとおり、汽力発電は重要な電源として活用しており、汽力の助燃

に当たっては、助燃用途として考え得る燃料（重油）と比べ排出係数の低い軽

油を用い環境適合を図っている。本政策目的は一過性のものではなく、継続し

て行うことが重要であり、そのためには引き続き措置することが必要である。 

 

＜総発電電力量に占める電源（汽力・原子力）別発電電力量割合＞ 

                                        （単位：％） 

H21 H22 H23 H24 H25

汽力 61.4         60.3         79.1         89.5         90.2         

原子力 30.2         31.4         11.9         1.9           1.1           

水力 8.1           8.1           8.7           8.2           8.3           
 

出典：電力調査統計 

※一般電気事業者・卸電気事業者・特定電気事業者・特定規模電気事業者

計 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

総発電電力量に占める汽力発電電力量割合及び電気料金軽減額推移 

《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》 

軽油は、着火性が高く、始動が容易であり、燃料中に不純物を含まず粘度

が適当であるため、噴霧がしやすく、汽力発電を円滑に行うために必要不可欠

である。単価の安い重油ではなく、軽油を助燃用に用いているのはそのためで

あり、それは、安定供給を確保することと環境への適合を図ることの双方の目

的を達成するための有効な手段である。 

また、現在、電気事業営業費用に占める、燃料費の割合は約４０％にのぼ

り、多額の燃料費が必要であることが確実となっている。特に、公共料金規制

のある電気事業については、料金の値上げの抑制及び安定化を図り、需要家

の負担を最小にする必要がある。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 適用件数：57 社（汽力発電装置：47 件、ガスタービン発電装置 10 件） 

（平成２４年度実績値、出典：総務省による道府県税の課税状況等に関する調

査 H26.4.25） 

適用対象者：一般電気事業者、卸電気事業者等 

＜適用量について＞ 

○汽力発電装置の用途 （単位：kℓ） 

  H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

使用量 
 

212,274  201,041  

 

156,147  

 

162,983  

 

187,706  

 

182,212  

 

128,795  

○ガスタービン発電装置の動力源の用途 （単位： kℓ） 

  H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

使用量 
 4,335   2,129   74,992  

 

247,119   44,457   92,700   1,400  

 

２ 



 

※一般電気事業者及び卸電気事業者（１１社）より聞き取り。 

※数値については、H21～H25 年度は実績値であり、H26,H27 年度は推計値

（Ｈ26 年 8 月時点）を記載。 

 

② 減収額 ○汽力発電装置の用途 （単位：百万円） 

  H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

免税額 
 

6,813  

 

6,452  

 

5,011  

 

5,231  

 

6,024  

 

5,848   4,133  

○ガスタービン発電装置の動力源の用途 （単位：百万円） 

  H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 

免税額 
 139   68  

 

2,407  

 

7,932  

 

1,427  

 

2,975   44  

 

※一般電気事業者及び卸電気事業者より聞き取り。 

※数値については、H21～H25年度は実績値であり、H26,H27年度は推計値を

記載。 

※免税額（円） ＝ 軽油使用量 × 税率（32,100 円/kl） 

 

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 18 年度～平成 29 年度） 

現在使用されている軽油は、温暖化対策の推進に関する法律におけるＣＯ

２排出係数が 2.58tCO2/kl、他方、代替燃料として考え得る重油（Ａ重油）を助

燃燃料として用いて発電を行うとすると（同量の重油量を用いる場合及び熱量

補正をかけた場合）、ＣＯ２排出係数は 2.71tCO2/kl となっており、軽油を助燃

燃料として用いる場合よりも多量のＣＯ２を排出することとなり、環境への適合

という側面に反する。 

過去から現時点まで助燃燃料として軽油を使用してきており、上記理由か

ら、継続的に政策目的を実現している。 

 

《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 18

年度～平成 29 年度） 

＜総発電電力量に占める汽力発電電力量割合（参考：原子力発電比率）＞ 

（単位：％） 

年度 
Ｈ２１ 

（実績） 

Ｈ２２ 

（実績） 

Ｈ２３ 

（実績） 

Ｈ２４ 

（実績） 

Ｈ２５ 

（実績） 

汽力発電比率 61．4 60.3 79．1 89．5 90．2 

原子力発電比率 30．2 31.4 11．9 1．9 1．1 

出典：電力調査統計月報 

※一般電気事業者・卸電気事業者・特定電気事業者・特定規模電気事業者計 

※汽力発電には地熱発電を含まない。 

 

上記に示すとおり、汽力発電は重要な電源として活用しており、汽力の助燃

に当たっては、助燃用途として考え得る燃料（重油）と比べ排出係数の低い軽

油を用い環境適合を図っている。本政策目的は一過性のものではなく、継続し

て行うことが需要であり、そのためには引き続き措置することが重要である。 

 

３ 



 

《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 18 年度～平成 29 年度） 

本措置による免税額分は、電気料金原価の低廉化を通じて需要家に還元

されているところであり、逆に言えば、本措置が廃止された場合、免税額分を

需要家が負担することとなり、負担増となる。従って、本措置については、国民

生活や産業活動の基礎である電気料金の低廉化・安定化という目的のため、

なお、存続する必要がある。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 18 年度～平成

29 年度） 

軽油は、着火性が高く、始動が容易であり、燃料中に不純物を含まず粘度

が適当であるため、噴霧がしやすく、汽力発電を円滑に行うために必要不可欠

である。単価の安い重油ではなく、軽油を助燃用に用いているのはそのためで

あり、それは、安定供給を確保することと環境への適合を図ることの双方の目

的を達成するための有効な手段である。 

また、現在、電気事業営業費用に占める、燃料費の割合は約４０％にのぼ

り、多額の燃料費が必要であることが確実となっている。特に、公共料金規制

のある電気事業については、料金の値上げの抑制及び安定化を図り、需要家

の負担を最小にする必要がある。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置については、元来、道路との関連がなかったことから免税されていた

が、平成 21 年に道路特定財源から一般財源化されたことに伴い、原料用途以

外は附則により激変緩和措置的に時限措置とされたものである。 

しかし、電気供給業における用途については、現在、環境への付加等を踏

まえると燃料の代替性がなく、また、今後の汽力発電ニーズも引き続き高い。

汽力発電の調整力・機動力の観点から、軽油は引き続き必要となる。その際

の影響額も無視できるものではない。 

また、ガスタービン発電装置については、比較的短期間での設置が可能な

ことなどから、東日本大震災等に伴う供給力不足対策として重要な役割を担っ

ており、近年使用量が大幅に増加している。 

 

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 

本措置については、元来、道路との関連がなかったことから免税されていた

が、平成 21 年に道路特定財源から一般財源化されたことに伴い、原料用途以

外は附則により激変緩和措置的に時限措置とされたものである。 

しかし、電気供給業における用途については、現在、環境への付加等を踏

まえると燃料の代替性がなく、また、今後の汽力発電ニーズも引き続き高い。

汽力発電の調整力・機動力の観点から、軽油は引き続き必要となる。その際

の影響額も無視できるものではない。 

また、ガスタービン発電装置については、比較的短期間での設置が可能な

ことなどから、東日本大震災等に伴う供給力不足対策として重要な役割を担っ

ており、近年使用量が大幅に増加している。 

 

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 
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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 

低公害車の燃料等供給設備に係る課税標準の特例措置の延長 

（地方税３０）（固定資産税：外） 

2 要望の内容 燃料電池自動車及び天然ガス自動車の燃料等供給設備（水素充填設備、天

然ガス充填設備）に係る固定資産税の課税標準について、取得から３年間に

限り２／３の額とする特例措置を２年間延長する。 

（対象設備） 

 水素充填設備（1 億 5,000 万円以上） 

 天然ガス充填設備（2,000 万円以上） 

  ※（ ）内は対象となる設備の取得価格要件 

3 担当部局 製造産業局自動車課 

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 9 年度 創設 

・平成 11 年度 延長  

・平成 13 年度 延長 

・平成 15 年度 対象設備の見直しを行ったうえで延長・拡充  

・平成 17 年度 延長 

・平成 19 年度 延長  

・平成 21 年度 一部見直し（充電設備の取得価額要件を 2,000 万円以上か

ら 300 万円以上に引き下げ）のうえで延長・拡充 

・平成 23 年度 電気充電設備を対象から除外 

・平成 25 年度 一部見直し（水素充填設備の取得価額要件を 2,000 万円から

1 億 5,000 万円に引き上げ）のうえで延長 

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》 

○東日本大震災の教訓から、輸送用燃料の多様化が求められており、「国土

強靭化政策大綱」（平成 25 年 12 月決定）においても、エネルギーセキュリティ

の推進のため、ＣＮＧ自動車の普及等を図ることが求められている。 

○また、「総合物流施策大綱」（平成 25 年 6 月閣議決定）においては、物流分

野における主要なＣＯ2 排出源であるトラック等、輸送モードの省エネ化、低公

害化が求められている。自動車からの排出ガスによる大気汚染問題への対

応、地球温暖化対策に向けた政府目標を達成するためには、燃料電池自動

車、天然ガス自動車といった低公害車の普及促進を図る必要がある。なお、

天然ガス自動車は、ＳＯｘをほとんど発生させず、ＣＯ2 排出量もディーゼル車

より約 2 割少なく環境性に優れている。 

○さらに、低公害車は、我が国自動車産業が強みを有する次世代自動車に位

置づけられており、「エネルギー基本計画」（平成 26 年 4 月閣議決定）におい

て、次世代自動車について、2030 年までに新車販売に占める割合を５割から

７割とすることを目標に掲げている。 

○これらの目標を踏まえ、燃料等供給設備の普及を支援することにより、低公

害車の普及促進、ひいては地球温暖化防止を図る。 
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《政策目的の根拠》 

○エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月閣議決定） 

・次世代自動車について、2030年までに新車販売に占める割合を５割から７割

とすることを目指す。 

・次世代自動車（ハイブリッド自動車、電気自動車、プラグインハイブリッド自動

車、燃料電池自動車、クリーンディーゼル車、ＣＮＧ自動車等）の普及・拡大に

当たっては、研究開発に加え、インフラ整備が不可欠である。 

・運輸部門については、自動車に係るエネルギーの消費量がその大部分を占

めており、その省エネルギー化が重要である。 

・2014 年度内に商業販売が始まる燃料電池自動車の導入を推進するため、

規制見直しや導入支援等の整備支援によって、四大都市圏を中心に 2015 年

内に 100 ヶ所程度の水素ステーションの整備をする。 

○国土強靭化アクションプラン 2014（平成 26 年 6 月国土強靭化推進本部決

定） 

・エネルギーセキュリティの推進（ＣＮＧ車両等の普及）、バスターミナルの耐震

化の促進を図る。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

個別産業 － 流通・物流 

エネルギー・環境 － 新エネルギー・省エネルギー、電力・ガス、環境 

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》 

○運輸部門については、自動車に係るエネルギーの消費量がその大部分を

占めており、その省エネルギー化が重要である。 

○2014 年度内に商業販売が始まる燃料電池自動車の導入を推進するため、

規制見直しや導入支援等の整備支援によって、四大都市圏を中心に 2015 年

内に 100 ヶ所程度の水素ステーションの整備をする。 

○次世代自動車について、2030 年までに新車販売に占める割合を５割から７

割とすることを目指す。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

○燃料供給設備の設置状況 

○低公害車・次世代自動車の普及状況 

 

《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》 

○燃料電池自動車、天然ガス自動車といった次世代自動車については、燃料

供給設備の整備が十分でないことが普及の障害となっており、燃料供給設備

の整備が進むことにより、次世代自動車の普及を促進することができる。 

また、燃料供給設備の取得者に対して、税制上の特例措置による維持費用の

負担を軽減することにより、燃料供給インフラの整備が進むことが期待できる。 
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8 有効性

等 

① 適用数等 ○適用件数（試算） 

（単位：件） 

 H21FY H22FY H23FY H24FY H25FY 

水素充填設備 4 7 10 10 6 

天然ガス充填設備 32 30 23 33 33 

(注)燃料供給設備の設置状況、業界団体等へのヒアリング結果等から試算 

 

＜参考＞燃料供給設備の設置数の推移（単位：件） 

 H21FY H22FY H23FY H24FY H25FY 

水素充填設備 15 14 16 16 17 

天然ガス充填設備 342 333 321 314 300 

合 計 357 347 337 330 317 

（注）低公害車ガイドブック、日本ガス協会 HP 等から作成 

 

＜参考＞低公害車の普及状況（単位：台） 

 H21FY H22FY H23FY H24FY H25FY 

燃料電池自動車 54  54  52  47 47 

天然ガス自動車 38,861  40,429  41,463  42,590 43,601 

（注）日本ガス協会 HP、JHFC 資料等から作成 

 

＜参考＞新車販売に占める次世代自動車の割合 

H23FY H24FY H25FY 

16％ 21％ 23％ 
 

② 減収額 ○減収額見込み 

H21FY H22FY H23FY H24FY H25FY 

15.8 百万円 17.6 百万円 18.2 百万円 22.1 百万円 17.3 百万円 

 

H26FY H27FY H28FY 

90.6 百万円 195.9 百万円 174.1 百万円 

（注）経済産業省試算 

 

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 23 年度～平成 28 年度） 

○新車販売（乗用車）に占める次世代自動車の割合の推移は、平成 23 年度

16％、平成 24 年度 21％、平成 25 年度 23％（軽自動車と登録車を合わせた割

合）。 

○燃料供給設備の設置数は平成 25 年度で 317 基に上っているものの、「エネ

ルギー基本計画」における 2030 年までに新車販売に占める次世代自動車の

割合を５割から７割という目標達成のためには、本特例措置の延長が必要。 

《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 23

年度～平成 28 年度） 

○対象となる燃料供給設備の設置数は、平成 25 年度 317 件に上っている。 

○新車販売（乗用車）に占める次世代自動車の割合の推移は、平成 23 年度

16％、平成 24 年度 21％、平成 25 年度 23％に増加。  

○全国の大気汚染に係る環境基準の達成状況は、平成 24 年度において二酸

化窒素：98.6％、浮遊粒子状物質：100％と全体的に改善傾向にあり、各種施

策の成果が着実に現れている。 
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《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 23 年度～平成 28 年度） 

○燃料電池自動車や天然ガス自動車といった次世代自動車の普及目標

（2030 年までに新車販売に占める割合を 5 割から 7 割とする）は、自動車メー

カーの販売計画等を基に、政府が必要な政策支援を積極的に講じた場合に

達成可能な数値を目標として掲げたものであり、これまで実績を上げてきた本

特例措置が延長されず、支援が後退した場合、事業者の自主的な努力だけで

これら目標の達成は困難。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 23 年度～平成

28 年度） 

○燃料供給設備の整備が進展することにより、次世代自動車の普及が進むと

考えられることから、大気汚染対策、CO2 排出量の抑制等に大きな効果が期

待できる。 

○また、次世代自動車に位置づけられる燃料電池自動車、天然ガス自動車の

普及が進むことにより、新たな需要の創出、関連産業の活性化等の経済効果

も期待できる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

○燃料供給設備は燃料電池自動車及び天然ガス自動車といった次世代自動

車を使用する際に必要不可欠な社会インフラであることから、設備を取得する

全ての者を対象とする税制上の措置を設けることは公平な支援措置と考え

る。また、2014 年度内に燃料電池自動車における商業販売が始まる予定で

あり、天然ガス自動車においては、今後普及が見込まれる大型ＣＮＧトラックに

ついて、従来の改造車に加え 2015 年にメーカー車を市場投入することをトラッ

クメーカーが表明しており、今後、次世代自動車の普及が進むと見込まれてい

ることから、引き続き措置が必要。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

○燃料電池自動車及び天然ガス自動車といった次世代自動車は従来車に比

べ高額であることからも短時間での普及は困難であり、燃料等供給設備の設

置する者においては、設置当初の稼働率が低いことが予想されることから当

面収益性がない。本特例措置により、燃料等供給設備の設置者の維持費用

を軽減し、燃料等供給設備を設置する者に対してインセンティブが働くことにな

る。燃料等供給設備の設置は燃料電池自動車及び天然ガス自動車といった

次世代自動車の普及促進を図るうえで前提となる社会インフラの整備であり、

政策的な支援が必要不可欠。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

○大気汚染問題への対応、地球温暖化対策は、地域を問わず取り組んで行く

べき課題。 

○燃料供給設備は低公害車を使用する際に必要不可欠なものであり、全国一

律に設置することで自動車ユーザーの利便性が高まり、低公害車の普及が進

むと考えられることから、地方税においても支援することが妥当。 

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年度政策評価（事前評価・事後評価） 

（３．エネルギー・環境） 

 



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 

電気供給業に係る法人事業税の課税方式の変更 

（地方税１９）（法人事業税：義） 

2 要望の内容 電気供給業の法人事業税について、現行の収入金額を課税標準とする方式

から、他の一般の企業と同様の課税方式へと変更する。 

3 担当部局 資源エネルギー庁電力・ガス事業部電力市場整備課 

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 

－ 

6 適用又は延長期間 恒久措置 

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》 

昭和２４年に、料金統制が行われていることを根拠に、電気供給業などにつ

いては収入金課税が創設され、現在まで継続されてきた。しかし、電気供給業

については、平成１７年４月から高圧の全ての需要家を対象として自由化範囲

が拡大され、卸電力取引所取引が開始されるなど、一般の企業と同様の競争

環境が整備されつつある。また、電力システム改革（本年、第２弾の関連法案

が成立）により、間もなく全面自由化を迎える。 

このように自由化が進展する中で、規制料金を前提とした課税を続けること

は課税の平等性を損なうものであり、負担の重い税制は自由化の進展の阻害

要件になりかねない。 

上記を踏まえれば、電力自由化の進展状況に鑑み、他の一般の競争下に

ある企業との税制面でのイコールフッティングを図ることが必要である。 

なお、平成１５年度から２６年度の税制改正大綱においても、電気供給業を

はじめとする３業種については、これらの法人に対する課税方式を引き続き検

討することが明記されている。 

 

 

《政策目的の根拠》 

平成 26 年度与党税制改正大綱において、現在収入金額課税を行っている

電気供給業、ガス供給業及び保険業に係る法人事業税の課税方式について

は、引き続き検討することとされている。（平成 15～25 年度税制改正大綱にお

いても、同趣旨の記載有り。） 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

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》 

一般の競争下にある企業と同様の税制とすることで、課税の公平性を実現

する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

租税負担率の業種間比較 

《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》 

「その他の事業」と同様の課税標準が組み入れられることにより、これまで
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の重い税負担が緩和されることが想定され、それによって、政策目的を実現す

るための資金を確保することが可能となる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 一般電気事業者（10 社）、卸電気事業者（2 社）、特定電気事業者（5 社）及び

特定規模電気事業者（300 社強）、再エネ特措法における特定供給者などが

対象となる。 

②  減収額 平成２５年度ベース減収額（見込）： 

３４５億円程度（一般電気事業者 10 社計） 

※現行の外形標準課税を導入した場合。 

※一般電気事業者より聴取。 

③ 効果ない

し達成目

標の実現

状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成２６年４月～） 

設備産業である電気事業において、本措置の減税額分は投資のためのキ

ャッシュフローとして代替することが予想される。また、一般電気事業者の電気

料金については、省令によって、総括原価方式が採用されているため、減額さ

れる事業税額分については料金原価に織り込まれないため、電気料金の低廉

化に資することとなり、結果的に需要家に還元されることとなる。 

加えて、自由化の進展の阻害要因となりうる現行の課税環境について、他

の一般の企業と遜色ない状況とすることのできる本措置は、極めて有効であ

る。 

《租税特別措置等による達成目標の実現状況》 

《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２６年４月～） 

 措置が新設されない場合、これまでと同様に、多大な税負担を強いられるこ

ととなる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２６年４月～） 

 本措置の直接の適用対象となるのは、電気供給業を行う法人であるが、電

気事業者が負担する法人事業税は料金原価に算入されていることから、税負

担が減少すれば、電気料金も低減することとなる。したがって、本措置の適用

によって、電気の供給を受ける需要家も裨益することとなるため、特定の業界

に対する支援とはならず、有効性が認められる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置は、他業種との課税の公平性を担保するための措置であるため、補

助金などの措置によって支援するのではなく、税制措置により支援することが

適当である。 

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無い。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

料金規制の有無を背景とした収入金課税において、電力小売市場の自由

化の進展度合いを鑑み、他の一般の企業における課税状況とのイコールフッ

ティングを図る本措置は、妥当なものである。 

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２５年８月 

 

２ 



 

【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 

電気事業法の改正に伴う所要の税制措置 

（国税７）（法人税：義、登録免許税：外） 

（地方税５）（法人住民税：義、法人事業税：義） 

2 要望の内容 電気事業法の改正に伴い実施される送配電部門の中立性の一層の確保に

向けて、所要の税制措置を講じる。 

3 担当部局 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部政策課 電力改革推進室 

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 
－ 

6 適用又は延長期間 ・登録免許税の非課税措置等： 

電力システム改革の第３段階実施まで（各社１度のみ適用） 

・租税特別措置法上の準備金に係る引継規定の創設：恒久措置 

・使用済燃料再処理等既発電費相当の収入金額の控除：平成３１年度まで 

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》 

１．電気の安定供給の確保 

東日本大震災以降、多様な電源の活用が不可避な中で、需要家の選択に

よる需要抑制、広域的な電力融通を促進し、需給ひっ迫への備えを強化する。 

２．電気料金の最大限抑制 

競争の促進や全国大で安い電源から順に使うこと（メリットオーダー）の実

現、需要家の選択による需要抑制を通じた発電投資の適正化により、電気料

金を最大限抑制する。 

３．需要家の選択肢や事業者の事業機会の拡大 

需要家の電力選択のニーズに多様な選択肢で応える。また、他業種・他地

域からの参入、新技術を用いた発電や需要抑制策等の活用を通じてイノベー

ションを誘発する。 

《政策目的の根拠》 

○電力システムに関する改革方針（平成 25 年４月２日閣議決定） 

○日本再興戦略（平成 25 年６月 14 日閣議決定） 

二．テーマ２②「広域系統運用の拡大、小売及び発電の全面自由化、送配

電部門の中立性の一層の確保を３つの柱として、60 年ぶりの抜本改革と

なる電力システム改革を進める。」 

○電気事業法の一部を改正する法律【第１弾】（平成 25 年 11 月 13 日成立） 

○新・総合特別事業計画（平成 25 年 12 月 27 日原子力損害賠償支援機構・

東京電力株式会社、平成 26 年１月 15 日認定） 

○エネルギー基本計画（平成 26 年４月 11 日閣議決定） 

第３章第６節１．電力システム改革の断行 

○電気事業法等の一部を改正する法律【第２弾】（平成 26 年６月 11 日成立） 

○「日本再興戦略」改訂 2014（平成 26 年６月 24 日閣議決定） 

一．５－３．環境・エネルギー制約の克服 ②電力システム改革の断行 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 
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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》 

電力システム改革の実現（平成 30 年から平成 32 年までを目途） 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

送配電部門の中立性の一層の確保 

《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》 

送配電部門の中立性の一層の確保を可能とすることにより、電力システム

改革を実現し、政策目的の達成に寄与する。 

8 有効性

等 

① 適用数等 現在の一般電気事業者等 

② 減収額 ・登録免許税の非課税措置：最大 35,080 百万円／件（各社１度のみ） 

・使用済燃料再処理等既発電費相当の収入金額の控除：373 百万円／年 

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 28 年～） 

送配電部門の中立性の一層の確保を可能とすることにより、電力システム

改革を実現し、政策目的の達成を図る。 

《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 28

年～） 

送配電部門の中立性の一層の確保に係る組織再編による税務上の負担の

発生を回避することにより、電気事業法の改正に伴う送配電部門の中立性の

一層の確保を円滑に実施することが期待できる。 

《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》（分析対

象期間：平成 28 年～） 

組織再編により税務上の負担が生じるため、送配電部門の中立性の一層

の確保を実施することができなくなる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 28 年～） 

送配電部門の中立性の一層の確保に係る組織再編による税務上の負担の

発生を回避することにより、電気事業法の改正に伴う送配電部門の中立性の

一層の確保を円滑に実施することが期待できる。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

国の政策として進められた過去の企業組織再編の事例を見ても、税務上の

負担を生じさせないよう措置が講じられている。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

－ 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

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 
－ 

 

 

２ 



 

 
 

【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 

熱供給事業法の改正に伴う所要の税制措置 

（国税９）（法人税：義、所得税、登録免許税、消費税：外等） 

（地方税７）（法人住民税：義、事業税：義、個人住民税：外、固定資産税：外、

事業所税：外、地方消費税：外等） 

2 要望の内容 「熱供給事業」とは、ある建物から、導管を通じて、複数の建物に

対して、熱（蒸気、温水、冷水等）を供給する事業。 

本年４月に閣議決定された「エネルギー基本計画」及び本年６月に

閣議決定された「「日本再興戦略」改訂 2014」を踏まえ、電力・ガス

のシステム改革と併せて、エネルギー供給を効率的に実施できるよう

にするため、熱供給事業の在り方の見直しを検討する。 

この熱供給システム改革に伴い、所要の税制措置について継続措置

を講じる。 

 

3 担当部局 資源エネルギー庁電力・ガス事業部熱供給産業室 

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 

法人税法（第 45 条第 1 項第 4 号） 昭和 47 年（熱供給事業法制定時） 

法人税法施行令（第 13 条第 8 号タ）昭和 48 年（熱供給事業法制定時） 

地方税法（第 349 条の 3 第 18 項）昭和 47 年（熱供給事業法制定時） 

地方税法（第 701 条の 34 第 3 項第 15 号）昭和 50 年（左記条項制定時） 

地方税法施行令（第 56 条の 31）昭和 50 年（左記条項制定時） 

所得税法施行令（第 6 条第 8 号）昭和 48 年（熱供給事業法制定後） 

消費税法施行令（第 5 条第 8 号）昭和 63 年（左記政令制定時） 

登録免許税法（別表第１ 第 103 号） 等 

6 適用又は延長期間 恒久措置（既存措置と同様） 

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》 

電力・ガスのシステム改革と併せて、熱供給事業に関するシステム

改革を徹底的に進めていくことにより、エネルギー供給を効率的に実

施できるようにするため、制度改革を含めて、熱供給事業の在り方の

見直しを検討する。 

 

《政策目的の根拠》 

エネルギー基本計画(平成２６年４月１１日閣議決定) 

第３章 エネルギーの需給に関する長期的、総合的かつ計画的に講

ずべき施策 

 第６節 市場の垣根を外していく供給構造改革等の推進 

 ２．ガスシステム及び熱供給システム改革の推進 

 (２)熱・電利用の効率化を促すための熱供給市場の構造改革 

  電力・ガスのシステム改革と併せて、熱供給事業に関するシステ
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ム改革を徹底的に進めていくことにより、熱電一体供給も含めたエ

ネルギー供給を効率的に実施できるようにするため、制度改革を含

めて、熱供給事業の在り方の見直しを検討する。 

○「日本再興戦略」改訂２０１４（平成２６年６月２４日閣議決定） 

５－３．環境・エネルギー制約の克服 

（３）新たに講ずべき具体的施策  

③ガスシステム及び熱供給システム改革の推進  

  電力・ガスのシステム改革と併せて、熱電一体供給も含めたエネ

ルギー供給を効率的に実施できるようにするため、熱供給事業の在り

方の見直しを検討する。 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

５．エネルギー・環境 

５－３ 電力・ガス 

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》 

 熱供給システム改革の着実な実行 

 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 ・エネルギー供給の効率的な実施 

 ・エネルギー市場の垣根の撤廃や、異業種からの参入促進 

 

《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》 

 熱供給システム改革を着実に実行するとともに、エネルギー供給の効率的な

実施、エネルギー市場の垣根の撤廃、異業種からの参入促進という政策目標

の実現を図る。 

8 有効性

等 

① 適用数等 ・熱供給事業法に基づく熱供給事業者が対象 

（熱供給事業者数） 

年度 ２１年度 ２２年度 ２３年度 ２４年度 ２５年度 

事業者数 ８７ ８４ ８１ ８１ ７８ 

※年度末現在。 

② 減収額 － 

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２８年度～） 

 エネルギー供給の効率的な実施が施され、またエネルギー市場の垣根を撤

廃することによる異業種からの参入促進を図る。 

 このためには熱供給システム改革後も現行の税制措置について、継続的な

運用が必要。 

 

《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 

２８年度～） 

 熱供給システム改革に伴い、現行の税制措置について整理を行うことによ

り、適切な課税関係を維持することができる。 

 

 

２ 



 

 
 

《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２８年度～） 

 参入規制の緩和等の熱供給システム改革により、高度な公益性を有する熱

供給事業の業務に係る負担が増大することになれば、かえって、新規参入を

阻害するおそれがある。 

 また、結果として、需要家負担の増加につながることとなれば、システム改革

によって需用家負担が増加するという、本末転倒な結果となるおそれがある。 

 さらに、上述の論理によって、業界が熱供給システム改革そのものに対して、

反対姿勢を取るおそれがある。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２８年～） 

－ 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

熱供給システム改革に伴い、現行の税制措置について整理を行うも

のであり、現行の税制措置の拡充等ではない。また、電気・ガス等の

異業種との間での相互参入の促進等を狙いとした改正であり、熱供給

事業の公益性について変更を伴うものではないため、引き続き適切な

税制措置を行うことが必要。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

－ 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

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 


