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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 

（国税１１）（登録免許税：外） 

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 

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く事業の用に供す

るため、不動産の取得又は建物の建築をした場合に、所有権の移転登記又は

保存登記に対する登録免許税の税率を 1/2とする軽減措置の適用期限（平成

28 年 3 月 31 日）を 2 年間延長する。 

・所有権の保存登記 1,000 分の 2 （本則 1,000 分の 4） 

・所有権の移転登記 1,000 分の 10 （本則 1,000 分の 20） 

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 27 年 8 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 28 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》 

中心市街地の活性化は、中心市街地における都市機能の増進及び経済活

力の向上を推進することで、地域の振興及び秩序ある整備を図り、国民生活

の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目指すものである。 

本措置は、平成 26 年に改正された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に基づいて、地元住民や自治体の強

いコミットメントがあり、かつ経済効果が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ことを目的とする。 

 

【参考】 

・中心市街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92 号、平成 26 年 7

月 3 日改正法施行） 第 1 条 の概要 

・中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（平成 26 年 7 月 25 日閣

議決定） 第 11 章 の概要 

 

《政策目的の根拠》 

中心市街地が地域の経済及び社会の発展に重要な役割を果たす一方で、

人口減少や少子高齢化の進展、消費生活の変化等の社会情勢変化に十分

に対応できたものとなっていない問題が全国的に深刻化している状況に鑑み

ると、中心市街地の活性化は、単に一地域の問題ではなく国として取り組むべ

き重要課題である。 

こうした考え方のもと、平成 10 年に中心市街地活性化法を制定して以来、

国の施策として政府が一体となって中心市街地の活性化を推進する事業に取

り組んでおり、平成 18 年には、国としての取組を一層強化すべく、国の責任主

体として中心市街地活性化本部を内閣に設置するとともに、当該本部を中心

に関係省庁が緊密な連携を図り総合的かつ効果的に施策を展開するための

法改正を行った。 

さらに、平成 26 年 7 月の法改正では、少子高齢化の進展や都市機能の郊

外移転により、中心市街地における空き店舗や未利用地の増加等による商機
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能の衰退に歯止めが掛からない状況を踏まえ、「日本再興戦略」において定め

られた「コンパクトシティの実現」に向けて、民間投資の喚起を軸とした中心市

街地の活性化を図るため、中心市街地への来訪者等の増加による経済活力

の向上を目指して行う民間事業者による事業計画を認定し、重点支援する制

度を創設した。 

本制度に基づく重点支援施策により民間投資を喚起させ、魅力ある商業施

設等の整備を強力に促し、中心市街地の活性化に繋げるため、重点支援施

策の一翼である本租税特別措置を延長する必要がある。 

 

【参考】 

・中心市街地活性化法に基づき定められた基本方針（閣議決定）の関連部

分（抜粋） 

 

（一部抜粋） 

第１章 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 

１．中心市街地の活性化の意義 

活性化された中心市街地は、 

① 商業、公共サービス等の多様な都市機能が集積し、住民や事業者への

まとまった便益を提供できること。 

② 多様な都市機能が身近に備わっていることから、高齢者等にも暮らしや

すい生活環境を提供できること。 

③ 公共交通ネットワークの拠点として整備されていることを含め既存の都

市ストックが確保されているとともに、歴史的・文化的背景等と相まって、

地域の核として機能できること。 

④ 商工業者その他の事業者や各層の消費者が近接し、相互に交流するこ

とによって効率的な経済活動を支える基盤としての役割を果たすことがで

きること。 

⑤ 過去の投資の蓄積を活用しつつ、各種の投資を集中することによって、

投資の効率性が確保できること。 

⑥ コンパクトなまちづくりが、地球温暖化対策に資するなど、環境負荷の小

さなまちづくりにもつながること。 

などから、各地域ひいては我が国全体の発展に重要な役割を果たすことが

期待される。 

しかし、前文で述べたとおり中心市街地の多くの実態は、このような期待

にこたえられる状態になく、我が国が人口減少・少子高齢社会を迎えている

中で、都市機能の無秩序な拡散に歯止めをかけ、多様な都市機能がコンパ

クトに集積した、子どもや高齢者を含めた多くの人にとって暮らしやすい、歩

いて暮らせる、にぎわいあふれるまちづくりを進めていくことが必要である。 

そのため、国、地方公共団体、地域住民及び関連事業者が相互に密接

な連携を図りながら、地域が自主的かつ自立的に取り組み、国民の生活基

盤の核となる中心市街地の活性化を総合的かつ一体的に推進することによ

り、地域における社会的、経済的、文化的活動の拠点となるにふさわしい魅

力ある中心市街地の形成を図ることが重要である。 

その際、中心市街地の活性化は、人口減少、高齢化など、我が国の社会

経済状況が大きく変化する中で、地方都市全体の活力の向上を図るための

一環として捉えていくことが重要であり、地域全体の居住環境の向上、医

療・福祉といった機能の確保といった都市構造の再構築の取組、地域公共

交通の充実、更には農業を含む地域活性化の取組等と一体となって、各施

策と密接に連携して、地域活性化全体の観点から取り組むことが必要であ
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る。 

２．中心市街地の活性化の目標 

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、地域の創意工夫をいかしながら、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

あり、これを通じて次の目標を追求すべきである。 

① 人口減少・少子高齢社会の到来に対応した、高齢者も含めた多くの人

にとって暮らしやすい、多様な都市機能がコンパクトに集積した、歩いて

暮らせる生活空間を実現すること。 

② 地域住民、事業者等の社会的、経済的、文化的活動が活発に行われる

ことにより、より活力ある地域経済社会を確立すること。 

また、同時に、中心市街地における実態を客観的に把握し、効果的かつ

効率的な民間及び公共投資を実施することにより、インフラの整備・維持管

理コストの縮減、各種公共的サービスの効率性の向上等を実現することも

追求し得るものである。 

さらに、中心市街地の活性化による効果を周辺地域にも波及させること

により、様々な地域の活性化に結びつける必要があり、ひいては国民生活

の向上と健全な発展を図らなければならない。 

 

第２章 中心市街地の活性化のために政府が実施すべき施策に関する基本的

な方針 

１．政府における推進体制の整備等 

内閣に設置された中心市街地活性化本部（内閣総理大臣を本部長とし、

全閣僚を本部員とする。以下「本部」という。）において、施策で重要なもの

の企画及び立案を行うとともに、施策の総合調整を行う。さらに、法第９条に

基づき内閣総理大臣の認定を受けた基本計画（以下「認定基本計画」とい

う。）における進捗状況等の把握に努めるとともに、中心市街地の活性化に

関する施策の見直しなども併せて実施する。 

各府省庁においては、本部を中心に緊密な連携を図り、地域の自主性及

び自立性を尊重しつつ、中心市街地の活性化に関する施策を効果的かつ

効率的に推進する。また、経済産業局や地方整備局をはじめとする各府省

庁の地方支分部局において、市町村の中心市街地の活性化に関する取組

に対して、適切な支援や助言等を実施する。 

また、都市再生、国家戦略特区、総合特区、構造改革特区、地域再生、

環境モデル都市・環境未来都市、観光立国等の関連する諸施策との連携を

図り、これらの成果を最大限活用する。 

２．認定基本計画に基づく取組に対する重点的な支援 

政府は、中心市街地の活性化を効果的かつ効率的に推進するため、認

定基本計画に基づく取組に対して、重点的な支援を実施する。 

さらに、地域が地理的及び自然的特性、文化的所産並びに経済的環境

の変化を踏まえながら、効果的かつ効率的に中心市街地の活性化を推進

するために行う取組に対し、地域の幅広い選択が可能となるよう、様々な支

援措置の整備を行うものとする。 

３～６ 略 

 

第 11 章 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者

又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標の設定に関

する事項 
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１．目標設定の意義 

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対して、経済産

業大臣が認定した場合に重点的な支援を講じるものである。限られた政策

支援を重点化するに相応しい事業に絞り込んで、予算措置の拡充、税制措

置の創設、低利融資措置の創設、地元が望む場合には大規模小売店舗立

地法の特例措置の創設などの政策支援を集中させることで、中心市街地へ

の民間投資を強力に喚起していくことが必要である。 

こうした中心市街地の活性化の起爆剤となる民間プロジェクトは、中心市

街地の経済活力の向上（来訪者、就業者、売上高のいずれかで評価）を相

当程度増加させることを目指して実施されなければならない。また、こうした

目標を達成する成功率を高めるための取組が併せて実施されなければなら

ない。 

２～３ 略 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

４． 中小・地域 

４－１ 経営革新・創業促進 

 

【参考】 

中心市街地活性化法は、「中心市街地における都市機能の増進及び経済

活力の向上を推進すること（中心市街地活性化）」を目的とし、「中心市街地

の活性化のための特別な措置」として、法第 50 条に「特定民間中心市街地

経済活力向上事業」が位置づけられている。また、本事業の必要性につい

ては、法第 8 条において政府が定めることとされている「中心市街地の活性

化を図るための基本的な方針（基本方針）」の第 11 章（前掲）において記載

されている。 

 

＜中心市街地活性化法の関連部分（抜粋）＞ 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、中心市街地が地域の経済及び社会の発展に果たす役

割の重要性にかんがみ、近年における急速な少子高齢化の進展、消費生

活の変化等の社会経済情勢の変化に対応して、中心市街地における都市

機能の増進及び経済活力の向上（以下「中心市街地の活性化」という。）を

総合的かつ一体的に推進するため、中心市街地の活性化に関し、基本理

念、政府による基本方針の策定、市町村による基本計画の作成及びその内

閣総理大臣による認定、当該認定を受けた基本計画に基づく事業に対する

特別の措置、中心市街地活性化本部の設置等について定め、もって地域の

振興及び秩序ある整備を図り、国民生活の向上及び国民経済の健全な発

展に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第七条 略 

２～12 略 

13 この法律において「特定民間中心市街地経済活力向上事業」とは、中心

市街地への来訪者又は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高を相

当程度増加させることを目指した中小小売商業高度化事業、特定商業施設

等整備事業及び第十一項第一号に掲げる事業であって、民間事業者が行

うものをいう。 



 

５ 

 

 

第二章 基本方針 

第八条 政府は、中心市街地の活性化を図るための基本的な方針（以下「基

本方針」という。）を定めなければならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 中心市街地の活性化の意義及び目標に関する事項 

二～六 略 

七 中小小売商業高度化事業、特定商業施設等整備事業、民間中心市街

地商業活性化事業、中心市街地特例通訳案内士育成等事業その他の

中心市街地における経済活力の向上のための事業及び措置に関する基

本的な事項 

八～十二 略 

３～７ 略 

 

第四章 中心市街地の活性化のための特別の措置 

第三節 認定特定民間中心市街地活性化事業及び認定特定民間中心市街

地経済活力向上事業に対する特別の措置 

（特定民間中心市街地経済活力向上事業計画の認定） 

第五十条 特定民間中心市街地経済活力向上事業（認定基本計画に記載さ

れたものに限る。）を実施しようとする者（第七条第七項第五号に定める事

業を実施しようとする場合にあっては同号に掲げる会社を設立しようとする

中小小売商業者とし、同項第六号に定める事業を実施しようとする場合に

あっては同号に掲げる会社を設立しようとする中小小売商業者を、同項第

七号に定める事業を実施しようとする場合にあっては特定会社を設立しよう

とする者を、同条第八項に規定する事業及び同条第十一項第一号に掲げ

る事業を実施しようとする場合にあっては当該事業を実施する法人を設立し

ようとする者を含む。第四項において「特定民間中心市街地経済活力向上

事業者」という。）は、単独で又は共同して、協議会における協議を経て、特

定民間中心市街地経済活力向上事業に関する計画（以下この条及び次条

において「特定民間中心市街地経済活力向上事業計画」という。）を作成

し、経済産業大臣の認定を申請することができる。 

２ 前項の規定による認定の申請は、市町村を経由して行わなければならな

い。この場合において、市町村は、当該特定民間中心市街地経済活力向上

事業計画に関し意見を付すことができる。 

３ 特定民間中心市街地経済活力向上事業計画には、次に掲げる事項を記

載しなければならない。 

一 特定民間中心市街地経済活力向上事業の中心市街地への来訪者又

は中心市街地の就業者若しくは小売業の売上高の増加の目標及び内容 

二 特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施時期 

三 特定民間中心市街地経済活力向上事業を行うのに必要な資金の額及

びその調達方法 

四 第五十八条第一項に規定する大規模小売店舗立地法の特例の適用を

受けようとする場合にあっては、その旨及び当該特例の適用を受けて設

置しようとする大規模小売店舗の所在地その他経済産業省令で定める

事項 

４～９ 略 
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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》 

本措置の適用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

市街地の就業者若しくは小売業の売上高を相当程度増加させることを目指す

ものである。本事業の認定に際しては、来訪者、就業者、売上高のいずれかに

ついて高い数値目標を達成する取組を行うことが要件となるが、本事業の実

施によって自治体が策定する中心市街地活性化基本計画における目標達成

率も押し上げると想定される。 

中心市街地の活性化を測定する具体的な達成目標値については、自治体

が策定する中心市街地活性化基本計画において中心市街地における通行

量、居住人口、販売額等を設定しているが、当該目標値については自治体毎

に異なる。また、目標達成時期については、自治体が策定する中心市街地活

性化基本計画において設定する計画期間であり、概ね 5年以内とされているも

のの、自治体毎にその期間は異なる。 

このため、達成目標値及び達成時期については、個別に自治体の状況を調

査する必要があり、制度上、内閣府が自治体毎に中心市街地活性化基本計

画の計画期間終了時期、及び中間フォローアップのタイミングで調査してい

る。本措置による達成目標の達成状況は、当該調査結果によって把握でき

る。 

 

なお、平成 24 年度末までに基本計画の計画期間を満了した 44 中心市街地

において、各市が自己評価（フォローアップ）を実施した結果、その目標達成率

は約 29％、平成 25年度においては約 21％まで下がっている（過去全体での平

均 26%）。 

他方、本措置の適用対象となる特定民間中心市街地経済活力向上事業を

実施する自治体においては、当該目標達成率が引き上げられる効果が見込ま

れる。経済活力の向上に資する目標については目標を確実に達成するととも

に、経済活力向上系以外の目標への波及効果も見込み、全体として目標達成

率が 50%を超えることを目標とする。 

 

 

【資料】：平成 18年度から平成 24年度末までに基本計画の計画期間を満了

した 44 中心市街地の自己評価結果 

 

 通行量 居住人

口等 

販売額

等 

空き店

舗等 

施設入

込数等 

公共交

通機関 

その他 合計 

目標 

達成率 
27％ 18％ 11％ 20％ 44％ 33％ 62％ 29％ 

 

【資料】：平成 25 年度に基本計画の計画期間を満了した 27 中心市街地の

自己評価結果 

 

 通行量 居住人

口等 

販売額

等 

空き店

舗等 

施設入

込数等 

公共交

通機関 

その他 合計 

目標 

達成率 
14％ 19％ 0％ 33％ 33％ 100％ 33％ 21％ 

 

【資料】：平成 18年度から平成 25年度末までに基本計画の計画期間を満了

した 71 中心市街地の自己評価結果の項目のまとめ 

 



 

７ 

 

経済活力向上系指標 43 項目（約 20％） 
合計 227 項目 

それ以外の指標 184 項目（約 80％） 

経済活力向上系指標を除く、184 項目の目標達成率 29％ 

 

出典：内閣府地方創生推進室ホームページ公表資料より経済産業省作成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

・認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画における目標値の考え

方について 

 

＜中心市街地活性化基本方針の関連部分（抜粋）＞ 

第 11 章 略 

２．「相当程度増加」の判断基準 

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）意欲的な数値目標 

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。 

 

【補足説明】 

 特定民間中心市街地経済活力向上事業を実施する市町村の基

本計画の目標達成率について 

 

特定民間中心市街地経済活力向上事業の実施により、経済活力

向上系の指標（全体の 1/5）については目標達成ができることを見込

み、他の指標（全体の 4/5）については、上記資料の実績値（29％）

の達成率と仮定。 

 

  計算方法： (1/5 × 100％) + (4/5 ×29％) ＝ 43.2％ 

 

これに、経済活力系以外の目標への波及効果も含め、特定民間

中心市街地経済活力向上事業を実施する市町村の基本計画の目

標達成率が 50％を超えることを目指す。 



 

８ 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

本措置の達成目標は、民間投資の喚起を軸に中心市街地の経済活力の向

上を図るものであるが、そのための測定指標は自治体毎に異なる。 

本措置の適用対象となる特定民間中心市街地経済活力向上事業について

は、その達成目標に来訪者、就業者、売上高のいずれかについて高い数値を

掲げ、これを達成するための取組が求められるところであるが、当該目標数値

以外にも、事業実施区域に止まらない中心市街地及びその周辺地域に対する

波及効果も求められる。このため、本事業の実施が、事業が実施される自治

体の中心市街地活性化基本計画における目標達成にも寄与するものと想定

される。 

こうしたことから、本措置による達成目標に係る測定指標としては、本事業

が実施される自治体の中心市街地活性化基本計画の目標の達成状況を測定

指標とする。 

参考として、各自治体の基本計画で採用されている目標の一例を下記に記

す。 

 

【資料】：基本計画において採用されている目標数（117 市 142 計画） 

※平成 26 年 1 月 1 日現在データ  

目標の分類 採用数 構成比 

通行量 144 33.3％ 

居住人口等 91 21.1％ 

販売額等 41 9.5％ 

空き店舗等 33 7.8％ 

施設入込数等 77 17.8％ 

公共交通機関 15 3.5％ 

その他 31 7.2％ 

合計 432 100.0％ 

 

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）報告書より引用 

 

また、本事業に対しては、補助金、融資等の支援と一体的に本措置が講じ

られることから、本措置の直接的な効果を測るための具体的な事後検証の方

法としては、予算措置等と本措置が一体的に講じられた事業者に対し、本措

置を含めた支援措置が、事業実施の際にどの程度事業促進要因となったの

か、その貢献度の内訳を個別に事後調査を実施する事で、定量的な効果を把

握することを想定している。同調査により、本措置が参入コストの低減にどの

程度寄与したかを測ることで、当該事業に対して本措置を講ずる効果を直接

的に測定する。 

 

《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》 

本措置の適用対象となる特定民間中心市街地経済活力向上事業の着実な

実施により、経済活力の向上に資する目標達成率 100％を見込むとともに、当

該事業の波及効果により、経済活力の向上に資する目標以外の市町村が設

定する基本計画の目標達成率も押し上げられることが期待される。 

これまでに 125 市 128 区域の基本計画を認定（平成 27 年 4 月 1 日現在）し

ている。これらの市町村及び新たに計画を策定する市町村のうち、民間事業

者と市町村等が積極的に連携し実現可能性の高い事業を、平成 29 年度末ま

でに少なくとも 30 事業程度認定することを目指し、重点支援を行い中心市街



 

９ 

 

地の活性化を図る。 

 

8 有効性

等 

① 適用数等 本措置が適用される特定民間中心市街地経済活力向上事業については、

計画の策定から事業着手、竣工に至るまでに相当の期間を要する。平成 26

年 7 月の法改正以降、平成 26 年度には 1 件の事業が認定され、また本年度

は既に 3 件の事業が認定済み、4 件の事業が申請見込みである。今後も年間

で十数件程度、本措置の適用が見込まれる。 

 

（適用件数） 

平成 28 年度 ：12 件 

平成 29 年度 ：18 件 

（経済産業省推計） 

 

② 減収額 （減収額） 

平成 28 年度 ：51.4 百万円 

平成 29 年度 ：127.1 百万円 

平成 30 年度 ：75.1 百万 

（経済産業省推計） 

 

計算式については、別紙参照 

 

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 26 年度～現在） 

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割弱となっており、特に、経済活力系（販

売額、空き店舗数等）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。 

 

【資料】：平成 25 年度までに基本計画の計画期間を満了した 71中心市街地

における中心市街地活性化基本計画の目標達成状況 

 

 通行量 居住人

口等 

販売額

等 

空き店

舗等 

施設入

込数等 

公共交

通機関 

その他 合計 

設定数 73 43 29 14 40 7 21 227 

目標 

達成数 
16 7 3 3 16 3 11 59 

目標 

達成率 
22％ 16％ 10％ 21％ 40％ 43％ 52％ 26％ 

 

 出典：内閣府地方創生推進室ホームページ公表資料より経済産業省作成 

 

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・集中投資させる特定民間

中心市街地経済活力向上事業が実施されることとなった。 

当該事業の認定により、本措置が適用される。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。 

 



 

１０ 

 

《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 26

年度～現在） 

本措置は、意欲的な数値目標（来訪者、就業者及び売上高のいずれかで評

価）を達成できる魅力ある商業施設等の整備を支援するための措置の一つで

ある。 

特定民間中心市街地経済活力向上事業を実施する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魅力的な商業施設等の整備

について、予算、低利融資及び規制緩和等と一体となって事業者の事業実施

に必要なコストを軽減することで、事業実施を決断するインセンティブを与える

ものである。 

本措置により、民間投資の喚起を通じた中心市街地の活性化が図られる。 

 

なお、経済産業省が地方自治体、商工会議所・商工会、まちづくり会社向け

に行った「補助金、税制特例、低利融資、規制改革等の有益性に関するアン

ケート」調査によれば、本措置に対する期待が高いことが伺える。 

 

 

【資料】：登録免許税の軽減について （平成 27 年 1 月実施アンケート） 

Ａ：地方自治体からの回答（N=71） 

Ｂ：商工会議所・商工会、まちづくり会社からの回答（N=66） 

 

回答内容 Ａ Ｂ 

非常に有益だと考えられる 10% 8% 

やや有益であると考えられる 35% 26% 

どちらともいえない 32% 32% 

あまり有益ではないと考えられる 3% 6% 

全く有益ではないと考えられる 1% 2% 

分からない 18% 27% 

合計 100% 100% 

※端数については、四捨五入していることから、合計は 100％になっていない 

 

出典：平成 26 年度まちプロデュース活動支援業務（中心市街地活性化普及

促進関連調査事業）報告書より抜粋 

 

 

本措置が適用される特定民間中心市街地経済活力向上事業については、

計画の策定から事業着手、竣工に至るまでに相当の期間を要するものである

が、平成 26 年 7 月の法改正以降、これまでの期間において既に 4 件が認定、

4 件が新たに申請見込みであり、支援施策の利活用が進みつつある。 

 

《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 26 年度～現在） 

本措置が延長されなかった場合は、中心市街地への民間投資の呼び込み

が進まず、空き店舗・未利用地の活用等、地域の個性を生かした魅力ある中

心市街地の形成の進展が阻害される。 

 



 

１１ 

 

《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 年度～現在） 

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が、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 割弱となっており、特に、経済活力系（販売額、空き店舗数

等）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。 

先般、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。本措置

は本事業の認定により適用されるが、減収額の将来推計は、平成 28 年度以

降、約 84.5 百万円／年と推計される。 

中心市街地への民間投資が依然として低迷したままである場合、空き店

舗・未利用地の活用は進まず、ますます中心市街地の商機能が衰退していく

と推察される。地域経済を牽引する中心市街地において、高度な機能を有し

魅力ある商業施設等を整備するような取組に対して大胆かつ集中的に、予

算、低利融資及び規制緩和等と一体となった本措置を重点支援施策の一つと

して講ずることが、中心市街地全体に波及する効果を生み出すこととなる。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

地域経済を牽引する中心市街地において、高度な機能を有し魅力ある商業

施設等を整備するような取組に対して大胆かつ集中的に、予算、低利融資及

び規制緩和等と一体となった本措置を重点支援施策の一つとして講ずること

が、中心市街地全体に波及する効果を生み出すこととなる。 

本措置は、中心市街地のプロジェクトを全て対象とするのではなく、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、必要最小限のものとなっている。 

 

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特例は、以下が措置

されている。 

（措置名） 

・特定都市再生建築物等の割増償却制度（租税特別措置法第 14 の 2、第

47 の 2、第 68 の 35／所得税、法人税／平成 26 年度創設、平成 27 年度

2 年間延長措置） 

 

＜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） 

・中心市街地再生事業費補助金 

・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 



 

１２ 

 

 

＜低利融資の役割＞ 

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） 

 

本措置は、民間投資を喚起するために実施する事業者への重点支援施策

の一つとして、予算、低利融資及び規制緩和等と一体となって措置されること

が有効であると考える。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

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） より一部抜粋 

 

 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 

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定自治体における

軽減措置の拡充及び延長（国税 26）（登録免許税：外） 

2 要望の内容 産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を受けた市区町
村において、申請書に位置付けた特定創業支援事業の支援を受けた個
人及び創業５年未満の創業者が新たに株式会社及び合同会社を設立
する際にかかる登録免許税の軽減措置を講じる。 
【登録免許税：延長】 
○延長内容 
個人が創業する際、株式会社の設立に要する登録免許税の軽減措置 
○適用期限の延長 
平成 27 年度末から平成 29 年度末まで 
【登録免許税：拡充】 
○登録免許税軽減措置等対象者の拡充 
①個人が創業する際、合同会社の設立に要する登録免許税の軽減措置

適用範囲拡充 
②創業５年未満の創業者が株式会社や合同会社の設立に要する登録

免許税の軽減措置適用範囲拡充 
○適用期限 
平成 29 年度末まで 

 

3 担当部局 中小企業庁経営支援部創業・新事業促進課 

4 評価実施時期 平成 27 年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 26 年１月 20 日 創設 

 

 

6 適用又は延長期間 平成 28 年４月１日～平成 30 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》 

日本の開廃業率は英米と比較して半分程度であり、産業の新陳代謝
が進んでいない。特に地方の開業率は大都市圏と比較して低く、地域
経済の活性化に繋がっていない。そのため、地域の需要を捉え、地域
に密着した創業者を増やし、地域経済を活性化させていくことが重要
である。 

開業率の向上は「日本再興戦略」内に開業率が廃業率を上回る状態
にし、開廃業率 10％台を目指すとしており、また産業競争力強化法に
おいても地域での創業の促進をすることを定めている。 

産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を平成 26 年３

月より開始し、認定自治体が全国に拡がりつつある。引き続き本スキ

ームを活用して地域の創業を活性化するためには本特例措置や拡充

税制措置等が必須である。本要望により、全国へ創業支援事業計画を

広げ、地域の創業希望者へ特定措置や税制措置を積極的に活用頂くこ

とで地域創業全体のビジネスの成功率が高め、地域内にロールモデル

が構築され、新たな創業者を創出する好循環効果を生み出し、政策目

的である開業率が廃業率を上回る状態を維持し、開業率 10％台にする

こと及び創業５年未満の創業者の事業拡大や経営安定という視点で

支援を行うことで事業生存率を高めることを目指す。 

  



 

 

２ 
 

《政策目的の根拠》 

『日本再興戦略』（平成 25 年６月 14 日） 
６．中小企業・小規模事業者の革新 
（略）開業率が廃業率を上回る状態にし、開業率・廃業率が米国・英
国レベル（10％台）になることを目指す（略） 
 
『日本再興戦略』改訂 2014（平成 26 年６月 24 日） 
６．地域活性化・地域構造改革の実現/中堅企業・中小企業・小規模
事業者の革新 
《KPI》「開業率が廃業率を上回る状態にし、米国・英国レベルの開・
廃業率 10％台（現状約５％）を目指す。」 
(2)施策の主な進捗状況 
（地域における創業支援体制を構築） 

（略）産業競争力強化法が成立し、市町村が民間の創業支援事業者と

連携して創業支援体制を構築する取組が整備された。（略） 

 

『日本再興戦略』改訂 2015（平成 27 年６月 30 日） 
６．地域活性化・地域構造改革の実現/中堅企業・中小企業・小規模
事業者の革新 
《KPI》「開業率が廃業率を上回る状態にし、米国・英国レベルの開・
廃業率 10％台（現状約５％）を目指す。」 
(3)新たに講ずべき具体的施策 

（略）地域密着型の創業が重要であり、こうした観点を含め、産業競

争力強化法に基づき、創業支援における市区町村と中小企業団体、地

域金融機関等との連携をはじめ、（略） 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

４．中小・地域 

４－１ 経営革新・創業促進 

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》 

・開業率を米国・英国レベルの 10％台を目指す。 
 

※なお、本目標は、本特例措置以外の予算措置、金融措置、税制措置

等と一体となって達成するものである。 

 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

・当該税制措置を受けた創業者数 

 

 

《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》 

・地域の創業を総合的に支援し、成長戦略でも掲げられている中長期

的に開業率を英米並み（10％程度）にさせ、地域の雇用や社会を支え

る担い手が増加することにより、地域経済の活性化につなげていく 

 

 

 



 

 

３ 
 

8 有効性

等 

① 適用数等 ・実績 

 平成 25 年度    ０件（注） 

 平成 26 年度  295 件 

・将来の推計 

 平成 27 年度  864 件 

 平成 28 年度 4,208 件 

（注）産業競争力強化法の施行日が平成 26 年１月 

※なお、本税制特例が適用される「特定創業支援事業」はどの業種で創業

する者であっても受講可能である。 

② 減収額 ・実績 

 平成 25 年度   ０百万円（注） 

 平成 26 年度 22.1 百万円 

・将来の推計 

 平成 27 年度  64.8 百万円 

 平成 28 年度 277.7 百万円 

（注）産業競争力強化法の施行日が平成 26 年１月 

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 26年４月１日～平成 27年３月

31 日） 

政策目標の指標となる開業率は平成 25 年度 4.8％と前年度に比べ、0.2

ポイント増加傾向にあるが、目標である開業率 10％台には達していない。 

当該税制措置に加え、他の予算措置、金融措置等を合わせてパッケー

ジ化し、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画の認定を全国に広

げて地域内の創業支援を促進することで開業率の上昇を見込む。 

 

《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 26

年４月１日～平成 27 年３月 31 日） 

政策目的である開業率 10％台を目指すため、市区町村と民間事業者等

が連携し、地域の実情に沿ったきめ細かい創業支援を行う産業競争力強

化法に基づく創業支援事業計画の認定を全国の市区町村に広げていくこ

とが必須である。 

平成 26 年３月 20 日に第１回認定を公表してから着実に認定は増えてお

り、第５回認定（平成 27年５月 20日）で 605市区町村が認定に至っており、

平成 27年度には 900市区町村以上が認定を受ける見込みである。市区町

村が策定した認定創業支援事業計画の中では、「特定創業支援事業」が

計画の根幹をなしており、計画全体の支援水準の維持・向上の役割を担っ

ている一方で、地域においてより多くの創業希望者を掘り起したいという市

区町村が創業支援事業計画を策定するための大きなメリットとなっている。

現在、創業支援事業体制の整備を進め、全国に創業支援スキームを拡げ

ていく途中段階であるが、当該税制措置は、今後より多くの市区町村の創

業支援体制の整備を後押しし、且つ全国に広がる「特定創業支援事業」を

通じ、生存率の高い創業者等を生み出す効果が期待でき、ひいては開業

率向上に資するものである。 

 

《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 26 年４月１日～平成 30 年３月 31 日） 

創業時には、資金調達面の課題を抱える者が多いため、他の予算措

置、金融措置が講じられたとしても、創業数の増加が限定的となる可能性

が生じる。このため、開業率が低下し、廃業率が開業率を上回る状態とな



 

 

４ 
 

り、企業数の減少による地域の雇用の減少等により、地域経済への悪影

響を及ぼす恐れがある。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 26 年４月１日～

平成 30 年３月 31 日） 

当該税制措置により、創業数の一定の増加が見込まれる。これにより、

開業率が廃業率を上回る状態が継続すれば、雇用の担い手となる企業数

が増加することとなり、地域経済の活性化、ひいては我が国の経済の活性

化に繋がる。 

 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

創業の拡大や事業成長を支援する観点から創業手続や法人設立に係
るコスト軽減を行うことは重要であるが、本制度は全ての事業者に対して
優遇するのではなく、産業競争力強化法に基づく創業支援事業計画に位
置付けている「特定創業支援事業」の受講者を支援するものである。「特定
創業支援事業」は１ヶ月以上、４回以上にわたり創業時に必要となる経営・
財務・人材育成・販路開拓の４つの知識を身に付けられるものであり、努力
し、且つ経営知識を身に付けた個人や創業者に対する支援制度措置であ
る。「特定創業支援事業」は、生存率の高い創業者等を生み出す効果が期
待でき、ひいては開業率向上に資するものである。 

また、創業の促進のためには、総合的に支援策を講じることが有効であ
り、予算措置や金融措置だけではなく、税制措置も合わせて実施すること
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 

創業・第二創業促進補助金は事業者の創業時に要する人件費、設備

費、店舗等借入費、マーケティング調査費等を支援するものである。また地

域創業促進支援委託事業は創業支援を行う者への講師謝金・旅費、会場

費等を支援するものである。 

創業関連等保証については、信用保証協会の保証をつけることにより

金融機関からの資金の借り入れを支援するものである。また日本政策金

融公庫が実施している新創業融資制度は無担保・無保証人で融資措置が

受けられるものである。 

 本特例措置は、創業手続きにかかるコストの軽減を図るものであり、各支

援施策を連携して実施することで創業促進を図る。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本税制措置は地方税にかかる租税特別措置ではない。 

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 

 


