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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 

特定都市再生建築物等の割増償却制度の延長 

2 対象税目 国税８ 

法人税：義、所得税：外 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《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 29年３月 31日）

を２年間延長する。 

《関係条項》 

租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 14 条の２第２項第２号、第 47 条

の２第３項第２号、第 68 条の 35 第３項第２号 

4 担当部局 経済産業省地域経済産業グループ中心市街地活性化室 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 28 年８月 分析対象期間：平成 26 年度～30 年度                

6 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、平成 27 年度 延長措置 

 

7 適用又は延長期間 ２年間（平成 29 年４月～平成 31 年３月） 

8 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。 

《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 26 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。 

② 政策体系

における

政策目的

４．中小・地域 

４－１ 経営革新・創業促進 
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の位置付

け 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《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
心市街地の就業者又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、当該測定指標は自治体毎
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 26 年度末までに基本計画の計画期間を満了した 96 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 27％となっている。 

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 26 年度末までに基本計画の計画期間を満了した 96 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 
26％ 18％ 11％ 29％ 37％ 33％ 50％ 27％ 

 

【資料】：平成 18 年度から平成 26 年度末までに基本計画の計画期間を満了した 96 中

心市街地の自己評価結果の項目のまとめ 

 

経済活力向上系指標 53 項目（約 20％） 
合計 291 項目 

それ以外の指標 238 項目（約 80％） 

経済活力向上系指標を除く、238 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 

 

《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「ローカル・アベノミクスの推進」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」
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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

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。 

本租税特別措置等は、建物等取得後のランニング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

び込む効果が期待される。 

9 有効性

等 

① 適用数等 （適用件数） 

平成 26 年度 ：０件（実績） 

平成 27 年度 ：０件（実績） 

平成 28 年度 ：２件 

平成 29 年度 ：６件 

平成 30 年度 ：８件 

（平成 28 年度以降は経済産業省推計） 

※法人税の適用件数。所得税の適用数はいずれも０件。 

 

② 減収額 （減収額） 

平成 26 年度 ：０百万円 

平成 27 年度 ：０百万円 

平成 28 年度 ：4.7 百万円 

平成 29 年度 ：14.1 百万円 

平成 30 年度 ：18.7 百万円 

（平成 28 年度以降は経済産業省推計） 

※法人税の減収額。所得税の減収額はいずれもゼロ。 
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③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

 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。 

 平成 26 年７月に施行された改正中心市街地活性化法により、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。 

《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 29年度以降、約 10～20百万円／年と推計され

る。 

平成 26 年度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。 

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

は進まない状況にあり、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民間プロジェクト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することで、中心市街地ひいては地域経済全体

に波及する効果が期待される。 

 

10 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

措置となっている。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

特定民間中心市街地経済活力向上事業に関するその他の措置として、以

下の措置が存在する。 

予算、低利融資、登録免許税の減免措置等は、事業立ち上げ段階の支援
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との役割

分担 

措置だが、本措置は事業のランニングコストを低減させるものであり、異なる役

割を担っている。 

 

＜税制＞ 

魅力ある商業施設等を整備す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、平成 27 年度延長措置、平成 28 年度 2 年間

延長措置） 

 

＜予算＞ 

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

整備を支援する。 

（措置名） 

・商店街・まちなかインバウンド促進支援事業 

・地域・まちなか商業活性化支援事業 

 

＜融資＞ 

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 

  

                ― 

 

11 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。 

 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 26 年８月（Ｈ26 経産 03） 

 

 



 

                                         

 

特定都市再生建築物等の割増償却制度の減収額試算根拠 

 

 

 

※以下は法人税に関する試算。所得税は実績が無く、現状では適用が見込まれる事業も存在しないた

め、今後の適用見込件数及び減収額をゼロと見込んでいる。 

 

（計算方法） 

［取得価額］×［定額法の償却率］×［30％割増償却］×［法人税率］×［適用件数］ 

 

①平成 29年度に実施される事業 

【建物】 

  430百万円×0.031（定額法）×30％×23.4％×6件＝5.6百万円 

【建物附属設備】 

  230百万円×0.077（定額法）×30％×23.4％×6件＝7.5百万円 

【構築物】 

   40百万円×0.059（定額法）×30％×23.4％×6件＝1.0百万円 

 

②平成 30年度に実施される事業 

【建物】 

  430百万円×0.031（定額法）×30％×23.4％×8件＝7.5百万円 

【建物附属設備】 

  230百万円×0.077（定額法）×30％×23.4％×8件＝9.9百万円 

【構築物】 

   40百万円×0.059（定額法）×30％×23.4％×8件＝1.3百万円 

 

（① ②合計） 

 平成 29年度に実施される事業：14.1百万円 

 平成 30年度に実施される事業：18.7百万円 

  



 

                                         

 

（試算の基礎） 

・特定民間中心市街地経済活力向上事業の認定数は、平成 26 年度：1 件（実績）、平成 27 年度：7 件

（実績）、平成 28 年度：12 件（申請予定数）と増加傾向にあることに鑑み、平成 29 年度 18 件、平

成 30 年度 22件と仮定した。 

・本税制措置の適用見込数については、既存認定事業者・申請予定者への利用意向調査を踏まえ、事

業認定を受けた事業の 3 割程度が本措置を利用すると仮定し、平成 29 年度：6 件、平成 30 年度：8

件とした。 

・各年度の建物・建物附属設備・構築物の取得価額は、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事業費補助金を活用予定である 2 事業の取得金額の平均値とした。ま

た、耐用年数も 2事業の平均値を用いた（詳細は注１を参照）。 

 

 

＜注１＞中心市街地再興戦略事業費補助金を活用した 2 事業における建物・建物附属設備・構築物の

取得価額及び耐用年数 

 

 

以 上 

取得価格（百万円） 耐用年数（年） 取得価格（百万円） 耐用年数（年）

建物 203 27 663 39 430 33

建物附属設備 188 13 262 13 230 13

構築物 28 17 50 17 40 17

A事業者 B事業者 平均取得
価格（百万円）

平均耐用
年数（年）



別紙 
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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 

個人事業者の事業用資産に係る事業承継時の負担軽減措置の創設 

 

2 対象税目 相続税・贈与税 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

個人事業者について、先代から後継者への事業用資産の承継を円滑に進め

るための措置を講ずる。 

 

＜平成 28 年度与党税制改正大綱の書きぶり＞ 

（検討事項） 

個人事業者の事業承継に係る税制上の措置については、現行制度上、事業

用の宅地について特例措置があり、既に相続税負担の大幅な軽減が図られ

ていること、事業用資産以外の資産を持つ者との公平性の観点に留意する必

要があること、法人は株式等が散逸して事業の円滑な継続が困難になるとい

う特別の事情により特例が認められているのに対し、個人事業者の事業承継

に当たっては事業継続に不可欠な事業用資産の範囲を明確にするとともに、

その承継の円滑化を支援するための枠組みが必要であること等の問題がある

ことに留意し、既存の特例措置のあり方を含め、引き続き総合的に検討する。 

《関係条項》 

 

4 担当部局 中小企業庁事業環境部財務課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成２８年８月            分析対象期間：                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

新設要望 

 

 

 

7 適用又は延長期間 期限の定めのない措置 

8 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》 

個人事業者は、顧客との信頼関係に基づく国内外の需要開拓、創業等を通じ

た個人の能力の発揮、自立的で個性豊かな地域社会の形成に貢献している

重要な存在である。このような個人事業者の「事業の持続的な発展」（小規模

企業振興基本法第３条）につなげるため、事業承継に係る制度の整備を目的

とする。（同法第 16 条第２項） 

 

② 政策体系

における

政策目的

《政策目的の根拠》 

（参考）中小企業基本法（抜粋） 

第２４条 



 

 ２ 

 

の位置付

け 

４  国は、中小企業者の事業の再建、承継又は廃止の円滑化を図るため、事

業の再生のための制度の整備、事業の承継のための制度の整備、小規模企

業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとす

る。 

 

（参考）小規模企業振興基本法（抜粋） 

第３条 

 小規模企業の振興は、人口構造の変化、国際化及び情報化の進展等の経

済社会情勢の変化に伴い、国内の需要が多様化し、若しくは減少し、雇用や

就業の形態が多様化し、又は地域の産業構造が変化する中で、顧客との信頼

関係に基づく国内外の需要の開拓、創業等を通じた個人の能力の発揮又は

自立的で個性豊かな地域社会の形成において小規模企業の活力が最大限に

発揮されることの必要性が増大していることに鑑み、個人事業者をはじめ自己

の知識及び技能を活用して多様な事業を創出する小企業者が多数を占める

我が国の小規模企業について、多様な主体との連携及び協働を推進すること

によりその事業の持続的な発展が図られることを旨として、行われなければな

らない。 

 

第１６条第２項 

 国は、小規模企業者の事業の承継又は廃止の円滑化を図るため、事業の

承継又は廃止の円滑化に関する情報の提供の促進及び研修の充実、事業の

承継のための制度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の整備そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

 

個人事業者の事業承継の円滑化を図る。 

 

 

 

《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》 

- 

 

 

 

9 有効性

等 

① 適用数等 - 

 

 

② 減収額 － 

 

 



 

 ３ 

 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 29 年度～平成

30 年度） 

全国約 385 万の中小企業者、中でもその約９割を占める小規模事業者は、地

域の経済や雇用を支える極めて重要な存在である。 

個人事業者は小規模事業者の約６割を占めており、個人事業者の円滑な事

業承継を図ることが必要。 

 

 

 

 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 29 年度～平成

30 年度） 

全国約 385 万の中小企業者、中でもその約９割を占める小規模事業者は、地

域の経済や雇用を支える極めて重要な存在である。 

個人事業者は小規模事業者の約６割を占めており、個人事業者の円滑な事

業承継を図ることが必要。 

 

 

 

 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

事業承継を考えている個人事業者の約４割が「相続税の負担が不安である」

と回答している。また、純資産が 4,800 万円を超える個人事業者の資産のう

ち、建物等の事業用資産の割合は約 30％（うち、建物が約 26％）（出典：中小

企業庁委託アンケート）を占めており、こうした個人事業者については、事業承

継に支障を来す可能性がある。 

そのため、個人事業者の事業用資産に係る負担を軽減し、事業承継の円滑

化を図ることは妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例（租税特別措置

法第 69 の４） 

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係る租税特別措置等ではない。 

 

 

11 有識者の見解 - 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２７年８月（Ｈ２７ 経産１７） 

 

 

 


