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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

特定の基金に対する負担金等の損金算入（必要経費算入）の特例 

（中小企業倒産防止共済制度の掛金に係るもの） 

2 対象税目 （国税）（法人税：義、所得税：外） 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

共済契約者が毎月積み立てる掛金について、必要経費又は損金に算入する

ことができる。 

《関係条項》 

租税特別措置法 第２８条第１項第２号、第６６条の１１第１項第２号 

4 担当部局 中小企業庁事業環境部企画課経営安定対策室 

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 23～平成 27 年度                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 
＜昭和 53 年制度創設＞ 

①掛金月額の限度額を 2 万円に定める。 
②掛金総額の限度額を 120 万円に定める。 
③共済貸付の限度額を 1,200 万円に定める。 

＜昭和 55 年改正＞ 
①掛金月額の限度額を 2 万円から 5 万円に引き上げる。 
②掛金総額の限度額を 120 万円から 210 万円に引き上げる。 
③共済貸付の限度額を 1,200 万円から 2,100 万円に引き上げる。 

＜昭和 60 年改正＞ 
①掛金月額の限度額を 5 万円から 8 万円に引き上げる。 
②掛金総額の限度額を 210 万円から 320 万円に引き上げる。 
③共済貸付の限度額を 2,100 万円から 3,200 万円に引き上げる。 

 

＜平成 22 年改正＞ ※平成 23 年 10 月 1 日施行 

①掛金月額の限度額を 8 万円から 20 万円に引き上げる。 
②掛金総額の限度額を 320 万円から 800 万円に引き上げる。 

③共済貸付の限度額を 3,200 万円から 8,000 万円に引き上げる。 

 

7 適用期間 恒久措置 

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》 

中小企業倒産防止共済制度等の中小企業関連諸施策を通じて中小企業の

経営の安定を図る。 

具体的には、本特例を通じて共済制度への積極的な加入を促し、円滑な資

金供給体制を確保することで、中小企業の経営の安定を図る。 

 

(参考)  

中小企業倒産防止共済制度は、相互扶助の精神に基づく共済制度として、共

済契約者が納付する掛金を原資に、取引先が倒産し売掛金債権等の回収が

困難になった共済契約者に対し、その請求に基づき、納付した掛金総額の 10

倍又は回収困難額のいずれか少ない額を無利子、無担保、無保証人で貸付

けを行い、共済契約者の当面の資金繰りを支援し、連鎖倒産を防止するもの。 
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《政策目的の根拠》 

中小企業倒産防止共済法（昭和５２年１２月５日法律第８４号） 

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》 

中小企業者が安心して経営を行える社会を目指す。 

具体的には、取引先の倒産によって、経営基盤が脆弱な中小企業者が連鎖

倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業倒産防止共済制度への

積極的な加入を促すことにより、セーフティネットの整備を強化する。 

《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》 

連鎖倒産は、取引関係が鎖状に連なる中で、いずれの取引を起点としても生

じうるリスクである。このため、中小企業全体の連鎖倒産のリスクを軽減させる

ためには、可能な限り多くの中小企業者の加入を促進する必要がある。しかし

ながら、納付済掛金の権利消滅を条件に共済金貸付を受けるという制度への

加入を幅広い中小企業者に求める際に、結果として戻ってこない掛金が、それ

を拠出する時点で損金等の扱いとならない場合には、資金面で十分に余裕の

ない中小企業者の加入意識を著しく損なうこととなる。このため、本特例措置

を講じることによって加入のためのインセンティブが生まれ、加入促進に大きく

寄与することとなり、セーフティネットの整備を強化につながる。 

9 有効性

等 

① 適用数等 ○過去５年間の共済制度の在籍者数 
平成 23 年度：在籍件数 314,387 件 
平成 24 年度：在籍件数 334,463 件 
平成 25 年度：在籍件数 351,918 件 
平成 26 年度：在籍件数 376,688 件 
平成 27 年度：在籍件数 402,384 件 

② 減収額 ○過去５年間の掛金納付額、減税規模 
平成 23 年度：掛金納付額 748 億円、51 億円 
平成 24 年度：掛金納付額 1,411 億円、100 億円 
平成 25 年度：掛金納付額 1,832 億円、132 億円 
平成 26 年度：掛金納付額 2,143 億円、148 億円 
平成 27 年度：掛金納付額 2,416 億円、175 億円 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

○政策目的の実現状況（分析対象期間：昭和 53 年度～平成 27 年度） 

取引先企業の倒産により連鎖倒産や著しい経営難に陥るなどの事態を防止

するため、迅速な貸付けによって資金繰りを支援してきており、制度創設以

来、共済金の貸付件数の累計は約 27万件、貸付額累計は約 1.9兆円となって

おり、セーフティネットの役割を担う有効な事業として、中小企業者の経営の安

定に寄与している。 

 

(参考)過去 5 年間の貸付規模 

平成 23 年度：貸付件数 2,183 件、貸付金額 163 億円 

平成 24 年度：貸付件数 1,716 件、貸付金額 140 億円 

平成 25 年度：貸付件数 1,218 件、貸付金額 106 億円 

平成 26 年度：貸付件数 853 件、貸付金額  82 億円 

平成 27 年度：貸付件数 689 件、貸付金額  71 億円 
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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：昭和 53

年度～平成 27 年度） 

制度発足以来、累計で 124 万社が加入。中小企業基盤整備機構の第 2 期中

期計画（平成 21 年度～平成 25 年度）において、期間中に 80,000 件の新規加

入を目標とするところ、172,539 件と、目標が達成された。第 3 期中期計画（平

成 26 年度～平成 30 年度）においても、期間中に 130,000 件の新規加入を目

標とし、26 年度及び 27 年度は 26,000 件を目標件数としていたところ、26 年度

の加入実績は 44,409 件、27 年度の加入実績は 47,503 件となり、目標を大きく

上回る加入件数が確保されているところ。平成 30 年度までの 130,000 件の新

規加入目標に向け、引き続き本措置を講じていく必要がある。 

なお、本措置は、資金面で十分に余裕のない中小企業者が、拠出する掛金の

実質的な意味合い（＝費用）に応じた処理を拠出段階でできるようにすること

によって、加入の意識を損なわないようにすることを意図したものであり、中小

企業倒産防止共済法第 21 条において、租税特別措置法で定めるところによ

り、法人税又は所得税の課税につき特別の措置を講ずるものと規定されてい

ることから、継続的に措置を講じていくことが必要である。 

 

（参考）過去５年間の新規加入件数 

平成 23 年度：加入件数 33,728 件 

平成 24 年度：加入件数 39,978 件 

平成 25 年度：加入件数 36,964 件 

平成 26 年度：加入件数 44,409 件 

平成 27 年度：加入件数 47,503 件 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

（分析対象期間：昭和 53 年度～平成 27 年度） 

・制度発足以来、累計で 124 万社が加入するとともに、共済金の貸付件数の

累計は約 27 万件、貸付額累計は約 1．9 兆円の実績があり、連鎖倒産防止に

大きく貢献し、中小企業の経営の安定に寄与している。 

・民間事業者には、同様の対象者に対し同様の条件での融資等を行っている

者はみられない。一方、本制度は全国的に実施されており、加入者も全国各

地の多数に上っている（27 年度末で約 40万件在籍）。したがって、本制度は十

分な存在意義を有しており、引き続き、本制度を運営していくことが望ましい。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本共済制度は、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、共済契約者が拠出

する掛金によって運営することを基本としており、制度運営上必要となる掛金

の拠出負担は、共済契約者自らが負うべきものである。しかしながら、掛金の

税制上の取扱について、本則に基づく取扱では、中小企業者にとっての実質

的な認識とは異なるものとなり、加入の意欲を減退させかねないことから、これ

を改善するために施策を講じるものである。これは、税制上の措置を講じること

によってのみ対応できるものであるため、本税制措置を講じることは、妥当で

ある。また、本措置の対象は、中小企業倒産防止共済法に基づき拠出される

掛金であり、明確かつ形式的な要件が設定されており、執行面でも問題はな

い。 

具体的には、当該掛金に係る共済契約者の権利は、貸付けを実行した際に、

貸付額に応じて消滅する仕組みとなっており、最終的には、共済契約者にとっ
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ての費用として処理されるべき性格のものであるところ、税法の本則によれ

ば、拠出段階では費用として処理できない。本措置は、資金面で十分に余裕

のない中小企業者が、拠出する掛金の実質的な意味合い（＝費用）に応じた

処理を拠出段階でできるようにすることによって、加入の意識を損なわないよう

にすることを意図したものであり、政策目的に照らし、有効であり、妥当である

と考えられる。なお、中小企業倒産防止共済法第 21 条において、租税特別措

置法で定めるところにより、法人税又は所得税の課税につき特別の措置を講

ずるものと規定されている。 

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無い。 

（ただし、本共済制度の実施主体である中小機構への国からの運営費交付金

を活用し、本共済制度の広報等を行っている。） 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

中小企業の倒産は雇用を含め地域経済に与える影響が大きいことから、地方

公共団体とも連携し、加入促進運動を展開している。 

11 有識者の見解 － 

12 評価結果の反映の方向

性 

－ 

13 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 23 年 8 月（H23 経産 60） 
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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

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 

2 対象税目 （国税）（相続税：外） 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

 相続等により取得した財産のうちに、その相続の開始の直前において非相

続人等の事業の用又は居住の用に供されている宅地等（特例対象宅地等。

申告期限まで事業を継続すること等の条件あり。）があるときは、相続等により

財産を取得した者に係るすべての特例対象宅地等のうち、この特例の規定の

適用を受けるものとして選択したものについては、限度面積要件を満たす場合

の当該選択特例対象宅地等（小規模宅地等）に限り相続税の課税価格に算

入すべき価額は、次の小規模宅地等の区分に応じ、それぞれ次の割合を乗じ

て計算した金額とする。 

①特定事業用宅地等に該当する宅地等 20％ 

②特定居住用宅地等に該当する宅地等 20％ 

③貸付事業用宅地等に該当する宅地等 50％ 

《関係条項》 

租税特別措置法 69 条の 4 

4 担当部局 中小企業庁財務課 

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：平成 24 年～平成 28 年                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

○主な改正内容 

昭和５８年  創設 

昭和６３年度 減額割合の拡充（事業用：40％→60％、居住用：30％→50％） 

平成４年度  減額割合の拡充（事業用→70％、居住用→60％） 

平成６年度  減額割合の拡充（事業用→80％、居住用：→80％） 

         事業非継続宅地の見直し（事業用・居住用→50％） 

平成１１年度 対象面積の拡充（事業用：200 ㎡→330 ㎡） 

※事業非継続宅地は 200 ㎡ 

平成１３年度 対象面積の拡充（事業用→400 ㎡、居住用：200 ㎡→240 ㎡） 

※事業非継続宅地は 200 ㎡ 

平成２２年度 事業非継続宅地・居住非継続宅地を適用対象から除外 

平成２５年度税制改正 

         特定居住用宅地等の適用要件の緩和（平成 26年 1月 1日から） 

         対象面積の拡充（居住用→330 ㎡）（平成 27 年 1 月 1 日から） 

         特定事業用及び特定居住用の併用（合計最大 730 ㎡）（平成 27 

年 1 月 1 日から） 

7 適用期間 恒久措置 

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》 

 小規模宅地の処分についての制約面に配意し、特に事業用土地について

は、事業が雇用の場であるとともに取引先等と密接に関連している等事業主

以外の多くの者の社会的基盤として居住用土地にはない制約を受ける面があ
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ること等に鑑み、課税上の配慮を行う。 

《政策目的の根拠》 

「中小企業憲章」（平成 22 年 6 月閣議決定） 

２．基本原則 

五．セーフティーネットを整備し、中小企業の安心を確保する 

 ・家族経営の持つ意義への意識を強め、また、事業承継を円滑化する。 

３．行動方針 

八．中小企業への影響を考慮し政策評価に中庁 

（略）中小企業庁を始め、関係省庁が、これまで以上に一体性を強めて、産

業、雇用、社会保障、教育、金融、税制など総合的に中小企業政策を進める。 

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》 

本税制は、居住用・事業用宅地の処分についての制約面に着目して、相続

税負担を軽減するものであることから、本税制の達成目標は、小規模宅地を

相続する者の税負担が軽減されることそのものである。 

他方で、本税制の適用を受けた場合、結果的には小規模宅地を保有する者

の相続税負担が軽減され、居住用であれば居住の継続が、事業用であれば

事業の継続が確保される。従って、本税制の副次的な効果として、税負担の

軽減による事業継続の促進が挙げられる。 

《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》 

本特例は個人事業者等の事業の用等に供する小規模宅地の処分について制

約を受けることに鑑み、その税負担を軽減するものである。 

9 有効性

等 

① 適用数等  
 

年分 
①本税制を適用し

た被相続人数 

②相続税を課税さ

れた被相続人数 

③利用率 

（①÷②） 

平成 24 年 35,419 52,572 67% 

平成 25 年 36,066 54,421 66% 

平成 26 年 37,166 56,239 66% 

② 減収額 平成 23 年度 877 億円 

平成 24 年度 898 億円 

平成 25 年度 720 億円 

平成 26 年度 740 億円 

平成 27 年度 1280 億円 

平成 28 年度 1350 億円 

 

※財務省試算 
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③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

毎年被相続人数ベースで 3 万 5000 人以上が本税制を利用しており、5 年前

の調査時と比較すれば減少しているとはいえ、未だに相続税が課税された非

相続人の約７割弱という高い水準を維持している。 

このように、足下でも本税制は多数の者に利用されており、居住用・事業用

小規模宅地を保有する者にとっての基盤的税制としての役割を十分に果たし

ていると言うことができる。 

さらに、本税制の副次的な効果として、納税負担が軽減されることによる事

業継続への貢献が挙げられる。現に、平成 28年に中小企業庁が実施したアン

ケートによると、本税制を利用したことがある（又は利用予定がある）者（n=84）

のうち、本税制がなかった場合の影響について、約４５％が納税資金確保のた

めに居住用地や事業用地、その他の資産を売却する必要があると回答してい

る。さらに、事業用資産を売却する必要があると回答した者（n=12）のうち、約２

５％が廃業の可能性ありと回答している。 

このように、仮に本税制がなかった場合は、中小企業の事業承継に際し、廃

業も含めた相当程度の影響を与えたものと推定される。 

これらのことから、本税制はその目的を十分に達成しているものと言える。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

上述《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》の経済波及効果

について、事業維持に係る効果（廃業防止に係る効果）によって約１，６８２億

円（注 3）の経済波及効果が生じるとされており、減収見込額約７４０億円（注

4）に対し、約 2.27 倍の税収減を是認するような効果があるとの試算がある。 

 

※平成 23年度に中小企業庁から山田ビジネスコンサルティング（株）へ委託事

業の一環として実施した試算を基に算出 

（注 3）廃業防止効果によって防いだ企業等の経済的資源（当該企業の売上高

や雇用）の経済波及効果を測定 

（注 4）平成 26 年度の減収額（財務省試算） 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本税制は、居住用・事業用宅地の処分についての制約面に着目して、相続税

負担を軽減するものであり、副次的には、相続によって先代経営者から後継

者への事業承継が行われる場合において、後継者の相続税負担を軽減する

ことによって、円滑な事業承継が可能となるとの効果がある。 

すなわち、宅地を相続する場合には、相続人が当該宅地を売却せずに納税資

金を確保することが非常に困難なケースが多々あること等に鑑みると、事業承

継の際に相続税等の税負担の軽減を行うことは適切である。 

なお、平成 28 年に中小企業庁が実施したアンケートによれば、会社形態の中

小企業経営者の回答であるが、事業承継をする上での課題として、４６％以上

が「自社株に係る相続税・贈与税の負担」を挙げている（株式会社帝国データ

バンク）。 

 また、平成２２年度税制改正において、適用対象が居住・事業継続に係る宅

地に限定され、居住・事業を継続しない場合を適用対象から除外しているた

め、この点からも本税制の妥当性が担保されている。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

上述のとおり、本税制の副次的な効果として、税負担の軽減による事業承

継の円滑化が挙げられる。 

事業承継円滑化のための総合的支援策として、以下の措置を講じている。



 

４ 

 

分担 このうち、個人事業者も利用可能な制度は限られており、本税制は個人事業

者の事業承継の円滑化の観点から、極めて重要な役割を担っている。本税制

を基盤として、以下の総合的支援を行うことにより、親族内承継・親族外承継、

個人事業形態・法人（会社）形態、相続税負担の有無等にかかわらず、事業

承継全般の支援が可能となる。 

※以下の【】内は適用対象者を示す。 

○個人事業者を対象に含む制度 

＜税制＞ 

・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（措置法第 69 条

の 4）【親族内、会社（代表者）、個人事業者】 

＜法律＞ 

・経営承継円滑化法 

 金融支援①（信用保証制度）【親族内・外、会社・個人事業者】 

＜予算措置＞ 

・中小企業事業承継円滑化支援事業（普及啓発事業等）【親族内・外、会社・

個人事業者】 

・再生支援協議会事業（後継者マッチング等）【親族内・外、会社・個人事業

者】 

・中小企業新陳代謝円滑化普及等事業（普及啓発事業等：平成 26 年度補正）

【親族内・外、会社・個人事業者】 

＜制度融資＞ 

・事業承継・集約・活性化資金（日本政策公庫）【親族内・外、会社・個人事業

者】 

 

○個人事業者を対象としない制度 

＜税制＞ 

・非上場株式についての贈与税の納税猶予・免除制度（措置法第 70 条の 7）

【親族内・外、会社】 

・非上場株式等についての相続税の納税猶予・免除制度（措置法第 70 条の 7

の 2）【親族内・外、会社】 

・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予・免除制度（措

置法第 70 条の 7 の 4）【親族内・外、会社】 

・相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合の課税の特例

（措置法第 9 条の 7）【親族内、会社】 

＜法律＞ 

・経営承継円滑化法 

 遺留分に関する民法の特例【親族内・外、会社】 

 金融支援②（日本政策公庫）【親族内・外、会社代表者個人】 



 

５ 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

 

 

 

11 有識者の見解 中小企業庁において実施した、「事業承継を中心とする事業活性化に関す

る検討会」の中間報告（平成 26 年 7 月）において、「個人事業主そのものの事

業承継に係る支援を検討することが必要である。」と指摘されている。 

12 評価結果の反映の方向

性 

引き続き措置。 

 

13 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２３年９月（Ｈ２３ 経産５５） 

 

 



 

１ 

 

 

租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

青色申告特別控除 

2 対象税目 （国税）（所得税：外） 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者がこれらの所

得に係る取引の内容を正規の簿記の原則に従い記録し、その帳簿書類に基

づいて作成された貸借対照表、損益計算書等を添付した確定申告書をその提

出期限までに提出した場合には、不動産所得の金額又は事業所得の金額か

ら 65 万円の特別控除が認められる。その他の青色申告者については、10 万

円の特別控除が認められている。 

 

《関係条項》 

・租税特別措置法 25 条の２ 

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：平成 23 年度～27 年度 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 4 年度（平成 5 年分所得から適用） 

平成 9 年度（控除額を 45 万円に引上。平成 10 年分の所得から適用） 

平成 11 年度（控除額を 55 万円に引上。平成 12 年分の所得から適用） 

平成 16 年度（控除額を 65 万円に引上。平成 17 年分の所得から適用） 

7 適用期間 恒久措置 

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》 

中小企業の経営革新・創業等を促進し、中小企業の活性化・健全な発展を

図る。特に、個人事業主の記帳水準の向上を図ることにより、個人事業主の

事業経営の基盤整備と経営の健全化を推進する。 

 

《政策目的の根拠》 

青色申告制度は、昭和 22 年に採用された申告納税制度が適正に機能する

よう、正確な記帳による正確な申告を奨励するため、シャウプ勧告を受けて、

昭和 25 年に創設。シャウプ勧告では、「納税者が帳簿をもち、正確に記帳し、

その正確な帳簿を税のために使用するように奨励、援助するようあらゆる努力

と工夫をしなければならない。」、「教育と道具の提示だけでは恐らく不十分だ

ろう。このような道具を納税者が利用するように積極的に奨励する報酬を与え

ねばならない。」とされ、青色事業主特別経費準備金制度を創設、昭和 47 年

税制改正において、更なる普及を図る観点からこれまでの準備金制度に代え

て、青色申告控除制度創設。 

その後、税制調査会の平成 3 年 12 月 19 日の「平成 4 年度の税制改正に

関する答申」において、「適正・公平な課税の推進のためには、適正な記帳慣

行を確立し申告納税制度の実を上げていくことが喫緊の課題であり、青色申

告制度に係る施策は、このような観点から今後とも重要である」とされたことを

受け、平成 4 年度税制改正においてこれまでの青色申告控除制度に代えて創

設（平成 5 年分の所得税から適用）。 



 

２ 

 

 

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》 

 個人事業主に係る事業環境整備を行い、経営の健全化を図るため、青色申

告制度を通じて、個人事業主が日々の取引の記帳や管理などを行うことによ

り自らの経営実態を適正に把握することを推進する。 

 青色申告の割合が、所得 300 万円超の個人事業主については 80％以上、

所得 300 万円以下の個人事業主については 60％以上となることを達成目標と

する。 

なお、記帳水準の一層の向上が図られるべく、従業員数が 5 名以下の小規

模な個人事業主については、正規の簿記（複式簿記）による記帳を行う割合が

50％以上、6 名以上の個人事業主については 70％以上となることを併せて達

成目標とする。 

 

《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》 

本制度の創設により、青色申告制度を利用する事業者は半数を超えること

となった（平成 5 年：49．0％→平成 26 年：61.2％。なお、青色申告制度創設時

＜昭和 25 年＞は 4％程度）。（国税庁「申告所得標本調査」） 

 しかしながら、依然として目標数値には達成していないため、引き続き本制度

を維持していく必要がある。 

 

9 有効性

等 

① 適用数等  全ての青色申告者（約 235 万事業者、平成 26 年度）が適用対象となってお

り、偏頗なき制度となっている。 

 

【適用者数（うち、不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営む青色申告

者）】 

平成 23 年度 2,177,428 人（1,531,523 人） 

平成 24 年度 2,246,606 人（1,584,090 人） 

平成 25 年度 2,305,347 人（1,616,045 人） 

平成 26 年度 2,350,025 人（1,659,390 人） 

平成 27 年度 2,411,126 人（1,704,194 人）※ 

 

※平成 23 年度から平成 26 年度までの平均増加率と同程度で推移すると想定 

 

（出所：国税庁「申告所得標本調査」） 

② 減収額  

平成 23 年  568 億円 

平成 24 年  590 億円 

平成 25 年  620 億円 

平成 26 年 1,120 億円 

平成 27 年 1,180 億円 

 

（出所：財務省試算） 



 

３ 

 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

平成 5 年の制度創設以降、青色申告者の比率が徐々に上昇しており、記帳

水準の向上に対する効果が客観的に確認されている。 

 

①所得階級 300 万円以下の個人事業主の青色申告割合 

平成 5 年    42.4％ 

平成 10 年   46.7％ 

平成 12 年   46.1％ 

平成 17 年   47.0％ 

平成 21 年   48.2％ ※ 

平成 26 年   51.0％ ※ 

 

②所得階級 300 万円超の個人事業主の青色申告割合 

平成 5 年    60.8％ 

平成 10 年   62.4％ 

平成 12 年   63.6％ 

平成 17 年   68.3％ 

平成 21 年   71.1％ ※ 

平成 26 年   73.9％ ※ 

 

（出所：国税庁「申告所得税標本調査」） 

 

※平成 21 年度からは、統計集計方法の変更（平成 20 年度から）に伴い、事業

所得者と不動産所得者の青色申告割合を算出。 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

 中小企業の経営安定指標をみると、その内容は順次改善の傾向にある。こ

の点、青色申告制度を通じて、個人事業主が日々の取引の記帳や管理などを

行うことにより、自らの経営実態を適正に把握することで、事業経営の基盤整

備と経営の健全化が図られている。 

 

①自己資本比率（自己資本／総資産） 

平成 12 年  21.6％ 

平成 17 年  27.6％ 

平成 20 年  29.2％ 

平成 26 年  39.5％ 

 

②当座比率（＝当座資産／流動負債） 

平成 12 年  83.8％ 

平成 17 年  96.8％ 

平成 20 年  98.3％ 

平成 26 年 111.9％ 

 

（出所：中小企業庁「中小企業白書」） 

 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

中小企業の多くを占める個人事業主（約 380 万の中小企業者の内、約 200

万が個人事業主（2016 年版中小企業白書））にとって、自らの経営実態を適正

に把握し、経営の健全化を図ることが必要かつ重要である。 



 

４ 

 

そのため、正規の簿記の原則に従い記録し、その帳簿書類に基づいて作成

された貸借対照表、損益計算書等を確定申告書に添付させる「青色申告」の

一層の普及・活用に一定のインセンティブを付与することは、政策目的を達成

するための政策手段として的確である。 

また、本特例は、個人事業者が自らの経営実態を適正に把握する上で不可

欠となる個人事業主の記帳水準の向上に直結すると共に、中小企業における

適正な記帳慣行の確立、引いては申告納税制度の実を挙げることに繋がるた

め、課税の公平原則に照らし、課税の適正・公正を確保するための必要最小

限の特例措置と言える。 

 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 青色申告に与えられる特典には種々のものがあり、①青色申告に対する更

正は、推計によって行うことはできず、その帳簿書類を調査し、その調査により

所得金額の計算に誤りがあると認められる場合に限ってすることができ、その

場合には更正通知書に更正の理由を附記しなければならない（所得税法 155

条 1 項・2 項、法人税法 130 条 1 項・2 項）、②所得税法・法人税法及び租税特

別措置法の規定の多くは、青色申告の場合に限って適用される、③青色申告

と白色申告を通じて適用される措置についても、事業専従者控除の金額など

青色申告者により多くの利益が与えられる、等といった措置が存在する。 

本特例は、青色申告者に与えられる特典の 1 つであるが、これらが相俟って

青色申告を普及し、申告納税制度の発展に寄与しているものであり、また、①

は租税確定手続面、②は法条の適用要件、③は事業専従者に係る特例であ

ることから、青色申告者の所得控除である本特例とは役割を異にするものであ

る。 

 また、平成 26 年 1 月より全ての個人の白色申告者に記帳義務･記録保存義

務が課されるようになったが、依然として正規の簿記の原則に従い記録し、そ

の帳簿書類に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書等を確定申告書

に添付させる「青色申告」の普及は、個人事業主の事業経営の基盤整備と経

営の健全化を推進する観点から重要である。 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

 

 

11 有識者の見解  

 

12 評価結果の反映の方向

性 

制度の維持 

 

13 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 24 年８月（H24 経産 54） 

 

 



 

１ 

 

 

租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

相続財産に係る株式をその発行した非上場会社に譲渡した場合のみなし配当

課税の特例 

2 対象税目 （国税）（所得税：外） 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

 相続又は遺贈により非上場株式を取得した個人が、相続開始の翌日から相

続税の申告期限の翌日以降３年を経過する日までの間に、当該株式をその発

行会社に譲渡した場合において、みなし配当相当額について配当課税とせず

譲渡益課税とする。 

《関係条項》 

租税特別措置法 9 条の 7 

4 担当部局 中小企業庁財務課 

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：平成 24 年～平成 28 年                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

○主な改正内容 

平成１６年度 創設 

7 適用期間 恒久措置 

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》 

 中小企業者の事業の継続・発展を通じた雇用の確保や地域経済の活力維

持を実現する。 

《政策目的の根拠》 

「中小企業憲章」（平成 22 年 6 月閣議決定） 

２．基本原則 

五．セーフティーネットを整備し、中小企業の安心を確保する 

 ・家族経営の持つ意義への意識を強め、また、事業承継を円滑化する。 

３．行動方針 

八．中小企業への影響を考慮し政策評価に中庁 

（略）中小企業庁を始め、関係省庁が、これまで以上に一体性を強めて、産

業、雇用、社会保障、教育、金融、税制など総合的に中小企業政策を進める。 

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》 

事業承継に際して事業活動の継続に支障を来している中小企業について、

円滑な事業承継を実現させ、事業の継続・発展を通じた雇用の確保や経済活

性化を図る。 

具体的には、現在 382 万者の中小企業経営者の過半数が 60 歳を超えてお

り、平均引退年齢が約 70 歳であることから、今後 10 年間で約半数（191 万者）

の中小企業が事業承継のタイミングを迎えることとなる。そして、1 年間に事業

承継が行われる中小企業は約 19 万者であるところ、会社経営者（約 45％：

85,500 者）の 3 割（25,650 者）、個人事業者（約 55％：104,500 者）の 7 割
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（73,150 者）、合計 98,800 者が廃業を予定している。 

本税制を含む事業承継支援策全体を通じて、年間約 10 万社の廃業、これ

に伴う約１25 万人（中小企業の平均従業員数を基に試算）の雇用喪失を防

ぐ。 

なお、必ずしも本税制の活用により直接的に廃業防止の効果が期待できる

ものではなく、下記《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》記載の観点から、間接的に事業承継の円滑化に寄与するものであり、

これによる廃業防止、雇用の維持・確保、地域経済活性化につながるものであ

る。 

注）中小企業白書（2016 年版） 

注）日本政策金融公庫総合研究所「中小企業の事業承継に関するインター

ネット調査」（2016 年 2 月） 

《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》 

本税制は、特例対象株式を相続により取得した者にとっては、発行会社へ

の売却により相続税納税資金を確保することができる。また、後継者にとって

は、相続人から第三者への売却に伴う経営権の分散を防止するとともに、株

式の集約による機動的な意思決定が可能となる。 

これらの効果として、中小企業の事業継続・発展を通じた雇用の確保や経

済活性化につながるものであるため、政策目的に寄与している。 

9 有効性

等 

① 適用数等 適切な税務統計データがないため租特の正確な適用実績は把握できない

が、国税庁統計年報や平成 28年に実施した中小企業庁アンケートに基づいて

試算すると、以下のとおり適用件数は約 1000 件超で推移しており、着実に利

用されていることが窺える。 

 

①みなし配当課税の

適用者数（人） 

②「特定同族会社の

株式及び出資」の被

相続人の数（人） 

③「特定同族会社の

株式及び出資」の取

得財産価額（百万円） 

H24 1,184 9,155 390,136 

H25 1,183 9,101 519,006 

H26 1,222 9,406 470,476 

（出所：①中小企業庁アンケート結果を基に推計、②③国税庁統計年報） 

※平成 23 年に中企庁が行った試算によると、「特定同族会社の株式及び出

資」の被相続人の数の約 13％が本税制を利用している。 

② 減収額 平成 24 年 5,406 百万円 

平成 25 年 7,228 百万円 

平成 26 年 6,5497 百万円 

 

（中小企業庁アンケート結果等を基に推計） 

※みなし配当課税：最高税率 50％、株式譲渡益課税：税率 20％ 

※適用件数×（特定同族会社の株式等の取得価額／特定相続会社の株式等

の被相続人の数×被相続人一人あたりの相続人の数の平均）×税率（差：

30％） 
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③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

本税制は、特例対象株式を相続により取得した者にとっては、発行会社へ

の売却により相続税納税資金を確保することができる。また、後継者にとって

は、相続人から第三者への売却に伴う経営権の分散を防止するとともに、株

式の集約による機動的な意思決定が可能となる。 

これらの効果として、中小企業の事業継続・発展を通じた雇用の確保や経

済活性化につながるものであるため、政策目的に寄与している。 

本税制による直接的効果として、事業維持に係る効果（廃業防止に係る効

果）によって、本税制が無かった場合と比べて年間４４９名の雇用維持・創出

効果があるとの試算がある（注１）（注２）。 

※平成 23年度に中小企業庁から山田ビジネスコンサルティング（株）へ委託

事業の一環として実施した試算を基に算出 

（注１）当該試算の分析対象は、平成 22 年度の利用者（相続人）１，１６１人。 

（注２）中小企業の廃業率（中小企業白書 2010 年版）等のデータを用いて本税

制措置が無かった場合における廃業社数を推定し、事業維持に係る効果（廃

業防止効果）を測定。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

上述《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》の直接的な効果

（４４９名の雇用維持・創出効果）に伴う経済波及効果について、事業維持に

係る効果（廃業防止に係る効果）によって約３０５億円（注３）の経済波及効果

が生じるとされており、減収見込額約５４億円（注４）に対し、約５．６５倍の税収

減を是認するような効果があるとの試算がある。 

（※平成 23 年度に中小企業庁から山田ビジネスコンサルティング（株）への

委託による試算結果に基づいて算出。） 

（注３）本税制措置による直接的な効果をベースとして、廃業防止効果によ

って維持した企業の経済的資源（当該企業の売上高や雇用）の経済波及効果

を測定。 

（注４）平成 24 年度の減収額（中小企業庁試算） 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本税制は、相続税負担によって事業活動に支障を来している中小企業にとっ

て、納税資金の確保や経営権（株式）の分散を防止することによって、円滑な

事業承継の実現を目的としている。 

実際に、平成 28年に中小企業庁が実施したアンケートによれば、事業承継を

する上での課題として、４６％以上が「自社株に係る相続税・贈与税の負担」を

挙げている（株式会社帝国データバンク）。 

 また、本税制の対象となるのは相続税申告期限から３年以内に行われた譲

渡に限定されており、事業承継と無関係な株式の譲渡は除外されているた

め、この点からも本税制の妥当性が担保されている。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

事業承継円滑化のための総合的支援策として、以下の措置を講じている。

このような総合的支援を行うことにより、親族内承継・親族外承継、個人事業

形態・法人（会社）携帯、相続税負担の有無等にかかわらず、事業承継全般の

支援が可能となる。 

 なお、下記の税制措置の対象は後継者に限定されており、本税制とは対

象が異なる。また、経営承継円滑化法に基づく民法の遺留分の特例は、後継

者以外の者による遺留分減殺請求によって中小企業の株式が分散し経営の

安定が損なわれるリスクを事前に低減するものであり、後継者等に対して資金
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的な支援を行うものではないため、本税制とは対象や性格が異なる。金融支

援についても、後継者や中小企業に対して低利融資や信用保証枠の拡大を

行うものであり、対象を異にする。さらに、予算措置は主に事業承継に係る施

策等の普及啓発を目的とするものであって、実際に課税の軽減を行う本税制

とは役割が異なるものである。 

※以下の【】内は適用対象者を示す。 

＜税制＞ 

・非上場株式についての贈与税の納税猶予・免除制度（措置法第 70 条の

7）【親族内・外、会社】 

・非上場株式等についての相続税の納税猶予・免除制度（措置法第 70条の

7 の 2）【親族内・外、会社】 

・非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予・免除制度

（措置法第 70 条の 7 の 4）【親族内・外、会社】 

・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（措置法第 69

条の 4）【親族内、会社（代表者）、個人事業者】 

（※上記の相続税の納税猶予の適用を受ける場合でも、本税制措置の適用

（完全併用）が可能となっている。） 

＜法律＞ 

・経営承継円滑化法 

 遺留分に関する民法の特例【親族内・外、会社】 

 金融支援①（信用保証制度）【親族内・外、会社・個人事業者】 

 金融支援②（日本政策公庫）【親族内・外、会社代表者個人】 

＜予算措置＞ 

・中小企業事業承継円滑化支援事業（普及啓発事業等）【親族内・外、会

社・個人事業者】 

・再生支援協議会事業（後継者マッチング等）【親族内・外、会社・個人事業

者】 

・中小企業新陳代謝円滑化普及等事業（普及啓発事業等）【親族内・外、会

社・個人事業者】 

＜制度融資＞ 

・事業承継・集約・活性化資金（日本政策公庫）【親族内・外、会社・個人事業

者】 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

 

 

 

 

11 有識者の見解 中小企業庁において実施した、「事業承継を中心とする事業活性化に関す

る検討会」の中間報告（平成 26 年 7 月）において、株式の分散に関して、「中

小・小規模事業者の経営の安定を損ね、ひいては中小企業・小規模事業者が

支えている地域の雇用や経済の活力にも支障を与えるおそれがある。」と指摘

されている。 
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12 評価結果の反映の方向

性 

引き続き措置。 

 

13 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成２３年９月（Ｈ２３ 経産６２） 
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租税特別措置等に係る政策の事後評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別控

除（地域商店街活性化法、中心市街地活性化法） 

2 対象税目 （国税・地方税（自動連動）） 

（所得税：外、法人税：義、法人住民税：義、法人事業税：義） 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する

法律（平成 21 年法律第 80 号、以下「地域商店街活性化法」という。）の認定計

画に基づく事業、中心市街地の活性化に関する法律（平成 10 年法律第 92

号、以下「中活法」という。）に基づく認定中小小売商業高度化事業の用に供

するために土地等を譲渡した場合､当該土地等の譲渡所得について 1,500 万

円の特別控除を行う｡ 

対象：地域商店街活性化法の認定商店街活性化事業、認定商店街活性化支

援事業、中活法の認定中小小売商業高度化事業の用に土地等を譲渡した個

人、法人 

《関係条項》 

・租税特別措置法第 34 条の 2 第 1・2 項、第 65 条の 4 第 1 項、第 68 条の 75

第 1 項 

・地方税法第 51 条、第 72 条の 12、第 72 条の 14、第 72 条の 21、第 72 条の

23、第 72 条の 24 の 7 

4 担当部局 中小企業庁経営支援部商業課 

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：平成 18 年度～平成 28 年度 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 10 年度 土地等の譲渡所得の特別控除（中活法関係）を新たに措置。 

平成 21 年度 土地等の譲渡所得の特別控除（地域商店街活性化法関係）を

新たに措置。 

7 適用期間 恒久措置 

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》 

来訪者の増加を通じた中小小売商業者又は中小サービス業者の事業機会の

増大を図るために商店街振興組合等が行う地域住民の需要に応じた事業活

動の円滑な実施を支援し、商店街の活性化を図る。 

また、中心市街地の活性化のため、魅力ある店舗等の商業、サービス業集積

地への立地を促進し、都市機能の集約とにぎわいの回復を図る。 

《政策目的の根拠》 

本税制の対象者は地域商店街活性化法及び中活法の認定を受けた事業に

利用されることを目的に土地を譲渡した者と規定されている。 

本税制措置は商店街、中心市街地の活性化のための商業施設や商業基盤

施設（駐車場等の顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設）の

整備を行うための事業用地の取得を円滑化する重要な手段として位置づけら

れているもの。 

中小企業基本法（昭和 38 年７月）第 20 条に「国は、相当数の中小小売商業者

又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商業の集積の活性化を
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図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共

同店舗の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。」とある。 

「日本再興戦略」2016（平成 28 年 6 月 2 日閣議決定）において、「人口減少、

少子・高齢化が進展する中、地域における中心市街地等のまちなか、商店街

機能の活性化・維持を図ることが、地域経済活性化のために不可欠。（略）波

及効果の高い商業施設整備・改修等を支援する。」として、施設整備を支援す

ることとしている。 

また、「明日の日本を支える観光ビジョン」（平成 28 年 3 月 30 日）において、 

・訪日外国人旅行者数を 2020 年に 4,000 万人、2030 年に 6,000 万人、訪日

外国人旅行消費額を 2020 年に 8 兆円、2030 年に 15 兆円という目標                   

・2020 年までに、計 50 箇所の商店街・中心市街地・観光地で街並み整備を、

計 1,500 箇所の商店街・中心市街地・観光地で外国人受入環境（免税手続

カウンター、Wi-Fi 環境、キャッシュレス端末、多言語案内表示、観光案内所

等）の整備 

が掲げられている中、商店街が外国人観光客の受入れを進めるべく、新たに

土地を取得するニーズが高まっている。 

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》 

地域商店街活性化法に規定する商店街活性化事業計画及び中活法に規定

する中小小売商業高度化事業に係る特定民間中心市街地活性化事業計画

の認定件数を平成 30 年度までに 900 件を目標とする。 

《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》 

土地の譲渡が促されることにより、事業計画の円滑化が図られ、商店街・中心

市街地の商業施設や商業基盤施設及び地域住民の利便の増進を図る施設

の整備が進み、商店街・中心市街地が活性化する。 
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9 有効性

等 

① 適用数等 適用数 

 

※（独）中小企業基盤整備機構融資データ及び中企庁推計 

 

適用額 

年度 地域商店街活性化法分 中活法分  

18 - 6 百万円 

19 - 0 

20 - 0 

21 0 10 百万円 

22 0 15 百万円 

23 0 0 

24 0 0  

25 0 0  

26 0 0 

27 0 0 

28 推計 30 百万円 30 百万円 

※（独）中小企業基盤整備機構融資データ及び中企庁推計 

 

 

年度 地域商店街活性化法分 中活法分 

18 - 1 

19 - 0 

20 - 0 

21 0 1 

22 0 1 

23 0 0 

24 0 0 

25 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

28 見込 2 件 2 件 
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② 減収額 減収額 

年度 地域商店街活性化法分 中活法分 

18 - 0.9 百万円 

19 - 0 

20 - 0 

21 0 1.5 百万円 

22 0 2.3 百万円 

23 0 0 

24 0 0 

25 0 0 

26 0 0 

27 0 0 

28 推計 6.8 百万円  6.8 百万円 

（独）中小企業基盤整備機構融資データ及び中企庁推計 

 

地域商店街活性化法に基づく認定事業部分 
・平成 28 年度の譲渡件数について、個人 1 人、法人 1 社と想定 

・譲渡人に適用される控除額は上限の 1,500 万円と想定 

減収額  675 万円 

 譲渡者数  控除額  税率     譲渡者数 控除額 税率 
 ＝1 人×1,500 万円×15％ ＋ 1 社×1,500 万円×30％ 
      (個人)                (法人) 
 
中活法分に基づく認定事業部分 
・平成 28 年度の譲渡件数について、個人１人、法人１社と想定 

・譲渡人に適用される控除額は上限の 1,500 万円と想定 

減収額  675 万円 

 譲渡者数 控除額   税率   譲渡者数 控除額  税率 
 ＝１人×1,500 万円×15％ ＋ １社×1,500 万円×30％  

      (個人)                (法人) 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

○政策目的の実現状況 

（分析対象期間：平成 21 年 4 月～平成 28 年 3 月） 

本税制は実際に利用がなされており、商店街等の活性化に向けて必要不可

欠な税制である。 

特に、商店街等において空き店舗などが大きな問題となっており、こうした空き

店舗において新たな事業が創出されるよう本税制支援が必要である。 

 

○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 28 年 3 月） 

地域商店街活性化法の制定された平成 21 年度から平成 30 年度の 10 年間で

累計 900 件の地域商店街活性化法及び中活法の事業計画の認定を目標とし

ており、現在の合計は 312 件、現状の達成率は 34.7%である。現在、以下の取

り組み等を通じて、認定件数の増加を図っているところである。 



 

５ 

 

地域商店街活性化法では（株）全国商店街支援センターによる支援パートナー

派遣事業により、商店街に対して認定に向けた助言を行い目標達成に向けて

件数を増やしているところである。 

中活法では、戦略的中心市街地商業等活性化支援事業費補助金による中心

市街地活性化協議会事務局支援事業や（独）中小企業基盤整備機構による

中心市街地商業活性化アドバイザー派遣事業等により、法の認定を目指す市

町村、中心市街地活性化協議会に対し助言を行っている。 

《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 28 年 3 月） 

中活法の認定を受けて本税制を利用した宮崎県日向市では、市が中活法に

基づき作成し、内閣総理大臣が認定を行った基本計画の達成目標について、

居住人口やイベント回数が順調に増加し、目標を達成しており、にぎわいの回

復に貢献しているところである。 

                 基準値（19 年）  H25 実績 目標値（H25 年） 

活性化区域内の居住人口  1,278 人  → 1,417 人  1,360 人 

                       基準値（18 年） H25 実績 目標値（H25 年） 

市民企画によるイベント回数   40 回   →   73 回    60 回 

 

地域商店街活性化法は平成 21 年 10 月から実施されているが、現在も実施計

画期間内である認定案件 13 件中 9 件で空店舗の活用、駐車場の整備など地

域住民の利便を図る公共用施設設置・利用の計画が立てられており、土地の

譲渡を促して事業実施を円滑化させる本税制を利用するニーズは今後高いと

考える。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

地域の商店街等は、地域住民の身近にあって、その暮らしを支える商品・サー

ビスの供給機能を担っているだけでなく、地域住民の交流の場を提供し、地域

文化の継承や、防犯活動、高齢者や子育て支援等の公的な役割を果たしてい

る。このように、本来地方自治体が担うべき、公共的機能を代替する役割を果

たしており、商店街等の役割は地域にとって重要である。 

こうした中で、商店街や中心市街地の活性化のために新たな事業を行う場合

において、事業用地の円滑な取得が不可欠であり、本税制措置により当該事

業の用に供する土地等を譲渡する者に対して一定のインセンティブを与えるこ

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 

当該税制は、個人等を対象として土地を譲渡する者に対してインセンティブを

与えるものであり、土地の取得・譲渡の円滑化に資するものである。 

以下の支援は、施設整備等を支援するものであり、それぞれ土地の取得と施

設整備とで役割分担がなされている。 

【他の支援措置】 

・地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金（地域商業自立促進事業） 

商店街等を基盤として、地域経済の持続的発展を図るため、商店街組織がま

ちづくり会社等の民間企業や特定非営利活動法人等と連携して行う、６つの

分野（「少子・高齢化」、「地域交流」、「新陳代謝」、「構造改善」、「外国人対

応」、「地域資源活用」）に係る公共性の高い施設整備等の取組を支援するこ

とにより、商店街等の中長期的発展及び自立化の促進に寄与することを目的

とする。 



 

６ 

 

・地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金（中心市街地再興戦略事業） 

中心市街地の活性化に資する調査、先導的・実証的な商業施設等の整備及

び専門人材の招聘に対して重点的支援を行うことにより、まちなかの商機能の

活性化・維持を図り、市町村が目指す「コンパクトでにぎわいあふれるまちづく

り」を推進することを目的とする。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

中活法の基本計画は、市町村の中心的な役割を果たしている中心市街地を

定め、市町村が内閣総理大臣の認定を受け、国の施策と相まって、効果的に

中心市街地の活性化を推進するものである。 

また、地域商店街活性化法の認定及び税制の適用要件である地域住民の利

便の増進を図る公共用施設の整備については、事業の区域内にある都道府

県及び市町村の意見を聴き、事業計画の認定に際し考慮することとしている。 

以上のことから、両法において、地方公共団体の関与を前提としていることか

ら、地方公共団体が本税制の利用について一定の関与を行うことが相当であ

る。 

11 有識者の見解 － 

12 評価結果の反映の方向

性 

引き続き、本税制の普及に努めることにより、事業の円滑な実施を支援し、商

店街及び中心市街地の活性化を図る。 

13 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 23 年 9 月（H23 経産 56） 

 

 


