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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 

非製品ガスに係る石油石炭税の還付措置の延長 

2 対象税目 （石油石炭税：外） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

課税済み原油等の精製過程で発生する非製品ガスに係る石油石炭

税（地球温暖化対策のための税率の特例による課税部分を含む。）を、

石油精製業者に還付する本制度の適用期限を延長する。 

《関係条項》 

租税特別措置法第 90 条の６の３ 

4 担当部局 資源エネルギー庁資源・燃料部政策課 

資源エネルギー庁資源・燃料部石油精製備蓄課 

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 26～31 年度 

                                 （平成 28 年度は期中） 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 26 年度に３年間の租税特別措置として創設。 

7 適用又は延長期間 平成 29 年４月１日～平成 32 年３月 31 日（３年間） 

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》 

国内における低廉かつ安定的な石油供給の確保。 

《政策目的の根拠》 

Ⅰ．閣議決定における位置付け 

 エネルギー基本計画（平成 26 年 4 月閣議決定）（抄） 

第３章 

第５節 

２．石油産業・ＬＰガス産業の事業基盤の再構築 

（１）石油産業（精製・元売）の事業再編・構造改革 

①柔軟な石油・石油化学製品の生産体制の確立 

 今後、我が国の石油関連産業が国際展開を図る中で競争力を備えるために

は、石油コンビナートに立地する製油所・石油化学工場等について、「資本の

壁」や「地理的な壁」を超えた統合運営・事業再編を通じ、燃料と石油化学製

品等の柔軟な生産体制の構築等による高付加価値化や設備の共有化・廃棄

等による設備最適化や製造原価の抑制を進め、総合的かつ抜本的な生産性

向上を進める必要がある。 

 また、中長期的に原油調達の多様化が進んでいくことを踏まえ、超重質油や

超軽質油といった非在来型原油の処理も可能にする技術開発や設備投資を

促進する。 

 

第７節 

２．「国内危機」（災害リスク等）への対応強化 

（１）供給サイドの強靱化 

石油については、ＬＰガスとともに、東日本大震災時にエネルギー供給の

「最後の砦」としての役割を再認識されたことに鑑み、危機時の供給制約とな

る可能性のあるハード・ソフト両面の課題への対策を進める。 
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Ⅱ．石油製品を巡る環境変化 

（１）石油製品の安定供給の重要性 

ガソリン等石油製品は、国内需要が減少傾向にあるものの、依然として国

内の一次エネルギーの４割強を占めており、運輸・民生・電源等の幅広い燃料

や化学製品などの素材に用いられている。特に運輸部門については、石油製

品への依存が極めて大きく、我が国の人や物資の円滑な移動に不可欠な物

資である。 

また、東日本大震災や先の熊本地震においては、電力やガス等の系統エネ

ルギーが途絶する状況の中、分散蔵置が可能で持ち運びが容易という特性を

持つ石油製品の供給は継続され、病院の非常用電源や災害救助・復旧用の

車両の燃料等として活用されるなど、社会生活を支えるエネルギー供給の「最

後の砦」としての役割を果たし、その重要性が再認識された。 

こうした状況や経験を踏まえ、今後も石油製品が平時や災害などの危機時

を問わず、全国各地に安定的かつ低廉な価格で供給される状況を維持してい

くことは、我が国の経済活動及び社会生活を安定的に行うために不可欠であ

る。 

今後も将来にわたり国内の石油製品の安定供給を維持していくためには、

供給を担う事業者が、健全な経営基盤を確保し、平時から製油所や油槽所と

いったインフラをはじめとするサプライチェーンを確実に維持しつつ、災害など

の危機時に備える対策を講じるよう促して行く必要がある。 

 

（２）国内・海外における需給動向と競争環境 

我が国の石油製品需要は 1999 年（424 万 BD）をピークに減少を続けてお

り、2015 年はピーク時に比べ約３割減少（311 万 BD）している。この減少傾向

は今後も継続することが予想され、2030 年までには更に約２割減少することが

見込まれている。 

国内需要の減少により慢性的な供給過剰構造にある国内石油精製業者に

おいては、生産性の低い製油所の廃止や物流の合理化、経営統合等の対応

による経営基盤の健全化に向けた取組が進められている。 

海外の動向に目を向けると、特に東アジア・東南アジア地域において中長期

的な石油製品需要の増加が見込まれており、需要増加に対応するため、大規

模で高効率な生産能力を持つ製油所の新増設が相次いでいる。同地域では、

需要を上回るハイペースでの生産能力拡大が計画されているため、2020 年頃

には供給過剰となることが見込まれている。 

こうした東アジア・東南アジア地域における供給過剰状態は、石油製品の海

外市場における競争激化をもたらすとともに、我が国への輸入圧力を高めるこ

とになると予想される。 

こうした厳しい競争環境の中、我が国の石油供給を支える国内石油精製業

者が健全な経営基盤を確保し、国内への安定供給を維持していくためには、

海外競合企業に負けない競争環境を整備するとともに、同事業者が製油所等

に対して生産性を高めるための投資を行うことにより国際競争力を高めていく

よう促して行く必要がある。 

 

（３）還付措置による海外競合企業との競争環境のイコールフッティングの必要性  

現在の石油石炭税は、石油製品の原料となる原油に対して、その原油を保

税地域から引き取る段階で課税されているため、その課税対象には、精製プ

ロセスで不可避的に発生する、商品としての価値を有さず、販売できないガス

（課税済み原油等の精製過程で発生する非製品ガス）も含まれている。 

一方、大半の諸外国においては、消費者に販売される石油製品が課税の
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対象となっていることから、我が国のように原油等の精製段階で発生する非製

品ガスに対して課税負担は生じていない。 

こうした課税制度の違いにより、我が国の石油精製業者が海外競合企業と

の競争条件において不利となる環境を解消し、イコールフッティングを図る観

点から、原油等の精製過程で発生する非製品ガスに係る石油石炭税の還付

措置を引き続き維持していくことが必要である。 

 

（４）還付措置による国内供給基盤維持のための投資促進の必要性 

ガソリン等の石油製品の原料となる原油のほぼ全量を海外からの輸入に依

存する我が国にとって、中東をはじめとする国際情勢の変化等による油価の

乱高下や急激な供給減少等による国民生活への深刻な影響を回避するため

の対策を講じていく必要がある。 

このため、我が国は現在、長期保存が可能な原油について約半年分保有し

ているところ、これを確実に石油製品にするためには、国内需要に見合うだけ

の石油精製能力、製油所機能を国内に維持することは不可欠である。 

国内への石油製品供給ビジネスに依存してきた石油精製業者にとって、国

内需要の減少等上述した厳しい経営環境においては、国内の製油所等の生

産性を高めるための新たな投資を実施しにくい状況にあるという側面がある。 

今後も将来にわたり、国内に石油供給基盤となる製油所等を維持して行くた

めには、本還付措置を継続し、国内の石油精製会社に対して、国際競争力を

高めるための投資を促していく必要がある。 

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 

５－１ 資源・燃料 

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》 

・ 本還付制度により、国際的な競争環境のイコールフッティングを実現する。 

・ 国内に強い製油所を維持していくことは、将来にわたって平時・有事問わず

低廉かつ安定的な石油供給を実現するために大変重要な課題であり、還付

金を活用することにより、国際競争力強化や石油供給インフラの強靭化を

実現し、もって石油の供給基盤を維持・強化していく。 

《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》 

・ 本還付制度により国際的なイコールフッティングを実現し、かつ、還付金に

より石油精製業者が国際競争力強化を図ることで、将来的には石油精製業

者の経営基盤強化に繋がり、もって国内の石油の供給基盤が維持され、国

内における低廉かつ安定的な石油の供給が可能となる。 

・ また、石油供給インフラの強靭化を図ることで、災害時においても、石油の

安定供給を継続できる石油の供給基盤を確保できる。 

9 有効性

等 

① 適用数等 対象は、全ての石油精製業者（12 社） 

実績は以下の通り。 

 

 平成 26 27 28 29 30 31 

適用件数

（社） 

8 10(実績見

込み) 

10(見込み) 10(見込み) 10(見込み) 10(見込み) 

適用数量 

（万ｋｌ） 

112 351 364 370 369 382 

 

※ほとんどの石油精製業者が還付制度を活用しており、適用件数が想定外に
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僅少であり、かつ、特定の者に偏ったものとはなっていない。 

※各社からの情報を基に経済産業省において集計 

※適用数量（非製品ガスの数量）は、経済産業省調べ 

② 減収額  

 平成 26 年

度 

27 年年度 28 年年度 29 年度 30 年度 31 年度 

適用額 

（億円） 

28 89（実績見

込み） 

102（見込

み） 

104（見込

み） 

103（見込

み） 

107（見込

み） 

 

（適用額試算式） 

（還付額）＝（非製品ガスの数量（kl））×（石油石炭税単価） 

平成 26 年度：28 億円≒112 万 kl×2,540 円/kl 

平成 27 年度：89 億円≒351 万 kl×2,540 円/kl 

平成 28 年度：102 億円≒364 万 kl×2,800 円/kl 

平成 29 年度：104 億円≒370 万 kl×2,800 円/kl 

平成 30 年度：103 億円≒369 万 kl×2800 円/kl 

平成 31 年度：107 億円≒382 万 kl×2,800 円/kl 

 

※各社からの情報を基に経済産業省において集計 

※平成 28 年度以降は、各社からの計画等をもとに試算 

 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

○達成目標の実現状況 

・ 本還付制度により、非製品ガスに係る課税環境について国際的なイコール

フッティングが図られている。 

・ 国際競争力強化や石油供給インフラ強靭化の投資を促すことにより、国内

の石油供給基盤の維持・強化を実現している。 

 

○所期の目標の達成状況 

還付金が呼び水となり、前倒しや増額が実現した前向きな投資の総額 

平成 26 年度 209 億円 

平成 27 年度 323 億円（見込み） 

平成 28 年度 556 億円（計画） 

 

○租税特別措置等による直接的な効果 

・ 国際的な競争環境のイコールフッティングを実現。 

・ 還付金が呼び水となり、国際競争力強化や石油供給インフラの強靭化に係

る投資について、981 億円の投資金額の増額を実現。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

・ 本税制 措置が講じられることによって、非製品ガスに係る課税環境の国際

的なイコールフッティングを確保することができる。 

・ 平成 26 年度から３年間の減収額は約 220 億円である一方、還付金により

前倒しや増額が実現した前向きな投資の総額は約 1100 億円であり、国際

競争力強化や石油供給インフラ強靱化に係る投資を促進する効果があると

見込まれ、本税制措置は政策目標の達成手段として有効である。 
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10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

・ 石油製品の生産量は予測できないことから、補助金等の予算で手当てする

ことは不可能である。そのため、本税制措置以外の他の手段により措置す

ることは困難である。 

・ 本税制措置により、課税環境の国際的なイコールフッティングが図られるも

のであり、また、非製品ガスに係る石油石炭税課税分の還付措置であること

から必要最低限の措置となっている。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

他の支援や義務付け等はない。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

－ 

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 25 年８月（H25 経産 09） 
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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 

農林漁業用輸入Ａ重油の石油石炭税の免税・還付措置の延長 

2 対象税目 （石油石炭税：外）（国税 40） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

輸入品の農林漁業用 A 重油については、石油石炭税の免税措置を行い、国

産の農林漁業用 A 重油には、輸入品とのイコール・フッティングを確保するた

め、原油段階で課税されている石油石炭税の還付措置を行っている。その免

税・還付措置の適用期限を延長するもの。 

 

《関係条項》 

租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 90 条の 4、第 90 条の 6 

4 担当部局 資源エネルギー庁資源・燃料石油流通課 

資源エネルギー庁資源・燃料石油精製備蓄課 

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 25～31 年度 

                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

○免税措置 

昭和 53 年の石油税創設時より免税措置を要望。 

昭和 53 年 6 月以降 3.5％（従価税） 

昭和 59 年 9 月以降 4.7％（従価税） 

昭和 63 年 8 月以降 2,040 円／kl（従量税） 

平成 15 年 4 月 石油石炭税に改称 2,040 円／kl（従量税） 

平成 24 年 10 月以降 2,290 円／kl（従量税） 

平成 26 年 4 月以降 2,540 円／kl（従量税） 

平成 28 年 4 月以降 2,800 円／kl（従量税） 

 

○還付措置 

平成元年度 創設（石油税 2,040 円／kl（従量税）） 

平成 15 年 4 月 石油石炭税に改称 2,040 円／kl（従量税） 

平成 24 年 10 月以降 2,290 円／kl（従量税） 

平成 26 年 4 月以降 2,540 円／kl（従量税） 

平成 28 年 4 月以降 2,800 円／kl（従量税） 

7 適用又は延長期間 ３年間 

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》 

国民の食生活の多様化等により、野菜等の施設園芸作物について需要の

周年化等が進む中で、当該作物の安定的な供給を図る上で施設園芸が重要

な役割を果たしており、Ａ重油は重要な生産資材となっている。 

また、わが国の漁業生産は､総漁船の９７％（２０１３年漁業センサス）を占め

る動力漁船に大きく依存しており、動力漁船に主に用いられるＡ重油は､漁業

にとって必要不可欠で重要な生産資材となっている。 

農林漁業者は、Ａ重油の全販売量の約１割を購入する大口の需要者であ

り、農林漁業の衰退が国内の石油製品の供給に影響を与えることも危惧され

る。 

このため、農林漁業用Ａ重油をできるだけ安い価格で安定的に供給し、施
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設園芸農家及び漁業者の負担軽減を通じた経営の安定を図り、農林水産物

の安定供給を確保することを目的とする。 

《政策目的の根拠》 

農林漁業用Ａ重油をはじめとする石油製品の安定供給の確保については、

エネルギー政策基本法に基づいて策定されている「エネルギー基本計画」（平

成２６年４月閣議決定）においても位置付けられている。なお、食料の安定供

給の確保については、本税制措置により農林漁業者の生産コストの低減が実

現することから、食料・農業・農村基本法（平成 11 年法律第 106 号）第 2 条に

定められている、良質な食料が合理的な価格で安定的に供給される環境の実

現に資する。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

○経済産業省 

３．エネルギー・環境政策 

５－１ 資源・燃料 

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》 

農林漁業用 A 重油の低廉かつ安定的な供給を確保することにより、農

林漁業者の経営の安定化を図る。 

《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》 

本税制措置により、輸入農林漁業Ａ重油にかかる石油石炭税を免税し、農

林漁業者の燃料調達コストを低減することにより、農林漁業用Ａ重油の低廉か

つ安定的な供給が確保されるとともに、農林漁業者の経営の安定、ひいては

我が国の食料の安定供給確保に寄与している。 

また、課税済みの原油等から国内において製造された農林漁業用国産A重

油について、石油石炭税を還付し、原料調達条件の国際的なイコール・フッテ

ィングの確保をすることにより、我が国への農林漁業用 A 重油の安定供給が

図られている。 

9 有効性

等 

① 適用数等 ○免税数量 

平成 25 年度 ５７千 KL 

平成 26 年度 ８５千 KL 

平成 27 年度 ７３千 KL 

平成 28 年度 ７３千 KL（見込み） 

平成 29 年度 ７３千 KL（見込み） 

平成 30 年度 ７３千 KL（見込み） 

平成 31 年度 ７３千 KL（見込み） 

（農水省調べ） 

 

○還付数量 

平成 25 年度 １，２０８千 KL 

平成 26 年度 １，０８４千 KL 

平成 27 年度   ９９７千 KL（見込み） 

平成 28 年度   ９９７千 KL（見込み） 

平成 29 年度   ９９７千 KL（見込み） 

平成 30 年度   ９９７千 KL（見込み） 

平成 31 年度   ９９７千 KL（見込み） 

（石油連盟調べ） 

 

農林漁業者はＡ重油の大口需要者であり、平成 27 年度に日本国内で流通



 

３ 

したＡ重油（生産量と輸入量の合計）約 12,790 千 kl のうちおよそ１割（約 1,027

千 kl 程度）が農林漁業向けであり、対象数量が想定外に僅少ということはな

い。 

なお、本税制措置の対象は農林漁業者のうちＡ重油を使用する者全て（施

設園芸農家約 19 万戸(2015 年農林業センサス)、漁業者約 18 万人(2013 年漁

業センサス)）が対象となる見込みであり、対象が想定外に特定の者に偏って

いるということはない。また、還付制度についても、国内で課税済み原油等から

農林漁業用 A 重油を生産する全ての事業者が還付を取り扱っており、対象が

想定外に特定の者に偏っているということはない（所定の手続きを経て関係会

社を一括して還付申請するケースを含む）。 

② 減収額 ○免税額 

平成 25 年度 １３０百万円 

平成 26 年度 ２１６百万円 

平成 27 年度 １８６百万円 

平成 28 年度 ２０５百万円（見込み） 

平成 29 年度 ２０５百万円（見込み） 

平成 30 年度 ２０５百万円（見込み） 

平成 31 年度 ２０５百万円（見込み） 

（農水省調べ） 

※算定根拠： 各年度の免税数量×税率 

 

○還付額 

平成 25 年度 ２，７６６百万円 

平成 26 年度 ２，６０３百万円 

平成 27 年度 ２，５３２百万円（見込み） 

平成 28 年度 ２，７９２百万円（見込み） 

平成 29 年度 ２，７９２百万円（見込み） 

平成 30 年度 ２，７９２百万円（見込み） 

平成 31 年度 ２，７９２百万円（見込み） 

（石油連盟調べ） 

※算定根拠： 各年度の還付数量×税率 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

○達成目標の実現状況 

石油石炭税の免税措置により、農林漁業者にとって輸入品の農林漁

業用Ａ重油の安価な調達が促進される。結果として、輸入品の農林漁

業用Ａ重油の安定的な供給の確保及び農林漁業者の経営の安定化が実

現。 

また、石油石炭税の還付措置により、農林漁業用Ａ重油の国産品と

輸入品の間のイコール・フッティングの維持が図られている。結果と

して、農林漁業用Ａ重油の安定的な供給の確保及び農林漁業者の経営

の安定化が実現。 

 

○所期の目標の達成状況 

農林漁業用Ａ重油の低廉かつ安定的な供給を確保することにより、農林

漁業者の経営の安定化を引き続き図っていく。 

特に、農林漁業者はＡ重油の全販売量の約１割を購入する大口の需要

者であり、国内の石油製品の安定的供給に貢献している。また、本制度に

より、農林漁業者にとって、輸入品及び国産品の税負担が 2800 円/kl 下が

るため、農林漁業者の経営の安定化にも直接的に寄与している。 



 

４ 

○租税特別措置等による直接的な効果 

石油石炭税負担の減免による農林漁業用Ａ重油のコスト低減の結果

として、農林漁業者の経営安定化と食料安定供給の維持、及び農林漁業

用Ａ重油の安定的な供給確保が見込まれる。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

農林漁業者にとって、我が国施設園芸における光熱動力コストの約３割、漁

業用燃料費の約２割を占める農林漁業用Ａ重油調達に伴う燃料コストが経営

上の大きな負担となっている。したがって、当該免税措置がない場合には、農

林漁業者の経営が悪化し、食料の安定供給に支障を及ぼす。 

このような状況の下、農林漁業における主要生産資材である農林漁業用Ａ

重油の免税・還付措置を講じることにより、食料・農業・農村基本法（平成 11年

法律第 106号）に規定された食料の安定供給の確保及びエネルギー基本計画

（平成 26 年 4 月閣議決定）に位置づけられている A 重油をはじめとする石油

製品の安定供給の確保が実現されることから、税収減を上回る効果が認めら

れる。 

また、農林漁業用輸入A重油と国産A重油のイコール・フッティングを図るこ

とは、わが国石油精製業の公平な競争条件の確保に資すると評価できること

からも、本措置は有効であると考えられる。 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

零細経営体が多い農林漁業者にとって、農林漁業用Ａ重油のコストは経営

上の大きな負担となっている。我が国農林漁業者の経営安定化を図るため、

石油石炭税の免税制度により農林漁業者の経営負担を軽減する方法が適当

であり、石油石炭税負担分について、個別に補助金による補填等を行うことは

効率的ではない。 

また、国産品に対する還付措置は、農林漁業用輸入Ａ重油と国産Ａ重油の

イコール・フッティングという政策目的を達成するため、本措置は的確な政策手

段である。課税の公平原則の観点からも、必要最小限の特例措置である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

○農林漁業に供される輸入Ａ重油に係る関税の無税措置（関税暫定措置法

第２条） 

施設園芸をはじめとする農業及び漁業経営の負担軽減を通じて農業・漁業

の経営の安定に資し、国民への野菜等農産物及び水産物の安定供給を図る

ための関税の無税措置。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

― 

 

 

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２６年８月 

 


