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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 

石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区に係る軽減税率 

2 対象税目 鉱区税 

3 租税特別措置等の内容 《内容》 

石油又は天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率を、通

常の税率の２／３とする。 

 

 

 

《関係条項》 

地方税法（昭和 25 年 7 月 31 日法律第 226 号）第 180 条第２項 

4 担当部局 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石油・天然ガス課 

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２２～２６年度                

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

創設年度： 

昭和 41 年度 

 

 

7 適用期間 本則恒久 

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》 

エネルギーの安定供給確保、海洋エネルギー資源開発の強化 

 

 

《政策目的の根拠》 

○「エネルギー基本計画」（平成 26 年 4 月） 

(P.18) 

２．“多層化・多様化した柔軟なエネルギー需給構造”の構築と政策の方向 

（５）海外の情勢変化の影響を最小化するための国産エネルギー等の開発・導

入の促進による自給率の改善 

 「我が国は、海外からの資源に対する依存度が高いことから、資源調達にお

ける交渉力の限界等の課題や、資源調達国やシーレーンにおける情勢変化

の影響による、供給不安に直面するリスクを常に抱えており、エネルギー安全

保障の確保は、我が国が抱える大きな課題であり続けている。 

 こうした課題を克服し、国際情勢の変化に対する対応力を高めるためには、

（中略）、さらにメタンハイドレートなど我が国の排他的経済水域内に眠る資源

などを戦略的に活用していくための中長期的な取組を継続し、自給率の改善

を実現する政策体系を整備していくことが重要 である。」 

 

(P.30)  

４．メタンハイドレート等国産資源の開発の促進 

「世界で第６位の排他的経済水域の広さを持つ我が国は、海洋におけるエネ

ルギー・鉱物資源の開発ができれば、自給率を飛躍的高めることができる可



 

２ 

 

能性がある。また、関係省庁・機関と民間企業が連携して海洋開発を促進する

ことで、関連する産業の振興も期待される。」 

 

 

○「海洋エネルギー・鉱物資源開発計画」（平成 25 年 12 月） 

（P.14） 

第２章 石油天然ガス 

２．１ 現状 (１)重要性及び背景 

「我が国周辺海域に存在する石油・天然ガスは、その供給安定性という観点か

らすれば、最も安定的なエネルギー資源である。国は、民間企業の事業活動

を補完し、促進することによって、国内における資源の探鉱・開発を進め、国産

石油・天然ガス資源の生産量拡大を目指す」 

 

 

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 

５－１ 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》 

・2030 年までに国産を含む石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率を 

40％以上に引き上げる。（後掲のとおり、平成２６年度の比率は、24.7％） 

【エネルギー基本計画（平成２２年６月）】 

 

（租税特別措置等による達成目標に係る測定指標） 

・国内の探鉱開発活動・生産量を維持・最大化させる。 

 

《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》 

本分析対象期間における自主開発比率（後掲）のうち、国内生産量が占め

る部分は、約１パーセントポイント相当であり、残念ながら近年は低減傾向で

ある。ただし、国産資源は最も安定的なエネルギー源であって、その生産可能

量を最大化させることは我が国のエネルギー安全保障に直結するものであ

る。本措置により、開発事業者は、探鉱、開発、操業、生産量増進投資などに

減税分を充てることが可能となり、国内生産量の維持・最大化に資する（本措

置がなければ、減産が更に進行しかねない。）。 

 

う

9 

有効性

等 

① 適用数等 石油・天然ガス課税対象鉱区件数（面積） 

 

（試掘鉱区）  

平成 26 年度 406 件（119,357 百アール） 

平成 25 年度 476 件（143,259 百アール） 

平成 24 年度 499 件（150,562 百アール） 

平成 23 年度 624 件（181,351 百アール） 

平成 22 年度 622 件（133,592 百アール） 

 

（採掘鉱区） 

平成 26 年度 1,674 件（403,092 百アール） 

平成 25 年度 1,690 件（404,081 百アール） 

平成 24 年度 1,699 件（405,408 百アール） 



 

３ 

 

平成 23 年度 1,702 件（405,594 百アール） 

平成 22 年度 1,717 件（406,664 百アール） 

 

【出典：「道府県税の課税状況等に関する調（総務省）」】 

 

本租税特別措置が適用され得る鉱区は、我が国の鉱区のうち、石油・天然

ガスのポテンシャルがある鉱区である。石油・天然ガスのポテンシャルがある

鉱区として企業側が鉱業権の申請を行い、鉱業権が設定された場合に鉱区税

が発生するものであり、石油・天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区に係る鉱区

税はすべて本外税特別措置が活用されている。したがって、本租税特別措置

等が適用され得る鉱区の全体数からみて想定外に僅少ではない。 

 また、国内において石油・天然ガスの探鉱・開発を行う場合にはすべからく適

用対象となっているため、鉱業を営む者に幅広く活用されており、想定外に特

定の者に偏っているということはない。 

 

② 減収額 石油・天然ガス鉱区の減税額 

 

（試掘鉱区）  

平成 26 年度  7 百万円 

平成 25 年度  7 百万円 

平成 24 年度  9 百万円 

平成 23 年度 10 百万円 

平成 22 年度 11 百万円 

 

（採掘鉱区） 

平成 26 年度 54 百万円 

平成 25 年度 54 百万円 

平成 24 年度 54 百万円 

平成 23 年度 54 百万円 

平成 22 年度 54 百万円 

 

【出典：「道府県税の課税状況等に関する調（総務省）」から算出】 

 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

本措置により実現しようとする政策目的は、エネルギーの安定供給確保、海

洋エネルギー資源開発の強化であり、達成目標は 2030 年までに自主開発比

率を 40％以上に引き上げることである。 

国内生産を担う開発事業者が適用を受けられる本措置は、開発事業者が 

探鉱、開発、操業、生産量増進投資などに減税分を充てることが可能とな

り、測定指標である「国内の探鉱開発活動・生産量を維持・最大化させる。」こ

とに効果があったといえる。 

 

 

（分析対象期間：平成 22 年度～平成 26 年度） 

○国産を含む石油及び天然ガスを合わせた自主開発比率 

・平成 26 年度 24.7％ 

・平成 25 年度 23.3％ 

・平成 24 年度 22.1％ 

・平成 23 年度 22.6％ 



 

４ 

 

・平成 22 年度 23.5％ 

【出典：エネルギー白書 2016(資源エネルギー庁)】 

 

※算定式 

自主開発比率（石油・天然ガス）＝（我が国企業の権益下にある原油・天然ガ

スの引取量＋国内生産量）÷（原油・天然ガスの輸入量＋国内生産量） 

 

 

 

民間企業の石油・天然ガスの試掘鉱区、採掘鉱区について本軽減措置を適

用。 

 

○平成 26年度固定資産税の課税標準額は、減免前 182百万円→減免後 121

百万円となり、納税額で 61 百万円の経費削減効果。 

  国内生産量  原油       10.8 千 b/d 

天然ガス   2,746 百万 m3 

企業探鉱実績（試掘本数）  1 本 

 

○平成 25年度固定資産税の課税標準額は、減免前 183百万円→減免後 122

百万円となり、納税額で 61 百万円の経費削減効果。  

  国内生産量  原油        11.5 千 b/d 

天然ガス   2,940 百万 m3 

企業探鉱実績（試掘本数）  4 本 

 

○平成 24年度固定資産税の課税標準額は、減免前 189百万円→減免後 126

百万円となり、納税額で 63 百万円の経費削減効果。 

  国内生産量   原油       13.1 千 b/d 

天然ガス  3,177 百万 m3 

企業探鉱実績（試掘本数）  4 本 

 

○平成 23年度固定資産税の課税標準額は、減免前 190百万円→減免後 127

百万円となり、納税額で 63 百万円の経費削減効果。 

  国内生産量   原油      14.2 千 b/d 

天然ガス  3,334 百万ｍ3 

企業探鉱実績（試掘本数） 1 本 

 

○平成 22年度固定資産税の課税標準額は、減免前 197百万円→減免後 131

百万円となり、納税額で 66 百万円の経費削減効果。 

  国内生産量   原油      14.7 千 b/d 

天然ガス  3,343 百万ｍ3 

企業探鉱実績（試掘本数） 1 本 

 

【出典：「生産動態統計年報資源・窯業・建材統計編（経済産業省）」一部加

工、「平成 27 年版天然ガス資料年報（天然ガス鉱業会）」】 

 

 



 

５ 

 

《税収減を是認するような効果の有無》 

（分析対象期間：平成 22～26 年度） 

本分析対象期間における自主開発比率のうち、国内生産量が占める部分

は、約１パーセントポイント相当であり、残念ながら近年は低減傾向である。た

だし、国産資源は最も安定的なエネルギー源であって、その生産可能量を最

大化させることは我が国のエネルギー安全保障に直結するものである。本措

置により、開発事業者は、探鉱、開発、操業、生産量増進投資などに減税分を

充てることが可能となり、国内生産量の維持・最大化に資する（本措置が無け

れば、減産が更に進行しかねない。）。（再掲） 

 

 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

面積あたりの税額設定であるため、面的な広がりをもって賦存する石油・天然

ガスの特殊性から、他の鉱物の税額から軽減措置を行うことにより、税負担の

公平性が確保され、石油・天然ガスの探鉱開発活動促進がはかられる。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

国内の石油・天然ガス資源を確保するため、リスクが高い探鉱段階の支援

措置としては、国が先導的に実施するボーリング調査がある。また、開発・生

産設備等の整備段階の支援措置としては、開発事業者がそれらの整備のた

めに民間金融機関から借入を行う際に、国から民間金融機関へ利子補給を行

うことで開発事業者の借入条件を緩和する制度がある。 

本措置は、開発事業者による生産段階の収支改善に資するもの。 

以上のような支援措置をステージ毎に講じることにより、我が国の国産資源

の探鉱・開発・生産を総合的に促進することとしている。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

民間企業が開発・生産拠点を置くことで、地方公共団体にも経済的波及効果

が見込まれると考えられる。また、当該民間企業が周辺地域にガスを供給す

ることにより、地域のエネルギーの安定供給の確保が図られることとなる。 

 

11 有識者の見解 － 

 

 

12 評価結果の反映の方向

性 

今後、我が国周辺海域における石油・天然ガスのポテンシャルが注目されると

ころ、本措置を継続することは、民間事業者による我が国周辺海域における探

鉱・開発を促進することが我が国のエネルギーの安定供給確保の観点から重

要であり、引き続き措置することが必要である。 

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 70） 

 

 


