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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政策

の名称 

変電又は送電施設等に対する固定資産税の課税標準の特例 
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対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（地方税）（固定資産税：外） 

② 上記以外の

税目 

 

3 内容 《制度の概要》 

一般送配電事業者又は送事業者により、新設・増設により新規に取得

した資産（送電・変電能力の向上を伴う取り換えにより取得した変電所

又は送電施設のように供する償却資産）について、当初５年間は当該

償却資産の価格（課税標準）を送電の用に供するものについては５分

の３とし、その後５年度分の償却資産の価格に関しては、送電の用に

供するものについては、当該償却資産の価格の３分の２に、変電所の

ように供するものについては、当該償却資産の価格の４分の１とする。 

《関係条項》 

地方税法第 349 条の 3 第 1 項 
地方税法施行令第 51 条の 17 第 1 項第 1 号 

地方税法施行規則第 10 条の 14 

4 担当部局 経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 

電力産業・市場室 

5 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：平成 30 年 8 月  分析対象期間：平成 25 年度～平成

29 年度                

6 創設年度及び改正経緯 昭和 27 年 創設 

昭和 49 年 発電所を対象から除外 

昭和 52 年 家屋を対象から除外 

昭和 62 年 送電施設中保安通信装置を適用除外 

平成 4 年  更新設備を対象から除外 

平成 8 年  変電所の課税標準を変更 

（当初５年間→1/3 を 2/5、次の５年間→2/3 を 3/4） 

平成 10 年 変電所の課税標準を変更（当初５年間→2/5 を 1/2） 

平成 13 年 変電所の課税標準を変更（当初５年間→1/2 を 3/5） 

 

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》 

電気事業においては、電気の安定供給を図るため、多額の設備投資

が必要とされ、送変電施設など莫大な資産で長期にわたって保有する

必要がある。また、送変電施設を建設した当初の固定資産税の負担

は極めて多額になる。 

本措置を講ずることによって、相当期間その負担を緩和し、送変電設

備の投資を促すとともに、電気の安定供給や信頼性を確保しつつ、電

気料金を安定させる。 

《政策目的の根拠》 

本制度は昭和 27 年に創設された当時から地方税法本則に位置づけら

れている。 

なお、エネルギー基本計画（平成 30 年 7 月閣議決定）においても、再
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生可能エネルギーの最大限の導入の早期実現や、それに向けた系統

増強や環境整備の必要性について明記されている。 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 

6.エネルギー・環境 

 6-3 電力・ガス 

 

 

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》 

税制上の特例を認めることによって、電気事業者による送変電施設へ

の投資を促し、電気の安定供給を維持しつつ、電気料金の低廉化に資

すること。 

 

《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》 

送変電設備の高経年化や再エネ事業者等の発電設備の容量増加が

進む中、安定供給や信頼度の確保のために、送変電設備の新・増設

を含む投資を遅滞なく実施されることが必要不可欠。 

9 有効性

等 

① 適用数 適用対象者：旧一般電気事業者１０社 

送電事業者２社 

                                        

【僅少・偏りがある場合の説明】 

本措置は送変電設備を所有する電気事業者を対象とするものである

が、本措置が目的とする電気の安定供給の確保は産業及び民生部門

の全ての需要家に資するものであり、また、本措置による減税額は電

気料金をとおしてそれら需要家に還元されることから、本措置の効果

は必ずしも特定業界に限定されるものではない。 

 

② 適用額 本措置の対象となった設備の所得価格の推移 

（単位：億円） 

年度 Ｈ２５ 

（実績） 

Ｈ２６ 

（実績） 

Ｈ２７ 

（実績） 

Ｈ２８ 

（実績） 

Ｈ２９ 

（実績） 

送電 1,156 1,373 1,011 923 902 

変電 534 465 797 412 515 

計 1,690 1,838 1,808 1,335 1,417 

＊数値は旧一般電気事業者の実績値 

＊計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

③ 減収額 本措置の適用による減収額 

（単位：億円） 

年度 Ｈ２５ 

（実績） 

Ｈ２６ 

（実績） 

Ｈ２７ 

（実績） 

Ｈ２８ 

（実績） 

Ｈ２９ 

（実績） 

送電 74 73 69 66 52 

変電 17 18 16 16 17 

計 91 91 85 83 69 

＊数値は旧一般電気事業者の実績値 

＊計は四捨五入の関係で一致しない場合がある。 

２ 
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④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

 電気需要が減少してきている現状においても、効率的かつ安定的な

供給を確保するため、送変電に関する設備投資は一定の水準を維持

している。 

（単位：億円） 

年度 Ｈ２５ 

（実績） 

Ｈ２６ 

（実績） 

Ｈ２７ 

（実績） 

Ｈ２８ 

（実績） 

Ｈ２９ 

（実績） 

送電 2454 2437 2612 2751 2949 

変電 1738 1804 2481 2140 2101 

計 4192 4204 5093 4891 5050 

出典：有価証券報告書（設備の状況） 

＊数値は、旧一般電気事業者 10 社の合計値 

 

電力の安定供給のためのインセンティブの付与 

 今後、再生可能エネルギーの系統への接続がさらに増加すると、余

剰電力の発生や周波数変動等の安定供給上の問題が生じる可能性

がある。旧一般電気事業者は、それらの課題に対処すべく、長期にわ

たって多額の費用を要する送変電設備の新増設を実施することが求

められるため、投資環境を整備し、投資インセンティブを促進させる制

度が必要になる。 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

９③の減収額の記載にあるとおり、旧一般電気事業者は送変電施

設の償却による負担を平成 25 年から平成 29 年の５年間で４１９億円

の税負担が軽減されている。 

 当該資産の税額は償却が進むにつれ逓減していくが、償却し終える

までに相当規模の税額が課せられることや、新規投資による更なる税

負担が生じることは避けられない。 

また、上記に伴い、電気事業者の投資のためのキャッシュフローが

減少すると同時に、事業者の経済性重視の投資を推し進める一要因と

なり、安定供給への懸念が生じることが予想される。 

従って、国の施策として、安定供給及び経済性の両面を考慮したよ

り健全な投資が行われるような環境を整備する必要があり、本特例措

置はその目的に資するものであるといえる。 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

電気料金の更なる低廉化 

託送料金は、小売全面自由化において、新規の系統利用者である新

規参入者（新電力）を含めた全ての小売電気事業者が等しく負担する

ものであり、今後、自由化部門の競争環境を整備していくためには、託

送料金水準の維持若しくは引き下げが必要になる。そのため、託送料

金算定上の原価の一部を構成する固定資産税についても、現行の水

準を維持していくことが必要である。 

 

10 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

旧一般電気事業者等の送変電設備の敷設に関しては、電気の安定供

給の観点だけでなく、他の旧一般電気事業者の供給区域含めた系統

運用の効率性や負荷率、将来の投資計画等を総合的に判断してい

る。 

 上記方針の中、送変電設備については、太陽光をはじめとする再生

３ 
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可能エネルギーの大量導入により、系統余剰電力の発生、電圧の上

昇、周波数調整力の不足といった課題が生じる。こうした中で、電力ネ

ットワークがその高い機能を維持できるような系統安定対策を進めるこ

とが重要であり、引き続き長期にわたって多額の費用を要することか

ら、旧一般電気事業者等の投資インセンティブを促進させる環境整備

が不可欠であり、その効果は国民（需要家）に等しく還元されるもので

あるから租税特別措置とすること妥当である。 

 

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ない。 

 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

 地方自治体の施策による再生可能エネルギー導入施策等により、系

統利用に係る新規需要が増加していることから、安定供給や信頼度確

保のための送変電設備の新増設の必要性が増していく。 

 このため、本特例は、地方公共団体にとって直接効果があるばかり

か、電気料金のコストの引き下げを通じて広く地方住民へ貢献できるこ

とから、引き続き措置することが重要である。 

11 有識者の見解 ― 

12 評価結果の反映の方向性 国の施策として、電気の安定供給及び信頼性を確保のための健全な

投資が行われるような環境を整備する必要があり、本措置はその目的

に資するものであることから、その重要性から引き続き措置が必要であ

る。 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成 26 年 8 月（Ｈ26 経産 05） 

 

 

４ 


