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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 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務用資

産に係る特例措置 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

固定資産税：外 

② 上記以外の

税目 

－ 

3 内容 《制度の概要》 

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下

「NEDO」という。）が国の資金のみで行う事業において、取得した償却

資産に係る固定資産税の課税標準を、最初の５年は３分の１、次の５

年間は３分の２の金額に減免する。 

《関係条項》 

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 349 条の 3 第 20 項 

4 担当部局 産業技術環境局研究開発課新エネルギー・産業技術総合開発機構室 

5 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和 2 年 9 月 

分析対象期間：平成 26 年度～令和元年度                

6 創設年度及び改正経緯 平成 15 年度 創設 

国の資金のみで行う事業か否かという観点から、毎年、対象事業の見

直しを行っている。 

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》 

2020 年度までに、官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比の４％以上に

する。 

《政策目的の根拠》 

○新成長戦略（平成 22 年 6 月 18 日閣議決定） 

３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果 

（５）科学・技術・情報通信立国戦略 

研究環境・イノベーション創出条件の整備、推進体制の強化 

科学・技術は未来への先行投資として極めて重要であることから、

2020 年度までに、官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比の４％以上に

する。 

 

○第 5 期科学技術基本計画（平成 28 年～32 年度）（平成 28 年 1 月

22 日閣議決定） 

第７章 科学技術イノベーションの推進の強化 

（５）未来に向けた研究開発投資の確保 

第 5 期基本計画においても、これまでの科学技術振興の努力を継 

続していく観点から～（中略）～政府研究開発投資に関する具体的な 

目標を引き続き設定し、政府研究開発投資を拡充していくことが求めら

れる。 

このため、官民合わせた研究開発投資を対ＧＤＰ比の 4％以上とする

ことを目標とするとともに、（以下略） 
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○日本再興戦略 2016(平成 28 年 6 月 2 日閣議決定） 

第２ 具体的施策 

Ⅲ イノベーション・ベンチャー創出力の強化、チャレンジ精神にあふれ

る人材の創出等 

１．イノベーション・ベンチャー創出力の強化 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

研究開発投資の目標については、官民合わせた研究開発投資を対 

GDP 比の４％以上とすることを目標とするとともに、政府研究開発投

資について、「経済財政運営と改革の基本方針 2015」（平成 27 年６

月 30 日閣議決定）に盛り込まれた「経済・財政再生計画」との整合性

を確保しつつ、対 GDP 比の１％にすることを目指すこととする。 

 

○未来投資戦略 2017（平成 29 年 6 月 9 日閣議決定） 

第１ ポイント・ 

Ⅱ―（A）―３．イノベーション・ベンチャーを生み出す好循環システム目

指すべき社会像 

資本集約型経済から知識集約型経済に変化する中、知と人材の拠点

である大学・国立研究開発法人を中核として、企業や投資家など産業

界も巻き込み、社会全体で優れた研究開発やベンチャーが自発的・連

続的に創出され、イノベーションの果実を次のイノベーションの種に投

資（2020 年度までに研究開発投資対 GDP 比４％以上）していく好循

環が実現。 

 

○独立行政法人通則法 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

経済成長 

 技術革新 

 

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》 

2020 年度までに、官民合わせた研究開発投資をＧＤＰ比の４％以上に

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》 

NEDO を通じ、我が国のイノベーション創出に寄与することが可能。 

9 有効性

等 

① 適用数 平成 26 年度 6,885 件 

平成 27 年度 5,804 件 

平成 28 年度 5,390 件 

平成 29 年度 5,445 件 

平成 30 年度 6,071 件 

令和元年度  6,233 件 

 

② 適用額 平成 26 年度 302 百万円 

平成 27 年度 188 百万円 

平成 28 年度 184 百万円 

平成 29 年度 257 百万円 

平成 30 年度 273 百万円 

令和元年度  199 百万円 
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③ 減収額 平成 26 年度 302 百万円 

平成 27 年度 188 百万円 

平成 28 年度 184 百万円 

平成 29 年度 257 百万円 

平成 30 年度 273 百万円 

令和元年度  199 百万円 

 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

回復基調にあった我が国の研究開発費の対ＧＤＰ比率は、2014 年

度をピークに下降傾向にあり、201７年度に上昇傾向に転じたが、まだ

2014 年度を下回る比率にまで落ち込んでいる。 

よって、未だ「官民合わせた研究開発投資を対ＧＤＰ比の 4％以上」及

び「民間企業研究開発投資を対 GDP 比の 3％以上」という目標を達成

できていない。 

 

対 GDP 研究開発投資比率の推移 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

研究開発 

投資総額 

3.66％ 3.55％ 3.42% 3.48％ 3.56%  - 

民間企業

研究開発

投資額 

2.62％ 2.56％ 2.47％ 2.52％ 2.60％  - 

（出典：科学技術研究調査（総務省）、国民経済計算（内閣府）） 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

 

対 GDP 研究開発投資比率の推移 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

研究開発 

投資総額 

3.66％ 3.55％ 3.42% 3.48％ 3.56% - 

民間企業

研究開発

投資額 

2.62％ 2.56％ 2.47％ 2.52％ 2.60％ - 

（出典：科学技術研究調査（総務省）、国民経済計算（内閣府）） 

 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

回復基調にあった我が国の研究開発費の対ＧＤＰ比率は、2014 年度

をピークに下降傾向にあり、201７年度に上昇傾向に転じたが、まだ

2014 年度を下回る比率にまで落ち込んでいるものの、第 5 期科学技

術基本計画等に掲げられた目標の達成のためには、ＮＥＤＯを通じた

研究開発は必要な措置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 

国の予算措置により取得した償却資産について課税を行うと、それに

係る金額を当該法人が負担することとなり、本来の予算措置の目的が

阻害されることとなるため。 
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② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

なし 

 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

ＮＥＤＯの研究開発事業を通じた技術発展による経済成長の促進は、

地域振興にも資するため。 

11 有識者の見解 なし 

 

12 評価結果の反映の方向性 対象事業の見直しを毎年、適切に行っていく。 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成 27 年 8 月 
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【様式】 

 

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 

収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除 

収用換地等の場合の所得の特別控除 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

法人税：外、所得税：外 

② 上記以外の

税目 

－ 

3 内容 《制度の概要》 

土地収用法に基づき収用権が認められている一般送配電事業、送

電事業、特定送配電事業、発電事業の用に供する電気工作物のため

に、法人・個人が所有資産を売却し、代替資産を取得した場合の課税

の特例等の適用を受けない場合に、以下の取扱いを認める制度。 

 

法人：譲渡益について、5,000 万円を限度として、所得金額から特別控

除する 

個人：譲渡所得について、5,000 万円を限度として、所得金額から特別

控除する 

 

 なお、その制度を適用するための証明書として、水力、火力、原子

力、内燃力、及びガスタービン発電施設並びに送変電施設（収用対象

事業）については、租税特別措置法施行規則第１４条第５項第三号イ

に基づき、公共事業施行者（電気事業者）が証明することで足りるとす

る簡易証明制度が採用されており、これら収用対象事業のための用地

であれば、実際に土地収用法等に基づく収用等が行われず、通常の

買取りが行われる場合でも、税務上の特例を適用することが可能とな

っている。 

《関係条項》 

租税特別措置法第 65 条の 2、第 68 条の 73 

4 担当部局 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：令和 2 年 9 月      

分析対象期間：平成 28 年度～令和元年度                 

6 創設年度及び改正経緯 昭和３４年 租税特別措置法成立。簡易証明書制度の制定（電気工作

物における対象は、水力発電施設と送電施設のみ） 

昭和３８年 電気工作物の対象に、変電施設（使用電圧１０万Ｖ以上） 

          が追加。 

昭和４４年 電気工作物の対象に、汽力発電施設と原子力発電施設

（ともに出力１０万 kW 以上）が追加。 

昭和４９年 変電施設の範囲が、５万Ｖ以上に拡充。 

昭和５５年 電気工作物の対象に、内燃力発電施設とガスタービン発

電施設（ともに出力５万 kW 以上で、離島等に設置されたも

の）が追加。 

平成２１年 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等

の適用を受ける際の簡易証明書制度の対象に、風力及び
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太陽光発電施設（風力＝8,000kW 以上、太陽光＝1,000kW

以上、対象事業者は一般電気事業者のみ）を追加する。 

平成２８年 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等 

          の適用を受ける際の簡易証明書制度の対象から、風力及 

          び太陽光発電施設（風力＝8,000kW 以上、太陽光＝ 

          1,000kW 以上、対象事業者は一般電気事業者のみ）を除 

          外。 

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》 

安定供給の確保、経済効率性、環境への適合及び安全性（３Ｅ＋

Ｓ）というエネルギー政策における基本方針の下、分散型電源の活用

や、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの大量導入に伴う系統

安定化対策等、安定的な電気の供給等を確保できる仕組みを実現す

る。 

《政策目的の根拠》 

 電力システムに関する改革方針においては、安定供給の確保を電力

システム改革の３つの目標の１つに掲げており、「東日本大震災以降、

原子力発電への依存度が大きく低下し、大半の発電が既存火力に依

存する中、分散型電源を始め、多様な電源の活用が不可避である。特

に、出力変動を伴う再生可能エネルギーの導入を進める中でも、安定

供給を確保できる仕組みを実現する。」としている。 

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 

５－３ 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》 

発電施設並びに送変電施設に関する用地交渉の円滑化を通じて、

電力の安定供給を確保する。 

《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》 

発電施設並びに送変電施設の用地の円滑な取得を通じて、電力の

安定供給等に寄与することとなる。 

9 有効性

等 

① 適用数 「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」における適

用件数（法人税関係のみ） 

平成 28 年度：単体 2,554 件、連結 49 件の内数 

平成 29 年度：単体 2,439 件、連結 54 件の内数 

平成 30 年度：単体 2,367 件、連結 49 件の内数 

② 適用額 「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」における適

用実績（法人税関係のみ） 

平成 28 年度：単体 37,233,820 千円、連結 1,075,893 千円の内数 

平成 29 年度：単体 35,361,975 千円、連結 1,053,403 千円の内数 

平成 30 年度：単体 34,693,130 千円、連結 942,433 千円の内数 

③ 減収額 （法人税関係のみ） 

平成 28 年度：単体 8,712,714 千円、連結 251,759 千円の内数 

平成 29 年度：単体 8,274,702 千円、連結 246,496 千円の内数 

平成 30 年度：単体 8,048,806 千円、連結 218,644 千円の内数 
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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》 

一般電気事業者は、分析対象期間の平均で取得面積：約 401 万

㎡、買取総額：約 83 億円の土地取得を行っている。これらの用地の取

得の円滑化に本税制は活用されており、電気の安定供給等の確保に

寄与している。 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

一般電気事業者は、分析対象期間の平均で取得面積：約 401 万

㎡、買取総額：約 83 億円の土地取得を行っている。これらの用地の取

得の円滑化に本税制は活用されており、電気の安定供給等の確保に

寄与している。 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

本税制によって、用地取得交渉を円滑に進め、電気事業に必要とな

る用地の取得を短期間で行うことができている。 

10 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

法人・個人が所有する資産について、公共のため又は社会福祉の

ため必要がある場合に、土地収用法の規定に基づきその必要な資産

が強制的に収用され、又は収用等を前提として買収されることがある

が、このような強制的な譲渡に伴い生じた益金の額に課税することは、

その譲渡が法人・個人の自由な意思に反するものであること及びその

課税により代替資産の取得を阻害する結果となること等の理由で適当

でない。 

上記の理由から、電気の安定供給等の目的のため、法人・個人の

自由な意思に反して土地を収用等される場合に、譲渡所得を課税する

ことは、適当でない。また、譲渡所得を課税する一方で、国の補助金等

によりこれを補填することは非効率であることから、税制措置をとること

が妥当である。 

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無い。 

 

 

 

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 今後も電力の安定供給のためには引き続き土地収用が必須であり、

その円滑化のためにも引き続き本措置が必要。 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成２７年８月 
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【様式】 

 

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 

収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例（法人税・所得

税） 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

法人税：外、所得税：外 

② 上記以外の

税目 

－ 

3 内容 《制度の概要》 

土地収用法に基づき収用権が認められている一般送配電事業、送

電事業、特定送配電事業、発電事業の用に供する電気工作物のため

に、法人・個人が所有資産を売却し、代替資産を取得した場合に、以

下の取扱いを認める制度。 

 

法人：代替取得資産について、収用された資産の譲渡差益に相当する

金額の範囲内で圧縮記帳を認める。 

個人： 

①収用により取得した補償金の額が、代替資産に係る取得に要した金

額以下の場合、当該譲渡した資産の譲渡がなかったものとして譲渡所

得の計算を行う。 

②収用により取得した補償金の額が、代替資産に係る取得に要した金

額を超える場合には、その超える金額に相当するものについて、譲渡

があったものとして譲渡所得の計算を行う。 

 

なお、その制度を適用するための証明書として、水力、火力、原子力、

内燃力、及びガスタービン発電施設並びに送変電施設（収用対象事

業）については、租税特別措置法施行規則第１４条第５項第三号イに

基づき、公共事業施行者（電気事業者）が証明することで足りるとする

簡易証明制度が採用されており、これら収用対象事業のための用地で

あれば、実際に土地収用法等に基づく収用等が行われず、通常の買

取りが行われる場合でも、税務上の特例を適用することが可能となっ

ている。 

《関係条項》 

租税特別措置法第 64 条、第 64 条の 2、第 68 条の 70、第 68 条の 71 

4 担当部局 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：令和 2 年 9 月      

分析対象期間：平成 28 年度～令和元年度                 

6 創設年度及び改正経緯 昭和３４年 租税特別措置法成立。簡易証明書制度の制定（電気工作

物における対象は、水力発電施設と送電施設のみ） 

昭和３８年 電気工作物の対象に、変電施設（使用電圧１０万Ｖ以上） 

        が追加。 

昭和４４年 電気工作物の対象に、汽力発電施設と原子力発電施設

（ともに出力１０万 kW 以上）が追加。 

昭和４９年 変電施設の範囲が、５万Ｖ以上に拡充。 
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昭和５５年 電気工作物の対象に、内燃力発電施設とガスタービン発

電施設（ともに出力５万 kW 以上で、離島等に設置されたも

の）が追加。 

平成２１年 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等

の適用を受ける際の簡易証明書制度の対象に、風力及び

太陽光発電施設（風力＝8,000kW 以上、太陽光＝1,000kW

以上、対象事業者は一般電気事業者のみ）を追加する。 

平成２８年 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等 

          の適用を受ける際の簡易証明書制度の対象から、風力及 

          び太陽光発電施設（風力＝8,000kW 以上、太陽光＝ 

          1,000kW 以上、対象事業者は一般電気事業者のみ）を除 

          外。 

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》 

安定供給の確保、経済効率性、環境への適合及び安全性（３Ｅ＋

Ｓ）というエネルギー政策における基本方針の下、分散型電源の活用

や、太陽光をはじめとする再生可能エネルギーの大量導入に伴う系統

安定化対策等、安定的な電気の供給等を確保できる仕組みを実現す

る。 

《政策目的の根拠》 

 電力システムに関する改革方針においては、安定供給の確保を電力

システム改革の３つの目標の１つに掲げており、「東日本大震災以降、

原子力発電への依存度が大きく低下し、大半の発電が既存火力に依

存する中、分散型電源を始め、多様な電源の活用が不可避である。特

に、出力変動を伴う再生可能エネルギーの導入を進める中でも、安定

供給を確保できる仕組みを実現する。」としている。 

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 

５－３ 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》 

 発電施設並びに送変電施設に関する用地交渉の円滑化を通じて、

電力の安定供給等を確保する。 

《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》 

発電施設並びに送変電施設の用地の円滑な取得を通じて、電力の

安定供給等に寄与することとなる。 

9 有効性

等 

① 適用数 「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」における適

用件数（法人税関係のみ） 

平成 28 年度：単体 302 件、連結 29 件の内数 

平成 29 年度：単体 338 件、連結 36 件の内数 

平成 30 年度：単体 296 件、連結 29 件の内数 

② 適用額 「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」における適

用実績（法人税関係のみ） 

平成 28 年度：単体 101,584,385 千円、連結 25,397,501 千円の内数 

平成 29 年度：単体 137,965,834 千円、連結 14,838,246 千円の内数 



 

3 
 

平成 30 年度：単体 143,430,872 千円、連結 18,335,738 千円の内数 

③ 減収額 （法人税関係のみ） 

平成 28 年度：単体 23,770,746 千円、連結 5,943,015 千円の内数 

平成 29 年度：単体 32,284,005 千円、連結 3,472,150 千円の内数 

平成 30 年度：単体 33,275,962 千円、連結 4,253,891 千円の内数 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

（分析対象期間：平成 28 年 4 月～令和 2 年 3 月） 

一般電気事業者は、分析対象期間の平均で取得面積：約 401 万

㎡、買取総額：約 83 億円の土地取得を行っている。これらの用地の取

得の円滑化に本税制は活用されており、電気の安定供給等の確保に

寄与している。 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

（分析対象期間：平成 28 年 4 月～令和 2 年 3 月） 

一般電気事業者は、分析対象期間の平均で取得面積：約 401 万

㎡、買取総額：約 83 億円の土地取得を行っている。これらの用地の取

得の円滑化に本税制は活用されており、電気の安定供給等の確保に

寄与している。 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

本税制によって、用地取得交渉を円滑に進め、電気事業に必要とな

る用地の取得を短期間で行うことができている。 

10 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

法人・個人が所有する資産について、公共のため又は社会福祉の

ため必要がある場合に、土地収用法の規定に基づきその必要な資産

が強制的に収用され、又は収用等を前提として買収されることがある

が、このような強制的な譲渡に伴い生じた益金の額に課税することは、

その譲渡が法人・個人の自由な意思に反するものであること及びその

課税により代替資産の取得を阻害する結果となること等の理由で適当

でない。 

上記の理由から、電気の安定供給等の目的のため、法人・個人の

自由な意思に反して土地を収用等される場合に、譲渡所得を課税する

ことは、適当でない。また、譲渡所得を課税する一方で、国の補助金等

によりこれを補填することは非効率であることから、税制措置をとること

が妥当である 

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無い。 

 

 

 

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 今後も電力の安定供給のためには引き続き土地収用が必須であり、

その円滑化のためにも引き続き本措置が必要。 
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13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成２７年８月 

 



 

 

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 

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（中小企業高度化事業） 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（所得税：義、法人税：義） 

（法人住民税、法人事業税：義（自動連動）） 

② 上記以外の

税目 

 

3 内容 《制度の概要》 

（概要） 

個人又は法人が所有している土地を、中小企業高度化事業を実施す

る事業協同組合等に譲渡した場合、土地を譲渡した者の譲渡所得か

ら1,500万円を限度として控除又は損金算入を認める。 

対象：高度化事業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（昭和 32 年法律第 26 号）第 34 条の 2、第 65 条の 4 

4 担当部局 中小企業庁経営支援部経営支援課 

5 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和 2 年 9 月   

分析対象期間：平成 29 年度～令和元年度              

6 創設年度及び改正経緯 昭和 49 年創設   

控除額：500 万円 

要件：施行区域の面積 10 ヘクタール以上 

昭和 50 年改正   

控除額：1,500 万円 

要件：都市計画その他の土地利用に関する国又は地方公共団体の

計画に適合した計画に従って行われるものであること 

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》 

・高度化事業は、中小企業の事業環境の整備、経営基盤の強化を目

的に、個々の中小企業が単独では行えないような比較的大規模な設

備投資を共同で行うことを支援するものであり、独立行政法人中小企

業基盤整備機構と都道府県が協調し、事業成果の向上を図るため事

業計画に対する診断・助言を行うとともに、長期・低利の融資を行って

いる。本措置により、高度化事業を実施する事業協同組合等に用地を

売却する土地所有者に対し、譲渡所得の特例措置を認めることによ

り、売却時の税負担が軽減されることで土地売却の円滑化が図られ、

事業の円滑な実施が期待できる。 

（政策目的に係る達成目標） 

・中小企業の事業環境整備を図り、経営基盤の強化を図る。具体的に

は、中小企業の行う他の事業者との連携、事業の共同化、又は中小

企業の集積の活性化を図ることにより、中小企業の健全な成長発展を

図る。 

 

《政策目的の根拠》 

・高度化事業は、中小企業基本法（昭和 38 年 7 月）において「国は、

中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小
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企業者の交流又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のため

の組織の整備、中小企業者が共同して行う事業の助成その他の必要

な施策を講ずるものとする。（第 18 条）」、「国は、自然的経済的社会

的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連

性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行ってい

る産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。

（第 19 条）」こととして、位置づけられている。 

・また独立行政法人中小企業基盤整備機構法（平成 14 年 12 月）で

は、「中小企業者に対し、他の事業者との連携もしくは事業の共同化を

行い、又は中小企業者の集積の活性化に寄与する事業を行うのに必

要な資金の貸付を行うこと。」（第 15 条第１項第３号ロ）、「中小企業者

の行う連携等又は中小企業の集積の活性化を支援する事業を行う者

に対し、当該事業を行うのに必要な資金の貸付けを行うこと。」（同ハ）

と定められており、以上のとおり、高度化事業は政策的に重要なものと

して位置づけられている。 

・昭和 38 年 7 月に施行された「旧中小企業基本法」では、中小企業構

造の高度化（事業の共同化、工場・店舗等の集団化等）が基本政策と

して位置づけられ、高度化事業は、その中核的な施策であった。 

・また、平成 11 年 7 月に施行された「新中小企業基本法」においても、

「中小企業構造の高度化」は「連携・共同化、集積の活性化」に概念が

整理され、中小企業の経営基盤の強化のための施策として位置づけら

れた。 

・昭和 42 年の「中小企業振興事業団」の設立により、当事業団が高度

化事業を都道府県と協調し、実施しており、特殊法人の見直し等によ

る事業実施主体の変遷はあったものの、現在においても同様の仕組

みで独立行政法人中小企業基盤整備機構が行っている。 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

中小企業・地域経済 

 事業環境整備 

 

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》 

・中小企業の事業環境整備を図り、経営基盤の強化を図る。具体的に

は、中小企業の行う他の事業者との連携、事業の共同化、又は中小

企業の集積の活性化を図ることにより、中小企業の健全な成長発展を

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》 

・高度化事業を実施する事業協同組合等に用地を売却する土地所有

者に対し、譲渡所得の特例措置を認めることにより、売却時の税負担

が軽減されることで土地売却の円滑化が図られ、事業の円滑な実施が

期待できる。 

9 有効性

等 

① 適用数 ○所得税 

 H29 H30 R01 

適用組合数 0 1 0 

譲渡者数 0 23 0 

○法人税 

 H29 H30 R01 

適用組合数 0 0 0 

譲渡者数 0 0 0 

 

２ 



 

(出所：独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施したアンケート調

査) 

高度化事業は中小機構と都道府県が一体となって行う融資制度であ

り、活用に当たっては都道府県の産業政策・地域振興政策や財政状

況の影響を受ける。大規模かつ新規の団地造成案件が落ち着いてい

ることから、適用件数も伸び悩んでいるが、耕作放棄地の有効活用な

どを背景とした大型の集団化事業、南海トラフ地震等や豪雨災害に備

えた集団移転に加え、製造業の国内回帰等の潜在需要も見込まれる

ことから、本制度は引き続き活用される見込み。 

 

② 適用額 ○所得税 

                      （単位：百万円）              

 H29 H30 R01 

適用額 0 345 0 

 

○法人税 

                      (単位:百万円)                          

 H29 H30 R01 

適用額 0 0 0 

 

(出所：独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施したアンケート調

査) 

③ 減収額 ○所得税 

                      （単位：百万円）              

 H29 H30 R01 

減収額 0 59 0 

 

○法人税､法人住民税､法人事業税 

                      (単位:百万円)                          

 H29 H30 R01 

法人税 0 0 0 

法人住民税 0 0 0 

法人事業税 0 0 0 

 

(出所：独立行政法人中小企業基盤整備機構が実施したアンケート調

査) 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

○高度化事業の実施状況 

                         （単位：件）              

 H29 H30 R01 

貸付件数 0 1 0 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

・宮城県内の津波浸食リスクの高い農地の地権者 23 人と、進む都市

開発から郊外へ移転したい団地のニーズが合致。地権者にとり、譲渡

所得の特別控除が誘因となり実現。 

３ 



 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

（集団化形態で造成された工場団地の地元自治体への貢献） 

・平成 23 年～25 年度に 5 社が集団化形態により工場団地を造成した

（石川県内の）団地組合に対する平成 30 年の調査によると、対象とな

る平成 24 年度から平成 29 年度の間、造成団地は、県の工業統計比

で 23.3 ポイント（県 123.3、団地 146.6）、付加価値額は 28.7 ポイント

（県 130.9、団地 159.6）、それぞれ上回り、税収額については、法人税

1,000 百万円を中心に、1,575 百万円の増収となった。 

この他、雇用指数でも県の平均を 2.8 ポイント上回るなど地域経済に

貢献。（機構貸付額 25 億円） 

  

（貸付予定案件／福井県 K 工業団地（協）＜新設＞） 

・福井市の JR 福井駅や福井バイパス・北陸自動車道から至近であり

ながら、九頭竜川水系の荒川の曲折し不整形な耕作放棄地、約

84,000 ㎡の工場団地を新規に造成する案件。 

・48 名の地権者は、土地の高低差や豪雨時の浸水被害による農業生

産性の低さから耕作を放置し、県の農業振興地域整備事業からも除

外されていた状態で、全地権者同意のもとで団地の造成が決定。 

・令和元年度から県側の要請を受けて説明会及び現地実査を行い、令

和 2 年 7 月 28 日、29 日に相談助言が終了。令和 3 年夏着工、貸付

実行予定案件。造成規模 950 百万円。（機構貸付予定額約 11 億円） 

・取得予定地は、市街化調整区域の農地。地権者 48 名かつ農地の筆

数も多く、土地の高低差や豪雨時の浸水被害により農業生産性が悪

いことから、耕作放置されている状態。本制度適用により、一時的な税

収減とはなるものの、長期的な税収増が見込まれるなど地域経済に与

える影響は大きい。  

相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

・高度化事業は貸付けを受けようとする組合等に対して、国が定めた

実施要領に基づき事業計画の診断・助言が行われるものであるが、事

業実施者をあらかじめ限ることはなく、また、税についても必要 小限

の特例措置である。 

・中小企業が事業を実施するにあたっては、ある程度の規模のまとまっ

た土地を取得する必要がある。仮に取得できない土地が生じた場合、

代替地の確保に数年を要したり、事業実施を断念せざるを得ない事態

となったりするため、本措置は必要不可欠の措置である。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

・中小企業が高度化事業を実施するには、ある程度の規模のまとまっ

た土地を取得する必要がある。仮に、取得できない土地が生じた場

合、代替地の確保に数年を要したり、事業実施を断念したりせざるを得

ない事態にもなりうる。 

本措置は、地権者からの土地取得を容易とし、高度化事業推進の円

滑化に資するものであり、また、公害対策、都市過密対策や地域振興

に貢献しつつ、中小企業の競争力に資する産業集積の維持に寄与す

るものである。 

・また、以下のとおり、高度化事業に関する地方税の特例があるが、対

象、目的が違い、役割分担がなされている。 

（地方税の特例） 

・事業所税の非課税 

→大都市の都市環境の整備に必要な財件を確保するための目的税で

４ 



 

あるが、中小企業者の事業の共同化を行い、集積の活性化に寄与す

る事業であるため、高度化事業は非課税となっている。 

対象者：東京都（特別区の区域）、政令指定都市、人口 30 万人以上の

政令で指定する市等の事業協同組合等 

対象施設：工場、研究施設、情報サービス業を行う事業場、倉庫及び

共同施設並びにこれらの附属設備 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

・高度化事業は、独立行政法人中小企業基盤整備機構と都道府県が

協調し、住工混在の解消、集積の活性化、雇用の拡大等地域施策の

実現手段である。地方公共団体が主体的に参画する地方振興策であ

るため、地方公共団体における中小企業集積の活性化が図れる。 

11 有識者の見解 
― 

12 評価結果の反映の方向性 中小企業の経営基盤の強化を図る目的の政策誘導手段として、引き

続き同措置を継続する。 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成 27 年 8 月 

 

 

 

５ 



 

【様式】 

 

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 

軽油引取税の課税免除（石油化学製品） 

 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

軽油引取税：外 

② 上記以外の

税目 

－ 

3 内容 《制度の概要》 

石油化学製品の製造者が、保税地域から引き取った軽油を原料として

石油化学製品を製造した場合、その原料に供した軽油につき、１kl 当

たり 32,100 円を課税免税する措置。 

 

《関係条項》 

・地方税法第 144 条の 6 

 

4 担当部局 経済産業省製造産業局素材産業課 

5 評価実施時期及び分析対

象期間 

評価実施時期：令和 2 年 9 月 分析象期間：平成 29 年度～令和元年

度                

6 創設年度及び改正経緯 昭和 25 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》 

石油化学製品の原料用途の軽油について、諸外国において非課税と

されていることを踏まえ、課税環境の国際的なイコールフッティングを

確保しつつ、我が国製造業の国際競争力の維持・強化を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

石油化学製品の原料用途の軽油について、諸外国において非課税と

されていることから、課税環境の国際的なイコールフッティングを確保

することが必要である。 

仮に課税されることになれば、石油化学産業のサプライチェーンには、

中小企業も多く含まれており、こうした中小企業の経営も負担増により

圧迫することになる。 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

産業育成 

ものづくり 

 

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》 

石油化学製品の原料用途の軽油について、諸外国において非課税と

されていることを踏まえ、課税環境の国際的なイコールフッティングを

確保しつつ、我が国製造業の国際競争力の維持・強化を図る。 

 

１ 



 

《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》 

本措置により、石油化学製品の原料用途の軽油について軽油引取税

が免税されることで、課税環境の国際的なイコールフッティングが図ら

れ、我が国製造業の国際競争力が確保される。 

 

9 有効性

等 

① 適用数 ○適用件数 

平成 29 年度： 23 件 

平成 30 年度： 22 件 

令和元年度 ： 23 件 

出典：石油化学工業協会、潤滑油協会、印刷インキ工業会、日本火薬

工業会調べ。 

② 適用額 ○適用額 

平成 29 年度： 11,436 百万円 

平成 30 年度： 14,791 百万円 

令和元年度 ：  6,799 百万円 

出典：石油化学工業協会、潤滑油協会、印刷インキ工業会、日本火薬

工業会調べ。石油製品価格調査（資源エネルギー庁） 

（注）石油化学工業協会、潤滑油協会、印刷インキ工業会、日本火薬

工業会調べによる適用数量(kl)に対して、軽油価格を乗じて計算。 

③ 減収額 ○減収額 

平成 29 年度： 3,189 百万円 

平成 30 年度： 3,680 百万円 

令和元年度 ： 1,709 百万円 

出典：石油化学工業協会、潤滑油協会、印刷インキ工業会、日本火薬

工業会調べ。 

（注）石油化学工業協会、潤滑油協会、印刷インキ工業会、日本火薬

工業会調べによる適用数量(kl)に税額（32,100 円／kl）を乗じて計算。 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

軽油から製造されるエチレンやプロピレン等の基礎化学製品は、プラス

チック等の原料になり、1 万 6 千社、71 万人を抱える石油化学産業の

基礎となる。 

本措置により、石油化学製品の原料用途の軽油について軽油引取税

が免税されることで、課税環境の国際的なイコールフッティングが図ら

れ、我が国製造業の国際競争力が確保されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出所）経済産業省「鉱工業生産指数」 
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《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

石油化学製品の原料用途の軽油について、諸外国において非課税と

されている、本措置により１kl 当たり 32,100 円の課税が免税されるこ

とで、国際的なイコールフッティングが図られるとともに、我が国製造業

の国際競争力が確保されている。 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

石油化学製品の原料用途の軽油について、諸外国において非課税と

されていることから、本措置により、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必要である。 

軽油から製造されるエチレンやプロピレン等の基礎化学製品は、プラス

チック等の原料になり、1 万 6 千社、71 万人を抱える石油化学産業の

基礎となる。 

仮に課税されることになれば、石油化学産業のサプライチェーンには、

中小企業も多く含まれており、こうした中小企業の経営も負担増により

圧迫することになる。 

 

10 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

生産量は予め予測できないことから、補助金では予算を適切に手当て

することは不可能であり、その他の手段での公平な措置は困難であ

り、税制により措置することが妥当。 

 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

・石油化学製品の製造用に消費される揮発油に係る揮発油税の免税

措置 

・移出または引取りに係る揮発油等の揮発油税の特定用途免税措置 

・石油化学製品の製造用に輸入される石油化学製品（揮発油・軽油・灯

油等）に係る石油石炭税の免税措置 

・石油化学製品の原料用に使用される国産の揮発油・軽油・灯油に係

る石油石炭税の還付措置 

・石油化学製品の製造用の揮発油・灯油・軽油・に係る輸入関税の無

税措置 

石油化学製品の原料に課税をしないという国際的なイコールフッティン

グを確保するため、目的や対象に応じて措置が講じられている。このう

ち本措置は、石油化学製品の原料用途の軽油について、軽油引取税

を免除するものである。 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

石油化学製品の原料用途の軽油について、諸外国において非課税と

されていることから、課税環境の国際的なイコールフッティングを確保

することが必要である。 

軽油から製造されるエチレンやプロピレン等の基礎化学製品は、プラス

チック等の原料になり、1 万 6 千社、71 万人を抱える石油化学産業の

基礎となる。 

仮に課税されることになれば、石油化学産業のサプライチェーンには、

中小企業も多く含まれており、こうした中小企業の経営も負担増により

圧迫することにより、地域経済に影響を与える。 

このため、地方公共団体が協力する相当性を有している。 

 

３ 



 

11 有識者の見解 － 

 

 

12 評価結果の反映の方向性 評価結果を踏まえ、本措置により、国際的なイコールフッティングが図

られ、我が国製造業の国際競争力が確保されており、引き続き、本措

置を継続していく。 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成 27 年 8 月（経産 31） 
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