
 

 
 

【様式】 
 

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政策

の名称 

自動車重量税におけるエコカー減税の延長・見直し 

 

 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（自動車重量税：外）（国税 10） 

 

② 上記以外の

税目 

 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

環境性能の優れた自動車に対して、自動車重量税の減免を行う。 

 

《要望の内容》 

自動車重量税におけるエコカー減税について、適用期限の延長・見直
しを行う。 

見直しに当たっては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、日本

経済を支える自動車産業が厳しい状況下に置かれていることに十分配

慮し、当分の間税率の廃止も視野に入れつつ、ユーザー負担の軽減を

図る。 

《関係条項》 

自動車重量税（自動車重量税法全文、自動車重量税法施行令全
文、自動車重量税法施行規則全文、租税特別措置法第 90 条の
12、自動車重量譲与税法全文、自動車重量譲与税法施行規則全
文） 

5 担当部局 経済産業省製造産業局自動車課 

6 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 30 年度～令和 4 年度 

7 創設年度及び改正経緯 ＜エコカー減税（自動車取得税、自動車重量税）の経緯＞ 

○平成 21 年度創設 

   

○平成 24 年度 

・平成 27 年度燃費基準値に見直し 

・軽減措置拡充（燃費基準+20%達成車を免税対象に追加、免税対象

車は 2 回目車検時の重量税▲50％軽減を追加） 

 

○平成 26 年度 

・軽減措置拡充（取得税について、燃費基準+10%達成車は▲75%→▲

80%、燃費基準達成車は▲50%→▲60%。重量税について、２回目車検

時の▲50%→免税。） 

 

○平成 27 年度 

・平成 32 年度燃費基準への単純な置き換えを行うとともに、現行の平

成 27 年度燃費基準によるエコカー減税対象車の一部を、引き続き減

税対象とする等の措置を講ずる。 
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〇平成 29 年度 

・対象を重点化した上で適用期間を２年間延長する。 

 

〇平成 31 年度 

政策インセンティブを強化する観点から軽減割合等の見直しを行うとと

もに、２回目車検時の免税対象について電気自動車等や極めて燃費

水準が高いハイブリッド車等に重点化を図り、適用期間を２年間延長

する。 

 

8 適用又は延長期間 2 年間（令和 3 年 5 月 1 日～令和 5 年 4 月 30 日） 

9 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》 

〇平成 31 年度与党税制改正大綱において、「今後、エコカー減税の適
用期限の到来にあわせ、見直しを行うに当たっては、政策インセンテ
ィブ機能の強化、実質的な税収中立の確保、原因者負担・受益者負
担としての性格、市場への配慮等の観点を踏まえることとする」とさ
れている。 

〇これを踏まえ、自動車市場の拡大を通じて自動車産業ひいては日本
経済全体の活性化を図るため、新型コロナウイルス感染拡大の影
響により日本経済を支える自動車産業が厳しい状況下に置かれて
いることに十分配慮し、ユーザー負担の軽減を図るかたちで、エコカ
ー減税の延長及び見直しを行う。 

〇気候変動、環境・エネルギー制約に対応するため、次世代自動車を
はじめとする環境性能に優れた自動車の普及促進を図る。特に電
気自動車をはじめとする次世代自動車は、我が国自動車産業が先
行して開発、市場投入しており、有望な成長分野であるため、その普
及拡大により更なる競争力強化を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

〇平成 31 年度与党税制改正大綱（平成 30 年 12 月 14 日） 
今後、エコカー減税の適用期限の到来にあわせ、見直しを行う

に当たっては、政策インセンティブ機能の強化、実質的な税収中
立の確保、原因者負担・受益者負担としての性格、市場への配慮
等の観点を踏まえることとする。 

○新成長戦略（平成 22 年 6 月） 

・次世代自動車（エコカー等）の普及促進  

・購入補助や環境負荷に応じた税制上のインセンティブの付与 

・新車販売に占める次世代自動車の割合を最大で 50％に 

○日本再生戦略（平成 24 年 7 月） 

 2020 年までに実現すべき成果目標として、新車販売に占める次

世代自動車の割合を最大で 50％ 

○日本再興戦略（平成 25 年 6 月） 

 2030 年までに新車販売台数に占める次世代自動車の割合を５～

７割とすることを目指す。 

○日本再興戦略 2016（平成 28 年 6 月） 

「10.環境・エネルギー制約の克服と投資の拡大」 

《KPI》2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車

の割合を５～７割とすることを目指す。 

⇒新車販売に占める次世代自動車の割合は 29.3 ％（2015 

年度) 

○未来投資戦略 2017（平成 29 年 6 月） 

具体的な施策（「6.エネルギー・環境制約の克服と投資の拡
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大」） 

《KPI》2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車

の割合を５～７割とすることを目指す。 

  ⇒新車販売に占める次世代自動車の割合は 35.8%（2016 年

度） 

〇未来投資戦略 2018（平成 30 年 6 月） 

  具体的な施策（Ⅰ[2]1.エネルギー・環境） 

《KPI》2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車

の割合を５～７割とすることを目指す。 
⇒新車販売のうち次世代自動車の割合は 36.7%（2017 年度） 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 

経済成長 

 経済基盤 

 

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》 
① エコカー減税の更なるグリーン化により、自動車市場の拡大

を通じて自動車産業ひいては日本経済全体の活性化を図る。 
② 環境性能に優れた自動車の普及促進のため、2030 年までに新

車販売に占める次世代自動車の割合を5～7割とすることを目指
す。 

 

《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》 

○エコカー減税（平成 21 年度から措置）の導入により、環境性

能に優れた自動車の普及が進んでおり、税負担の軽減による普及

促進効果は大きい。 

＜新車販売に占めるエコカー減税対象車の割合（自動車工業会公

表情報）＞ 

平成 22 年度 76.7% 

平成 23 年度 81.9% 

平成 24 年度 73.8% 

 平成 25 年度 81.9% 

平成 26 年度 86.5% 

平成 27 年度 81.2% 

平成 28 年度 84.1% 

平成 29 年度 83.3% 

平成 30 年度 74.7% 

 

○新車の多くがエコカー減税の対象となっており、環境性能に優

れた自動車の普及に大きな効果を発揮している。 

 

10 有効性

等 

① 適用数 ＜新車販売に占めるエコカー減税対象車の割合（自動車工業会公

表情報）＞ 

 平成 22 年度 76.7% 

平成 23 年度 81.9% 

 平成 24 年度 73.8% 

 平成 25 年度 81.9% 

平成 26 年度 86.5% 
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平成 27 年度 81.2% 

平成 28 年度 84.1% 

平成 29 年度 83.3% 

平成 30 年度 74.7% 

 

〇本措置の適用数量は想定以上に僅少ではなく、また適用要件を

満たす全ての自動車が対象であるため、特定の者に偏ってはいな

い。 

 

② 適用額 － 

 

 

③ 減収額 ＜エコカー減税＞ 

○自動車重量税（財務省試算） 

平成 22 年度 ▲ 724 億円 

平成 23 年度 ▲1,018 億円 

平成 24 年度 ▲ 347 億円 

平成 25 年度 ▲ 440 億円 

平成 26 年度 ▲ 720 億円 

平成 27 年度 ▲ 610 億円 

平成 28 年度 ▲ 730 億円 

平成 29 年度 ▲ 720 億円 

平成 30 年度 ▲ 660 億円 

令和元年度  ▲ 620 億円 

 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況、達成目標に対する

租税特別措置等の直接的効果》 

○エコカー減税（平成 21 年度から措置）の導入により、環境性

能に優れた自動車の普及が進んでおり、税負担の軽減による普及

促進効果は大きい。 

＜新車販売に占めるエコカー減税対象車の割合（自動車工業会公

表情報）＞ 

平成 22 年度 76.7% 

平成 23 年度 81.9% 

平成 24 年度 73.8% 

 平成 25 年度 81.9% 

平成 26 年度 86.5% 

平成 27 年度 81.2% 

平成 28 年度 84.1% 

平成 29 年度 83.3% 

平成 30 年度 74.7% 

 

○新車の多くがエコカー減税の対象となっており、環境性能に優

れた自動車の普及に大きな効果を発揮している。 
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⑤ 税収減を是

認する理由

等 

○エコカー減税（平成 21 年度から措置）の導入により、環境性

能に優れた自動車の普及が進んでおり、税負担の軽減による普及

促進効果は大きい。 

＜新車販売に占めるエコカー減税対象車の割合（自動車工業会公

表情報）＞ 

平成 22 年度 76.7% 

平成 23 年度 81.9% 

平成 24 年度 73.8% 

 平成 25 年度 81.9% 

平成 26 年度 86.5% 

平成 27 年度 81.2% 

平成 28 年度 84.1% 

平成 29 年度 83.3% 

平成 30 年度 74.7% 

 

○新車の多くがエコカー減税の対象となっており、環境性能に優

れた自動車の普及に大きな効果を発揮している。 

 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

○エコカー減税（平成 21 年度から措置）等により、環境性能に優れた

自動車の普及が進んでおり、税負担の軽減による効果は大きい。その

ため、税制上の優遇措置を講じることが妥当。 

平成 22 年度 76.7% 

平成 23 年度 81.9% 

平成 24 年度 73.8% 

 平成 25 年度 81.9% 

平成 26 年度 86.5% 

平成 27 年度 81.2% 

平成 28 年度 84.1% 

平成 29 年度 83.3% 

平成 30 年度 74.7% 

 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

○クリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金 

－令和 2 年度予算額：130 億円 

－電気自動車等の購入者に対し、車両価格の一部を補助 

環境・エネルギー制約への対応の観点から、優れた環境性能を
有する電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーン
ディーゼル自動車等の普及促進を図る。 

 

〇税制改正要望の目的は、自動車市場の拡大を通じて自動車産業
ひいては日本経済全体の活性化を図るため、エコカー減税につ
いてグリーン化を強化するとともに、自動車重量税の負担の軽
減を図り、次世代自動車だけでなく環境性能の優れた自動車の
普及促進を目的としている。 
一方で、上記補助金の目的は、環境性能に優れた自動車の中で
も特に、従来車との価格差が大きい電気自動車、プラグイン・
ハイブリット自動車、クリーンディーゼル自動車等について、
初期需要を促すために購入補助を行うものである。 
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③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

①自動車は消費者の経済・社会活動を支える生活の足であるが、取

得段階で環境性能割、保有段階で自動車重量税のほかに自動車税

（又は軽自動車税）の３つの税が課されている。特に、移動手段を車に

依存せざるをえず複数台を保有する場合が多い地方ほど負担が重くな

る構造。 

 

②上記のとおり、車体課税の負担軽減、環境対応車の普及促進を通じ

た国内自動車市場の活性化は、地方経済の活性化にも資する。また、

環境性能に優れた自動車の普及は、国全体で取り組むべき温暖化対

策や、地域住民の生活に直結する大気汚染防止の観点からも重要な

施策であることから、地方公共団体に協力を求めることは妥当。 

 

12 有識者の見解  

― 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成 31 年度（事前評価） 
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【様式】 
 

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政策

の名称 

自動車の取得時にかかる税負担の大幅な軽減 

 

 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（自動車税、軽自動車税：外）（地方税 12） 

 

② 上記以外の

税目 

 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

〇自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割 

自動車の購入時に、取得価額に対し課税。税率は、自動車の燃費

性能に応じて、登録車は０～３％、軽自動車は０～２％。 

〇環境性能割の臨時的軽減措置 

令和元年 10 月 1 日から令和 3 年 3 月 31 日の間に取得された自

動車について、環境性能割の税率を 1％軽減。 

《要望の内容》 

環境性能割の適用を受ける自動車の範囲等について、見直しを行う。

見直しに当たっては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、日本

経済を支える自動車産業が厳しい状況下に置かれていることを踏ま

え、環境性能割の臨時的軽減措置を含め、自動車取得時にかかるユ

ーザー負担の大幅な軽減を図る。 

《関係条項》 

○自動車税 

地方税法第 145 条～第 177 条の 23、附則第 12 条の 3 及び第

12 条の 4、地方税法施行令第 44 条～第 44 条の 11、地方税法施

行規則附則第 5 条、第 5 条の 2 及び第 5 条の 2 の 2 

○軽自動車税 

地方税法第 442 条～第 463 条の 29、附則第 30 条及び第 30 条

の 2、地方税法施行令第 52 条の 18～第 52 条の 23、地方税法施行

規則第 15 条の 8 及び第 16 条、附則第 8 条の 3 の 4、第 8 条の 3

の 5、第 8 条の 4 

 

5 担当部局 経済産業省製造産業局自動車課 

6 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：平成元年度～令和 3 年度                

7 創設年度及び改正経緯 〇平成 31 年度税制改正 

 環境性能割の創設。令和元年 10 月からの消費税率引上げに伴う需

要平準化のため、令和元年 10 月 1 日から令和 2 年 9 月 30 日までに

取得された自動車について、環境性能割の税率を 1％軽減。 

〇緊急経済対策における税制上の措置 

 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、臨時的軽減措置の適用

期間を令和 2 年 9 月 30 日から令和 3 年 3 月 31 日までの 6 ヵ月間延
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長。 

 

8 適用又は延長期間 ― 

9 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》 

〇新型コロナウイルス感染拡大の影響により日本経済を支える自動車
産業が厳しい状況下に置かれていることを踏まえ、自動車取得時の
ユーザー負担の軽減を図ることで需要を喚起し、自動車市場の拡大
を通じて自動車産業ひいては日本経済全体の活性化を図る。 

〇気候変動、環境・エネルギー制約に対応するため、次世代自動車を

はじめとする環境性能に優れた自動車の普及促進を図る。特に電

気自動車をはじめとする次世代自動車は、我が国自動車産業が先

行して開発、市場投入しており、有望な成長分野であるため、その普

及拡大により更なる競争力強化を図る。 

《政策目的の根拠》 

○新成長戦略（平成 22 年 6 月） 

・次世代自動車（エコカー等）の普及促進  

・購入補助や環境負荷に応じた税制上のインセンティブの付与 

・新車販売に占める次世代自動車の割合を最大で 50％に 

○日本再生戦略（平成 24 年 7 月） 

 2020 年までに実現すべき成果目標として、新車販売に占める次世代

自動車の割合を最大で 50％ 

○日本再興戦略（平成 25 年 6 月） 

 2030 年までに新車販売台数に占める次世代自動車の割合を５～７

割とすることを目指す。 

○日本再興戦略 2016（平成 28 年 6 月） 

「10.環境・エネルギー制約の克服と投資の拡大」 

《KPI》2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の

割合を５～７割とすることを目指す。 

⇒新車販売に占める次世代自動車の割合は 29.3 ％（2015 年

度) 

○未来投資戦略 2017（平成 29 年 6 月） 

具体的な施策（「6.エネルギー・環境制約の克服と投資の拡大」） 

《KPI》2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割

合を５～７割とすることを目指す。 

  ⇒新車販売に占める次世代自動車の割合は 35.8%（2016 年度） 

〇未来投資戦略 2018（平成 30 年 6 月） 

 具体的な施策（Ⅰ[2]1.エネルギー・環境） 

《KPI》2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割

合を５～７割とすることを目指す。 

⇒新車販売のうち次世代自動車の割合は 36.7%（2017 年度） 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 

経済成長 

 経済基盤 

 

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》 

〇新型コロナウイルス感染拡大の影響により日本経済を支える自動車
産業が厳しい状況下に置かれていることを踏まえ、自動車取得時の
ユーザー負担の軽減を図ることで需要を喚起し、自動車市場の拡
大を通じて自動車産業ひいては日本経済全体の活性化を図る。 
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〇気候変動、環境・エネルギー制約に対応するため、次世代自動車を

はじめとする環境性能に優れた自動車の普及促進を図る。特に電

気自動車をはじめとする次世代自動車は、我が国自動車産業が先

行して開発、市場投入しており、有望な成長分野であるため、その普

及拡大により更なる競争力強化を図る。 

《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》 

〇自動車取得時の負担を軽減することにより、自動車の購入を促進

し、自動車産業の活性化につなげる。 

 

10 有効性

等 

① 適用数 〇環境性能割は取得された全ての自動車が対象であり、これらの

ユーザー負担の軽減を図ることによる効果は大きい。 

 

＜参考：国内自動車販売台数の推移＞ 

平成 23 年度 475 万台 

平成 24 年度 521 万台 

平成 25 年度 569 万台 

平成 26 年度 530 万台 

平成 27 年度 494 万台 

平成 28 年度 508 万台 

平成 29 年度 520 万台 

平成 30 年度 526 万台 

令和元年度  504 万台 

 

② 適用額 ― 

 

③ 減収額 ― 

 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況、達成目標に対する

租税特別措置等の直接的効果》 

 

〇環境性能割は取得された全ての自動車が対象であり、これらの

ユーザー負担の軽減を図ることによる効果は大きい。 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

〇環境性能割は取得された全ての自動車が対象であり、多くの自動

車の取得時負担の軽減を図ることは、自動車産業の活性化に資す

るものである。 

〇自動車産業の活性化は将来的な増収につながるものであり、中長

期的な観点で見れば一時的な税収減にとどまる。 
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11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

〇環境性能割は取得された全ての自動車が対象であり、多くの自動

車の取得時負担の軽減を図ることによる効果は大きい。そのため、

税制上の優遇措置を講じることが妥当。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

― 

 

 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

〇自動車は消費者の経済・社会活動を支える生活の足であるが、取

得段階で環境性能割、保有段階で自動車重量税のほかに自動車

税（又は軽自動車税）の３つの税が課されている。特に、移動手段を

車に依存せざるをえず複数台を保有する場合が多い地方ほど負担

が重くなる構造。 

〇環境性能割は取得された全ての自動車が対象であり、多くの自動

車の取得時負担の軽減を図ることによる効果は大きい。本措置によ

る税収減は一時的なものであり、中長期的な観点で見れば、自動車

産業の活性化により将来的に増収が見込めるものであるため、地方

公共団体に協力を求めることは妥当。 

 

12 有識者の見解 ― 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

― 
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【様式】 
 

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政策

の名称 

グリーン化特例の延長・見直し 

 

 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（自動車税、軽自動車税：外）（地方税 23） 

 

② 上記以外の

税目 

 

3 要望区分等の別 【新設・拡充・延長】   【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

燃費性能の優れた自動車の税負担を軽減するもの 

 

《要望の内容》 

自動車税種別割及び軽自動車種別割のグリーン化特例を延長し、平

成 31 年度与党税制改正大綱を踏まえた見直しを行う。 

 

《関係条項》 

○自動車税：地方税法第 145 条～第 177 条の 23、附則第 12 条の 3

及び第 12 条の 4、地方税法施行令第 44 条～第 44 条の 11、地方

税法施行規則附則第 5 条、第 5 条の 2 及び第 5 条の 2 の 2 

○軽自動車税：地方税法第 442 条～第 463 条の 29、附則第 30 条及

び第 30 条の 2、地方税法施行令第 52 条の 18～第 52 条の 23、地

方税法施行規則第 15 条の 8 及び第 16 条、附則第 8 条の 3 の 4、

第 8 条の 3 の 5、第 8 条の 4 

 

5 担当部局 経済産業省製造産業局自動車課 

6 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 30 年度～令和 4 年度                

7 創設年度及び改正経緯 ＜自動車税のグリーン化特例の経緯＞ 

○平成 13 年度創設 

 

○平成 15 年度 

・平成 12 年排出ガス基準達成車のうち☆車、☆☆車を軽課対象から

除外 

・軽減措置を新規登録から 2 年間から 1 年間に短縮 

 

○平成 16 年度 

・平成 17 年排出ガス基準値に見直し 

 

○平成 18 年度 

・燃費基準超過達成値を+20%及び+10%に変更 

 

○平成 20 年度 
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・メタノール自動車を除外 

・燃費基準超過達成値を+25%及び+15%に変更 

 

○平成 22 年度 

・プラグインハイブリッド自動車を追加 

・燃費基準+15%超過達成車を対象から除外 

 

○平成 24 年度 

・平成 27 年度燃費基準値に見直し 

・軽減率を▲25%及び▲50%と段階的に設定 

 

○平成 26 年度 

・構造要件にクリーンディーゼル自動車を追加 

・構造要件に該当する自動車及び燃費基準+20％達成車（平成 32 年

度燃費基準達成車に限る）は▲75％、燃費基準+10%達成車は▲50%に

変更。（燃費基準達成車（+10％未満）は対象から除外） 

○平成 27 年度 

・平成 32 年度燃費基準への単純な置き換え行うとともに、平成 27 年

度燃費基準による減税対象車の一部を、引き続き減税対象とする 

 

○平成 28 年度 

・エコカー減税及びグリーン化特例について、燃費性能の向上に応じて

対象を重点化した上で 2 年間延長する。 

 

〇平成 29 年度 

・対象を重点化した上で、適用期間を 2 年間延長する。 

 

〇平成 30 年度 

・自動車取得税の免税点の特例を延長（消費税 10%引き上げに伴う自

動車取得税廃止まで） 

 

〇平成 31 年度 

・適用期間を 2 年間延長する。 

・令和 3 年度から適用対象を電気自動車等に限定。 

 

8 適用又は延長期間 2 年間（令和 3 年 4 月 1 日～令和 5 年 3 月 31 日） 

9 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》 
① 自動車市場の拡大を通じて自動車産業ひいては日本経済全体の

活性化を図るため、新型コロナウイルス感染拡大の影響により日本
経済を支える自動車産業が厳しい状況下に置かれていることに十分
配慮しつつ、グリーン化を強化する。 

② 気候変動、環境・エネルギー制約に対応するため、次世代自動車
をはじめとする環境性能に優れた自動車の普及促進を図る。特に電
気自動車をはじめとする次世代自動車は、我が国自動車産業が先
行して開発、市場投入しており、有望な成長分野であるため、その普
及拡大により更なる競争力強化を図る。 
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《政策目的の根拠》 
○平成 31 年度与党税制改正大綱（平成 30 年 12 月 14 日） 

（8）自動車税において講じている燃費性能等の優れた自動車の税率

を軽減し、一定年数を経過した自動車の税率を重くする特例措置

（いわゆる「自動車税のグリーン化特例」）について、次の措置を講

ずる。 

① 自家用乗用車 

 イ 自動車税のグリーン化特例（軽課） 

   平成 33 年度及び平成 34 年度に新車新規登録を受けた自動車

について、現行対象としている自動車のうち電気自動車、天然

ガス自動車、プラグインハイブリッド自動車及び軽油自動車に

限った特例措置（税率を概ね 100 分の 75 軽減する措置）を、当

該登録の翌年度に講ずる。（略） 

  ロ 自動車税のグリーン化特例（重課） 

    平成 31 年度及び平成 32 年度において、現行と同様の措置を講

ずる。 

（13）軽自動車税において講じている、燃費性能等の優れた軽自動車

（新車に限る。）を取得した日の属する年度の翌年度分の税率を軽

減する特例措置（いわゆる「軽自動車税のグリーン化特例（軽

課）」）について、次の措置を講ずる。 

  ① 自家用乗用車 

    平成 33 年度及び平成 34 年度に新規取得した軽自動車につい

て、現行対象としている軽自動車のうち電気自動車及び天然ガ

ス自動車に限った特例措置（税率を概ね 100 分の 75 軽減する

措置）を、当該取得の翌年度に講ずる。（略） 

○新成長戦略（平成 22 年 6 月） 

・次世代自動車（エコカー等）の普及促進  

・購入補助や環境負荷に応じた税制上のインセンティブの付与 

・新車販売に占める次世代自動車の割合を最大で 50％に 

○日本再生戦略（平成 24 年 7 月） 

 2020 年までに実現すべき成果目標として、新車販売に占める次世代

自動車の割合を最大で 50％ 

○日本再興戦略（平成 25 年 6 月） 

 2030 年までに新車販売台数に占める次世代自動車の割合を５～７

割とすることを目指す。 

○日本再興戦略 2016（平成 28 年 6 月） 

「10.環境・エネルギー制約の克服と投資の拡大」 

《KPI》2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の

割合を５～７割とすることを目指す。 

⇒新車販売に占める次世代自動車の割合は 29.3 ％（2015 年

度) 

○未来投資戦略 2017（平成 29 年 6 月） 

具体的な施策（「6.エネルギー・環境制約の克服と投資の拡大」） 

《KPI》2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割

合を５～７割とすることを目指す。 

  ⇒新車販売に占める次世代自動車の割合は 35.8%（2016 年度） 

〇未来投資戦略 2018（平成 30 年 6 月） 

具体的な施策（Ⅰ[2]1.エネルギー・環境） 

《KPI》2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代自動車の割

合を５～７割とすることを目指す。 

⇒新車販売のうち次世代自動車の割合は 36.7%（2017 年度） 
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② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

 

経済成長 

 経済基盤 

 

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》 
① 車体課税の更なるグリーン化により、自動車市場の拡大を通じて

自動車産業ひいては日本経済全体の活性化を図る。 
② 環境性能に優れた自動車の普及促進のため、2030 年までに新車

販売に占める次世代自動車の割合を 5～7 割とすることを目指す。 

 

《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》 
○グリーン化特例等により、環境性能に優れた自動車の普及は進み

つつあるものの、「2030 年までに乗用車の新車販売に占める次世代
自動車の割合を５～７割とすることを目指す」という政府目標の達成
に向け、更なる普及促進を図る必要がある。 
＜新車販売台数に占める次世代自動車の割合＞ 

平成 23 年度 16% 

平成 24 年度 21% 

平成 25 年度 23% 

平成 26 年度 24% 

平成 27 年度 29% 

平成 28 年度 36% 

平成 29 年度 37% 

平成 30 年   38% 

令和元年    39% 

 

10 有効性

等 

① 適用数 ＜グリーン化特例（軽課）の適用台数（総務省公表資料）＞ 

平成 23 年度 171 万台 

平成 24 年度 192 万台 

平成 25 年度 214 万台 

平成 26 年度 241 万台 

平成 27 年度 191 万台 

平成 28 年度 344 万台（※軽自動車税のグリーン化特例創設） 

平成 29 年度 312 万台 

平成 30 年度 220 万台 

 

② 適用額 ＜自動車税のグリーン化特例＞ 

平成 23 年度 軽課分 313 億円 重課分 237 億円 

平成 24 年度 軽課分 346 億円 重課分 250 億円 

平成 25 年度 軽課分 308 億円 重課分 256 億円 

平成 26 年度 軽課分 372 億円 重課分 261 億円 

平成 27 年度 軽課分 469 億円 重課分 389 億円 

平成 28 年度 軽課分 518 億円 重課分 408 億円 

平成 29 年度 軽課分 469 億円 重課分 428 億円 

平成 30 年度 軽課分 326 億円 重課分 444 億円 

 

＜軽自動車税のグリーン化特例＞ 

平成 28 年度 軽課分 51 億円 重課分 235 億円 
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平成 29 年度 軽課分 45 億円 重課分 269 億円 

平成 30 年度 軽課分 34 億円 重課分 283 億円 

 

③ 減収額 ＜自動車税のグリーン化特例＞ 

平成 23 年度 軽課分 313 億円 

平成 24 年度 軽課分 346 億円  

平成 25 年度 軽課分 308 億円  

平成 26 年度 軽課分 372 億円  

平成 27 年度 軽課分 469 億円  

平成 28 年度 軽課分 518 億円  

平成 29 年度 軽課分 469 億円  

平成 30 年度 軽課分 326 億円 

 

＜軽自動車税のグリーン化特例＞ 

平成 28 年度 軽課分 51 億円  

平成 29 年度 軽課分 45 億円  

平成 30 年度 軽課分 34 億円 

 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況、達成目標に対する

租税特別措置等の直接的効果》 

〇グリーン化特例により、環境性能に優れた自動車の普及が進んで

おり、税負担の軽減による普及促進効果は大きい。 

＜グリーン化特例（軽課）の適用台数（総務省公表資料）＞ 

平成 23 年度 171 万台 

平成 24 年度 192 万台 

平成 25 年度 214 万台 

平成 26 年度 241 万台 

平成 27 年度 191 万台 

平成 28 年度 344 万台（※軽自動車税のグリーン化特例創設） 

平成 29 年度 312 万台 

平成 30 年度 220 万台 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

〇グリーン化特例により、環境性能に優れた自動車の普及が進んで

おり、税負担の軽減による普及促進効果は大きい。 

＜グリーン化特例（軽課）の適用台数（総務省公表資料）＞ 

平成 23 年度 171 万台 

平成 24 年度 192 万台 

平成 25 年度 214 万台 

平成 26 年度 241 万台 

平成 27 年度 191 万台 

平成 28 年度 344 万台（※軽自動車税のグリーン化特例創設） 

平成 29 年度 312 万台 

平成 30 年度 220 万台 

 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

〇グリーン化特例により、環境性能に優れた自動車の普及が進んで

おり、税負担の軽減による普及促進効果は大きい。 

＜グリーン化特例（軽課）の適用台数（総務省公表資料）＞ 

平成 23 年度 171 万台 
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平成 24 年度 192 万台 

平成 25 年度 214 万台 

平成 26 年度 241 万台 

平成 27 年度 191 万台 

平成 28 年度 344 万台（※軽自動車税のグリーン化特例創設） 

平成 29 年度 312 万台 

平成 30 年度 220 万台 

 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

○クリーンエネルギー自動車導入促進対策費補助金 

－令和 2 年度予算額：130 億円 

－電気自動車等の購入者に対し、車両価格の一部を補助 

環境・エネルギー制約への対応の観点から、優れた環境性能を
有する電気自動車、プラグインハイブリッド自動車、クリーン
ディーゼル自動車等の普及促進を図る。 

 

〇税制改正要望の目的は、自動車市場の拡大を通じて自動車産業
ひいては日本経済全体の活性化を図るため、次世代自動車だけ
でなく環境性能の優れた自動車の普及促進を目的としている。 
一方で、上記補助金の目的は、環境性能に優れた自動車の中で
も特に、従来車との価格差が大きい電気自動車、プラグイン・
ハイブリット自動車、クリーンディーゼル自動車等について、
初期需要を促すために購入補助を行うものである。 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

①自動車は消費者の経済・社会活動を支える生活の足であるが、取

得段階で環境性能割、保有段階で自動車重量税のほかに自動車税

（又は軽自動車税）の３つの税が課されている。特に、移動手段を車に

依存せざるをえず複数台を保有する場合が多い地方ほど負担が重くな

る構造。 

②本措置による新車購入時の税負担の軽減効果は大きい。本措置に

よる税収減は一時的なものであり、中長期的な観点で見れば、自動車

産業の活性化により将来的に増収が見込めるものであるため、地方公

共団体に協力を求めることは妥当。 

 

12 有識者の見解 ― 

 

 

13 前回の事前評価又は事後

評価の実施時期 

平成 31 年度（事前評価） 

 

 ２３－６ 
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