
 

 
 

【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 

地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得し

た場合の特別償却又は法人税額の特別控除（地域未来投資促進税

制）の拡充及び延長 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義、所得税：外、法人住民税、法人事業税：義（自動連動））

（国税 5・地方税 11） 

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》 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関

する法律（地域未来投資促進法）の規定に基づき都道府県が承認した

承認地域経済牽引事業のうち、地域の成長発展の基盤強化に特に資

するものとして主務大臣の確認を受けた承認地域経済牽引事業者が、

当該承認地域経済牽引事業の用に供する施設・設備を新設・増設した

場合に、当該新設・増設に伴い新たに取得等した機械装置・器具備品

については取得価額の 40％の特別償却又は 4％の税額控除（上乗せ

要件を満たした場合にあっては、取得価額の 50％の特別償却又は

5％の税額控除）、建物及びその附属設備・構築物については取得価

額の 20％の特別償却又は 2％の税額控除ができることとする。ただ

し、対象資産の取得価額の合計額のうち支援対象となる金額は 80 億

円とし、税額控除額の上限は法人税額の 20％とする。 

《要望の内容》 

・措置の適用期限を 2 年間延長し、令和 5 年 3 月 31 日までとする。 

・地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして主務大臣が定め

る基準について、以下のとおり改正する。 

①課税特例の要件のうち、事業の先進性に係る要件を、投資収益

率・労働生産性に係る要件に改める。 

②課税特例の要件として、製品等のサプライチェーンの強靭化に資

する事業等の類型を新たに追加する。 

《関係条項》 

・租税特別措置法（昭和 32 年法律第 26 号）第 10 条の 4、第 42 条の

11 の 2、第 68 条の 14 の 3 

・租税特別措置法施行令（昭和 32 年政令第 43 号）第 27 条の 11 の

2、第 39 条の 44 の 3 

・地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 23 条第 1 項 4 号、第 292 

条第 1 項第 4 号、附則第 8 条第 5 項、附則第 8 条第 6 項 

5 担当部局 経済産業省経済産業政策局地域経済産業グループ地域企業高度化

推進課 

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 29 年度～令和 4 年度                
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7 創設年度及び改正経緯 平成 29 年度 創設 

平成 31 年度 延長・拡充（地域の成長発展の基盤強化に著しく資する

事業（付加価値額増加率が一定以上）について、「機械

装置・器具備品」の税額控除額又は特別償却額の上乗

せ） 

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》 

地域未来投資促進法に基づき、地域の特性を生かして高い付加価

値を創出し、地域に対する相当の経済的効果を及ぼす地域経済牽引

事業の実施を支援することにより、地域の成長発展の基盤強化を図

る。 

《政策目的の根拠》 

○ 地域未来投資促進法 

第 1 条 地域における産業の集積、観光資源、特産物、技術、人材、

情報その他の自然的、経済的又は社会的な観点からみた地域の特

性を生かして高い付加価値を創出し、かつ、地域内の取引の拡大、

受注の機会の増大その他の地域の事業者に対する相当の経済的

効果を及ぼすものである地域経済牽引事業の促進のために地方公

共団体がその地域の経済社会情勢を踏まえつつ行う主体的かつ計

画的な取組を効果的に支援するための措置を講ずることにより、地

域の成長発展の基盤強化を図り、もって国民経済の健全な発展に

資することを目的とする。 

 

〇 経済財政運営と改革の基本方針 2020 [令和 2 年 7 月 17 日閣議

決定] 

第 2 章 国民の生命・生活・雇用・事業を守り抜く 

１．感染症拡大への対応と経済活動の段階的引上げ －「ウィズコロ

ナ」の経済戦略 

（４）消費など国内需要の喚起 

（略）サプライチェーンの強靱化への支援のほか、こうしたデジタル化や

リモート化など社会変革を進める前向きな投資を強力に後押しする。ま

た、行政のデジタル化の抜本的な加速やスタートアップの促進を通じ

て、生産性を引き上げつつ、「新たな日常」に対応した新しい財やサー

ビスの創出につながる民間の投資やイノベーションを引き出す取組を

強力に進める。このため、（略）税制・規制改革も含め、あらゆる手段の

活用を検討する。（略） 

 

第 3 章 「新たな日常」の実現 

２．「新たな日常」が実現される地方創生 

（２）地域の躍動につながる産業・社会の活性化 

③ 中堅・中小企業・小規模事業者への支援 

働き方改革、被用者保険の適用拡大、賃上げの流れの継続、イン

ボイスの円滑な導入、ＤＸの進展、目下のコロナ危機など、相次ぐ制度

改正や社会変革に対応するため、以下の取組を推進し、世界に冠たる

地域の価値創造企業を生み出す。 

中小企業から中堅企業への成長阻害要因の除去による企業規模

拡大や、付加価値増大によって生産性向上を後押しする。（略） 
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○ まち・ひと・しごと創生基本方針 2020 [令和 2 年 7 月 17 日閣議決

定] 

第 2 章 政策の方向 

１．地域経済・生活の再興 

（１）雇用の維持と事業の継続 

（略）事業を継続できるよう、地域経済の主な担い手である中小企業の

生産性向上を支援するなど、地域の経済・雇用を支える中堅・中小企

業に対する支援を強化する。（略） 

 

第 3 章 各分野の政策の推進 

１．稼ぐ地域をつくるとともに、安心して働けるようにする 

（１）地域の特性に応じた、生産性が高く、稼ぐ地域の実現 

① 地域資源・産業を活かした地域の競争力強化 

ⅰ地域企業の成長に向けた支援 

地域経済の主な担い手である中小企業の生産性向上を実現すると

ともに、地域未来牽引企業に対する重点支援等により、地域の経済・

雇用を支える中堅・中小企業の成長を実現し、地域の稼ぐ力を高め

る。 

【具体的取組（抜粋）】 

（ｂ）地域経済を牽引する企業に対する集中的な支援 

・改正された地域未来投資促進法により、生産性向上を志向する中小

企業に対する海外展開支援を強化するとともに、中堅企業へと成長

することができる環境を整備する。 

・感染症の拡大により、供給が止まり完成品の組立に支障が生じる自

動車等の部品や、世界的な需要拡大の中で 国内での供給量が制

限されているマスク等について、国内投資促進事業等により、生産拠

点などの建物の新増設や設備の導入を支援し、国内におけるサプラ

イチェーンの強靱化を推進する。 

 

〇 成長戦略フォローアップ [令和 2 年 7 月 17 日閣議決定] 

７．地域のインフラ維持と中小企業・小規模事業者の生産性 向上 

（２）新たに講ずべき具体的施策 

ⅱ）中小企業・小規模事業者の生産性向上 

③ 中小企業の成長を促す環境の整備等（抜粋） 

・中小企業に対し成長段階に応じた支援が行えるようにし、事業規模

拡大や生産性向上を進め、中堅企業以上に成長するよう促す。（略） 

・（略）中小企業成長促進法により新設される「みなし中小企業」規定を

踏まえ成長や将来的な株式公開等を促す。（略） 

 

⑥ 海外展開の促進と国内外サプライチェーンの強靱化（抜粋） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により、供給に支障が生じた部品産

業や国内供給が不足する医療物資産業等について国内投資促進事

業等により生産拠点等の新増設や設備の導入支援等を行うなどし、

国内外におけるサプライチェーンの強靱化を推進する。 

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 

地域産業 
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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》 

・企業活動基本調査の調査対象となる地域未来牽引企業及び地域未

来投資促進法の承認地域経済牽引事業者からなる企業群の、常時

従業者一人当たり付加価値額変化率：年 2％以上（2020～2024 年度

幾何平均） 

《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、地域経済牽引事業における積極的な設備投資

等を促すことを通じて、当該事業を実施する企業の成長を実現すること

や労働生産性を高めることは、地域全体の稼ぐ力を高めることに繋が

り、本税制措置の政策目的である地域の成長発展の基盤強化に寄与

するものである。 

re 有効性

等 

① 適用数 ○適用件数 

（単位：件） 

年度 

区分 
平成 29 30 令和元 2 3 4 

適用件数 7 185 200 200 200 200 
 

② 適用額 ○適用額 

（単位：億円） 

年度 

区分 
平成 29 30 令和元 2 3 4 

適用額 0.9 120 80 80 80 80 
 

③ 減収額 ○減収額 

（単位：億円） 

年度 

区分 
平成 29 30 令和元 2 3 4 

法人税 0.59 50 50 50 50 50 

法人住民税 0.04 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

法人事業税 0.03 5 2.5 2.5 2.6 2.6 
 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

・地域経済牽引事業計画の承認計画数 2,448 件（令和 2 年 8 月 31

日時点） 

・企業活動基本調査の調査対象となる地域未来牽引企業及び地域未

来投資促進法の承認地域経済牽引事業者からなる企業群の、常時

従業者一人当たり付加価値額変化率 2.62％（2013 年～2018 年の 5

年幾何平均） 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業は、令和 2 年 8 月

31 日時点で 2,448 件が承認されており、これまでの本税制措置の支援

等により、着実に地域経済牽引事業が創出されつつある。今後、計画

された事業期間（最長 5 年間）が終了する地域経済牽引事業が生じる

中で、継続して一定数の地域経済牽引事業を創出していくためには、

本税制措置の延長が必要である。 

また、政府全体の政策体系の中で、地域の成長発展の基盤強化に

係る政策目標として以下が掲げられている。 

 

〇 第 2 期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」 [令和元年 12 月 20
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日閣議決定] 

【重要業績評価指標】 

（１）地域資源・産業を活かした地域の競争力強化（抜粋） 

■企業活動基本調査の調査対象となる地域未来牽引企業及び地

域未来投資促進法の承認地域経済牽引事業者からなる企業群の、常

時従業者一人当たり付加価値額変化率 

年２％以上（2020～2024 年度幾何平均） 

 

政策目標に対する進捗状況を見ると、「企業活動基本調査の調査

対象となる地域未来牽引企業及び地域未来投資促進法の承認地域

経済牽引事業者からなる企業群の、常時従業者一人当たり付加価値

額変化率」は、2013 年～2018 年の 5 年幾何平均で年 2.62％となって

おり、感染症の影響の下で、引き続き同程度の伸び率を維持できるか

は予断を許さない状況にある。 

したがって、政府全体でこうした政策目標を達成するためにも、地域経

済牽引事業の創出や当該事業を実施する企業の成長を促していく必

要があり、本税制の延長が必要である。 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

我が国の地域経済は、人口減少が本格化する中で、東京圏とその

他の地域との間には一人当たり県民所得等に差が存在しているなど、

依然として厳しい状況にある。このような状況の下、我が国経済を持続

的に成長させるためには、地域経済を牽引する事業を創出し、当該事

業が地域経済を牽引することを通じて、地域全体の稼ぐ力を高めるこ

とが重要である。 

地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業は、その承認の要

件として、高い付加価値額の創出や、雇用者数の増加等を通じた地域

への経済的効果を求めており、地域経済を牽引する効果が大きいもの

と認められる。このため、平成 29 年度以降、地域経済牽引事業に対し

て課税の特例を措置し、地域経済を牽引する事業の創出を促進してき

た。本税制措置に対する企業のニーズは大きい中、引き続き、本税制

措置により地域経済牽引事業を支援し、地域の成長発展の基盤強化

を図る必要性は大きい。 

また、各地域においては、新型コロナウイルス感染症（以下「感染

症」という。）の影響により、今後の事業実施の見通しが不透明な状況

となっており、投資計画の見直しを余儀なくされる事業者も増加してい

る。とりわけ、雇用の下支え等の地域への経済的効果を有する地域経

済牽引事業への投資の縮小・中止は、地域全体の景気低迷を招くお

それが高い。したがって、感染症の影響から地域経済を回復させていく

ためには、地域経済牽引事業への積極的な投資を強力に推進していく

ことが求められている。 

以上を踏まえると、本税制措置の適用期限を延長することにより、引

き続き、地域経済牽引事業に対する支援を行うことが必要である。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

本税制措置の適用を受けるためには、事業者の策定する事業計画

に関して、 

・地域未来投資促進法に基づき、都道府県及び市町村が基本計画に

おいて定める事業実施に当たって生かすべき地域の特性等の事項に

適合し、かつ、高い付加価値額の創出等が見込まれるもの（地域経

済牽引事業計画）として、都道府県の承認を受けた上で、 

・地域の成長発展の基盤強化に特に資するものとして、主務大臣が定
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める基準に適合することについて主務大臣の確認を受けることが必

要となる。 

これは、地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業のうち、更に

地域の成長発展の基盤強化に特に資するものに限定して課税の特例

措置を設定しているものであり、課税の公平原則に照らし、政策目的を

達成するために必要最小限の特例措置となっている。 

また、どのような業種・分野・企業形態が地域経済を牽引するかを国

が一律に決定することは困難であることから、都道府県及び市町村が

基本計画において定める事業実施に当たって生かすべき地域の特性

等の事項に適合し、かつ、高い地域経済牽引効果が認められる事業

については、中立・公平な支援措置として税制措置を講じることが妥当

である。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

地域未来投資促進法に基づき、地域経済牽引事業に対して、予算、

税制、金融、規制緩和などの政策手段を講じて集中的な支援を行うこ

ととしている。具体的な支援措置としては、本税制のほか、地方税の課

税免除又は不均一課税に対する措置、日本政策金融公庫による融資

制度等を設けている。 

地方税の課税免除又は不均一課税に対する措置は、財政力指数

が一定未満の地方公共団体が地方税（固定資産税、不動産取得税）

について課税免除等の措置をした場合に、その減収額の一部を補填

するものである。この措置は、地方公共団体が地域経済牽引事業を積

極的に支援できるよう、国が地方公共団体に対して支援を行うもので

あり、本税制措置とは目的及び支援対象が異なっている。 

また、日本政策金融公庫による融資制度は、日本政策金融公庫が

地域経済牽引事業者に対して長期かつ固定金利での融資を行うもの

である。この措置は、地域経済牽引事業の実施に係る事業者の資金

調達の円滑化を図るため、国が日本政策金融公庫に対して、金利引き

下げ分の一部補填等を行うものであり、本税制措置とは目的及び支援

対象が異なっている。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本税制は、地方公共団体が基本計画を策定し、これに沿った地域経

済牽引事業計画に基づく、地域の成長発展の基盤強化に特に資する

事業について課税の特例措置を講じるものであり、本税制を活用する

ことによって、地域の特性を生かして高い付加価値を創出し、地域に対

する経済的効果を及ぼす事業に関する設備投資が促されることから、

地方公共団体が協力する相当性を有する。 

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 30 年 8 月（H30 経産 02） 
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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政策

の名称 

沖縄の観光地形成促進地域における課税の特例の延長 

 

 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（法人税：義）（国税 37） 

（法人住民税：義）（自動連動）（地方税 45） 

② 上記以外の

税目 

（事業所税：外）（地方税 45） 

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》 

１．対象地域：沖縄県全域（県知事が平成 24 年 7 月 31 日に指定） 

２．税制優遇措置 

（１） 国税 

〇投資税額控除 （法人税） 

・対象施設の新・増設に係る設備の取得価額が 1,000 万円超の場

合、一定割合（機械・装置：15％、建物及び建物附属設備等：8％）

を法人税額から控除。 

・法人税額の 20％限度（繰越税額控除４年）、取得価額の上限 20

億円。 

・対象となる建物附属設備等は、建物と同時取得したものに限られ

る。 

・対象施設（各施設の要件は租税特別措置法施行規則等で規定） 

①スポーツ・レクリエーション施設、②教養文化施設、③休養施設

（宿泊施設に附属する温泉保養施設・国際健康管理増進施設

を含む）、④集会施設（宿泊施設に附属する会議場施設・研修

施設を含む）、⑤政令で定める要件を備え沖縄県知事が指定

する販売施設 

（２）地方税 

〇法人住民税 

・上記の法人税負担の軽減と同様の効果を適用する（自動連動）。 

〇事業所税 

・那覇市で新設された特定民間観光関連施設について、新設の日

から 5 年間に限り、事業所税の資産割の課税標準を 2 分の 1 控

除する。 

《要望の内容》 

適用期限（令和 3 年 3 月 31 日）を 1 年間延長し、令和 4 年 3 月 31 日

までとする。 

《関係条項》 

沖縄振興特別措置法第 8 条 

租税特別措置法第 42 条の 9、第 68 条の 13 

租税特別措置法施行令第 27 条の 9、第 39 条の 43 
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租税特別措置法施行規則第 20 条の 4、第 22 条の 26 

地方税法附則 第 33 条第 1 項 

5 担当部局 経済産業省地域経済産業グループ地域産業基盤整備課 

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 27 年度～令和 3 年度                

7 創設年度及び改正経緯 平成 10 年度 観光振興地域制度創設 

平成 14 年度 観光振興地域制度に係る地域指定要件及び対象施設

要件の緩和 

平成 19 年度 観光振興地域制度に係る対象施設の拡充（対象施設で

ある教養文化施設に文化紹介体験施設を追加） 

平成 24 年度 観光振興地域制度廃止、観光地形成促進地域制度創

設 

平成 26 年度 観光地形成促進地域制度に係る対象施設の拡充（宿

泊施設内の観光関連施設を追加）及び対象施設の床面

積等に係る要件を緩和 

平成 29 年度 観光地形成促進地域制度に係る対象施設から 9 施設

を除外（野球場、陸上競技場、蹴球場、スキー場、体育

館、釣り場、遊漁船等利用施設、遊覧船発着場及び図

書館） 

令和元年度 2 年間延長 

8 適用又は延長期間 １年間（令和 3 年度） 

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》 

国内外からの観光客の誘客、観光の高付加価値化、観光資源の持

続的利用を通じた観光産業の一層の振興により、沖縄の自立型経済

の発展を目指す。 

《政策目的の根拠》 

沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）は沖縄の自立的発

展に資するとともに沖縄の豊かな住民生活の実現に寄与することが目

的とされ、同法に基づく沖縄振興基本方針（平成 24 年 5 月 11 日内閣

総理大臣決定）において、成長するアジア地域の活力を取り込み、観

光等を新しいリーディング産業として確立していくことにより沖縄の自立

を図るとともに、我が国やアジア・太平洋地域の発展にも寄与していく

こととしている。 

 

〇沖縄振興特別措置法（平成 14 年法律第 14 号）（抄） 

（目的） 

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振

興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に

基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の自

主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって沖縄

の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実現に

寄与することを目的とする。 

 

第三章 産業の振興のための特別措置 

（観光地形成促進計画の作成等） 

第六条 沖縄県知事は、国内外からの観光旅客の来訪の促進に資す

る高い国際競争力を有する観光地の形成を図るための計画（以下
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「観光地形成促進計画」という。）を定めることができる。 

２ 観光地形成促進計画は、次に掲げる事項について定めるものとす

る。 

一 計画期間 

二 国内外からの観光旅客の来訪の促進に資する高い国際競争力

を有する観光地の形成を図るため必要とされる政令で定める要件

を備えている地域（以下「観光地形成促進地域」という。）の区域 

三 高い国際競争力を有する観光地の形成を図るため沖縄県が観 

光地形成促進地域において実施しようとする観光関連施設（スポ 

ーツ又はレクリエーション施設、教養文化施設、休養施設、集会 

施設、販売施設及び宿泊施設をいう。第十条において同じ。）の 

整備の促進を図るための措置、公共施設の整備その他の措置の

内容 

３～８ （略） 

 

（課税の特例） 

第八条 提出観光地形成促進計画に定められた観光地形成促進地域

の区域内において特定民間観光関連施設（スポーツ若しくはレクリ

エーション施設、教養文化施設、休養施設若しくは集会施設又は販

売施設（小売業の業務を行う者の事業の用に供される施設と観光の

振興に資する施設とが一体的に設置される施設で政令で定める要

件に該当するものであって、当該施設が当該要件に該当するものと

して沖縄県知事が指定するものに限る。）であって、民間事業者が設

置及び運営するものをいう。次条において同じ。）を新設し、又は増

設した法人が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、建

物及びその附属設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは

建設した場合には、租税特別措置法 （昭和三十二年法律第二十六

号）で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 

２  （略） 

 

（資金の確保等） 

第十条 国及び地方公共団体は、事業者が行う提出観光地形成促進

計画に定められた観光地形成促進地域の区域内の観光関連施設

の整備のために必要な資金の確保その他の援助に努めるものとす

る。 

 

〇沖縄振興基本方針（平成24年5月11日内閣総理大臣決定） 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する

基本的な事項 

（１）観光・リゾート産業 

沖縄のリーディング産業である観光・リゾート産業の持続的な

発展に向けて、外国人観光客の誘客拡大と観光の高付加価値

化を進める。 

このため、特に、高い国際競争力を有する魅力ある観光地

の形成に向けて、自然環境や風景等の沖縄の魅力を守りつ

つ、観光関連施設の集積や 公共施設の一体的・重点的な整

備を促進する。 

また、国内外を問わず、観光客のニーズの多様化・高度化や
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量的拡大に対応するため、質の高い人材の育成・確保等の受

入体制の整備に努め、文化・芸能、自然環境等沖縄独自の地

域資源を活用した滞在型観光の推進や、スポーツ、健康、農業

等の他の分野・産業と観光との連携促進を図るとともに、国際

会議等いわゆるＭＩＣＥの誘致・開催を図る。 

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 

 地域産業 

 

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》 

〇達成目標 

令和 3 年度までに 

・入域観光客数 1,200 万人 

・観光収入 1.1 兆円 

・観光客一人当たりの平均滞在日数 4.5 日 

・観光客一人当たりの県内消費額 9 万 3 千円 

 

〇測定指標 

令和 3 年度までに 

 ・本制度を活用した設備投資（累計） 8 件 

 ・本制度を活用した観光施設への来場者数（累計） 1,400,000 人 

 

本制度を活用した観光施設への来場者数は、当初の想定よりも増

加している状況にあり、当初の 70,000 人に対し、令和元年度の来場者

数（現時点で判明している実績）は 727,379 人となっていることから、指

標を 70,000 人から 1,400,000 人へ変更する。（設定根拠については別

紙参照）。 

 

※本制度は、沖縄振興特別措置法に基づいたものであるため、目標達成時期

については、同法の期限と合わせ、令和 3 年度とする。 

※達成目標については、沖縄振興特別措置法に基づいて沖縄県が定めた沖

縄振興計画（沖縄 21 世紀ビジョン基本計画）の目標値に基づき設定する。 

《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》 

本制度を通じて新たな観光関連施設投資を促すことで、閑散期にお

ける観光客増加や、観光満足度の向上によるリピーターの増加が期待

され、宿泊者数・泊数の増大に寄与する。 

また、魅力ある観光関連施設の増加は、観光客一人当たりの県内

消費額増大に寄与し、観光収入の増加、ひいては自立型経済の構築

につながるものである。 

さらに、ホテル等における会議場施設や研修施設の整備が促進され

ることで、今後沖縄県及び政府が戦略的に取り組むとしている MICE

誘致・開催数が増大し、MICE 施設の利用頻度が増加するとともに、国

際コンベンション都市の形成に寄与する。 
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10 有効性

等 

① 適用数 １．過去の適用数実績 

（単位：件） 

 年度 

項目 
H27 H28 H29 H30 R1 

国
税 投資税額控除 0 0 1 2 1 

地

方

税 

法人住民税 - - - - - 

※国税（H27 年度～H30 年度）は「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する

報告書」（財務省）に基づく。R1 年度は沖縄県調べ。 

※算定できないものについては「-」と記載。 

 

〇適用実績が僅少な理由 

適用実績が僅少であるのは、事業開始後暫くの間は黒字化が困難

であり、法人税が発生しないことが主な要因であると考えられる。 

 

２．今後の適用数見込み 

  今後、毎年度、投資税額控除 2 件の適用を見込む。 

※沖縄県が企業への聞き取り等により試算。今後の動向につい

ては、新型コロナウイルス感染症の流行による影響が生じう

る。 

② 適用額 １．過去の適用額実績 

（単位：百万円） 

 年度 

項目 
H27 H28 H29 H30 R1 

国
税 

投資税額控除 0 0 2 15 44 

地

方

税 

法人住民税 0 0 0.3 2 6 

※国税（H27 年度～H30 年度）は「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する

報告書」（財務省）に基づく。R1 年度は沖縄県調べ。 

※地方税（H27 年度～H30 年度）は「地方税における税負担軽減措置等の適用状

況等に関する報告書」（総務省）、R1 年度は投資税額控除の適用額実績に基づ

き試算（投資税額控除額×法人住民税の税率（県民税 4％＋市町村民税 9.7％

＝13.7％））。 

 

２．今後の適用額見込み 

今後、毎年度、投資税額控除 30 百万円の適用を見込む（算出方法

は別紙参照）。 

※ 今後の動向については、新型コロナウイルス感染症の流行によ

る影響が生じうる。 
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③ 減収額 １．過去の減収額実績 

（単位：百万円） 

 年度 

項目 
H27 H28 H29 H30 R1 

国
税 投資税額控除 0 0 2 15 44 

地

方

税 

法人住民税 0 0 0.3 2 6 

※国税（H27 年度～H30 年度）は「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する

報告書」（財務省）に基づく。R1 年度は沖縄県調べ。 

※地方税（H27 年度～H30 年度）は「地方税における税負担軽減措置等の適用状

況等に関する報告書」（総務省）、R1 年度は投資税額控除の適用額実績に基づ

き試算（投資税額控除額×法人住民税の税率（県民税 4％＋市町村民税 9.7％

＝13.7％））。 

 

２．今後の減収額見込み 

今後、毎年度、投資税額控除 30 百万円の適用を見込む（算出方

法は③適用額の今後の見込みと同様）。 

 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

１．政策目的の達成状況 

入域観光客数、観光収入については、各年度順調に伸びており、特

に入域観光客数は、世界有数のリゾート地であるハワイと肩を並べる

水準まで増加している（令和元年実績（暦年）でハワイの 1,039 万人

に対し、沖縄県 1,016 万人）。 

一方で、観光客一人当たりの消費額及び平均滞在日数は伸び悩ん

でおり、それぞれ令和元年実績（暦年）でハワイが 21.5 万円、8.7 日

であるのに対し、沖縄は 7.4 万円、3.6 日であり、一人あたりの消費額

の増加及び滞在日数の延伸が課題となっている。 

このため、本制度が対象としている販売施設やスポーツ・レクリエー

ション施設、教養文化施設等の新たな観光施設への投資を促すこと

で、観光産業の高付加価値化を進め、上記課題等に対応していく必要

がある。 

 

２．所期の目標の実現状況 

       年度    

項目 
H28 H29 H30 R1 

入域観光客数（万人） 877 958 1,000 947 

観光収入（億円） 6,603 6,979 7,341 7,047 

観光客一人当たりの

平均滞在日数（日） 
3.78 3.75 3.73 3.7 

観光客一人当たりの

県内消費額（円） 
75,297 72,853 73,374 74,425 

出典：平成 30 年版観光要覧、平成 30 年度観光統計実態調査、沖縄県資料 
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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》 

１．測定指標の実現状況 

本制度を活用した設備投資、当該設備投資に伴う施設への来場者

数はともに堅調に推移しており、令和 3 年度までに 1,400,000 人に達

する見込みであることから、本制度は達成目標の達成に寄与するもの

である。 

 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

本制度を

活用した

設備投資 

0 1 2 1 2 2 

上記の設

備投資に

伴う施設

への来場

者数 

0 1,212 159,587 727,379 258,220 258,220 

※令和元年度の件数は沖縄県調べ。令和 2 年度及び 3 年度の件数については沖縄

県が企業への聞き取り等により試算。 

※令和 2 年度及び 3 年度の来場者数は沖縄県の試算（別紙参照）。 

 

２．制度が延長できない場合の影響 

沖縄県の入域観光客数は平成 24 年度の 592.5 万人から令和元

年度の 946.2 万人へと堅調に増加しており、令和元年実績（暦

年）ではハワイの入域観光客数と肩を並べるまでになった。 

政府においても、観光立国推進基本法（平成 18 年法律第 117

号）に基づく「観光立国推進基本計画」において、令和２年度ま

でに国内旅行消費額を 21 兆円、訪日外国人旅行者数 4,000 万

人、訪日外国人旅行消費額を 8 兆円にするなどの目標を掲げてい

る中、沖縄県が観光リゾート地としての国際競争力を更に高め、

今後も多くの外国人観光客を受け入れていくことは、沖縄県の自

立型経済の構築とともに日本全体の経済振興に資するものであ

る。 

しかしながら、本制度が延長できない場合、本制度の活用を想

定して整備を進めている企業もいる中で、民間投資を呼び込む誘

因が減少するほか、魅力ある観光施設の整備の遅れによる観光収

入の伸びの鈍化に加え、特定の観光地の混雑化や観光客の満足度

低下等により、国際競争力のある観光地形成や観光産業の持続的

発展にも大きな影響をもたらすことが懸念される。 

今後も継続的に入域観光客数を増加させつつ、満足度の向上に

より国際競争力のある観光地を形成していくためには、政策的に

投資を呼び込むことが必要である。 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

国内外の観光客が来訪する新たな観光関連施設や集会施設等の

併設による多様なニーズに対応した質の高い宿泊施設が整備され、地

域の特色を生かした観光地形成が図られる。これにより、沖縄旅行の

満足度が向上し、入域観光客数、観光収入、一人当たりの平均滞在

日数、一人当たりの観光消費額の増加に寄与することとなる。 

加えて、観光関連施設におけるインバウンド投資等が促進され、レク

リエーション施設、販売施設など、地域の特色を生かした観光関連施

設が整備されることにより、地域における新規雇用の創出といった経
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済効果や、MICE や富裕層の誘致等による生産性の高い観光産業へ

の変革等、政府が掲げる観光ビジョンの推進にも寄与する。 

また、県外客消費額を、測定指標の観光関連施設への来場者数を

もとに算出すると、約 3.4 億円の県外客消費額を押し上げる効果があ

ると試算され、本制度による約 1.2 億円（平成 29 年度～令和 3 年度

の減収額（投資税額控除））の税収減を是認する効果があるものと考

えられる。 

・本制度を活用した施設への来場者数 1,400,000 人 

・県外客消費単価（娯楽・入場費 7,178 円） 

・平均滞在日数 3.7 日（令和元年度） 

→県外客消費額の押し上げ効果 3 億 3,950 千円 

  ＜算出方法＞ 

税制措置の対象となった施設の来場者が、各施設に合計１時間滞在す

るものと仮定して、１時間当たりの消費額を元に推計。  

   7,178 円÷3.7 日÷8 時間（一日当たりの観光時間を８時間と想定） 

×1,400,000 人 = 339,500,000 円 

※県外客消費単価は「平成 30 年度観光統計実態調査」による。今後の動向につい

ては、新型コロナウイルス感染症の流行による影響が生じうる。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

本制度は、観光地形成促進地域において高い国際競争力を有する

魅力ある観光関連施設の時宜を得た整備を促進するため、企業に対

して効果的にインセンティブを与え、民間の創意を生かした新たな設備

投資を促進することを目的としており、対象や時期を限定した補助金等

ではなく、各企業が一定の裁量の下で施設や設備の投資等に関する

経営判断を行うことができる税制措置が適当な手段である。 

また、対象施設について不断の見直しを行っており、政策目的に対

応した真に必要な施設に限定している。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

沖縄県では、官民の役割分担を踏まえ、本制度のほか、ソフト一括

交付金等を活用して国内外観光客やクルーズ船の誘致事業や外国人

向けの多言語案内サインの整備等、国際的な観光地形成に向けて多

角的に取り組んでいるところである。 

本制度は民間の創意を生かした設備投資を促進するものであり、投

資回収の面から民間による整備が見込めず、市町村がソフト一括交付

金で整備している体育館、野球場、陸上競技場等 8 施設については、

平成 29 年度税制改正において対象から除外することで一層の役割分

担を図った。 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

本制度は、沖縄県からの要望も踏まえて適用期限を延長するもので

あり、国税に自動連動等する地方税収は減少するものの、本制度の達

成目標を実現することは、沖縄県が策定した沖縄振興計画の目標達

成にも寄与するため、沖縄県が協力する相当性がある。 

 

 

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 30 年 8 月（H30 内閣 06） 
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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政策

の名称 

沖縄の情報通信産業特別地区・地域における課税の特例の延長 

2 対象税

目 

① 政策評価の対

象税目 

（法人税：義）（国税 38） 

（法人住民税、法人事業税：義）（自動連動）（地方税 46） 

② 上記以外の対

象税目 
（事業所税：外）（地方税 46） 

3 要望区分の別 【新規・拡充・延長】【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》 

１．国税   

（情報通信産業振興地域） 

（１）投資税額控除（法人税） 

ア 対象地域内において情報通信業務用設備を新・増設した青

色申告法人は、当該設備の取得価額に次の割合を乗じた金

額を法人税額から控除 

     ・建物及び建物附属設備等の取得価額の合計額が 1,000 万 

円を超えるもの：8％ 

・機械・装置、特定の器具・備品の取得価額の合計額が 100

万円を超えるもの：15％ 

イ 法人税額の 20％が上限額（繰越４年）、取得価額の上限額 20

億円 

ウ 建物附属設備は建物本体と同時に取得する場合に限定 

 

（情報通信産業特別地区） 

（２）所得控除（法人税） 

ア 情報通信産業特別地区内で営む特定情報通信事業から得ら

れた法人所得について、40％に相当する金額を損金の額に

算入（事業認定法人で、法人設立後 10 年間） 

※（１）との選択制。 

 

２．地方税 

（情報通信産業振興地域・特区） 

（１）法人住民税及び事業税 

ア 上記の法人税負担の軽減と同様の効果を適用する。 

（自動連動） 

 

（２）事業所税 

ア 那覇市内において 1,000 万円を超える情報通信業務に供す 

る機械等及び１億円を超える建物等を新・増設した法人は、当

該事業に係る事業所税のうち資産割の課税標準の対象床面積

のうち、1／2 に相当する面積を 5 年間控除 

《要望の内容》 

延長要望 

適用期限を 1 年間延長し、令和 4 年 3 月 31 日までとする。 
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《関係条項》 

沖縄振興特別措置法 第 31 条、第 32 条 

租税特別措置法 第 42 条の 9、第 60 条、第 68 条の 13、 

第 68 条の 63 

租税特別措置施行令 第 27 条の 9、第 36 条、第 39 条の 43、 

第 39 条の 90 

租税特別措置法施行規則 第 20 条の 4、第 21 条の 17 の 2、 

第 22 条の 26、第 22 条の 60 の 2  

地方税法 第 23 条第 1 項第 3 号、第 292 条第 1 項第 3 号 

附則第 33 条  

地方税法施行令 附則第 16 条の 2 の 8 

5 担当部局 経済産業省地域経済産業グループ地域産業基盤整備課 

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 8 月 

分析対象期間：平成 27 年度～令和 3 年度 

7 創設年度及び改正経緯 平成 10 年度 

・情報通信産業振興地域の創設  

平成 14 年度 

・5 年間延長 

・情報通信産業特別地区の創設  

平成 19 年度 

・5 年間延長 

・情報通信産業特別地区における認定法人の所得控除等の延長・

拡充（常時従業員数要件 20 名以上を 10 名以上へ緩和） 

平成 24 年度 

・5 年間延長 

・情報通信産業特別地区の対象地区にうるま地区（うるま市）を

追加。 

・特定情報通信事業に、バックアップセンター、セキュリティデ

ータセンターを追加 等 

平成 26 年度 

・地域、地区指定及び事業認定に係る権限の県知事への移譲 

・事業認定に係る常時従業員数要件の緩和（10 人→5 人） 

・特定情報通信事業に、情報通信機器相互接続検証事業を追加 

・投資税額控除の下限取得価額の引き下げ 

（機械・装置、特定の器具・備品 1,000 万円超→100 万円超） 

平成 29 年度 

 ・2 年間延長 

令和元年度 

 ・2 年間延長 

8 適用又は延長期間 1 年間（令和 3 年度） 

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》 

 沖縄の情報通信関連産業は、日本本土との遠隔性やアジアとの近

接性などの沖縄の特性を最大限に活かすことで、観光・リゾート産

業に並ぶリーディング産業として今後も成長が期待される分野であ

る。 

 そのような中、AI や IoT などの技術革新によるデータ流通量の増

大やサイバーセキュリティの重要性の高まりにより、データを活用

してイノベーションを創出する事業やサイバーセキュリティ関連の
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事業は、今後も成長が見込まれるところである。 

 このため、沖縄においても、これらの成長著しい事業を営む企業

の集積を進めることで、沖縄における情報通信関連産業の高付加価

値化を促進し、もって沖縄の自立型経済の発展を目指す。 

《政策目的の根拠》 

○ 沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号）  

（目的）  

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振興

基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画に

基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄の

自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって

沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実

現に寄与することを目的とする。  

  

（定義）  

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に定めるところによる。  

六 情報通信産業 情報記録物（新聞、書籍等の印刷物を除く。）の

製造業、電気通信業、映画、放送番組その他影像又は音声その他

の音響により構成される作品であって録画され、又は録音され

るものの制作の事業、放送業（有線放送業を含む。）、ソフトウェ

ア業、情報処理・提供サービス業及びインターネット付随サービ

ス業（インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは

提供に関する事業活動であって政令で定めるものを行う業種を

いう。）をいう。  

七 特定情報通信事業 情報通信産業に属する事業のうち、情報の

電磁的流通（符号、音響、影像その他の情報の電磁的方式による

発信、伝送又は受信をいう。）の円滑化に資する事業、情報処理

の高度化を支援する事業その他の企業等の経営の能率及び生産

性の向上を図る事業であって、その事業を実施する企業の立地

を図ることが情報通信産業の集積を特に促進するものとして政

令で定めるものをいう。  

八 情報通信技術利用事業 情報通信産業以外の業種に属する事

業者が情報通信の技術を利用する方法により商品又は役務に関

する情報の提供を行う事業その他の政令で定める事業をいう。  

 

（情報通信産業振興計画の作成等）  

第二十八条 沖縄県知事は、情報通信産業の振興を図るための計画

（以下「情報通信産業振興計画」という。）を定めることができる。  

２ 情報通信産業振興計画は、次に掲げる事項について定めるもの

とする。 

一 略 

二 情報通信産業の振興を図るため必要とされる政令で定める要

件を備えている地域の区域 

三 前号の区域内において特定情報通信事業を実施する企業を促

進するため必要とされる政令で定める要件を備えている地区を

定める場合にあっては、その区域 

３～８項 （略） 
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（情報通信産業特別地区における事業の認定）  

第三十条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業特

別地区の区域において設立され、当該区域内において特定情報通

信事業を営む法人は、当該区域内に本店又は主たる事務所を有す

るものであること、常時使用する従業員の数が政令で定める数以

上であることその他政令で定める要件に該当する旨の沖縄県知事

の認定を受けることができる。 

２～４項 （略） 

 

（課税の特例） 

第三十一条 提出情報通信産業振興計画に定められた情報通信産業

振興地域の区域内において情報通信産業又は情報通信技術利用事

業の用に供する設備を新設し、又は増設した法人が、当該新設又は

増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属

設備並びに構築物を取得し、又は製作し、若しくは建設した場合に

は、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があ

るものとする。 

２ 前条第一項の認定を受けた法人の特定情報通信事業に係る所得

については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の

適用があるものとする。 

 

○ 沖縄振興基本方針（平成24年5月11日 内閣総理大臣決定）  

Ⅱ 沖縄の振興の意義及び方向 

２ 沖縄振興の方向  

(1) 沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展  

アジア地域との地理的近接性、亜熱帯という自然的特性等の

沖縄の優位性を生かした産業振興を戦略的に進めていく。 

特に、成長するアジア地域の活力を取り込み、観光・リゾー

ト産業、情報通信関連産業に加えて国際物流拠点産業等を新し

いリーディング産業として確立していくことにより、沖縄の自

立を図るとともに、我が国の成長戦略と軌を一にして、我が国

やアジア・太平洋地域の発展にも寄与していく。  

  

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項  

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する

基本的な事項  

(2) 情報通信関連産業  

情報通信関連産業は、アジア地域との近接性やリスク分散の

観点からも、沖縄が優位性を発揮し得る産業分野であり、今後

も戦略的に振興を図っていくことが必要である。 

このため、沖縄の地理的優位性を活用する企業立地の促

進、アジア諸国の企業等との連携の強化、グローバルな競争

力を有する人材や企業の育成、クラウド時代への対応、行政

分野を含む多分野のＩＴ化の促進等を目指す。 

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 

 地域産業 
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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．達成目標 

・情報通信関連企業の立地数を令和３年度までに 560 社とする。  

  （平成 31 年 1 月現在の実績：470 社） 

・立地企業による雇用者数を令和３年度までに 4.2 万人とする。 

  （平成 31 年 1 月現在の実績：29,403 人） 

 ・ソフトウェア業における一人当たりの年間売上高を令和 3 年度

までに 1,450 万円とする。（平成 30 年度の実績：1,124 万円） 

※「情報通信関連企業立地数」は、平成 2 年以降に沖縄県に立地した以下①、②

の合計。 

①本社所在地が県外にある支社・支店・営業所・事業拠点の数 

②県外企業の子会社・関連企業の数 

 

２．測定指標 

令和 3 年度までに 

・本制度を活用した企業数 37 社 

・本制度を活用した企業による雇用者数 15,670 人 

 

※達成目標については、沖縄振興特別措置法に基づいて沖縄県が定めた沖縄振興計

画（沖縄 21 世紀ビジョン実施計画）の目標値に基づき設定する。 

《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》 

本制度を通じて、沖縄県内への情報通信関連企業の立地を促進す

るとともに、当該進出企業の事業活動や設備投資を後押しすること

で、沖縄県内における情報通信産業の集積を促進しその高度化に寄

与する。 

また、更なる情報通信関連産業の集積により、社会基盤としての情

報通信技術の活用を通じて、観光産業をはじめとする他の産業への

波及効果、ひいては沖縄県の産業振興に寄与することが期待できる。 
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① 適用数 １．過去５年間の適用件数                            

                                         （単位：件） 

 Ｈ27 Ｈ28 H29 H30 R1 

所得控除 1 0 1 1 2 

投資税額控除 15 21 17 16 13 

法人住民税 － － － － － 

事業税 － － － － － 

※国税について、平成 27 年度から平成 30 年度は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する

報告書」（財務省）。 

※地方税（法人住民税・事業税の自動連動分）について、平成 27 年度から平成 30 年度は、「地方税に

おける税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※令和元年度の国税の適用状況については、沖縄県庁実施の企業アンケート調査。 

※事業税については、課税標準が所得金額であることから、投資税額控除とは連動しない。また、事業

税に地方法人特別税を含んでいる。 

※算定できないものについては「－」と記載。 

 

２．今後の適用件数見込み 

 令和 2 年度及び令和 3 年度は、平年度で所得控除 1 件､投資税額

控除 18 件の適用を見込む。 

（算定根拠は別紙「減収額・適用数見込みの試算」参照。） 
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３．所得控除の適用実績が僅少な理由 

対象業種の立地企業は順調に増加しているが、立地企業が所得控

除を適用するための事業認定の要件（専ら対象事業を営むこと等の

要件）を満たすことができない等の理由により、立地企業に比し、

認定法人数が少ない状況である。 

今後も引き続き本制度を企業誘致のインセンティブとして、情報

通信関連産業の集積と高度化を図り、自立型経済の構築を着実に推

進していきたい。 

 

＜参考：認定企業数＞ 

 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 

認定 

法人

数 

新

規 

累

計 

新

規 

累

計 

新

規 

累

計 

新

規 

累

計 

新

規 

累

計 

1 1 1 2 0 2 1 3 1 4 

 

４．制度の周知活動実績（令和元年度） 

 本制度の利活用促進を図るため、県内企業、県内経済団体、銀

行、税理士、商工会・商工会議所等の企業支援機関や行政機関を対

象とした「沖縄振興税制活用セミナー」を２回開催した（R1.10

月）。 

 また、企業誘致の取組として、国内では東京及び大阪絵での企業

誘致セミナーの開催に加え、クラウドコンピューティング EXPO に

出展した。  

国外では、InnoVEX2019(台湾)に県内企業とともにブース出展す

るなど、効果的なプロモーションを展開した。 

このほか、「投資環境視察ツアー」や企業戸別訪問などにより本

制度の周知を図った。 

 さらに沖縄県産業振興公社においても、公社全体の事業説明会や

経済団体が主催する各種説明会において本制度の周知を図るととも

に、商工会・商工会議所、金融機関等を訪問し、事業説明とリーフ

レットを配布した。 

相談件数においては、情報特区・振興地域制度に関する問合せを

26 件、制度全般に関する問合せを 153 件受けており、制度をインセ

ンティブとした企業誘致が着実に進んでいる。 

 

＜参考①：令和元年度県外企業向けセミナーの実績＞ 

 参加人数 

企業誘致セミナー 333 人 

投資環境視察ツアー 14 人 

沖縄振興税制セミナー 128 人 

 

＜参考②：「ワンストップ相談窓口」における相談件数＞ 

相談内容 件数 

制度全般に関すること 153 件 

情報特区・振興地域制度 26 件 

その他（他制度に関することを含む） 308 件 

合計 487 件 
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＜参考③：個別企業訪問実績＞ 

 令和元年度：64 社 

② 適用額 １．過去５年間の適用額 

（単位：百万円） 

 H27 H28 H29 H30 R1 

所得控除 1 0 1 9 20 

投資税額控除 860 709 538 544 532 

法人住民税 118 91 69 70 － 

事業税 0 0 0 0 － 

※国税について、平成 27 年度から平成 30 年度は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する

報告書」（財務省）。 

※地方税（法人住民税・事業税の自動連動分）について、平成 27 年度から平成 30 年度は、「地方税に

おける税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※令和元年度の国税の適用状況については、沖縄県庁実施の企業アンケート調査。 

※事業税については、課税標準が所得金額であることから、投資税額控除とは連動しない。また、事業

税に地方法人特別税を含んでいる。 

※算定できないものについては「－」と記載。 

 

２．今後の適用額見込み 

令和 2 年度及び令和 3 年度は、平年度で所得控除 1 百万円、投資

税額控除 720 百万円の適用を見込む。 

（算定根拠は別紙「減収額・適用数見込みの試算」参照。） 

 

③ 減収額 １．過去５年間の減収額 

（単位：百万円） 

 

※平成 27 年度から平成 30 年度については、「租税特別措置の適用実態調査の結果に

関する報告書（財務省）」における活用実績に基づいて試算。令和元年度について

は、沖縄県実施の企業アンケート調査における活用実績に基づいて試算。 

※法人住民税について、平成 27 年度から平成 30 年度は、「地方税における税負担軽減

措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※令和元年度の法人住民税は、国税の減収額に税率７％乗じて算定。 

※令和元年度の事業税は、所得控除の適用額に税率 6.47％を乗じて算定。 

 

２．今後の減収見込み 

令和 2 年度及び令和 3 年度は、平年度で所得控除 0 百万円、投資

税額控除 720 百万円、法人住民税 50 百万、事業税 0 百万の減収を見

込む。 

（国税の算定根拠は別紙「減収額・適用見込みの試算」参照。） 

 H27 H28 H29 H30 R1 

所得控除 0 0 0 2 5 

投資税額

控除 

860 709 538 544 532 

法人住民

税 

118 91 69 70 38 

事業税 0 0 0 0 0 

合計 978 800 607 616 575 
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（法人住民税は、国税の平年度の減収額に税率 7％を乗じた額。） 

（事業税は、所得控除の平年度の適用額に税率 6.47％を乗じた額。） 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

１．政策目的の達成状況 

 本制度の政策目標のうち情報通信関連企業の立地数とその雇用者

数については、平成 20 年１月時点の 194 社、16,317 人から、平成

31 年１月時点で 470 社、29,403 人となっており、制度の拡充等の

変遷とともに着実に増加している。これに伴い、沖縄県の情報通信

業の生産額も平成 23 年度以降順調に増加しているところ（参考

①）。 

また、本県のソフトウェア業における一人当たりの年間売上高に

ついても、平成 25 年度の 844 万円から平成 30 年度の 1,124 万円と

なっており、徐々にではあるが増加している。 

これらのことから、本制度が一定のインセンティブとなって企業

立地や企業の設備投資が進み、新たな雇用創出や情報通信関連産業

の高度化による自立型経済の構築が進んでいるものと考えられる。 

しかしながら、前述のソフトウェア業における従業者数一人当たり

の年間売上高については増加しているものの、全国と比較すると平

均値を下回っていることから、生産性の向上が課題となっている

（参考②）。 

 一方、ソフトウェア業やコンテンツ制作業の立地数はコールセン

ターや情報サービス業などと比べ順調に増加すると共に雇用者数も

伸びていることから、沖縄県の情報通信産業の構造に少しずつ変化

が見られ始めている（参考③）。このため本県のソフトウェア業に

おける一人当たりの年間売上高についても、今後の動向を注視しつ

つ、情報通信関連産業の更なる高度化を促進していくためには、業

務効率化や付加価値を高めるための新たな投資を促進するととも

に、先端的なＩＴ（情報技術）の活用によるイノベーションを創出

する企業の集積により、生産性を向上させていくことが必要であ

る。 

 

＜企業アンケート＞ 

 税制に関する企業アンケート（H29.12 時点）において、「優遇税

制が、沖縄への移転・進出の意思決定に影響した」と回答した割合

が 56％、「所得控除が企業誘致策に有効である」と回答した割合が

40％、「優遇税制が、設備投資等の意思決定に影響した」と回答し

た割合が 34％、「優遇税制の活用によって計画より前倒しで投資を

した、計画より大規模な投資をした」と回答した割合が 43％と、優

遇税制が企業誘致や設備投資のインセンティブとして働いているこ

とが示されている。 

 

＜企業ヒアリング＞ 

 令和 2 年 6 月の企業ヒアリングにおいて、平成 30 年度、令和元

年度に所得控除の適用を受けた事業者から「1 名雇用することがで

きた」との回答があり、減税額が雇用促進に活用されていることが

分かる。 
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＜参考①：情報通信業の名目県内総生産＞ 

（単位：百万円） 

 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 
情報通信業の名

目県内総生産 

182,934 192,109 195,318 198,686 208,184 214,978 

※平成 28 年度県民経済計算（沖縄県企画部） 

 

＜参考②：ソフトウェア業一人当たり年間売上高（都道府県順位）＞ 

（単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※平成 25～27 年、平成 29 年～30 年は特定サービス産業実態調査（経済産業省）、 

平成 28 年は経済センサス（総務省） 

※指数について：平均値を 100 とした場合の沖縄県のソフトウェア業の従業者一人

当たりの年間売上高の割合 

 

 

＜参考③：沖縄へ立地した情報通信関連企業の推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※沖縄県調査 
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２．所期の目標の達成状況 

情報通信関連企業の立地数及びその雇用者数については目標達成

に向けて増加している。一方、ソフトウェア業の一人あたりの年間

売上高については５年前と比較して増加しているものの近年伸び悩

んでいる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※立地企業数と雇用者数については、沖縄県調査 

※ソフトウェア業一人当たりの年間売上高については、平成 25～27 年度及び平成 29、30

年度は特定サービス産業実態調査（経済産業省）。平成 28 年は経済センサス（総務

省）。 

 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

１．達成目標の実現状況 

令和 3 年度までに 

・本制度を活用した企業数 37 社 

・上述の企業進出に伴う雇用者数 15,670 人 

 

 測定指標のうち活用企業数については、令和元年度の指標 27 社

に対し、見込みが 19 社と 70%の実績に止まり、直近 3 カ年は横ばい

で推移している。 

 また、雇用者数については、令和元年度の指標 11,435 人に対

し、見込みが 6,669 人と 58%の実績に止まっているものの、直近 3

カ年は着実に増加しており、本税制の後押しによる着実な投資の促

進及び雇用者の増による生産拡大が図られ、沖縄県の情報通信関連

産業の振興に寄与している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度

立地企業数（社） 301 346 387 427 454 470

雇用者数（人） 24,869 25,912 26,627 28,045 29,379 29,403

ソフトウェア業一

人当たりの年間売

上高

844 1,263 1,213 1,379 1,319 1,124

立地企業の増加率

（%）
14.4 15 11.8 10.3 6.3 3.5

雇用者数の増加率

（%）
4.8 4.2 2.8 5.3 4.8 0.1

ソフトウェア業一

人当たりの年間売

上高の増加率（%）

－ 49.6 △4.0 13.7 △4.3 △14.7
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実績・見込み： 

  H28 H29 H30 R1 R2 R3 

活用企業数（指

標） 
16 19 23 27 32 37 

活用企業数（実

績） 
21 18 17 - - - 

活用企業数（見込

み） 
- - - 19 19 20 

雇用者数（指標） 6,776 8,047 9,741 11,435 13,552 15,670 

雇用者数（実績） 3,589 2,597 5,972 - - - 

雇用者数（見込

み） 
- - - 6,669 6,669 7,020 

※測定指標は H28 年度に過去の実績から将来の適用見込みを試算。 

※平成 28 年度から平成 30 年度の活用企業数（実績）は「租税特別措置の適用実態

調査の結果に関する報告書（財務省）」。 

※令和元年度から令和 3 年度の活用企業数（見込み）及び雇用者数（見込み）は本

年度までの過去の実績から将来の見込みを試算。活用企業数（見込み）の算定根

拠は別紙「減収額・適用見込みの試算」参照。 

※「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（財務省）」では、適用企業

の情報までは公開されないため、雇用者数については、沖縄県が実施したアンケ

ート調査をもとに推計した。 

※推計の計算過程 

（平成 28 年度） 

 ・沖縄県企業アンケート調査による平成 28 年度適用企業数とその雇用者数： 

  13 社、1,879 人（ただし、うち 2 社については雇用者数不明） 

・１社当たりの雇用者数：171 人（1,879 人/11 社） 

・企業アンケート調査で雇用者数を把握できなかった活用企業数：10 社 

・平成 28 年度において本制度の適用を受けた企業の雇用者数： 

 1,879 人＋10 社×171 人＝3,589 人 

（平成 29 年度） 

 ・沖縄県企業アンケート調査による平成 29 年度適用企業数とその雇用者数： 

  15 社、1,877 人（ただし、うち 2 社については雇用者数不明） 

 ・１社当たりの雇用者数：144 人（1,877 人/13 社） 

 ・企業アンケート調査で雇用者数を把握できなかった活用企業数：5 社 

  1,877 人＋5 社×144 人＝2,597 人 

（平成 30 年度） 

 ・沖縄県企業アンケート調査による平成 30 年度適用企業数とその雇用者数： 

  14 社、3,866 人（ただし、うち 3 社については雇用者数不明） 

 ・１社当たりの雇用者数：351 人（3,866 人/11 社） 

 ・企業アンケート調査で雇用者数を把握できなかった活用企業数：6 社 

  3,866 人＋6 社×351 人＝5,972 人 

（令和元年から令和 3 年度） 

・一社当たりの雇用者数は、平成 30 年度沖縄県アンケート調査による推計値 351

人から試算。 
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２．制度が延長できない場合の影響 

本制度は企業誘致のインセンティブとして有効であり、順調な企

業立地の実績にも示されている。このため企業誘致や設備投資等に

マイナスの影響が出ることが予想される。 

また、政府において大胆な税制や予算、規制改革等を総動員する

ことで「Society5.0」※の実現を目指す取組みが進められていると

ころ（新しい経済政策パッケージ（平成 29 年 12 月 8 日閣議決

定））に加え、地方創生の観点からも Society5.0 の実現に向けた技

術の活用について推進することが示されているところである

（R1.6.21 閣議決定「まち・ひと・しごと創生基本方針 2019」）。 

このため、県内他産業においてもＡＩやＩｏＴなどの技術（参

考）を活用した生産性の向上が求められ始めており、県としてもこ

れらの技術の各産業での活用に向け支援に取り組んでいるところで

はあるが、そのためには引き続き情報通信関連産業の更なる集積及

び高度化は重要な課題であり、効果的な施策を講じていく必要があ

る。 

しかしながら、本制度が延長できない場合、イノベーション創出

のキーとなる情報通信関連企業の立地や、企業の新規取組等に向け

た投資インセンティブにマイナスの影響が生じ、結果として他産業

の成長にも影響を及ぼし、自立型経済構築の推進力低下が懸念され

る。 

 

 

＜企業アンケート＞ 

 税制に関する企業アンケート（H29.12 時点）において、「優遇税

制が、沖縄への移転・進出の意思決定に影響した」と回答した割合

が 56％、「所得控除が企業誘致策に有効である」と回答した割合が

40％、「優遇税制が、設備投資等の意思決定に影響した」と回答し

た割合が 34％、「優遇税制の活用によって計画より前倒しで投資を

した、計画より大規模な投資をした」と回答した割合が 43％となっ

ており、本制度が延長されない場合、沖縄への移転・進出や積極的

な設備投資に重大な影響を与えることが想定される。 

 

＜企業ヒアリング＞ 

 令和 2 年 6 月の企業ヒアリングにおいて、平成 30 年度、令和元

年度に所得控除の適用を受けた事業者から「1 名雇用することがで

きた」との回答があり、減税額が雇用促進に活用されていること

が分かる。 

 

（参考） 

＜県内産業における実例＞ 

・船上入札（ＩＴ×水産） 

  船上において電子端末を活用した入札システムにより、効率的

な販売へつなげる。モズク養殖においてシステム導入を予定 

・マンゴー栽培（ＩＴ×農業） 

温度や湿度、日照時間等を計測するＩｏＴセンサーにより最適

な収穫時期を把握することによる品質の向上 

・海ブドウ養殖（ＩＴ×水産） 

水温やＰＨ、酸素量等を測定するＩｏＴセンターにより最適な
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量の二酸化炭素の自動供給による品質の向上 

・ゴミ回収の効率化（ＩＴ×環境） 

ゴミ箱内に設置したＩｏＴセンサーによりゴミの量をリアルタ

イムで確認することによるゴミ回収の効率化 

 

⑤ 税収減を是認

する理由 

本制度は、情報通信関連企業の沖縄への立地を促進し、当該企業

の事業活動を通じて、沖縄における情報通信産業の発展や雇用の創

出に寄与しており、平成 30 年度に本制度を活用した 17 企業におい

ては、約 6,000 人が雇用されている。 

沖縄県の労働生産性を踏まえると、当該雇用によって県内の総生

産を約 743.1 億円押し上げる経済効果が生じたものと試算され、本

制度による 546 百万円（平成 30 年度の減収額）の税収減を是認す

る効果があったものと考える。 

 

・税活用企業による雇用者数：5,972 人 

・沖縄県情報通信業の労働生産性：12,442,584 円 

→ 県内総生産の押上げ効果：743.1 億円 

※労働生産性は、県内情報通信業就業者一人当たりの生産額 

（情報通信業にかかる名目県内総生産/県内情報通信業就業者

数） 

（「平成 29 年度県民経済計算」（沖縄県企画部）に基づいて試

算） 

・今後 3 年間の経済効果 

 R1：6,669 人×12,442,584 円＝829.8 億円 

 R2：6,669 人×12,442,584 円＝829.8 億円 

 R3：7,020 人×12,442,584 円＝873.5 億円 

              2,533.1 億円 

11 相当性 ① 租税特別措置

等によるべき妥

当性等 

情報通信産業振興地域・特区においては、データセンター業、イ

ンターネット・サービス・プロバイダ、ソフトウェア業等、多様な

業種を(特定)情報通信産業と定義しており、また、その企業規模や

ビジネス形態等も多様である。これらの企業へ効果的にインセンテ

ィブを与え、当該地域への立地や設備投資を促す手段としては、予

算の制限や特定の企業を対象とした補助金等ではなく、各企業の経

営計画に柔軟に対応でき、対象業種の全ての企業に対し制度が保証

されている税制措置が妥当と考えられる。 

また、本制度においては、地域指定・事業認定等のスキームを通

じて、産業及び貿易の振興、自立型経済の構築等に資すると判断さ

れる場合に限定して、投資税額控除等の措置を講じていることか

ら、必要最小限の特例措置であると考えられる。 

② 他の支援措置

や義務付け等

との役割分担 

沖縄県では本制度のほか、沖縄振興特別推進交付金等の補助事業

もあるが、これらの補助事業では新事業創出支援や地理的不利性の

解消への支援を行っているのに対し、本制度では事業者による設備

投資等への支援を行っており、役割分担を図っている。 

③ 地方公共団体が

協力する相当性 

本制度は沖縄県からの要望を踏まえて要望するものであり、国税に自

動連動等する地方税の軽減はあるものの、本制度の達成目標を実現す

ることは、沖縄県が策定した沖縄振興計画の目標達成にも寄与するた

め、沖縄県が協力する相当性がある。 
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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 30 年 8 月（Ｈ30 内閣 07） 
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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政策

の名称 

沖縄の産業高度化・事業革新促進地域における課税の特例の延長 

2 対象税

目 

① 政策評価の対

象税目 

（法人税：義）（国税 39） 

（法人住民税、法人事業税：義）（自動連動）（地方税 47） 

② 上記以外の対

象税目 
（所得税：外、個人住民税、外、事業所税：外）（地方税 47） 

3 要望区分の別 【新規・拡充・延長】【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》  

（１）国税（アまたはイのいずれかを選択） 

ア 投資税額控除（法人税） 

・沖縄県知事によって産業高度化・事業革新措置実施計画

が認定され、当該事業の用に供する設備を新・増設した

青色申告法人は、新・増設に係る取得価額に次の割合を

乗じた額を法人税額から控除できる。 

（ア）機械及び装置、器具及び備品の取得価額合計額が 100

万円を超えるもの：15％ 

（イ）建物及びその附属設備の取得価額合計額が 1,000 万円

を超えるもの：8％ 

・控除額限度は法人税額の 20%、繰越税額控除 4 年、取得

価額上限は 20 億円 

・対象となる建物附属設備は、建物と同時取得したものに

限定。 

 

イ 特別償却（法人税、所得税） 

・沖縄県知事によって産業高度化・事業革新措置実施計画

が認定され、当該事業の用に供する設備を新・増設した

青色申告者は、新・増設に係る取得価額に次の割合を乗

じた額を、普通償却限度額（または所得税法の規定によ

る償却費）に加え、法人税額（または所得税額）から償

却できる。 

（ア）機械及び装置、器具及び備品の取得価額合計額が 100

万円を超えるもの：34％ 

（イ）建物及びその附属設備の取得価額合計額が 1,000 万円

を超えるもの：20％ 

・取得価額の上限額 20 億円 

・対象となる建物附属設備は、建物と同時取得したものに

限定。 

 

（２）地方税 

ア 個人住民税、法人住民税及び事業税 

・上記の法人税及び所得税負担の軽減と同様の効果を適用す

る。（自動連動） 

 

イ 事業所税（那覇市のみ） 
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・沖縄県知事によって産業高度化・事業革新措置実施計画が

認定され、当該事業の用に供する施設を那覇市に新設した

青色申告法人は、次の場合、事業所税のうち、資産割の課

税標準となるべき事業所床面積を 2 分の 1 として 5 年間計

算。 

 

《要望の内容》 

延長要望（適用期限を 1 年間延長し、令和 4 年 3 月 31 日までとす

る。） 

《関係条項》 

沖縄振興特別措置法 第 36 条、第 37 条 

租税特別措置法 第 12 条、第 42 条の 9、第 45 条、第 68 条の 13、 

第 68 条の 27 

租税特別措置法施行令 第 6 条の 3、第 27 条の 9、第 28 条の 9、 

第 39 条の 43、第 39 の 56 

租税特別措置法施行規則 第 20 条の 4、第 20 条の 16、 

第 22 条の 26、第 22 条の 37 

地方税法 第 23 条第 1 項第 3 号、第 292 条第 1 項第 3 号 

附則第 33 条 

地方税法施行令 附則第 16 条の 2 の 8 

5 担当部局 経済産業省地域経済産業グループ地域産業基盤整備課 

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 8 月 

分析対象期間：平成 27 年度～令和 3 年度 

7 創設年度及び改正経緯 平成 14 年度  

・産業高度化地域の創設 

平成 19 年度  

・5 年間延長 

平成 24 年度  

・産業高度化地域を廃止し、産業高度化・事業革新促進地域を 

創設 

・対象地域を 13 市町村から全市町村に拡大 

・投資税額控除の適用対象の機械等の下限取得価格の引下げ  

（1,000 万円超→500 万円超） 

平成 26 年度  

・機械等下限取得価格の引下げ（500 万円超→100 万円超） 

平成 29 年度 

 ・2 年間延長 

令和元年度 

 ・2 年間延長 

8 適用又は延長期間 1 年間（令和 3 年度） 

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》 

沖縄は、広大な海域や豊富な亜熱帯性生物等の地域資源を有する

とともに、世界最高水準の教育・研究機関も立地しており、付加価

値の高い製品の開発や新たな事業の創出において高い優位性・潜在

性を有している。 

このため、産業高度化・事業革新に資する企業や製造業等の集

積、当該企業等による設備投資や研究開発等を促進することで、沖
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縄の優位性・潜在性を活かした産業イノベーションを促進し、沖縄

の幅広いものづくり産業の基盤となる製造業等の振興を図り、もっ

て沖縄における自立型経済の発展を目指す。 

 

《政策目的の根拠》 

○沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号） 

（目的） 

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振

興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画

に基づく事業を推進する特別の措置を講ずることにより、沖縄の

自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もって

沖縄の自律的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の実

現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

十  産業高度化・事業革新促進事業 産業高度化（事業者の製品若

しくは役務の開発力、生産若しくは役務の提供に関する技術又は

経営の能率が向上することをいう。以下同じ。）又は事業革新

（沖縄の特産物として相当程度認識されている農林水産物若しく

は鉱工業品又は当該鉱工業品の生産に係る技術の活用により新た

な事業を創出し、又は新たな需要を相当程度開拓することをい

う。以下同じ。）に特に寄与すると認められる業種として政令で

定めるものに属する事業をいう。 

 

（産業高度化・事業革新促進計画の作成等）  

第三十五条 沖縄県知事は、産業高度化及び事業革新を促進するた

めの計画（以下「産業高度化・事業革新促進計画」という。）を

定めることができる。  

２   産業高度化・事業革新促進計画は、次に掲げる事項について

定めるものとする。  

一  計画期間  

二  産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進す

ることにより、その地域における製造業等その他の事業を行う

者の産業高度化又は事業革新が相当程度図られると見込まれる

地域であって、当該産業高度化又は事業革新を効果的に図るた

め必要とされる政令で定める要件を備えているもの（以下「産

業高度化・事業革新促進地域」という。）の区域  

三  産業高度化・事業革新促進事業を行う企業の集積を促進す

るため沖縄県が産業高度化・事業革新促進地域において実施し

ようとする施設の整備その他の措置の内容 

３～７ （略） 

 

（産業高度化・事業革新措置実施計画の認定等）  

第三十五条の三 提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた

産業高度化・事業革新促進地域の区域内において製造業等又は産

業高度化・事業革新促進事業を営む者は、産業高度化・事業革新

措置（製造業等の産業高度化若しくは事業革新に必要な施設の整

備その他の措置又は産業高度化・事業革新促進事業に必要な施設
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の整備その他の措置をいう。以下この条及び次条において同

じ。）の実施に関する計画（以下この条において「産業高度化・

事業革新措置実施計画」という。）を作成し、当該産業高度化・

事業革新措置実施計画が適当である旨の沖縄県知事の認定を申請

することができる。 

２～７ （略） 

 

（課税の特例） 

第三十六条 提出産業高度化・事業革新促進計画に定められた産業

高度化・事業革新促進地域の区域内において認定産業高度化・事

業革新措置実施計画に従って製造業等又は産業高度化・事業革新

促進事業の用に供する設備を新設し、又は増設した認定事業者

が、当該新設又は増設に伴い新たに機械及び装置、器具及び備品

並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作し、若しくは建

設した場合には、租税特別措置法で定めるところにより、課税の

特例の適用があるものとする。 

 

○沖縄振興基本方針（平成24年5月11日 内閣総理大臣決定） 

 

Ⅱ 沖縄の振興の意義及び方向 

２ 沖縄振興の方向 

（１）沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展 

アジア地域との地理的近接性、亜熱帯という自然的特性等の沖縄

の優位性を生かした産業振興を戦略的に進めていく。 

特に、成長するアジア地域の活力を取り込み、観光・リゾート産

業、情報通信関連産業に加えて国際物流拠点産業等を新しいリーデ

ィング産業として確立していくことにより、沖縄の自立を図るとと

もに、我が国の成長戦略と軌を一にして、我が国やアジア・太平洋

地域の発展にも寄与していく。 

 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する

基本的な事項 

（４）産業イノベーションの推進 

沖縄は、広大な海域と豊富な亜熱帯性生物等の地域資源を有する

とともに、世界最高水準の教育・研究機関も立地しており、付加価

値の高い製品開発や新たな事業を創出する高いポテンシャルを有し

ている。 

沖縄のポテンシャルを活用した産業イノベーションを推進し、沖

縄の幅広いものづくり産業の基盤となる製造業等の振興を図り、沖

縄の地域資源を活用した新事業の創出、企業の商品開発力・技術力

の向上等を目指す。 

 

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 

 地域産業 

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．達成目標 

・令和 3 年までに、沖縄県の製造品出荷額（石油製品を除く）を
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5,600 億円に増加させる。 

 

２．測定指標 

令和 3 年度までに以下の目標を達成する。 

・本制度を活用した企業数 82 社 

・本制度を活用した設備投資額 320 億円 
※データ元である工業統計調査の制約上、上記目標は「年度」ではなく「年」単位

とする）。 

※達成目標は、沖縄振興特別措置法に基づき沖縄県が策定した沖縄振興計画（沖縄

21 世紀ビジョン実施計画）の目標値を用いることとする。 

《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》 

本特例措置を通じて、企業の開発力・生産技術の向上や新事業創

出等に資する設備投資を誘発するとともに、減税による余力を更な

る設備投資や研究開発に活用していくことで、企業のイノベーショ

ンが次のイノベーションを呼び、より高付加価値な製品等の創出に

つながる。 

また、製造業だけでなく、デザイン業や計量証明業などのものづ

くり産業を支える、いわゆるサポーティング産業においても、活発

な設備投資を促すことで、製造業の高度化や新たな事業創出を促進

していく。 

このように製造業やサポーティング産業の設備投資を通じてイノ

ベーションを活性化させていくことは、県内のものづくり産業の製

造品出荷額増加につながり、県内総生産の増加、ひいては民間主導

の自立型経済の構築に寄与するものである。 

 

10 有効性

等 

① 適用数 １．過去５年間の適用件数実績 

                      （単位：件） 

 Ｈ27 Ｈ28 H29 H30 R1 

投資税額控除 27 20 23 26 13 

特別償却 4 3 7 2 6 

法人住民税 - - - - - 

事業税 - - - - - 

※国税について、平成 27 年度から平成 30 年度までは、「租税特別措置の適用実態調

査の結果に関する報告書」（財務省）。 

※地方税（法人住民税・事業税の自動連動分）について、平成 27 年度から平成 30

年度までは「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総

務省） 

※令和元年度国税の適用状況については、沖縄県庁実施の企業アンケート調査。 

※事業税に地方法人特別税を含んでいる。 

※算定できないものについては「－」と記載。 

 

２．今後の適用件数見込み 

 令和 2 年度及び令和 3 年度は、平年度で投資税額控除 25 件、特別

償却 4 件程度の適用を見込む。（算定根拠は別紙「減収額・適用見込

みの試算」参照） 

 

３．特別償却の適用実績が僅少な理由 

投資税額控除及び特別償却制度を適用するには、沖縄県知事による

計画認定が必要であり、計画認定を受けた法人が、個々の法人の財務

状況・経営状態等に応じ、投資税額控除及び特別償却のうち、最も効果
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的な特例措置を選択して適用している。両措置の適用状況に差が生じて

いるものの、当該選択肢である両制度が沖縄県における産業高度化・事

業革新のインセンティブとなっている。 

 

【参考】適用実績の増加に向けて実施してきた取組 

平成 29 年度から、内閣府と沖縄県が連携し、沖縄税理士会の協力

のもと、特区・地域制度のワンストップ相談窓口を開設するととも

に、内閣府と沖縄県の共催により「税制活用セミナー」を開催してお

り、令和元年度は 2 回実施した（10 月）。また、沖縄県としては、企

業向け説明会（展示会への出展を含む。）を県内 5 回、県外 8 回、海

外 6 回開催するとともに、沖縄県産業振興公社においても、９回実

施した。 

この結果、平成 31 年 4 月から令和 2 年 3 月までの間に、相談窓

口では 487 件の問合せがあり、うち産業高度化・事業革新促進地域

に関しては 119 件で、特区・地域制度全体に関する問合せに次いで

2 番目に問合せ件数が多い（個々の制度の中では 1 番多い。）状況と

なっている。 

今後も引き続き周知活動を行い、企業の設備投資等を促してい

く。 

② 適用額 １．過去５年間の適用額実績 

（単位：百万円） 

 

※国税について、平成 27 年度から平成 30 年度までは、「租税特別措置の適用実態調

査の結果に関する報告書」（財務省）。 

※地方税（法人住民税・事業税の自動連動分）は、平成 27 年度から平成 30 年度ま

では「地方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務

省）。 

※令和元年度国税の適用状況については、沖縄県庁実施の企業アンケート調査。 

※事業税に地方法人特別税を含んでいる。 

※算定できないものについては「－」と記載。 

 

２．適用額の偏りについて 

平成 28 年度から令和元年度までに認定した企業を業種別で見ると、

製造業の割合が一番多く、次いで電気業の件数が多いが、令和元年度

の設備投資額（沖縄県調べ）で見ると電気業の投資額が大きい。 

これは、島嶼県であり多くの離島を抱える沖縄の地理的・地形的要因

により電気の供給コストが高くなるため、社会基盤である電気の安定的か

つ適正な供給を確保するために大規模な設備投資を実施する必要があ

り、他業種と比較して自ずと投資額が高額になっているものである。 

このため、当該金額の偏りは特定の企業のみに有利な制度設計にな

っているために生じるものではない。 

 

 H27 H28 H29 H30 R1 

投資税額控除 392 299 440 290 114 

特別償却 46 18 44 19 94 

法人住民税 55 39 62 40 ‐ 

事業税 4 2 17 5 ‐ 
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●措置実施計画の認定状況（平成 28～令和元年度） 

  
平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

件数 件数 件数 件数 

製造業 50 37 21 34 

電気業 17 9 22 24 

卸売業 4 6 1 3 

※認定実績が 1 件のものは除く。 

●令和元年度認定企業の設備投資状況 

・製造業 1,249 百万円（34 件）→1 件あたり約 37 百万円 

・電気業 3,286 百万円（24 件）→1 件あたり約 137 百万円 

 

３．今後の適用額見込み 

令和 2 年度及び令和 3 年度は、平年度で投資税額控除 350 百万円、

特別償却 84 百万円程度の適用を見込む。（算定根拠は別紙「減収額・

適用見込みの試算」参照。） 

 

③ 減収額 １．過去５年間の減収額実績 

（単位：百万円） 

   
H27 H28 H29 H30 

R1 

（見込み） 

投資税額控除 392 299 440 290 114 

特別償却 11 4 44 19 22 

法人住民税 55 39 62 40 10 

事業税 4 2 17 5 6 

合計 462 344 563 354 152 

※平成 27 年度から平成 30 年度までについては、「租税特別措置の適用実態調査

の結果に関する報告書（財務省）」における活用実績に基づいて試算。令和元年

度については、沖縄県実施の企業アンケート調査における活用実績に基づいて試

算。 

※特別償却に係る法人税率は、H27 年度は 23.9％、H28 年度及び H29 年度は

23.4％、H30 年度及び令和元年度は 23.2％として算出。 

※法人住民税について、平成 27 年度から平成 30 年度までは、「地方税における税負担軽

減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※令和元年度の法人住民税は、国税の減収額に税率 7％を乗じて算定 

※令和元年度の事業税は、特別償却の適用額に税率 6.47％を乗じて算定 

 

２．今後の減収額見込み 

令和 2 年度及び令和 3 年度は、平年度で投資税額控除 350 百万

円、特別償却 20 百万円、法人住民税 26 百万、事業税 5 百万円の減

収を見込む。 

（国税の算定根拠は別紙「減収額・適用見込みの試算」参照） 

（法人住民税は、国税の平年度の減収額に税率 7％を乗じた額） 

（事業税は、特別償却の平年度の適用額に税率 6.47％を乗じた額） 
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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》 

１．政策目的の達成状況 

本制度を活用して、より高付加価値な製品を製造する事業者や地

域資源等を活かした事業者等による産業の高度化等が進み、沖縄県

における製造品出荷額は増加傾向にある。 

一方で、県内総生産に占める製造業の割合は平成 28 年度時点で

4.5%（全国平均 20.7%）であり、県内製造業の労働生産性も全国と

比較して依然と低い状況である。 

このため、引き続き本税制を活用して製造業とサポーティング産

業の設備投資を促すことで産業の高度化等による生産性、生産額の

向上を後押しし、民間主導の自立型経済の構築に努めていく必要が

ある。 

 

２．所期の目標の達成状況 

平成 30 年工業統計調査実績では、沖縄県における製造品出荷額

（石油製品を除く）は 4,758 億円であり、H24 年以降増加傾向にあ

るもの 

の、目標の 5,600 億円には達していない。 

 しかしながら、本税制を活用し、製造業等が設備投資を行うこと

で、当該企業等の製造量等は増加し、製造品出荷額の増加につなが

っている。 

（単位：億円） 

 H25 H26 H27 H28 H29 

製造品出荷額 

(石油製品除く) 
3,972  4,147  4,341 4,427 4,758 

※平成 30 年工業統計調査結果（沖縄県） 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

租税特別措置を活用して、平成 26 年度から平成 30 年度までに本

制度を活用した企業数は 147 社で、これらの企業による設備投資額

は 382 億円となっており、産業の高度化等に向けた設備投資が促進

された。 

 

 なお、平成 28 年度に設定した測定指標に対し、平成 28 年度から

平成 30 年度までの活用企業数の実績に乖離がある要因としては、

平成 27 年度まで本制度を活用していた企業が、平成 28 年度以降に

経済金融活性化特別地区その他の制度を活用したことなどによるも

のである。また、平成 28 年度から平成 30 年度までの設備投資額の

実績に乖離がある要因としては、平成 27 年度までは、電気業を業

種とする某企業の投資額が 100 億円以上又は 100 億円規模だったも

のが、平成 28 年度以降は 10 億円～20 億円規模に減少したことなど

によるものである。 

 

（測定指標） 

 令和 3 年度までに 

・本制度を活用した企業数 82 社 

・本制度を活用した設備投資額 320 億円 
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実績・見込：               （単位：社、百万円） 

  H26 H27 H28 H29 H30 R 元 R2 R3 

活用企業数

（指標） 

― ― 38 44 51 60 70 82 

活用企業数

（実績） 

35 31 23 30 28 ― ― ― 

活用企業数

（見込） 

― ― ― ― ― 28 29 29 

設備投資額

（指標） 

― ― 14.860 17.206 19,943 23,463 27,373 32,066 

設備投資額

（実績） 

14,573 9,493 3,253 5,982 4,950 ― ― ― 

設備投資額

（見込） 

― ― ― ― ― 7,280 7,540 7,540 

※測定指標は、H28 年度に過去の実績から将来の適用見込みを試算 

※活用企業数（実績）は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」

（財務省） 

※活用企業数（見込）は、別紙「減収額・適用見込みの試算」の国税の見込み件数

を合計し算出 

※設備投資額（実績）は、沖縄県によるアンケート調査結果により算出 

※設備投資額（見込）は、H26 年度から H30 年度までの設備投資額の合計を活用企

業数の合計で除した 2.6 億円を用いて算出 

 

２．制度が延長できない場合の影響 

 過去 2 カ年（平成 29 年度及び平成 30 年度）に産業高度化・事業

革新措置実施計画を認定した企業を対象に、令和元年 6 月に沖縄県

が実施したアンケート調査によると、今後 3 年間で新たな設備投資

を予定しているかどうかとの設問に対して、「はい（予定してい

る）」と回答した企業が半数以上（40 社中 27 社、選択率 67％）と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※過去 2 カ年（平成 29 年度及び平成 30 年度）に産業高度化・事業革新措置実施計

画を認定した企業を対象（回収率 73.2%） 
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また、今後設備投資をする場合、本制度を利用するかどうか、と

の設問に対して、「はい（利用する）」と回答した企業が「25 社中、

20 社、選択率 80％」となっている。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※27 社中 2 社は未回答 

 

これら企業では、新たな設備投資により生産量が倍増するととも

に、減税額を新たな製品開発の資金に充てて事業を拡充するなどの

事例があり、本制度は企業の積極的な設備投資を促進し、県経済を

押し上げる効果を有するものといえる。 

 本特例措置が延長されない場合、沖縄県の製造業やサポーティン

グ産業における設備投資に対するインセンティブ措置が失われ、企

業の設備投資意欲が削がれることで、企業の開発力・技術力の向上

や新たな事業創出に向けた投資が停滞し、製造業等の振興が阻害さ

れ、ひいては沖縄における自立型経済の発展に支障を来すことが懸

念される。 

 

⑤ 税収減を是認

する理由 

本特例措置は、企業が開発力・生産技術の向上や地域資源を生か

した新事業の創出に向けた工場の整備や機械装置の導入等に対する

設備投資を実施するインセンティブ措置として作用している。具体

的には、平成 28 年度及び平成 29 年度に税を活用して年平均 46 億

円の設備投資が実施されている。 

これにより、設備投資による産業の高度化もあり、沖縄県の製造

業における従業員一人当たりの製造品出荷額（石油製品を除く）

は、平成 26 年の 15.7 百万円から、平成 29 年は 17.8 百万円に増加

しており、（平成 30 年工業統計調査（沖縄県））今後も増加が見込

まれる。また、令和３年までに沖縄県の製造品出荷額（石油製品を

除く）を 5,600 億円に増加させること（沖縄 21 世紀ビジョン実施

計画）にも寄与できると考える。 

11 相当性 ① 租税特別措置

等によるべき妥

当性等 

本特例措置は、沖縄県のものづくり産業の基盤となる製造業等の

振興を図るため、産業高度化又は事業革新に資する事業を対象とし

て、投資を促進するものである。 

本特例措置を活用する、これらの企業に効果的にインセンティブ

を与えて設備投資を促す手段としては、特定企業を対象とする補助

金等よりも、各企業が一定裁量の下で設備投資等に関する経営判断

を行うことができる税制措置の方が適当である。 

 また、本地域制度においては、措置実施計画等の認定等のスキー

ムを通して、沖縄における産業高度化や事業革新、自立型経済の構

築等に資すると判断される場合に限定して投資税額控除等の措置を
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講じていることから、無差別に適用されることはなく、必要最小限

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 

沖縄県においては、一括交付金等を活用して産学連携の共同研究

や新たな製品やサービス等の開発支援事業等を行うことで、高度な

ものづくり産業の土台となる支援体制の構築に取り組んでおり、本

制度では企業の自助努力による高度な設備投資等を後押しし、役割

分担を図りつつ、相乗的にものづくり産業の育成・高度化を促し、

本県経済振興の一翼を担う移出型産業として成長できるよう支援を

行っている。 

なお、製造業を対象とした制度は他に国際物流拠点産業集積地域

及び経済金融活性化特区があるが、これら制度は一定の地域内に特

定の産業の集積を図り、それによって国際物流拠点の形成や北部経

済の振興を進め、経済の活性化を図るための制度である。 

一方、産業高度化・事業革新促進地域は、沖縄のポテンシャルを

活用した産業イノベーションを推進し、沖縄の幅広いものづくり産

業の基盤となる製造業等の振興を図り、沖縄の地域資源を活用した

新事業の創出、企業の製品開発力・技術力の向上等を目指すための

制度であり、これら制度は目的が異なるものである。 

 

③ 地方公共団体

が協力する相

当性 

本制度は沖縄県からの要望を踏まえて要望するものであり、国税

に自動連動等する地方税の軽減はあるものの、本制度の達成目標を

実現することは、沖縄県が策定した沖縄振興計画の目標達成にも寄

与するため、沖縄県が協力する相当性がある。 

 

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 30 年 8 月（Ｈ30 内閣 08） 

 



 

１ 

 

 

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 

沖縄の国際物流拠点産業集積地域における課税の特例の延長 

2 対象税

目 

① 政策評価の対

象税目 

（法人税：義）（国税 40） 

（法人住民税、事業税：義）（自動連動）（地方税 48） 

② 上記以外の対

象税目 

（所得税：外、関税：外、個人住民税：外、事業所税：外）（地方税 48） 

3 要望区分の別 【新規・拡充・延長】【単独・主管・共管】 

4 内容 《現行制度の概要》  

１．国税（（１）～（３）は選択制） 

（１）所得控除（法人税） 

ア 国際物流拠点産業集積地域の区域内において、特別事業

認定を受けた法人の特定国際物流拠点事業に係る法人所

得について、40％に相当する金額を損金の額に算入（特

別事業認定法人で、法人設立後 10 年間） 

 

（２）投資税額控除（法人税） 

ア 国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流

拠点産業の用に供する設備を新・増設した青色申告法人

は、当該設備の取得価額に次の割合を乗じた金額から法

人税額から控除 

・機械及び装置の合計額が 100 万円を超えるもの 15％ 

・建物及び建物附属設備の取得価額の合計額が 1,000 

万円を超えるもの 8％ 

イ 法人税額の 20％限度（繰越税額控除 4 年）、取得価額の 

上限 20 億円 

ウ 対象となる建物附属設備等は建物と同時取得したものに

限られる 

 

（３）特別償却（法人税、所得税） 

ア 国際物流拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠

点産業の用に供する設備を新・増設した青色申告法人は、

普通償却限度額に加えて、当該設備の取得価額に次の割

合を乗じた金額を償却 

・100 万円を超える機械及び装置 50％ 

・1,000 万円を超える建物等 25％ 

イ 取得価額の上限額 20 億円 

ウ 対象となる建物附属設備等は建物と同時取得したものに

限られる 

 

（４）貿易手続きの簡素化（関税） 

ア 国際物流拠点産業集積地域内の保税工場等の許可手数料の軽減 

イ 関税の課税物件の確定に関する特例措置保税工場等にお

いて、保税作業により製造した製品を国内に引き取る場

合、関税については製品課税又は原料課税のいずれかを

選択 
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 ２．地方税 

（１）法人住民税、個人住民税、事業税 

ア 上記の法人税及び所得税負担の軽減と同様の効果を適用

する。（自動連動） 

   

（２）事業所税 

ア 那覇市において、国際物流拠点産業の用に供する施設に

ついて、新設の日から 5 年間に限り、事業所税の資産割

の課税標準を 2 分の 1 控除する。 

 

《要望の内容》 

延長要望 

 適用期限を 1 年間延長し、令和 4 年 3 月 31 日までとする。 

《関係条項》 

・沖縄振興特別措置法 第 48 条、第 49 条 

・沖縄振興特別措置法施行令 第 21 条 

・租税特別措置法 第 12 条、第 42 条の 9、第 45 条、第 60 条、 

第 68 条の 13、第 68 条の 27、第 68 条の 63 

・租税特別措置法施行令 第 6 条の 3、第 27 条の 9、第 28 条の 9、 

第 36 条、第 39 条の 43、第 39 条の 56、 

第 39 条の 90 

・租税特別措置法施行規則 第 21 条の 17 の 2、第 22 条の 60 の 2 

・地方税法 第 6 条、附則第 33 条 

・地方税法施行令 附則第 16 条の 2 の 8 

 

5 担当部局 経済産業省地域経済産業グループ地域産業基盤整備課 

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 8 月 

分析対象期間：平成 27 年度～令和 3 年度 

7 創設年度及び改正経緯 平成 10 年度 

・自由貿易地域 拡充 

・特別自由貿易地域 創設 

平成 14 年度 

・5 年間延長 

平成 19 年度 

・5 年間延長 

平成 24 年度 

・国際物流拠点産業集積地域 創設 

・自由貿易地域・特別自由貿易地域 廃止 

平成 26 年度 

・国際物流拠点産業集積地域 拡充（対象業種の追加等） 

平成 29 年度 

・2 年間延長 

令和元年度 

・2 年間延長 

 

8 適用又は延長期間 1 年間（令和 3 年度） 
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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》 

急成長する東アジアの中心に位置する沖縄にとって、地理的優位

性を活かすことが可能な国際物流拠点産業は、新たなリーディング

産業として大きなポテンシャルを有している。 

このため、高付加価値型のものづくり企業やリペアセンター等の

高機能型物流企業、航空機整備業（ＭＲＯ）等の国際物流拠点産業

の集積を図ることで、沖縄における産業及び貿易を振興し、もって

沖縄における民間主導の自立型経済の構築を目指す。 

 

《政策目的の根拠》 

○沖縄振興特別措置法（平成14年法律第14号） 

（目的） 

第一条 この法律は、沖縄の置かれた特殊な諸事情に鑑み、沖縄振

興基本方針を策定し、及びこれに基づき策定された沖縄振興計画

に基づく事業を推進する等特別の措置を講ずることにより、沖縄

の自主性を尊重しつつその総合的かつ計画的な振興を図り、もっ

て沖縄の自立的発展に資するとともに、沖縄の豊かな住民生活の

実現に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それ

ぞれ当該各号に定めるところによる。 

十一 国際物流拠点産業 国際物流拠点（国際的な貨物流通の拠点

として機能する港湾又は空港をいう。以下同じ。）において積込

み又は取卸しがされる物資の流通に係る事業、当該事業の用に供

される施設の設置又は運営を行う事業その他の国際物流拠点を

中核とした集積が形成され、かつ、当該集積の形成が貿易の振興

に寄与すると見込まれる事業であって政令で定めるものをいう。 

 

（国際物流拠点産業集積地域の指定） 

第四十一条 沖縄県知事は、国際物流拠点産業の集積を図るための

計画（以下「国際物流拠点産業集積計画」という。）を定めること

ができる。 

２ 国際物流拠点産業集積計画は、次に掲げる事項について定める

ものとする。 

一 計画期間 

二 関税法第二条第一項第十一号に規定する開港又は同項第十二号

に規定する税関空港であって、相当量の貨物を取り扱うものに隣

接し、又は近接している地域であり、かつ、国際物流拠点産業の

用に供する土地の確保が容易である地域であって、国際物流拠点

産業の集積を図ることが沖縄における産業及び貿易の振興に資す

るため必要とされる地域（以下「国際物流拠点産業集積地域」と

いう。）の区域 

三 国際物流拠点産業の集積を図るため沖縄県が国際物流拠点産業

集積地域において実施しようとする施設の整備その他の措置の内

容 

３～８項 （略） 

 

（国際物流拠点産業集積地域における事業の認定） 
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第四十三条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流

拠点産業集積地域の区域内において次に掲げる事業を行おうとす

る者であって政令で定める要件に該当する者は、当該事業をこれ

らの区域内で行うことが適当である旨の主務大臣の認定を受ける

ことができる。 

２～５項 （略） 

 

（課税の特例） 

第四十八条 提出国際物流拠点産業集積計画に定められた国際物流

拠点産業集積地域の区域内において国際物流拠点産業の用に供す

る設備を新設し、又は増設した者が、当該新設又は増設に伴い新た

に機械及び装置並びに建物及びその附属設備を取得し、又は製作

し、若しくは建設した場合には、租税特別措置法で定めるところに

より、課税の特例の適用があるものとする。 

２ 第四十四条第一項の認定を受けた法人の特定国際物流拠点事業

に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課

税の特例の適用があるものとする。 

 

○沖縄振興基本方針（平成24年5月11日 内閣総理大臣決定） 

Ⅱ 沖縄の振興の意義及び方向 

２ 沖縄振興の方向 

（１）沖縄の優位性を生かした民間主導の自立型経済の発展 

アジア地域との地理的近接性、亜熱帯という自然的特性等の

沖縄の優位性を生かした産業振興を戦略的に進めていく。 

特に、成長するアジア地域の活力を取り込み、観光・リゾート

産業、情報通信関連産業に加えて国際物流拠点産業等を新しい

リーディング産業として確立していくことにより、沖縄の自立

を図るとともに、我が国の成長戦略と軌を一にして、我が国や

アジア・太平洋地域の発展にも寄与していく。 

 

Ⅲ 沖縄の振興に関する基本的な事項 

１ 観光、情報通信産業、農林水産業その他の産業の振興に関する

基本的な事項 

（３）国際物流拠点産業 

那覇空港においては国際貨物ハブ化が推進されており、那覇

港、中城湾港も含めた沖縄の国際物流拠点を通じ、アジア各都

市との間で原材料や部品の機動的な調達、迅速な製品等の供給

が可能となっている。 

こうした国際物流拠点を活用する電気・電子機器や医薬品・

健康食品等を製造する高付加価値型のものづくり企業や、e コマ

ース、リペアセンター等の新たな高機能型の物流企業といった

臨空・臨港型産業（国際物流拠点産業）の集積を積極的に図る

とともに、海外市場等へのビジネス展開支援、空港と港との効

率的な連携（シー＆エア）の推進、関連するインフラの整備等

を目指す。 

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 

 地域産業 
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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．達成目標 

令和 3 年度までに次の目標を達成する。 

・国際物流拠点産業の新規立地企業数（累計）を 260 社とする。 

・国際物流拠点産業の雇用者数を 5,400 人とする。 

 

２．測定指標 

令和 3 年度までに 

・本制度を活用した企業数 30 社 

・本制度を活用した企業よる雇用者数 870 人 

 

 

※達成目標については、沖縄振興特別措置法に基づいて沖縄県が定めた沖縄

振興計画（沖縄 21 世紀ビジョン基本計画：H24～R3）を推進する活動計画

である沖縄 21 世紀ビジョン実施計画の目標値を用いることとする。 

 

《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》 

国際物流拠点産業集積地域については、那覇空港や那覇港の物流

機能向上及び国際貨物便の充実に加え、本税制が後押しをすること

で、アジア市場を視野に入れた県外企業の進出が着実に進み、雇用

も増加している。具体的には、うるま・沖縄地区においては、半導

体製造や流量計製造、医療機器製造等の高付加価値の製造業、高機

能設備を有する倉庫業など、沖縄の物流ハブ機能を活かした企業の

進出が続いており、同地区へ立地した企業へのアンケート調査（令

和元年 9 月）では、「立地した理由」として回答者の 47％が国際物流

拠点産業集積地域の税制優遇措置をあげており、企業集積に大きく

寄与している。 

また、本税制による優遇措置等を企業誘致の優位性として、平成

30 年 11 月には、那覇空港内に航空関連産業クラスターの核となる航

空機整備施設の供用が開始されるとともに、那覇港総合物流センタ

ーが令和元年 5 月に開業されるなど、企業集積に資する施設が整備

されており、国際物流拠点産業の集積促進が期待されている。 

加えて、令和 2 年 3 月から那覇空港第 2 滑走路の供用が開始され

たことで、更にアジア市場への近接性が高まることから、アジア展

開を目的に沖縄への投資を検討している企業を本税制優遇により後

押しすることで、効果的に企業誘致を推進することができる。 

また、進出した企業が工場・倉庫等の整備や機械装置の導入にお

いて税制を活用することで、減税による余力を事業規模拡大や従業

員数の増加にあてることが可能となり、沖縄県内の国際物流拠点産

業の高付加価値化、ひいては民間主導の自立型経済の構築に寄与す

る。 
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10 有効性

等 

① 適用数 １．過去５年間の適用件数実績  

（単位：件）  

 項目 H27 H28 H29 H30 R1 

国
税 

所得控除 3 3 4 3 2 

投資税額控除 3 11 28 42 26 

特別償却 2 2 6 7 4 

地
方
税 

法人住民税 － － － － － 

事業税 － － － － － 

※国税について、平成 27 年度から平成 30 年度は「租税特別措置の適用実態調査の結

果に関する報告書」（財務省）。 

※令和元年度の国税については、沖縄県調査。 

※地方税の自動連動分（法人住民税、事業税）は、平成 27 年度から平成 30 年度は「地

方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※算定できないものについては「－」と記載。 

 

２．今後の適用件数見込み 

 令和 2 年度及び令和 3 年度は、平年度で所得控除 10 件、投資税額

控除 68 件、特別償却 13 件の適用を見込む。 

（算定根拠は別紙「減収額・適用見込みの試算」参照。） 

 

３．適用実績が僅少な理由 

（１）所得控除 

所得控除は、国際物流拠点産業集積地域内に所在する、保税地域

等の許可を受けた企業に限定され、特に国際物流拠点産業の対象業

種でも限定された法人について適用される制度である。 

（２）特別償却 

特別償却の適用件数は、僅少であるが、平成 30 年度の適用額のよ

うに、所得控除及び投資税額控除に比し、適用額においては多額な

適用実績があり、件数が少ないことを以て、国際物流拠点産業集積

地域制度において、重要性の低い措置ということはできない。 

 

４．適用実績増加に向けて実施してきた取組み 

平成 29 年度から、内閣府、沖縄税理士会の協力のもと、特区・地

域制度のワンストップ相談窓口を開設し、制度活用の相談等を行っ

ている。併せて、内閣府との共催により「税制活用セミナー」を開

催しており、令和元年度は 2 回実施した（10 月）。 

また、沖縄県としては企業向け説明会（展示会出展含む）を県内 5

回、県外 9 回、海外 6 回開催するとともに、企業への個別資料配布

による周知活動を実施した。 

その結果、平成 31 年 4 月から令和 2 年 3 月までの間に、相談窓口

では 487 件（うち国際物流拠点産業集積地域は 76 件）の問合わせが

あったほか、国際物流拠点産業集積地域での新たな企業立地に向け

て 117 件（分譲地 64 件、賃貸工場 53 件）の相談を受けており、制

度をインセンティブとした企業誘致が着実に進んでいるところ。 

 



 
 

７ 
 

② 適用額 １．過去５年間の適用額実績 

（単位：百万円）  

 項目 H27 H28 H29 H30 R1 

国
税 

所得控除 72 98 216 66 181 

投資税額控除 23 64 100 121 282 

特別償却 41 14 186 621 46 

地
方
税 

法人住民税 7 12 25 36 － 

事業税 10 10 34 36 － 

※国税について、平成 27 年度から平成 30 年度は「租税特別措置の適用実態調査の結

果に関する報告書」（財務省）。 

※令和元年度の国税については、沖縄県調査。 

※地方税の自動連動分（法人住民税、事業税）は、平成 27 年度から平成 30 年度は「地

方税における税負担軽減措置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※算定できないものについては「－」と記載。 

 

２．今後の適用額見込み 

令和 2 年度及び令和 3 年度は、平年度で所得控除 422 百万円、投

資税額控除 364 百万円、特別償却 563 百万円の適用を見込む。（算定

根拠は別紙「減収額・適用見込みの試算」参照。） 

③ 減収額 １．過去５年間の減収額実績 

（単位：百万円） 

 H27 H28 H29 H30 R1 

所得控除 17 23 51 15 42 

投資税額控除 23 64 100 121 282 

特別償却 10 3 44 144 10 

法人住民税 7 12 25 36 23 

事業税 10 10 34 36 15 

合計 67 112 254 352 372 

※「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（財務省）より算定。 

※令和元年度は沖縄県調査から算定。 

※法人住民税について、平成２７年度から平成３０年度は、「地方税における税負担軽減措

置等の適用状況等に関する報告書」（総務省）。 

※令和元年度の法人住民税は、国税の減収額に税率 7％乗じて算定。 

※令和元年度の事業税は、所得控除と特別償却の適用額に税率 6.47％を乗じて算定。 

 

２．今後の減収見込み 

令和 2 年度及び令和 3 年度は、平年度で所得控除 98 百万円、投資

税額控除 364 百万円、特別償却 131 百万円、法人住民税 42 百万、事

業税 65 百万円の減収を見込む。 

（国税の算定根拠は別紙「減収額・適用見込みの試算」参照。） 

（法人住民税は、国税の平年度の減収額に税率 7％を乗じた額。） 
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（事業税は、所得控除と特別償却の平年度の適用額に税率 6.47％を

乗じた額。） 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

１．政策目的の達成状況 

沖縄県において国際物流拠点産業は、観光リゾート産業、情報通

信関連産業に次ぐ第三のリーディング産業として位置付けている重

要な分野である。近年、本県はアジアに近い地理的優位性や本制度

による他に類を見ない税制優遇等により国内外から注目を集めてお

り、産業用製造装置の製造等これまで本県では見られなかった新た

な分野の企業や、海外での事業展開を積極的に進める企業、地域資

源を活用したバイオ関連企業や研究開発型企業が立地し、企業集積

は着実に進んでいる。 

立地企業における経済活動の状況として、沖縄県が施設等を管理

している旧特区地域（旧那覇地区（旧自由貿易地域）及び旧うるま

地区（旧特別自由貿易地域））における搬出額をみると、企業数の増

加や経済活動の進展により、平成 27 年度の 13,785 百万円から令和

元年度の 22,611 百万円と大きく増加している。 

また、政府の「農林水産業の輸出力強化戦略」では那覇空港の国

際物流ハブ機能を生かした農林水産物輸出拠点化に向けた計画が進

められているほか、沖縄を経由した全国特産品のアジアへの販路開

拓の動きも活発化している。 

こうした関連企業の集積や各方面からの施策・取組の展開により、

那覇空港の国際航空貨物取扱量は、令和元年現在 10.8 万トンで、成

田、関空、羽田、中部に次ぐ国内第 5 位となっている。 

引き続き、本税制を活用して企業の集積及び貿易を振興し、自立

型経済の構築に向けて取組を推進していきたい。 

 

搬出額の推移                  （単位：百万円） 

 H27 H28 H29 H30 R1 

旧自由貿易地域及び

旧特別自由貿易地域 
13,785 12,744 19,562 22,754 22,611 

 

 

２．達成目標の実現状況 

アジアに近い地理的優位性や他に類を見ない高率な税制優遇措置

等、沖縄県のビジネス環境が国内外の企業から大きな注目を集めて

いる。これらによって、近年では付加価値の高い製品を開発する製

造業等の立地が進み、国際物流拠点産業集積地域における新規企業

数・雇用者数は増加しているところである。具体的には、平成 26 年

度から平成 30 年度までの 5 年間に、特区内の国際物流拠点産業の新

規立地企業数（累計）は、76 社から 208 社へ、新規雇用者数（累計）

も 1,019 人から 3,152 人へ着実に増加している。 

今後も好調な流れを維持しつつ、国際物流拠点産業の集積による

産業及び貿易の振興を図る必要がある 
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（達成目標） 

令和 3 年度までに次の目標を達成する。 

・国際物流拠点産業の新規立地企業数（累計）を 260 社とする。 

・国際物流拠点産業の雇用者数を 5,400 人とする。 

 

（１）新規立地企業数（累計） 

         （単位：社）     

 H26 H27 H28 H29 H30 
那覇・浦添・豊見城・宜野
湾・糸満地区 33 59 61 103 125 

うるま・沖縄地区 43 55 58 75 83 

合  計 76 114 126 178 208 

※沖縄県調べ 

 

（２）新規雇用者数（累計）  

（単位：人）     

 H26 H27 H28 H29 H30 
那覇・浦添・豊見城・宜野
湾・糸満地区 420 829 1,066 1,446 1,699 

うるま・沖縄地区 599 652 1,363 1,413 1,453 

合  計 1,019 1,481 2,429 2,859 3,152 

※沖縄県調べ 

 

 

《達成目標に対する租税特別措置の直接的効果》 

本税制については、沖縄への投資を検討している企業を後押する

とともに、進出した企業の早期の経営安定化を図るものである。ま

た、既に立地している国際物流拠点産業の企業における規模拡大を

促進するものであり、これらにより、産業及び貿易の振興を図るも

のである。 

本税制の活用企業数については、平成 26 年度の 5 社から、平成 30

年度は 52 社へと大きく増加しており、本県の国際物流拠点産業への

投資が促進され、新規立地企業数も前述の「新規立地企業数（累計）」

のとおり、着実に増加しているところである。また、推計による今

後の見込についてみると、活用企業数及び活用企業における雇用者

数とも測定指標を超えて、順調に増加することが見込まれており、

本税制の後押しによる投資の促進及び雇用者の増による生産拡大が

図られ、沖縄県の国際物流拠点産業の振興に寄与している。 

 

（測定指標） 

令和 3 年度までに 

・本制度を活用した企業数 30 社 

・本制度を活用した企業よる雇用者数 870 人 

 

 

 

 

 



 
 

１０ 
 

 

実績及び将来の見込み： 

 
H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 

活用企業数

(指標） 
- - 8 16 20 24 30 30 

活用企業数

(実績） 
5 8 16 38 52 32 - - 

活用企業数

(見込み） 
- - - - - - 90 92 

雇用者数

（指標） 
- - 232 464 580 696 870 870 

雇用者数

(実績) 
65 104 208 494 676 416 - - 

雇用者数（ 

見込み) 
- - - - - - 1,170 1,196 

 

※測定指標は H28 年度に過去の実績から将来の適用見込みを試算。 

※平成 28 年度から平成 30 年度の活用企業数（実績）は「租税特別措置の適用実態調

査の結果に関する報告書（財務省）」、雇用者数（実績）は「国際物流特区（旧うる

ま地区）」内の立地企業における平均従業員数（13 人）から試算。令和元年度は沖

縄県による企業アンケート調査による件数。 

※令和 2 年度から令和 3 年度の活用企業数（見込み）及び雇用者数（見込み）は本年

度までの過去の実績から将来の見込みを試算。活用企業数（見込み）の算定根拠は

別紙「減収額・適用見込みの試算」参照。 

 

３．制度が延長できない場合の影響 

県外企業へのアンケート（令和元年度企業誘致セミナー）による

と、「沖縄の投資環境で関心のある項目」として、回答者の 46.8％が

税制と回答しており関心が高いことが伺える。沖縄進出を検討する

多くの企業においては本税制の活用を念頭に事業計画を立ててお

り、企業誘致の重要なインセンティブとなっている。 

さらに、政府や県外事業者等において、沖縄の国際物流ハブ機能

を活用した全国特産品の輸出拡大への取組が進められる中、本県に

は、物流機能の高度化やアジアと日本の商流を繋ぐ役割が一層求め

られている。このため、空港や港湾の整備によるインフラ面での機

能強化に加え、関連企業の集積や高度化といったソフト面の強化は

重要な課題であり、引き続き効果的な施策を講じていく必要がある。 

しかしながら、本制度が延長されない場合、商流や物流の拡大を

支える企業の集積に遅れが生じる。本税制が企業立地の重要なイン

センティブとなり、平成 30 年度には特区内の立地企業が 30 社増加

しているが、本税制の後押しがなくなることで、国際物流拠点産業

の関連企業の立地が減少することが推測される。また、立地企業に

おける設備投資等の縮小も見込まれる。 

これらの影響により、国際物流拠点産業の集積や域内の関連産業

の成長が遅れることで、新たなリーディング産業の確立による沖縄

の民間主導による自立型経済の構築に支障が出てくることが懸念さ

れる。また、沖縄を輸出拠点化していく様々な取組の推進力が弱ま

り、輸出拡大、貿易振興という我が国の重要な政策課題の実現に支

障が出てくると懸念される。 
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⑤ 税収減を是認

する理由 

本制度は、高付加価値型のものづくり企業や物流企業等の沖縄へ

の進出を促進し、当該企業の事業拡大を通じて、沖縄における国際

物流拠点産業の発展や雇用の創出に寄与している。具体的には、本

特例措置を活用した企業進出等に伴って、平成 30 年度は約 676 人の

雇用を生んでいるところ。 

そのため、沖縄県の労働生産性を踏まえると、当該雇用によって

県内の総生産を、単年度で約 43 億円、今後 3 年間（R1～R3）で 175

億円押し上げる経済効果が生じたものと試算され、本制度による 593

百万円の税収減を是認する効果があったものと考えられる。 

・単年度の経済効果 

税活用企業における雇用者数：676 人 

沖縄県の労働生産性    ：6,294,750 円 

→県内総生産の押上げ効果：約 43 億円 

※雇用者数は、「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（財務省）」

から抽出した平成 30 年度本制度を活用した企業数（52 社）、「国際物流特区（旧

うるま地区）」内の立地企業における平均従業員数（13 人）を乗積して試算。 

※労働生産性は、就業者一人当たりの生産額（名目県内総生産/県内就業者数） 

（「平成 29 年度県民経済計算」（沖縄県）より試算） 

 

・今後 3 年間の経済効果 

R１：  416 人×6,294,750 円＝ 26 億円 

R２： 1,170 人×6,294,750 円＝ 74 億円 

   R３： 1,196 人×6,294,750 円＝ 75 億円  

計        約 175 億円 

 

また、雇用効果や設備投資等による経済波及効果のほか、本制度

をインセンティブとして沖縄県内への企業進出も活性化しており、

本特例措置は沖縄県の国際物流拠点産業の集積の観点から減収是認

に足る効果のある施策と考えられる。 

 

11 相当性 ① 租税特別措置

等によるべき妥

当性等 

国際物流拠点産業集積地域においては、道路貨物運送業、卸売業、

製造業等、多様な業種を国際物流拠点産業と定義しており、また、

その企業規模やビジネス形態等も多様である。これらの企業へ効果

的にインセンティブを与え、当該地域への立地や設備投資を促す手

段としては、予算の制限や特定の企業を対象とした補助金等ではな

く、各企業の経営計画に柔軟に対応でき、対象業種の全ての企業に

対し制度が保証されている税制措置が適当であり、本特例措置は妥

当と考えられる。 

また、本制度においては、地域指定・事業認定等のスキームを通

じて、産業及び貿易の振興、自立型経済の構築等に資すると判断さ

れる場合に限定して、投資税額控除等の措置を講じていることから、

必要最小限の特例措置であると考えられる。 

 

② 他の支援措置

や義務付け等

との役割分担 

国際物流拠点産業集積地域は、東アジアの中心に位置する本県の

地理的特性を活かし、国際競争力のある物流拠点の形成に向け、物

流機能を活用した高付加価値型のものづくり企業等国際物流拠点産

業の集積を積極的に図るための制度である。 

一方、沖縄振興特別措置法において同じく位置付けられる「産業

高度化・事業革新促進地域」は、沖縄のポテンシャルを活用した産
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業イノベーションを推進し、沖縄の幅広いものづくり産業の基盤と

なる製造業等の振興を図り、沖縄の地域資源を活用した新事業の創

出、企業の製品開発力・技術力の向上等を目指すための制度であり、

両制度は目的が異なるものである。 

また、沖縄振興特別推進交付金（一括交付金）は、物流量の増加

施策や高コストな物流費の軽減策など、沖縄固有の特殊性に基因す

る今なお残る課題等に取り組むための制度であり、建物や設備等の

取得促進により県内での新たな事業展開を後押し、国際物流拠点産

業の集積（企業の誘致）を図る本税制とは役割が異なる。 

 

③ 地方公共団体

が協力する相

当性 

本制度は沖縄県からの要望を踏まえて要望するものであり、国税に自

動連動等する地方税の軽減はあるものの、本制度の達成目標を実現す

ることは、沖縄県が策定した沖縄振興計画の目標達成にも寄与するた

め、沖縄県が協力する相当性がある。 

 

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 30 年 8 月（Ｈ30 内閣 09） 
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