
 

 
 

【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 

軽油引取税の課税免除措置の特例措置の延長（鉱物の掘採事業を営

む者のうち石炭掘採業） 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（軽油引取税：外）（地方税 20） 

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》 

石炭の掘採事業を営む者の事業場内において石炭の掘採、積込み又

は運搬のために使用する機械の動力源の用途に用いる軽油につい

て、１ＫＬにつき３２，１００円（３２．１円／Ｌ）の課税免除。 

《要望の内容》 

上記用途に供される軽油引取税を非課税とする措置を３年間延長す

る。 

《関係条項》 

地方税法附則第１２条の２の７第１項第５号 

地方税法施行令附則第１０条の２の２第７項 

5 担当部局 経済産業省 資源エネルギー庁 資源・燃料部 石炭課 

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５年

度                

7 創設年度及び改正経緯 ○ 昭和３６年度（創設） 

  課税免除対象用途は「石炭の掘採、積込み又は運搬のために使用

する機械の動力源」。 

○ 平成２１年度税制改正により軽油引取税は目的税（道路特定財

源）から普通税に改められたことにより、使途制限が廃止。課税免除措

置については３年（平成３０年度～令和２年度末）存続。 

8 適用又は延長期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日（３年間） 

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》 

国内炭を生産する炭鉱構内で使用する軽油に係る軽油引取税を免除

することにより、採掘原価を低減し、国内石炭の安定供給確保及びエ

ネルギーの安定供給確保を図る。 

《政策目的の根拠》 

 国内炭の生産量は国内の石炭消費の 0.7%ではあるものの、主に石

炭火力発電所向け（そのほかに製紙業、製糖業、一般家庭の熱源用

などがある。）に供給するため、市場原理の中で生産活動に対する国

の支援なしに石炭を生産している。 

当該発電所は、LNG 火力発電所や石油火力発電所に比べて発電単

価が安いため、資源の乏しい我が国にとって、エネルギーセキュリティ

ー上重要な位置づけとなっている。石炭火力発電所の発電量は北海

道内電力量の５２%に相当し、発電単価のみならず、発電量でも重要。 

電力会社からの燃料コスト抑制の要請により、事業者は掘削機械等の

大型化により生産効率を上げ、軽油の使用量の削減にも取り組んでい
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るが、石炭の生産に使われるブルドーザ等の重機には軽油に代替しう

る燃料がないため、軽油の使用量の削減は石炭生産量の減少に直接

影響を与えることになり、石炭の生産の維持が困難となる。 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

エネルギー・環境 

 資源・燃料 

 

 

③ 達成目標及

びその実現

による寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

 国内石炭の安定的な生産を図る。 

 

《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》 

 国内石炭の安定的な生産体制の確保 

 

10 有効性

等 

① 適用数 平成２９年度～令和２年度の適用者数は対象７社中すべてが対象（北

海道のみ）、令和３年度から令和５年度においても適用者数及び軽油

使用量は同数で推移する見込み。 

         免税軽油使用量（ＫＬ） 

平成２９年度      ８，６３７ 

平成３０年度      ８，４７１ 

令和元年度       ７，８２１ 

令和２年度       ７，２９３ 

令和３年度       ６，７０３ 

令和４年度       ６，７０３ 

令和５年度       ６，７０３ 

※ 北海道経済産業局の各社聞き取り実績（７社合計）。令和３年度か

ら５年度においても適用者数は同数で推移する見込み。 

② 適用額          免税軽油使用総額（千円） 

平成２９年度    ５６８，０６３ 

平成３０年度    ６４０，７５４ 

令和元年度     ５４４，３６５ 

令和２年度      ５０５，７０１ 

令和３年度      ４７４，８１５ 

令和４年度      ４７４，８１５ 

令和５年度      ４７４，８１５ 

※ 北海道経済産業局の各社聞き取り実績（７社合計）。令和３年度か

ら５年度においても適用者数は同数で推移する見込み。 

③ 減収額 ＜算出方法＞ 

北海道経済産業局の各社聞き取り実績（免税軽油使用数量）に免税

額（３２．１円／Ｌ）を乗じ算出（７社合計）。 

            （単位：千円） 

平成２９年度    ２７７，２３２ 

平成３０年度    ２７１，９３４ 

令和元年度     ２５１，０５３ 

令和２年度      ２３４，０６８ 

令和３年度      ２１５，１５３ 
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令和４年度      ２１５，１５３ 

令和５年度      ２１５，１５３ 

※ 北海道経済産業局の各社聞き取り実績（７社合計）。令和３年度か

ら５年度においても適用者数は同数で推移する見込み。 

 

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２９年４月～令和６年３月） 

         （国内石炭生産量：千トン） 

平成２９年度     １，３０１ 

平成３０年度       ９２５ 

令和元年度        ７５１ 

令和２年度        ７８４ 

令和３年度        ６８２ 

令和４年度        ６８２ 

令和５年度        ６８２ 

 

※ 北海道経済産業局の各社聞き取り実績（７社合計）。令和３年度か

ら５年度においても適用者数は同数で推移する見込み。 

 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

         （会社純利益：百万円） 

平成２９年度     １，１４７ 

平成３０年度       ４７３ 

令和元年度        ２７１ 

令和２年度      １，０２３ 

令和３年度      １，０１６ 

令和４年度      １，０１６ 

令和５年度      １，０１６ 

 

※ 北海道経済産業局の各社聞き取り実績（７社合計）。令和３年度か

ら５年度においても適用者数は同数で推移する見込み。 

 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

（分析対象期間：平成２９年４月～令和６年３月） 

 本税制は、石炭掘採事業者が炭鉱構内で使用する重機の動力源と

しての軽油にかかる措置であり、当該措置によりその採掘原価を直

接、低減する実効的効果がある。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

 国内炭は、市場原理の中、生産活動に対する国の支援なしに、生産

しているところ。今後とも競争力のある価格での生産体制を維持するた

めに本制度が必要。 

石炭生産においては、削岩、掘採、運搬等に多量の燃料を消費するた

め、その燃料コストを低減させ、採掘原価の低減に直接寄与する軽油

引取税の課税免除措置は、国内石炭の安定的な生産を図る上で適切

な措置と考えられる。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

他の支援措置との関係はない。 
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③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

 当該業種は、中小企業割合が高く、現在石炭を掘採している北海道

において、電力の安定供給及び雇用の確保に寄与している。 

 また、事業者の経営が安定することにより、掘採後の現状復旧が促

進され、環境被害の防止に資する。 

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２９年８月 
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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 

軽油引取税の課税免除の特例措置の延長（鉱物の掘採事業を営む者

のうち石灰石・鉱物掘採業） 

 

2 対象税目 

 

① 政策評価の

対象税目 

（軽油引取税：外）（地方税２１） 

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》 

削岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を営む者の事業

場内において専ら鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機

械（道路運送車両法第四条の規定による登録を受けているものを除

く。）の動力源の用途に供する軽油について、１KL につき 32,100 円

（32.1 円／L）の課税を免除。 

《要望の内容》 

適用期限を３年間延長し、令和６年３月３１日までとする。 

《関係条項》 

地方税法附則第１２条の２の７第１項第５号 

地方交付税法施行令附則第１０条の２の２第７項 

5 担当部局 経済産業省資源エネルギー庁 資源・燃料部 鉱物資源課 

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５年度 

7 創設年度及び改正経緯 昭和３１年度（創設） 

・対象用途は「さく岩機及び動力付試すい機の動力源」 

昭和３４年度（拡充） 

・対象用途に「鉱物の掘採事業を営む者の事業場内においてもつぱら

鉱物の掘採及び運搬のために使用されるパワーショベル、ブルドーザ

ー及びダンプカー(道路運送車両法第四条の規定による登録を受け

ているものを除く。)の動力源」を追加 

昭和３６年度（拡充） 

・「鉱物」に「岩石」を含める 

・対象用途に「その他これらに類する機械」を追加 

昭和３７年度（拡充） 

・「鉱物」に「砂利」を含める 

・対象用途の「鉱物の掘採及び運搬のために使用されるパワーショベ

ル、ブルドーザーその他これらに類する機械及びダンプカー」を「鉱物

の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械」に拡充 

昭和４６年度（拡充） 

・対象用途を「さく岩機及び動力付試すい機並びに鉱物の掘採事業を

営む者の事業場（砂利を洗浄する場所を含む。）内においてもっぱら

鉱物の掘採、積込み又は運搬のために使用する機械（道路運送車両

法第四条の規定による登録を受けているものを除く。)の動力源」に拡

充 
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（平成２１年度より軽油引取税は道路特定財源から一般財源に改正） 

平成２１年度３年間延長 

平成２４年度３年間延長 

平成２７年度３年間延長 

平成３０年度３年間延長 

8 適用又は延長期間 令和３年４月１日～令和６年３月３１日（３年間） 

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》 

・国民生活に不可欠な石灰石等鉱物資源の安定的かつ効率的な供給

を中長期的に確保する。 

《政策目的の根拠》 

経済産業省設置法第３条（経済産業省の任務） 

 

② 政策体系に

おける政策

目的の位置

付け 

政策軸名：鉱物資源の安定供給確保 

 

 

 

 

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》 

・国民生活に欠かせない基礎物資である石灰石等鉱物資源の低廉か

つ中長期的な安定供給。 

 

 

《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》 

・石灰石等鉱物の掘採事業者の経営基盤が安定するとともに生産コス

トの低減が図られ、鉱物資源の安定供給がなされること。 

 

 

10 有効性

等 

① 適用数 適用件数(鉱山数) 

平成２１年度 ４１６ 

平成２２年度 ４１４ 

平成２３年度 ４０６ 

平成２４年度 ３８９ 

平成２５年度 ３８１ 

平成２６年度 ３７７ 

平成２７年度 ３７４ 

平成２８年度 ３７３ 

平成２９年度 ３６１ 

平成３０年度 ３６０ 

令和元年度  ３５０ 

令和２年度   ３５０ 

令和３年度   ３５０ 

令和４年度   ３５０ 

令和５年度   ３５０ 

 

（算出方法・データの出所） 

・石灰石等鉱物を掘採している鉱山では、掘採する鉱物の種類に関わ

らず、発破孔の穿孔、原石鉱物の積込み、運搬等の作業には、軽油

を動力源の燃料とする車両を使用していることから、全ての事業者は
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当該免税措置を受けているものと推定し、適用件数は稼行している

鉱山数とした。 

・平成２１年度～令和元年度の鉱山数は、経済産業局調べ。 

・令和２～５年度の鉱山数の見込みは、令和元年度と同数と推計。 

② 適用額 免税軽油使用量(KL)  適用額(百万円) 

平成２１年度 ８７，５４８ ２，８１０ 

平成２２年度 ８９，２８８ ２，８６６ 

平成２３年度 ９０，０８１ ２，８９２ 

平成２４年度 ９２，９３９ ２，９８３ 

平成２５年度 ９７，９３２ ３，１４４ 

平成２６年度 ９６，９４５ ３，１１２ 

平成２７年度 ９３，６４７ ３，００６ 

平成２８年度 ９１，７３４ ２，９４５ 

平成２９年度 ９２，８０９ ２，９７９ 

平成３０年度 ９３，９７２ ３，０１６ 

令和元年度  ９０，６４７ ２，９１０ 

令和２年度  ９０，６４７ ２，９１０ 

令和３年度  ９０，６４７ ２，９１０ 

令和４年度  ９０，６４７ ２，９１０ 

令和５年度  ９０，６４７ ２，９１０ 

 

（算出方法・データの出所） 

（１）平成２２年度免税軽油使用量の算出（推計） 

・全国石灰石等鉱物鉱山に対する実態調査から、鉱物生産量当たりの

免税軽油使用量を算出。(生産量百万ﾄﾝ当たり 590.73KL） 

・この「生産量当たりの免税軽油使用量」に平成２２年度の石灰石等鉱

物生産量(151,147,987 ﾄﾝ)を乗じることで「免税軽油使用量

（89,288KL）」を算出。 

（２）平成２３年度～令和元年度免税軽油使用量の算出（推計） 

・鉱物生産量当たりの免税軽油使用量(生産量百万ﾄﾝ当たり

590.73KL）に①平成２３年度の石灰石等鉱物生産量(152,491,385 ﾄﾝ)

を、②平成２４年度の石灰石等鉱物生産量(157,329,332 ﾄﾝ)を、③平

成２５年度の石灰石等鉱物生産量(165,780,776 ﾄﾝ)を、④平成２６年

度の石灰石等鉱物生産量(164,110,391 ﾄﾝ)を、⑤平成２７年度の石灰

石等鉱物生産量(158,527,810 ﾄﾝ)を、⑥平成２８年度の石灰石等鉱物

生産量(155,288,501 ﾄﾝ)を、⑦平成２９年度の石灰石等鉱物生産量

(157,108,179 ﾄﾝ)を、⑧平成３０年度の石灰石等鉱物生産量

(159,077,072 ﾄﾝ)を、⑨令和元年度の石灰石等鉱物生産量

(153,448,896 ﾄﾝ)を乗じることで、①'平成２３年度免税軽油使用量

（90,081KL）を、②'平成２４年度免税軽油使用量（92,939KL）を、③'平

成２５年度免税軽油使用量（97,932KL）を、④'平成２６年度免税軽油

使用量（96,945KL）を、⑤'平成２７年度免税軽油使用量（93,647KL）

を、⑥'平成２８年度免税軽油使用量（91,734KL）を、⑦'平成２９年度

免税軽油使用量（92,809KL）を、⑧'平成３０年度免税軽油使用量

（93,972KL）を、⑨'令和元年度免税軽油使用量（90,647KL）を算出。 

（３）令和２年度～令和５年度の免税軽油使用量の算出（推計） 

（４）減収見込額（推計） 

・上記（１）～（３）で推計算出した免税軽油使用量に、軽油引取税額

(32,100 円/KL)を乗じ各年度の減収見込額を算出。 

３ 



 

③ 減収額 免税軽油使用量(KL)  減収額(百万円) 

平成２１年度 ８７，５４８ ２，８１０ 

平成２２年度 ８９，２８８ ２，８６６ 

平成２３年度 ９０，０８１ ２，８９２ 

平成２４年度 ９２，９３９ ２，９８３ 

平成２５年度 ９７，９３２ ３，１４４ 

平成２６年度 ９６，９４５ ３，１１２ 

平成２７年度 ９３，６４７ ３，００６ 

平成２８年度 ９１，７３４ ２，９４５ 

平成２９年度 ９２，８０９ ２，９７９ 

平成３０年度 ９３，９７２ ３，０１６ 

令和元年度  ９０，６４７ ２，９１０ 

令和２年度  ９０，６４７ ２，９１０ 

令和３年度  ９０，６４７ ２，９１０ 

令和４年度  ９０，６４７ ２，９１０ 

令和５年度  ９０，６４７ ２，９１０ 

 

（算出方法・データの出所） 

（１）平成２２年度免税軽油使用量の算出（推計） 

・全国石灰石等鉱物鉱山に対する実態調査から、鉱物生産量当たりの

免税軽油使用量を算出。(生産量百万ﾄﾝ当たり 590.73KL） 

・この「生産量当たりの免税軽油使用量」に平成２２年度の石灰石等鉱

物生産量(151,147,987 ﾄﾝ)を乗じることで「免税軽油使用量

（89,288KL）」を算出。 

（２）平成２３年度～令和元年度免税軽油使用量の算出（推計） 

・鉱物生産量当たりの免税軽油使用量(生産量百万ﾄﾝ当たり

590.73KL）に①平成２３年度の石灰石等鉱物生産量(152,491,385 ﾄﾝ)

を、②平成２４年度の石灰石等鉱物生産量(157,329,332 ﾄﾝ)を、③平

成２５年度の石灰石等鉱物生産量(165,780,776 ﾄﾝ)を、④平成２６年

度の石灰石等鉱物生産量(164,110,391 ﾄﾝ)を、⑤平成２７年度の石灰

石等鉱物生産量(158,527,810 ﾄﾝ)を、⑥平成２８年度の石灰石等鉱物

生産量(155,288,501 ﾄﾝ)を、⑦平成２９年度の石灰石等鉱物生産量

(157,108,179 ﾄﾝ)を、⑧平成３０年度の石灰石等鉱物生産量

(159,077,072 ﾄﾝ)を、⑨令和元年度の石灰石等鉱物生産量

(153,448,896 ﾄﾝ)を乗じることで、①'平成２３年度免税軽油使用量

（90,081KL）を、②'平成２４年度免税軽油使用量（92,939KL）を、③'平

成２５年度免税軽油使用量（97,932KL）を、④'平成２６年度免税軽油

使用量（96,945KL）を、⑤'平成２７年度免税軽油使用量（93,647KL）

を、⑥'平成２８年度免税軽油使用量（91,734KL）を、⑦'平成２９年度

免税軽油使用量（92,809KL）を、⑧'平成３０年度免税軽油使用量

（93,972KL）を、⑨'令和元年度免税軽油使用量（90,647KL）を算出。 

（３）令和２年度～令和５年度の免税軽油使用量の算出（推計） 

・鉱山数の見込みを令和元年度と同数と見込んでいることから、免税

軽油使用量も令和元年度と同量（90,647KL）と推計。 

（４）減収見込額（推計） 

・上記（１）～（３）で推計算出した免税軽油使用量に、軽油引取税額

(32,100 円/KL)を乗じ各年度の減収見込額を算出。 

４ 



 

④ 効果 《政策目的の達成状況及び達成目標の実現状況》 

・鉱物の中で生産量が多い「石灰石」及び「けい石」を例にすると、平成

２９年度から平成３０年度までの自給率は、「石灰石」、「けい石」いず

れもほぼ 100%で推移し安定供給に大きく貢献しており、将来において

も同程度の効果があるものと想定される。 

 

《達成目標に対する租税特別措置等の直接的効果》 

・石灰石、けい石等の生産会社への実態調査等の結果では、足下で

は中小事業者の 2 割程度が赤字の状態であるが、軽油引取り税の減

免措置の廃止により生産コストが上昇し価格転嫁が困難な結果、赤字

中小企業の割合は約５割に上昇する見込みであり、延長されない場合

には自給率が低下する可能性がある。 

⑤ 税収減を是

認する理由

等 

・価格転嫁の困難性 

 石灰石生産会社及びセメント会社へのヒアリング結果によれば、石

灰石の主要用途であるセメントの生産コストに占める、石灰石、粘

土、けい石の原料コストは 24％であり、焙焼の際の石炭に係る燃料

コストは 30％。 

 一般的に、石灰石生産会社とセメント会社では会社の規模が異なる

ため（石灰石生産会社の 95％は中小企業、セメント会社の 82％は大

企業）、原材料価格の上昇等の影響をセメント会社に価格転嫁するこ

とは困難。 

・経営・雇用への影響 

石灰石、けい石等の生産会社への実態調査等の結果では、足下で

は中小事業者の 2 割程度が赤字の状態であるが、軽油引取り税の

減免措置の廃止により生産コストが上昇し価格転嫁が困難な結果、

赤字中小企業の割合は約５割に上昇する見込みであり、増税による

経営状況の悪化により廃業・倒産が多数発生することが懸念され、事

業者にとってその影響度は極めて大きいことが予見される。 

石灰石、けい石等の生産会社は地域における重要な雇用の受け皿と

なっており、これらの会社が廃業・倒産に至れば地域経済にも大きな

影響を与える。 

・石灰石鉱山閉山に伴う影響 

 軽油引取り税の減免措置が令和３年３月に廃止され、中小事業者

の事業継続が困難になった場合、十分な閉山費用が積み立てられな

いまま閉山を迎えることとなる。その結果、緑地化や補強工事が行わ

れないまま跡地が放置され、陥没等が生じかねない。 

11 相当性 ① 租税特別措

置等による

べき妥当性

等 

・本措置の廃止に伴う増税分を国内鉱物資源の安定供給や雇用維持

のために代替策として補助金等による支援も考えられるが、厳しい財

政状況下においてその可能性は皆無に等しい。 

・このため、予算執行を伴わない既存の課税免除措置による支援が適

切。 

② 他の支援措

置や義務付

け等との役

割分担 

・他の支援措置との関係はない。 

 

 

 

③ 地方公共団

体が協力す

る相当性 

・当該業種は鉱物を掘採する事業であるため、その事業場所である鉱

山はそのほとんどが地方圏にあり貴重な地場産業となっていること、

また、我が国の石灰石等鉱物鉱山は３５０鉱山（令和元年４月１日現

５ 



 

在）存在しているが、そのうち中小企業鉱山は９割以上の３２２鉱山で

あり中小企業割合が極めて高い業種である。 

・更に、関連する事業者も少なくなく、鉱物掘採用の火薬類販売業者、

掘採された鉱物をセメント工場や石灰工場等の需要先へ運搬する運

送業者、鉱山で使用する車両系機械の燃料（軽油）を販売する燃料

業者等、地域において貴重な雇用先が存在している。 

・したがって、仮に本措置が廃止され、経営悪化よって鉱山が閉山とな

った場合、鉱山のみならず連鎖的にこれらの関連する事業者の経営

悪化や雇用の維持にも影響を及ぼし、地域経済活性化や国土強靭

化の施策にも逆行することになる。 

・また、鉱山を廃止する場合には、事故防止対策や跡地緑化を行わな

ければならないが、資金力が無い場合そのまま放置され陥没等災害

が生じかねない。 

・なお、一部の地方公共団体からは、本措置の恒久化若しくは期間延

長について申し入れがなされている。 

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２９年８月 

 

 

６ 
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