
 

 

 

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

租税特別措置等の名称 

過疎地域における事業用設備等に係る特別償却の延長（国税 24）（法人

税：義） 

2 要望の内容 過疎地域における製造業、旅館業及び情報通信技術利用事業（コールセン
ター）の事業に使用する機械や建物等（取得価額 2,000 万円超）を取得、建設
等した場合に、その事業の初年度において、通常の償却に加えて行うことがで
きる特別償却（機械及び装置 10/100、建物及びその附属設備 6/100）につい
て、適用期間を２年延長する。 

3 担当部局 農村振興局 農村政策部 中山間地域振興課 

4 評価実施時期 平成 24 年８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

昭和 45 年創設 

平成 2 年度：旅館業（ホテル営業、旅館業及び簡易宿所営業）の追加 

（直近 12 年） 

平成 12 年度：過疎地域自立促進特別措置法施行 

適用期限の 5 年延長及び対象事業にソフトウェア業を追加 

平成 17 年度：適用期限の 2 年延長 

平成 19 年度：適用期限の 2 年延長 

平成 21 年度：適用期限の 1 年延長 

平成 22 年度：過疎地域自立促進特別措置法の拡充延長 

適用期限の 1 年延長及び対象事業からソフトウェア業を除外

し、情報通信技術利用事業を追加 

平成 23 年度：適用期限の 2 年延長 

6 適用又は延長期間 平成 25 年４月～平成 27 年３月 

7 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》 

昭和 45 年以来４次にわたる議員立法により制定された過疎地域自立促進

特別措置法（以下、過疎法）に基づき、現行法では、過疎地域の自立促進を図

り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある

国土の形成に寄与することを目的としている。 

過疎地域自立促進のための対策目標の一つである、産業を振興し安定的

な雇用を増大させるため、国は必要な施策を総合的に講ずる責務を有してお

り、その施策の一つとして特別償却が定められている。 

過疎地域では引き続く人口減少と、著しい高齢化の進行、さらには若年者

の流出がみられるところであり、過疎地域内に引き続き企業を誘致し、所得水

準の向上と、雇用の増大を図ることにより、過疎地域におけるコミュニティの維

持・再生に資する。 
なお、農村コミュニティの維持・再生には、定住人口の維持が欠かせないこ

とから、「農村部における人口の社会減の抑制」を目標としており、平地農業地
域及び中山間農業地域の人口の社会減の抑制（双方共に平成 32 年度までに
減少率の５％を抑制）を測定指標としている。 

《政策目的の根拠》 

○食料・農業・農村基本計画（平成 22 年３月 30 日閣議決定） 

 ３．農村の振興に関する施策 

   （４）集落機能の維持と地域資源・環境の保全 

     ①農村コミュニティの維持・再生 

｢農村では、人口減少や高齢化の進行等により、集落機能が低下

し、農村コミュニティが失われつつある。特に、過疎化が著しい中山間

地域等では、地域資源の保全管理上の問題が深刻化している。（中



 

略）このような状況にかんがみ、（中略）農村コミュニティの維持・再生

を図るため（中略）の取組を拡大することが求められている」 

 

○過疎地域自立促進特別措置法（平成 12 年法律第 15 号）第 3 条 

「過疎地域の自立促進のための対策は、第一条の目的を達成するため、地域

における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標に従って推進されなければならな

い。 

１  産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の育成、企業の導

入及び起業の促進、観光の開発等を図ることにより、産業を振興し、あわせて

安定的な雇用を増大すること。」  

 

○同法第 30 条 

「過疎地域内において製造の事業、情報通信技術利用事業（情報通信の技術

を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業そ

の他の政令で定める事業をいう。以下同じ。）又は旅館業（下宿営業を除く。以

下同じ。）の用に供する設備を新設し、又は増設した者がある場合において、

当該新設又は増設により、当該過疎地域内における雇用の増大に寄与すると

認められるときは、当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若し

くは建設した機械及び装置（製造の事業又は情報通信技術利用事業の用に

供するものに限る。以下同じ。）並びに建物及びその附属設備については、租

税特別措置法の定めるところにより、特別償却を行うことができる。」 

 

○新成長戦略（平成 22 年６月 18 日閣議決定） 

第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果  

（４）観光立国・地域活性化戦略 

～地域資源の活用による地方都市の再生、成長の牽引役としての大

都市の再生～   

「（前略）離島･過疎地域等の条件不利地域の自立･活性化の支援を

着実に進める」 

 

○「地域主権戦略大綱」（平成 22 年 6 月 22 日閣議決定） 

「過疎地域について、これまでのハード事業に加え、地域の実情に応じた主体

的かつ創意工夫に富んだソフト事業に対する支援措置を行い、国土を保全し、

生産機能を守り、安心して暮らせる地域に再生すること」 

 

○「日本再生戦略」（平成 24 年 7 月 31 日閣議決定） 

「離島・過疎地域等の条件不利地域支援について地域主権戦略の一環として

課題の整理と解決」 

 
○「食」に関する将来ビジョン（平成 22 年 12 月 21 日決定） 

Ⅱ 政府一体で取り組む 10 の成長プロジェクトとそこから導かれる地域の将
来ビジョン 
プロジェクト４ 「交流」を軸とした農山漁村コミュニティの再生・地域活性化

「（前略）地域住民が主体となり、外部人材を含めた多様な者の参画に
よる農山漁村コミュニティの再生や、新たな集落型ビジネスの創出等の
取組による地域活性化を図る」 

 
Ⅲ 今後取り組むべき施策の方向 

プロジェクト１ 地域資源を活用した６次産業化 

 （２）６次産業化に向けた研究開発および事業化の推進  

   ｢６次産業化に取り組む農林漁業者等に対して事業化に向けた新



 

商品の開発・販路開拓、必要な施設整備等を支援」 

 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

［大目標］ 

食料の安定供給の確保、農林水産業の発展、農山漁村の振興、農業の多

面的機能の発揮、森林の保続培養と森林生産力の増進、水産資源の適切な

保存・管理等を通じ、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展を図る。 

［中目標］ 

３．農村の振興（産業、農村機能） 
［政策分野］ 

⑪ 農村の集落機能の維持と地域資源・環境の保全 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

過疎法の目的は、過疎地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇

用の増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与することで

あり、過疎地域自立促進のため、産業を振興し安定的な雇用を増大させること

が対策目標の一つとなっていることから、過疎地域への企業や旅館等の立地

を促進し、過疎地域の雇用の増大を図ることを目標とする。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

過疎地域における「工場立地件数」及び「雇用増加人員」 

《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》 

本特例措置を講ずることにより、過疎地域への企業や旅館等の立地が促進

され、所得水準の向上と雇用機会の拡大を図ることができ、コミュニティの維

持･再生に資するものと考えられる。 

8 有効性

等 

① 適用数等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ソフトウェア業は H21 まで。H22 よりコールセンター。 
※H24（見込み）については H21～23 の 3 年平均で算出。 

 H25（見込み）については H22～24（見込み）の 3 年平均で算出。 

 H26（見込み）については H23～25（見込み）の 3 年平均で算出。 

 

 過疎地域という不利な状況下にあり、企業立地のポテンシャルが低い

地域であるため、適用者数が想定外に僅少なものではない。 

また、適用者数の内訳を見ると、平成 23 年度の実績のあった適用者数

47 件のうち、適用市町村は、37 団体となっており、地域に偏りなく適用

されている。 



 

② 減収額                          （単位：億円）

 21 年度

(実績) 

22 年度

(実績) 

23 年度

(実績) 

24 年度 

(見込) 

25 年度 

(見込) 

26 年度

(見込) 

減収額 5.6 15.4 3.1 6.8    7.5    5.7
 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成 21 年度～平成 26 年度） 

「農村部における人口の社会減の抑制」の目標に対する測定指標を、「平地

農業地域及び中山間農業地域の人口の社会減の抑制」としている。 

平成 23 年度の実績は、平地農業地域において目標値△0.32％に対し△

0.31％、中山間農業地域において目標値△0.55％に対し△0.45％であり、目標

を達成。 

 

○ 平地農業地域の人口の社会減〔実績〕 

（単位：％） 

区分 21 年度 22 年度 23 年度

減少率 △0.19 △0.19 △0.31

    （農村振興局 中山間地域振興課調べ）  

 

○ 中山間農業地域の人口の社会減〔実績〕 

（単位：％） 

区分 21 年度 22 年度 23 年度

減少率 △0.38 △0.38 △0.45

    （農村振興局 中山間地域振興課調べ） 

 

 また、これまでの実績では、「工場立地件数」では、平成 21 年度 100 件、平成

22 年度 74 件、「雇用増加人員」では、平成 21 年度 1,340 人、平成 22 年度

1,588 人、平成 23 年度 1,660 人となっており、過疎地域の雇用の増大と就業機

会の拡大が図られている。 

平成 23 年度の政策目標は達成しているが、過疎地域では引き続く人口減

少と、著しい高齢化の進行、さらには若年者の流出がみられるなか、平成 32

年度の政策目標達成に向け引き続き本特例は必要である。 

引き続き本特例の周知浸透等により、民間事業者の過疎地域への進出や

設備投資が促され、基幹産業である農林水産業の振興等により、雇用と所得

が確保されることを通じ、地域における定住化、集落機能の維持等が図られ、

コミュニティの維持・再生に資するものと考えられる。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成 21

年４月～平成 27 年３月） 

前回要望時の目標（過疎化、高齢化等が進行している地域における人口減

少の悪化を抑制）の達成状況については、基準値である H18 年度末～H20 年

度末の年平均人口減少率 1.0％と比較して、直近（平成 21 年度末～23 年度

末）の年平均人口減少率は 1.10％である。 

この要因として、条件不利地域である過疎地域における顕著な高齢化、乏

しい就業機会等による若年層の流出等による地域活力の低下が考えられる。

一方、これまでの実績では、「工場立地件数」では、平成２１年度１００件、平

成２２年度７４件、「雇用増加人員」では、平成２１年度１，３４０人、平成２２年

度１，５８８人、平成２３年度（調査中）人となっており、過疎地域の雇用の増大

と就業機会の拡大が図られている。 

過疎地域に進出してきた企業の動機をみると、初期投資の負担が軽減され

る本特例制度が、インセンティブとなり、進出先を決定した事例も見受けられ、



 

過疎地域における企業立地の促進及び雇用の増加という効果が確認された。

引き続き本特例の周知浸透等により、民間事業者の過疎地域への進出や

設備投資が促され、基幹産業である農林水産業の振興等により、雇用と所得

が確保されることを通じ、地域における定住化、集落機能の維持等が図られ、

コミュニティの維持・再生に資するものと考えられ、本特例の意義は大きい。 

 なお、今回の要望に当たっては、本特例による効果を直接測定できる指標を

設定することとし、上記７の③に記載した達成目標及び測定指標に変更する。

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対

象期間：平成 21 年４月～平成 27 年３月） 

本特例措置は、過疎地域へ進出してきた企業の初期投資の負担が軽減され

るものであり、新規立地企業において、企業進出を促すインセンティブとなり、

実績としては、税額で、平成 21 年度 5.6 億円、平成 22 年度 15.4 億円、平成

23 年度 3.1 億円となっている。延長されない場合、企業が進出候補地を決定す

る際の重要な要件を失うこととなり、過疎地域への企業進出に影響があるもの

と考えられる。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成 21 年度～平成

26 年度） 

過疎地域における企業立地等が促進され、過疎地域の雇用の増大と、就

業機会の拡大が図られ、地域の活性化につながるものである。 

過疎地域という不利な状況下にあり、企業立地のポテンシャルが低い

地域であるが、本特例措置により、過疎地域における「雇用増加人員」は、

平成 21 年度 1,340 人、平成 22 年度 1,588 人、平成 23 年度 1,660 人となって

おり、税収減を是認するような効果があると言える。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本特例は、民間事業者の初期投資の負担を軽減し、民間事業者に過疎地

域への進出や設備投資を促すインセンティブを与えるための課税の繰り延べ

であり、過疎地域における民間事業者の進出や地域の産業振興を促進し、雇

用の増大等を図る上で的確かつ必要最小限の措置であると考えられる。 

また、他の手段と比較した場合、                         

（１）補助金は、地方公共団体等が定住等の促進のための生活環境施設や地

域間交流のための拠点施設等を整備する公共性の高い事業を行うための 

ものであり、民間事業者による建物の取得など、個人の資産形成に資する 

ものには馴染まないこと、                               

（２）融資は、償還期限内に返済することが必要であるなど制約があること 

から、本特例の方が誘導効果が高く、妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

  定住や二地域間居住、都市との交流を促進し、農山漁村地域の活性化を

図るため、｢農山漁村活性化プロジェクト支援交付金｣（6,778 百万円（H24 当

初、国費））により、各地域が実施する施設整備を中心とした事業に対する支

援措置が講じられている。 

他の支援措置としての補助金は、地方公共団体等が定住等の促進のため

の生活環境施設や地域間交流のための拠点施設等を整備する公共性の高い

事業を行うために支援するものである。 

一方、本特例は、個々の民間事業者の過疎地域への進出や設備投資を促

すインセンティブを与える優遇措置である。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

該当なし 

10 有識者の見解 － 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 23 年度税制改正要望時 



【計算根拠】

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

・平成２１年度減収額

1 869 658 0 300 560 897 （千円）

適用件数（件）

360

642

436

特別償却実績額（千円）

1,869,658

5,138,310

1,022,398

減収額積算根拠

（平成２1年度） ５６１百万円

（平成２２年度） １，５４１百万円

（平成２３年度） ３０７百万円

1,869,658 × 0.300 ＝ 560,897 （千円）

（特別償却実績額） （法人税率）

・平成２２年度減収額

5,138,310 × 0.300 ＝ 1,541,493 （千円）

（特別償却実績額） （法人税率）

・平成２３年度減収額

1,022,398 × 0.300 ＝ 306,719 （千円）

（特別償却実績額） （法人税率）



【計算根拠】

平成２１年度

平成２２年度

平成２３年度

平成２４年度(見込み)
※平成21年度～23年度平均

平成２５年度(見込み)
※平成22年度～24年度平均

平成２６年度(見込み)
※ 成 年度 年度 均

479

478 2 215 006

519 2,945,832

2,676,789

特別償却実績額（千円）

1,869,658

5,138,310

1,022,398

適用件数（件）

360

642

436

減収見込額積算根拠

（平成２４年度見込み） ６８３百万円

（平成２５年度見込み） ７５１百万円

（平成２６年度見込み） ５６５百万円

※平成22年度～24年度平均

・平成２４年度減収見込額

2,676,789 × 0.255 ＝ 682,581 （千円）

（特別償却実績額平均） （法人税率）

・平成２５年度減収見込額

2,945,832 × 0.255 ＝ 751,187 （千円）

（特別償却実績額平均） （法人税率）

・平成２６年度減収見込額

2,215,006 × 0.255 ＝ 564,827

（特別償却実績額平均） （法人税率） （千円）

478 2,215,006
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