
 

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 

特定地域における工業用機械等の特別償却（半島振興対策実施地域） 

2 要望の内容 半島振興対策実施地域における、製造業及び旅館業の用に供する設備に

係る特別償却制度を拡充の上、２年間延長すること。 

延長：・機械・装置 10/100(旅館業を除く)､建物・附属設備 6/100 

拡充：・対象業種に農林水産物等販売業及び情報サービス業等を追加す

る。 

(情報サービス業等：有線放送業、情報サービス業、インター

ネット附随サービス業、コールセンター) 

・旅館業に係る過疎地域に類する地区の要件を廃止 

(現行で過疎地域に類する地区の要件があるのは旅館業のみ) 

3 担当部局 農林水産省 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 22 年６月～８月 

5 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 
（製造業）昭和61年度：創設 

      昭和63年度,平成２,４年度：適用期間の２年延長 

      平成６年度：適用期間の１年延長 

      平成７,９,11,13,15,17,19,21年度：適用期間の２年延長 

（旅館業）平成17年度：創設 

      平成 19,21 年度：適用期間の２年延長 

6 適用又は延長期間 ２年間 

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》 

半島振興法に基づき、半島振興対策実施地域において、交通・生活基

盤の整備と併せて、地域における産業を振興することにより、地域の活

性化を図るとともに、交流人口の増加等を通じて、半島振興対策実施地

域におけるコミュニティの維持・再生を図る。 

 

《政策目的の根拠》 

○半島振興法第 13 条の２（農林水産業の振興） 

第 15 条の２（地域間交流の促進） 

第 16 条（税制措置） 

○国土形成計画（観光振興、都市や他の半島地域との交流の促進） 

○食料・農業・農村基本計画（平成 22 年３月 30 日閣議決定） 

 「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、地域資源の問題が深刻化している。（中略）このような状況

にかんがみ、農村の集落機能の維持（中略）の取組を推進する。」 

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》 

農村の振興（産業、農村機能） 

《施策分野》 

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。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

 年平均人口減少率を 1.0％以内に抑制（平成 32 年度） 

 （基準値：H18 年度末～H20 年度末の年平均人口減少率 1.0％） 

《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》 

製造業、旅館業等の特別償却制度を措置することにより、半島地域

内における企業や旅館等の立地を促進し、地域間交流の増大及び産業

振興を通じ、半島地域の活性化に寄与するとともに、地域における定住

化、集落機能の維持・増進等が図られ、コミュニティの維持・再生に寄

与する。 

8 有効性

等 

① 適用数等 
平成19年度：適用57件 

平成20年度：適用69件 

平成21年度：適用53件 

平成22年度：適用64件 

平成23年度：適用72件 

平成24年度：適用69件 

（関係道府県からの聞き取り調査。平成22年度～平成24年度の数字につ

いては見込みである。） 

② 減収額 
平成19年度：  652百万円 

平成20年度：  760百万円 

平成21年度： 1,065百万円 

平成22年度：  760百万円 

平成23年度：  805百万円 

平成24年度：  825百万円 

（関係道府県からの聞き取り調査。平成22年度～平成24年度の数字につ

いては見込みである。） 

【算定根拠】 

 建物・附属設備及び機械・装置の設備投資額×特別償却率×所得税率・

法人税率 

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：H17 年度～H24 年度） 

本税制措置については、特別償却を適用した企業が地元の特産物等を
原料に加工工場等を新設し、直接雇用創出につながった事例もあり、現
行制度により半島地域の産業活力の維持・向上、他の地域との人やモノ
の交流の活発化が図られている。 

ただし、地域経済状況は、半島地域の住民１人当たり課税対象所得の

直近値（平成 20 年）は 109 万円（全国平均の 72.2％）、半島地域の市町

村の財政力指数の直近値（平成 20 年度）は 0.40（全国平均の 76.9％）

となっており、依然大きな格差があることから、その是正に努めていく

必要がある。 

また、引き続き、本特例の周知浸透と更なる活用の進展により、企業

の進出や設備投資が促され、交流人口の増加等を通じ、地域における定

住化、集落機能の維持・増進等が図られ、コミュニティの維持・再生に

寄与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：H17

年度～H24 年度） 

半島地域の交流人口は、制度創設時の数値（昭和 60 年 113,690 千人）

から長期間着実に増加してきたが、景気低迷等の影響もあり、直近値（平

成 20 年）は 133,986 千人、平成 17 年度対比 98.9％となっている。 

工場等の新規立地件数は、平成 17 年（86 件）から平成 20 年（93 件）

まで 80～90 件台で順調に推移してきたが、景気の低迷の影響により最新

の数値（平成 21 年度）は 47 件と減少に転じた。ただし、全国の新規立

地件数も対前年度比でほぼ半減している中、本税制措置の適用件数は安

定しており、利用率でみると新規立地件数中の特別償却適用件数は

21.4％（平成 19 年度）から 44.7％（平成 21 年度）に向上しており、特

別償却を適用した企業が地元の特産物等を原料に加工工場等を新設し、

直接雇用創出につながった事例もある。現行措置は企業誘致効果の極め

て高い制度であり、これにより半島地域の産業活力の維持・向上、他の

地域との人やモノの交流の活発化が図られている。 

 

前回の目標（中山間地域の一戸当たり農家総所得の維持（各年度 485

万円を維持））の達成状況については、団塊世代の退職による兼業農家

の農外所得の減少等の影響により、平成 21 年度は 401 万円（推計値）と

なっている。 

本特例は、食料・農業・農村基本計画における「農村コミュニティの

維持・再生」を図る政策手段として位置付けられ、また、同様の制度を

主管する関係省における政策目的、達成目標の状況から、上記７の③に

記載した達成目標に変更することとした。 

《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：H17 年度～H24 年度） 

当該特例が措置されない場合、その地理的条件不利性により、半島地

域内での新規立地が他地域に比べ抑制されることとなり、半島地域全体

の産業振興が停退し、その自立的発展に支障を生じる恐れがある。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：H17 年度～H24

年度） 

当該特例が措置されることにより、企業の新規立地が増加し、当該企

業からの税収に加え、地元の雇用の増大、地場産品の加工等による高付

加価値化や、旅館業の新規立地に伴う地域における観光収入の増大等の、

地域経済への効果が見込まれる。 

また、引き続き、本特例の周知浸透と更なる活用の進展により、企業

の進出や設備投資が促され、交流人口の増加等を通じ、地域における定

住化、集落機能の維持・増進等が図られ、コミュニティの維持・再生に

寄与するものと考えられる。 



 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

実需者のニーズに対応した機械等の新設・増設、旅行者の動向に合わ

せた宿泊設備の新築等は、社会経済情勢の変化に伴い随時行われるため、

数多くの事業者による随時の投資に対応する措置として、的確かつ効果

的な手段である。 

また、特例措置の対象を全業種としているのではなく、半島振興に特

に重要な業種を対象としており、必要最小限の特例措置である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

他の支援措置としての補助金は、地方公共団体等が、例えば、農道等

の農業生産基盤や農業集落排水施設等の生活環境基盤を整備するなどの

公共性の高い事業を行うために支援するものである。 

それに対して、本特例は、個々の民間事業者（法人・個人）を対象に、

半島振興対策実施地域への企業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 

－ 

10 有識者の見解 対象となる地域においては、地理的要因等により自助努力のみでは産

業の自立的振興には限界があるため、外在的にこれらの租税特別措置に

より新たな資本投下の呼び水とすることには意義があると考える。 

また、抜本的に地域の産業基盤を強化するための施策と組み合わせて

実施することにより、より効果的になろうと考える。 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 － 

 

 



 

別紙１ 

適用見込件数計算根拠 

 

○ 製造業 

（平成23年度）                         ６３ 件 

（平成24年度）             ６０ 件 

（積算根拠） 

 

○ 延長分に係る適用見込み件数 

 

 平成１７～２１年度における半島振興対策実施地域における適用実績は下記

とおり。 

平成２２年度の適用見込みについては、平成１７～２１年度の５ヶ年平均で算

出。平成２３年度の適用見込みについては、平成１８～２２年度の５ヶ年平均で、

平成２４年度の適用見込みについては、平成１９～２３年度の５ヶ年平均で算出

している。 

 

 

 平成２２年度適用見込み 

３１７件（平成１７～２１年度の実績）÷５ヶ年  ≒  ６３件 

 

 平成２３年度適用見込み 

３１４件（平成１８～２２年度の実績等）÷５ヶ年 ≒  ６３件 

 

 平成２４年度適用見込み 

３０２件（平成１９～２３年度の実績等）÷５ヶ年 ≒  ６０件 

 

 

適用実績 

                               （単位：件） 

 １７年度 １８ １９ ２０ ２１ 

適用実績 ６６ ７５ ５６ ６８ ５２ 

新規企業立地数 ８６ ８２ ９８ ８７ ４７ 

 
 



 

別紙２ 

適用見込件数計算根拠 

 

○ 旅館業 

（平成23年度）                          １ 件 

（平成24年度）              １ 件 

（積算根拠） 

 

○ 延長分に係る適用見込み件数 

 

 平成１７～２１年度における半島振興対策実施地域における適用実績は下記

とおり。 

 平成２２年度の適用見込みについては、平成１７～２１年度の５ヶ年平均で算

出。平成２３年度の適用見込みについては、平成１８～２２年度の５ヶ年平均で、

平成２４年度の適用見込みについては、平成１９～２３年度の５ヶ年平均で算出

している。 

 

 

 平成２２年度適用見込み 

５件（平成１７～２１年度の実績）÷５ヶ年  ＝ １件 

 

 平成２３年度適用見込み 

５件（平成１８～２２年度の実績等）÷５ヶ年 ＝ １件 

 

 平成２４年度適用見込み 

５件（平成１９～２３年度の実績等）÷５ヶ年 ＝ １件 

 

 

適用実績 

                               （単位：件） 

 
 １７年度 １８ １９ ２０ ２１ 

適用実績 １ １ １ １ １ 

新規企業立地数 ８６ ８２ ９８ ８７ ４７ 

 



 

別紙３ 

適用見込件数計算根拠 

 

○ 旅館業 

（平成23年度）                          ３ 件 

（平成24年度）              ３ 件 

（積算根拠） 

 

○ 拡充分に係る適用見込み件数 

 

 平成１７～２１年度における半島振興対策実施地域における適用実績は下記

とおり。 

 平成２２年度の適用見込みについては、平成１７～２１年度の５ヶ年平均で算

出。平成２３年度の適用見込みについては、平成１８～２２年度の５ヶ年平均で、

平成２４年度の適用見込みについては、平成１９～２３年度の５ヶ年平均で算出

している。 

 

 

 平成２２年度適用見込み 

１３件（平成１７～２１年度の実績）÷５ヶ年  ≒ ３件 

 

 平成２３年度適用見込み 

１３件（平成１８～２２年度の実績等）÷５ヶ年 ≒ ３件 

 

 平成２４年度適用見込み 

１４件（平成１９～２３年度の実績等）÷５ヶ年 ≒ ３件 

 

 

適用実績 

                               （単位：件） 

 
 １７年度 １８ １９ ２０ ２１ 

適用実績 ３ ２ ２ ３ ３ 

新規企業立地数 ８６ ８２ ９８ ８７ ４７ 

 

 

 



 

別紙４ 

適用見込件数計算根拠 

 

○ 農林水産物等販売業 

（平成23年度）                          ３ 件 

（平成24年度）              ３ 件 

（積算根拠） 

 

 

 平成１７～２１年度における半島振興対策実施地域における適用実績は下記

とおり。 

 平成２２年度の適用見込みについては、平成１７～２１年度の５ヶ年平均で算

出。平成２３年度の適用見込みについては、平成１８～２２年度の５ヶ年平均で、

平成２４年度の適用見込みについては、平成１９～２３年度の５ヶ年平均で算出

している。 

 

 

 平成２２年度適用見込み 

１５件（平成１７～２１年度の実績）÷５ヶ年  ＝ ３件 

 

 平成２３年度適用見込み 

１５件（平成１８～２２年度の実績等）÷５ヶ年 ＝ ３件 

 

 平成２４年度適用見込み 

１５件（平成１９～２３年度の実績等）÷５ヶ年 ＝ ３件 

 

 

適用実績 

                               （単位：件） 

 
 １７年度 １８ １９ ２０ ２１ 

適用実績 ３ ３ ３ ３ ３ 

新規企業立地数 ８６ ８２ ９８ ８７ ４７ 

 

 



 

別紙５ 

適用見込件数計算根拠 

 

○ 情報サービス業等 

（平成23年度）                          ２ 件 

（平成24年度）              ２ 件 

（積算根拠） 

 

 平成１７～２１年度における半島振興対策実施地域における適用実績は下記

とおり。 

 平成２２年度の適用見込みについては、平成１７～２１年度の５ヶ年平均で算

出。平成２３年度の適用見込みについては、平成１８～２２年度の５ヶ年平均で、

平成２４年度の適用見込みについては、平成１９～２３年度の５ヶ年平均で算出

している。 

 

 

 平成２２年度適用見込み 

１０件（平成１７～２１年度の実績）÷５ヶ年  ＝ ２件 

 

 平成２３年度適用見込み 

１２件（平成１８～２２年度の実績等）÷５ヶ年 ≒ ２件 

 

 平成２４年度適用見込み 

１０件（平成１９～２３年度の実績等）÷５ヶ年 ＝ ２件 

 

 

適用実績 

                               （単位：件） 

 
 １７年度 １８ １９ ２０ ２１ 

適用実績 ０ ４ ３ ０ ３ 

新規企業立地数 ８６ ８２ ９８ ８７ ４７ 

 



 

別紙６ 

減収見込額計算根拠 

 

○ 法人税（製造業） 

（平年度）          ３４６．８ 百万円 

（積算根拠） 

 

○ 延長分に係る減収見込額 

 

 平成１７～２１年度における半島振興対策実施地域における適用実績は次の

とおり。 

 

  適用企業数（年平均）           ６３ 件 

   特別償却対象取得価額（年平均）  ２５，５９８ 百万円 

      うち 機械・装置         １９，７０２  百万円・・・（ａ） 

                建物・付属設備      ５，６９５  百万円・・・(ｂ） 

 

 減収見込額は 

 （ａ）/2×（特別償却率）×（法人税率）＝ ２９５．５ 百万円・・・Ａ 

 （ｂ）/2×（特別償却率）×（法人税率）＝  ５１．３ 百万円・・・Ｂ 

 

            Ａ ＋ Ｂ  ＝  ３４６．８ 百万円 

 

  （注）減収見込額は、 

          法人（法人税）と個人（所得税）の割合を１：１と仮定 

          特別償却率 １０／１００（機械・装置） 

          特別償却率  ６／１００（建物・付属設備） 

          法人税率   ０．３００ 

    で算出した推計値である。 

 

 

適用実績 

                               （単位：件） 

 
 １７年度 １８ １９ ２０ ２１ 

適用実績 ６６ ７５ ５６ ６８ ５２ 

新規企業立地数 ８６ ８２ ９８ ８７ ４７ 



 

別紙７ 

減収見込額計算根拠 

 

○ 法人税（旅館業） 

（平年度）          １．８ 百万円 

（積算根拠） 

 

○ 延長分に係る減収見込額 

 

 平成１７～２１年度における半島振興対策実施地域における適用見込みは次

のとおり。 

 

  適用企業数（年平均）            １ 件 

   特別償却対象取得価額（年平均）     ２０１  百万円・・・（ａ） 

 

 減収見込額は 

 （ａ）/2×（特別償却率）×（法人税率）＝ １．８ 百万円 

 

  （注）減収見込額は、 

          法人（法人税）と個人（所得税）の割合を１：１と仮定 

          特別償却率  ６／１００（建物・付属設備） 

          法人税率   ０．３００ 

    で算出した推計値である。 

 

 

 

適用実績 

                               （単位：件） 
 
 １７年度 １８ １９ ２０ ２１ 

適用実績 １ １ １ １ １ 

新規企業立地数 ８６ ８２ ９８ ８７ ４７ 

 



 

別紙８ 

減収見込額計算根拠 

 

○ 法人税（旅館業） 

（平年度）          １．５ 百万円 

（積算根拠） 

 

○ 拡充分に係る減収見込額 

 

 旅館業の要件撤廃に係る半島振興対策実施地域における適用見込みは次のと

おり。 

 

  適用企業数（年平均）            ３ 件 

   特別償却対象取得価額（年平均）     １６９  百万円・・・（ａ） 

 

 減収見込額は 

 （ａ）/2×（特別償却率）×（法人税率）＝ １．５ 百万円 

 

  （注）減収見込額は、 

          法人（法人税）と個人（所得税）の割合を１：１と仮定 

          特別償却率  ６／１００（建物・付属設備） 

          法人税率   ０．３００ 

    で算出した推計値である。 

 

 

 

適用実績 

                               （単位：件） 
 
 １７年度 １８ １９ ２０ ２１ 

適用実績 ３ ２ ２ ３ ３ 

新規企業立地数 ８６ ８２ ９８ ８７ ４７ 

 

 

 



 

別紙９ 

減収見込額計算根拠 

 

○ 法人税（農林水産物等販売業） 

（平年度）          ８．１ 百万円 

（積算根拠） 

 

 農林水産物等販売業に係る半島振興対策実施地域における適用見込みは次の

とおり。 

 

  適用企業数（年平均）            ３ 件 

   特別償却対象取得価額（年平均）     ８０４ 百万円 

      うち 機械・装置            １４０  百万円・・・（ａ） 

                建物・付属設備        ６６４  百万円・・・(ｂ） 

 

 

 減収見込額は 

 （ａ）/2×（特別償却率）×（法人税率）＝ ２．１ 百万円・・・Ａ 

 （ｂ）/2×（特別償却率）×（法人税率）＝ ６．０ 百万円・・・Ｂ 

 

            Ａ ＋ Ｂ  ＝  ８．１ 百万円 

 

  （注）減収見込額は、 

          法人（法人税）と個人（所得税）の割合を１：１と仮定 

                    特別償却率 １０／１００（機械・装置） 

          特別償却率  ６／１００（建物・付属設備） 

          法人税率   ０．３００ 

    で算出した推計値である。 

 

 

適用実績 

                               （単位：件） 
 
 １７年度 １８ １９ ２０ ２１ 

適用実績 ３ ３ ３ ３ ３ 

新規企業立地数 ８６ ８２ ９８ ８７ ４７ 

 



 

別紙１０ 

減収見込額計算根拠 

 

○ 法人税（情報サービス業等） 

（平年度）          ３．９ 百万円 

（積算根拠） 

 

 情報サービス業等に係る半島振興対策実施地域における適用見込みは次のと

おり。 

 

  適用企業数（年平均）            ２ 件 

   特別償却対象取得価額（年平均）     ３００ 百万円 

      うち 機械・装置            ２００  百万円・・・（ａ） 

                建物・付属設備        １００  百万円・・・(ｂ） 

 

 

 減収見込額は 

 （ａ）/2×（特別償却率）×（法人税率）＝ ３．０ 百万円・・・Ａ 

 （ｂ）/2×（特別償却率）×（法人税率）＝ ０．９ 百万円・・・Ｂ 

 

            Ａ ＋ Ｂ  ＝  ３．９ 百万円 

 

  （注）減収見込額は、 

          法人（法人税）と個人（所得税）の割合を１：１と仮定 

                    特別償却率 １０／１００（機械・装置） 

          特別償却率  ６／１００（建物・付属設備） 

          法人税率   ０．３００ 

    で算出した推計値である。 

 

 

適用実績 

                               （単位：件） 
 
 １７年度 １８ １９ ２０ ２１ 

適用実績 ０ ４ ３ ０ ３ 

新規企業立地数 ８６ ８２ ９８ ８７ ４７ 

 


