
 

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（離島振興対策実施地域） 

2 要望の内容 離島振興対策実施地域における、製造業、農林水産物等販売業及び旅

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：・対象業種に情報サービス業等を追加 

(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 

平成５年度  製造業及び旅館業について要望（製造業のみ○） 

平成７年度  適用期限の２年延長 

平成９年度  適用期限の２年延長 

拡充（過疎に類する地区における旅館業を追加） 

平成 11 年度 適用期限の２年延長 

平成 13 年度 適用期限の２年延長 

拡充（過疎に類する地区におけるソフトウェア業を追加） 

平成 15 年度 適用期限の２年延長 

拡充（農林水産物等販売業を追加） 

除外（ソフトウェア業を除外） 

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 

拡充（取得価額要件を 2,500 万円超から 2,000 万円超に引

下げ） 

平成 21 年度 適用期限の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》 

離島の振興は、離島振興法において、基礎条件の改善や産業振興等が

その目的とされている他、海洋基本法においても、離島の保全が位置づ

けられ、海洋基本計画においては「地域における創意工夫をいかした定

住・雇用促進等の施策を推進する必要がある。」と規定されている。一方

で、離島は、定住人口の減少や高齢化の進行が著しく、離島の基幹産業

である公共事業、農林水産業は低迷し、産業再生や雇用の確保が喫緊の

課題となっている。 

このため、離島において、地域の特性を生かした産業の育成を図り、

地域の雇用創出を図ることを政策目的とし、民間事業者の離島振興対策

実施地域への進出や設備投資を促し、雇用の増大と所得水準の向上を図

ることにより、離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》 

○離島振興法（昭和 28 年法第 72 号）第 19 条 

「租税特別措置法の定めるところにより、離島振興対策実施地域の

振興に必要な措置を講ずるものとする。」 

○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》 

当該措置は、離島振興に必要な離島振興対策実施地域の製造業、農林

水産物等販売業、旅館業及び情報サービス業等を対象としている。 

特別償却の実施により、多くの雇用創出や産業の育成を図ることが可

能となり、離島の活力を取り戻し、離島住民の生活の安定化が図られ、

もって離島振興対策実施地域の人口の減少を抑えることに寄与するとと

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 当該措置は、離島振興に必要な、離島地域全体の製造業、農林水産物

等販売業、旅館業及び情報サービス業等を対象としているものであり、

特定の者に偏っているものではない。 

離島地域は、そもそも海で隔絶されているために交通、土地等の制約

により他の条件不利地域の中でもさらに不利な状況下であることに加

え、一昨年来の原油価格高騰の影響を直接的に大きく受け、特に新たな

投資をする者は少ない状況である。以上の状況下にあって、もともと離

島地域は事業者自体が少なく企業立地のポテンシャルが低い地域である

が、僅少ながらも着実な実績がある。 

さらに、H23 要望においては、人件費、土地等の費用が比較的安価であ

る離島において今後も伸びが期待できる情報サービス業等を対象業種と

して新たに拡充要望することとしており、今後さらなる実績が見込める

のではないかと考えられる。 

 



 

      適用件数 

・Ｈ１９   １件 

・Ｈ２０   １件 

・Ｈ２１   ２件 

・Ｈ２２   ５件 

・Ｈ２３   ５件 

・Ｈ２４   ５件 

※ H１９～H２１は適用実績について関係都道県より聞き取った結

果、H２２～H２４は過去の適用実績を関係都道県より聞き取った結

果からの推計値である。 

② 減収額         減収額 

・Ｈ１９   １百万円 

・Ｈ２０   ４百万円 

・Ｈ２１  １９百万円 

・Ｈ２２  １８百万円 

・Ｈ２３  １５百万円 

・Ｈ２４  １６百万円 

※ H１９～H２１は、関係都道県から過去の設備投資額の適用実績を

聞き取り、以下の計算式で計算した値。H２２～H２４は、関係都道

県から、今般の延長及び拡充内容に該当するであろう過去の設備投

資額を聞き取り、以下の計算式で推算した値 

計算式：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：H16～H24） 

離島地域は、海で隔絶されているために交通、土地等の制約により他

の条件不利地域と比較して条件が不利な中でも、これまで民間投資等に

よる各種産業の再生や雇用の創出が行われている他、離島の特性を活か

した取組により、都市との交流が盛んに行われている（交流人口の増加）。

また、離島における地方公共団体の財政力も回復の兆しを見せている（財

政力指数の増加）。 

しかしながら、離島地域は、高齢者の割合が増加していることに加え、

経済の長引く低迷や近年の燃油高騰などにより、産業をとりまく状況が

依然厳しく、停滞している状況にある（高齢者比率の増加、一人当たり

平均課税所得の減少）。 

以上のように、全体としては、離島の産業をとりまく環境は依然とし

て厳しい状況にあることから、離島振興法の趣旨を踏まえ、今後も引き

続き離島地域の活性化や地域の特性を生かした産業の育成を図る必要が

ある。 

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、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・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。 

・交流人口（観光客数） 10,274 千人(H16) → 10,429 千人(H18) 

・財政力指数※  0.20(H16)  → 0.25(H20) 

・高齢者比率  29.4％(H12)  → 32.8％(H17) 

・一人当たり平均課税所得※   3,001 千円(H16)→2,715 千円(H19)

(伸び率 全国 0.98 離島 0.94) 

※ すべての地域が離島である市町村について算出 



 

《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：H16

～H24） 

これまでの当該措置等により、当初離島振興対策実施地域の人口を H19

時点で 430 千人に抑制するとしていたところ、結果として 436 千人に抑

制できた。以上のように、当該措置は離島地域の人口減少の底支えに寄

与していると考えられる。 

こうした状況から、当該措置等により、今後も、地域における定住化、

集落機能の維持・増進等が図られ、人口減少の悪化の抑制に寄与するも

のと考えられる。 

 

離島振興対策実施地域の総人口※   

H16 実績値:452 千人 →  H19 実績値:436 千人 

                    (H19 目標値:430 千人)  

※ ( )は、H23 目標値と同様の考え方で推定した場合の値 

（注）上記目標値は、国土交通省で設定したもの。 

 

 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：H16～H24） 

当該措置が拡充・延長されなかった場合、離島振興対策実施地域の総

人口が直ちに極端な減少に転じることはないものと考えられるが、人口

は従来にも増して減少していく傾向になるものと想定される。 

当該措置がなされていなかった平成元年～平成５年の平均人口減少率

が平成 16 年度以降続いたと仮定した場合、人口は目標値を相当下回ると

想定される。 

  ・H16 実績値:452 千人→H24 想定値 378 千人  

                 （H24 目標値:395 千人） 

※( )は、H23 目標値と同様の考え方で推定した場合の値 

（注）上記目標値は、国土交通省で設定したもの。 

 



 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：H16～H24） 

特別償却を適用した企業によると、設備投資に当たって、初期投資初

年度の税金が優遇されることにより安心して設備投資ができた、雇用創

出が図られたなどのメリットがあったと聞いており、継続して適用して

いる企業も存在することから、ニーズは高く有効な特例措置であると考

えられる。 

また、特に今回の拡充要求のうち情報サービス業等については、コー

ルセンターをはじめとして、多くの雇用が発生すると見込まれ、地域の

雇用や産業に与える影響は大きく、離島においても、そのニーズは高く、

拡充の効果は大きいと考えられる。 

よって、当該措置は、企業の進出等において不利な条件を抱える離島

地域への民間企業の立地等の促進に向けた有効かつ妥当な手段である。

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、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・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 

海で隔絶されているために交通、土地等の制約により他の条件不利地

域の中でもさらに不利な状況下の離島において、各種産業活動を活性化

させるため、法人や個人の設備投資を行う事業者を対象に投資を喚起す

ることが必要であることから、これを実現する施策として、当該税制措

置が妥当なものである。 

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、

離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・旅館業・農林水産物等販売業・情報サービス業等 

 

（平成２３年度）         ５   件 

（平成２４年度）         ５   件 

 

（計算根拠） 

 平成１７年度から平成２１年度の５年間の離島地域における、延長分に係る製造

業、旅館業、農林水産物等販売施設の適用実績数（関係県に照会）、拡充分に係る

情報サービス業等の立地件数（関係県に照会）は下表のとおりである。また、拡充

分に係る旅館業は、平成２３年度以降年間１件（関係県への照会）を見込めると想

定する。  

 平成２３年度の適用見込みは平成１８年度から平成２２年度の５年間の平均、平

成２４年度の適用見込みは平成１９年度から平成２３年度の５年間の平均で算出

する。 

 

 平成２２年度適用見込み 

１７件（平成１７年～平成２１年度の実績合計）÷５年＋１件＝５件 

 

 平成２３年度適用見込み 

１８件（平成１８年～平成２２年度の実績合計）÷５年＋１件＝５件 

 

  平成２４年度適用見込み 

１９件（平成１９年～平成２３年度の実績合計）÷５年＋１件＝５件 

 

実績（製造業・旅館業・農林水産物等販売業） 

                          （単位：件） 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 

３ ２ １ １ ２ 

 

実績（情報サービス業等） 

                          （単位：件） 

Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 

０ １  １ ４ ２ 



 

別紙２ 

減税見込額計算根拠 

 

拡充分（法人税 「情報サービス業等」の追加） 

 

（平年度）             ２．４     百万円 

 

（計算根拠） 

 

 関係地方公共団体からのヒアリングや実績等をもとに以下のように試算 

 

 １件につき、建物が取得価額９５百万円で、機械が取得価額２０百万円で取得さ

れ、事業の用に供されたとすると、特別償却額は、 

 

建物  ９５百万円× ６／１００ ＝ ５．７百万円 

 

機械  ２０百万円×１０／１００ ＝ ２．０百万円 

 

 所得税と法人税の適用割合を同等と仮定すると、法人税の減収見込額は 

 

７．７百万円 × １／２ × ３０％ ＝ １．２百万円 

（法人税率） 

 

 離島地域全体で年間あたり２件とすると、年間の減収額の計は、 

 

１．２百万円 × ２件 ＝ ２．４百万円 

 

 

 



 

別紙３ 

減税見込額計算根拠 

 

拡充分（法人税 過疎に類する地区の要件の廃止） 

 

（平年度）             ０．４     百万円 

 

（計算根拠） 

 

 関係地方公共団体のヒアリングや実績等をもとに以下のように試算 

 

 １件につき、建物が取得価額４７百万円で取得され、事業の用に供されたとする

と、特別償却額は、 

 

建物  ４７百万円× ６／１００ ＝ ２．８百万円 

 

 

 所得税と法人税の適用割合を同等と仮定すると、法人税の減収見込額は 

 

２．８百万円 × １／２ × ３０％ ＝ ０．４百万円 

（法人税率） 

 

 離島地域全体で年間あたり１件とすると、年間の減収額の計は、 

 

０．４百万円 × １件 ＝ ０．４百万円 


