
 

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（奄美群島） 

2 要望の内容 ・奄美群島における、製造業、農林水産物販売業、情報サービス業等の

用に供する設備に係る特別償却制度（取得価額 2,000 万円超、機械・装

置 10/100、建物等 6/100）及び旅館業の用に供する設備に係る特別償却

制度（取得価額 2,000 万円超、建物等 6/100）について適用期間を２年間

延長すること。 

 

・旅館業に関する地区要件（過疎に類する地区）を撤廃し、奄美群島全

域に適用対象を拡大すること。 

 

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 10 年度 創設（機械等 13／100 建物等 8／100 2,300 万円超） 

平成 11 年度 適用期限の２年延長（機械等 12／100 建物等 7／100） 

平成 12 年度 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 13 年度 適用期限の３年延長 

（機械等 11／100 建物等 7／100 2,500 万円超） 

平成 16 年度 適用期限の２年延長 

       拡充（離島振興対策実施地域に類する地区における農林水

産物を小売する追加） 

   〃      除外（過疎に類する地区におけるソフトウェア業を除外）

平成 17年度 離島振興対策実施地域に類する地区における特別償却率の

引下げ（機械等 10／100 建物等 6／100） 

平成 18 年度 適用期限の１年延長 

平成 19 年度 適用期限の２年延長 

   〃   取得価格要件の引き下げ（2,500 万円超→2,000 万円超） 

平成 21 年度 適用期限の２年延長 

離島振興対策実施地域に類する地区における情報通信産 

業等を追加（機械等 10／100 建物等 6／100） 

 

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》 

 

国土の総合的な利用、整備及び保全、国土に関する情報の整備 

 

・奄美群島における産業振興を支援し、就業機会の確保、交流人口の拡

大、本土並で安定的な所得水準の確保を図ることにより、奄美群島の自

立的発展を推進するとともに、奄美群島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》 

○奄美群島振興開発特別措置法（昭和２９年法律第１８９号） 

第１条  この法律は、奄美群島（鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をい

う。以下同じ。）の特殊事情にかんがみ、奄美群島振興開発基本

方針に基づき総合的な奄美群島振興開発計画を策定し、及びこれ

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、その

基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した奄美群島

の振興開発を図り、もつて奄美群島の自立的発展並びにその住民

の安定及び福祉の向上に資することを目的とする。 

○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》 

産業振興に資する事業活動への支援により、奄美群島内における雇用

創出・安定的な給与水準の確保等を図ることで、定住人口の減少傾向が

改善されることにより、地域経済を支える地場産業の成長及び人材の育

成が見込まれ、奄美群島の自立的発展、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 自治体ヒアリングによる平成 17年度以降の実績値及び将来の適用見込

みは以下のとおりである。 

平成１７年度：３件（実績） 

平成１９年度：２件（実績） 

平成２２年度：１件（見込） 

平成２３年度：３件（推計） 

平成２４年度：３件（推計） 

 

なお、本特例措置は産業振興に資する事業活動を支援するため、製造業、

農林水産物等販売業、情報サービス業等、旅館業を対象としており、特定の

者に偏っているものではない。 



 

奄美群島は海で隔絶されており、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にある。もともと事業者自体が少

なく企業立地のポテンシャルが低い地域であるため、適用数が想定外に

僅少なものではない。 

② 減収額 自治体ヒアリングによる過去５年の奄美群島における製造業、旅館業、

農林水産物等販売施設、情報通信サービス業等に係る主な設備投資は、

年平均で２件、407 百万円であり、これを所得税・法人税の適用割合を同

等として試算すると、延長分に係る１年あたりの減収額は 3.8 百万円と

なる。 

また、今回拡充を要望する過疎地域に類する地区以外の旅館業に係る

主な設備投資は年平均で１件、315 百万円であり、これを所得税・法人税

の適用割合を同等として試算すると、拡充分に係る１年あたりの減収額

は 2.8 百万円となる。 

平成１７年度：６．３百万円（実績） 

平成１９年度：４．５百万円（実績） 

平成２２年度：３．８百万円（見込） 

平成２３年度：６．６百万円（推計） 

平成２４年度：６．６百万円（推計） 

 

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） 

平成 17 年度に黒糖焼酎製造業者が本特例措置を活用し機械を増設した

ことにより、人口 2 千人の村において８名の雇用創出につながり、また

地元黒糖を原料とするため、農家の経営安定にも寄与するなど奄美群島

における雇用創出・安定的な所得水準の確保に貢献している事例がある。

一方で、奄美群島における一人あたり所得額は全国平均の７割程度

（H18 年度）、有効求人倍率も全国平均 1.02 に対して 0.39（H19 年度）と

厳しい状況にあり、引き続き奄美群島における産業振興に資する事業活

動を支援することにより、就業機会の確保と地域における人材の育成を

促進していく必要がある。 

また、旅館業に関する地区要件を拡大することにより、近年スポーツ

合宿や、花粉症の避粉地として注目されつつある奄美群島内の旅館業の

設備投資が促進され、観光業の成長と雇用創出が推進されることが見込

まれる。 

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。 

 



 

《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） 

奄美群島の総人口の推移をみると、高齢化の進展と若年層を中心とし

た人口流出により、人口減少に歯止めがかかっていない状況にあり、平

成 21 年度末時点の奄美群島の総人口は 120,869 人(対前年度比△1,170

人)であった。このままの減少率で推移すると仮定して算出した平成 22

年末推計人口は 119.7 千人となり、前回要望時の目標値である平成 22 年

度末 120 千人以上を若干下回る見込みであるが、平成 21 年度末の奄美群

島の人口減少率は前年度に比べ若干ではあるが改善しており、今回要望

の目標値である平成 24 年度末総人口 116 千人以上を達成するためには、

一層の経済活性化及び就業機会の拡充、交流人口の拡大が必要であり、本特

例措置をはじめとした各種支援措置を引き続き実施していく必要がある。 

（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：H17 年度～H24 年度） 

奄美群島における一人あたり所得額は全国平均の７割程度（H18 年度）、

有効求人倍率も全国平均 1.02 に対して 0.39（H19 年度）と厳しい状況に

あり、本特例措置が延長・拡充されなかった場合には、本土との経済的

格差の拡大や人口流出の一層の加速が見込まれ、地域経済の自立的経済

社会構造への転換を阻害することとなる。 

 

《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） 

奄美群島は人口 12 万人の外海により隔絶された地域であり、地理的・

自然的条件不利性を抱えることから企業の新規投資そのものが限られて

おり、一人あたり所得額や生活保護率、有効求人倍率など各種経済指標

からみる奄美群島の経済状況は依然として厳しい状況にある。 

こうした中、本特例措置は群島内の体力のある企業による設備投資活

動の際に利用され、平成 17 年度には８名、平成 19 年度には 17 名の雇用

創出につながっており、奄美群島における雇用創出・安定的な所得水準

の確保に貢献している。 

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て、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 

本税制特例は、民間事業者を対象に各種産業活動を活性化させる優遇

措置として設けるものである。 

経営収支の如何に関わらず事業者が恩恵を受ける補助金よりも、投下資本

の早期回収による経営安定化、事業活動の充実に繋がる本制度は、産業振興

の観点から有効である。 

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、

奄美群島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 

減 税 見 込 額 計 算 根 拠 

 

延長分（法人税：製造業・旅館業・農林水産物等販売施設・情報通信サービス業等） 

（平年度）              ３．８百万円 

 

（計算根拠） 

 １．過去五ヶ年（平成１７年度から平成２１年度）の製造業、旅館業、農林水産物等販売施

設、情報通信サービス業等に係る主な設備投資額（鹿児島県に照会）は以下のとおりであ

った。 

 

   製造業           １，０３２，９６６千円（７箇所） 

    うち、建物・附属設備      ９５０，４１１千円 

       機械・装置             ８２，５５５千円 

 

   旅館業             ９４２，８４６千円（２箇所） 

    うち、建物・附属設備     ９４２，８４６千円 

  

   農林水産物等販売施設       ５９，５９５千円（１箇所） 

    うち、建物・附属設備        ５９，５９５千円 

        機械・装置                   ０千円 

 

   合 計           ２，０３５，４０７千円（１０箇所） 

    うち、建物・附属設備    １，９５２，８５２千円 

       機械・装置             ８２，５５５千円 

 

   ５カ年平均           ４０７，０８１千円       

    うち、建物・附属設備      ３９０，５７０千円 

       機械・装置             １６，５１１千円 

 

 １．所得税と法人税の適用割合を同等とし、平成２３年度以降も同様のペースで特別償却が

行われると仮定すると、法人税の平均減収見込み額は次のとおり。 

 

                  (償却率)    （法人税率） 

   建物・附属設備 391 百万円 × 6% × 1/2 × 30％ ＝ 3.5 百万円 

   機械・装置    17 百万円 × 10% × 1/2 × 30％ ＝ 0.3 百万円 

 

3.8 百万円 



 

別紙２ 

減 税 見 込 額 計 算 根 拠 

 

拡充分（法人税：旅館業） 

（平年度）              ２．８百万円 

 

（計算根拠） 

 １．過去五ヶ年（平成１７年度から平成２１年度）の過疎地域に類する地区以外の旅館業に

係る主な設備投資額（鹿児島県に照会）は以下のとおりであった。 

 

   旅館業           １，５７２，５４８千円（４箇所） 

    うち、建物・附属設備     １，５７２，５４８千円 

  

     ５カ年平均           ３１４，５１０千円       

 

 ２．所得税と法人税の適用割合を同等とし、平成２３年度以降も同様のペースで特別償却が

行われると仮定すると、法人税の平均減収見込み額は次のとおり。 

 

                  (償却率)    （法人税率） 

   建物・附属設備 315 百万円 × 6% × 1/2 × 30％ ＝ 2.8 百万円 

 

2.8 百万円 

 


