
 

 

 

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 

離島振興対策実施地域における工業用機械等に係る割増償却制度の延長

（国税 14）（法人税：義・所得税：外） 

2 要望の内容 離島振興対策実施地域として指定された地区のうち、市町村の長が策

定する産業の振興に関する計画に係る地区として関係大臣が指定する地

区における、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等

に係る割増償却制度（５年間、償却限度額：機械・装置 普通償却限度額

の 32%、建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の 48%）の適用期限を

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 26 年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(取得価格要件を 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 

平成 23 年度  適用期限の２年延長 

        拡充(情報サービス業等を追加) 

       除外(農林水産物等販売業を除外) 

平成 25 年度  割増償却への改組 

       拡充（農林水産物等販売業を追加） 

拡充（取得価額用件を 2,000 万円超から 500 万円以上に引

下げ（資本金規模によって異なる）） 

拡充（旅館業の適用要件を過疎に類する地区から全離島 

地域に拡充） 

 

6 適用又は延長期間 平成 27 年４月～平成 29 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》 

 我が国の領域、排他的経済水域等の保全、海洋資源の利用、多様な文化

の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の

安定的な供給等、我が国及び国民の利益の確保及び増進に重要な役割を担

っている離島について、産業基盤及び生活環境の整備等に関する地域格差

の是正を図り、離島等の地理的及び自然的特性を活かした創意工夫のある自

立的発展を図るとともに、観光客数の増加を始めとした交流の促進を促し、も

って人口の著しい減少の防止及び定住の促進を図ることで、交流・定住人口

の拡大を目指し、人口減少を抑制していく必要がある。 

《政策目的の根拠》 
○離島振興法 
・第 14 条 
  国及び地方公共団体は、離島振興対策実施地域の特性に即した農林

水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに
流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮
をするものとする。 
2  国及び地方公共団体は、離島における水産業の重要性に鑑み、離
島振興対策実施地域の漁業者がその周辺の海域の漁場において、安定
的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及
び改ざんについて適切な配慮をするものとする。  

・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。 
 

○経済財政運営と改革の基本方針 2014（平成 26 年６月 24 日閣議決定） 

第２章 経済再生の進展と中長期の発展に向けた重要課題 

３．魅力ある地域づくり、農林水産業・中小企業等の再生 

(3)観光・交流等による都市・地域再生、地方分権、集約・活性化 

（地域活性化） 

過疎地域や、離島・奄美等、半島を含む条件不利地域においては、 

   (略）地域産業の振興により定住環境を整備して、集落の活性化を図る。 

 

○農林水産業・地域の活力創造プラン 

（平成 25 年 12 月 10 日農林水産業・地域の活力創造本部決定） 

 Ⅲ政策の展開方向 

  ５．農山漁村の活性化 

      高齢化や人口減少の進展により集落機能が低下しつつある農山漁村

の活性化を図るためには、地域で受け継がれてきた豊かな資源を活用

して新たな需要を発掘（略）関係各府省が連携して農山漁村の再生に

取り組むとともに（略）地域コミュニティを活性化する。  

 

○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・保全   

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。（略）このような状

況にかんがみ、（略）農村コミュニティの維持・再生を図るため（略）の取組

を拡大することが求められている。 

 

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） 

《政策分野》 

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》 

離島振興対策実施地域の人口減少傾向を改善する。 

 離島振興対策実施地域の人口 

   平成２５年度：４００千人 → 平成２８年度目標値：３８１千人 

離島振興対策実施地域に訪れる観光客数を増加させる。 

 離島振興対策実施地域を訪れる観光客数 

   平成１５年度：１０，９２５千人 → 平成２２年度：１１，０３９千人 

   平成２４年度：９，７１８千人  →平成２８年度目標値：９，７７７千人 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

離島振興対策実施地域の人口 

離島振興対策実施地域を訪れる観光客数 

《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》 

 本特例措置は、離島振興において特に重要な業種を対象としているととも

に、中小事業者が行う規模の設備投資を促進できるよう措置されたものであ

る。本特例措置の積極的な活用を促すことで地域外からの事業者の誘致及び

地域内の小規模事業者による投資促進を通じた内発的発展がより効果的に

見込まれ、経済の活性化及び就業機会の確保を図る上で貢献することが見込

まれている。 

8 有効性

等 

① 適用数等            件数    企業数    取得価格 

・平成２３年度  ０件      ０          ０ 円 

・平成２４年度  ５件      ５     ６５，９９３千円 

・平成２５年度  ０件      ０          ０ 円 

・平成２６年度 １３件     １３     ７６，７３２千円 

・平成２７年度 ２８件     ２８    １４２，２５９千円 

・平成２８年度 ４３件     ４３    ２０７，７８６千円 

※平成２３～２４年度は特別償却、２５年～２８年度は割増償却。 

※平成２３～２５年度は適用実績について関係都道県より聞き取った結果。 

  平成２６～２８年度は関係都道県より聞き取った結果を基に算出した見込

値。 

※「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」は、離島及び奄美

群島の合計値を用いているため、地元自治体から聞き取った離島振興対策

実施地域のみの値を用いている。 



 

② 減収額 ・平成２３年度  ０百万円 

・平成２４年度 ６６百万円 

・平成２５年度  ０百万円 

・平成２６年度 1.7 百万円 

・平成２７年度 4.7 百万円 

・平成２８年度 8.5 百万円 

※平成２３～２４年度は特別償却、２５年～２８年度は割増償却。 

※平成２３～２５年度は減収額について関係都道県より聞き取った結果。 

  平成２６～２８年度は関係都道県より聞き取った結果を基に算出した見込

値。 

※「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」は、離島及び奄美

群島の合計値を用いているため、地元自治体から聞き取った離島振興対策

実施地域のみの値を用いている。 

 計算式：建物・附属設備、構築物、機械・装置の設備投資額×割増償却率×

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：平成２３～２８年度） 

 離島地域の総人口の推移を見ると、高齢化の進展と人口流出により人口減

少傾向に歯止めがかかっていない状況であり、平成 22 年の人口は 420 千人で

あった。平成 26 年の人口を推計すると、394 千人となり、目標値 382 千人は上

回るものの、高齢化の進展と人口減少が続く中、経済の活性化及び就業機会

の確保等、人口減少を最小限度に防止することに結びつく施策が必要であり、

本税制特例措置を引き続き実施していく必要がある。 

《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２

３～２８年度） 

 これまでの当該措置等により、離島振興対策実施地域の人口の目標値を平

成 26 年時点で 382 千人としていたところ、推計ではあるが 394 千人となる見込

みである。 

 以上のことから鑑みても、当該措置は、離島振興対策実施地域の人口減少

の底支えに寄与していると考えられる。 

《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２７～２８年度） 

 当該措置が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、従来にも増して人口

減少が進展する傾向になるものと想定される。また、離島振興法においても人

口の著しい減少の防止及び定住の促進を図ることが国の責務として明記され

ているところ。本税制特例措置を継続し、観光客数の増加を始めとした交流の

促進を促し、もって人口の著しい減少の防止及び定住の促進を図ることで、交

流・定住人口の拡大を目指し、人口減少を抑制していく必要がある。 

《税収減を是認するような効果の有無》（分析対象期間：平成２７～２８年度） 

 本特例措置は、離島振興において特に重要な業種を対象としているととも

に、中小事業者が行う規模の設備投資を促進できるよう措置されたものであ

る。本特例措置の積極的な活用を促すことで地域外からの事業者の誘致及び

地域内の小規模事業者による投資促進を通じた内発的発展がより効果的に

見込まれ、経済の活性化及び就業機会の確保を図る上で貢献することが見込

まれている。 

9 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

 隔絶性、遠隔性、狭小性等の条件不利性を抱える中、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い事業者を対象に投資を誘発させ

るためのインセンティブを与え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、当該措置が妥当である。 

また、当該措置は課税の繰り延べ効果をもたらすものであり、最終的な納税

額に変化は生じないため、補助金等の予算措置と比べて国庫への負担が少

なく、効率的と考えられる。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 離島振興策の他の支援措置としては、公共事業の一括計上や非公共事業

等を行っているが、これらは行政に対する支援であり、直接民間需要を喚起、

雇用を創出する本特例措置との明確な役割分担はなされている。また、特例

措置の対象を全業種としているものではなく、離島振興に特に重要な業種を対

象としており、必要最小限度の特例措置である。 

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 本措置の期限を延長することが妥当。 

 （平成 26 年８月農林水産省政策評価第三者委員） 

11 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

 平成２４年９月（平成２５年度税制改正要望時） 

 


