
租税特別措置法等（間接税等関係）の改正

一　酒税関係の改正

1 　輸出用清酒に係る製造免許の特例

⑴　改正前の制度の概要
　酒類の製造については、酒税の保全を図る観
点から、製造場ごとに免許を受けることが必要

とされていますが、その免許を受けるに当たっ
ては、免許後 1年間の製造見込数量が酒類の品
目ごとに定められた一定の数量（最低製造数
量）以上であることが要件とされています。
　この最低製造数量の基準は、酒類製造者が所
得の有無にかかわらず酒税を納付する必要があ
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ることから、納税の確保のためには、一般に採
算のとれる程度の規模の製造が必要であるとの
前提の下で、酒類の製造に要する設備投資など
のコストを確実に回収するのに必要と考えられ
る水準とされており、清酒やビール等について
は60㎘、単式蒸留焼酎やみりんについては10㎘、
果実酒やリキュール等については 6㎘とされて
いるところです（酒法 7①②）。

⑵　改正の内容
　清酒をはじめとした日本産酒類の輸出振興に
ついては、国税庁において、国際交渉を通じた
輸入国の関税や規制の撤廃・地理的表示（GI）
の保護の取組みに加え、国際的プロモーション
活動や酒類総合研究所による技術的支援のほか、
中小企業に対する経営改善等に向けた支援など、
様々な施策が行われているところです。また、
既存の酒蔵による長年の取組みなどにより海外
需要が増加するなど、日本産酒類を取り巻く輸
出環境は大きく変化しています。
　そのような中で、今般、日本産酒類の輸出環

境整備の一環として、日本産酒類の輸出におけ
る中核である清酒の更なる輸出拡大に向けた取
組みを後押しする観点から、輸出用の清酒の製
造免許を新たに設けることとされました（酒法
7③五）。
　具体的には、酒税法に定められている清酒の
最低製造数量基準（年間60㎘）を、輸出用の製
造場を新設する場合に限って適用除外とするこ
とで、最低製造数量に達しない少量からの製造
を可能とするよう製造免許の特例を設けること
とされました。これにより、清酒のブランド価
値の確保・向上や海外向けの生産を国内生産に
誘導・回帰させること等を通じて、更なる輸出
拡大につながっていくことが期待されます。
（注）　この特例による清酒の製造免許の審査に当

たっては、最低製造数量基準は適用されませ

んが、それ以外の人的要件・技術要件等は適

用されます。（なお、輸出用清酒については、

国内需給に影響を与えないと考えられること

から、清酒の製造に関する需給調整は行わな

いこととされる予定です。）

輸出用清酒に係る製造免許の特例

○　日本酒の輸出拡大に向けた取組み等を後押しする観点から、日本酒輸出用の製造免許（最低製造数量
　要件の適用除外）を新たに設ける。
※　免許取得については、令和 3年 4月以後の申請から適用する。
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　既存業者にとっても、少量で高付加価値商品の製
造場を新たに設置することが可能となるとともに、
海外向けの生産を国内生産に誘導・回帰させ、品質
管理が可能な状況の下で、「日本酒」のブランド価
値の確保・向上を図る。

　全国の酒蔵が安心して酒造りに取り組めるよう、
関係者の理解を得つつ、適切な制度運用を確保しな
がら実施する。

①輸出専用の免許（国内流通不可等）、②地理的表
示（GI）日本酒に限定（国内製造・国産米使用）、
③技術要件の厳格審査、④期限付免許（定期的な
品質確認）等

主な制度概要
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⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 3年 4月 1日以後に行わ
れる申請による免許について適用することとさ
れています（改正法附則 1）。

2 　酒類の製造免許等の相続規定の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　酒税法では、酒税の適正かつ確実な課税を確
保するため、酒類等の製造又は酒類の販売業
（販売の代理業や媒介業を含みます。）に免許制
を採用しています。この免許は、財政上の目的
から、一般的に禁止している酒類等の製造又は
酒類の販売業を、一定の要件を満たした者に対
して解除するものであるため、その効力は、免
許を受けた者に限って生じ、相続（包括遺贈を
含みます。）の開始があった場合であっても、
相続人（包括受遺者を含みます。）が当然に承
継するものではありません。
　そこで、現行の酒税法においては、自然人で
ある酒類等の製造者又は酒類の販売業者につい
て相続があった場合には、その相続人に遅滞な
くその旨を申告させるとともに、当該相続人が
特定の欠格要件に該当しないときに限り、被相
続人（包括遺贈者を含みます。）が受けていた
免許を受けたものとみなすこととされています
（旧酒法19①②）。
　これにより、相続によって酒類等の製造業又
は酒類の販売業を承継しようとする相続人は、
相続人自身が新規に免許を取得する場合に比べ
て簡易な手続によって、円滑に酒類事業を引き
継ぐことができることとされています。
（注）　相続人が酒税法第10条第 1 号から第 3 号ま

で及び第 6 号から第 8 号までに規定する者に

該当する場合には、改めて新規免許の申請を

行わなければなりません。

⑵　改正の内容
　個人事業主の高齢化の進展に伴い、事業承継
に対する関心が高まる中で、酒類業においても、
その円滑な事業承継に資するような手続の簡素

化に対する関心が高まっていました。
　このような中、令和元年 6月には、規制改革
推進会議において答申が取りまとめられ、重点
的な施策として、個人事業主の事業承継時の手
続の簡素化の方針が示されました。また、同月
21日に閣議決定された「規制改革実施計画」に
おいては、生前贈与を含む事業譲渡の場合に相
続の場合と同様の簡素な手続で承継を認めるた
めの規定を設ける等、必要な措置を講ずること
とされました。
　こうした点を踏まえ、酒類の免許制度におい
ては、酒類等の製造業又は酒類の販売業を営ん
でいる個人の製造者又は販売業者（以下「譲渡
者」といいます。）が、その免許に係る製造業
又は販売業の全部の譲渡（以下「事業譲渡」と
いいます。）を行った場合には、相続の場合と
同様に、その製造業又は販売業を引き継ごうと
する者（以下「譲受者」といいます。）が遅滞
なくその旨を申告し、一定の手続を行うことに
よって、譲渡者が受けていた免許を受けたもの
とみなすこととされました。
　なお、事業承継の場合であっても、譲受者が
特定の欠格要件に該当しないことを要件に当該
譲渡者の免許を受けたものとみなすこととし、
譲受者が適格に免許を受けたものとみなされた
場合における譲渡者の免許は、当該事業譲渡の
時にその効力を失うこととされています（酒法
19①②）。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 2年 4月 1日以後に行わ
れる酒類の製造免許若しくは酒母等の製造免許
に係る製造業又は酒類の販売業免許に係る販売
業の譲渡について適用することとされています
（改正法附則48①）。
（参考 1）　規制改革推進に関する第 5 次答申～平

成から令和へ～多様化が切り拓く未来～

（令和元年 6月 6日規制改革推進会議）

「�　個人事業主の事業承継時の手続につい

ては、相続の場合は簡素な届出で許認可
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等が承継できるのに対し、いわゆる生前

贈与を含む事業譲渡の場合には、後継者

が新規に許認可等を取得し直さなければ

ならないという不合理な差異が生じてい

るなどの手続上の問題があり、事業者の

負担となっている。こうした現状に対し、

経済団体からは、酒小売業、クリーニン

グ業、建設業、飲食店等の食品衛生法に

定める34業種、旅館業、理・美容業（こ

れら業種で個人事業主全体の42％を占め

る）について、事業承継時の手続を相続

の場合と同様に簡素化することを求める

要望が寄せられている。規制所管府省は、

個人事業主の早期の事業承継が喫緊の課

題となっている点を認識の上、以下の措

置を積極的に講じるべきである。」
（参考 2）　規制改革実施計画（令和元年 6 月21日

閣議決定）

「�　規制所管府省は、個人事業主の事業承

継時の手続に関し、相続について簡素な

届出で許認可等の承継を認めている場合

に、生前贈与を含む事業譲渡の場合にも

同様に簡素な届出で承継を認めるための

規定を設ける等、簡素化のための措置を

講ずる。」

3 　酒類の製造免許等の申請書における住
民票の写しの添付省略

⑴　改正前の制度の概要
　酒類を製造しようとする者、酒母等を製造し
ようとする者又は酒類の販売業をしようとする
者は、製造場又は販売場ごとに、その製造場又
は販売場の所在地の所轄税務署長の免許を受け
なければならないこととされています（酒法 7
①、 8、 9①）。
　これらの免許の申請においては、必要な事項
を記載した申請書に申請者の住民票の写し等を
添付する必要があります（旧酒規 7②、 7の 2
②、 7の 3②）。

⑵　改正の内容
　政府は、デジタル・ガバメント実行計画（令
和元年12月20日閣議決定）で示されたデジタル
3原則に基づき、行政手続のオンライン化や添
付書類の省略等に取り組んでいます。また、昨
年 5月に成立した情報通信技術の活用による行
政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行
政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手
続等における情報通信の技術の利用に関する法
律等の一部を改正する法律（令和元年法律第16
号）において住民基本台帳法（昭和42年法律第
81号）が改正されたことで、令和 3年 1月 1日
より、地方公共団体から税務当局に対し、住民
基本台帳ネットワークシステムを通じた住民票
情報の提供が可能となったところです（住基法
別表 1四十四の四）。
　こうした点を踏まえ、酒類の免許制度におい
ても、申請者の利便性向上を図る観点から、酒
類の製造免許等の申請書への住民票の写しの添
付は要しないこととされました（酒規 7②、 7
の 2②、 7の 3②）。
（注）　「デジタル 3 原則」とは、デジタルファース

ト、ワンスオンリー、コネクテッド・ワンス

トップをいい、個々の手続サービスが一貫し

てデジタルで完結し、一度提出した情報は二

度提出することを不要とするなど、複数の手

続サービスをワンストップで実現することを

基本とする考え方です。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 3年 1月 1日以後に提出
する酒類又は酒母等の製造免許及び酒類の販売
業免許の申請書について適用することとされて
います（改正酒規附則 2）。

4 　原料用アルコールの例外表示

⑴　改正前の制度の概要
　酒類については、酒税の保全及び酒類業組合
等に関する法律（以下「酒類業組合法」といい
ます。）に規定する酒類の品目等の表示義務に
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基づき、酒類製造者又は酒類販売業者が製造場
から移出し、若しくは保税地域から引き取る酒
類又は販売場から搬出する酒類について、その
容器又は包装の見やすい箇所に、酒類の品目な
ど一定の事項を、容易に識別することができる
方法で表示しなければならないこととされてい
ます（酒類業組合法86の 5 ）。
　一方で、酒類の品目の表示については、品目
の名称以外に一般に慣熟した呼称があるものと
して財務省令で定める酒類においては、当該品
目の名称に代えて、財務省令で定める呼称を表
示することができることとされています（酒類
業組合令 8の 3④、旧酒類業組合規11の 5 ）。
（参考）　品目の例外表示が認められている酒類の

例

品目 要件 例外表示

清酒 国税庁長官が地理的
表示として指定した
日本酒の表示を使用
することができるも
の

日本酒

連続式蒸
留焼酎

当該品目に属する酒
類の全てのもの

ホワイトリ
カー又は焼
酎甲類

単式蒸留
焼酎

当該品目に属する酒
類の全てのもの

ホワイトリ
カー又は焼
酎乙類

米こうじ（黒こうじ
菌を用いたものに限
ります。）及び水を
原料として発酵させ
たアルコール含有物
を単式蒸留機により
蒸留したもの（水以
外の物品を加えたも
のを除きます。）

泡盛

その他の
醸造酒

米、米こうじ及び水
を原料として発酵さ
せたもので、こさな
いもの

濁酒

⑵　改正の内容
　現在、原料用アルコールについては、品目の
例外表示はなく、原則どおり容器又は包装に品
目を表示しなければならないこととされていま
す。他方、原料用アルコールの中には、単式蒸
留焼酎の例外表示として認められている「泡
盛」と同様の原料及び製法で製造されているも
の（米こうじ（黒こうじ菌を用いたものに限り
ます。）及び水を原料として発酵させたアルコ
ール含有物を単式蒸留機により蒸留したもの
（水以外の物品を加えたものを除きます。））が
ありますが、「泡盛」という例外表示は認めら
れていません。
　原料用アルコールに該当するこうした製品は、
アルコール度数の違いはあるものの、原料及び
製法や消費の態様が「泡盛」と同様であること
から、こうした製品特性等を勘案し、その容器
又は包装に、「原料用アルコール」という品目
の表示に代えて「泡盛」という一般に慣熟した
呼称を表示することができることとされました
（酒類業組合規則11の 5 ）。
（注）　「原料用アルコール」とは、連続式蒸留焼酎

又は単式蒸留焼酎の原料及び製法により製造

された一定の酒類でアルコール分が45度を超

えるものをいいます。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 2年 4月 1日から適用さ
れます（改正酒類業組合規附則）。
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二　たばこ税関係の改正

1 　軽量な葉巻たばこに係る課税方式の見
直し

⑴　改正前の制度の概要
　たばこ税は、製造たばこを課税物件とし、製
造たばこをその製造場から移出する製造たばこ
の製造者又は製造たばこを保税地域から引き取
る者を納税義務者として課される税ですが、こ
の場合の製造たばことは、たばこ事業法第 2条
第 3号に規定する「製造たばこ」をいうことと
され、同号において「製造たばこ」とは、葉た
ばこを原料の全部又は一部とし、喫煙用、かみ
用又はかぎ用に供し得る状態に製造されたもの
をいうこととされています（た法 2①一、た事
法 2 三）。そして、たばこ税法は、この製造た
ばこを、喫煙用、かみ用及びかぎ用の製造たば
こに区分し、さらに喫煙用の製造たばこについ
ては、紙巻たばこ、葉巻たばこ、パイプたばこ、
刻みたばこ及び加熱式たばこに区分しています
（た法 2②）。
　また、たばこ税の課税標準は、製造たばこの
製造場から移出し、又は保税地域から引き取る
製造たばこの本数とされており、この場合の製
造たばこの本数は、紙巻たばこの本数によるも
のとされています。そして、紙巻たばこ以外の
製造たばこについては、当該製造たばこの重量
を紙巻たばこの本数に換算することにより課税
することとされており、「葉巻たばこ」につい
ては、重量 1 g をもって紙巻たばこの 1本に換
算することとされているところです（旧た法
10）。

（注）　「葉巻たばこ」は、本数ごとで販売されてい

ますが、紙巻たばこに比べて商品間の重量に

ばらつきが大きいという状況を考慮し、一律

に重量に応じて課税を行うこととされていま

す。

⑵　改正の背景等
　近年、軽量な葉巻たばこ（いわゆる「リトル
シガー等」）の消費量が急速に増加しています。
この商品は、形状や使用方法等が紙巻たばこに
類似しており、紙巻たばこの代替品として使用
されているものの、巻紙の原料に「たばこ」又
は「たばこを含むもの」が使用されていること
から、製造たばこの区分上は、葉巻たばこに該
当することとなります。こうした軽量な葉巻た
ばこは、 1本当たりの重量が 1 g 未満であり、
紙巻たばこと比べて低い税負担となっているこ
とから、紙巻たばことの間に大きな税率格差が
存在し、課税の公平性の観点から問題が生じて
います。
　今後、こうした商品が増えてくれば、中長期
的な国・地方の税収への影響も大きくなること
や、低価格競争によるたばこ市場への影響など、
たばこ産業全体としても望ましくないことから、
早急な対応が求められていました。
（参考）　「紙巻たばこ」とは、紙その他たばこを含

まないものによって巻かれた製造たばこを

いい、「葉巻たばこ」とは、たばこ又はたば

こを含むものによって巻かれた製造たばこ

をいいます（た取通 3）。
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⑶　改正の内容
①　葉巻たばこの課税方式の見直し
　葉巻たばこの課税標準の換算方法について
は、葉巻たばこの 1 g の重量をもって紙巻た
ばこの 1本に換算することを基本としつつ、
1本当たりの重量が 1 g 未満の軽量な葉巻た
ばこについては、葉巻たばこの 1本をもって
紙巻たばこの 1本に換算することとされまし
た（た法10②）。
　これにより、例えば 1 本当たりの重量が
1 g 未満の葉巻たばこの課税標準は、葉巻た
ばこの本数を紙巻たばこの本数に換算するこ
ととし、重量が 1 g 以上の葉巻たばこについ
ては、その重量の 1 g をもって紙巻たばこの
1本に換算することとなります。

②　課税方式の見直しに伴う経過措置
　上記①の見直しにより、商品によっては税
負担が大幅に引き上がることから、たばこ関
係事業者への影響も勘案し、激変緩和等を図
るための経過措置が設けられています。
　具体的には、令和 2年10月 1 日以後に製造

たばこの製造場から移出され、又は保税地域
から引き取られる 1本当たりの重量が 1 g 未
満の葉巻たばこの課税標準の換算方法につい
ては、葉巻たばこの 1本を紙巻たばこの 1本
に換算することとされますが、同日から令和
3年 9月30日までの 1年間については、 1本
当たりの重量が0.7g 未満の葉巻たばこを見直
しの対象とし、当該葉巻たばこの換算方法に
ついては、葉巻たばこの 1本を紙巻たばこの
0.7本に換算することとする経過措置が講じ
られています（改正法附則49②）。
③　その他所要の措置
　葉巻たばこの課税標準の換算方法の見直し
は、令和 2年10月 1 日及び令和 3年10月 1 日
に予定されているたばこ税率の引上げにあわ
せて実施されます。そこで、たばこ税率の引
上げに伴い措置された未納税移出等に係る経
過措置等の各規定（平成30年改正法附則49～
51）の適用について必要な整備が行われてい
ます（改正法附則49③～⑧）。

○　たばこ税法では、紙巻たばこの本数当たりの税率が定められており、その他の種類のたばこについて
　は、その重量を紙巻たばこの本数に換算して課税されている。
○　葉巻たばこについては、重量 1ｇを紙巻たばこ 1本に換算し、紙巻たばこの税率（13.244円／本）を適用。

葉巻たばこ

商品A
360円〔0.7g/本〕

商品B
300円〔0.5g/本〕

商品C
270円〔0.4g/本〕

１本当たりの税率
13.244円

1 本10ｇの葉巻たばこは、
紙巻たばこ10本分に相当

通常の葉巻たばこ

軽量な葉巻たばこ

税額〔 1本当たり〕
紙巻たばこ

5.30円
0.4本分

紙巻たばこ

重量にかかわらず
本数単位で課税

税額〔 1本当たり〕
紙巻たばこ

9.27円
0.7本分

葉巻たばこ 1ｇを紙巻たばこ 1本に換算し、重量に応じて課税

税額〔 1本当たり〕
紙巻たばこ

6.62円
0.5本分

葉巻たばこへの課税について
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⑷　適用関係
　上記の改正は、令和 2年10月 1 日から適用さ

れます（改正法附則 1）。

2 　入国者が輸入する紙巻たばこのたばこ
税の税率の特例措置の改正

⑴　改正前の制度の概要
　入国者が携帯して輸入する紙巻たばこについ
て、免税となる数量を超えて商業量に達するま
での数量については、昭和62年 3 月末までは、
通関時における納税手続の簡素化等を図る観点
から、関税及び内国消費税の税率を総合したも
のを基礎として算出されていた簡易税率（下記
（注 1）をご参照ください。）が関税定率法に定
められており、これを適用することとされてい
ました。
　紙巻たばこについては、昭和61年の日米たば
こ協議合意に基づき、昭和62年 4 月から、紙巻
たばこに対する関税が無税とされたことに伴い、
それまで入国者が携帯して輸入する紙巻たばこ

に適用されていた関税定率法に基づく簡易税率
が適用できなくなりましたが、入国者に係る通
関事務が円滑に行われることの重要性に変化は
ないことから、昭和62年度税制改正において、
関税の簡易税率の代替措置として、その簡易税
率の水準で「入国者が輸入する紙巻たばこのた
ばこ税の税率の特例措置」が租税特別措置法に
設けられました。
　その後、平成元年度の税制改正において、そ
の適用対象に別送品が加えられ、また、平成15
年度、平成18年度、平成22年度及び平成30年度
の税制改正におけるたばこ税率の引上げ並びに
平成26年 4 月及び令和元年10月の消費税率の引
上げに伴い、それぞれ本特例措置の税率も引き
上げられており、令和 2年 3月31日までの措置
として、1,000本につき12,500円の税率とされて
いました（旧措法88の 2 ）。

0

1

0 1

0.7

○　重量比例課税が適用されている 1本当たり 1ｇ未満の軽量な葉巻たばこについて、紙巻
　たばこと同等の税負担となるよう、最低税率を設定する。
○　なお、激変緩和を図る観点から、たばこ税率の引上げスケジュールにあわせて、一定の
　経過措置を講じ、最低税率を 2段階（2020 年 10 月・2021 年 10 月）で引き上げる。

【現行】
1ｇ未満の葉巻たばこにも一律に重量
比例課税が適用される

最低税率の設定
1ｇ未満の葉巻たばこに、
本数課税を適用

【改正前】
葉巻たばこは、重量 1ｇをもって紙巻たばこ1本に換算し課税。
【改正後】
重量 1ｇ未満の葉巻たばこに最低税率を設定し、紙巻たばこと同等
の税負担とする（本数課税方式への見直し）。

経過措置（R2.10～ R3.9）
1 本当たりの重量が「0.7ｇ未
満の葉巻たばこ」を「0.7本の
紙巻たばこ」とみなして課税
することにより、税負担の増
加を緩和

0.7

紙巻たばこ

葉巻たばこ

＋1円 /本
（＋20円 / 箱）

15.244 円 / 本
（304.88 円 / 箱）

14.244 円 / 本
（284.88 円 / 箱）

13.244 円 / 本
（264.88 円 / 箱）

2020.4
（R2.4）

2020.10
（R2.10）

2021.10
（R3.10）

2021.4
（R3.4）

2022.4
（R4.4）

＋1円 /本
（＋20円 / 箱）

経過措置期間

見直しスケジュール

（備考）紙巻たばこの税率は、国及び地方のたばこ税の合計額。葉巻たばこの
重量（ｇ）

紙
巻
た
ば
こ
の

換
算
値
（
本
数
）

「0 .7ｇ未満の葉巻た
ばこ」を「0 .7本の紙
巻たばこ」に換算（＝
紙巻たばこの 7割の
税負担）

「 1ｇ未満の葉巻た
ばこ」を「 1本の紙
巻たばこ」に換算（＝
紙巻たばこと同等の
税負担）

葉巻たばこに係る課税方式の見直し
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（注 1）　「簡易税率」とは、入国者が入国の際に携

帯又は別送して輸入する貨物に対して適用

される関税率であり、関税、内国消費税及

び地方消費税の税率を総合したものを基礎

に定められたものですが、関税が無税の貨

物には適用できないこととされています（関

税定率法 3 の 2）。また、簡易税率の適用を

受ける貨物については、消費税などの内国

消費税は課されないこととされています（輸

徴法 2の 2）。
（注 2）　平成10年12月に創設されたたばこ特別税

についての入国者が携帯又は別送して輸入

する紙巻たばこに係る特例税率は、1,000本

につき500円とされています（財源確保法 8

②）。したがって、入国者が携帯又は別送し

て輸入する紙巻たばこのうち免税となる数

量を超えて商業量に達するまでの数量につ

いては、たばこ税及びたばこ特別税を合わ

せて、1,000本につき13,000円の税負担とな

ります。

　なお、入国者が携帯又は別送して輸入する紙
巻たばこについては、地方のたばこ税は課され
ず、また、入国者が携帯又は別送して輸入する
紙巻たばこのうち、本特例措置の適用を受ける
紙巻たばこについては、租税特別措置法の規定
により消費税が課されないこととされています
（措法86の 3 ）。

⑵　改正の内容
①　適用期限の延長
　本特例措置については、紙巻たばこに係る
関税の無税化が関税暫定措置法により 1年ご
との措置とされていることから、本特例措置

の適用期限も関税暫定措置法の改正に併せて
1年ごとに延長されてきました。
　令和 2年 3月31日に期限が到来する本特例
措置の適用期限については、令和 2年度税制
改正においても、紙巻たばこに係る関税を無
税とする関税暫定措置法の適用期限が 1年延
長されることに併せて、令和 3年 3月31日ま
で 1年延長することとされました（措法88の
2 ）。

②　税率の引上げ
　平成30年度税制改正では、たばこ税の税率
について、平成30年10月 1 日、令和 2年10月
1 日及び令和 3年10月 1 日に、それぞれ国と
地方を合わせて1,000本につき1,000円ずつ段
階的に引き上げられることとされました。
　上記①のとおり、本特例措置の適用期限は
令和 3年 3月31日まで 1年間延長することと
されたことから、令和 2年10月 1 日に予定さ
れているたばこ税率の引上げにあわせ、本特
例の適用を受ける紙巻たばこに係る特例税率
を1,000本につき1,000円引き上げることとさ
れました（措法88の 2 ）。
　これにより、入国者が携帯又は別送して輸
入する紙巻たばこのうち免税となる数量を超
えて商業量に達するまでの数量については、
たばこ税及びたばこ特別税を合わせて、
1,000本につき14,000円の税負担となります。

⑶　適用関係
　上記⑵②の改正は、令和 2年10月 1 日以後に、
入国者が携帯し、又は別送して輸入する紙巻た
ばこについて適用されます（改正法附則 1）。
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三　揮発油税及び地方揮発油税関係の改正

1 　バイオエタノール等揮発油に係る課税
標準の特例措置の拡充

⑴　改正前の制度の概要等
　バイオエタノール等揮発油に係る課税標準の
特例は、京都議定書の第一約束期間（2008年～
2012年）におけるバイオマス由来の輸送用燃料
の導入を促進する観点から、揮発油とバイオエ
タノール等（バイオマス由来のアルコール又は
バイオマス由来のアルコールを原料として製造
されたエチル・ターシャリ・ブチルエーテルを
いいます。以下同じです。）を混和して製造さ
れた一定の揮発油（以下「バイオエタノール等
揮発油」といいます。）の税負担を軽減するた
め、平成20年度税制改正において 5年間の措置
として創設されました。
（注 1）　「バイオマス」とは、生物資源（bio）の

量（mass）を表す概念で、再生可能な生物

由来の有機性資源で化石資源を除いたもの

を指します。
（注 2）　バイオマスを燃焼することにより放出さ

れるCO2は、生物の成長過程で光合成によ

り大気中から吸収したCO2であることから、

ライフサイクルの中では大気中のCO2を増

加させないという「カーボンニュートラル」

と呼ばれる特性を有しています。こうした

特性を踏まえ、気候変動枠組条約においては、

バイオマス由来燃料は、燃焼してもCO2排

出量が計上されないものとして扱われてい

ます。

　平成25年度税制改正において、「エネルギー
供給事業者による非化石エネルギー源の利用及
び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関
する法律」（平成21年法律第72号。以下「高度
化法」といいます。）において、平成29年度に
50万㎘（原油換算）のバイオエタノールの導入
を石油精製業者に求めていること等を考慮し、

5年間の延長措置が講じられました。
　平成30年度税制改正において、高度化法の規
定による石油精製業者のバイオエタノールの利
用の目標量が、平成30年度から令和 4年度まで
の各年度においても引き続き50万㎘（原油換
算）とされる見込みであったこと等を踏まえ、
その適用期限が 5年延長され、令和 5年 3月31
日までの措置とされました。
（参考）　平成30年 4 月17日に、「平成30年度以降の

5 年間についての非化石エネルギー源の利

用に関する石油精製業者の判断の基準」（平

成30年経済産業省告示第85号。以下「高度

化法告示」といいます。）が公布され、石油

精製業者のバイオエタノールの利用の目標

量は各年度ごとに50万㎘（原油換算）とさ

れました。

　具体的には、揮発油等の品質の確保等に関す
る法律（昭和51年法律第88号）に規定する揮発
油特定加工業者又は揮発油生産業者が製造した
バイオエタノール等揮発油を、令和 5年 3月31
日までにその製造場から移出する場合には、バ
イオエタノール等揮発油の数量からその製造に
使用されたバイオエタノール等に含まれるエタ
ノールの数量に相当する数量を控除し、その控
除後の数量を当該製造場から移出した揮発油の
数量とみなし、これに揮発油税及び地方揮発油
税を課税することとされていました（旧措法88
の 7 ）。

⑵　改正の内容
　本措置については、高度化法告示の改正によ
り、令和 5年度から令和 9年度までの各年度に
おいて、石油精製業者に対し 1万㎘（エタノー
ル換算）の次世代バイオエタノールの利用の目
標量が新たに設けられ、この次世代バイオエタ
ノールとしてカーボンリサイクル技術（炭素酸
化物を吸収して生物・化学プロセス等によりバ
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イオ燃料等を製造する技術をいいます。以下同
じです。）を用いて製造されたエタノール（以
下「カーボンリサイクルエタノール」といいま
す。）が規定される見込みであること、またそ
れ以前から次世代バイオエタノールの利用を促
進するため、改正後に次世代バイオエタノール
を利用した場合には、その利用量について、バ
イオエタノールの利用の目標量の達成のための
算定において、 2倍にして計上することができ
るとされる見込みであることを踏まえ、本特例
の対象となるバイオエタノール等揮発油の範囲
に、カーボンリサイクルエタノール等を混和し
て製造された一定の揮発油も追加することとさ
れました（措法88の 7 ）。
（注）　「次世代バイオエタノール」とは、草本や木

本等の非製造物もしくは古紙等の使用済み製

造物中のセルロースを原料として、又はカー

ボンリサイクル技術を用いて製造されたバイ

オエタノールであって、温室効果ガスの排出

量が通常の揮発油と比較して10％未満である

もの（一部については、温室効果ガス排出量

の要件は当面適用されません。）をいいます

（高度化法告示 1．備考ⅵ））。
（参考）　令和 2 年 3 月31日に、高度化法告示の一

部改正告示が公布され、石油精製業者によ

る次世代バイオエタノールの利用の目標量

は令和 5 年度から令和 9 年度までの各年度

において 1 万㎘（エタノール換算）とされ、

また次世代バイオエタノールの利用量につ

き、バイオエタノールの利用の目標量の達

成のための算定において 2 倍にして計上す

ることができることとされました。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 2年 4月 1日から施行さ
れています（改正法附則 1）。

2 　沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法
律に規定されている揮発油税及び地方揮
発油税の軽減措置の延長

⑴　制度の趣旨等
　沖縄が本邦に復帰する前（昭和47年 5 月15日
前）の沖縄における間接税の課税物品の税負担
を本邦と比較すると、沖縄は総体として低い水
準にありました。このような実情を踏まえ、間
接税について、復帰後直ちに本邦税率を適用す
ると、沖縄県における一般消費者の生活や産業
経済に及ぼす影響が大きいと考えられたことか
ら、その影響の緩和を図る観点から復帰後 5年
間は、原則として復帰前の負担水準を維持する
措置が講じられました。
　昭和52年度税制改正において、本措置につい
て、 5年間の期限延長を行うとともに、段階的
に負担水準を本土並みに近づけていくための措
置が講じられましたが、昭和57年度以降の税制
改正においては、沖縄県の社会経済情勢等を考
慮して、負担水準の見直しは行わず、それぞれ
5年間の延長措置が講じられました。
　平成24年度税制改正において、沖縄県の社会
経済情勢等を考慮しつつ、沖縄におけるガソリ
ン価格の平準化及びガソリン価格の引下げ効果
等の検証を行う観点から、延長期間を 5年から
短縮し、 3年間の延長措置が講じられました。
　平成27年度税制改正において、沖縄県の最近
の社会経済状況及び県民生活の実態、ガソリン
価格の引下げ効果等の検証の結果を踏まえ、そ
の適用期限が 5年延長され、令和 2年 5月14日
までの措置とされました。
　これらの経緯を経て、沖縄県の区域内にある
揮発油の製造場から移出され、又は保税地域か
ら引き取られる揮発油については、揮発油税及
び地方揮発油税が軽減されています（旧沖特法
80①三）。

⑵　改正前の制度の概要
　昭和55年 5 月15日から令和 2年 5月14日まで
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の間における揮発油税及び地方揮発油税の税率
は、本土における両税の合計額（ 1 ㎘につき
53,800円）に538分の468を乗じて計算した金額
（ 1 ㎘につき46,800円）とすることとされてい
ました（旧沖特令74）。

⑶　改正の内容
　本措置は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度
の沖縄県の区域における円滑な実施を図ること
を目的としており、これまでも沖縄の産業振興、
県民生活の安定・向上に大きく寄与してきてい

るところですが、本年 5月14日の適用期限の到
来に際しては、沖縄県の最近の社会経済状況及
び県民生活の実態、ガソリン価格の引下げ効果
等を踏まえ、その適用期限を延長することとさ
れました。また、沖縄振興特別措置法に基づく
沖縄振興計画が令和 3年度末までの計画であり、
その期限において、同法に基づく他の税制措置
と併せ本措置の効果等についても検証されるた
め、延長期間は 2年とし、令和 4年 5月14日ま
での措置とすることとされました（沖特法80①
三、沖特令74）。

四　石油石炭税関係の改正

1 　地球温暖化対策のための石油石炭税の
税率の特例に係る免税・還付措置の延長

⑴　制度の趣旨
　地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減
が地球規模の重要かつ喫緊の課題となっている
こと等を踏まえ、我が国においても税制による
地球温暖化対策を強化するとともに、エネルギ
ー起源 CO2排出抑制のための諸施策を実施し
ていく観点から、平成24年度税制改正において、
広範な分野にわたりエネルギー起源 CO2排出
抑制を図るため、全化石燃料を課税ベースとす
る石油石炭税に CO2排出量に応じた税率を上
乗せする「地球温暖化対策のための石油石炭税
の税率の特例」が設けられました。
　この特例による税率は、原油及び石油製品に
ついては 1 ㎘当たり2,800円（760円の上乗せ）、

ガス状炭化水素は 1 t 当たり1,860円（780円の
上乗せ）、石炭は 1 t 当たり1,370円（670円の上
乗せ）とされています（措法90の 3 の 2 ）。
　ただし、一定の分野については、エネルギー
集約度が極めて高いこと、地域雇用に重大な影
響を与え得ること等に配慮し、所要の免税・還
付措置を講ずることとされ、平成26年度税制改
正において、 3年間の延長措置が講じられまし
た。
　平成29年度税制改正において、還付措置の対
象に苛性ソーダの製造業を営む者（子会社等を
含みます。）が自ら発電（苛性ソーダの製造に
使用する電気に係るものに限ります。）の用に
供した重油等を追加するとともに、その適用期
限が 3年延長され、令和 2年 3月31日までの措
置とされました。
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⑵　改正前の制度の概要
①　特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税
の軽減措置
　苛性ソーダの製造業を営む者が自ら発電
（苛性ソーダの製造に使用する電気に係るも
のに限ります。）の用に供する石炭及び塩製
造業者が自ら発電（イオン交換膜法による塩
の製造に使用する電気に係るものに限りま
す。）の用に供する石炭について、令和 2 年
3月31日までに保税地域から引き取られるも
のについては、その引取りに係る石油石炭税
の税額は、「地球温暖化対策のための石油石
炭税の税率の特例」の規定にかかわらず、本
則税率（ 1 t 当たり700円）により計算した
金額とすることとされていました（旧措法90
の 3 の 3 ①）。
②　特定の石油製品等を特定の運送、農林漁業
又は発電の用に供した場合の石油石炭税の還
付措置
　次表に掲げる者が課税済みの原油又は粗油
から国内において製造された特定用途石油製
品等（次表に掲げる石油製品等をいいます。）
を令和 2年 3月31日までに次表に掲げる用途

に供した場合には、これらの用途に供した特
定用途石油製品等につき、「地球温暖化対策
のための石油石炭税の税率の特例」による税
率（⑴の図の表中「特例税率」の欄の額）に
より計算した石油石炭税額と本則税率（⑴の
図の表中「本則税率」の欄の額）により計算
した石油石炭税額との差額に相当する金額を
その特定用途石油製品等の製造者、その特定
用途石油製品等を採取場から移出した採取者
又はその特定用途石油製品を保税地域から引
き取った者に還付することとされていました
（旧措法90の 3 の 4 ①）。

使用者 石油製品等 用途

1 内航海運業を営む
内航海運業法の規
定による登録を受
けた者又は届出を
行った者

軽油又は重
油

内航海運業
に係る内航
運送の用

2 一般旅客定期航路
事業を営む海上運
送法の規定による
許可を受けた者

軽油又は重
油

一般旅客定
期航路事業
の用（遊覧
の用その他
一定の用途
を除きま
す。）

地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例

石炭
ガス状炭化水素
（LPG・LNG）

原　　油
・

石油製品

石油石炭税

本則税率

上乗せ税率

760 円

1,080 円 700 円

2,040 円

780 円

670 円

課税物件
原油・石油製品
［ 1㎘当たり］
ガス状炭化水素
［ 1 t 当たり］

石炭
［ 1 t 当たり］

特例税率

2,800 円

1,860 円

1,370 円

本則税率

2,040 円

1,080 円

700 円
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3 鉄道事業法の規定
による許可を受け
た者

軽油 第一種鉄道
事業及び第
二種鉄道事
業の用（鉄
道用車両の
動力源の用
途に限りま
す。）

4 航空法に規定する
国内定期航空運送
事業を営む航空法
の規定による許可
を受けた者

航空機燃料 国内定期航
空運送事業
の用

5 農林漁業を営む者 軽油 農林漁業の
用

6 苛性ソーダの製造
業を営む者（その
苛性ソーダの製造
業を営む者に電気
を供給する者であ
って、その苛性ソ
ーダの製造業を営
む者と特別の関係
がある者を含みま
す。）

重油、天然
ガス又は石
炭

発電（苛性
ソーダの製
造に使用す
る電気に係
るものに限
ります。）
の用

⑶　改正の内容
　「特定の用途に供する石炭に係る石油石炭税
の軽減」及び「特定の石油製品等を特定の運送、
農林漁業又は発電の用に供した場合の石油石炭
税の還付」については、その適用期限を 3年延
長し、令和 5年 3月31日までの措置とすること
とされました（措法90の 3 の 3 、90の 3 の 4 ）。

2 　輸入農林漁業用 A重油に係る石油石
炭税の免税措置の延長

⑴　改正前の制度の概要等
　我が国の農林水産業は、中小零細な事業者が
多いという基本的な経営基盤の脆弱性を有して
おり、農林漁業用に供される一定の重油及び粗
油（以下「農林漁業用A重油」といいます。）
については、農林漁業者にとって漁船燃料やビ
ニールハウスの加温用燃料として欠かせないも
のとなっている中、その経費に占める割合が高
い状況にあります。このような状況を踏まえ、

石油税（昭和53年創設、現在は石油石炭税）の
創設の際、保税地域から引き取られる農林漁業
用A重油に係る石油税の免税措置が講じられ、
その後は適用期限の到来の都度、延長されまし
た。
　平成24年度税制改正において、「地球温暖化
対策のための石油石炭税の税率の特例」により
上乗せされる税率部分についても免税とされま
した。
　平成26年度税制改正及び平成29年度税制改正
において、その適用期限が 3年延長され、令和
2年 3月31日までの措置とされました（旧措法
90の 4 ）。
（参考）　免税対象となる農林漁業用A重油とは、

温度15度における比重が0.83以上0.9037以下

で、引火点が温度130度以下のものです。

⑵　改正の内容
　本措置については、小売価格の引下げ効果の
実態調査の結果等を踏まえ、その適用期限を 3
年延長し、令和 5年 3月31日までの措置とする
こととされました（措法90の 4 ）。

3 　輸入沖縄発電用特定石炭等に係る石油
石炭税の免税措置の延長

⑴　制度の趣旨等
　平成15年度税制改正において、石炭が石油石
炭税の課税対象に追加されましたが、輸入石炭
のうち、沖縄の発電用途のものについては、
①　需要規模が小さく原子力発電が困難である
こと、
②　水力発電も限定的であり、また本土の電力
系統を利用した広域融通ができないこと、
といった沖縄県の特殊な電力事情等に配慮し、
沖縄振興の観点から、石油石炭税の免税措置が
講じられました。本措置については、租税特別
措置法に規定されるとともに、沖縄振興特別措
置法において、同法上の特例措置と位置づけら
れています。
　平成19年度税制改正において、他の沖縄振興
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特別措置法に基づく租税特別措置と同様に、 5
年間の延長措置が講じられました。
　平成24年度税制改正において、環境問題への
適応及びエネルギー供給源の多様化によるエネ
ルギーセキュリティの向上等を図る観点から、
液化天然ガスを燃料とした火力発電が開始され
ることに伴い、沖縄における電気の安定的かつ
適正な供給を図るために、本措置の対象に液化
天然ガスが追加されました。また、本措置によ
る電気料金の引下げ効果等の検証を行う観点か
ら、延長期間を 5年から短縮し、 3年間の延長
措置が講じられました。
　平成27年度税制改正において、電気料金の引
下げ効果の検証の結果等を踏まえ、その適用期
限が 5年延長され、令和 2年 3月31日までの措
置とされました（旧措法90の 4 の 3 、旧沖縄振
興特措法65）。

⑵　改正前の制度の概要
　沖縄発電用特定石炭等（電気事業法による発
電事業者が沖縄県の区域内にある事業場におい
て発電の用に供する液化天然ガス又は石炭をい
います。）を保税地域から引き取ろうとする者
が、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認
を受けて、その沖縄発電用特定石炭等を引き取
るときは、その引取りに係る石油石炭税を免除
することとされていました（旧措法90の 4 の 3 ）。

⑶　改正の内容
　本措置については、電気料金の引下げ効果等
を踏まえ、その適用期限を延長することとされ
ました。また、沖縄振興特別措置法に基づく沖
縄振興計画が令和 3年度末までの計画であり、
その期限において、同法に基づく特例措置であ
る本措置の効果等についても検証されることか
ら、延長期間は 2年とし、令和 4年 3月31日ま
での措置とすることとされました（措法90の 4
の 3 ）。

4 　国産農林漁業用 A重油に係る石油石
炭税の還付措置の延長

⑴　改正前の制度の概要等
　輸入農林漁業用A重油については、上記 2
のとおり免税措置が講じられてきており、これ
とのバランス等を考慮して、平成元年度税制改
正において、課税済みの原油等から国内におい
て製造された農林漁業用A重油について石油
税（現在は石油石炭税）の還付措置が講じられ、
その後は適用期限の到来の都度、延長されまし
た。
　平成24年度税制改正において、「地球温暖化
対策のための石油石炭税の税率の特例」により
上乗せされる税率部分についても還付すること
とされました。
　平成26年度税制改正及び平成29年度税制改正
において、その適用期限が 3年延長され、令和
2年 3月31日までの措置とされました。
　具体的には、農林漁業を営む者が、課税済み
の原油等から国内において製造されたA重油
で、農林漁業用の用に供するものを購入した場
合には、その購入した国産A重油 1 kℓ当たり
2,800円の税率により算出した石油石炭税額に
相当する金額を国産A重油の製造者に還付す
ることとされていました（旧措法90の 6 ）。

⑵　改正の内容
　本措置については、小売価格の引下げ効果の
実態調査の結果等を踏まえ、その適用期限を 3
年延長し、令和 5年 3月31日までの措置とする
こととされました（措法90の 6 ）。

5 　非製品ガスに係る石油石炭税の還付措
置の延長

⑴　制度の趣旨等
　原油等を精製する過程においては、ガソリン
等の石油製品以外に、品質・性状が安定しない
こと等から製品として販売できないガス（いわ
ゆる「非製品ガス」）が一定程度不可避的に発
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生します。
　石油石炭税は、精製された石油製品にではな
く、石油製品の原料となる原油等が採取場から
移出される段階又は保税地域から引き取られる
段階で課税されるため、その原油等から発生す
る非製品ガスにも石油石炭税が課税された状態
となります。このため、非製品ガスに対する石
油石炭税の課税分は最終的に他の石油製品の価
格に転嫁されることとなり、石油製品そのもの
に対してのみ石油石炭税が課税される輸入石油
製品と比較した場合、石油石炭税に係る税負担
の面でバランスが取れていない状況にありまし
た。
　また、国内供給に占める輸入石油製品の割合
は増加傾向にあり、さらに、シンガポール・中
国・韓国等周辺のアジア諸国の石油精製業者が
大規模・最新鋭の製油所を新設・増設しており、
石油製品の輸入は今後も増加することが想定さ
れることから、我が国の石油精製業者はますま
す輸入石油製品との厳しい競争にさらされるこ
とが予想され、国内における石油製品の需要の
減少が続く中で、国産石油製品の安定供給の確
保や石油サプライチェーンの維持を図るための
投資を促すことが重要であると考えられました。
　これらの点を踏まえ、平成26年度税制改正に
おいて、原油等を精製する過程で発生する非製
品ガスに係る石油石炭税相当額を還付する措置
が講じられました。
　平成29年度税制改正において、その適用期限
が 3年延長され、令和 2年 3月31日までの措置
とされました。
（注）　経済産業省は、本措置による還付金を活用

した投資計画や、その投資計画の進捗状況等

について定期的な報告を石油精製業者に求め、

本措置の効果の把握・検証等を行うこととし

ています。

⑵　改正前の制度の概要
　石油精製業者が、令和 2年 3月31日までに、
製造場（その製造場の所在地を所轄する税務署

長の承認を受けた製造場に限ります。）におい
て課税済みの原料から非製品ガス（石油及び歴
青油並びにこれらの調製品等の製造に伴い副次
的に製造されるものであって、販売（販売以外
の授与を含みます。）の用に供するもの以外の
ものをいいます。以下同じです。）を製造した
場合には、非製品ガスの数量に 1 ㎘当たり
2,800円に相当する金額を乗じて得た金額を非
製品ガスを製造した石油精製業者に還付するこ
ととされていました（旧措法90の 6 の 3 ）。
（注 1）　「課税済みの原料」とは、課税済みの原油

等（原油若しくは関税定率法別表第2710・

19号の 1 の㈢若しくは第2710・20号の 1 の

㈣に掲げる粗油で石油石炭税課税済みのも

のをいいます。）、石油調製品等（同表第

2710・12号、第2710・19号及び第2710・20

号に掲げる石油及び歴青油並びにこれらの

調製品（同表第2710・19号の 1 の㈢又は第

2710・20号の 1 の㈣に掲げる粗油で課税済

みのものを除きます。）をいいます。）又は

石油等の残留物（同表第2713・11号若しく

は第2713・12号に掲げる石油コークスを除

きます。）で課税済みの原油等又は石油調製

品等から本邦において製造されたものをい

います（旧措法90の 6 の 3 ①、旧措令50の

2 の 2 ②）。
（注 2）　非製品ガスの数量は、当該非製品ガスの

重量（温度 0 度及び 1 気圧の下における乾

燥した当該非製品ガスの容量（㎥）にその

１ ㎥当たりの重量（㎏）を乗じて得たもの

をいいます。）を温度15度の下における当該

非製品ガスの製造に使用された原料の 1 ㎘

当たりの重量（㎏）で除して算出します（旧

措令50の 2 の 2 ⑩）。

⑶　改正の内容
　本措置については、その適用期限を 3年延長
し、令和 5年 3月31日までの措置とすることと
されました（措法90の 6 の 3 ）。

─�748�─

――租税特別措置法等（間接税等関係）の改正――



五　航空機燃料税関係の改正

1 　航空機燃料税の税率の特例措置の延長

⑴　改正前の制度の概要等
　平成23年度税制改正において、航空業界のグ
ローバル競争が激化する中で、平成23年度から
3年間を「集中改革期間」と位置づけ、航空会
社のコスト削減や航空行政の改革（徹底的なオ
ープンスカイの推進、首都圏空港の機能強化
等）を行い、我が国航空会社の国際競争力を強
化していくこととされ、その施策の一環として、
平成23年 4 月 1 日から平成26年 3 月31日までの
間に航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航
空機燃料税について、その税率を航空機燃料 1
㎘当たり18,000円（本則26,000円）に軽減する
措置が講じられました。
　平成26年度税制改正において、 3年間の「集
中改革期間」を経て、我が国航空会社の収益は
本措置の効果や航空会社のコスト削減努力等に
より改善したものの、国内航空ネットワークに
ついては、リーマンショックの影響等により、
地方間の路線を中心に、路線が廃止されたり、
運行回数が減少している状況にあり、地方住民
等の利用者利便の向上を図るためにも国内航空
ネットワークの回復・充実を図るという観点か
ら、 3年間の延長措置が講じられました。
　平成29年度税制改正において、令和元年度に
おける国内ローカル路線の目標運行回数を確実
に達成する観点から、その適用期限が 3年延長
され、令和 2年 3月31日までの措置とされまし
た（旧措法90の 8 ）。
（注 1）　航空会社各社は、平成28年度における国

内ローカル路線の目標運航回数（約64.8万回

/年）を設定し、それを行動目標として国内

航空ネットワークの充実に向けて取り組み、

利用者利便の向上を図ることとされていま

したが、中堅航空会社の破綻、操縦士不足

による運航停止等により目標未達であった

ことから、その目標期限は令和元年度まで

延長されていました。
（注 2）　「国内ローカル路線」とは、幹線（新千歳

空港、成田国際空港、東京国際空港、関西

国際空港、大阪国際空港、福岡空港、那覇

空港を相互に結ぶ路線）以外の路線をいい

ます。

⑵　改正の内容
　本措置については、航空会社各社が国内ロー
カル路線の充実に加えて、令和 2年に開催が予
定されていた東京オリンピック・パラリンピッ
クを契機として訪日外国人旅行者の地方誘客を
拡大するため、新しい施策や利用者利便向上に
つながる投資等に集中的に取り組むこととして
いることを踏まえ、こうした取組みを後押しす
る観点から、適用期限を延長することとされま
した。これらの取組みは短期間で集中的に行わ
れるものであり、また、後述する沖縄路線航空
機に係る特例措置の延長期間が 2年とされるこ
とも踏まえ、本措置の延長期間も 2年とし、令
和 4年 3月31日までの措置とすることとされま
した（措法90の 8 ）。

2 　沖縄路線航空機に積み込まれる航空機
燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措
置の延長

⑴　改正前の制度の概要等
　平成 9年度税制改正において、沖縄振興策の
一環として、沖縄の重要な産業の一つである観
光の一層の振興を図る観点から、本土―那覇路
線（本土―沖縄本島間）の航空運賃引下げのた
めの措置として、空港使用料の引下げ及び航空
会社による協力とともに、当該路線航空機に平
成14年 3 月31日までに積み込まれる航空機燃料
に係る航空機燃料税の税率を 1 ㎘当たり15,600
円（本則の 5分の 3）に軽減する措置が講じら
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れました。
　平成11年度税制改正において、一層の沖縄振
興を図る観点から、航空運賃の更なる引下げに
資するため、税率を更に引き下げることとされ、
1 ㎘当たり13,000円（本則の 2 分の 1）に軽減
する措置が講じられました。
　平成14年度及び平成19年度の税制改正におい
て、沖縄県の社会経済状況等を考慮して、 5年
間の延長措置が講じられました。
　平成22年度税制改正において、沖縄県外にお
ける県特産品の流通・販路拡大に寄与し、観光
地としての沖縄の認知度を向上させるなど、観
光振興上の効果を有する面があるとの観点から、
旅客便に限定されていた本措置の対象範囲に貨
物便が追加されました。
　平成23年度税制改正において、「航空機燃料
税の税率の特例」が創設され、航空機燃料税の
税率が18,000円に引き下げられたことに伴い、
沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料につ
いては、その軽減割合（本則の 2分の 1）に応
じて 1 ㎘当たり9,000円とすることとされまし
た。
　平成24年度税制改正において、本土―沖縄本
島間と同様に、沖縄県の観光振興策の一環とし
て、本土からの観光客の確保を図り、地域の経
済活性化を促進するという観点から、本措置の
対象に、本土―宮古島、石垣島又は久米島間の
航路（那覇経由便を除きます。）を追加した上
で、 3年間の延長措置が講じられました。
　平成26年度税制改正において、更に沖縄の観
光振興を進めるためには、沖縄の離島が有する
豊かな自然・文化への接触機会の拡大や観光客
の滞在日数の増加等が重要であり、本土から沖
縄本島に来訪する観光客を沖縄県内の離島へと
誘客する観点から、本措置の対象に沖縄県の区
域内の各地間を航行する航空機を追加するとと
もに、 3年間の延長措置が講じられました。
　平成29年度税制改正において、沖縄県の社会
経済状況等を考慮して、その適用期限が 3年延
長され、令和 2年 3月31日までの措置とされま

した。
　令和元年度税制改正において、平成31年 3 月
30日の下地島空港旅客ターミナル開業に伴い、
沖縄の観光の振興を図る観点から、本措置の対
象に、下地島と沖縄県以外の本邦の地域（離島
振興法に規定する離島振興対策実施地域に含ま
れる離島等を除きます。）との間を航行する航
空機を追加することとされました（旧措法90の
8 の 2 ）。

⑵　改正の内容
　本措置については、沖縄振興特別措置法に基
づく沖縄振興計画が令和 3年度末までの計画で
あり、その期限において、同法に基づく特例措
置である本措置の効果等についても検証される
ことから、その適用期限を 2年延長し、令和 4
年 3月31日までの措置とすることとされました
（措法90の 8 の 2 ）。

3 　特定離島路線航空機に積み込まれる航
空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特
例措置の延長

⑴　改正前の制度の概要等
　平成11年度税制改正において、離島について
は本土との地理的な隔絶性等の特殊事情があり、
離島住民の生活の安定を図る上で航空交通の安
定的な確保について政策上の配慮が求められて
いたこと等に鑑み、 2年間の措置として、特定
離島路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係
る航空機燃料税の税率を 1 ㎘当たり19,500円
（本則の 4 分の 3）に軽減する措置が講じられ、
その後、期限の到来に伴い適用期限が延長され
ました。
　平成23年度税制改正において、 3年間の措置
として、航空機燃料税の税率が 1 ㎘当たり
18,000円（本則：26,000円）に引き下げられた
ことに伴い、特定離島路線航空機に積み込まれ
る航空機燃料については、その軽減割合（本則
の 4分の 3）に応じて、航空機燃料税の税率を
1 ㎘当たり13,500円とする措置が講じられ、そ
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の後、平成26年度税制改正において、 3年間の
延長措置が講じられました。
　平成29年度税制改正において、その適用期限
が 3年延長され、令和 2年 3月31日までの措置
とされました（旧措法90の 9 ）。
（注）　「特定離島路線」とは、離島（その地域の全

部又は一部が離島振興法の規定により指定さ

れた離島振興対策実施地域に含まれる島、奄

美群島振興開発特別措置法に規定された奄美

群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措

置法に規定された離島をいいます。）と本邦の

地域との間の路線（宮古島、石垣島、久米島

又は下地島と沖縄以外の本邦の地域との間の

路線及び沖縄県の区域内の各地間の路線を除

きます。）のうち、旅客の運送の確保を図るこ

とが離島の住民の生活の安定に資するために

特に必要なものとして、国土交通大臣が財務

大臣と協議して指定した路線及び離島と成田

国際空港、東京国際空港、関西国際空港又は

大阪国際空港との間の路線（沖縄路線航空機

に積み込まれた航空機燃料に係る航空機燃料

税の税率の特例措置が適用される路線を除き

ます。）をいいます（旧措法90の 9 、旧措令50

の 4 、旧特定離島路線の指定に関する告示（平

成11年 3 月運輸省告示第173号））。

⑵　改正の内容
　本措置については、その適用期限を延長する
こととされ、また、前述の沖縄路線航空機に係
る特例措置の延長期間が 2年とされること等を
踏まえ本措置の延長期間も 2年とし、令和 4年
3 月31日までの措置とすることとされました
（措法90の 9 ）。

六　印紙税関係の改正

1 　不動産の譲渡に関する契約書等に係る
印紙税の税率の特例措置の延長

⑴　改正前の制度の概要等
　平成 9年度税制改正において、他の税制上の
諸措置（住宅取得促進税制の見直し、登録免許
税の特例措置の拡充等）と相まって、住宅・土
地取引等の活性化を図るとともに、景気対策に
も資するとの観点から、 2年間の措置として、
住宅・土地取引等に伴って作成される「不動産
の譲渡に関する契約書」及び「建設工事の請負
に関する契約書」に係る印紙税の税率を軽減す
る措置が講じられました。平成11年度以降の税
制改正においては、それぞれ 2年間の延長措置
が講じられました。
　平成25年度税制改正において、住宅・土地取

引の現状や消費税率の段階的な引上げが予定さ
れていること等に鑑み、本措置の適用期限を 5
年延長し平成30年 3 月31日までの措置とした上
で、建設業における重層的な下請構造の下での
印紙税の課税状況等を踏まえ、平成26年 4 月 1
日以後に作成する契約書については、軽減割合
及び対象範囲を拡充することとされました。
　平成30年度税制改正において、その適用期限
が 2年延長され、令和 2年 3月31日までの措置
とされました（旧措法91）。

⑵　改正の内容
　本措置については、住宅・土地取引の現状等
を踏まえ、その適用期限を 2年延長し、令和 4
年 3月31日までの措置とすることとされました
（措法91）。
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七　その他間接税等関係の改正

1 　輸出免税手続の簡素化

⑴　改正前の制度の概要
　酒税、たばこ税、揮発油税、石油ガス税又は
石油石炭税（以下「酒税等」といいます。）は、
原則として、酒類、製造たばこ、揮発油、課税
石油ガス、原油、ガス状炭化水素又は石炭（以
下「酒類等」といいます。）がその製造場等か
ら移出され、又は保税地域から引き取られる時
に納税義務が成立する移出時（引取時）課税制
度を採用しています。これは、流通段階の直前
である製造場等からの移出時に酒税等の納税義
務を成立させることで、酒類等の製造者等が酒
税等相当額を酒類等の価格に加えて販売するこ
とにより酒税等の転嫁を図り、これによって最
終的にはその酒類等の消費者に負担を求めるこ
とを予定しているためです。したがって、課税
物件である酒類等が、その製造場等で製造され
たものであると否とを問わず、酒類等の製造場

等から移出する場合には納税義務が成立する仕
組みとされています。
　他方、酒税等の内国消費税においては、消費
地課税の考え方から、国内において消費される
課税物件に対して負担を求めることを予定して
いますので、酒類製造者等が輸出する目的で酒
類等をその製造場等から移出する場合には、移
出時課税の例外として輸出免税の制度を設け、
輸出のため製造場等から移出される酒類等につ
いては酒税等を免除することとされています
（酒法29①、た法14①、揮法15①、石ガ法11①、
石石法11①）。
　本制度により酒税等の免除の適用を受けるた
めには、酒類等を製造場等から移出した日の属
する月分の納税申告書（期限内申告書に限りま
す。）に、当該酒類等が輸出のため外国航路等
に就航する船舶等に積み込まれたことを輸出港
の所轄税関長が証明した書類、当該酒類等の輸
出の事実を輸出の許可をした税関長が証明した

不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の延長

○不動産の譲渡に関する契約書
〔契約書に記載された契約金額が 10 万円を超えるもの〕

契約金額 軽減税率 軽減割合

10 万円超

50 万円超

100 万円超

500 万円超

1 千万円超

5 千万円超

1 億円超

5 億円超

10 億円超

50 億円超

200 円

500 円

千円

5 千円

1 万円

3 万円

6 万円

16 万円

32 万円

48 万円

本則税率

400 円

千円

2 千円

1 万円

2 万円

6 万円

10 万円

20 万円

40 万円

60 万円

50％

50％

50％

50％

50％

50％

40％

20％

20％

20％

50 万円以下

100 万円以下

500 万円以下

1 千万円以下

5 千万円以下

1 億円以下

5 億円以下

10 億円以下

50 億円以下

契約金額 軽減税率 軽減割合

100 万円超

200 万円超

300 万円超

500 万円超

1 千万円超

5 千万円超

1 億円超

5 億円超

10 億円超

50 億円超

200 円

500 円

千円

5 千円

1 万円

3 万円

6 万円

16 万円

32 万円

48 万円

本則税率

400 円

千円

2 千円

1 万円

2 万円

6 万円

10 万円

20 万円

40 万円

60 万円

50％

50％

50％

50％

50％

50％

40％

20％

20％

20％

200 万円以下

300 万円以下

500 万円以下

1 千万円以下

5 千万円以下

1 億円以下

5 億円以下

10 億円以下

50 億円以下

○請負に関する契約書（建設工事に係るものに限る。）
〔契約書に記載された契約金額が 100 万円を超えるもの〕 

（概要） 
　平成 26 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日までの間に作成される不動産の譲渡
に関する契約書又は請負に関する契約書（建設工事に係るものに限る。）に係る印
紙税の税率については、一通につき以下のとおり軽減税率を適用する。

税目：印紙税
適用期限：令和 2 年 3 月 31 日
⇒適用期限を令和 4 年 3 月 31 日まで 2 年延長

─�752�─

――租税特別措置法等（間接税等関係）の改正――



書類又は当該酒類等が外国に陸揚げされたこと
を証明する書類等（以下「輸出証明書」といい
ます。）に基づいて作成された当該酒類等の輸
出に関する明細を記載した書類（以下「輸出明
細書」といいます。）を添付する必要がありま
した（旧酒法29②、旧た法14②、旧揮法15②、
旧石ガ法11②、旧石石法11②）。
（注）　揮発油税及び石油ガス税については、輸出

明細書とともに輸出証明書の提出も必要とさ

れていました。

⑵　改正の内容
　本制度により酒税等の免除の適用を受けるた
めには、製造場等から移出した日の属する月分
の納税申告書（期限内申告書に限ります。）に
本制度の適用を受けようとする酒類等の税率の
適用区分及び当該区分ごとの数量等を記載する
とともに、輸出証明書に基づいて酒類等の税率
の適用区分、当該区分ごとの数量、輸出の年月
日、仕向地、輸出港の所轄税関等を帳簿に記載
することとされ、本制度により酒税等の免除の
適用を受けるため必要であった当該納税申告書
への輸出明細書の添付は要しないこととされま
した（酒法29②、た法14②、揮法15②、石ガ法
11②、石石法11②）。
（注）　揮発油税及び石油ガス税については、輸出

証明書についても添付を要しないこととされ

ました。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 2年 4月 1日以後に納税
申告書の提出期限が到来する酒税等について適
用し、同日前に納税申告書の提出期限が到来し

た酒税等については、なお従前の例によること
とされています（改正法附則48②、50、51）。

2 　その他税務手続の簡素化等

⑴　改正前の制度の概要
　個別間接税を免税とする措置については、上
記 1 ⑴と同様、納税申告書に輸出証明書に基づ
いて作成された輸出明細書等の添付を条件とし
て適用することとされる特例があります。具体
的には、次に掲げる特例措置について、次に定
める書類の添付要件を課しているところです。

特例措置 添付書類

外航船等に積み込む酒
類・製造たばこの免税
（措法87の 5 、88の 3 ）

税関長の承認を受けた
事実を証する書類（旧
措規36②）

輸出酒類販売場から移
出する酒類に係る酒税
の免税（措法87の 6 ）

免税販売した酒類の明
細を記載した書類（旧
措法87の 6 ②）

⑵　改正の内容
　納税者の利便性向上を図る観点から、税関長
の承認を受けた事実を証する書類の保存又は納
税申告書（期限内申告書に限ります。）に必要
事項を記載することを要件に、納税申告書への
書類の添付を要しないこととされました（措規
36③、措法87の 6 ②）。

⑶　適用関係
　上記の改正は、令和 2年 4月 1日以後に申告
書の提出期限が到来する酒税及びたばこ税につ
いて適用し、同日前に申告書の提出期限が到来
した酒税及びたばこ税については、なお従前の
例によることとされています（改正法附則109、
改正措規附則22）。
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