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令和３年度税制改正（租税特別措置）要望事項（新設・拡充・延長） 

（農林水産省農村振興局地域振興課） 

項 目 名 過疎地域における事業用設備等に係る特別償却 

税 目 所得税・法人税（措法第 12条、第 45条、第 68条の 27） 

要

望

の

内

容

＜現行制度の概要＞ 

 法人又は個人が、令和３年３月 31 日までに過疎地域内に取得価額の合計が
2,000 万円を超える生産等設備を新増設して一定の事業の用に供した場合、建
物・機械等の資産について特別償却を認める措置。 

○対象事業及び特別償却対象設備
・製造業･･･機械及び装置、建物及び附属設備
・旅館業･･･建物及び附属設備
・農林水産物等販売業･･･機械及び装置、建物及び附属設備

○特別償却率：機械及び装置･･･10/100、建物及び附属設備･･･6/100

根拠法： 
・過疎地域自立促進特別措置法第 30条
・租税特別措置法第 12条、第 45条、第 68条の 27

＜要望の内容＞ 

 対象業種の拡充、取得価額要件の引下げ、割増償却への移行等の見直しを行
った上で延長する。 

○見直し内容
・対象業種に「情報サービス業等※」を追加する。
※「情報サービス業等」

・情報サービス業
・有線放送業
・インターネット付随サービス業
・次に掲げる業務（情報通信の技術を利用する方法により行う者に限
るものとし、前記に掲げる事業に係るものを除く。）及び当該業務
により得られた情報の整理又は分析の業務に係る事業
① 商品、権利若しくは役務に関する説明若しくは相談又は商品若
しくは権利の売買契約若しくは役務を有償で提供する契約につい
ての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくはこれらの契約の
申込み若しくは締結の勧誘の業務

② 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るため
にする市場等に関する調査の業務

（租税特別措置法施行規則第二十条の十六第七項と同様）
・対象設備（対象全業種）に「構築物」を追加し、旅館業の対象設備に「機
械及び装置」を追加する。

・取得価額要件の下限額を「500万円以上」に引き下げる。
・「新増設以外の取得等」を対象に追加する。
・通常の償却に加えて行うことができる償却の方法を以下のとおり見直す。
割増償却（５年間）
償却限度額：機械・装置 普通償却限度額の 32／100 

：建物・附属設備、構築物 普通償却限度額の 48／100） 
・上記償却方法等の見直しによる必要な経過措置を講じる。
・適用期間を 10年延長する。
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 平年度の減収見込額 

  ▲256 百万円 
▲591 百万円 

（割増償却制度拡充１～５

年目合計） 

と 

▲335 百万円 

（現行特別償却制度 H28～

H30 平均） 

の差額、 

割増償却制度は５年間に渡

り償却を行うため、平年度

の減収見込額は５年間の値

を用いている。 

(制度自体の減収額) (  ▲600百万円) 

(改 正 増 減 収 額) (   －  百万円) 
○対象業種ごとの見直し内容 
１．製造業・旅館業 
（１）対象 
  ①資本金 5,000 万円以下の事業者：機械・装置、建物・附属設備、構築物

の取得等 
  ②資本金 5,000万円超の事業者：機械・装置、建物・附属設備、構築物 

の新増設に係る取得等 
（２）取得価額の下限額 
   一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が以下に示す下限

額以上である場合 
資本金の規模 5,000 万円以下 5,000 万円超 1 億円以下 1 億円以上 
取得価額 500 万円 1,000 万円 2,000 万円 

 
２．農林水産物等販売業・情報サービス業等 
（１）対象 
  ①資本金 5,000万円以下の事業者 

：機械・装置、建物・附属設備、構築物の取得等 
  ②資本金 5,000万円超の事業者 

：機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設に係る取得等 
（２）取得価額の下限額 
   一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が 500 万円以上で

ある場合 

 
＜その他＞ 
（１）税制特例の適用に当たって、立地目標等の市町村過疎計画への記載を要

件化 
   過疎法に基づく市町村による産業振興策と連携した措置とするため、税

制適用にあたっては市町村が作成する過疎計画に税制特例対象業種に係る
立地目標等を記載することを要件とする（記載事項、作成手続きについて
は、過疎新法（仮称）における市町村過疎計画の記載事項等の見直しと一
体的に検討する）。計画の記載事項については経過措置を検討する。 

 
（２）過疎地域から除外することとなる地域における税制特例の適用 
  過疎新法（仮称）の制定により、過疎地域から外れる地域が生じる可能性
がある。このような地域においても一定の期間、本特例措置を適用する。
（過疎新法（仮称）における過疎地域の指定要件の見直し、財政措置に対す
る経過措置の検討と一体的に検討する。） 
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⑴ 政策目的 

現行の過疎地域自立促進特別措置法は令和２年度末に失効するが、過疎地域
では引き続く人口減少と、著しい高齢化の進行、さらには若年者の流出がみら
れ、現行法の期限後においても、失効後の立法措置の動向に対応し、新たな過
疎対策に取り組む必要がある。 

新たな過疎対策においては、少子高齢化・若年者の流出という過疎地域の課
題を踏まえ、製造業や旅館業等の設備投資を促進し、産業の振興を図り、過疎
地域の雇用機会の創出・確保による人口流出の抑制及び人口流入の拡大を図る
ことを政策目的とする。 

 

⑵ 施策の必要性 

過疎地域の雇用機会の創出・確保による人口流出の抑制及び人口流入の拡大
を図るためには、民間企業による設備投資を促進することが必要である。 

対象業種については、過疎地域の地域資源を活用する業種として本制度で講
じてきた「製造業」、「旅館業」、「農林水産物等販売業」に加え、過疎地域
において、若者に魅力ある職場の確保、Society5.0 時代を見据えた地域産業の
振興、ポストコロナ時代の新たな働き方への対応、過疎地域の条件不利性の解
消などの観点から「情報サービス業等」を追加する必要がある。 

適用要件については、現行制度においては取得価額「2,000 万円超」の「新
増設（雇用の増大をもたらすもの）」で、「建物・付属設備等、機械・装置
等」を対象としてきたところであるが、過疎地域の雇用機会の創出・確保方策
として課題があり、また事業者や地方公共団体からの要望も踏まえ、以下のと
おり見直しが必要である。 

第一に、地域資源を生かした内発的な設備投資や情報サービス業等の設備投
資を促す必要があるが、過疎地域の立地企業は我が国全体と比較しても小規模
な企業の割合が高く、これらの設備投資は少額であると見込まれることから、
資本金の規模に応じ、取得価額要件を引き下げる必要がある。 

第二に、我が国全体が人口減少下にある中、過疎地域の人口流出抑制のため
には、企業活動を継続し、雇用の維持を図ることが重要であることから、適用
要件に「新増設以外の取得等」を追加するとともに、雇用の「増大」に寄与す
ることが見込まれる設備投資に限定している現行制度について、雇用の維持に
寄与する設備投資についても措置の対象とする。 

特別償却の方式については、これまでの特別償却制度は設備投資の初年度に
大きな税制優遇効果をもたらすものであったが、過疎地域における企業活動の
持続に重点をおいた税制見直しを行う一環として、５年間適用可能な割増償却
制度への移行を行う必要がある。その際、償却率については、税制特例効果を
拡大するため、少なくとも他の条件不利地域振興立法関係の償却率以上である
必要がある。（なお、耐用年数 40 年を上回る場合の建物については、他の条件
不利地域振興立法と同等の償却率の場合、税制特例効果が現行の特別償却制度
を下回ることに留意が必要） 

 

今

回

の

要

望

に

 

合 

理 

性 

政 策 体 系 

に お け る 

政策目的の

位 置 付 け 

 
○政策評価体系における位置付け 
［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 

［政策分野］ 
 地域資源を活用した所得と雇用機会の確保 
 
○過疎地域自立促進特別措置法（平成 12年法律第 15号）

（抄） 
第１条 
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この法律は、人口の著しい減少に伴って地域社会における
活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に
比較して低位にある地域について、総合的かつ計画的な対策
を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これ
らの地域の自立促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の
増大、地域格差の是正及び美しく風格ある国土の形成に寄与
することを目的とする。 

第３条 
過疎地域の自立促進のための対策は、第一条の目的を達成

するため、地域における創意工夫を尊重し、次に掲げる目標
に従って推進されなければならない。  
一 産業基盤の整備、農林漁業経営の近代化、中小企業の
育成、企業の導入及び起業の促進、観光の開発等を図る
ことにより、産業を振興し、あわせて安定的な雇用を増
大すること。 

第４条 
国は、第一条の目的を達成するため、前条各号に掲げる事

項につき、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講
ずるものとする。 

第 30条 
過疎地域内において製造の事業、農林水産物等販売業（過

疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物
を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたも
のを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的と
する事業をいう。以下同じ。）又は旅館業（下宿営業を除
く。以下同じ。）の用に供する設備を新設し、又は増設した
者がある場合において、当該新設又は増設により、当該過疎
地域内における雇用の増大に寄与すると認められるときは、
当該新設又は増設に伴い新たに取得し、又は製作し、若しく
は建設した機械及び装置（製造の事業又は農林水産物等販売
業の用に供するものに限る。以下同じ。）並びに建物及びそ
の附属設備については、租税特別措置法の定めるところによ
り、特別償却を行うことができる。 

 
○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、
平成 30年 11月 27日改訂） 
Ⅱ基本的考え方 

森林などの地域資源や地場産品を核として雇用を創出し
地域 
で経済が循環する仕組みの確立にチャレンジするなど、農
山漁村の潜在力を発揮するための施策を府省連携して進め
ていく。 

Ⅲ政策の展開方向 
７．人口減少社会における農山漁村の活性化 

高齢化や人口減少が都市に先駆けて進行している農山漁
村については、小規模集落が増加するなど集落機能が低下
しつつある。（略）地域で受け継がれてきた「食」をはじ
めとする豊かな資源を活用して新たな需要を発掘する
（略）。 
また、地域で受け継がれてきた豊かな資源を活用した農

林水産業の振興や 6次産業化等の推進によって、農山漁村
への就業を促進し、地域の雇用・所得を生み出すことで、
地域の活性化が図られる。 
（略）とりわけ中山間地域をはじめとする条件不利地域

においては、地域の特色を活かした多様な取組をきめ細か
く推進する。  

    
○食料・農業・農村基本計画（令和２年３月 31日閣議決定） 
第３ 食料、農業及び農村に関し総合的かつ計画的に構ずべき
施策 

３．農村の振興に関する施策 
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（１）地域資源を活用した所得と雇用機会の確保 
① 中山間地域等の特性を活かした複合経営等の多様な農業
経営の推進 
 (略)中山間地域等の特色を活かした営農と所得の確保に
向けて、必要な地域に対して、(略)生産・販売施設等と一
体的な整備を推進する。 

② 地域資源の発掘・磨き上げと他分野との組合せ等を通じ
た所得と雇用機会の確保 
ア 農村発イノベーションをはじめとした地域資源の高付
加価値化の推進 
 農村を舞台として新たな価値を創出し、所得と雇用機会
の確保を図るため、（略）多様な人材が農村の地域資源を
活用して新たな事業に取り組みやすい環境の整備などによ
り、現場の創意工夫を促す。 
また、地域の農業者が農産物の加工、直売や観光農園、

農家レストランの経営等の新規事業を立ち上げ、新たな付
加価値を生み出す６次産業化を推進する。 
オ 農村への農業関連産業の導入等 
(略)農村への産業の立地・導入、多様な人材による農村

での起業の促進、地域の資源と資金を活用し農村の魅力あ
る産品やサービスを提供する地域商社等の地域密着型事業
の支援等を実施する。 

③ 地域経済循環の拡大 
イ 農畜産物や加工品の地域内消費 
農村に安定的な所得や雇用機会を確保するため、地域内で
生産された農畜産物や、これを原材料として地域内で加工
された食品等について、地域内の学校や病院等施設の給食
への活用、農産物直売所等での提供・販売や、各種イベン
ト等での消費者への啓発を通して地産地消を実現し、農村
で生み出された経済的な価値を地域内で循環させる地域経
済循環を確立する。 

 

政 策 の 

達成目標 

 
過疎市町村の人口に対する社会増減数（転入者数－転出者

数）の割合を▲0.62％以上とする。 
過疎地域において特に人口減少が進行していることを踏まえ

て、過疎地域における税制特例をはじめとする総合的な施策を
講じることにより、過疎地域からの転出者の抑制及び転入者数
の増加につながり、過疎地域の自立が促進されると考えられる
ことから、指標として設定。 
※平成 20 年度～平成 22 年度の住民基本台帳に基づく人口動

態より、（過疎市町村への転入者数-過疎市町村からの転出者
数）/過疎市町村の人口で算出 
 

 

租税特別措

置の適用又

は延長期間 

 
10年間（令和３年４月１日～令和 13年３月 31日） 
 
 

 

同上の期間

中 の 達 成 

目 標 

 
○目標値：①過疎市町村の人口に対する社会増減数（転入者数

－転出者数）の割合を毎年度▲0.62％以上とする。 
     ②本特例を活用した設備投資に係る新規雇用者数を

毎年度 222人以上とする。 
 
※①について 
・９②政策体系における政策目的の位置づけによる。 
過疎市町村の人口に対する社会増減数（転入者数－転出者
数）の割合を▲0.62％以上とする。 
過疎地域において特に人口減少が進行していることを踏まえ
て、過疎地域における税制特例をはじめとする総合的な施策
を講じることにより、過疎地域からの転出者の抑制及び転入
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者数の増加につながり、過疎地域の自立が促進されると考え
られることから、指標として設定。 

・平成 20 年度～平成 22 年度の住民基本台帳に基づく人口動態
より、（過疎市町村への転入者数-過疎市町村からの転出者
数）/過疎市町村の人口で算出 

 
※②について 
・本特例措置の政策目的は過疎地域の雇用機会の創出・確保に
よる人口流出の抑制及び人口流入の拡大を図ることであり、
過疎市町村の人口に対する社会増減数の割合の抑制を目標と
しているが、①の測定指標及び目標値のみでは本特例による
直接的な効果がわかりにくいことから、補完する指標として
②新規雇用者数の目標を定めることとする。 

・目標値（222 人）の算出方法については、平成 27 年度～令和
元年度の過疎対策室調査の平均新規雇用者数としている。 
（平成 27年度の新規雇用者数：185人 
平成 28年度：132人 
平成 29年度：260人（うち推計８人） 
平成 30年度：280人 
令和元年度 ：253人） 

 
※ なお、これまでは現行過疎法第 30 条において、「雇用の増
大に寄与すると認められるときは、（中略）特別償却を行う
ことができる。」とされていることから、新規雇用者数の増
加数のみを測定目標としていた。 

新たな過疎法の制定に向けた議論では、全国的に人口減少下に
ある現状を踏まえ、雇用の維持及び確保に重点を置いているこ
とから、測定目標及び目標値について前回評価時点から変更し
ている。 
 

政策目標の

達 成 状 況 

  
前回要望時の目標（本特例の適用期間中（令和元年度～２年

度）の本特例を活用した設備投資に係る新規雇用者数 568 人）
の達成状況については、令和２年度に行った過疎対策室調査に
基づく実績を踏まえると 549人の見込みとなっている。 
 

有 

効 

性 

要 望 の 

措 置 の 

適用見込み  

 
【適用見込（件数）】 

 適用件数 

年度 製造業 旅館業 

農林 

水産物等 

販売業 

情報 

サービス

業等 

合計 

令和元年度 70 2 1 - 73 

令和２年度 71 2 1 - 74 

令和３年度 111 5 5 21 142 

令和４年度 222 10 10 42 284 

令和５年度 333 15 15 63 426 

令和６年度 444 20 20 84 568 

令和７年度 555 25 25 105 710 

令和８年度 555 25 25 105 710 

令和９年度 555 25 25 105 710 

令和 10 年度 555 25 25 105 710 

令和 11 年度 555 25 25 105 710 

令和 12 年度 555 25 25 105 710 
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【減収見込】 

 減収見込額 （千円） 

年度 製造業 旅館業 

農林 

水産物等 

販売業 

情報 

サービス

業等 

合計 

令和元年度 392,930 6,899 426 - 400,254 

令和２年度 438,438 7,008 426 - 445,872 

令和３年度 148,610 7,893 652 26,543 183,698 

令和４年度 260,257 14,820 1,221 47,076 323,375 

令和５年度 344,699 21,037 1,729 63,186 430,651 

令和６年度 409,118 26,730 2,191 76,041 514,080 

令和７年度 469,072 32,307 2,644 88,169 592,191 

令和８年度 469,072 32,307 2,644 88,169 592,191 

令和９年度 469,072 32,307 2,644 88,169 592,191 

令和 10 年度 469,072 32,307 2,644 88,169 592,191 

令和 11 年度 469,072 32,307 2,644 88,169 592,191 

令和 12 年度 469,072 32,307 2,644 88,169 592,191 

 
※1：適用件数は、令和４年度については令和３年度の適用見込

（令和３年度継続分）と令和４年度の新規適用見込分を合
計したもの。令和５年度から令和７年度についても同様に
過年度継続分に新規適用見込分を合計して算出。令和８年
度以降については、令和７年度の数値を横置き。（新規適
用見込分は令和３年度適用見込分と同数としている。な
お、５か年の割増償却を想定しているため、令和８年度以
降は令和７年度の数値を横置きしている。） 

※2：減収見込額は、令和３年度以降については機械：耐用年数
10年、建物：耐用年数 30年として算出。 

※3：減収見込額は、単位未満の端数処理の関係で合計と内訳の
計が一致しない。 

 

要望の措置

の効果見込

み(手段とし

ての有効性) 

 
 過疎地域における製造業、旅館業及び農林水産物等販売業の
設備投資を促進し、雇用機会の拡大を図るため、2,000万円超と
いう比較的高額の設備投資について特別償却を措置してきた。 
 この措置については、実際に活用事業者の雇用数増等の成果
を上げており、過疎地域における経済活動の実態を鑑みれば、
一定の効果があったと評価できる。 
 
 今回の税制優遇措置の拡充は、このような実績も踏まえ、新
たな過疎対策の一環として、過疎地域に立地する事業者の設備
投資をさらに拡大することで、地域産業の内発的発展がより効
果的に見込まれ、地域経済の活性化及び雇用の創出・確保に貢
献することが見込まれ、人口流出の抑制及び人口流入の拡大に
資するものと考えられる。 
具体的に見込まれる効果については、以下のとおりである。 
① 現在、税制優遇措置の取得価額の下限額を 2,000万円と 
しているが、今年度過疎対策室において過疎地域に所在す
る事業者に行ったアンケート調査結果によれば、500万円～
2,000万円以下の設備投資数（14.3%）が、一定程度存在す
る。このため、取得価額の下限額を 2,000万円から 500万
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円に引き下げることで、500万円～2,000万円規模の設備投
資の増大を図る効果が生じる。 

② 中小企業者の投資実績を踏まえ、毎年度一定規模で建物
や機械等の新増設以外の取得等に係る設備投資を対象に追
加することで、計画的な設備投資を促進する効果及び雇用
の維持、確保を図る効果が生じる。 

③ 「経済財政運営と改革の基本方針 2020」ではポストコロ
ナ時代を見据え、「社会全体のデジタル化を強力に推進
し、Society5.0を実現する。」、「地方創生に向けて
Society5.0を全国で展開し」ていくとされている。情報サ
ービス業等は、Society5.0の実現に向けた技術の活用が最
も期待出来る分野であり、過疎地域においても需要が見込
まれ、更なる雇用の創出効果が生じる。さらに、情報サー
ビス業等は、特に若者にとって需要があると見込まれる業
種であり、また地理的な条件の影響を受けにくいという点
からも、情報サービス業等を対象業種とすることにより、
一定数の雇用の維持及び確保を図ることが可能となる。 

④ 償却の方法を特別償却から割増償却に変更することで、
複数年に渡り割増しして減価償却費用を計上することが可
能となるため、事業者のより効率的な資金運用を促進する
等の効果が生じる。 

 
更に、税制適用の要件として、過疎市町村が策定する過疎計

画に税制特例対象業種に係る立地目標等を記載することとする
ことで、より効果的な産業振興策に資する措置となることが期
待される。 
過疎新法（仮称）において一体的に検討されている過疎市町

村の過疎対策の実効性を高めるための計画への目標設定や、フ
ォローアップの仕組み等が導入されれば、分野横断で総合的な
過疎対策を講じることによる人口減少の抑制効果も期待でき
る。 

相 

当 

性 
当該要望項 

目以外の税

制上の支援

措 置 

 
・地方税の減収補填措置（事業税、不動産取得税、固定資産
税）（現行過疎法第 31条） 

 

予算上の 

措置等の 

要求内容 

及び金額 

 
過疎地域等持続的発展支援交付金（仮称）（継続） 
（令和３年度概算要求額 11.6億円） 
 
 
 

 

上記の予算 

上の措置等 

と要望項目

と の 関 係 

 
「過疎地域等持続的発展支援交付金（仮称）」は、 
・過疎地域の課題解決に特に必要となる「人材育成」や「Ｉ
ＣＴ等技術の活用」の取組等を支援する「過疎地域持続的
発展支援事業」 

・都市部から過疎地域への移住・定住を促進するため、過疎
市町村が実施する、定住促進団地の整備や空き家の有効活
用に資する取組を支援する「過疎地域集落再編整備事業」 

・過疎市町村等が実施する、遊休施設を地域課題解決に資す
る施設等に再整備する取組を重点的に支援する「遊休施設
再整備事業」 

・基幹集落を中心に周辺の複数集落をひとつのまとまりとす
る「集落ネットワーク圏」（小さな拠点）において、専門
人材やＩＣＴ等技術を活用して行う生活支援の取組や「働
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く」場の創出等の取組を支援する「過疎地域等集落ネット
ワーク圏形成支援事業」 

等の地域運営組織や過疎市町村等が主体となって取り組む事業
に対して補助するものであり、過疎地域の課題解決や生活機能
の維持・活性化を支援する役割を担うものである。 
 
一方、本特例は、個々の民間事業者の過疎地域への投資を促

すインセンティブを与える措置であり、当該交付金とは支援対
象や目的が異なることから、両者の間に代替性はない。 
 

要望の措置 

の 妥 当 性 

 
本特例措置は、課税の繰延べであるので、減収額相当分を補

助金として交付するよりも最終的な国の負担は少ない。 
また、課税の繰延べによって、事業者にとっては初期投資の

負担が軽減されるため、過疎地域における設備投資のインセン
ティブとなり、これに伴い雇用の創出・確保という政策目的に
おいて効果が見込まれる。 
過疎地域の著しい人口減少等の状況を踏まえると、過疎地域

における設備等の取得などの事業者の活動を支援することで、
雇用機会の確保を図る必要性が存在することから、そのインセ
ンティブとなる本特例措置を拡充する必要がある。 
なお、本特例措置の対象業種は、地域における雇用の維持に

特に寄与する業種を対象としており、無差別に適用されるもの
ではないことから、必要最小限の措置である。 
 
 

こ
れ
ま
で
の
租
税
特
別
措
置
の
適
用
実
績
と
効
果
に
関
連
す
る
事
項 

租税特別 

措 置 の  

適用実績 

 
【適用件数】 

 適用件数（件） 

年度 製造業 旅館業 
コール 

センター 

農林 

水産物等 

販売業 

合計 

H28 66 2 0 - 68 

H29 
73 

(68) 

2 

(2) 
- 

1 

(0) 

76 

(70) 

H30 70 2 - 0 72 

R1 70 2  - 1 73 

 
【適用額】 

 適用額（特別償却限度額） （千円） 

年度 製造業 旅館業 
コール 

センター 

農林 

水産物等 

販売業 

合計 

H28 1,105,191 28,317 0 － 1,133,511 

H29 
1,627,755 

(1,251,721) 

15,470 

(19,025) 
－ 

3,670 

(0) 

1,646,895 

(1,270,746) 

H30 2,348,039 45,418 － 0 2,393,457 

R1 1,693,662 29,735 － 1,835 1,725,232 

 
【減収額】 

 減収額 （千円） 

年度 製造業 旅館業 
コール 

センター 

農林 

水産物等 

販売業 

合計 

H28 258,615 6,626 0 － 265,242 
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H29 
380,894 

(292,903) 

3,620 

(4,452) 
－ 

859 

(0) 

385,373 

(297,355) 

H30 544,745 10,537 － 0 555,282 

R1 392,930 6,899 － 426 400,254 

 
 
 
※1:租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書（平成

30 年第 196 回国会提出、平成 31 年第 198回国会提出及び令
和２年第 201回国会提出）による。 

※2:適用額は、特別償却限度額である。 
※5:減収額は、適用額に基本税率（平成 28 年度～29 年度：

23.4％、平成 30年度以降：23.2％）を乗じて算出した。 
※6:下線を付した年度は、まだ「租税特別措置の適用実態調査

の結果に関する報告書」が発表されていないため、推計値
としている。 

※7:前回要望時の適用見込み、適用額、減収額については、括
弧内のとおり。 

 

 

租特透明化

法に基づく

適 用 実 態 

調 査 結 果 

 
○租特法の条項：租特法第 45条第 1項の表中第 1号 

同法第 68条の 27第 1項 
○適用件数：72件（平成 30年度） 
○適用額 ：2,393,457千円（平成 30年度） 

租税特別措

置の適用に

よ る 効 果 

(手段として 

の有効性) 

 
 平成 28 年度経済センサス活動調査によると、過疎地域に立地
する事業所は、資本金規模が 1,000 万円未満の事業所が約半数
を占めており、必要な設備投資を適時適切に行える財務的余裕
があるケースは多くないものと考えられる。そうした中、本特
例措置により、設備投資直後の資金繰りが緩和され、その結
果、事業者の設備投資が促進される効果が期待できる。 
これにより、過疎地域における当該事業者の操業の継続、拡

大又は新規の事業者の設備投資を後押しし、ひいては当該過疎
地域における雇用の創出・確保につながるものと考えている。 
一方、アンケート結果等から、過疎地域に立地する事業者の

うち約 5％超にすぎない資本金規模 5,000 万円を超える事業者が
本特例を適用している実態が窺われるところであり、過疎地域
の中小事業者に対する設備投資を促進する効果が不十分である
ため、本特例を、より幅広く活用できるよう要件緩和を行うこ
とにより、過疎地域における事業者の設備投資がさらに促進さ
れ、これまで以上に新規雇用者の創出、また雇用の確保に資す
るものと考えられる。 
 なお、過疎地域に所在する事業所に行ったアンケート調査に
よれば、近年、本特例を適用した事業者からは、特別償却によ
って、雇用増加を図ることができた、投資へ積極的になれたな
どの回答があり、本特別償却制度は企業の設備投資に一定程度
寄与していることが確認できたが、一方で、複数年にわたり償
却可能な制度への見直しや、取得価額の下限額の引き下げを求
める意見もあったことから、本特例を、より幅広く活用できる
よう要件緩和を行うことにより、過疎地域における事業者の設
備投資がさらに促進され、これまで以上に新規雇用者の創出、
また雇用の確保に資するものと考えられる。 
 

前回要望時 

の達成目標 

 
 
本特例の適用期間中（令和元年度～２年度）の本特例を活用

した設備投資に係る新規雇用者数 568人 
 
 



29－11 
 

前回要望時 

からの達成

度及び目標

に達してい

ない場合の

理 由 

 
 前回要望時（平成 31 年度）では、令和元年度～２年度におけ
る本特例措置を活用した設備投資に係る新規雇用者数を 568 人
と見込んでいたが、令和２年度に行った過疎対策室調査に基づ
く実績を踏まえると 549人の見込みとなっている。 
 前回要望時の目標との乖離が見られるが、この原因として
は、前回要望時の目標が、平成 29 年度に特例を活用して設備投
資を行った事業者の見込み（新規雇用者数 252 人、適用金額
1,270,746 千円、適用件数 70 件）を基に推計されたものである
ところ、直近の推計（R1 年度見込み：新規雇用者数 253 人、適
用金額 1,725,232 千円、適用件数 73 件）と比較すると、適用金
額は大きく増加したが、適用件数及び新規雇用者数について
は、増加はしたものの、適用金額の伸び率と比較すると僅少で
あり、設備投資金額数と新規雇用者数の増加幅が連動しなかっ
たためと考えられる。 
 

これまでの 

要 望 経 緯 

 
昭和 45年創設 
平成 ２年度：旅館業（ホテル営業、旅館業及び簡易宿所営業） 

の追加 
平成 12年度：過疎地域自立促進特別措置法施行 

適用期限の５年延長｡対象事業にソフトウェア業 
を追加｡ 

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 
平成 21年度：適用期限の１年延長 
平成 22年度：過疎地域自立促進特別措置法の延長 

適用期限の１年延長。対象事業からソフトウェア 
業を除外し、情報通信技術利用事業を追加。 

平成 23年度：適用期限の２年延長 
平成 25年度：適用期限の２年延長 
平成 27年度：適用期限の２年延長 
平成 29年度：過疎地域自立促進特別措置法の改正 

適用期限の２年延長。対象事業から情報通信技術 
利用事業を除外し、農林水産物等販売業を追加。 

平成 31年度：適用期限の２年延長 
 

 


