委員会活動
税制委員会

地方拠点強化税制に関する説明会
日時：７月13日（月） 場所：名古屋市内

参加者：47名

しごと から考える地方創生とは

テーマ

講

師

プロフィール

経済産業省 地域経済産業グループ 立地環境整備課長

小林 出 氏

経済産業省立地環境整備課長と内閣府地方創生推進室参事官を兼務
「地方創生」を推進する中で、地方拠点強化税制を担当

講演要旨
はじめに
平成 27 年度税制改正大綱に、
「 地方創生」に資

その要因の一つに、
日本の産業立地政策が挙げ
られる。臨海部における重化学工業の推進や、組

する税制として「地方拠点強化税制」の創設が謳

立産業の地方立地を促進した結果、
「ものづくり」

われた。その後、今年６月に行われた参議院本会

といったハードな分野は地方へ、
「サービス」
「 卸・

議にて「改正地域再生法」が可決された事を踏ま

小売」
「 情報通信」
といったソフトな分野は東京へ

え、早ければ今年の８月にも本税制はスタートする。

の集約が進んだ。

地方拠点強化税制は、地方創生への気運の高

集積が生む集積

まりを受けて、地方に良質な雇用を確保することを

東京にサービス産業が集約された事で、
「 本社

目的に、経済産業省および内閣府地方創生推進

機能の東京への集中」が起こった。
「 本社機能」
と

室によって設計されたものである。

はいわばサービス部門であると言え、サービス産

本税制が、企業の本社機能の地方移転や、地方
の本社機能の拡充を促し、地域経済の発展に資
する事を期待したい。

業は集積する事でのメリットが大きいという特徴を
持つ産業であるからだ。
そのような理由から、
「 意思決定機能」である本
社が東京に集まり、経営の意思決定に参画したい

地方拠点強化税制創設の背景にある諸問題

人口減少社会の到来

日本人の合計特殊出生率は年々低下しており、全

び、東京一極集中の流れが加速した。
地方の雇用条件

国的に
「自然減」
による人口減少が起きている。
中で

また、地方には
「雇用の問題」
も存在する。

も、東京都の合計特殊出生率の低さは突出してい

近年、全国的に人材の不足感が高まり、失業率や

る。
また、地方では、進学や就職を機に首都圏へ人

有効求人倍率は改善しているものの、賃金の伸び

口が流出する
「社会減」
も深刻な問題となっている。

については力強さに欠ける。地方については、本社

地方から首都圏への「一極集中の是正」は、日

機能を呼び込む事で、職種の幅が広がり、優秀な

本の人口減少問題を考える上で重要なテーマの

人材を適所に配置する事が可能となる。生産性が

一つであり、社会保障制度の持続性や、日本経済

向上し、賃金の増加効果が期待できると考えている。

の成長を考える事と密接に関連する。

地方創生の気運の高まり

産業の偏在
地方から集まっているものは人口だけではない。
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人々も東京に集まる事となった。集積が集積を呼

これらの問題意識から、
「まち・ひと・しごと創生
本部」が立ち上がり、地方創生の気運が高まって

現在の日本の事業所数は圧倒的に東京・首都圏

きた。
その中の「しごと」の部分に対する施策として

に多い構図となっている。

地方拠点強化税制が創設されたのである。
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制度の仕組み

制度の概要

地方拠点強化税制は、
①移転型（東京 23 区から地方へ本社機能を移転）

事業スキーム
この制度は、都道府県・
市町村が共同で作成する
「 地 域 再 生 計 画 」を国に

②拡充型（既に地方に有する本社機能を拡充）

申請し、内閣 総 理 大 臣よ

に大別する事ができる。そして、その双方において

り認 定を受ける所からス

「オフィス減税」や「雇用促進税制」
といった特例が

タートする。

用意されており、設備投資を行った場合や、雇用を

その上で、事 業 主は都

増やした場合に「加速償却」や「税額控除」が受け

道 府 県・市 町村に対して

られる制度である。
①移転型

東京23区から
地方への移転を
支援

「地方活力向上地域特定
業務施設整備計画」を申
請し、認定を受ける。その

事業スキーム
国
「基本方針」
申請

認定

都道府県／
都道府県及び市町村
「地域再生計画」

地方活力向上地域特定
業務施設整備事業を記載

申請

認定

事業者

「地方活力向上地域
特定業務施設整備計画」

後、計画に沿った設備投資、ないしは雇用を実施
した場合に特例を受ける事が可能となる。
制度の特徴・ねらい
本制度の特徴は、国と事業者を地方公共団体
が仲介する点にある。
これは、地方自治体が自ら計
画を作成する事で、主体的に今後の地域づくりを
考える事を促す狙いがある。

中部圏では、愛知県（名古屋市の特定区域）が支援対象外地域。
詳細は、http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S41/S41SE318.html
を参照

②拡充型
地方にある企業の本社機能等の
強化を支援

地域に関する情報については、省庁からも提供
する等協力しつつ、
それらをもとに地方自治体と事
業者で対話を繰り返す事が、地方創生に何よりも
必要な事であると考えている。地域の魅力向上に
は、その地域の人々の自助努力が欠かせない。制
度はあくまでもツールであり、その使い方を今一
度、地域が一体となって考えてみて欲しい。
まとめ
地方拠点強化税制は、平成 29 年度末までの時
限措置として開始が予定されている。制度の利用
に対しては、事 業 者 、行 政の協力が必 須であり、

対象設備
オフィス減税の対象設備については、本社機能と
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ている。

なっているが、本社に留まらず「研究所」や「研修

今後、地方創生に関する議論は一層重要度を

所」
も対象となる。
また、既存の工場に前述の機能

増していくものと思われる。乗り越える課題も多く、

を
「集約」するケースでも利用が可能。幅広い計画

省庁としてやるべき事がまだまだあると感じている。

に適用が可能な制度になったと思っている。計画

その先駆けとしてスタートした本税制が中部地区

の詳細について、不明な点があれば、ぜひ省庁や自

の発展に資する事に繋がれば幸いである。

治体に問い合わせる等、積極的に活用して欲しい。
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地域色を出しながら有効に活用される事を期待し

（調査部

中村 哲史）
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第２回国際交流懇談会

第20回Next30産学フォーラム
７月28日（火）、第20回Next30産学フォーラム

８月７日
（金）、
「中部圏の国際化」
をテーマに第２回

を開催、42名が参加した。

国際交流懇談会をＪＩＣＡ中部にて開催、座長の

はじめに、愛知県立芸術大学美術学部デザイン

藤野副会長はじめ52名が参加した。

専 攻 教 授の柴 﨑 幸 次 氏が「『 和 紙 』伝 統 技 術と
その可能性 〜三河森下紙の復興と地域創生〜」
をテーマに講演を行った。豊田市と共同で復元を
目指した「小原和紙」の取り組みを紹介し、近年、
和 紙が 国内外から注目されており、商 品 開 発や
ブランド化に力を入れることで、地域創生に繋げて
いきたいと述べた。
次に、大同大学情報学部総合情報学科准教授
の小澤茂樹氏が「高速道路会社が主体となった
鉄道貨物輸送の利用」をテーマに講演を行った。
イタリアでの事例として、貨物輸送をトラックから
鉄道にシフトさせたことによる効果を紹介し、本事
例の研究を深めて日本の交通政策・物流政策へ

向けて」
と題して状況報告を行った。
次に、
「 中部で働く外国人からみた中部圏の国
際化」
と題して、愛 知 、岐 阜 、三 重の企 業・団 体・

の提言に繋げていきたいと述べた。
続いて、
ポッカ

大 学で働く外国人６名（アメリカ、イタリア、
ウズベ

サッポロフード

キスタン、ベトナム、
ミャンマー出身）が発表を行っ

＆ビバレッジ㈱

た。その中で、日本全体の良い所としては、
「 治安・

名古屋戦略部

コンビニなどの便利の良さ」、
「 仕事の標準化」があ

の稲垣和志氏、

る一方で、困る所としては、
「日本は印鑑文化のた

名古屋市立大

め、公的文書が署名のみでは許可が下りない」、

学経済学研究

「就職面接の英語対応がない」などの声があがっ

科専任講師の山本奈央氏による講演＆グループ

た。中部圏については、
「 他の都市と比べて住みや

ワークを行った。
「ポッカサッポロのエリアブランデ

すい」
としながらも、
「 衣食住に関する英語案内」、

ィング 」をテーマに、稲 垣 氏 が自社のマーケティ

「留学生向け就職説明会」、
「日本語学習の場」、

ング戦略の実例を紹介した後、山本氏が「自身の

「ハラル対応」などが不足しているとの問題が指摘

業務の中で地域と連動したマーケティング活動を

された。
また、
「 外国人は日本のルールや習慣を受

行うとしたら、
どんなアイデアが考えられるのか」

けとめる努力も必要」、
「日本と母国のそれぞれの

と、参 加 者に課 題を提 示した。
「ＨＰ・スマホの活

良い所を日本で働く外国人として多くの人に伝え

用」、
「 清掃・お祭りといった地域活動」など、出さ

たい」、
「 国際化は政府や企業、地元が一体となり

れた様々なアイデアを掲示し、参加者全員で内容

促進すべき」など、中部圏で暮らし働く外国人の

の共有化を図った。

視点で、様々な意見が出された。
（産業振興部
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はじめに、中経連事務局が「中部圏の国際化に
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水田 晴久）

（国際部

平山 りえ）
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