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用を維持していくためには、自動車関係諸税の負担
軽減・簡素化による国内市場活性化は喫緊の課題で
ある」との認識を示した。一方、燃費不正問題によ
り、自動車業界に対して世論など厳しい目が向けら
れていることに触れ、「業界として真摯に反省し謙
虚な姿勢で臨まなければならないが、万が一、来春
期限切れとなるグリーン化特例やエコカー減税が延
長されなければ、年間で2,000億円規模の増税とな
る。こうしたことも踏まえて、要望活動を展開して
いかなければならない」と述べ、自動車税制改革フ
ォーラムなど業界が一枚岩となった世論喚起活動の
重要性を訴えて要望書案の審議に入った。
　今回の要望書は、消費税率10％への引き上げが再
延期され、「大幅な作戦変更を余儀なくされた」（古
谷委員長）ことを踏まえて取りまとめられた。平成
28年度税制改正大綱を踏まえ、自動車税の引き下げ
や初年度月割課税の廃止を強く要望し続けるととも
に、期限切れとなるエコカー減税とグリーン化特例
などのインセンティブ税制の拡充・延長、不合理な
燃料課税の見直しなどを要望し、「過重で複雑な自
動車関係諸税の負担軽減・簡素化」を強く訴えてい
る。
◇「平成29年度 税制改正に関する要望書」の内容

本自動車会議所は9月28日、東京・港区の日
本自動車会館「くるまプラザ」会議室で、平

成28年度第1回税制委員会（委員長＝古谷俊男自販
連法規・税制委員長、東京トヨペット社長）を開催
し、「平成29年度税制改正に関する要望書（案）」に
ついて審議した。要望書案は、9月9日に開催した
第1回税制部会での委員団体などの要望や意見を踏
まえて取りまとめたもので、審議の結果、委員から
の意見や要望を反映させてほぼ原案どおり承認され
た。要望書では、これまで一貫して政府・与党に強
く働きかけてきた「過重で複雑な自動車関係諸税の
負担軽減・簡素化」を筆頭要望に掲げるなど、4項
目を重点要望として取り上げた。
　審議に先立って、まず古谷委員長が挨拶した。古
谷委員長は、一昨年４月の消費税率８％への引き上
げの影響などにより、国内新車販売が昨年１月から
15カ月連続前年割れとなるなど「厳しい状況がいま
だ続いている」として、「国内市場の低迷は、自動
車産業だけでなく、日本経済の地盤沈下も誘発しか
ねない。特に、力強さが見られない地方経済への影
響は大変大きく、それを支える雇用への波及も懸念
される」と述べた。
　そのうえで、「日本経済を下支えし地域経済や雇
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は次のとおり。
＝要望書全文はホームページに掲載＝

Ⅰ．過重で複雑な自動車関係諸税の負担軽減・簡素
化

≪自動車ユーザーの負担する自動車関係諸税は９種
類・８兆円に及び、特に取得・保有段階に課せられ
る車体課税は、欧米諸国の約２～30倍と国際的にみ
ても極めて重いものとなっています。自動車は「生
活必需品」であり、都市部・地方を問わず生活に欠
かせない存在です。にもかかわらず、ほかの物品に
比べて過重な税が課せられ、特に複数保有が常態化
している地方においては極めて過重な負担となって
います。
　自動車関係諸税には、道路特定財源の一般財源化
により課税根拠を喪失している税、二重課税や Tax 
on Tax など不合理な税体系となっているものもあ
ることから、自動車ユーザーの負担軽減を図るとと
もに、簡素な税体系に再設計すべきです。このため、
平成28年度税制改正大綱を踏まえ、「過重で複雑な
自動車関係諸税の負担軽減・簡素化」を強く要望し
ます≫

【具体的要望事項】

１．平成28年度税制改正大綱を踏まえた車体課税
の負担軽減・簡素化

　①自動車税・軽自動車税
　・自動車税は国際的水準である軽自動車税を基準

とする税体系に見直し
　・自動車税の初年度月割課税の廃止
　・自動車税・軽自動車税のグリーン化特例を現行

制度のまま継続・延長
　諸外国に比べて過重な自動車税は、国際的水準で
ある現行の軽自動車の負担をベースとする税体系に
見直すべきです。また、取得時の負担軽減・簡素化
の観点から、自動車税の初年度月割課税は廃止すべ
きです。さらに、期限切れとなる、自動車税・軽自
動車税のグリーン化特例は、環境性能に優れた自動

車の普及促進の観点から現行制度のまま延長すべき
です。
　②自動車重量税
　・将来的な廃止を目指し､まずは「当分の間税率」

の廃止
　・エコカー減税制度の延長
　自動車重量税は、道路特定財源として道路整備の
ために自動車ユーザーが特別に負担してきたもので
すが、平成21年度に一般財源化されたことにより、
課税根拠を喪失しています。また、保有時に自動車
重量税と自動車税・軽自動車税が二重に課せられて
おり、不合理・不公平な自動車重量税は将来的に廃
止されるべきであり、まずは「当分の間税率」（旧暫
定税率）を廃止すべきです。期限切れとなる、自動
車重量税のエコカー減税制度については、環境性能
に優れた自動車の普及促進の観点から延長すべきで
す。
　③自動車取得税
　・エコカー減税制度は「環境性能割」と同水準の

負担に見直したうえで延長
　期限切れとなる、自動車取得税のエコカー減税制
度については、低迷する国内市場活性化や環境性能
に優れた自動車の普及促進の観点から、平成28年度
税制改正大綱で決定された「環境性能割」と同水準
の負担に見直したうえで延長すべきです。
　④ LPG ハイブリッド車のエコカー減税などの対

象車への追加
　ガソリン車に比べてNOx（窒素酸化物）、SPM（浮
遊粒子状物質）などの排出量が少ないLPG車はタク
シーなどに利用されていますが、エコカー減税、グ
リーン化特例などの対象となっていません。来年
秋、大幅に環境性能を向上させたLPGハイブリッド
車が市場に投入される予定ですが、タクシーは自家
用車の約６倍の距離を走行することから、LPGハイ
ブリッド車への代替は環境負荷低減の効果が大き
く、LPGハイブリッド車について、エコカー減税、
グリーン化特例などの対象車に追加すべきです。
２．不合理な燃料課税の見直し
　①ガソリン税、軽油引取税に上乗せされたままの

「当分の間税率」の廃止
　　道路整備に必要な財源不足を補うため、ガソリ

ン税、軽油引取税には本来の税率を上回る税率（暫
定税率）が課せられてきました。しかし、道路特
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定財源の一般財源化により課税根拠を喪失した旧
暫定税率が、「当分の間税率」と名前を変えて存
続し、自動車ユーザーだけが過重な負担を強いら
れています。ガソリン税、軽油引取税に上乗せさ
れている、不合理な「当分の間税率」（旧暫定税率）
は廃止すべきです。

　②ガソリン税・石油ガス税等のTax on Taxの解
消

　　ガソリン税や、LPG自動車等の石油ガス税等に
消費税が掛けられている Tax on Tax は、税に税
が課せられるという極めて不合理な仕組みであ
り、ガソリン税・石油ガス税等の Tax on Tax は
解消すべきです。

３．財源確保のための自動車関係諸税の増税および
新税創設反対

　自動車ユーザーの負担軽減の代替財源を確保する
ため、自動車関係諸税（車体・燃料課税）を増税す
ることは、負担軽減の趣旨を無意味にするものであ
り、絶対反対です。また、地方の安定的な財源確保
などを理由に安易な新税等を創設することは、自動
車ユーザーだけに特定の負担を継続して強いること
になり、「税負担の公平」の原則にも著しく反する
ことから断固反対します。

Ⅱ．福祉車両の仕入れに係る消費税の取り扱いに関
する見直し

≪ユーザーや事業者への過大な負担を回避するため
に、消費税法施行令で規定されている非課税範囲を
適正化するとともに、ユーザーへの支援措置を講じ
る等、所要の見直しを図るべきです≫
　福祉車両は社会政策的観点から厚生労働省告示に
より、非課税取引となっており、お客様からの預か
り消費税はない一方で、福祉車両を製造・販売する
事業者は、そのベース車両を含む仕入れ段階に係る
消費税負担については、仕入税額控除ができず、事
業者負担が生じています。
　今後、消費税率の引き上げに伴い、事業者負担は
さらに増大しますが、価格への転嫁は多大な負担増
となり、福祉車両ユーザー（身体障がい者、高齢者
介護者）の理解を得ることは困難です。
　一方、課税対象であるベース車両に、福祉装備が
装着された時点で非課税扱いとなる福祉車両の特殊
性を利用し、健常者による不公正購入を誘発する問

題が生じています。
　ユーザーや事業者への過大な負担を回避するため
に、消費税法施行令で規定されている非課税範囲を
適正化するとともに、ユーザーへの支援措置を講じ
る等、所要の見直しを図るべきです。

Ⅲ．営業用自動車の軽減措置の維持
≪わが国の経済活動や国民生活を支える物流・公共
輸送の一翼を担う営業用自動車の軽減措置は維持す
べきです≫
　トラックやバス、タクシー等の運送・輸送事業者
は、経営基盤の脆弱な中小事業者が多く、人手不足
や過当競争などにより非常に厳しい経営環境にさら
されています。事業存廃の危機に直面している事業
者も少なくない中、３年前から営業用自動車の自動
車税の軽減措置を見直すことが検討され始めまし
た。営業用自動車は、日本経済や国民生活を支える
物流・公共輸送の一翼を担っており、日本経済や国
民生活のライフラインとしての機能を有することか
ら、営業用自動車の軽減措置は維持すべきです。

Ⅳ．景気回復基調を経済の好循環につなげる税制措
置

≪日本経済は緩やかな回復基調にありますが、アベ
ノミクスによる「経済の好循環」につなげ、デフレ
から脱却し経済再生を実現するため、企業活動の活
性化に資する、以下の税制措置を重点項目として要
望します≫
１．研究開発促進税制の維持・拡充
　研究開発税制は製造業を中心に幅広い業種で活用
されています。産業構造とグローバルな企業競争環
境の劇的な変化の中で、日本企業が今後も競争力を
維持・強化していくために、また科学技術のイノベ
ーション立国として今後も世界をリードしていく存
在であり続けるためには、国際競争力を支える「生
命線」である研究開発税制の存在は不可欠です。ま
た、国内の研究開発拠点を維持・強化する観点から
も研究開発促進税制の維持・拡充を要望します。
２．中小企業投資促進税制の拡充・延長
　中小企業投資促進税制は、中小企業における生産
性向上等を図るため、トラック（車両総重量3.5t 以
上）、その他機械装置等を取得した場合に、税額控
除（７％）または特別償却（30％）の適用を認める
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措置（上乗せ措置は税額控除10％または即時償却）
ですが、中小事業者の設備投資促進により、経営基
盤の強化や経済波及効果に資することから、対象設
備を拡充のうえ延長すべきです。
３．中小企業等に対する法人課税の見直し
・中小企業法人税率の引き下げ
　裾野が広い日本の自動車産業においては、中小企
業が占める割合が圧倒的に高く、企業経営の安定化
と強化のため、法人税率のさらなる引き下げ必要で
す。また、中小企業の法人税率は、年800万円以下
の所得金額について、本則税率（19％）が時限措置
として15％に軽減されていますが、この適用期限の
延長と、所得金額の適用範囲の拡大を要望します。
・税法上の中小企業定義の見直し
　中小企業基本法での中小企業の定義は「資本金
３億円以下」となっていますが、法人税法上では依
然として「資本金１億円以下」のままです。中小企
業関連税制の活用拡大を図るため、法人税法におい
ても資本金基準を「３億円以下」に引き上げる措置
を要望します。

［関連する要望事項］

（Ⅰ）自動車関係諸税に係る税制措置
・先進環境対応車と先進安全自動車に対する優遇措

置の強化
・ASV 装置を備えたトラックの自動車取得税の特

例措置の延長
・中古自動車の自動車取得税の免税点の特例措置に

ついて、取得税廃止時まで適用期限を延長
・軽井沢スキーバス事故を受けた、安全性の高い貸

切バス車両への代替促進税制（自動車重量税・自
動車取得税の特例措置）の創設等

・都道府県の条例に定める路線を運行する乗合バス
車両の取得に係る非課税措置の延長

・バリアフリー対応車（ノンステップバス・リフト
バス等）への減免措置の延長

・衝突被害軽減ブレーキ等を搭載したバスへの特例
措置の延長

・自動車税のグリーン化における11年以上の乗合バ
ス車両への特例措置（10％重課の免除）の延長

・バリアフリー対応乗合タクシーに対する減税措置
の拡充

・官公庁等の公用車導入に係る、リース契約での自

動車税（軽自動車税）及び自動車取得税の非課税
措置

・指定自動車教習所が使用する教習用車両のリース
契約による教習での導入に係る自動車税の減免措
置

・身体障害者の方のために専ら使用する自動車のリ
ース車に係る減免措置

・経年車に対する課税重課措置の廃止
（Ⅱ）自動車・エネルギー等に係る税制措置
・低公害車の燃料等供給設備に係る固定資産税の課

税標準の特例措置の延長
・外形標準課税の適用拡大によるバス事業への負担

増反対
・教育資金及び結婚・子育て資金の一括贈与に係る

贈与税非課税措置の拡充
・自賠責保険・任意保険の所得税控除の取扱い
・石油諸税の更なる増税や石油諸税に係る税収の使

途拡大等、石油に対するこれ以上の税負担に反対
・製油所で発生する非製品ガスに係る石油石炭税還

付制度の適用期限の延長
（Ⅲ）中小企業等の法人課税に係る税制措置
・所得拡大促進税制の見直し
・中小企業等経営強化法に係る固定資産税の特例の

拡充
・中小企業者等の法人税率の特例
・中小企業等の貸倒引当金の特例の適用期限の延長
・法人実効税率引き下げに伴う代替財源としての中

小企業への負担増大反対
・外見標準課税の見直し

（Ⅳ）その他
・トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連

施設について、固定資産税の軽減措置の適用
・予備自衛官等招集準備金制度の創設
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