
気仙沼市観光特区の 
ご案内 

気仙沼市 産業部 観光課 

気仙沼市観光特区概要資料 



１．計画の概要 

 東日本大震災復興特別区域法に基づき、気仙沼市が申請した『「海と生きる」気仙沼観光復興推進計画』が、復
興庁より平成２５年６月１１日に認定されました。この特区制度により、市内の復興産業集積区域内において、「気
仙沼市の観光振興に資する事業」を行う法人や個人事業者の方々が、税制上の特例措置を受けられることとなり、
本市の観光関連産業の再生・復興と地域経済の活性化が図られます。 

２．対象事業者及び対象事業 

 次の要件をすべて満たす事業者が対象となります。 
 1.「復興産業集積区域内」において、  
 2.「対象業種（集積を目指す業種）」のうち、 
 3. 気仙沼市を訪れる観光客等に対するサービスや地場産品等の提供など 「気仙沼市の観光振興に資する事 
業」を行う法人又は個人事業者 

   既存の観光資源を中心に観光関連産業が集積している区域及び今後、観光関連産業の集積が見込まれる 
  区域（３ページ参照）で次の１１区域です。 

復興産業集積区域 

①気仙沼地区復興産業集積区域 
②大島地区復興産業集積区域   
③唐桑地区復興産業集積区域 
④本吉・階上地区復興産業集積区域 
⑤鹿折金山資料館周辺復興産業集積区域 
⑥月立小学校周辺復興産業集積区域 

⑦市民の森周辺復興産業集積区域 
⑧徳仙丈山気仙沼側登山口周辺復興産業集積区域 
⑨徳仙丈山本吉側登山口周辺復興産業集積区域 
⑩モーランド本吉周辺復興産業集積区域 
⑪田束山周辺復興産業集積区域 

 

３．対象区域（復興産業集積区域） 
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市内北域 

市内南域 

【復興産業集積区域】 

※地図上の赤色部分が復興産業集積区域
です。当該区域上の法人または個人事業者
の方々が対象となります。 
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 宿泊施設や飲食店、お土産店、交通事業者等の観光産業及び観光産業を支える関連業種。なお、業種を定めている「日本標準
産業分類」において、観光業という分類はないため、観光に関連する産業を対象とした。 具体的には下表のとおりです。 
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大分類 中・小・細分類 大分類 中・小・細分類 

Ｈ 

運輸業，郵便業 43 道路旅客運送業  不動産業，物品賃貸業 
691 不動産賃貸業（貸家業、貸間業を除く）
のうち本計画５（１）④（コ）に掲げる観
光・物産施設の整備に寄与するもの 

  44 道路貨物運送業    693 駐車場業 

  704 自動車賃貸業   452 沿海海運業 （※①②③④集積区域に限る）  

  453 内陸水運業 （※①②③④集積区域に限る）   705 スポーツ・娯楽用品賃貸業 

Ｉ 

卸売業，小売業  
50 各種商品卸売業（5216、5219、5223、5229に係る商
品を取り扱うものに限る 
※①集積区域に限る） Ｌ 

学術研究，専門・技術サービス業 
711 自然科学研究所   

  5216 生鮮魚介卸売業（※①集積区域に限る） 73 広告業  

  
5219 その他の農畜産物・水産物卸売業 
  （※②集積区域に限る） 

Ｍ 

宿泊業，飲食サービス業 75 宿泊業  

  5223 乾物卸売業（※①集積区域に限る）   76 飲食店  

  
5229 その他の食料・飲料卸売業 
  （※①集積区域に限る） 

  77 持ち帰り・配達飲食サービス業  

  
569 その他各種商品小売業 
   (従業員が常に50人未満のもの） 

Ｎ 

生活関連サービス業，娯楽業 78 洗濯・理容・美容・浴場業  

  57 織物・衣服・身の回り品小売業    791 旅行業  

  58 飲食料品小売業    794 物品預り業  

  593 機械器具小売業（自動車、自転車を除く）   7993 写真現像・焼き付け業 

  603 医薬品、化粧品小売業   
7999 他に分類されないその他の生活関連
サービス業 

  605 燃料小売業   801 映画館  

  606 書籍・文房具小売業   802 興行場、興行団  

  607 スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業   804 スポーツ施設提供業  

  60 その他の小売業  ※ただし風俗営業等の規則 805 公園・遊園地  

Ｊ 

金融業，保険業 672 損害保険業 及び業務の適正化に関する 

806 遊戯場  
  6733 少額短期保険業 法律の規定による規制の対 

  6742 損害保険代理業 象となる業種は除く。  

  6743 共済事業媒介代理業・少額短期保険代理業 
  

  809 その他の娯楽業  

４．対象業種（集積を目指す業種） 



５．税制上の特例措置 

特別償却・ 
税額控除 
 
法３７条 

機械や装置、建物などを取得した場合に、特別償却または税額控除ができます。 
 
 
 
 
 
※税額控除は法人税額の２０％が限度。 

法人税 
特別控除 
法３８条 

被雇用者等に対する給与等支給額の１０％を税額控除できます。（指定を受けた日から５年間） 
※税額控除は法人税額の２０％が限度。 

新規立地 
促進税制 
 
法４０条 

復興産業集積区域内に新設された法人が、指定後５年間無税になります。 
 
 
 
※その他、投資・雇用などの要件あり。１０年経過後は、毎年度、準備金残高の１／１０を益金に参入。 

研究開発 
税制 
 
法３９条 

開発用資産を取得した場合に、特別償却および税額控除ができます。 
 
 
 
※上記３種の選択的の特例と併せて適用が可能。 

選
択
適
用 

特別償却 ～Ｈ２６．３末 ～Ｈ２８．３末 

機械装置 即時償却 ５０％ 

建物・構築物 ２５％ 

税額控除 ～Ｈ２６．３末 ～Ｈ２８．３末 

機械装置 １５％ 

建物・構築物 ８％ 

選択 
適用 

新設法人の再投資等準備金積立額の損金算入 
（指定後５年間、所得金額を限度） 

再投資した場合の即時償却 
（再投資等純儀金残高を限度） 

研究用資産について即時償却 
開発研究用資産の即時償却した減価償却費の 
１２％を税額控除（通常８～１０％） 

（１）国税 

（２）地方税 
課税免除 施設または設備の新設もしくは増設をした場合に、施設等に係る下記の課税が免除になります。 

県税 
事業税 
不動産取得税 

市税 
固定資産税 
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【国税の特例①】事業用設備等に係る特別償却または税額控除（法第３７条） 

特別償却・ 
税額控除 

平成２８年３月３１日までの間に、復興産業集積区域内において取得等した事業用設備（機械や装置、
建物）などを取得した場合に、特別償却または税額控除ができます。 
 
 
 
 
 
 
※税額控除は法人税額の２０％が限度。 

特別償却 ～Ｈ２６．３末 ～Ｈ２８．３末 

機械装置 即時償却 ５０％ 

建物・構築物 ２５％ 

税額控除 ～Ｈ２６．３末 ～Ｈ２８．３末 

機械装置 １５％ 

建物・構築物 ８％ 

選択 
適用 

【ケーススタディ】 

事業再開のために建物１０００万円を新たに建設した。 
会社の課税所得額が５００万円、法人税率が２０％の場合 

（前提） 

特別償却 
２５０万円 

課税所得 
５００万円 課税所得 

２５０万円 

【特例適用前】 
【特例適用後】 

法人税額 
  １００万円 

１００万円－５０万円 
＝５０万円のメリット 

法人税額 
  ５０万円 

【特別償却を選択】 

税額控除 ２０万円※ 

法人税額 
  ８０万円 

【税額控除を選択】 

課税所得 
５００万円 

税額控除２０万円＋ 
繰越控除６０万円 
＝８０万円のメリット 

選択 

※（税額控除額の計算式） 

建物の取得価額 
１０００万円 

×８％＝８０万円 
※ただし、税額控除は、法人税額の２０％を上限とするため、 
１００万円×２０％＝２０万円 
なお、２０％を超えた金額６０万円は４年間の繰越控除が可能。 

当該ケースの場合、地方税（事業税、不動産取得税、固定資産税）の特例措置（免除）を受けることができます。 
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【国税の特例②】法人税等の特別控除（法第３８条） 

【被災被雇用者】 

被災被雇用者に対する 
給与等支払額×１０％の 
税額控除 

税額控除部分 

納税額 
※被災被雇用者とは、次のいずれかに該当する者 
 ・平成２３年３月１１日時点で、特定被災区域内の事業所で勤務していた者 
 ・平成２３年３月１１日時点で、特定被災区域内に居住していた者 

【ケーススタディ】 

被災被雇用者に対する給与額を合計８００万円支給し、 
会社の課税所得額が５００万円、法人税額が１００万円と計算された場合 

法
人
税
額 

※
個
人
事
業
者
の
場
合
は
所
得
税
額 

（前提） 

課税所得 
５００万円 

課税所得 
５００万円 

【特例適用前】 【特例適用後】 

法人税額 
  １００万円 

税額控除２０万円 

法人税額８０万円 

（税額控除額の計算式） 

被災被雇用者に対す
る給与額８００万円 

×１０％＝８０万円 

※ただし、税額控除は、法人税額の２０％
を上限とするため、 
１００万円×２０％＝２０万円 
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【国税の特例③】新規立地促進税制（法第４０条） 

 
 復興産業集積区域内に新設された法人は、指定後５年間、課税が発生しないようにする特例が受けられます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）指定日から５年が経過する日までの期間内の日を含む各事業年度において、所得金額を限度として再投資
等準備金として積み立てたときは、その積立金を損金の額に算入できる。 

（２）機械又は建物等に再投資を行った事業年度において、準備金残高を限度に特別償却できる（準備金の範囲
で即時償却）。 
 

 《対象法人は、主に次の要件を満たす法人》 ただし、下記以外の要件もあるのでお問合せください。 
 ・被災者を5 人以上雇用し、かつ、給与等支給額の総額が1,000 万円以上であること。 
 ・復興産業集積区域内に本店を有すること。 
 ・積立てを行う事業年度において復興産業集積区域外に事業所等を保有しないこと。 
 ・指定を受けた事業年度に事業の用に供するために取得等をした機械又は建物等の取得価額が 
  3億円以上（中小法人等は3,000 万円以上）であること。 
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【国税の特例④】研究開発用減価償却資産の特別償却・税額控除（法第３９条） 

 

 平成２８年３月３１日までに復興産業集積区域において、指定を受けた法人が取得等した開発研究用減価償却
資産について、即時償却できるとともに、１２％の税額控除が受けられます。 
 
 

【①即時償却】 

即
時
償
却 

減
価
償
却
費 

取
得
価
額 

減価償却費について 
特別試験研究費として 
研究開発税制を適用 

１２％ 

納
税
額 

税額控除 

法
人
税
額 

※
個
人
事
業
者
の
場
合
は
所
得
税
額 

【②研究開発税制の特例】 

※試験研究費の総額について、8～10%（特別研究 
費の額については12%）の税額控除（当期の法人 
税額の20%を限度）ができる。 



６．税制特例措置の手続きの流れ 

①気仙沼市へ指定申請 

 税制上の特例措置を受けるには、気仙沼市から指定および認定を受ける必要があります。特例措置に応じた
指定申請書及び指定事業者事業実施計画書を、１２頁記載の窓口に提出してください。 

 指定後、各事業年度終了後に、申請書に記載した事業に係る実施状況報告書を提出してください。認定を受け
た場合に、特例措置を受けることができます。 

指定を受けようとする法人又は個人事業者は、次の書類を気仙沼市へ提出して
ください。なお、その他必要となる書類は、次頁に記載しています。 
①指定申請書 
②指定事業者実施計画書 

②気仙沼市による指定 

③事業実施状況報告 

④気仙沼市による認定 

⑤確定申告 

①の指定申請に基づき、指定要件を満たしている事業者に対し、気仙沼市から
「指定書」を交付します。 

指定書の交付を受けた事業者等は、事業年度終了後１ヵ月以内に、気仙沼市へ
指定に係る復興推進事業の実施状況、収支決算等を記載した実施状況報告書
を気仙沼市に提出してください。 

指定に係る復興推進事業を適切に実施していると認める事業者に対し、③の報
告書を受領した日から１ヵ月以内に、気仙沼市から「復興推進事業の実施に係る
認定書」を交付します。 

事業者が本制度による税制上の特例措置を受けようとする場合には、④の認定
所により確定申告を行ってください。 

※認定書の交付をもって特例措置を受けられるものではありません。認定とは別
に、税務署による税務上の審査が行われます。 

③指定要件に関する宣言書 
④その他必要書類 
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７．申請書類等の一覧 

区分 様式 添付書類 

事業用設備等に係る 
特別償却等 
（法第37条） 

申請時 

第２の４ 指定申請書 ①個人事業者である場合は、住民票の抄本又はこれに準ずるもの 
②法人である場合は、定款及び登記事項証明書又はこれに準ずる
もの 
③その他参考書類（事業概要等を記載したパンフレット等） 
④取得した設備等の概要がわかる資料（任意） 

第２の４（別
紙） 

指定事業者事業実施計画書 

第２の５ 指定要件に関する宣言書 

認定時 第２の１ 復興推進事業に関する実施状況報告書 
①前年度の営業報告書等 
②貸借対照表及び損益計算書等 
③取得した設備等の写真等 

法人税等の特別控除 
（法第38条） 

申請時 

第３の４  指定申請書 
①個人事業者である場合は、住民票の抄本又はこれに準ずるもの 
②法人である場合は、定款及び登記事項証明書又はこれに準ずる
もの 
③その他法人税等の特別控除参考書類（事業概要等を記載したパ
ンフレット等） 

第３の４（別
紙） 

指定事業者事業実施計画書 

第３の５  指定要件に関する宣言書 

認定時 第３の１ 復興推進事業に関する実施状況報告書 

①前年度の営業報告書等 
②貸借対照表及び損益計算書等 
③課税の特例の適用期間における雇用者の給与等支給額 
④被雇用者が東日本大震災の被災者であることを証する書類 

研究開発税制の特例等 
（法第39条） 

申請時 

第４の４ 指定申請書 ①個人事業者である場合は、住民票の抄本又はこれに準ずるもの 
②法人である場合は、定款及び登記事項証明書又はこれに準ずる
もの 
③その他参考書類（事業概要等を記載したパンフレット等） 
④所得した設備等の概要がわかる資料（任意） 

第４の４（別
紙）  

指定事業者事業実施計画書 

第４の５ 指定要件に関する宣言書 

認定時 第４の１ 復興推進事業に関する実施状況報告書 
①前年度の営業報告書等 
②貸借対照表及び損益計算書等 
③取得した設備等の写真等 

新規立地促進税制 
（法第40条） 

申請時 

第５の４  指定申請書 

①定款及び登記事項証明書又はこれに準ずるもの 
②その他参考書類（事業概要等を記載したパンフレット等） 

第５の４（別
紙）  

指定事業者事業実施計画書 

第５の５  指定要件に関する宣言書 

認定時 第５の１ 復興推進事業に関する実施状況報告書 

①前年度の営業報告書等 
②貸借対照表及び損益計算書等 
③課税の特例の適用期間における雇用者の給与等支給額 
④被雇用者が東日本大震災の被災者であることを証する書類 11 



８．申請先及び問い合わせ先 

気仙沼市産業部観光課 

住所：気仙沼市八日町１丁目１番１号 

電話：０２２６－２２－３４３８（直通）  ＦＡＸ：０２２６－２４－５５１９  

 

なお、本制度の詳細については、気仙沼市ホームページ（http://www.city.kesennuma.lg.jp）をご覧

ください。 
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