
１ 平成31年3月末までの指定件数（課税の特例ごとの状況）

復興特区法に基づく課税の特例に係る指定の状況

（注） 課税の特例ごとに指定を受ける必要があることから、1者で複数の特例について指定を受けている事業者等があるため、指定件数より

指定事業者等の数（下記２参照）が少なくなる

指定件数

課税の特例に係る復興特区法の根拠

第37条 第38条 第39条 第40条 第41条 第42条 計

平成31年3月末 3,085 2,260 107 10 5 2 5,469

平成30年3月末 2,796 2,163 100 10 5 2 5,076

増減数 289 97 7 0 0 0 393

２ 平成31年3月末までの指定件数及び指定を受けた指定事業者等の数
（各県別の状況）

青森県 岩手県 宮城県 福島県 茨城県 計

指定件数 294 819 1,522 2,024 810 5,469

平成30年3月末 275 768 1,401 1,851 781 5,076

増減数 19 51 121 173 29 393

指定事業者等の数 243 655 1,212 1,520 578 4,208（4,075）

平成30年3月末 228 612 1,116 1,387 562 3,905（3,782）

増減数 15 43 96 133 16 303（293）
（注１） 指定事業者等 ： 復興特区法に基づき、復興推進事業を実施する個人事業者又は法人であって、認定地方公共団体が指定したもの

（注２） 指定事業者等の数のうち、カッコ内の数は、複数の県で指定を受けている事業者等の重複を排除した数

令和元年12月末現在

令和元年12月末現在



３ 市町村ごとの状況（平成30年度）
（参考）カッコ内は平成29年度

復興特区法に基づく課税の特例に係る指定事業者等の数

※ 複数の市町村で指定を受けている事業者等があるため、各市町村の指定事業者等の
数の合計は、各県の指定事業者等の合計と一致しない。

（令和元年12月末現在）

【　青森県　】 243 (227) 【　宮城県　】 1,212 (1,115) 【　福島県　】 1,520 (1,386)

 八戸市 222 (206)  仙台市 320 (285)  福島市 125 (116)  棚倉町 12 (11)

 三沢市 9 (8)  石巻市 204 (192)  会津若松市 86 (77)  矢祭町 4 (3)

 おいらせ町 16 (15)  塩竈市 75 (70)  郡山市 162 (153)  塙町 8 (7)

 気仙沼市 181 (171)  いわき市 523 (462)  鮫川村 2 (1)

【　岩手県　】 655 (611)  白石市 15 (13)  白河市 40 (37)  石川町 7 (5)

 盛岡市 2 (1)  名取市 34 (30)  須賀川市 55 (49)  玉川村 13 (11)

 宮古市 99 (94)  角田市 11 (10)  喜多方市 20 (17)  平田村 7 (6)

 大船渡市 112 (103)  多賀城市 51 (45)  相馬市 94 (92)  浅川町 12 (10)

 花巻市 9 (7)  岩沼市 25 (19)  二本松市 52 (46)  古殿町 5 (4)

 北上市 28 (22)  登米市 19 (16)  田村市 34 (31)  三春町 22 (19)

 久慈市 38 (36)  栗原市 22 (18)  南相馬市 38 (32)  小野町 17 (15)

 遠野市 3 (2)  東松島市 14 (12)  伊達市 32 (22)  広野町 3 (2)

 一関市 26 (24)  大崎市 46 (42)  本宮市 40 (36)  楢葉町 2 (1)

 陸前高田市 50 (46)  富谷市 18 (17)  桑折町 7 (6)  新地町 32 (28)

 釜石市 109 (91)  蔵王町 8 (7)  国見町 6 (5)  飯舘村 2 (1)

 二戸市 5 (4)  大河原町 4 (3)  川俣町 13 (12)

 奥州市 43 (41)  村田町 5 (4)  大玉村 12 (11) 【　茨城県　】 578 (561)

滝沢市 2 (1)  柴田町 14 (13)  鏡石町 13 (10)  水戸市 56 (55)

 矢巾町 3 (2)  川崎町 2 (1)  天栄村 8 (6)  日立市 70 (70)

 金ヶ崎町 9 (6)  丸森町 5 (4)  下郷町 7 (6)  高萩市 24 (23)

 大槌町 48 (45)  亘理町 14 (7)  只見町 12 (6)  北茨城市 83 (80)

 山田町 57 (56)  山元町 17 (14)  南会津町 9 (8)  ひたちなか市 87 (89)

 岩泉町 16 (15)  松島町 2 (1)  磐梯町 4 (3)  鹿嶋市 48 (43)

 田野畑村 8 (7)  七ヶ浜町 3 (2)  猪苗代町 4 (3)  潮来市 8 (8)

 普代村 6 (5)  利府町 5 (4)  会津坂下町 8 (3)  那珂市 4 (3)

 野田村 8 (7)  大和町 42 (41)  湯川村 4 (3)  神栖市 175 (169)

 洋野町 26 (23)  大郷町 8 (7)  柳津町 3 (2)  鉾田市 2 (1)

 一戸町 2 (1)  大衡村 23 (20)  昭和村 9 (8)  茨城町 16 (12)

 色麻町 6 (5)  会津美里町 11 (9)  大洗町 28 (27)

 加美町 12 (11)  西郷村 25 (21)  東海村 9 (9)

 涌谷町 4 (2)  泉崎村 23 (21)

 美里町 14 (13)  中島村 9 (8)

 女川町 75 (68)  矢吹町 24 (21)

 南三陸町 23 (20)

復興特区法に基づく課税の特例に係る市町村ごとの指定事業者等の数


一覧表（貼り付け用）









				復興特区法に基づく課税の特例に係る市町村ごとの指定事業者等の数 フッコウ トックホウ モト カゼイ トクレイ カカ シチョウソン シテイ ジギョウシャ ナド カズ

				（令和元年12月末現在） レイワ モト ネン マツ ゲンザイ





								【　青森県　】 アオモリケン		243		(227)						【　宮城県　】 ミヤギケン		1,212		(1,115)						【　福島県　】 フクシマケン		1,520		(1,386)

						八戸市		 八戸市		222		(206)				仙台市		 仙台市		320		(285)				福島市		 福島市		125		(116)				棚倉町		 棚倉町		12		(11)				八戸市		222		4549

						三沢市		 三沢市		9		(8)				石巻市		 石巻市		204		(192)				会津若松市		 会津若松市		86		(77)				矢祭町		 矢祭町		4		(3)				三沢市		9		4547

						おいらせ町		 おいらせ町		16		(15)				塩竈市		 塩竈市		75		(70)				郡山市		 郡山市		162		(153)				塙町		 塙町		8		(7)				おいらせ町		16

																気仙沼市		 気仙沼市		181		(171)				いわき市		 いわき市		523		(462)				鮫川村		 鮫川村		2		(1)				宮古市		99

						【　岩手県　】		【　岩手県　】 イワテケン		655		(611)				白石市		 白石市		15		(13)				白河市		 白河市		40		(37)				石川町		 石川町		7		(5)				大船渡市		112

						盛岡市		 盛岡市 モリオカ		2		(1)				名取市		 名取市		34		(30)				須賀川市		 須賀川市		55		(49)				玉川村		 玉川村		13		(11)				久慈市		38

						宮古市		 宮古市		99		(94)				角田市		 角田市		11		(10)				喜多方市		 喜多方市		20		(17)				平田村		 平田村		7		(6)				陸前高田市		50

						大船渡市		 大船渡市		112		(103)				多賀城市		 多賀城市		51		(45)				相馬市		 相馬市		94		(92)				浅川町		 浅川町		12		(10)				釜石市		109

						花巻市		 花巻市		9		(7)				岩沼市		 岩沼市		25		(19)				二本松市		 二本松市		52		(46)				古殿町		 古殿町		5		(4)				大槌町		48

						北上市		 北上市		28		(22)				登米市		 登米市		19		(16)				田村市		 田村市		34		(31)				三春町		 三春町		22		(19)				山田町		57

						久慈市		 久慈市		38		(36)				栗原市		 栗原市		22		(18)				南相馬市		 南相馬市		38		(32)				小野町		 小野町		17		(15)				岩泉町		16

						遠野市		 遠野市		3		(2)				東松島市		 東松島市		14		(12)				伊達市		 伊達市		32		(22)				広野町		 広野町		3		(2)				田野畑村		8

						一関市		 一関市		26		(24)				大崎市		 大崎市		46		(42)				本宮市		 本宮市		40		(36)				楢葉町		 楢葉町		2		(1)				普代村		6

						陸前高田市		 陸前高田市		50		(46)				富谷市		 富谷市 シ		18		(17)				桑折町		 桑折町		7		(6)				新地町		 新地町		32		(28)				野田村		8

						釜石市		 釜石市		109		(91)				蔵王町		 蔵王町		8		(7)				国見町		 国見町		6		(5)				飯舘村		 飯舘村		2		(1)				洋野町		26

						二戸市		 二戸市		5		(4)				大河原町		 大河原町		4		(3)				川俣町		 川俣町		13		(12)														盛岡市		2

						奥州市		 奥州市		43		(41)				村田町		 村田町		5		(4)				大玉村		 大玉村		12		(11)						【　茨城県　】 イバラキケン		578		(561)				花巻市		9

						滝沢市		滝沢市 タキザワ シ		2		(1)				柴田町		 柴田町		14		(13)				鏡石町		 鏡石町		13		(10)				水戸市		 水戸市		56		(55)				北上市		28

						矢巾町		 矢巾町		3		(2)				川崎町		 川崎町		2		(1)				天栄村		 天栄村 テン サカ ムラ		8		(6)				日立市		 日立市		70		(70)				遠野市		3

						金ヶ崎町		 金ヶ崎町 カネガサキ チョウ		9		(6)				丸森町		 丸森町		5		(4)				下郷町		 下郷町		7		(6)				高萩市		 高萩市		24		(23)				一関市		26

						大槌町		 大槌町		48		(45)				亘理町		 亘理町		14		(7)				只見町		 只見町		12		(6)				北茨城市		 北茨城市		83		(80)				二戸市		5

						山田町		 山田町		57		(56)				山元町		 山元町		17		(14)				南会津町		 南会津町 ミナミ アイヅ		9		(8)				ひたちなか市		 ひたちなか市		87		(89)				奥州市		43

						岩泉町		 岩泉町		16		(15)				松島町		 松島町 マツシマ チョウ		2		(1)				磐梯町		 磐梯町 バンダイ マチ		4		(3)				鹿嶋市		 鹿嶋市		48		(43)				滝沢市		2

						田野畑村		 田野畑村		8		(7)				七ヶ浜町		 七ヶ浜町		3		(2)				猪苗代町		 猪苗代町		4		(3)				潮来市		 潮来市		8		(8)				矢巾町		3

						普代村		 普代村		6		(5)				利府町		 利府町		5		(4)				会津坂下町		 会津坂下町		8		(3)				那珂市		 那珂市		4		(3)				金ヶ崎町		9

						野田村		 野田村		8		(7)				大和町		 大和町		42		(41)				湯川村		 湯川村		4		(3)				神栖市		 神栖市		175		(169)				一戸町		2

						洋野町		 洋野町		26		(23)				大郷町		 大郷町		8		(7)				柳津町		 柳津町		3		(2)				鉾田市		 鉾田市		2		(1)				仙台市		320

						一戸町		 一戸町 イチノヘ チョウ		2		(1)				大衡村		 大衡村		23		(20)				昭和村		 昭和村 ショウワ ムラ		9		(8)				茨城町		 茨城町		16		(12)				石巻市		204

																色麻町		 色麻町		6		(5)				会津美里町		 会津美里町		11		(9)				大洗町		 大洗町		28		(27)				塩竈市		75

																加美町		 加美町		12		(11)				西郷村		 西郷村		25		(21)				東海村		 東海村		9		(9)				気仙沼市		181

																涌谷町		 涌谷町		4		(2)				泉崎村		 泉崎村		23		(21)														名取市		34

																美里町		 美里町		14		(13)				中島村		 中島村		9		(8)														多賀城市		51

																女川町		 女川町		75		(68)				矢吹町		 矢吹町		24		(21)														岩沼市		25

																南三陸町		 南三陸町		23		(20)																								東松島市		14

																																														亘理町		14

																																														山元町		17

																																														松島町		2

																																														七ヶ浜町		3

																																														利府町		5

																																														女川町		75

																																														南三陸町		23

								※　複数の市町村で指定を受けている事業者等があるため、各市町村の合計は、各県ごとの指定事業者等の数と一致しません。																																						白石市		15

																																														角田市		11

																																														登米市		19

																																														栗原市		22

																																														大崎市		46

																																														蔵王町		8

																																														大河原町		4

																																														村田町		5

																																														柴田町		14

																																														川崎町		2

																																														丸森町		5

																																														大和町		42

																																														大郷町		8

																																														富谷市		18

																																														大衡村		23

																																														色麻町		6

																																														加美町		12

																																														涌谷町		4

																																														美里町		14

																																														いわき市		523

																																														相馬市		94

																																														南相馬市		38

																																														広野町		3

																																														楢葉町		2

																																														新地町		32

																																														福島市		125

																																														会津若松市		86

																																														郡山市		162

																																														白河市		40

																																														須賀川市		55

																																														喜多方市		20

																																														二本松市		52

																																														田村市		34

																																														伊達市		32

																																														本宮市		40

																																														桑折町		7

																																														国見町		6

																																														川俣町		13

																																														大玉村		12

																																														鏡石町		13

																																														天栄村		8

																																														下郷町		7

																																														只見町		12

																																														南会津町		9

																																														磐梯町		4

																																														猪苗代町		4

																																														会津坂下町		8

																																														湯川村		4

																																														柳津町		3

																																														昭和村		9

																																														会津美里町		11

																																														西郷村		25

																																														泉崎村		23

																																														中島村		9

																																														矢吹町		24

																																														棚倉町		12

																																														矢祭町		4

																																														塙町		8

																																														鮫川村		2

																																														石川町		7

																																														玉川村		13

																																														平田村		7

																																														浅川町		12

																																														古殿町		5

																																														三春町		22

																																														小野町		17

																																														飯舘村		2

																																														水戸市		56

																																														日立市		70

																																														高萩市		24

																																														北茨城市		83

																																														ひたちなか市		87

																																														鹿嶋市		48

																																														神栖市		175

																																														鉾田市		2

																																														茨城町		16

																																														大洗町		28

																																														東海村		9

																																														鹿嶋市		2

																																														潮来市		8

																																														那珂市		4





一覧表 (確認用)









				復興特区法に基づく課税の特例に係る市町村ごとの指定事業者等の数 フッコウ トックホウ モト カゼイ トクレイ カカ シチョウソン シテイ ジギョウシャ ナド カズ

				（平成28年3月末時点） ネン ジテン

								今回 コンカイ		12月末 ガツ マツ		増加数 ゾウカスウ						今回 コンカイ		12月末 ガツ マツ		増加数 ゾウカスウ						今回 コンカイ		12月末 ガツ マツ		増加数 ゾウカスウ						今回 コンカイ		12月末 ガツ マツ		増加数 ゾウカスウ

				【　青森県　】 アオモリケン				203		202		1				【　宮城県　】 ミヤギケン		926		884		42				【　福島県　】 フクシマケン		1,158		1060		98

						 八戸市		187		186		1				 仙台市		ERROR:#REF!		252		ERROR:#REF!				 福島市		91		68		23				 棚倉町		9		8		1

						 三沢市		4		4		0				 石巻市		159		151		8				 会津若松市		54		49		5				 矢祭町		2		2		0

						 おいらせ町		13		13		0				 塩竈市		ERROR:#REF!		56		ERROR:#REF!				 郡山市		126		115		11				 塙町		7		7		0

												1				 気仙沼市		ERROR:#REF!		138		ERROR:#REF!				 いわき市		415		407		8				 石川町		4		4		0

				【　岩手県　】 イワテケン				487		465		22				 白石市		ERROR:#REF!		11		ERROR:#REF!				 白河市		31		31		0				 玉川村		7		7		0

						 盛岡市		ERROR:#REF!		1		ERROR:#REF!				 名取市		ERROR:#REF!		19		ERROR:#REF!				 須賀川市		44		43		1				 平田村		6		6		0

						 宮古市		ERROR:#REF!		84		ERROR:#REF!				 角田市		ERROR:#REF!		7		ERROR:#REF!				 喜多方市		11		11		0				 浅川町		10		10		0

						 大船渡市		ERROR:#REF!		77		ERROR:#REF!				 多賀城市		ERROR:#REF!		27		ERROR:#REF!				 相馬市		70		46		24				 古殿町		4		4		0

						 花巻市		ERROR:#REF!		7		ERROR:#REF!				 岩沼市		ERROR:#REF!		15		ERROR:#REF!				 二本松市		42		42		0				 三春町		17		17		0

						 北上市		ERROR:#REF!		19		ERROR:#REF!				 登米市		ERROR:#REF!		14		ERROR:#REF!				 田村市		30		28		2				 小野町		7		7		0

						 久慈市		ERROR:#REF!		29		ERROR:#REF!				 栗原市		ERROR:#REF!		13		ERROR:#REF!				 南相馬市		18		13		5				 広野町		2		2		0

						 遠野市		2		1		1				 東松島市		ERROR:#REF!		8		ERROR:#REF!				 伊達市		16		16		0				 楢葉町		1		1		0

						 一関市		ERROR:#REF!		23		ERROR:#REF!				 大崎市		ERROR:#REF!		37		ERROR:#REF!				 本宮市		32		30		2				 新地町		16		8		8

						 陸前高田市		ERROR:#REF!		33		ERROR:#REF!				 蔵王町		ERROR:#REF!		7		ERROR:#REF!				 桑折町		6		6		0				 飯舘村		1		1		0

						 釜石市		81		80		1				 大河原町		ERROR:#REF!		2		ERROR:#REF!				 国見町		4		4		0						1216		1116		100

						 二戸市		ERROR:#REF!		2		ERROR:#REF!				 村田町		ERROR:#REF!		4		ERROR:#REF!				 川俣町		7		7		0				【　茨城県　】 イバラキケン		518		507		11

						 奥州市		ERROR:#REF!		36		ERROR:#REF!				 柴田町		ERROR:#REF!		9		ERROR:#REF!				 大玉村		10		8		2				 水戸市		ERROR:#REF!		54		ERROR:#REF!

						 矢巾町		ERROR:#REF!		1		ERROR:#REF!				川崎町		ERROR:#REF!		1		ERROR:#REF!				 鏡石町		9		9		0				 日立市		ERROR:#REF!		63		ERROR:#REF!

						 金ヶ崎町 カネガサキ チョウ		ERROR:#REF!		4		ERROR:#REF!				 丸森町		ERROR:#REF!		3		ERROR:#REF!				 天栄村 テン サカ ムラ		2		1		1				 高萩市		ERROR:#REF!		23		ERROR:#REF!

						 大槌町		ERROR:#REF!		23		ERROR:#REF!				 亘理町		ERROR:#REF!		7		ERROR:#REF!				 下郷町		5		3		2				 北茨城市		ERROR:#REF!		68		ERROR:#REF!

						 山田町		ERROR:#REF!		28		ERROR:#REF!				 山元町		ERROR:#REF!		5		ERROR:#REF!				 只見町		3		3		0				 ひたちなか市		ERROR:#REF!		77		ERROR:#REF!

						 岩泉町		ERROR:#REF!		11		ERROR:#REF!				 七ヶ浜町		ERROR:#REF!		2		ERROR:#REF!				 南会津町 ミナミ アイヅ		8		7		1				 鹿嶋市		ERROR:#REF!		41		ERROR:#REF!

						 田野畑村		ERROR:#REF!		5		ERROR:#REF!				 利府町		ERROR:#REF!		3		ERROR:#REF!				 磐梯町 バンダイ マチ		2		2		0				 潮来市		ERROR:#REF!		8		ERROR:#REF!

						 普代村		ERROR:#REF!		5		ERROR:#REF!				 大和町		ERROR:#REF!		33		ERROR:#REF!				 猪苗代町		1		1		0				 那珂市		ERROR:#REF!		2		ERROR:#REF!

						 野田村		ERROR:#REF!		4		ERROR:#REF!				 大郷町		ERROR:#REF!		6		ERROR:#REF!				 会津坂下町		2		2		0				 神栖市		ERROR:#REF!		150		ERROR:#REF!

						 洋野町		ERROR:#REF!		19		ERROR:#REF!				 富谷町		ERROR:#REF!		12		ERROR:#REF!				 湯川村		2		2		0				 鉾田市		ERROR:#REF!		1		ERROR:#REF!

						一戸町 イチノヘ チョウ		ERROR:#REF!		0		ERROR:#REF!				 大衡村		ERROR:#REF!		17		ERROR:#REF!				 昭和村 ショウワ ムラ		8		8		0				 茨城町		ERROR:#REF!		10		ERROR:#REF!

								ERROR:#REF!		492		ERROR:#REF!				 色麻町		ERROR:#REF!		5		ERROR:#REF!				 会津美里町		8		8		0				 大洗町		ERROR:#REF!		27		ERROR:#REF!

																 加美町		ERROR:#REF!		11		ERROR:#REF!				 西郷村		21		20		1				 東海村		ERROR:#REF!		9		ERROR:#REF!

																 涌谷町		ERROR:#REF!		2		ERROR:#REF!				 泉崎村		19		19		0						ERROR:#REF!		533		ERROR:#REF!

																 美里町		ERROR:#REF!		13		ERROR:#REF!				 中島村		7		6		1

																 女川町		ERROR:#REF!		34		ERROR:#REF!				 矢吹町		19		17		2

																 南三陸町		ERROR:#REF!		16		ERROR:#REF!

																		ERROR:#REF!		940		ERROR:#REF!















						※　複数の市町村で指定を受けている事業者等があるため、各市町村の合計は、各県ごとの指定事業者等の数と一致しません。















Sheet1

				速報値 ソクホウチ						確定値 カクテイチ		地域区分		（市町村コード付）		指定事業者数

		2		02青森県		02青森県		214				02青森県		02青森県		214		

		2		八戸市		02203 八戸市		196				八戸市		02203 八戸市		196		

		2		三沢市		02207 三沢市		6				三沢市		02207 三沢市		6		

		2		おいらせ町		02412 おいらせ町		14				おいらせ町		02412 おいらせ町		14		

		3		03岩手県		03岩手県		541				03岩手県		03岩手県		541		

		3		盛岡市		03201 盛岡市		1				盛岡市		03201 盛岡市		1		

		3		宮古市		03202 宮古市		92				宮古市		03202 宮古市		92		

		3		大船渡市		03203 大船渡市		88				大船渡市		03203 大船渡市		88		

		3		花巻市		03205 花巻市		7				花巻市		03205 花巻市		7		

		3		北上市		03206 北上市		21				北上市		03206 北上市		21		

		3		久慈市		03207 久慈市		36				久慈市		03207 久慈市		36		

		3		遠野市		03208 遠野市		2				遠野市		03208 遠野市		2		

		3		一関市		03209 一関市		23				一関市		03209 一関市		23		

		3		陸前高田市		03210 陸前高田市		35				陸前高田市		03210 陸前高田市		35		

		3		釜石市		03211 釜石市		85				釜石市		03211 釜石市		85		

		3		二戸市		03213 二戸市		4				二戸市		03213 二戸市		4		

		3		奥州市		03215 奥州市		40				奥州市		03215 奥州市		40		

		3		矢巾町		03322 矢巾町		2				矢巾町		03322 矢巾町		2		

		3		金ヶ崎町		03381 金ヶ崎町		5				金ヶ崎町		03381 金ヶ崎町		5		

		3		大槌町		03461 大槌町		25				大槌町		03461 大槌町		25		

		3		山田町		03482 山田町		42				山田町		03482 山田町		42		

		3		岩泉町		03483 岩泉町		14				岩泉町		03483 岩泉町		14		

		3		田野畑村		03484 田野畑村		7				田野畑村		03484 田野畑村		7		

		3		普代村		03485 普代村		5				普代村		03485 普代村		5		

		3		野田村		03503 野田村		7				野田村		03503 野田村		7		

		3		洋野町		03507 洋野町		22				洋野町		03507 洋野町		22		

		3		一戸町		03524 一戸町		1				一戸町		03524 一戸町		1		

		4		04宮城県		04宮城県		1035				04宮城県		04宮城県		1042		7

		4		仙台市		04100 仙台市		272				仙台市		04100 仙台市		272		

		4		石巻市		04202 石巻市		174				石巻市		04202 石巻市		179		5

		4		塩竈市		04203 塩竈市		63				塩竈市		04203 塩竈市		63		

		4		気仙沼市		04205 気仙沼市		163				気仙沼市		04205 気仙沼市		164		1

		4		白石市		04206 白石市		13				白石市		04206 白石市		13		

		4		名取市		04207 名取市		27				名取市		04207 名取市		27		

		4		角田市		04208 角田市		8				角田市		04208 角田市		8		

		4		多賀城市		04209 多賀城市		42				多賀城市		04209 多賀城市		42		

		4		岩沼市		04211 岩沼市		17				岩沼市		04211 岩沼市		17		

		4		登米市		04212 登米市		16				登米市		04212 登米市		16		

		4		栗原市		04213 栗原市		14				栗原市		04213 栗原市		14		

		4		東松島市		04214 東松島市		8				東松島市		04214 東松島市		8		

		4		大崎市		04215 大崎市		41				大崎市		04215 大崎市		41		

		4		蔵王町		04301 蔵王町		7				蔵王町		04301 蔵王町		7		

		4		大河原町		04321 大河原町		3				大河原町		04321 大河原町		3		

		4		村田町		04322 村田町		4				村田町		04322 村田町		4		

		4		柴田町		04323 柴田町		11				柴田町		04323 柴田町		12		1

		4		川崎町		04324 川崎町		1				川崎町		04324 川崎町		1		

		4		丸森町		04341 丸森町		3				丸森町		04341 丸森町		3		

		4		亘理町		04361 亘理町		7				亘理町		04361 亘理町		7		

		4		山元町		04362 山元町		10				山元町		04362 山元町		10		

		4		松島町		04401 松島町		1				松島町		04401 松島町		1		

		4		七ヶ浜町		04404 七ヶ浜町		2				七ヶ浜町		04404 七ヶ浜町		2		

		4		利府町		04406 利府町		3				利府町		04406 利府町		3		

		4		大和町		04421 大和町		39				大和町		04421 大和町		39		

		4		大郷町		04422 大郷町		6				大郷町		04422 大郷町		6		

		4		富谷町		04423 富谷町		14				富谷町		04423 富谷町		14		

		4		大衡村		04424 大衡村		19				大衡村		04424 大衡村		19		

		4		色麻町		04444 色麻町		5				色麻町		04444 色麻町		5		

		4		加美町		04445 加美町		11				加美町		04445 加美町		11		

		4		涌谷町		04501 涌谷町		2				涌谷町		04501 涌谷町		2		

		4		美里町		04505 美里町		13				美里町		04505 美里町		13		

		4		女川町		04581 女川町		59				女川町		04581 女川町		59		

		4		南三陸町		04606 南三陸町		20				南三陸町		04606 南三陸町		20		

		7		07福島県		07福島県		1293				07福島県		07福島県		1295		2

		7		福島市		07201 福島市		106				福島市		07201 福島市		106		

		7		会津若松市		07202 会津若松市		68				会津若松市		07202 会津若松市		69		1

		7		郡山市		07203 郡山市		147				郡山市		07203 郡山市		147		

		7		いわき市		07204 いわき市		442				いわき市		07204 いわき市		442		

		7		白河市		07205 白河市		37				白河市		07205 白河市		37		

		7		須賀川市		07207 須賀川市		46				須賀川市		07207 須賀川市		46		

		7		喜多方市		07208 喜多方市		15				喜多方市		07208 喜多方市		17		2

		7		相馬市		07209 相馬市		87				相馬市		07209 相馬市		87		

		7		二本松市		07210 二本松市		43				二本松市		07210 二本松市		43		

		7		田村市		07211 田村市		31				田村市		07211 田村市		31		

		7		南相馬市		07212 南相馬市		27				南相馬市		07212 南相馬市		27		

		7		伊達市		07213 伊達市		17				伊達市		07213 伊達市		17		

		7		本宮市		07214 本宮市		35				本宮市		07214 本宮市		35		

		7		桑折町		07301 桑折町		6				桑折町		07301 桑折町		6		

		7		国見町		07303 国見町		4				国見町		07303 国見町		4		

		7		川俣町		07308 川俣町		9				川俣町		07308 川俣町		9		

		7		大玉村		07322 大玉村		10				大玉村		07322 大玉村		10		

		7		鏡石町		07342 鏡石町		10				鏡石町		07342 鏡石町		10		

		7		天栄村		07344 天栄村		6				天栄村		07344 天栄村		6		

		7		下郷町		07362 下郷町		5				下郷町		07362 下郷町		5		

		7		只見町		07367 只見町		3				只見町		07367 只見町		3		

		7		南会津町		07368 南会津町		8				南会津町		07368 南会津町		8		

		7		磐梯町		07407 磐梯町		2				磐梯町		07407 磐梯町		2		

		7		猪苗代町		07408 猪苗代町		3				猪苗代町		07408 猪苗代町		3		

		7		会津坂下町		07421 会津坂下町		2				会津坂下町		07421 会津坂下町		2		

		7		湯川村		07422 湯川村		3				湯川村		07422 湯川村		3		

		7		柳津町		07423 柳津町		2				柳津町		07423 柳津町		2		

		7		昭和村		07446 昭和村		8				昭和村		07446 昭和村		8		

		7		会津美里町		07447 会津美里町		9				会津美里町		07447 会津美里町		9		

		7		西郷村		07461 西郷村		21				西郷村		07461 西郷村		21		

		7		泉崎村		07464 泉崎村		19				泉崎村		07464 泉崎村		19		

		7		中島村		07465 中島村		8				中島村		07465 中島村		8		

		7		矢吹町		07466 矢吹町		20				矢吹町		07466 矢吹町		20		

		7		棚倉町		07481 棚倉町		10				棚倉町		07481 棚倉町		10		

		7		矢祭町		07482 矢祭町		2				矢祭町		07482 矢祭町		2		

		7		塙町		07483 塙町		7				塙町		07483 塙町		7		

		7		鮫川村		07484 鮫川村		1				鮫川村		07484 鮫川村		1		

		7		石川町		07501 石川町		5				石川町		07501 石川町		5		

		7		玉川村		07502 玉川村		7				玉川村		07502 玉川村		7		

		7		平田村		07503 平田村		6				平田村		07503 平田村		6		

		7		浅川町		07504 浅川町		10				浅川町		07504 浅川町		10		

		7		古殿町		07505 古殿町		4				古殿町		07505 古殿町		4		

		7		三春町		07521 三春町		19				三春町		07521 三春町		19		

		7		小野町		07522 小野町		7				小野町		07522 小野町		7		

		7		広野町		07541 広野町		2				広野町		07541 広野町		2		

		7		楢葉町		07542 楢葉町		1				楢葉町		07542 楢葉町		1		

		7		新地町		07561 新地町		26				新地町		07561 新地町		26		

		7		飯舘村		07564 飯舘村		1				飯舘村		07564 飯舘村		1		

		8		茨城県		茨城県		539				茨城県		茨城県		540		1

		8		水戸市		08201 水戸市		55				水戸市		08201 水戸市		55		

		8		日立市		08202 日立市		68				日立市		08202 日立市		68		

		8		高萩市		08214 高萩市		23				高萩市		08214 高萩市		23		

		8		北茨城市		08215 北茨城市		74				北茨城市		08215 北茨城市		74		

		8		ひたちなか市		08221 ひたちなか市		83				ひたちなか市		08221 ひたちなか市		83		

		8		鹿嶋市		08222 鹿嶋市		42				鹿嶋市		08222 鹿嶋市		43		1

		8		潮来市		08223 潮来市		8				潮来市		08223 潮来市		8		

		8		那珂市		08226 那珂市		3				那珂市		08226 那珂市		3		

		8		神栖市		08232 神栖市		162				神栖市		08232 神栖市		162		

		8		鉾田市		08234 鉾田市		1				鉾田市		08234 鉾田市		1		

		8		茨城町		08302 茨城町		10				茨城町		08302 茨城町		10		

		8		大洗町		08309 大洗町		27				大洗町		08309 大洗町		27		

		8		東海村		08341 東海村		9				東海村		08341 東海村		9		
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は指定事業者等の事業所のある市町

青森県内の復興特区法に基づく課税の特例に係る指定事業者等
の数（令和元年12月末現在）

○三沢市…９

※ 複数の市町で指定を受けている事業者等があるため、各市町の指定事業者等の数の
合計は、青森県内の指定事業者等の合計「２４３」と一致しない。

○おいらせ町…１６

○八戸市…２２２



は指定事業者等の事業所のある市町村

岩手県内の復興特区法に基づく課税の特例に係る指定事業者等
の数（令和元年12月末現在）

○大槌町…４８

※ 複数の市町村で指定を受けている事業者等があるため、各市町村の指定事業者等の
数の合計は、岩手県内の指定事業者等の合計「６５５」と一致しない。

○釜石市…１０９

○大船渡市…１１２

○久慈市…３８

○普代村…６

○田野畑村…８

○岩泉町…１６

○宮古市…９９

○山田町…５７

○陸前高田市…５０

○洋野町…２６

○二戸市…５

○矢巾町…３

○花巻市…９

○遠野市…３

○北上市…２８

○金ケ崎町…９

○奥州市…４３

○一関市…２６

○野田村…８

○滝沢市…２

○一戸町…２

○盛岡市…２



は指定事業者等の事業所のある市町村

宮城県内の復興特区法に基づく課税の特例に係る指定事業者等
の数（令和元年12月末現在）

○利府町…５

※ 複数の市町村で指定を受けている事業者等があるため、各市町村の指定事業者等の
数の合計は、宮城県内の指定事業者等の合計「１，２１２」と一致しない。

○塩竈市…７５

○名取市…３４

○山元町…１７

○南三陸町…２３

○石巻市…２０４

○女川町…７５
○東松島市…１４

○岩沼市…２５

○気仙沼市…１８１

○登米市…１９

○色麻町…６

○仙台市…３２０

○角田市…１１

○村田町…５

○蔵王町…８

○川崎町…２

○白石市…１５

○丸森町…５

○七ヶ浜町…３

○涌谷町…４

○美里町…１４
○栗原市…２２

○大崎市…４６

○加美町…１２

○大衡村…２３

○大郷町…８

○大和町…４２

○富谷市…１８

○柴田町…１４

○大河原町…４

○多賀城市…５１

○亘理町…１４

○松島町…２

仙台市



○田村市…３４

○三春町…２２

○矢祭町…４

○塙町…８

○玉川村…１３

○石川町…７

○飯舘村…２

○伊達市…３２

は指定事業者等の事業所のある市町村

福島県内の復興特区法に基づく課税の特例に係る指定事業者等
の数（令和元年12月末現在）

※ 複数の市町村で指定を受けている事業者等があるため、各市町村の指定事業者等の
数の合計は、福島県内の指定事業者等の合計「１，５２０」と一致しない。

○いわき市…５２３

○広野町…３

○新地町…３２

○本宮市…４０○喜多方市…２０

○湯川村…４

○会津坂下町…８

○会津若松市…８６

○会津美里町…１１

○郡山市…１６２

○西郷村…２５

○相馬市…９４

○南相馬市…３８

○楢葉町…２

○福島市…１２５

○二本松市…５２○大玉村…１２

○只見町…１２

○川俣町…１３

○国見町…６

○桑折町…７

○下郷町…７

○猪苗代町…４

○小野町…１７

○須賀川市…５５

○鏡石町…１３

○平田村…７

○古殿町…５

○泉崎村…２３

○矢吹町…２４

○白河市…４０

○中島村…９

○棚倉町…１２ ○浅川町…１２

○南会津町…９

○磐梯町…４

○昭和村…９

○天栄村…８

（注）
福島復興再生特別措置法の避難解除区域等における課税の特例の適用を受けるための確認書を交付された事業者は、上

の数値とは別に、延べ件数で3,149件（令和元年10月31日現在）。
また、同法の企業立地促進区域における課税の特例の適用を受けるための認定書を交付された事業者は、132社（令和元
年10月31日現在）。（出典：福島県ホームページ）

○柳津町…３

○鮫川村…２



○北茨城市…８３

は指定事業者等の事業所のある市町村

茨城県内の復興特区法に基づく課税の特例に係る指定事業者等
の数（令和元年12月末現在）

○高萩市…２４

○日立市…７０

○大洗町…２８

○東海村…９○那珂市…４

○ひたちなか市…８７

○鉾田市…２

○鹿嶋市…４８

○神栖市…１７５

○水戸市…５６

○茨城町…１６

○潮来市…８

※ 複数の市町村で指定を受けている事業者等があるため、各市町村の指定事業者等の
数の合計は、茨城県内の指定事業者等の合計「５７８」と一致しない。



４ 主な業種毎の指定件数

農・林・漁業及び
水産養殖業等

食料品製造業等
製造業（食料品
製造業等を除く）

電気・ガス・熱
供給・水道業

情報通信業 運輸業等 卸売業・小売業 宿泊業・飲食店等 その他 総計

372 848 2,289 181 164 421 503 308 383 5,469

6.8% 15.5% 41.9% 3.3% 3.0% 7.7% 9.2% 5.6% 7.0% 100%

(平成30年度までの累計業種指定件数)
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業種・年度別・指定件数（累計）

累計での件数

農・林・漁業及び水産養殖業等

食料品製造業等

製造業（食料品製造業等を除く）

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業等

卸売業、小売業

宿泊業、飲食店等

その他

令和元年12月末現在

令和元年１２月末現在



青森

取引関係がある又は通勤圏である
ことにより、復興産業集積区域を設
定している市町村

指定事業者等が存在する市町村

雇用等被害地域を含む市町村
(福島県内全市町村を含む）

復興産業

集積区域

が存する

市町村数

うち雇用

等被害地

域を含む

市町村数

指定事業

者が存す

る市町村

数

青森県 4 4 3
岩手県 33 12 23
宮城県 34 15 34
福島県 59 59 48
茨城県 13 4 13
(参考)

合計
143 94 121

岩手

復興特区税制の対象となる市町村（令和元年12月末現在）

茨城宮城

福島
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								復興産業集積区域が存する市町村数		うち雇用等被害地域を含む市町村数		指定事業者が存する市町村数

						青森県		4		4		3

						岩手県		33		12		23
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