
令和4年度税制改正については、令和3年12月10
日に与党において「令和4年度与党税制改正大綱」が
決定され、同年12月24日に「令和4年度税制改正の
大綱」が閣議決定された。
本稿においては、「令和4年度税制改正の大綱」を

中心に説明したい。なお、文中意見等にわたる部分
は、筆者の個人的見解である。

１．令和4年度税制改正の基本的考え方
昨年10月に岸田内閣が発足し、総理の所信表明演

説の中で、「成長と分配の好循環」と「コロナ後の新
しい社会の開拓」をコンセプトに、新しい資本主義の
実現に向けて取り組んでいくことが表明された。この
方針の実現にあたっては、企業が研究開発や人的資本
などへの投資を強化し、中長期的に稼ぐ力を高めると
ともに、その収益を更なる未来への投資や、株主だけ
でなく従業員や下請企業を含む多様なステークホル
ダーへの還元へと循環させていくことを通じ、企業と
して持続的な成長を達成するという本来の使命をより
一層果たしていくことが必要不可欠となっている。
こうした観点を踏まえ、令和4年度税制改正におい

ては、積極的な賃上げを行うとともに、多様なステー
クホルダーに配慮した経営に取り組む企業に対し、賃
上げに係る税制措置を抜本的に強化するとともに、ス
タートアップと既存企業の協働によるオープンイノ
ベーションを更に促進するための措置を講ずることと
している。また、2050年カーボンニュートラルの実
現に向けた観点等を踏まえ、住宅ローン控除の見直し
等を行うこととしている。
具体的な改正内容等は以下のとおりである。

２．成長と分配の好循環の実現
（１） 積極的な賃上げ等を促すための措置  

（「賃上げ促進税制」）
「成長と分配の好循環」の実現に向けて、積極的な
賃上げを促すとともに、株主だけでなく従業員、取引
先などの多様なステークホルダーへの還元を後押しす
る観点から、一定規模以上の企業については、マルチ
ステークホルダーに配慮した経営に宣言することを要
件としつつ、賃上げに係る税制措置を抜本的に強化す
ることとしている。
なお、上記の賃上げ促進税制とあわせて、政府とし

ては、赤字で減税の恩恵を受けられない企業に対し
て、賃上げを行う場合の補助金の補助率を引き上げる
特別枠の設定を行うことや人への投資を積極化させる
ための施策パッケージの創設、下請け取引の適正化、
中小企業の転嫁対策の実施などに取り組むこととして
おり、これらの施策により民間の賃上げを促していく
こととしている。
また、本税制の議論が行われた与党の税制調査会が

とりまとめた「令和4年度税制改正大綱（令和3年12
月10日）」においては、第一章で、「未来への投資等
に向けた経済界への期待」と題し、今回講じられる賃
上げ促進税制の抜本的強化等の施策の趣旨を踏まえ、
『経済界に対しては、「成長と分配の好循環」の実現
と、ひいては「コロナ後の新しい社会の開拓」に向け
て、より積極的に役割を果たすよう求めたい』との記
述も盛り込まれている。

（ア）大企業向け
継続雇用者の給与総額を3％増加させた場合の15％

令和4年度 
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主税局総務課税制企画室長　石井  隆太郎
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の税額控除に加え、以下の場合に控除率を上乗せする
こととしている。（最大30％）（資料1）
・継続雇用者の給与総額を対前年度4％以上増加させ
た場合には、税額控除率に10％を加算

・教育訓練費を対前年度2割以上増加させた場合には、
税額控除率に5％を加算

（イ）中小企業向け
中小企業について、全雇用者の給与総額を1.5％増

加させた場合の15％の税額控除に加え、以下の場合
に控除率を上乗せすることとしている。（最大40％）
（資料2）
・全雇用者の給与総額を対前年度2.5％以上増加させ
た場合には、税額控除率に15％を加算

・教育訓練費を対前年度1割以上増加させた場合には、
税額控除率に10％を加算

（２）オープンイノベーション促進税制の拡充
スタートアップを徹底支援するとともに、既存企業

の事業革新を促すことにより、企業が生み出す付加価
値の向上につなげることも、「成長と分配の好循環」
の実現に向けて必要不可欠である。このため、スター
トアップと既存企業の協働によるオープンイノベー
ションを更に促進する観点から、対象に設立10年以
上15年未満の研究開発型スタートアップを追加する
等の拡充を行った上で、適用期限を2年間延長する。
（資料3）

（３）5G促進税制の見直し
昨年10月の総理所信表明演説においては、地方か
らデジタルの実装を進め、新たな変革の波を起こし、
地方と都市の差を縮めていく「デジタル田園都市国家
構想」を進めることが盛り込まれた。このデジタル田
園都市国家構想実現に向けては、5G全国ネットワー
クについて、高度なインフラを都市・地方で一体的に
整備しつつ、特に条件不利地域における整備を加速す
ることが重要である。また、企業等の多様な主体が自
らシステムを構築するローカル5Gについても、社会

資料1

賃上げ促進税制（案）

○ 現行制度を抜本的に見直し、積極的な賃上げを促す観点から、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた

企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の最大３０％を税額控除できる制度とする。（２年間の時限

措置） その際、一定規模以上の大企業に対しては、マルチステークホルダーに配慮した経営への取組みを宣言して

いることを要件とする。

○ 賃上げや人材投資（教育訓練費）に積極的な企業に対しては、税額控除率を上乗せする。

≪現 行≫ ≪改 正 案≫

【適用要件】

■給与総額の増加率 新規雇用者の給与総額：対前年度増加率２％以上 継続雇用者の給与総額：対前年度増加率３％以上

■マルチステークホルダーへ
の配慮

従業員への還元や取引先への配慮を行うことを宣言
していること

【税額控除】 〔控除率最大２０％〕 〔控除率最大３０％〕

■控除率を乗ずる対象 新規雇用者の給与総額 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額

■控除率

基本 １５％ １５％

上乗せ

（賃上げ）
＋１０％

継続雇用者の給与総額：対前年度増加率
４％以上

上乗せ

（教育訓練費）
＋５％ 教育訓練費の対前年度増加率２０％以上 ＋５％ 教育訓練費の対前年度増加率２０％以上

■控除上限額 当期の法人税額×２０％ （変更なし）

※２

※２ 確定申告書に教育訓練費の明細書の添付（改正案：明細書の保存）が必要

※１ 資本金１０億円以上、かつ、常時使用従業員数１，０００人以上の大企業に対する要件とし、自社のウェブサイトに宣言内容を公表したことを経済産業大臣に届出。

※１

※３

※３ 控除率１０％の上乗せ措置の適用を受けない場合は、合計２０％

※人材確保等促進税制
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資料2

≪現 行≫ ≪改 正 案≫

【適用要件】

■給与総額の増加率 雇用者全体の給与総額：対前年度増加率１.５％以上 （変更なし）

【税額控除】 〔控除率最大２５％〕 〔控除率最大４０％〕

■控除率を乗ずる対象 雇用者全体の給与総額の対前年度増加額 （変更なし）

■控除率

基本 １５％ １５％

上乗せ

（賃上げ）
＋１０％

雇用者全体の給与総額：対前年度増加率
２.５％以上

＋１５％
雇用者全体の給与総額：対前年度増加率
２.５％以上

上乗せ

（教育訓練費）
教育訓練費増加等の要件の充足 ＋１０％ 教育訓練費の対前年度増加率１０％以上

■控除上限額 当期の法人税額×２０％ （変更なし）

○ 中小企業全体として雇用を守りつつ、積極的な賃上げや人材投資を促す観点から、控除率の上乗せ要件

を見直すとともに、控除率を最大４０％に大胆に引き上げた上で、適用期限を１年延長（令和６年３月３１日）

する。

※１ 教育訓練費増加等の要件：次のいずれかの要件

① 教育訓練費の対前年度増加率１０％以上

確定申告書に教育訓練費の明細書の添付（改正案：明細書の保存）が必要

② 中小企業等経営強化法の認定経営力向上計画における経営力向上の証明（改正案：廃止）

中小企業における賃上げ促進税制（案）

※１
かつ

※２

※２ 控除率１５％の上乗せ措置の適用を受けない場合は、合計２５％

※所得拡大促進税制

資料3

取
得
価
額

株式

２５%
相当

所得控除

所得金額

特別勘定

※特定期間内の売却等
の場合は取崩し

＝

○ オープンイノベーション性等の要件を満たすベンチャー企業に対する出資の払込みとして経済産業大臣が証明※したものにより取得した
株式。

※ 出資後に企業から提出を受けた資料を、経済産業省において確認し、出資した年及び特定期間（出資後５年間【改正案：３年間】）中、
経済産業大臣が証明。

【適用対象となる一定のベンチャー企業の株式】

・経済産業大臣の確認（オープンイノベーション性等
の基準に適合することの証明）が取り消された場合

・株式の全部又は一部を有しなくなった場合
・配当の支払を受けた場合
・発行会社が解散した場合
・出資法人が解散した場合 等

【特別勘定を取り崩して、益金算入となる場合】

事業会社

ベンチャー

株式

１億円（中小
事業者は1,000
万円）以上※の
出資による払
込み
（適用上限あり）

受け手の要件（ベンチャー企業）

・設立後10年未満（※）の株式会社（新規設立を除く）

・非上場企業であること

・企業グループに属していないこと 等

オープンイノベーション性の要件

・革新性：事業会社にとっての革新性

・リソース開放性：ベンチャーの成長への貢献

・ビジネス変革性：事業会社のビジネス変革に寄与する可

能性

出し手の要件

・ベンチャー企業に直接又はＣＶＣを通じて出資を行う国内

の事業会社

・特定期間中の報告義務

※国外のベンチャー企
業への出資の場合は
５億円以上

リソースの
開放

オープンイノベーション促進税制の拡充（案）

○ ベンチャー企業と既存企業の協働によるオープンイノベーションを促進する観点から、対象となる一定のベンチャー

企業の設立経過年数の要件や特別勘定の取崩しが不要となる株式保有期間等の見直しを行った上で、適用期限を

２年間延長（令和６年３月３１日）する。

（※）研究開発型ベンチャーにあっては、設立後１５年未満

【改正案】
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課題解決や事業革新等に向け、導入を後押しすること
が求められている。こうした観点から、対象設備の要
件や税額控除率等の見直しを行った上で、適用期限を
3年間延長する。（資料4）

（４）住宅ローン控除等の見直し
本格的な人口減少・少子高齢化社会が到来する中、

2050年カーボンニュートラルの実現に向けた対策が
急務となっている。こういった社会環境の変化等に対
応した豊かな住生活を実現するためには、住宅の省エ
ネ性能の向上及び長期優良住宅の取得の促進ととも
に、既存の住宅ストックの有効活用及び優良化を図る
ことが重要である。こうした考え方に基づいて、具体
的には以下の所要の見直しを行う。
・住宅ローン控除は4年間延長する。
・カーボンニュートラル実現の観点から、省エネ性能
等の高い認定住宅等につき、新築住宅等・既存住宅
ともに、借入限度額の上乗せを行う（消費税率引き
上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ

措置は終了）。令和6年以降に建築確認を受けた新
築住宅については省エネ基準への適合を要件化する
などの措置を講じる。

・新築住宅等について控除期間を13年とするほか、
一定の場合（注）に40m2以上の住宅を控除対象とする。

（注） 令和5年以前に建築確認を受けた新築住宅、合計所得金額
1,000万円以下の者

・会計検査院の指摘に対応する観点から、控除率を
0.7％とする。また所得要件を2,000万円以下とす
る。（資料5）
・住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置は、格差
の固定化防止等の観点から、非課税限度額を見直し
た上で、適用期限を2年間延長する。（資料6）

３．円滑・適正な納税のための環境整備
（１）税理士制度の見直し
税理士を取り巻く状況の変化に的確に対応するとと
もに、多様な人材の確保や、国民・納税者の税理士に

資料4

措置内容 税 額 控 除 特別償却

対象事業者 全国キャリア ローカル５Ｇ免許人
全国キャリア

ローカル５Ｇ免許人

供用年度 現行 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 現行 Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ 現行 Ｒ４～Ｒ６

条件不利地域
（過疎地域など）

１５％

１５％ ９％ ３％

１５％ １５％ ９％ ３％ ３０％ ３０％

その他の地域 ９％ ５％ ３％

（※）特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律

■ 税額控除率・特別償却率

５Ｇ法（※）の認定導入事業者が、認定導入計画に従って一定の５Ｇ設備の取得等をする場合には、税額控除又は特別償却

ができる。

【制度の概要】

■ 対象設備
全国５Ｇ ローカル５Ｇ

無線設備（送受信装置、アンテナ）
無線設備（送受信装置、アンテナ）、

通信モジュール、コア設備、光ファイバ

※ 対象設備について、子局の開設計画からの前倒し設置分であることとの要件（全国５Ｇ）等の見直しを行う。

５Ｇ導入促進税制の見直し（案）

○ 「デジタル田園都市国家構想」の実現に向け、地方でのネットワーク整備を加速する等の観点から、インセンティブ付

けのため税額控除率を段階的に引き下げること等とした上で、適用期限を３年間延長（令和７年３月３１日）する。
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資料5

（注１）「認定住宅等」は、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、 水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅のことを指す。
（注２ 控除期間につき、新築等の認定住宅等については令和４～７年入居につき 年とし、新築等のその他の住宅については令和 ・ 年入居は 年、令和 ・ 年入居は 年とし、既存住宅については

令和 ～ 年入居につき 年とする。
（注３）「買取再販住宅」は、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売する住宅のことを指す。
（注４）「その他の住宅」は、省エネ基準を満たさない住宅のことを指す。
（注５） 所得税額から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額等の５％（最高 万円）の範囲内で個人住民税から控除する。

住宅ローン控除の見直し（案）
 住宅ローン控除の適用期限を４年延長（令和７年 月 日までに入居した者が対象）
 年カーボンニュートラルの実現に向けた措置

 省エネ性能等の高い認定住宅等（注１）につき、新築住宅等・既存住宅ともに、借入限度額を上乗せ
※ 消費税率引き上げに伴う反動減対策としての借入限度額の上乗せ措置は終了

 令和６年以降に建築確認を受けた新築住宅につき、省エネ基準への適合を要件化
 会計検査院の指摘への対応と当面の経済状況を踏まえた措置 等

 会計検査院の指摘への対応として控除率を ％（現行：１％）としつつ、新築住宅等につき控除期間を
年（現行： 年）へと上乗せ（注２）

 住宅ローン控除の適用対象者の所得要件は合計所得金額 万円以下（現行： 万円以下）とする
 合計所得金額 万円以下の者につき、令和５年以前に建築確認を受けた新築住宅の床面積要件を ㎡以

上に緩和
※ 既存住宅における築年数要件（耐火住宅 年、非耐火住宅 年）については廃止し、代わりに昭和 年以降に建築された住宅を対象とする

低

令和 ・ 年入居 令和 ・ 年入居

省エネ基準適合住宅 万円 万円

万円

高

低

高

認定住宅
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

その他の住宅（注４）

その他の住宅（注４）

認定住宅 等
（認定長期優良住宅・認定低炭素住宅、
水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅）

見直し後

省
エ
ネ
性
能
等

省
エ
ネ
性
能
等

※緑の太枠内：新規の措置、金額：借入限度額

万円

万円

万円

万円

万円

万円

水準省エネ住宅 万円
新築住宅・
買取再販住宅

（注３）
一般住宅

認定住宅
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅

既存住宅 一般住宅

見直し前

万円

＊消費税率引き上げに伴う反動減対策

万円
↑＊

〔 万円〕

万円
↑＊

〔 万円〕

資料6

住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し（案）

1,500万円

1,000万円

＋500万円
〔10％適用枠〕※

R２.４月～R３.12月

（注） 上図は、耐震性能・省エネ性能・バリアフリー性能のいずれかを有する住宅向けの非課税限度額。それ以外の住宅の非課税限度額はそれぞれ 万円減。
受贈者の年齢要件： 歳 ⇒【改正案】年齢要件を 歳以上に引下げ（令和 年４月以後）
既存住宅は、①築年数が 年（耐火建築物は 年）以内 又は②耐震基準に適合していること が必要。
⇒【改正案】築年数要件を撤廃し、昭和 年以降に建築された住宅 又は 耐震基準に適合していることが証明された住宅 を対象とする。
東日本大震災の被災者に係る非課税限度額は、令和３年 月末まで 万円（耐震・エコ・バリアフリー以外の住宅は 万円）で据置き。
⇒【改正案】令和５年 月末まで２年延長。
原則として贈与を受けた年の翌年３月 日までに住宅を取得する必要がある。

契約締結日

親・祖父母等（贈与者）から住宅取得等の資金の贈与を受けた場合、非課税限度額まで非課税とする。
（平成27年１月１日～令和３年12月31日までの措置）⇒【改正案】令和５年12月31日まで２年延長

 住宅面積：床面積50㎡以上240㎡以下の住宅用家屋 (合計所得金額が1,000万円以下の者：下限を40㎡以上に引下げ）

 受贈者 ：直系卑属（合計所得金額2,000万円以下 など）

 適用要件

 非課税限度額

贈与日

【改正案】1,000万円

R４.１月～R５.12月

※ 消費税率引上げに伴う反動減対策としての上乗せ部分
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対する信頼と納税者利便の向上を図る観点から、税理
士制度を見直すこととしている。具体的には、
・税理士は、業務のICT化等を通じて納税義務者の利
便の向上等を図るよう努めるものとする旨の規定を
創設する

・若年層の税理士試験の受験を容易にし、多様な人材
確保を図るため、受験資格の緩和を実施する
等の措置を講ずる。（資料7）

（２） 記帳義務を適正に履行しない納税者等へ
の対応

適正な記帳や帳簿保存が行われていない納税者につ
いては、真実の所得把握に係る税務当局の執行コスト
が多大であり、行政制裁等を適用する際の立証に困難
を伴う場合も存在する。記帳義務の不履行や税務調査
時の簿外経費の主張等に対する不利益がない中では、
悪質な納税者を利するような事例も生じているところ
である。
これらを踏まえ、記帳義務及び申告義務を適正に履

行する納税者との公平性の観点に鑑み、帳簿の不保
存・不提示や記帳不備に対し、過小申告加算税等の加
重措置（＋5％又は＋10％）を講ずるとともに、証拠
書類のない簿外経費についての必要経費・損金不算入
措置を創設することとする。

（３）財産債務調書制度の見直し
財産債務調書制度について、提出期限を後倒しする
など提出義務者の事務負担の軽減を図るとともに、適
正な課税を確保する観点から、現行の提出義務者に加
えて、特に高額な資産保有者については所得基準によ
らずに本調書の提出義務者とする措置を講ずる。

（４） 税務手続のデジタル化・キャッシュレス
化による利便性の向上

デジタル技術を活用し、納税者が簡単に手続きを行
うことができる環境の整備を行うことが重要であると
の観点から、登録免許税や自動車重量税における
キャッシュレス納付制度の創設等を行う。（資料8）

資料7

ウィズコロナ・ポストコロナの新しい社会を見据え、税理士の業務環境や納税環境の電子化といった、税理士を取り巻く

状況の変化に的確に対応するとともに、多様な人材の確保や、国民・納税者の税理士に対する信頼と納税者利便の向上を

図る観点から、税理士制度の見直しを行う。

税理士制度の見直し（案）

○ 税理士の業務におけるICT化の推進 ○ 税理士会等における会議招集通知・委任状の電子化

○ 事務所設置規制の見直し（物理的な事務所判定基準の撤廃） ○ 税理士名簿等を作成可能な電子記録媒体の明確化

○ 税務代理の範囲の明確化

○ 税理士試験の受験資格の見直し（会計学科目の受験資格の不要化、税法科目の受験資格（学識）に係る履修科目要件の緩和）

○ 税理士法人の業務範囲の拡充

（成年後見業務、租税に関する教育・普及業務）

○ 税理士法人社員の法定脱退事由の整備

（業務停止処分等により法人から脱退することの明確化）

○ 税理士による申告書添付書面に関する様式の整備 ○ 税理士試験受験願書に添付する写真の撮影条件の撤廃等※

１．ICT化とウィズコロナ時代への対応

２．多様な人材の確保

３．税理士に対する信頼の向上を図るための環境整備

４．その他

○ 懲戒逃れを図る税理士等への対応※

税理士調査に係る調査・協力要請規定の整備

元税理士に対する「懲戒処分相当であったことの決定」処分の創設

○ 税理士懲戒処分の除斥期間の創設（10年）

※ 国税庁のみ要望
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資料8

登録免許税及び自動車重量税におけるキャッシュレス納付制度の創設（案）

〇 登録免許税及び自動車重量税は、オンライン申請の場合に限り、インターネットバンキング等

による納付が可能とされているが、規制改革実施計画（令和３年６月18日閣議決定）を踏まえ、

申請者利便の更なる向上を図るため、書面申請の場合も含め、クレジットカード等による納付も

可能にする。

見直し後現行

申請方法 納付方法

窓口 現金納付・印紙納付

オンライン
現金納付・印紙納付・

ネットバンキング等による納付

申請方法 納付方法

窓口 印紙納付

オンライン ネットバンキング等による納付

登録
免許税

自動車
重量税

窓口・オンラインでの申請
にかかわらず、クレジット
カード等による納付を可能
とする。
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