
租税特別措置法等（相続税・贈与税関係）の改正

はじめに

　本稿では、令和 2年度税制改正に盛り込まれた
改正事項のうち、相続税・贈与税関係の改正の概
要について説明します。
　この改正事項が盛り込まれた所得税法等の一部
を改正する法律は、去る 3月27日に可決・成立し、
同月31日に令和 2年法律第 8号として公布されて
います。また、以下の関係政省令等もそれぞれ公
布・制定されています。
・　租税特別措置法施行令の一部を改正する政令
（令 2 . 3 .31政令第121号）
・　相続税法施行規則の一部を改正する省令（令
2 . 3 .31財務省令第13号）

・　租税特別措置法施行規則等の一部を改正する

省令（令 2 . 3 .31財務省令第21号）
・　医療法施行規則の一部を改正する省令（令
2 . 3 .30厚生労働省令第54号）

・　中小企業における経営の承継の円滑化に関す
る法律施行規則の一部を改正する省令（令
2 . 3 .31経済産業省令第30号）

・　特定非営利活動促進法施行規則の一部を改正
する内閣府令（令 2 . 3 .27内閣府令第16号）
・　租税特別措置法施行規則第23条の 5の 3第 2
項第 4号の規定に基づき文部科学大臣及び厚生
労働大臣が定める事項の一部を改正する件（令
2 . 3 .31文部科学省・厚生労働省告示第 1号）

・　住宅取得等資金に係る贈与税の特例関係の改
正告示（令 2 . 3 .31国土交通省告示第481～483、
485、486号）

一　農地等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　贈与税の納税猶予
　贈与者が、その農業の用に供している農地
（特定市街化区域農地等に該当するもの及び利
用意向調査（農地法に規定する利用意向調査を
いいます。）に係るもののうち一定のものを除
きます。）の全部及びその用に供している採草
放牧地（特定市街化区域農地等に該当するもの
を除きます。）のうち一定部分並びに準農地の

うち一定部分をその贈与者の推定相続人のうち
の 1人の者に贈与した場合（その贈与者が既に
本特例の適用に係る贈与をしている場合を除き
ます。）には、その農地及び採草放牧地並びに
準農地（以下「農地等」といいます。）の受贈
者のその贈与の日の属する年分の納付すべき贈
与税の額のうち、納税猶予分の贈与税額に相当
する贈与税については、その贈与者の死亡の日
まで、納税が猶予されます。ただし、その受贈
者が、同日前にその農地等に係る農業経営を廃
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止するなど一定の場合には、その日から 2月を
経過する日が猶予の期限となり、その贈与税の
全部又は一部及び猶予期間に対応する利子税を
納付しなければなりません（措法70の 4 ①）。

⑵　相続税の納税猶予
　被相続人の農業の用に供されていた農地等を
農業相続人が相続又は遺贈により取得した場合
には、その農業相続人の納付すべき相続税の額
のうち、納税猶予分の相続税額に相当する相続
税については、その農業相続人の死亡等の日ま
で、納税が猶予されます。ただし、その農業相
続人が、同日前にその農地等に係る農業経営を
廃止するなど一定の場合には、その日から 2月
を経過する日が猶予の期限となり、その相続税
の全部又は一部及び猶予期間に対応する利子税
を納付しなければなりません（措法70の 6 ①）。

2 　改正の内容

⑴　背景
　都市農業の振興及び都市農地の保全・活用の
重要性に鑑み、平成27年に都市農業振興基本法
が制定され、平成28年には都市農業振興基本計
画が閣議決定されました。これらを受け、開
発・建築規制を通じた営農環境と居住環境の両
立を図る観点から、平成29年度には都市計画法
の改正が行われ、用途地域の新たな類型となる
田園住居地域が創設されたところです。平成30
年度税制改正においては、これを踏まえ、本制
度の対象となる農地等の範囲に田園住居地域内
にある農地が追加されました。
　他方、令和元年 7月に公表された都市計画基
本問題小委員会中間とりまとめにおいては、現
存する緑地や農地を保全することは、市街地の
拡散や管理放棄地化の抑止に資するものである
との観点から、緑地や農地の保全につながる制
度の活用を引き続き積極的に促進するとともに、
地域特性に応じてより細やかに活用できる仕組
みについても検討すべきとされたところです。
　そこで、国土交通省においては、一定規模の

エリアでの活用が想定されている田園住居地域
より小規模な土地の単位で農業と調和した良好
な居住環境を確保することが可能となるよう都
市計画法における地区計画制度の見直しを行う
こととしました。令和 2年度税制改正において
は、こうした改正を踏まえ、本制度において、
新たな規制を受けることとなる地区計画区域内
の農地について田園住居地域内の農地と同様の
取扱いとなるよう整備が行われました。
（参考）　都市再生特別措置法等の一部を改正する

法律（令和 2 年法律第43号）による改正後

の都市計画法（昭和43年法律第100号）（抄）

（地区計画）

第12条の 5（略）

2～ 6（略）

7 　地区整備計画においては、次に掲げる

事項（市街化調整区域内において定めら

れる地区整備計画については、建築物の

容積率の最低限度、建築物の建築面積の

最低限度及び建築物等の高さの最低限度

を除く。）を定めることができる。

一～三（略）

四　現に存する農地（耕作の目的に供さ

れる土地をいう。以下同じ。）で農業の

利便の増進と調和した良好な居住環境

を確保するため必要なものにおける土

地の形質の変更その他の行為の制限に

関する事項

五（略）

8（略）

（建築等の許可）

第58条の 3 　市町村は、条例で、地区計画の

区域（地区整備計画において第12条の 5 第

7 項第 4 号に掲げる事項が定められている

区域に限る。）内の農地の区域内における第

52条第 1 項本文に規定する行為について、

市町村長の許可を受けなければならないこ

ととすることができる。

2 　前項の規定に基づく条例（以下この条

において「地区計画農地保全条例」とい
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う。）には、併せて、市町村長が農業の利

便の増進と調和した良好な居住環境を確

保するために必要があると認めるときは、

許可に期限その他必要な条件を付するこ

とができる旨を定めることができる。

3 　地区計画農地保全条例による制限は、

当該区域内における土地利用の状況等を

考慮し、農業の利便の増進と調和した良

好な居住環境を確保するため合理的に必

要と認められる限度において行うものと

する。

4 　地区計画農地保全条例には、第52条第

1 項ただし書、第 2 項及び第 3 項の規定

の例により、当該条例に定める制限の適

用除外、許可基準その他必要な事項を定

めなければならない。

⑵　具体的内容
　上記⑴の都市計画法の改正を踏まえ、本制度
の適用対象となる農地等の範囲に、三大都市圏
の特定市の市街化区域内に所在する農地で、地
区計画農地保全条例による制限を受ける一定の
地区計画の区域内にあるものが加えられました
（措法70の 4 ②四）。

農地に係る贈与税・相続税の納税猶予の適用区域及び要件

地理的区分

都市計画区分

三大都市圏
地方圏

特定市 特定市以外

市
街
化
区
域

生産緑地 営農：終身 同　左

田園住居地域内の農地 営農：終身

営農：20年【新設】　地区計画農地保全条例により
制限を受ける区域内にある農地 営農：終身

上記以外

市街化調整区域
都市計画区域外 営農：終身

⎫
⎜
⎜
⎬都市営農農地等
⎜
⎜
⎜
⎭
⎫
⎬特定市街化区域農地等
⎭

（参考）

3 　適用関係

　上記 2の改正は、都市再生特別措置法等の一部

を改正する法律（令和 2年法律第43号）の施行の
日から施行されます（改正法附則 1十一）。

二　医業継続に係る贈与税・相続税の納税猶予制度等の改正

1 　改正前の制度の概要

⑴　贈与税の納税猶予及び税額控除
　認定医療法人の持分を有する個人（以下⑴に
おいて「贈与者」といいます。）がその持分の
全部又は一部の放棄をしたことにより、その持
分がその認定医療法人の持分を有する他の個人
（以下⑴において「受贈者」といいます。）に帰

属することとなり、その持分の増加という経済
的利益について受贈者に対して贈与税が課され
る場合には、その放棄により受けた経済的利益
の価額に係る納税猶予分の贈与税額に相当する
贈与税については、認定移行計画に記載された
移行期限まで、納税が猶予されます。また、移
行期限までに受贈者が有している認定医療法人
の持分の全てを放棄した場合等には、納税猶予
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されている贈与税は免除されます（措法70の 7
の 9 ①⑪）。
　なお、受贈者が贈与者による放棄の時からそ
の放棄により受けた経済的利益に係る贈与税の
申告期限までの間に、その認定医療法人の持分
の全部又は一部を放棄した場合には、通常の計
算による贈与税額から上記の納税猶予分の贈与
税額に相当する額を控除した残額が申告期限ま
でに納付すべき贈与税額となります（措法70の
7 の10①）。

⑵　相続税の納税猶予及び税額控除
　個人が持分あり医療法人の持分を有していた
他の個人から相続又は遺贈によりその持分あり
医療法人の持分を取得した場合において、その
持分あり医療法人が相続税の申告期限において
認定医療法人であるときは、その持分を取得し
た個人（以下⑵において「相続人等」といいま
す。）が相続税の申告書の提出により納付すべ
き相続税の額のうち、その持分の価額に係る納
税猶予分の相続税額に相当する相続税について
は、認定移行計画に記載された移行期限まで、
その納税が猶予されます。また、移行期限まで
に相続人等が有している認定医療法人の持分の
全てを放棄した場合等には、納税猶予されてい
る相続税は免除されます（措法70の 7 の12①⑪）。
　持分あり医療法人が相続の開始の時において
認定医療法人（相続税の申告期限又は令和 2年
9月30日のいずれか早い日までに厚生労働大臣
の認定を受けた持分あり医療法人を含みます。）
であり、かつ、その持分を取得した相続人等が
相続の開始の時から相続税の申告期限までの間
に厚生労働大臣の認定を受けた持分あり医療法
人の持分の全部又は一部を放棄した場合には、
通常の計算による相続税額から上記の納税猶予
分の相続税額に相当する額を控除した残額が、
相続税の申告期限までに納付すべき相続税額と
なります（措法70の 7 の13①）。

⑶　贈与税の課税の特例
　認定医療法人の持分を有する個人がその持分
の全部又は一部の放棄（その認定医療法人がそ
の移行期限までに持分なし医療法人への移行を
する場合におけるその移行の基因となる放棄に
限るものとし、その個人の遺言による放棄を除
きます。）をしたことによりその認定医療法人
が経済的利益を受けた場合であっても、その認
定医療法人が受けたその経済的利益については、
贈与税は課されません（措法70の 7 の14①）。
（注 1）　「認定医療法人」とは、平成26年10月 1 日

から令和 2 年 9 月30日までの間に、持分な

し医療法人に移行する計画を作成し、その

計画について厚生労働大臣の認定を受けた

医療法人をいいます。
（注 2）　「認定移行計画」とは、持分なし医療法人

に移行するための取組みの内容などが記載

された計画で厚生労働大臣の認定を受けた

ものをいいます。
（注 3）　「移行期限」とは、認定移行計画に記載さ

れた持分なし医療法人に移行する期限をい

い、認定の日から 3年以内とされています。

2 　改正の内容

⑴　認定期限の延長
　平成18年の医療法の改正により、医療法人の
非営利性の徹底と地域医療の安定性の確保のた
め、持分なし医療法人でないと設立が認められ
ないこととなりました。また、法改正前に設立
されていた持分あり医療法人については、持分
なし医療法人への円滑な移行を促進しており、
平成26年度には持分なし医療法人への移行計画
の認定制度が創設され、持分なし医療法人へ移
行しようとする医療法人の支援策が講じられて
いるところです。
　本制度は、上記 1のとおり、持分なし医療法
人への移行の準備を進めている持分あり医療法
人において、出資者の死亡により相続が発生す
ることなどがあっても、相続税の支払いのため
に相続人から法人への相続持分の払戻し請求等
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を受けて移行計画の達成に支障が生じることの
ないよう、相続税等の猶予等を行うものであり、
円滑な移行促進のための税制上の支援措置とな
っています。
　持分あり医療法人は依然として約 4万法人あ
り、引き続き、持分なし医療法人への移行を促
進する必要性に鑑み、本制度の対象となる認定
医療法人の認定期限が令和 5年 9月30日まで 3
年延長されました（措法70の 7 の 9 ①、70の 7
の10①、70の 7 の11②、70の 7 の12①、70の 7
の13①、70の 7 の14①）。

⑵　手続きの簡素化
　持分あり医療法人が移行計画について厚生労
働大臣の認定を受けた場合には、認定後、速や
かに、認定を受けたことにつき都道府県知事に
定款変更の認可（ 1回目）を受ける必要があり、
その認可を受けた日から起算して 3か月以内に
厚生労働大臣に定款変更の認可を受けた旨の報

告を行う必要がありました。その後、持分の放
棄が了した際には、残余財産の帰属先に関して
都道府県知事の定款変更の認可（ 2回目）を受
け、持分なし医療法人への移行完了後、 3か月
以内に厚生労働大臣に定款変更の認可を受けた
旨の報告を行うこととされていました。
　このように、持分なし医療法人への移行に際
して定款変更の認可を 2回受ける必要がありま
したが、実態として、 1回目の定款変更から 2
回目の定款変更まで短期間で手続きを終える医
療法人が多く、二度手間となっている状況でし
た。こうしたことから、 1回目の定款変更の認
可及び報告については、省略することとされま
した（医療法施行規則57、59、60）。

3 　適用関係

　上記の改正は、令和 2年 4月 1日から施行され
ます（改正法附則 1、医療法施行規則の一部を改
正する省令附則 1）。

三　相続税の物納の特例の改正

1 　改正前の制度の概要

　税務署長は、納税義務者が物納の許可を申請し
ようとする場合において、当該物納に充てようと
する財産が登録美術品（美術品の美術館における
公開の促進に関する法律（以下「美術品公開促進
法」といいます。）に規定する登録美術品で、相
続開始の時において既に登録を受けているものに
限ります。）であるときは、その登録美術品につ
いては、第一順位の物納財産として、物納の許可
をすることができます（措法70の12①）。
（参考）　物納財産の申請順位

　下記 2 の財産の物納の申請をすることが

可能なのは、下記 1 の財産で適当なものが

ない場合に限られ、下記 3 の財産の物納の

申請をすることが可能なのは、下記 1 及び

2 の財産で適当なものがない場合に限られ

ます。

1 　不動産、船舶、国債、地方債、上場株

式等

2　非上場株式等

3　動産

　なお、本制度の対象となる登録美術品とは、

①文化財保護法の規定により重要文化財に

指定されたもの又は②世界文化の見地から

歴史上、芸術上又は学術上特に優れた価値

を有するもの（その美術品の制作者が生存

中でないものに限ります。）とされています

（美術品公開促進法 3 ②、登録美術品登録基

準 2②）。

2 　改正の内容

　登録美術品制度は、優れた美術品を国が登録し、
美術館において公開することにより、国民が優れ
た美術品を鑑賞する機会を拡大することを目的と
した制度で、平成10年に創設されました（これま

─�465�─

――租税特別措置法等（相続税・贈与税関係）の改正――



でに83件の登録があります。）。
　登録美術品は、その制作者が生存中の美術品
（いわゆる現代アート等）はその対象となりませ
んが、一方で、そういった美術品を国内で保有す
るメリットが見いだせないと考えている個人が、
海外市場に売却してしまう実情があります。優れ
た美術品の海外流出を防ぐためには、美術館等に
寄託することを促すための政策的支援が必要とな
っていました。
　そこで文化庁では、登録美術品の範囲に、その

制作者が生存中である美術品を加えることとして
おり（令和 2年度中に登録美術品登録基準を改正
予定）、相続税の物納の特例の対象となる登録美
術品の範囲も拡大することとなりました。

3 　適用関係

　改正後の登録美術品登録基準を満たした登録美
術品を相続又は遺贈により取得した場合に適用さ
れます。

四�　国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税措
置の改正

1 　改正前の制度の概要

　相続又は遺贈により財産を取得した者が、その
財産を相続税の申告書の提出期限までに、国若し
くは地方公共団体又は公益社団法人若しくは公益
財団法人その他の公益を目的とする事業を行う法
人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、
社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与
する特定の法人に贈与した場合には、その贈与し
た財産の価額は、その相続又は遺贈に係る相続税
の課税価格の計算の基礎に算入しないこととされ
ています（措法70①）。
　また、本制度は、相続又は遺贈により取得した
財産を特定非営利活動促進法に規定する認定特定
非営利活動法人（認定NPO法人）に対し、その
認定NPO法人の行う特定非営利活動に係る事業
に関連する贈与をした場合についても適用されま
す（措法70⑩）。
（注）　NPO法人が、個人等からの寄附が優遇され

る認定NPO法人として認定されるためには、

広く市民からの支援を受けているかどうか、

NPO法に定めるパブリック・サポート・テス

ト（PST）（※）に照らして判断されます。具

体的には、収入全体に占める寄附金の割合が

20％以上であることが必要となり、認定NPO

法人はこの割合を20％以上に維持する必要が

あります。

（※）　相対値基準

寄附金等
収入金額

⎛
⎜
⎝

受入寄
附金総
額

－
一者あたり
基準限度超
過額等

⎞
⎜
⎠
≧ 20％

経常収入
金額

⎛
⎜
⎝

総収入
金額 －

国等からの
補助金・委
託事業費等

⎞
⎜
⎠

2 　改正の内容

　民間公益活動を促進するための休眠預金等に係
る資金の活用に関する法律は、休眠預金等を、人
口の減少、高齢化の進展等の経済社会情勢の急速
な変化が見込まれる中で国及び地方公共団体が対
応することが困難な社会の諸課題の解決を図るこ
とを目的として民間の団体が行う公益に資する活
動（①子ども若者支援、②生活困難者支援、③地
域活性化等支援）であって、これが成果を収める
ことにより国民一般の利益の一層の増進に資する
こととなるものに活用することを目的として平成
28年に創設された制度です。
　具体的には、金融機関が預金保険機構に休眠預
金を移管し、その資金は休眠預金等交付金として
「指定活用団体」から「資金分配団体」を経由し、
実際に活用する「実行団体」に交付されることと
なります。
　こうした制度の下で、資金分配団体又は実行団
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体として、NPO法人や公益社団法人等の一定の
寄附の優遇措置を有する法人が、休眠預金等から
の助成金を受け、民間の公益的な活動を担うこと
が想定されます。ここで、PSTの算定にあたって、
休眠預金等からの助成金が経常収入（相対値基準
の分母）に算入されることとなった場合や休眠預
金等からの助成金を「寄附金」として寄附金等収
入（相対値基準の分子）に算入されることとなっ
た場合には、PSTの値に影響を与え、認定NPO
法人となることができなくなる可能性があります。

　そこで、内閣府では、特定非営利活動促進法施
行規則を改正し、PST 算定式から、休眠預金等
からの助成金を除外することとしました（特定非
営利活動促進法施行規則 5八、 7四）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 2年 4月 1日から施行さ
れます（特定非営利活動促進法施行規則の一部を
改正する内閣府令附則①）。

五　贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則の改正

1 　改正前の制度の概要

　贈与税について課税庁がする更正若しくは決定
又は賦課決定の期間制限については、贈与は親族
を中心とした身内の資産移転であり、把握されに
くいという性質等を踏まえ、相続税法において国
税通則法の特則として次のように定められていま
す。
⑴　税務署長は、贈与税について、国税通則法の
規定にかかわらず、次の①から③までに掲げる
更正若しくは決定（以下「更正決定」といいま
す。）又は賦課決定を、それぞれ①から③まで
に定める期限又は日から 6年を経過する日まで
することができます（旧相法36①）。
①　贈与税についての更正決定　その更正決定
に係る贈与税の申告書の提出期限
②　上記①の更正決定に伴い国税通則法第19条
第 1項に規定する課税標準等又は税額等に異
動を生ずべき贈与税に係る更正決定　その更
正決定に係る贈与税の申告書の提出期限
③　上記①若しくは②の更正決定若しくは期限
後申告書若しくは修正申告書の提出又はこれ
らの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ず
べき贈与税に係る更正決定若しくは期限後申
告書若しくは修正申告書の提出に伴い、これ
らの贈与税に係る国税通則法第69条に規定す
る加算税についてする賦課決定　その納税義

務の成立の日
⑵　上記⑴により更正をすることができないこと
となる日前 6月以内にされた国税通則法第23条
第 1項の規定による更正の請求に係る更正又は
その更正に伴い贈与税に係る加算税についてす
る賦課決定は、上記⑴にかかわらず、当該更正
の請求があった日から 6月を経過する日まです
ることができます（旧相法36②）。
⑶　偽りその他不正の行為によりその全部若しく
は一部の税額を免れ、若しくはその全部若しく
は一部の税額の還付を受けた贈与税（その贈与
税に係る加算税を含みます。）についての更正
決定若しくは賦課決定又は偽りその他不正の行
為により国税通則法第 2条第 9号に規定する課
税期間において生じた同条第 6号ハに規定する
純損失等の金額が過大にあるものとする納税申
告書を提出していた場合におけるその申告書に
記載されたその純損失等の金額（その金額に関
し更正があった場合には、その更正後の金額）
についての更正は、上記⑴及び⑵にかかわらず、
次の①及び②に定める期限又は日から 7年を経
過する日まですることができます（旧相法36③）。
①　贈与税に係る更正決定　その更正決定に係
る贈与税の申告書の提出期限
②　贈与税に係る賦課決定　その納税義務の成
立の日
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2 　改正の内容

　これまでは、期限後申告書が上記 1⑴の賦課決
定の期限の到来間際に提出された場合には、加算
税の賦課要件を満たしているにもかかわらず、そ
の期限の到来までに賦課決定通知書の送達が困難
であり、結果として加算税を課税することができ
ない事例が生じており、適正課税の確保が課題と
されていました。
　今回の改正においては、こうした課題に対応し、
適切な加算税の賦課を行う観点から、加算税の賦
課決定期限について整備が行われました（国税通
則法においても同様の改正が行われています。）。

　具体的には、上記 1⑴により賦課決定をするこ
とができなくなる日前 3月以内にされた贈与税の
申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税に
ついてする賦課決定は、上記 1⑴にかかわらず、
その申告書の提出があった日から 3月を経過する
日まですることができるようになりました（相法
36③）。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 2年 4月 1日以後に無申
告加算税の納税義務の成立の日が到来する贈与税
について適用されます（改正法附則41）。

六　その他の改正（添付書類の省略）

1 　改正前の制度の概要

⑴　延納又は物納の申請書には、次に掲げる法人
の貸借対照表及び損益計算書の添付が必要でし
た（旧相規20②五、22②六）。
①　延納の担保が保証人（法人）の保証である
場合における当該法人
②　非上場株式を物納する場合における当該非
上場株式に係る法人

⑵　非上場株式等についての贈与税及び相続税の
納税猶予制度等における継続届出書等には、認
定贈与承継会社等に係る貸借対照表及び損益計
算書の添付が必要でした（旧措規23の 8 の 8 ⑭
四、23の 8 の 9 ⑫四、23の 9 �三�四�二�四、
23の10�四�四�二�四、23の12の 2 ⑯三⑰四
⑱二�三�二、23の12の 3 ⑯四⑰四⑱二�三�
二）。

2 　改正の内容

　デジタル・ガバメント実行計画（平成30年 7 月
20日デジタル・ガバメント閣僚会議決定）におい

ては、①デジタルファースト、②ワンスオンリー、
③コネクテッド・ワンストップの 3原則に沿い、
行政サービスの100％デジタル化を実現するとさ
れています。
　既に行政機関が保有している情報については、
添付書類の必要性の精査や行政機関間の情報連携
等によって添付書類の提出を省略することで、ワ
ンスオンリーの実現を目指すこととされています。
　上記 1の申請書等には、適用要件を満たしてい
るか確認するため、法人の貸借対照表及び損益計
算書の添付を求めているところですが、これらは
税務署において法人税の申告書の添付書類として
提出される決算書により確認することができるこ
とから、納税者の利便性向上のため、ワンスオン
リーの原則に沿い、貸借対照表及び損益計算書の
添付を省略することとされました。

3 　適用関係

　上記 2の改正は、令和 2年 4月 1日以後に提出
する上記 1の申請書等について適用されます（改
正相規附則 2、改正措規附則21②～④）。
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