
地方税法等の改正

はじめに

　令和 2年度税制改正については、与党において、
令和元年12月12日に「令和 2年度税制改正大綱」
が取りまとめられました。また、これを受けて政
府においても、令和元年12月20日に「令和 2年度
税制改正の大綱」が閣議決定されました。
　その後、政府においては、閣議決定に沿って法
案化作業を行い、所得税等に関する部分について

は「所得税法等の一部を改正する法律案」として
令和 2年 1月31日に閣議決定され、地方税に関す
る部分については「地方税法等の一部を改正する
法律案」として令和 2年 2月 4日に閣議決定され、
ともに第201回通常国会に提出されました。その
後、国会審議を経て、「所得税法等の一部を改正
する法律案」及び「地方税法等の一部を改正する
法律案」は令和 2年 3月27日に可決・成立し、同
月31日に公布されました。

一　令和 2年度地方財政計画

　地方財政計画とは、地方交付税法第 7条の規定
に基づいて作成される地方団体の歳入及び歳出総
額の見込額に関する書類であり、国会に提出され
るとともに、一般に公表されるものです。令和 2
年度地方財政計画については、令和 2年 2月 4日
に閣議決定され、同日国会に提出されました。
　この地方財政計画に計上された歳入・歳出項目
別の内訳は、（資料 1）のとおりですが、このう
ち、通常収支分の歳入歳出の規模は90兆7,397億
円（対前年度比11,467億円、1.3％の増）、歳出の
うち公債費、企業償還費普通会計負担分及び不交
付団体水準超経費を除く地方一般歳出の規模は75
兆8,480億円（対前年度比17,321億円、2.3％の増）
となっています。

　また、東日本大震災分のうち、復旧・復興事業
の歳入歳出規模は、8,984億円（対前年度比2,003
億円、18.2％の減）、全国防災事業の歳入歳出規
模は1,092億円（対前年度比34億円、3.2％の増）
となっています。
　なお、総務省から公表されている令和 2年度地
方財政計画の策定方針のうち、税制改正に関係す
る部分は、以下のとおりです。

1 　通常収支分

⑴　地方税制については、令和 2年度地方税制改
正では、所有者不明土地等に係る固定資産税の
課税上の課題に対応するため、所有者情報の円
滑な把握や課税の公平性の確保の観点から、税
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制上の措置を講ずることとしている。また、個
人住民税における未婚のひとり親に対する所得
控除の適用及び寡婦（寡夫）控除の見直し並び
に電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見
直しなどの税制上の措置を講ずることとしてい
る。
⑵　地方財源不足見込額については、地方財政の
運営に支障が生じることのないよう、次の措置
を講ずることとし、所要の法律改正を行う。
①　地方交付税法第 6条の 3第 2項に基づく制
度改正として、令和 2年度から令和 4年度ま
での間は、令和元年度までと同様、財源不足
が建設地方債（財源対策債）の増発等によっ
てもなお残る場合には、この残余を国と地方
が折半して補塡することとし、国負担分につ
いては、国の一般会計からの加算により、地
方負担分については、地方財政法第 5条の特
例となる地方債（臨時財政対策債）により補
塡措置を講ずる。臨時財政対策債の元利償還
金相当額については、その全額を後年度地方
交付税の基準財政需要額に算入する。
②　令和 2 年度の地方財源不足見込額 4 兆
5,285億円については、上記の考え方に基づき、
従前と同様の例により、次の補塡措置を講ず
る。その結果、国と地方が折半して補塡すべ
き額は生じないこととなる。
ア．建設地方債（財源対策債）を7,700億円
増発する。
イ．地方交付税については、国の一般会計加
算により5,187億円（地方交付税法附則第
4 条の 2 第 1 項の加算額154億円及び同条
第 3 項の加算額2,533億円並びに平成22年
12月22日付け総務・財務両大臣覚書第 3項
⑵及び平成28年12月19日付け総務・財務両
大臣覚書第 8項に定める令和 2年度におけ
る「乖離是正分加算額」2,500億円）増額
する。
　また、交付税特別会計剰余金1,000億円
を活用する。
ウ．地方財政法第 5 条の特例となる地方債

（臨時財政対策債）を 3 兆1,398億円発行す
る。

③　交付税特別会計借入金の償還については、
特別会計に関する法律附則第 4条第 1項に基
づき、5,000億円の償還を実施する。
④　上記の結果、令和 2年度の地方交付税につ
いては、16兆5,882億円（前年度比4,073億円、
2.5％増）を確保する。

⑶　省　略
⑷　人づくり革命の実現、地方創生の推進、地域
社会の維持・再生、防災・減災対策の推進、住
民に身近な社会資本の整備、総合的な地域福祉
施策の充実、農山漁村地域の活性化等を図るこ
ととし、財源の重点的配分を行う。
①～③　省　略
④　災害防止・国土保全機能強化等の観点から、
森林整備を一層促進するため、地方公共団体
金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、
交付税特別会計における譲与税財源の借入れ
を行わないこととした上で、森林環境譲与税
の譲与額を前倒しで増額する。
⑤～⑩　省　略
⑸・⑹　省　略

2 　東日本大震災分

⑴　復旧・復興事業
①　東日本大震災に係る復旧・復興事業等の実
施のための特別の財政需要等を考慮して交付
することとしている震災復興特別交付税につ
いては、直轄・補助事業に係る地方負担分等
を措置するため、3,742億円を確保する。また、
一般財源充当分として86億円を計上する。
②・③　省　略

⑵　全国防災事業
　全国防災事業については、地方税の臨時的な
税制上の措置（平成25年度～令和 5年度）によ
る地方税の収入見込額として756億円を計上す
るとともに、一般財源充当分として335億円を
計上する。
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（資料 1）
地方財政計画歳入歳出一覧（通常収支分）
歳入歳出総括表� （単位：億円、％）

区　　　　分 令和 2年度
� A

令和元年度
� B

増減額
� A－B　C

増減率
C/B 備　考

（歳　入）
地 方 税 409,366 401,633 7,733 1.9
地 方 譲 与 税 26,086 27,123 ▲  1,037 ▲  3.8
地 方 特 例 交 付 金 ※ 1 2,007 4,340 ▲  2,333 ▲ 53.8
地 方 交 付 税 165,882 161,809 4,073 2.5
国 庫 支 出 金 152,157 147,174 4,983 3.4
地 方 債 92,783 94,282 ▲  1,500 ▲  1.6
う ち 臨 時 財 政 対 策 債 31,398 32,568 ▲  1,171 ▲  3.6
う ち 財 源 対 策 債 7,700 7,900 ▲   �200 ▲  2.5
使 用 料 及 び 手 数 料 15,761 16,083 ▲   �322 ▲  2.0
雑 収 入 43,776 43,887 ▲   �111 ▲  0.3
復 旧・ 復 興 事 業 一 般 財 源 充 当 分 ▲    �86 ▲    �90 4 ▲  4.4
全 国 防 災 事 業 一 般 財 源 充 当 分 ▲   �335 ▲   �312 ▲    �23 7.4

計 907,397 895,930 11,467 1.3
一 般 財 源 634,318 627,072 7,246 1.2
（水準超経費を除く交付団体ベース） 617,518 606,772 10,746 1.8

（歳　出）
給 与 関 係 経 費 202,876 203,307 ▲   �431 ▲  0.2
退 職 手 当 以 外 187,553 187,685 ▲   �132 ▲  0.1
退 職 手 当 15,323 15,622 ▲   �299 ▲  1.9

一 般 行 政 経 費 403,717 384,197 19,520 5.1
補 助 227,126 214,845 12,281 5.7
単　　　　　　　　　　　　　　独�※ 2 147,510 144,504 3,006 2.1
国 民 健 康 保 険・ 後 期 高 齢 者 医 療
制 度 関 係 事 業 費 14,881 14,848 33 0.2
ま ち・ ひ と・ し ご と 創 生 事 業 費 10,000 10,000 0 0.0
地 域 社 会 再 生 事 業 費 4,200 － 4,200 皆増

公 債 費 116,979 119,088 ▲  2,109 ▲  1.8
維 持 補 修 費 14,469 13,491 978 7.2
う ち 緊 急 浚 渫 推 進 事 業 費 900 － 900 皆増

投 資 的 経 費 127,614 130,153 ▲  2,539 ▲  2.0
直 轄 ・ 補 助 66,477 69,077 ▲  2,600 ▲  3.8
単 独 61,137 61,076 61 0.1
う ち 緊 急 防 災・ 減 災 事 業 費 5,000 5,000 0 0.0
うち公共施設等適正管理推進事業費 4,800 4,800 0 0.0
うち緊急自然災害防止対策事業費 3,000 3,000 0 0.0

公 営 企 業 繰 出 金 24,942 25,394 ▲   �452 ▲  1.8
企 業 債 償 還 費 普 通 会 計 負 担 分 15,138 15,383 ▲   �245 ▲  1.6
そ の 他 9,804 10,011 ▲   �207 ▲  2.1

不 交 付 団 体 水 準 超 経 費 16,800 20,300 ▲  3,500 ▲ 17.2
計 907,397 895,930 11,467 1.3

（水準超経費を除く交付団体ベース） 890,597 875,630 14,967 1.7

地 方 一 般 歳 出 758,480 741,159 17,321 2.3

公債費、企業債
償還費普通会計
負担分、不交付
団体水準超経費
を除く

※ 1　地方特例交付金の令和元年度の額は、子ども・子育て支援臨時交付金を含む。
※ 2 �　令和元年度地方財政計画に計上された重点課題対応分は、一般行政経費（単独）に統合しており、令和元年度の計上額につい

ては、当該区分に含めている。
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地方財政計画歳入歳出一覧（東日本大震災分）
（復旧・復興事業）
歳入歳出総括表

区　　　　分 令和 2年度
� A

令和元年度
� B

増減額
� A－B　C

増減率
C/B 備　考

（歳　入）
震 災 復 興 特 別 交 付 税 3,742 4,049 ▲  �307 ▲  7.6
一 般 財 源 充 当 分 86 90 ▲    �4 ▲  4.4
国 庫 支 出 金 5,065 6,768 ▲ 1,703 ▲ 25.2
地 方 債 15 12 3 25.0
雑 収 入 76 68 8 11.8

計 8,984 10,987 ▲ 2,003 ▲ 18.2
（歳　出）
給 与 関 係 経 費 71 78 ▲   �7 ▲  9.0
一 般 行 政 経 費 1,748 2,422 ▲  �674 ▲ 27.8
補 助 1,104 1,756 ▲  �652 ▲ 37.1
単 独 644 666 ▲   �22 ▲  3.3
公 債 費 75 68 7 10.3
投 資 的 経 費 7,075 8,344 ▲ 1,269 ▲ 15.2
直 轄 ・ 補 助 6,941 8,182 ▲ 1,241 ▲ 15.2
単 独 134 162 ▲   �28 ▲ 17.3
公 営 企 業 繰 出 金 15 75 ▲   �60 ▲ 80.0

計 8,984 10,987 ▲ 2,003 ▲ 18.2

（全国防災事業）
歳入歳出総括表

区　　　　分 令和 2年度
� A

令和元年度
� B

増減額
� A－B　C

増減率
C/B 備　考

（歳　入）
地 方 税 756 745 11 1.5
一 般 財 源 充 当 分 335 312 23 7.4
雑 収 入 1 1 0 0.0

計 1,092 1,058 34 3.2
（歳　出）
公 債 費 1,092 1,058 34 3.2

計 1,092 1,058 34 3.2

二　令和 2年度地方税収見込み

　令和 2年度の地方財政計画における地方税収入
見込額（通常収支分と東日本大震災分の合算額）
は、（資料 2）及び（資料 3）のとおりです。
　令和 2年度の地方税収総額は、令和 2年度税制
改正による初年度の増減収額（82億円の増収）込
みで41兆122億円であり、前年度の地方財政計画
額（40兆2,378億円）に比べ、7,744億円、1.9％の

増となっています。
　道府県税と市町村税に分けて見てみると、道府
県税が18兆7,036億円で前年度地方財政計画額（17
兆9,772億円）に比べ7,264億円、4.0％の増、市町
村税が22兆3,086億円で前年度地方財政計画額（22
兆2,606億円）に比べ480億円、0.2％の増となって
います。
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（資料 2）
令和 2年度地方税収見込額（詳細）
1 　地　方　税
⑴　総　括　表� （単位：億円）

区　　分

令和元
年度当
初見込
額

令　　和　　 2　　年　　度

🄖の構
成割合

令和元年度
当初見込額
に対する現
行法による
増減（▲）
収見込額

現行法
による
収入見
込額
A＋B

税制改正による
増減（▲）収見込額 改正法に

よる収入
見込額
C＋🄕

令和元年
度当初見
込額に対
する増減
（▲）収額

🄖
A ×100

地方税
制の改
正によ
るもの

国税の
改正に
伴うも
の

計
🄓＋🄔

A B C 🄓 🄔 🄕 🄖 🄖－A （％） （％）

1 .道府県税 179,772 7,210 186,982 55 ▲1 54 187,036 7,264 104.0 45.6

2 .市町村税 222,606 452 223,058 29 ▲1 28 223,086 480 100.2 54.4

3 .　 計　 402,378 7,662 410,040 84 ▲2 82 410,122 7,744 101.9 100.0

（参考）�　利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、分離課税所得割交付金、法人事業税交付金、
地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、自動車取得税交付金、環境性能割交付金及び軽油引取税交
付金に相当する金額を道府県税から控除し、市町村税に加算した場合の金額は、次のとおりである。

� （単位：億円）

区　　分

令和元
年度当
初見込
額

令　　和　　 2　　年　　度

🄖の構
成割合

令和元年度
当初見込額
に対する現
行法による
増減（▲）
収見込額

現行法
による
収入見
込額
A＋B

税制改正による
増減（▲）収見込額 改正法に

よる収入
見込額
C＋🄕

令和元年
度当初見
込額に対
する増減
（▲）収額

🄖
A ×100

地方税
制の改
正によ
るもの

国税の
改正に
伴うも
の

計
🄓＋🄔

A B C 🄓 🄔 🄕 🄖 🄖－A （％） （％）

1 .道府県税 151,799 ▲ � 55 151,744 47 ▲1 46 151,790 ▲ �  9 100.0 37.0

2 .市町村税 250,579 7,717 258,296 37 ▲1 36 258,332 7,753 103.1 63.0

3 .　 計　 402,378 7,662 410,040 84 ▲2 82 410,122 7,744 101.9 100.0
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（ 2－ 1）　税目別内訳（道府県税）� （単位：億円）

区　　　分

令和元年
度当初見
込額

令　　和　　 2　　年　　度
令和元年度
当初見込額
に対する現
行法による
増減（▲）
収見込額

現行法
による
収入見
込額
A＋B

�税制改正による
増減（▲）収見込額 改正法

による
収入見
込額
C＋🄕

令和元年
度当初見
込額に対
する増減
（▲）収額

🄖
A ×100

地方税
制の改
正によ
るもの

国税の
改正に
伴うも
の

計
🄓＋🄔

A B C 🄓 🄔 🄕 🄖 🄖－A （％）
Ａ　道　府　県　税
　Ⅰ　普　通　税
　　1．道 府 県 民 税 55,447 ▲� 2,313 53,134 53,134 ▲� 2,313 95.8

個 人 均 等 割 952 11 963 963 11 101.2
所 得 割 43,759 736 44,495 44,495 736 101.7
法 人 均 等 割 1,417 29 1,446 1,446 29 102.0
法 人 税 割 5,283 ▲� 2,018 3,265 3,265 ▲� 2,018 61.8
利 子 割 558 ▲� 142 416 416 ▲� 142 74.6
配 当 割 1,815 ▲� 179 1,636 1,636 ▲� 179 90.1
株式等譲渡所得割 1,663 ▲� 750 913 913 ▲� 750 54.9

　　2．事 業 税 43,306 101 43,407 ▲� 1 ▲� 1 43,406 100 100.2
個 人 2,101 56 2,157 2,157 56 102.7
法 人 41,205 45 41,250 ▲� 1 ▲� 1 41,249 44 100.1

　　3．地 方 消 費 税 48,624 9,586 58,210 58,210 9,586 119.7
譲 渡 割 33,490 8,896 42,386 42,386 8,896 126.6
貨 物 割 15,134 690 15,824 15,824 690 104.6

　　4．不 動 産 取 得 税 4,229 28 4,257 4,257 28 100.7
　　5．道府県たばこ税 1,429 6 1,435 1,435 6 100.4
　　6．ゴルフ場利用税 417 ▲� 6 411 411 ▲� 6 98.6
　　7．自動車取得税（～R1.9） 870 ▲� 870 － － － － － ▲� 870 皆減
　　8．軽 油 引 取 税 9,537 49 9,586 55 55 9,641 104 101.1
　　9．自 動 車 税 15,902 606 16,508 16,508 606 103.8

自動車税（～R1.9） 15,240 ▲� 15,240 － － － － － ▲�15,240 皆減
環� 境� 性� 能� 割 519 695 1,214 1,214 695 233.9
種 別 割 143 15,151 15,294 15,294 15,151 10,695.1

　 10．鉱 区 税 3 0 3 3 0 100.0
　 11．固定資産税（特例分等） 55 21 76 76 21 138.2

普 通 税 計 179,819 7,208 187,027 55 ▲� 1 54 187,081 7,262 104.0
　Ⅱ　目　的　税
　　1． 狩 猟 税 8 ▲� 1 7 7 ▲� 1 87.5

目 的 税 計 8 ▲� 1 7 7 ▲� 1 87.5
　Ⅲ　道 府 県 税 小 計 179,827 7,207 187,034 55 ▲� 1 54 187,088 7,261 104.0
　Ⅳ　東日本大震災による減免等 ▲� 55 3 ▲� 52 ▲� 52 － －
　Ⅴ　道　府　県　税　計 179,772 7,210 186,982 55 ▲� 1 54 187,036 7,264 104.0
※�　「 1．道府県民税」のうち、「法人税割」のB欄には、交付税原資化の拡大による減収額が含まれている（▲1,700億円程度）。
※　「 3．地方消費税」のB欄には、地方消費税率の引上げによる増収額が含まれている（8,900億円程度）。
※�　「 3．地方消費税」のうち、「譲渡割」及び「貨物割」のB欄には、不足額調整（譲渡割と貨物割の一方について還付金等に係る
控除不足額が生じた場合、その控除不足額を他方の都道府県に払い込むべき額から控除するもの）の見込額が含まれている。

※�　「 9．自動車税」のうち、「環境性能割」及び「種別割」については、R 1 .10. 1 以降の適用であるため、令和元年度当初見込額と
令和 2年度収入見込額の単純な比較はできない。
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（ 2－ 2）　税目別内訳（市町村税）� （単位：億円）

区　　　分

令和元年
度当初見
込額

令　　和　　 2　　年　　度
令和元年度
当初見込額
に対する現
行法による
増減（▲）
収見込額

現行法
による
収入見
込額
A＋B

�税制改正による
増減（▲）収見込額 改正法

による
収入見
込額
C＋🄕

令和元年
度当初見
込額に対
する増減
（▲）収額

🄖
A ×100

地方税
制の改
正によ
るもの

国税の
改正に
伴うも
の

計
🄓＋🄔

A B C 🄓 🄔 🄕 🄖 🄖－A （％）
Ｂ　市　町　村　税
　Ⅰ　普　通　税
　　1．市 町 村 民 税 102,584 ▲� 2,086 100,498 ▲� 1 ▲� 1 100,497 ▲� 2,087 98.0

個 人 均 等 割 2,220 24 2,244 2,244 24 101.1
所 得 割 80,015 1,481 81,496 81,496 1,481 101.9
法 人 均 等 割 4,235 127 4,362 4,362 127 103.0
法 人 税 割 16,114 ▲� 3,718 12,396 ▲� 1 ▲� 1 12,395 ▲� 3,719 76.9

　　2．固 定 資 産 税 91,593 1,942 93,535 25 25 93,560 1,967 102.1
土 地 34,707 248 34,955 12 12 34,967 260 100.7
家 屋 39,005 1,258 40,263 12 12 40,275 1,270 103.3
償 却 資 産 17,009 443 17,452 1 1 17,453 444 102.6
純固定資産税小計 90,721 1,949 92,670 25 25 92,695 1,974 102.2
交 付 金 872 ▲� 7 865 865 ▲� 7 99.2

　　3．軽 自 動 車 税 2,699 174 2,873 2,873 174 106.4
軽自動車税（～R1.9） 2,668 ▲� 2,668 － － － － － ▲� 2,668 皆減
環 境 性 能 割 31 87 118 118 87 380.6
種 別 割 ― 2,755 2,755 2,755 2,755 皆増

　　4．市町村たばこ税 8,745 41 8,786 8,786 41 100.5
　　5．鉱 産 税 17 ▲� 2 15 15 ▲� 2 88.2
　　6．特別土地保有税 2 0 2 2 0 100.0

普 通 税 計 205,640 69 205,709 25 ▲� 1 24 205,733 93 100.0
　Ⅱ　目　的　税
　　1．入 湯 税 224 6 230 230 6 102.7
　　2．事 業 所 税 3,791 93 3,884 3,884 93 102.5
　　3．都 市 計 画 税 13,130 297 13,427 4 4 13,431 301 102.3
　　4．水 利 地 益 税 等 0 0 0 0 0 0.0

目 的 税 計 17,145 396 17,541 4 4 17,545 400 102.3
　Ⅲ　市 町 村 税 小 計 222,785 465 223,250 29 ▲� 1 28 223,278 493 100.2
　Ⅳ　東日本大震災による減免等 ▲� 179 ▲� 13 ▲� 192 ▲� 192 － －
　Ⅴ　市 町 村 税 計 222,606 452 223,058 29 ▲� 1 28 223,086 480 100.2
※�　「 1．市町村民税」のうち、「法人税割」の（B）欄には、交付税原資化の拡大による減収額が含まれている（▲3,000億円程度）。
※�　「 3．軽自動車税」のうち、「環境性能割」については、R 1 .10. 1 以降の適用であるため、令和元年度収入見込額と令和 2年度収
入見込額の単純な比較はできない。
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2 　地方譲与税� （単位：億円）

区　　　　分

令和元年
度当初見
込額

令　　和　　 2　　年　　度

令和元年度当初
見込額に対する
現行法による増
減（▲）収見込額

現行法に
よる収入
見込額
A＋B

制度改正
による増
減（▲）
収見込額

改正法に
よる収入
見込額
C＋🄓

令和元年度当
初見込額に対
する増減（▲）
収額

🄖
A ×100

A B C 🄓 🄔 🄔－A （％）

1．地方揮発油譲与税 2,472 ▲� 83 2,389 2,389 ▲� 83 96.6

2 ．石 油 ガ ス 譲 与 税 72 ▲� 9 63 63 ▲� 9 87.5

3 ．自動車重量譲与税 2,742 103 2,845 2,845 103 103.8

4 ．航空機燃料譲与税 149 5 154 154 5 103.4

5 ．特 別 と ん 譲 与 税 137 ▲� 11 126 126 ▲� 11 92.0

6 ．森 林 環 境 譲 与 税 200 0 200 200 400 200 200.0

7 ．特別法人事業譲与税 － 20,110 20,110 ▲� 1 20,109 20,109 皆増

8．地方法人特別譲与税 21,351 ▲� 21,351 － － ▲� 21,351 皆減

合　　　　　　計 27,123 ▲� 1,236 25,887 199 26,086 ▲� 1,037 96.2

※　地方揮発油譲与税には、地方道路譲与税を含む。
※�　特別法人事業譲与税には、特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律（平成31年法律第 4号）
に基づき、令和 2年度特別法人事業譲与税譲与金として譲与される額を計上している。
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（資料 3）
令和 2年度の税制改正（地方税関係）による事項別増減収見込額� （単位：億円）

改　正　事　項
平　年　度 初　年　度

道府県税 市町村税 計 道府県税 市町村税 計

1　個人住民税 ▲� 2 ▲� 5 ▲� 7
未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（夫）
控除の見直し

▲� 2 ▲� 5 ▲� 7

2 　法人事業税 ▲� 175 ▲� 175
電気供給業に係る収入金額課税方式の見直し ▲� 175 ▲� 175
3 　地方たばこ税 2 9 11
軽量な葉巻たばこに係るたばこ税の課税方式の見直し 2 9 11
4 　軽油引取税 55 55 55 55
課税免除の特例措置の見直し 55 55 55 55
5 　固定資産税 97 97 25 25
⑴　一般送配電事業者が新設した変電所又は送電施設
に係る課税標準の特例措置の廃止

80 80

⑵　日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係
る課税標準の特例措置の廃止

21 21 21 21

⑶　ローカル 5Ｇの設備に係る課税標準の特例措置の
創設

▲� 7 ▲� 7

⑷　その他 3 3 4 4
6 　都市計画税 4 4 4 4
日本郵便株式会社が所有する一定の固定資産に係る課
税標準の特例措置の廃止等

4 4 4 4

7 　納税環境整備 7 14 21
還付加算金等の割合の引下げ 7 14 21

合　　　　計 ▲� 113 119 6 55 29 84
国税の税制改正に伴うもの 12 ▲� 5 7 ▲� 1 ▲� 1 ▲� 2
個人住民税 ▲� 2 ▲� 4 ▲� 6
法人住民税 ▲� 1 ▲� 1 ▲� 1 ▲� 1
法人事業税 3 3 ▲� 1 ▲� 1
地方消費税 11 11

再　　　　計 ▲� 101 114 13 54 28 82

（注 1）　上記の計数は 1億円未満を四捨五入している。
（注 2）　上記の他、地方譲与税の増減収額は下記のとおり。

・森林環境譲与税の見直しによる譲与額の増加は初年度200億円。
・国税の税制改正に伴う特別法人事業譲与税の減収額は初年度▲ 1億円、平年度▲ 2億円と見込まれる。
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三　個人住民税

1 　未婚のひとり親に対する税制上の措置
及び寡婦（寡夫）控除の見直し等

⑴　見直しの全体像
　全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な
税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無によ
る不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり
親の間の不公平」を同時に解消するために、未
婚のひとり親に対する税制上の措置を講ずると
ともに、寡婦（寡夫）控除の見直しを行うこと
とされました。
　改正事項を大別すると以下のとおりです。
〔所得控除の見直し〕（下記⑵）
①　ひとり親に対する所得控除を30万円（所得
税は35万円）とする。
②　寡婦に改正前の寡夫と同じ所得制限（合計
所得金額500万円以下）を導入する。

③　事実婚状態にあることが住民票の記載によ
り明らかな者を控除の適用対象外とする。

〔ひとり親に係る非課税措置の整理〕（下記⑶）
①　非課税措置の対象に「ひとり親」を追加す
る。
②　非課税措置の対象に「単身児童扶養者」を
追加する等の改正規定を削除する（平成31年
改正法の一部改正）。

⑵　所得控除の見直し（資料 ４）
①　改正前の制度の概要
イ　改正前の寡婦・寡夫の定義（地法23①十
一・十二、292①十一・十二、地令 7 の 2、
7の 2の 2、46の 2 、46の 2 の 2 ）
　寡婦又は寡夫に該当する要件は次表のと
おりです。

寡　　　　婦 寡　　夫

第23条第 1項第11号イ 第23条第 1項第11号ロ 第23条第 1項第12号

死別・離婚要件 離婚
死別・生死不明 死別・生死不明 離婚

死別・生死不明

係累保有要件

①�　扶養親族
　又は
②�　総所得金額等が48万円
以下の生計を一にする子
を有すること

－
総所得金額等が48万円以下
の生計を一にする子を有す
ること

所得要件 － 合計所得金額500万円以下 合計所得金額500万円以下

ロ　寡婦（寡夫）控除（地法34①八③、314
の 2 ①八③）
　前年の12月31日の現況にて寡婦（寡夫）
に該当する場合には、寡婦（寡夫）控除が
適用され、次表に示す金額が前年の総所得
金額等から控除されてきたところです。

区別 控除額 （参考）
所得税における控除額

寡婦
（通　　常）　　26万円 27万円

（特別加算）※　30万円 35万円

寡夫 26万円 27万円

※��　扶養親族である子を有し、かつ、合計所得金額
が500万円以下である場合

─�839�─

――地方税法等の改正――



※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」
の記載がある者は対象外とする

ひとり親

寡夫

＜未婚の
ひとり親＞

所得
500 万円

※全体について事実婚チェックなし

扶養親族
（子以外）あり

寡婦

扶養親族
なし

30 万円（所得税 35 万円）
26 万円（所得税 27 万円）

寡婦
扶養する
子なし

ひとり親

所得
500 万円

改正前 改正後

　全てのひとり親家庭に対して公平な税制を実現する観点から、「婚姻歴の有無による不公平」と
「男性のひとり親と女性のひとり親の間の不公平」を同時に解消するため、以下の改正を行う。
1．婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子（前年の総所得金額等が 48 万円以下）を
有する単身者について、同一の「ひとり親控除」（控除額 30 万円）を適用

2．上記以外の寡婦については、引き続き控除額 26 万円を適用することとし、子以外の扶養親族を
持つ寡婦についても所得制限（500 万円以下（年収 678 万円））を設定

※所得 500 万円（年収 678 万円）以下の子以外の扶養親族を持つ死別・離別の女性、扶養親族がいない死別女性については現状のままとなる。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある者は対象外とする。

（個人住民税に係る控除額）
30 万円（所得税 35 万円）
26 万円（所得税 27 万円）

（個人住民税に係る控除額）

特別寡婦

（令和3年度分以降の個人住民税について適用）

未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直し等（資料 ４）

未婚の
ひとり親
～ 500 万円

- -

- - -

- - - -

配偶関係 死別 離別

本人所得 ～ 500 万 500 万～ ～ 500 万 500 万～

30 26 30 30 30 30

26 26

26

26

26

26

26 26 26
扶
養
親
族

有

子

子
以外

無

配偶関係 死別 離別

本人所得 ～ 500 万 500 万～ ～ 500 万 500 万～

扶
養
親
族

有

子

子
以外

無

未婚の
ひとり親
～ 500 万円

- -

- - -

- - - -

30 30 30

- -

-

配偶関係 死別 離別

本人所得 ～ 500 万 500 万～ ～ 500 万 500 万～

扶
養
親
族

有

子

子
以外

無

- - -

改　正　後

※住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある者は対象外とする

本
人
が
女
性

本
人
が
男
性

※合計所得金額 500 万円＝年収 678 万円

寡婦控除

寡婦（寡夫）控除

ひとり親控除

表中の数字は個人住民税に係る
所得控除の額（万円）改　正　前

配偶関係 死別 離別

本人所得 ～ 500 万 500 万～ ～ 500 万 500 万～

26 - 26 -

-

-

- - -
扶
養
親
族

有
子

子
以外

無 - - -

【参考】改正前後の所得控除額
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②　改正の概要
イ　婚姻歴の有無による不公平の解消
　改正前の制度では、婚姻し、その後死
別・離別したひとり親については所得控除
の対象となる一方で、婚姻していない、い
わゆる「未婚のひとり親」については所得
控除の対象となっていなかったのですが、
このような「婚姻歴の有無による不公平」
を解消するため、「未婚のひとり親」に対
しても、寡婦（夫）と同じ条件（控除額30
万円）で控除することとされました。
　対象となる「未婚のひとり親」の要件と
して、寡婦（夫）と同様に、本人の所得要
件（合計所得金額500万円以下）、子の所得
要件（総所得金額等が48万円以下）、事実婚
状態と認められる一定の者を対象から除く
要件（後述）等を設けることとされました。
ロ　男性のひとり親と女性のひとり親の間の
不公平解消
　改正前の制度では、子を有する寡夫には
所得要件（合計所得金額500万円以下）が
ある一方で、子を有する寡婦には所得要件
がなく、また、子を有する寡夫に対する控
除額は26万円である一方で、子を有する寡
婦に対する控除額は30万円となっていまし
たが、このような「男性のひとり親と女性
のひとり親の間の不公平」を解消するため、
以下の措置が講じられました。
・　寡婦について、寡夫と同様に前年の合
計所得金額が500万円以下であることを
要件とされます。
・　改正前の寡婦控除の特別加算を廃止し
た上で、子を有する寡婦及び寡夫（改正
後は「ひとり親」に該当）に対する控除
額を、どちらも30万円とされます（特別
加算後の額に揃えられます。）。

ハ　事実婚と同様の事情にあると認められる
者の控除対象からの除外
　改正前の寡婦（夫）は、「婚姻をしてい
ない」ことを要件としており、事実婚状態

にある者も所得控除の対象となりますが、
今般の改正は、「全てのひとり親家庭の子
どもに対して公平な税制を実現する観点」
から行われるものであり、単身者が子ども
を扶養する際に生じる追加的経費への配慮
として設けるものであることから、いわゆ
る「ひとり親家庭」に該当しないと考えら
れる事実婚状態にある世帯については、控
除の対象外とすることが適切です。
　このため、課税当局において執行可能な
枠組みで、明らかに事実婚状態にある方は
控除の適用から除外することとされており、
具体的には、市町村において、住民票の続
柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載が
ないか確認することとされています（地規
1の 9の 7、 1の 9の 8）。

ニ　法令上の規定ぶり
　以上の見直しにより、子を有するひとり
親については、法律婚の有無や性別の差異
にかかわらず、同一の要件により、同額の
控除を受けられることとなることから、控
除の適用に当たって、子を有する寡婦、寡
夫、新たに控除対象となる未婚のひとり親
をそれぞれ区別する必要がなくなることか
ら、これらを合わせた概念として「ひとり
親」を定義し、当該「ひとり親」に対する
控除として、「ひとり親控除」が創設され
ました（「寡夫」は、全て「ひとり親」に
含まれるので、「寡夫控除」は廃止されま
す。）。
　これは、税制改正プロセスにおいて、扶
養控除等申告書等の課税資料によって未婚
のひとり親であることが勤務先等に分かる
形になってしまうと申告する納税者にとっ
て重い心理的な負担となる等の意見が主張
されたこと等も踏まえ、納税者のプライバ
シーに配慮する観点にも対応するものです。
　子を有しない寡婦についての措置は、戦
争未亡人が家に残された高齢者などを扶養
しながら働く場合、現実には選択できる職
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業や働き方に制約があるなど所得を得る上
での特別な事情に配慮するといった制度の
沿革当時の趣旨を踏まえ、先述の所得要件
（前年の合計所得金額500万円以下）を設け
た上で引き続き存置することとし、対象者
を「寡婦」とした上で、寡婦控除（控除額
は26万円）の対象とすることとされました。
イ　ひとり親の定義
　「ひとり親」の定義は「現に婚姻をし
ていない者又は配偶者の生死の明らかで
ない者で一定のもの」のうち、
・　その者と生計を一にする子で前年の
総所得金額等が48万円以下である者を
有すること。
・　前年の合計所得金額が500万円以下
であること。
・　その者と事実上婚姻関係と同様の事
情にあると認められる者として一定の
ものがいないこと。
を満たすものとされています（地法23①
十二、292①十二、地令 7 の 2 の 2 、46
の 2 の 2 、地規 1の 9の 8）。
ロ　寡婦の定義
　「寡婦」の定義は、離別寡婦と死別寡
婦でそれぞれ以下のとおりであり、その
うちイの「ひとり親」に該当する者は除
くこととされています。
【離別寡婦】
①　夫と離婚した後婚姻をしていない者
で次に掲げる要件を満たすもの。
②　扶養親族を有すること。
③　前年の合計所得金額が500万円以下
であること。
④　その者と事実上婚姻関係と同様の事
情にあると認められる者として一定の
ものがいないこと。

【死別寡婦】
①　夫と死別した後婚姻をしていない者
又は夫の生死の明らかでない者で一定
のもののうち、

②　上記離別寡婦の③の要件
③　上記離別寡婦の④の要件を満たすも
の。

ホ　申告規定の整備
　個人住民税の賦課決定を行う市区町村に
おいては、納税義務者がひとり親控除の対
象となるか否かを判断するための情報を取
得することが必要であるため、住民税申告
規定に所要の整備が行われました。
　具体的には、地方税法第45条の 2 、第
317条の 2 において、各市町村・道府県に
住所を有する者については、一定の者（源
泉徴収の対象となっており、給与支払報告
書や年金等支払報告書により課税資料を各
地方団体において把握できる者）を除き、
住民税申告書を提出しなければならないこ
ととされているところ、ひとり親控除の創
設に伴い、住民税申告書の記載事項の各所
得控除額に関する事項にひとり親控除額が
追加されました（地法45の 2 ①五、317の
2 ①五）。

ヘ　施行期日・適用関係
　施行日は、令和 3年 1月 1日（所得税は
令和 2年 4月 1日施行）とされ、ひとり親
控除の適用等については、令和 3年度以後
の年度分の個人住民税について適用（所得
税は令和 2年分以後に適用）されました。
　なお、令和 3年度の住民税申告書に限り、
年金所得者（公的年金等に係る所得以外の
所得を有しなかったもの）のうち旧特別寡
婦、旧寡夫に該当する者以外の者がひとり
親控除の適用を受けようとする場合には、
住民税申告書を提出する義務を課すことと
し、地方税法改正法の附則中の経過措置規
定において地方税法第45条の 2 及び第317
条の 2の規定を読み替える規定を置くこと
とされました。
　これは、納税義務者に係るひとり親控除
に関する情報については、改正前の寡婦
（寡夫）控除と同様に、源泉徴収の対象と
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なる給与所得者、年金受給者については給
与支払報告書又は年金等支払報告書により
地方団体が把握することとなるものの、令
和 2年は、改正前の扶養親族等申告書が用
いられるため、ひとり親（旧特別寡婦、旧
寡夫を除きます。）の情報を把握すること
ができないためです（ただし、旧特別寡婦、
旧寡夫に該当するひとり親の情報について
は、改正前の扶養親族等申告書によっても
把握可能であり、給与所得者については、
年末調整において、別途、ひとり親に該当
する旨等を記載した申告書を提出してもら
うことにより源泉（特別）徴収義務者は給
与所得者がひとり親であるかどうかの情報
を把握可能であるので、これらの者には、
申告義務を課していません。）。

⑶　ひとり親に係る非課税措置の整理（資料 5）
①　改正前の制度の概要
　個人住民税の均等割は、およそ市町村の住
民である限り、できるだけ広い層について均

等の額による負担を分任することを要請する
ものですが、自らの生活の資を得ることがで
きず、他人に扶養され、あるいは他人の経済
的援助によって生活を維持している者のよう
に全く担税力のないあるいは担税力が著しく
薄弱である者についてまで負担を求めること
は適当ではないという趣旨から、非課税措置
が設けられています（いわゆる「人的非課税
措置」。地法24の 5 、295）。
　令和元年度の税制改正以前において、当該
措置の対象となっているのは、
・　生活保護法の規定による生活扶助を受け
ている者
・　障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（前年
の合計所得金額が135万円を超える場合を
除きます。）
でしたが、令和元年度の税制改正により、子
どもの貧困に対応するため、「単身児童扶養
者」（前年の合計所得金額が135万円を超える
場合を除きます。）を当該非課税措置の対象
に加える等の改正を行ったところです。

　今回の未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦（寡夫）控除の見直しに伴い、個人住民税の人的非
課税措置について、以下の見直しを行う。（令和 3年度分以後の個人住民税について適用）
①　改正前（令和元年度改正後）の寡婦、寡夫、単身児童扶養者（児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父又は
　母）に対する個人住民税の人的非課税措置を見直し、ひとり親及び寡婦（ひとり親を除く）を対象とする。
②　ひとり親及び寡婦（ひとり親を除く）について、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある
　者は対象外とする。

改 正 後

＜個人住民税の人的非課税制度＞
・　一定の事由に該当する者については、担税力がない又は著しく小さいといった特別な事情にあること
　を踏まえ、これらの者に負担を求めることは適当でないとの趣旨で設けられているもの。
・　非課税の範囲に該当する場合は、均等割と所得割の両方が非課税となる。

○生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
○障害者、未成年者、寡婦、寡夫、単身児童扶養者

（児童扶養手当を受給している 18 歳以下の児童の父又は母）
※前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く

○生活保護法の規定による生活扶助を受けている者
○障害者、未成年者、寡婦、ひとり親

※前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く
※寡婦及びひとり親のうち、住民票の続柄に

「夫（未届）」「妻（未届）」の記載がある者は対象外とする

改 正 前

個人住民税の人的非課税における対応（資料 5）
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②　改正の概要
イ　非課税措置の対象への「ひとり親」の追
加
　「ひとり親」が所得税及び個人住民税の
所得控除の対象とされることに伴い、単身
児童扶養者に対する個人住民税の非課税措
置を見直し、今回、控除対象となる「ひと
り親」が対象とされています（地法24の 5
①、295①）。
　「ひとり親」と単身児童扶養者では、児
童扶養手当要件がない点、合計所得金額要
件が設けられる点、住民票記載要件が設け
られる点について、その定義する範囲が異
なっており、例えば、子が大学生の場合に
は児童扶養手当の支給を受けられないので
「単身児童扶養者」には含まれないが、「ひ
とり親」（子の年齢要件なし）には含まれ
るので、非課税措置の対象となる、といっ
た影響が生じることとなります。
　これに伴い、住民税申告書の記載事項の
改正も行われます（国税における扶養控除
等申告書の改正・源泉徴収票の記載事項の
改正により、住民税独自に規定しなくとも、
地方団体において給与所得者に係る「ひと
り親」控除に関する情報を入手可能となる
ため、扶養親族申告書の記載事項について
の改正は行われていません。）。
ロ　単身児童扶養者の非課税措置への追加等
の改正規定の削除
　上記イの改正と併せて、令和元年度改正
で措置した単身児童扶養者の非課税措置へ
の追加等の改正規定（令和 3年 1月 1日施
行で現時点で未施行の規定）については、
削除されました。
　また、単身児童扶養者に係る規定のうち、
令和 2年度改正法の公布時点で既に施行さ
れている規定は、削除されました。
ハ　施行期日と経過措置
　既に施行されている単身児童扶養者関係
規定の削除については、令和 2年 1月 1日

に令和○年分として提出された扶養親族等
申告書に関して、令和 2年中に不要な事務
手続が行われる（注）ことがないよう、令
和 2年度改正法の原則施行日（令和 2年 4
月 1日）で行われています。未施行の改正
規定の削除についても原則施行日で行われ
ています。
（注）�　扶養親族等申告書を提出した給与所

得者は、その年の中途において記載事
項に異動を生じた場合には、異動した
内容を記した申告書を改めて提出する
義務が課されています（地法45の 3 の
2 ②、317の 3 の 2 ②）。

　また、経過措置として、この法律の施行
の日以後に支払を受けるべき給与・公的年
金等について提出する申告書について適用
することとされています。

⑷　森林環境税の非課税措置
　森林環境税の非課税措置については、平成31
年度税制改正大綱において「個人住民税に準じ
て非課税の範囲（略）に関する所要の措置を講
ずる」とされたことを踏まえ、個人住民税にお
ける非課税措置の対象が改正されることに伴い、
森林環境税の非課税措置の対象も同様の改正が
行われました（森林環境税等法 4）。

2 　居住用財産の買換え等の場合の譲渡損
失の繰越控除等の適用期限の延長

　個人が、所有期間 5年超の居住用財産の譲渡を
し、一定期間内に他の居住用財産の取得をして自
己の居住の用に供した場合において、その譲渡し
た資産に係る譲渡損失につき、一定の要件の下で、
他の所得との損益通算を認めるとともに、なお控
除しきれない譲渡損失の金額について、その年の
翌年以後 3年以内の各年分の総所得金額等からの
繰越控除が認められてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限を 2年
延長し、令和 2年12月31日までの間に行われた譲
渡を対象とすることとされました（地法附則 4）。
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3 　特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除
等の適用期限の延長

　個人が、所有期間 5年超の居住用財産の譲渡を
した場合（その譲渡をした居住用財産に係る住宅
借入金等の残高を有する場合に限ります。）にお
いて、その譲渡した資産に係る一定の譲渡損失
（住宅ローン残高から譲渡益を控除した残額を越
えない範囲）につき、一定の要件の下で、他の所
得との損益通算を認めるとともに、なお控除しき
れない通算後譲渡損失の金額について、その年の
翌年以後 3年以内の各年分の総所得金額等からの
繰越控除が認められてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限を 2年
延長し、令和 2年12月31日までの間に行われた譲
渡を対象とすることとされました（地法附則 4の
2）。

４ 　肉用牛の売却による事業所得の課税の
特例に係る適用期限の延長

　個人が、一定の方法により免税対象飼育牛を売
却した場合、当該免税対象飼育牛のうち1,500頭
までのものに係る事業所得に対する所得割を免除
することとされてきたところです。
　1,500頭を超える部分に該当する免税対象飼育
牛及び免税対象飼育牛以外の牛については、売却
価額の1.5％（道府県民税0.6％、市町村民税0.9％
（指定都市においては、道府県民税0.3％、市町村
民税1.2％））を課税することとされてきたところ
です。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限を 3年
延長し、令和 6年度分までの個人住民税を対象と
することとされました（地法附則 6）。

5 　土地の譲渡等に係る事業所得等に係る
課税の特例（重課措置）の適用停止期限
の延長

　個人が、所有期間が 5年以下である土地等を譲
渡等した場合には、当該土地等の譲渡等による事
業所得又は雑所得については、他の所得とは分離

して、次の⑴及び⑵に掲げるところにより計算し
た金額のいずれか多い金額の税額が課税されてき
たところです（重課措置）。
⑴　「土地等に係る課税事業所得等の金額」×12
％（所得税：40％）（注）
⑵　「土地等に係る課税事業所得等の金額」につ
き総合課税を行う場合に算出される上積税額の
110％相当額
（注）　本件特例の適用がない場合の税率：9％（所

得税：30％）

　今回の改正では、本特例（重課）措置の適用停
止期限を令和 5年 3月31日まで 3年延長すること
とされました（地法附則33の 3 ）。

6 　低未利用土地等を譲渡した場合の長期
譲渡所得の特別控除の創設

　土地等の譲渡に係る長期譲渡所得への課税に関
し、個人が、低未利用土地（注）又はその上に存
する権利を譲渡（親族間譲渡は除きます。）した
場合には、当該低未利用土地等の譲渡益から100
万円を控除することができることとされました
（適用期限：令和 2 年 7 月 1 日～令和 4 年12月31
日）（地法附則34）。
　当該特別控除の適用に当たっては、以下の要件
が設けられます。
①　譲渡価額がその上にある建物等を含めて
500万円以下の譲渡であること。
②　その年 1月 1日において所有期間が 5年を
超えること。
③　その低未利用土地等が都市計画区域内に所
在すること。
④　低未利用土地等であったこと及び譲渡後の
土地の利用について市区町村の長による確認
が行われたこと。

　施行期日については、令和 ３年 １月 １日とする
こととされています。
（注）　「低未利用土地」とは、居住の用、業務の用そ

の他の用途に供されておらず、又はその利用の

程度がその周辺の地域における同一の用途若し

くはこれに類する用途に供されている土地の利
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用の程度に比し著しく劣っていると認められる

土地をいいます。

7 　優良住宅地の造成等のために土地等を
譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税
の特例

⑴　改正前の制度の概要
①　個人が、優良住宅地の造成等のために、所
有期間が 5年超である土地等を譲渡した場合
の長期譲渡所得については、課税長期譲渡所
得金額の合計額2,000万円以下の部分に対し
ては 4 ％（所得税：10％）（注）、2,000万円超
の部分に対しては 5％（所得税：15％）の税
率によって分離課税されてきたところです。
（注）　特例がない場合の税率は、5％（所得税：

15％）

②　また、優良住宅地の造成等のための譲渡の
要件を備えるまでには至らない（例：開発許
可や都道府県知事の優良住宅地等の認定を受
ける前）場合であっても、一定期間（土地等
の譲渡があった日から同日以後 2年を経過す
る日の属する年の12月31日までの期間）内に
優良住宅地等のための譲渡に該当することと
なることが確実であると認められるときは、
上記①を準用して課税されてきたところです。

⑵　改正の概要
　今回の改正では、本特例措置の適用期限を 3
年延長し、令和 5年度分までの個人住民税を対
象とすることとされました（地法附則34の 2 ）。
　また、以下の譲渡を適用対象から除外するこ
ととされました。
①　都市再生特別措置法の認定整備事業計画に
係る一定の都市再生整備事業の認定整備事業
者に対する土地等の譲渡（措法31の 2 ②八）
②　都市計画区域内において行われる一団の宅
地の造成（都市計画法の開発許可又は土地区
画整理法の認可を受けて行われるものである
こと等の要件を満たすものに限ります。）を
行う者に対する土地等の譲渡（措法31の 2 ②

十二）

8 　国外居住親族に係る扶養控除の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　年齢16歳以上の扶養親族を有する場合、 1人
につき33万円を総所得金額等から控除すること
とされていますが、扶養親族の要件の一つであ
る合計所得金額要件について、国外に居住する
親族については、所得税と同様に、非居住者に
係る課税所得の範囲から国外源泉所得が除外さ
れていることを踏まえ、国外源泉所得を含めず
国内源泉所得のみで判定されてきました（地法
23①八、34①十一、292①八、314の 2 ①十一）。
　このため、国外で一定以上の所得を稼得して
いる親族でも、控除の対象とされていることが
課題となっていました。

⑵　改正の概要
①　国税における改正内容
　上記で述べた課題や所得の少ない親族の扶
養による担税力の低下を調整するという扶養
控除の趣旨等を踏まえ、国外居住親族につい
て、控除の対象となる扶養親族（控除対象扶
養親族）の要件を厳格化し、年齢29歳以下の
者や高齢者である70歳以上の者に限って控除
の対象とすることとされました。
　ただし、30歳以上69歳以下の者であっても、
所得の稼得能力が薄弱であると考えられる以
下の者を扶養している者については控除の対
象とすることとされました。
イ　留学により住所・居所を有しなくなった
者
ロ　障害者
ハ　その居住者からその年における生活費又
は教育費に充てるための支払を38万円以上
受けている者
　また、上記イ及びハに該当する者に係る扶
養控除の適用を受けようとする場合には、給
与等・公的年金等の源泉徴収、給与等の年末
調整又は確定申告の際に証明書類を添付する
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こととされました。
②　地方税における改正内容
　個人住民税に係る扶養控除の対象は、所得
税と全く同一としていることから、所得税の
見直しに伴い、同様の改正を行うこととする
こととされています（地法34①十一、314の
2 ①十一）。
　施行期日及び適用関係については、所得税
が令和 5年 1月 1日施行、令和 5年分以後に
適用であることを踏まえ、個人住民税は、令
和 6年 1月 1日施行とし、令和 6年度以後の
年度分の個人住民税について適用することと
しています。

9 　NISA 関係の見直し

⑴　一般NISAの見直し
①　改正前の制度の概要
　家計の安定的な資産形成を支援する観点か
ら、平成25年度改正により、以下のとおり一
般NISA制度が創設されました。
・非課税対象　　：�非課税口座内の少額上場

株式等の配当、譲渡益
・年間投資上限　：120万円
・非課税投資総額：�最大600万円（120万円×

5年間）
・口座開設期間　：�平成26年から令和 5年ま

での10年間
・非課税期間　　：最長 5年間
・投資対象商品　：�上場株式・公募株式投資

信託等
　地方税法における具体的な規定内容は以下
のとおりとされてきました。所得税に係る租
税特別措置法第 9条の 8（非課税口座内の少
額上場株式等に係る配当所得の非課税）及び
第37条の14（非課税口座内の少額上場株式等
に係る譲渡所得等の非課税）のうち、地方税
法において別途規定を置くことが必要な項目
のみを規定してきたものです。
・　第 1項（道府県民税）及び第 4項（市町
村民税）

　特例の適用を受ける個人が、非課税口座
内上場株式等と非課税口座内上場株式等以
外の上場株式等（以下「通常の上場株式
等」といいます。）を両方有する場合に、
納税者の負担を軽減するため、非課税口座
内上場株式等と通常の上場株式等とを区分
して、事業所得、譲渡所得、雑所得の額を
計算する旨を規定。
・　第 2項（道府県民税）及び第 5項（市町
村民税）
　非課税口座から非課税口座内上場株式等
の払出しがあった場合に、その払出し時の
金額により譲渡があったものとみなして個
人住民税に関する法令の規定を適用する旨
を規定。
・　第 3項（道府県民税）及び第 6項（市町
村民税）
　政令への委任について規定。

②　改正の概要
　一般 NISA 制度について、原則として、
「一階」で積立投資を行っている場合に、「二
階」で別枠の非課税投資を可能とする二階建
ての制度に見直した上で、 5年延長すること
とされたところです。
　具体的な内容は以下のとおりです。
・年間投資上限：�（二階）102万円�

（一階）20万円
※�　原則として、一階での
投資を行った者が二階で
の投資を行うことができ
る。

・口座開設期間：�令和 6年から令和10年まで
の 5年間

・非課税期間　：�（二階） 5年間�
（一階） 5年間
※�　一階部分は終了後に
「つみたて NISA」に移
行可能。

・投資対象商品：�（二階）上場株式・公募株
式投資信託等（高レベレッ
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ジ投資信託など、一定の商
品・取引について対象から
除外）
（一階）つみたて NISA と
同様
※�　例外として、何らかの
投資経験のある者が二階
で上場株式のみに投資を
行う場合には一階での投
資を必要としない。）

・投資方法　　：�（二階）制限なし�
（一階）つみたてNISAと
同様

③　地方税における法律上の手当て
　国税における改正に伴い、地方税法附則第
35条の 3の 2第 1項及び第 4項の区分の対象
に特定非課税累積投資契約を追加するととも
に、地方税法附則第35条の 3の 2第 2項及び
第 5項の適用対象に特定累積投資勘定及び特
定非課税管理勘定から払い出される非課税口
座内上場株式等が追加されました（地法附則
35の 3 の 2 ）。
　施行期日について、国税に合わせ、令和 3
年 4月 1日施行とされています（新NISA制
度による個人住民税が非課税となるのは、令
和 7年度分以降の個人住民税）。

⑵　つみたてNISAの期限延長
①　現行制度の概要
　家計の安定的な資産形成を支援する観点か
ら、少額からの積立・分散投資を促進するた
め、平成29年度改正により、以下のとおりつ
みたてNISA制度が創設されました。
・非課税対象　　：�NISA 口座内の少額上場

株式等の配当、譲渡益
・年間投資上限　：40万円
・非課税投資総額：�最大800万円（40万円×

20年間）
・口座開設期間　：�平成30年から令和19年ま

での20年間
・非課税期間　　：最長20年間
・投資対象商品　：�積立・分散投資に適した

一定の公募等株式投資信
託

　地方税法においては、基本的に上記⑴一般
NISAと同様の規定を置いてきたところです
（地法附則35の 3 の 2 ）。
②　改正の概要
　口座開設可能期間が 5年延長（令和19年ま
で→令和24年まで）されました。

⑶　ジュニアNISAの終了に向けた所要の措置等
　租税特別措置法において、ジュニアNISAの
未成年者口座の開設可能期間は、延長せずに終
了することとされました。それに合わせ、令和
6年 1月 1日以後は、課税未成年者口座及び未
成年者口座内の上場株式等及び金銭の全額につ
いて、源泉徴収を行わずに払い出すことができ
ることとされています（措法37の14の 2 ⑥⑧）。
また、一定の手続書類の電磁的方法による提出
を可能とすることとされています（措法37の14
の 2 ⑳）。
　地方税法については、契約不履行等事由が発
生した場合の遡及課税に係る規定（地法附則35
の 3 の 3 ③⑧）において、国税と同様に適用期
間を明記していることから、国税と同様の改正
が行われました（地法附則35の 3 の 3 、35の 3
の 4 ）。
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四　地方法人課税（法人住民税・法人事業税）

1 　電気供給業に係る法人事業税の収入金
額課税の見直し

⑴　改正前の制度の概要
　法人事業税は、法人が行う事業そのものに課
される税であり、法人が事業活動を行うに当た
って地方公共団体の各種の行政サービスの提供
を受けることから、これに必要な経費を分担す
るために課税されるものです。このため、法人
事業税の課税標準は、法人の事業活動の規模を
できるだけ適切に表すものであることが望まし
いものです。
　電気供給業に対しては、ガス供給業及び保険
業とともに、収入金額を課税標準とする課税方
式（収入金額課税）が採用されてきたところで
す。これは、電気供給業については、
・　所得を課税標準とした場合、膨大な施設等
を有し都道府県の行政サービスを多く受けて
いるにもかかわらず、それに見合う税負担を
求めることができず、応益原則である事業税
の性格に矛盾を生じること。
・　地域的独占事業であるため、規制料金の下、
事業税額を確実に消費者に転嫁することがで
き、担税力を有すること。
を踏まえ、外形的な基準である「収入金額」を
課税標準として課税することとされているもの
であり、収入割の標準税率は1.0％となってい
ます。また、特別法人事業税として0.3％相当
が課税されています。

⑵　見直しの背景
　2020年に送配電部門の法的分離がなされ、送
配電事業は引き続き法的規制が残る一方、既に
全面自由化されている発電事業及び小売電気事
業は、他の一般の事業と同様に競争的環境下に
置かれます。今後、既存の大手事業者や多様な
新規参入事業者は、それぞれ組織形態を選択の

上、発電事業や小売電気事業、発電・小売電気
兼業事業を行うこととなります。こうした電気
事業を取り巻く制度上の環境変化を背景として、
電気供給業に係る法人事業税の課税方式の見直
しを行うこととされました。

⑶　改正の概要
①　対象事業・納税義務者
　電気供給業のうち、小売電気事業及び発電
事業について課税方式を見直すこととされま
した。
　具体的には、電気供給業のうち、電気事業
法第 2条第 1項第 2号に規定する小売電気事
業（これに準ずるものとして一定のものを含
みます。）及び同項第14号に規定する発電事
業（これに準ずるものとして一定のものを含
みます。）について、資本金等の額が 1 億円
超の普通法人にあっては収入割額、付加価値
割額及び資本割額の合算額によって、資本金
等の額が 1億円以下の普通法人等にあっては
収入割額及び所得割額の合算額によって、そ
れぞれ法人事業税を課することとされました
（地法72の 2 ①三、地規 3の14）。
　なお、これらの事業について、それぞれ
「小売電気事業等」及び「発電事業等」と定
義することとしていますが、この規定ぶりは、
地方税法上の「電気供給業」が、事業の実態
として電気を供給している事業をいい、電気
事業法に規定する電気事業者が行うものに限
られないことを踏まえたものです。
②　課税標準
　今回の見直しに伴い、規定の簡素化の観点
から、法人の行う事業に対する事業税の課税
標準について、事業の区分に応じて各号列記
する方式から、事業税の区分に応じて各号列
記する方式に改めることとされました（地法
72の12）。
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③　標準税率
　小売電気事業等及び発電事業等について、
次の法人の区分に応じ、標準税率をそれぞれ
次のとおりとすることとされています（地法
72の24の 7 ③）。
・　資本金等の額が 1億円超の普通法人（地
法72の 2 ①三イに掲げる法人）
収入割　　　　0.75％
付加価値割　　0.37％
資本割　　　　0.15％
・　資本金等の額が 1億円以下の普通法人等
（地法72の 2 ①三ロに掲げる法人）
収入割　　　　0.75％
所得割　　　　1.85％

④　道府県知事の調査による所得割等の決定及
び更正
　地方税法第72条の41第 1 項では、電気供給
業等の収入割を課される法人や連結申告法人
など、同項柱書きに列挙されている法人につ
いて、法人事業税の課税標準の計算を法人税
の課税標準の計算の例によっていないなどの
理由から法人税の課税標準を基準として更正
を行うことができないため、道府県知事自ら
が調査したところに基づいて、収入金額若し
くは所得又は収入割額若しくは所得割額を更
正することを規定しています。
　今回の見直しに伴い、道府県知事は、同項
柱書きに列挙されている法人について、次の
法人の区分に応じ、それぞれ次のものを更正
することとされました（地法72の41①）。
・　次に掲げる法人以外の法人
　収入金額若しくは所得又は収入割額若し
くは所得割額
・　小売電気事業等又は発電事業等を行う法
人のうち、連結申告法人、地方税法第72条
の23第 2 項の規定の適用を受ける医療法人
若しくは農業協同組合連合会、地方税法第
72条の24の規定の適用を受ける法人、法人
税が課されない法人、事業税を課されない
事業とその他の事業とを併せて行う法人又

は小売電気事業等若しくは発電事業等とそ
の他の事業とを併せて行う法人以外の法人
　収入金額又は収入割額

⑤　施行期日等
　施行期日は令和 2年 4月 1日とし、施行日
以後に開始する事業年度に係る法人事業税に
ついて適用し、施行日前に開始した事業年度
に係る法人事業税については、なお従前の例
によることとされています。
　また、今回の改正により、小売電気事業等
及び発電事業等を行う法人のうち、資本金等
の額が 1億円以下の普通法人等については、
新たに所得計算を行うことが必要となります。
その際、これまでの繰越欠損金も含め、法人
税の所得計算の例によることとなるため、経
過措置として、施行日以後最初に開始する事
業年度（以下「最初事業年度」といいます。）
開始の日の前日を含む事業年度において、小
売電気事業等又は発電事業等を行っていた法
人の小売電気事業等又は発電事業等に係る法
人事業税の課税標準である各事業年度の所得
を、改正後の地方税法の規定により法人税の
所得計算の例により算定する場合には、当該
法人が、最初事業年度開始の日前10年以内に
開始した各事業年度において、改正前の地方
税法の規定により法人税の所得計算の例によ
り算定していたものとみなすこととされてい
ます（地法改正法附則 6①②）。
⑥　特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に
関する法律の一部改正
　収入割額により法人事業税を課される法人
の特別法人事業税の額は、基準法人収入割額
の30％とされていました。
　今回の小売電気事業等及び発電事業等に係
る見直しに併せて、特別法人事業税の規模を
確保する観点から、収入割額、付加価値割額
及び資本割額の合算額又は収入割額及び所得
割額の合算額により法人事業税を課される法
人の特別法人事業税の額は、基準法人収入割
額の40％とすることとされました（特別法人
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事業税法 7五）。

2 　地方創生応援税制（企業版ふるさと納
税）の拡充等

⑴　改正前の制度の概要
　地方創生応援税制（企業版ふるさと納税）は、
民間資金の活用により、地方公共団体の自主
的・主体的な地方創生の取組を後押しするため
の政策税制であり、地方公共団体が、地方版総
合戦略に位置付けられた事業であって地方創生
を推進する上で効果の高いものについて、地域
再生計画を策定し、内閣総理大臣の認定を受け、
法人が当該事業に対して寄附を行った場合に、
寄附金の損金算入措置に加え、法人住民税、法
人事業税及び法人税から税額控除するものです。
　具体的には、法人住民税において寄附額の20
％（上限：税額の20％）、法人事業税において
寄附額の10％（上限：税額の20％）を控除し、
法人住民税の税額上限に達し、寄附額の20％が
控除できない場合に、控除できなかった部分を
法人税において寄附額の10％を限度（上限：税
額の 5％）に控除するものです。これにより、
損金算入措置（約 3割）と合わせて最大で寄附
金額の約 6割の税負担が軽減されることとなり
ます。

⑵　改正の概要
　志ある企業の地方への寄附による地方創生の
取組への積極的な関与を促し、地方への資金の
流れを飛躍的に高める観点から、認定地方公共
団体の寄附活用事業に関連する寄附をした場合
の法人住民税法人税割額及び法人事業税額の特
別控除制度について、次のとおり見直しを行っ
た上、その適用期限を、国の第 2 期「総合戦
略」の策定期間（令和 2年度～令和 6年度）と
合わせ、 5年延長することとされています（地
法附則 8の 2の 2、 9の 2の 2）。
①　税額控除率の引上げ
　税額控除率を、法人道府県民税法人税割に
ついては、5.7％（改正前：2.9％）、法人市町

村民税法人税割については34.3％（改正前：
17.1％）、法人事業税については20％（改正
前：10％）にそれぞれ引き上げることとされ
ました。
　なお、法人税については、税額控除限度額
を、支出した特定寄附金の額の合計額の40％
（改正前：20％）相当額からその特定寄附金
の支出について法人住民税法人税割の額から
控除される金額を控除した金額（その支出し
た特定寄附金の額の合計額の10％を上限とさ
れます。）とすることとされました。
　これにより、損金算入措置と併せて最大で
寄附金額の約 9割の負担軽減が図られること
となります。
　また、税額控除額の上限は、改正前の制度
と同様、引き続き維持することとされていま
す。
②　対象寄附金（特定寄附金）
　対象寄附金（特定寄附金）を、認定地方公
共団体に対してその認定地方公共団体が行う
まち・ひと・しごと創生寄附活用事業に関連
する寄附金とすることとされました。
③　認定手続の簡素化等
　①及び②のほか、制度を所管・運用する内
閣府において、以下の措置を講ずることとさ
れました。
イ　認定手続の簡素化
　地域再生計画について、個別事業を認定
する方式から包括的に事業を認定する方式
に転換する認定手続の簡素化が行われまし
た。
　具体的には、地域再生計画に記載する事
業を、地方版総合戦略に位置付けられた地
方創生に資する事業であることを確認でき
る程度の記載に「大括り化」するなど、記
載事項を抜本的に簡素化し、併せて、毎年
度、個別充当事業ごとに事業費、寄附額な
どを報告させることとされています。
ロ　寄附時期の制限の緩和
　対象寄附金（特定寄附金）を、認定地方
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公共団体に対してその認定地方公共団体が
行うまち・ひと・しごと創生寄附活用事業
に関連する寄附金とすることに伴い、地方
公共団体は、確実に執行が見込まれる額と
して、「寄附（受入れ）の金額の目安」を
設定して地域再生計画に記載し、地域再生
計画の認定後、当該「目安」の範囲内であ
れば、事業費確定前の寄附の受領を可能に
することとしています。
　なお、当該「目安」を超える寄附を受領
する場合は、事業費確定後に事業費の範囲
内で寄附を受領することとなります。
　また、地方公共団体は、寄附額が事業費
を超えることがないよう、適切に事業を実
施・管理することが必要となり、適切に事
業を実施・管理していない場合には、地域
再生計画の認定取消事由になり得ることが
明確化されました。
ハ　併用可能な補助金・交付金の拡大
　内閣府において、地域再生計画に記載さ
れるまち・ひと・しごと創生寄附活用事業
について、地方創生関係交付金等に加え、
併用可能な国の補助金・交付金の範囲を拡
大するとともに、企業版ふるさと納税と併
用する場合に、優先採択などインセンティ
ブを付与することとしています。
ニ　施行期日等
　施行期日は令和 2 年 4 月 1 日とし、①
（税額控除率の引上げ）については、施行
日以後に開始する事業年度分の法人住民税
について適用し、施行日前に開始した事業
年度分の法人事業税については、なお従前
の例によることとされています。法人事業
税についても同様に、施行日以後に開始す
る事業年度に係る法人事業税について適用
し、施行日前に開始した事業年度に係る法
人事業税については、なお従前の例による
こととされています（地法改正法附則 4⑥、
6 ①）。また、②（対象寄附金（特定寄附
金））については、法人が施行日以後に支

出する特定寄附金について適用し、法人が
施行日前に支出した特定寄附金については、
なお従前の例によることとされています
（地法改正法附則 4⑪、 6③）。

3 　国税における連結納税制度の見直しに
伴う地方税の対応

⑴　国税における連結納税制度の見直し（グルー
プ通算制度への移行）
　連結納税制度は、企業グループの一体性に着
目し、企業グループ内の個々の法人の損益を通
算するなど、グループ全体を一つの納税主体と
捉えて課税する仕組みです。
　今般、国税において、企業の組織再編を促し、
企業グループの一体的で効率的な経営を後押し
することで、企業の国際的な競争力の維持・強
化を図るため、平成14年度の創設以来18年ぶり
に連結納税制度を抜本的に見直し、グループ通
算制度に移行することとされました。
　具体的には、制度の適用実態やグループ経営
の実態を踏まえ、損益通算の基本的な枠組みは
維持しつつ、企業の事務負担の軽減等の観点か
ら、簡素化等の見直しを行うこととされており、
企業グループ全体を一つの納税単位とし、一体
として計算した法人税額等を親法人が申告する
改正前の制度に代えて、各法人が個別に法人税
額等の計算及び申告を行いつつ、欠損法人の欠
損金額を所得法人の所得金額と損益通算するこ
ととされています。研究開発税制及び外国税額
控除については、企業経営の実態を踏まえ、改
正前の制度と同様、グループ全体で税額控除額
を計算することとされています。
　また、開始・加入時の時価評価課税・欠損金
の持込み等について組織再編税制と整合性が取
れた制度とすることで、通算グループ開始・加
入時の時価評価課税や繰越欠損金切捨ての対象
を縮小するほか、親法人のグループ通算制度適
用開始前の欠損金の取扱いについて、子法人と
同様、自己の所得の範囲内でのみ控除すること
とされています。

─�852�─

――地方税法等の改正――



　グループ通算制度は、企業における準備等を
考慮し、令和 4年 4月 1日以後に開始する事業
年度から適用することとされています。

⑵　地方税の対応
　改正前の地方税では、地域における受益と負
担の関係等に配慮し、連結納税制度を採用して
おらず、損益通算を可能とする仕組みとはなっ
ていません。
　地方税は、応益的な性格を有するものであり、
地方公共団体ごとに、地域内の法人それぞれが
事業活動を行うに当たり提供される行政サービ
スの対価として課税することが原則であるとこ
ろ、そもそも、法人の「選択」による地域外の
法人との損益通算に伴い地域内の法人の税負担
が変動する仕組みは、地方税には馴染まないこ
となどから、連結納税制度を遮断しています。
　このため、地方税（法人住民税・法人事業
税）では、各法人を納税単位とするとともに、
その課税標準は、基本的には連結法人税額及び
連結所得金額の計算過程において連結グループ
内の単体法人に配分される連結法人税額又は連
結所得金額（連結法人税の個別帰属額又は個別
所得金額）を基に算定することとされています。
この結果、損益通算等の影響を受けない（既に
損益通算等の影響は原則遮断された状態とな
る）こととなっています。このほか、納税者及
び課税庁双方の事務負担にも配慮し、できる限
り簡素な仕組みとされています。
　今般の国税における連結納税制度の見直しは、
先に述べたとおり、制度の適用実態やグループ
経営の実態を踏まえ、損益通算の基本的な枠組
みは維持しつつ、企業の事務負担の軽減等の観
点から簡素化等の見直しを行うものであること
から、地方税においては、改正前の基本的な枠
組みを維持しつつ、国税の見直しに併せて、所
要の措置を講ずることとされました。
　なお、政府税制調査会に設置された「連結納
税制度に関する専門家会合」の報告書「連結納
税制度の見直しについて」（令和元年 8 月27

日）においても、「地方税では、地域における
受益と負担の関係等に配慮し、損益通算を可能
とする仕組みとはなっておらず、今般の検討は、
現行の地方税の基本的な枠組みを見直すもので
はない」と明記されています。
①　納税単位・課税標準
　グループ通算制度の下でも引き続き、各法
人を納税単位とし、通算法人の法人住民税法
人税割の課税標準を法人税額、法人事業税所
得割の課税標準を所得金額とします。
②　損益通算及び欠損金の通算の影響の遮断
　グループ通算制度の下でも引き続き、損益
通算及び欠損金の通算の影響を遮断するため、
課税標準の調整規定を整備します。
③　欠損金の切捨ての影響の遮断
　グループ通算制度の下でも引き続き、通算
グループ開始・加入前の欠損金の切捨ての影
響を遮断するため、課税標準の調整規定を整
備します。
④　みなし事業年度
　グループ通算制度の下でも引き続き、法人
税の事業年度に合わせます。

⑶　改正の概要（法人住民税）
①　法人税割の課税標準（用語の意義）
　法人税では、グループ通算制度において個
別申告方式とすることに伴い、グループ通算
制度を選択しているかどうかに関わらず、課
税標準を所得に統一することとされました。
また、連結法人税の個別帰属額及び個別所得
金額の計算に対応する規定がなくなるため、
法人住民税では、通算法人に係る法人税割の
課税標準を法人税額に統一することとされま
した（地法23①三、292①三）。
　なお、これに伴い、「個別帰属法人税額」、
「調整前個別帰属法人税額」及び「個別帰属
特別控除取戻税額等」に係る規定の削除等が
行われました。
②　申告納付
　法人税に係る申告書を提出する義務がある

─�853�─

――地方税法等の改正――



通算法人は、当該通算法人が課される法人税
割額について、当該申告書の提出期限までに、
申告納付をしなければならないこととされて
います。
　また、通算親法人が協同組合等である通算
子法人（前事業年度の法人税額を当該前事業
年度の月数で除し、これに中間期間の月数を
乗じて計算した金額が10万円以下である場合
又は当該金額がない場合に該当するものを除
きます。）は、その事業年度（通算承認の効
力が生じた日が同日の属する通算親法人事業
年度開始の日以後 6月を経過した日以後であ
るときの事業年度を除きます。）開始の日の
属する通算親法人事業年度が 6月を超え、か
つ、当該通算親法人事業年度開始の日以後 6
月を経過した日（以下「 6月経過日」といい
ます。）において通算親法人との間に通算完
全支配関係がある場合には、 6月経過日から
2月以内に、中間申告納付をしなければなら
ないこととされています。なお、当該通算子
法人については、仮決算による中間申告はで
きないこととされています（地法53①②、
321の 8 ①②）。
③　法人税割の課税標準算定時における控除又
は加算
イ　「控除対象通算適用前欠損調整額」の控
除
　グループ通算制度における通算グループ
開始・加入前の欠損金の切捨ての影響を遮
断するため、課税標準の調整規定を設ける
ものです（地法53③～⑥、321の 8 ③～⑥）。
　具体的には、法人に当該事業年度開始の
日前10年以内に開始した事業年度において
生じた通算適用前欠損金額（法人税法の規
定によりないものとされた欠損金額をいい
ます。以下同じです。）がある場合は、当
該法人が通算適用前欠損金額の生じた事業
年度以後連続して法人の道府県民税又は市
町村民税の確定申告書を提出している等一
定の要件を満たす場合に限り、一定の額を

限度として、「控除対象通算適用前欠損調
整額」を控除することとされています。
　この「控除対象通算適用前欠損調整額」
とは、通算適用前欠損調整額に、控除を受
ける法人の最初通算事業年度終了の日にお
ける当該法人の区分に応じ、法人税の税率
に相当する率を乗じて得た金額をいうこと
とされています。
ロ　「控除対象合併等前欠損調整額」の控除
　グループ通算制度における適格合併等の
前に発生した欠損金の切捨ての影響を遮断
するため、課税標準の調整規定を設けるも
のです（地法53⑦～⑩、321の 8 ⑦～⑩）。
　具体的には、法人に当該事業年度開始の
日前10年以内に開始した事業年度において
生じたものとみなされた合併等前欠損金額
（法人税法の規定により合併法人等の欠損
金額とみなされなかった欠損金額をいいま
す。以下同じです。）がある場合は、当該
法人が合併等事業年度以後連続して法人の
道府県民税又は市町村民税の確定申告書を
提出している場合に限り、一定の額を限度
として、「控除対象合併等前欠損調整額」
を控除することとされています。
　この「控除対象合併等前欠損調整額」と
は、合併等前欠損調整額に、控除を受ける
法人の合併等事業年度終了の日における当
該法人の区分に応じ、法人税の税率に相当
する率を乗じて得た金額をいうこととされ
ています。
ハ　「加算対象通算対象欠損調整額」の加算
　グループ通算制度における損益通算の影
響（欠損法人から欠損を配賦された影響）
を遮断するため、課税標準の調整規定を設
けるものです。
　連結納税制度の下では、法人住民税につ
いて連結法人税の個別帰属額を基に算定す
ることにより損益通算等の影響を遮断して
きたところでありますが、法人税において
連結法人税の個別帰属額の計算に対応する
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規定がなくなり、法人税割の課税標準を法
人税額とすることに伴い、損益通算等の影
響を遮断するための独自の規定を設けるも
のです（ニ～ヘも同じです。なお、「加
算」については一律当該事業年度、「控
除」については改正前と同様に一律当該事
業年度の翌事業年度に行うこととされてい
ます。）（地法53⑪⑫、321の 8 ⑪⑫）。
　具体的には、法人に当該事業年度におい
て生じた通算対象欠損金額（法人税法の規
定により損金の額に算入されたものをいい
ます。以下同じです。）がある場合は、「加
算対象通算対象欠損調整額」を加算するこ
ととされています。
　この「加算対象通算対象欠損調整額」と
は、通算対象欠損金額に、加算される法人
の当該事業年度終了の日における当該法人
の区分に応じ、法人税の税率に相当する率
を乗じて得た金額をいうこととされていま
す。
ニ　「控除対象通算対象所得調整額」の控除
　グループ通算制度における損益通算の影
響（所得法人に欠損を配賦した影響）を遮
断するため、課税標準の調整規定を設ける
ものです（地法53⑬～⑯、321の 8 ⑬～⑯）。
　具体的には、法人に当該事業年度開始の
日前10年以内に開始した事業年度において
生じた通算対象所得金額（法人税法の規定
により益金の額に算入されたものをいいま
す。以下同じです。）がある場合は、当該
法人が通算対象所得金額の生じた事業年度
以後連続して法人の道府県民税又は市町村
民税の確定申告書を提出している等一定の
要件を満たす場合に限り、一定の額を限度
として、「控除対象通算対象所得調整額」
を控除することとされています。
　この「控除対象通算対象所得調整額」と
は、通算対象所得金額に、控除を受ける法
人の当該通算対象所得金額の生じた事業年
度後最初の事業年度終了の日における当該

法人の区分に応じ、法人税の税率に相当す
る率を乗じて得た金額をいうこととされて
います。
ホ　「加算対象被配賦欠損調整額」の加算
　グループ通算制度における欠損金の通算
の影響（他の通算法人から欠損金を配賦さ
れた影響）を遮断するため、課税標準の調
整規定を設けるものです（地法53⑰⑱、
321の 8 ⑰⑱）。
　具体的には、法人に当該事業年度におい
て生じた被配賦欠損金控除額（法人税法の
規定により損金の額に算入されたものをい
います。以下同じです。）がある場合は、
「加算対象被配賦欠損調整額」を加算する
こととされています。
　この「加算対象被配賦欠損調整額」とは、
被配賦欠損金控除額に、加算される法人の
当該事業年度終了の日における当該法人の
区分に応じ、法人税の税率に相当する率を
乗じて得た金額をいうこととされています。
ヘ　「控除対象配賦欠損調整額」の控除
　グループ通算制度における欠損金の通算
の影響（他の通算法人に欠損金を配賦した
影響）を遮断するため、課税標準の調整規
定を設けるものです（地法53⑲～�、321
の 8 ⑲～�）。
　具体的には、法人に当該事業年度開始の
日前10年以内に開始した事業年度において
生じた配賦欠損金控除額（法人税法の規定
により損金の額に算入されたものをいいま
す。以下同じです。）がある場合は、当該
法人が配賦欠損金控除額の生じた事業年度
以後連続して法人の道府県民税又は市町村
民税の確定申告書を提出している等一定の
要件を満たす場合に限り、一定の額を限度
として、「控除対象配賦欠損調整額」を控
除することとされています。
　この「控除対象配賦欠損調整額」とは、
配賦欠損金控除額に、控除を受ける法人の
当該配賦欠損金控除額の生じた事業年度後
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最初の事業年度終了の日における当該法人
の区分に応じ、法人税の税率に相当する率
を乗じて得た金額をいうこととされていま
す。
ト　「控除対象還付対象欠損調整額」の控除
　地方税では繰戻還付を設けておらず、グ
ループ通算制度の下でも引き続き、繰戻還
付を遮断するため、課税標準の調整規定を
設けるものです（地法53�～�、321の 8
�～�）。
　具体的には、法人に当該事業年度開始の
日前10年以内に開始した事業年度等におい
て生じた還付対象欠損金額（法人税法の規
定により還付を受けるべき金額の計算の基
礎となった金額をいいます。以下同じで
す。）がある場合は、当該法人が配賦欠損
金控除額の生じた事業年度等以後連続して
法人の道府県民税又は市町村民税の確定申
告書を提出している等一定の要件を満たす
場合に限り、一定の額を限度として、「控
除対象還付対象欠損調整額」を控除するこ
ととされています。
　この「控除対象還付対象欠損調整額」と
は、還付対象欠損金額に、控除を受ける法
人の当該還付対象欠損金額の生じた事業年
度等後最初に開始する事業年度終了の日に
おける当該法人の区分に応じ、法人税の税
率に相当する率を乗じて得た金額をいうこ
ととされています。
チ　法人税額への加算及び控除の順序
　「加算」は当該事業年度において生じた
事由の遮断行為であるのに対し、「控除」
は当該事業年度前に生じた事由の遮断行為
であることから、まずは「加算」を行い、
当該事業年度においてグループ通算制度を
選択していない状態に近づけた上で「控
除」を行うこととされています。また、繰
戻還付を遮断するための「控除」について
は、改正前と同様、損益通算等を遮断する
ための「控除」の後に行うこととされてい

ます（地法53�、321の 8 �）。
　具体的には、まず、「加算対象通算対象
欠損調整額」及び「加算対象被配賦欠損調
整額」の加算を行い、次に、「控除対象通
算適用前欠損調整額」、「控除対象合併等前
欠損調整額」、「控除対象通算対象所得調整
額」及び「控除対象配賦欠損調整額」の控
除を行った後、「控除対象還付法人税額」
及び「控除対象還付対象欠損調整額」の控
除を行うこととされています。

⑷　改正の概要（法人事業税）
①　所得割の課税標準の算定
　法人税では、グループ通算制度において個
別申告方式とすることに伴い、連結法人税の
個別帰属額及び個別所得金額の計算に対応す
る規定がなくなるため、法人事業税では、通
算法人に係る所得割の課税標準を所得金額に
統一することとされました（地法72の23①二
②）。
　また、連結納税制度の下では、法人事業税
について連結法人税の個別所得金額を基に算
定することにより損益通算等の影響を遮断し
てきたところでありますが、通算法人に係る
所得割の課税標準を所得金額とすることに伴
い、課税標準である所得金額について、欠損
金の切捨てに関する規定（法法57⑥～⑧）、
損益通算に関する規定（法法64の 5 ）、欠損
金の通算に関する規定（法法64の 7 ）等の例
によらず計算することにより損益通算等の影
響を遮断することとされました。
　なお、これに伴い、連結申告法人の課税標
準の算定方法（旧地法72の23①二）や個別欠
損金額の控除（旧地法72の23④）に係る規定
の削除等を行うこととされました。
②　みなし事業年度
　法人税では、グループ通算制度においても
引き続き、通算子法人の事業年度は、通算親
法人の事業年度に合わせたみなし事業年度と
することとされており、また、事業年度の規
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定について、簡潔なものとする等の改正を行
うこととされました。
　法人事業税においては、事業年度に関する
規定を法人税と同様の規定ぶりとしているた
め、法人税法の改正に伴い、規定の整備を行
うこととされました（地法72の13④～⑫）。
③　事業年度の期間が 6月を超える法人等の中
間申告納付
　通算子法人は、当該事業年度（通算承認の
効力が生じた日が同日の属する通算親法人事
業年度開始の日以後 6月を経過した日以後で
あるときの事業年度を除きます。）開始の日
の属する通算親法人事業年度が 6月を超え、
かつ、当該通算親法人事業年度開始の日以後
6月を経過した日（以下「 6月経過日」とい
います。）において通算親法人との間に通算
完全支配関係がある場合には、 6月経過日か
ら 2月以内に、中間申告納付をしなければな
らないこととされています。なお、通算親法
人が協同組合等である通算子法人のうち所得
割を申告納付すべきものについては、仮決算
による中間申告はできないこととされていま
す（地法72の26①）。

⑸　施行期日等
　施行期日は令和 4年 4月 1日とし、別段の定
めがあるものを除き、施行日以後に開始する事
業年度分の法人住民税について適用し、施行日
前に開始した事業年度分及び連結事業年度分の
法人住民税については、改正前の地方税法の規
定中法人住民税に関する部分は、なおその効力
を有することとされています。また、法人事業
税についても同様に、別段の定めがあるものを
除き、施行日以後に開始する事業年度に係る法
人事業税について適用し、施行日前に開始した
事業年度に係る法人事業税については、改正前
の地方税法の規定中法人事業税に関する部分は、
なおその効力を有することとされています。

４ 　法人事業税の資本割の課税標準の特例
措置の延長

　銀行等保有株式取得機構に係る法人事業税につ
いて、資本金等の額を10億円とみなす資本割の課
税標準の特例措置の適用期限を 3年延長すること
とされました（地法附則 9③）。
　施行期日は、令和 2年 4月 1日とされています。

5 　電気託送供給に係る託送料金を控除す
る収入割の特例措置の延長

　電気供給業を行う法人の事業税の課税標準であ
る収入金額を算定する場合において控除される収
入金額の範囲に、他の電気供給業を行う法人から
託送供給を受けて電気の供給を行う場合の当該電
気の供給に係る収入金額のうち、当該電気の供給
に係る託送供給の料金として支払うべき金額に相
当する収入金額を追加する課税標準の特例措置の
適用期限を 3年延長することとされました（地法
附則 9⑧）。
　施行期日は、令和 2年 4月 1日とされています。

6 　使用済燃料再処理等既発電費を控除す
る収入割の課税標準の特例措置の廃止

　電気供給業を行う法人の事業税の課税標準であ
る収入金額を算定する場合において、一般送配電
事業者の収入金額のうち、使用済燃料再処理等既
発電費に相当する金額を控除する措置は、適用期
限の到来をもって廃止することとされました（旧
地法附則 9⑱、旧地令附則 6の 2⑥）。

7 　国税の改正に伴うもの（租税特別措置）

⑴　賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し
　国税においては、大企業に対する賃上げ及び
投資の促進に係る税制について、設備投資額が
増えてきている状況に鑑み、設備投資要件を強
化し、賃上げへのインセンティブを通じた税制
効果を発揮しやすくなるよう見直すこととされ
ました。
　具体的には、給与等の引上げ及び設備投資を
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行った場合等の特別税額控除制度における国内
設備投資額に係る要件について、国内設備投資
額が当期償却費総額の100分の95（改正前：100
分の90）相当額以上であることとされました。
　国税における措置を踏まえ、地方税において
も、法人事業税の付加価値割の課税標準からの
控除制度における国内設備投資額に係る要件に
ついて、国内設備投資額が当期償却費総額の
100分の95（改正前：100分の90）相当額以上で
あることとされました（地法附則 9⑬⑭）。
　なお、同税制については、引き続き、中小企
業者等の法人住民税に適用する（遮断を解除す
る）こととされています。
　施行期日は、令和 2年 4月 1日とされていま
す。

⑵　 5 G導入促進税制の創設
　国税においては、青色申告を提出する事業者
で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に規定する認定
導入事業者であるものが、同法の施行の日から
令和 4年 3月31日までの間に、その事業者の認
定導入計画に記載された機械その他の減価償却
資産（認定導入計画に従って実施される特定高
度情報通信技術活用システムの導入の用に供す
るためのものであることその他の要件を満たす
一定のものに限ります。）の取得等をして、そ
の事業者の事業の用に供した場合には、その取
得価額の100分の30相当額の特別償却とその取
得価額の100分の15相当額の特別税額控除との
選択適用ができることとされています。ただし、
特別税額控除額については、当期の税額の100
分の20相当額を限度とすることとされています。
　国税における 5 G導入促進税制の創設を踏ま
え、地方税においては、同税制の特別償却につ
いて法人住民税及び法人事業税に適用する（自
動連動させる）とともに、同税制の特別税額控
除について中小企業者等の法人住民税に適用す
る（遮断を解除する）こととされています（地
法附則 8⑮⑯）。

　施行期日は、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の
施行の日とし、当該施行の日以後に終了する事
業年度から適用することとされています。

⑶　地方拠点強化税制の延長等
　国税においては、地方活力向上地域等におい
て特定建物等を取得した場合の特別償却又は特
別税額控除制度の適用期限を 2年延長するとと
もに、地方活力向上地域等において雇用者の数
が増加した場合の特別税額控除制度について、
次のとおり見直しを行った上、その適用期限を
2年延長することとされました。
①　「給与等支給額が比較給与等支給額以上で
あること」との要件を廃止する。
②　地方事業所基準雇用者数に係る措置におけ
る税額控除限度額について、対象雇用者数か
ら非特定新規雇用者数を除外した上、基準雇
用者割合にかかわらず、次の金額の合計額と
する。
イ　30万円（移転型事業にあっては、50万
円）に、地方事業所基準雇用者数（基準雇
用者数を上限とする。以下同じ。）のうち
特定新規雇用者数に達するまでの数を乗じ
て計算した金額
ロ　20万円（移転型事業にあっては、40万
円）に、地方事業所基準雇用者数から新規
雇用者総数を控除した数を乗じて計算した
金額

③　地方事業所特別基準雇用者数に係る措置に
おける地方事業所特別税額控除限度額を、40
万円（改正前：30万円）に、地方事業所特別
基準雇用者数を乗じて計算した金額（特定業
務施設が準地方活力向上地域内にある場合に
は、30万円（改正前：20万円）に、その特定
業務施設に係る地方事業所特別基準雇用者数
を乗じて計算した金額）に引き上げる。
　国税における措置を踏まえ、地方税におい
ても、同税制の特別償却について法人住民税
及び法人事業税に適用する（自動連動させ
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る）とともに、同税制の特別税額控除につい
て中小企業者等の法人住民税に適用する（遮
断を解除する）こととされています（地法附
則 8⑦～⑩）。
　施行期日は、令和 2年 4月 1日としていま
す。

⑷　情報連携投資等の促進に係る税制の廃止
　国税においては、革新的情報産業活用設備を
取得した場合の特別償却又は特別税額控除制度
について、所要の経過措置を講じた上、令和 2
年 3月31日をもって廃止されました。
　国税における措置を踏まえ、地方税において
も、所要の経過措置を講じた上、廃止すること
とされました（旧地法附則 8⑮⑯）。

五　固定資産税・都市計画税・不動産取得税

1 　固定資産税・都市計画税

⑴　所有者不明土地等に係る固定資産税上の課題
への対応
　所有者不明土地や空き家等（以下「所有者不
明土地等」といいます。）については、人口減
少・高齢化の進展に伴い、全国的に増加してお
り、公共事業の推進や生活環境面においても
様々な課題を生じていることから、政府全体と
して、所有者情報の円滑な把握、所有者不明土
地等の発生予防、利活用や適正管理等の観点か
ら、取組を推進しているところです。
　今後も、相続機会の増加等に伴い、所有者不
明土地等の増加が見込まれる中、固定資産税の
課税においても、所有者情報の円滑な把握等に
課題があり、今般の地方税法等の一部を改正す
る法律において、課税実務を担う地方公共団体
の要望等も踏まえ、固定資産税の課税上の課題
を解決するための制度上の措置を講ずることと
されました。
①　改正前の制度の概要及び課題
　固定資産税の納税義務者は、原則として固
定資産の所有者であり、土地又は家屋につい
ての所有者とは、原則として登記記録上の所
有者とされてきたところです（地法343①）。
しかしながら、所有者として登記等されてい
る者が賦課期日前に死亡している場合には、
賦課期日現在において当該資産を「現に所有
している者」（通常は相続人）を納税義務者

とすることとされてきたところです（地法
343②）。納税義務者が死亡し、相続人による
相続登記等がなされれば、登記簿上の所有者
に課税することができますが、相続登記がな
されない場合には、市町村（東京都23区の場
合には東京都。以下同じです。）は、死亡の
事実及び新たな納税義務者となる相続人につ
いて、自ら戸籍等を調査し、特定する必要が
生じます。相続人が多数にわたっている場合
等も想定され、近年、これらの調査に多大な
時間と労力を要し、迅速・適正な課税に支障
を来しているところです。
　また、固定資産の所有者について、市町村
においては、地方税法第353条第 1 項の質問
検査権等や地方税法第20条の11の関係行政機
関への協力要請により、可能な限りの調査を
尽くしているところですが、それによっても
なお所有者の存在が明らかとならないケース
が存在しています。
　改正前においても、災害等の事由によって
所有者の所在が不明である場合には、使用者
を所有者とみなして課税できる制度が設けら
れてきたところです（地法343④）。固定資産
税は、資産の保有と市町村の行政サービスに
一般的な受益関係があることに着目して課税
しているものであり、原則として所有者課税
です。他方、災害等の事由によって所有者が
不明で課税することのできないような場合で
あっても、現実に使用している者がいれば、
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実質的にはその使用者が現にその固定資産の
利益を享受していることに着目し、課税の公
平性を確保するという観点から、使用者を所
有者とみなして課税できることとすることが
適当であり、こうした考え方の下、改正前の
みなし所有者の制度が設けられています。
　しかしながら、改正前のみなし所有者制度
は、災害等の事由によって所有者の所在が不
明である場合に限られるものと判示されてお
り、災害等以外の事由により所有者が不明な
場合には、使用者を所有者とみなして課税す
ることができません。
　したがって、使用者が存在する場合におい
ても、改正前は課税できず、課税の公平性の
観点から課題があり、課税現場においてその
対応に苦慮しているといった声が挙げられて
いたところです。

（参考）　地方税法（抄）

第343条

4 　市町村は、固定資産の所有者の所在が

震災、風水害、火災その他の事由によつ

て不明である場合においては、その使用

者を所有者とみなして、これを固定資産

課税台帳に登録し、その者に固定資産税

を課することができる。

②　改正の概要
イ　現に所有している者（相続人等）の申告
の制度化
　市町村長は、その市町村内の土地又は家
屋について、ア登記簿等に所有者として登
記等されている個人が死亡している場合に
おける当該土地又は家屋を所有している者
（以下「現所有者」といいます。）に、イ当
該市町村の条例で定めるところにより、ウ
現所有者であることを知った日の翌日から
3月を経過した日以後の日までに、エ当該
現所有者の住所及び氏名又は名称その他固
定資産税の賦課徴収に関し必要な事項を申
告させることができることとされました
（地法384の 3 ）。

　また、併せて、虚偽申告に係る罰則の規
定の対象とされる（地法385）とともに、
正当な事由なく申告がなかった者に対する
過料についても、条例で定めることができ
ることとされています（地法386）（資料 6）。
イ　申告の対象となる者
　申告義務が生じるのは、登記簿又は土
地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台
帳に所有者として登記等されている個人
が死亡している場合における当該土地又
は家屋を所有している者（現所有者）と
されています。現所有者は、通常は登記
等されている個人の相続人となりますが、
相続人から当該資産の譲渡等があった場
合に、賦課期日までに登記がなされてい
なければ、譲渡等を受けた者も現所有者
となります。
ロ　条例による申告制度
　条例により申告させることができる制
度が創設され、申告義務を課すかどうか
については、各団体の条例に委任されて
います。これは、現所有者の申告は制度
的な必要性が高いものでありますが、例
えば、調査対象件数が少なく、自ら相続
人を捕捉し得る市町村があることに鑑み
て、地方税における他の申告制度（固定
資産税における住宅用地の申告、市町村
民税における市町村内に事務所、事業所
又は家屋敷を有する個人で当該市町村内
に住所を有しない者の申告）と同様の考
え方により、市町村における課税の実情
に応じて制度を導入することができるよ
うにされているものです。
ハ　履行期限
　申告義務の履行期限については、現所
有者であることを知った日の翌日から 3
月を経過した日以後の日までとされてお
り、具体的な期日については条例で定め
ることとされています。現所有者の申告
は、現所有者である旨を市町村に報告さ
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せることとなることから、相続放棄をす
るかどうかを判断する前に、相続人に対
して申告を求めることは適当ではないた
め、申告義務の履行期限については、少
なくとも相続放棄の熟慮期間（ 3か月）
を確保することとされています。
ニ　申告事項
　申告事項については、市町村の課税の
実情を踏まえた制度とする観点から、地
方税法第381条第 1 項等で定める固定資
産課税台帳の記載事項のうち、現所有者

が個人である場合には住所及び氏名、法
人である場合には住所（事務所の所在
地）及び名称を法律上規定し、この他に
賦課徴収に必要な事項（例えば被相続人
との関係等）については、市町村が必要
に応じて条例に規定し、更なる情報を求
めることができることとされています。
　②イの改正は、令和 2年 4月 1日以後の
条例の施行の日以後に現所有者であること
を知った者について適用することとされて
います（地法改正法附則14⑥）。

（資料 6）　

ロ　使用者を所有者とみなす制度の拡大
　市町村が、ア相当な努力が払われたと認
められる方法により探索を行ってもなおイ
固定資産の所有者の存在が不明である場合
には、ウその使用者を所有者とみなして、
これを固定資産課税台帳に登録し、エその

者に固定資産税を課することができる旨及
びオこの場合において、当該市町村は、あ
らかじめ、その旨を当該使用者に通知しな
ければならないこととされました（地法
343⑤）（資料 7）。
イ　所有者探索のための調査

（注 1）　固定資産税における他の申告制度と同様の罰則を設ける。
（注 2）　令和 2年 4月 1日以後の条例の施行の日以後に現に所有している者であることを知った者について適用する。

改正前

○　登記簿上の所有者が死亡し、相続登記がされるまでの間において、現に所有している者（相続人等）に対
　し、市町村の条例で定めるところにより、氏名・住所等必要な事項を申告させることができることとする。

○　課税庁は、「現に所有している者」（通常は相続人）の把握のため、法定相続人全員の戸籍の請求など、
　調査事務に多大な時間と労力。
○　納税義務者特定の迅速化・適正化のため、独自に、死亡届の提出者等に対し「現に所有している者」の
　申告を求めている団体も多い。　　　　→実効性を高めるため、申告の制度化の要望

相続人の調査（イメージ）
登記所

課税庁

相続登記

通
知

相続人

課税台帳の
所有者情報を更新

地方税法
382条 1 項

課税

①

②③

（調査内容）
○ 登記名義人及び全ての法定相続人
（子、孫など）の本籍地から戸籍を
請求し、相続人を調査

○ 特定した全ての相続人について、家
庭裁判所に相続放棄の有無を確認

登記名義人
死亡

死亡

放棄 放棄 放棄 放棄 放棄

A

C D E F

MLKJIHG

B

死亡 死亡 死亡

死亡

大きな
事務負担

（相続登記がされている場合） （相続登記がされていない場合）
登記所

課税庁

相続登記

通
知

相続人

課税台帳の
所有者情報を更新

①戸籍等の情報
を取得・調査し、

相続人を特定

現所有者の
申告

【改正前】
申告義務なし

（課税庁独自の
取り組み）

【改正後】
条例により申告
させる（注）こと
ができることと
する

改正後

現に所有している者の申告の制度化
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　所有者を探索するために必要な調査に
ついては、住民票や戸籍などの公簿上の
調査に加え、使用者と思料される者その
他の関係者への質問その他の所有者の特
定のために必要な調査とされています
（地令49の 2 、地規10の 2 の12～10の 2
の14）。
ロ　適用対象
　固定資産税が原則として所有者課税で
あることに鑑みると、今回の措置はあく
までも例外的な制度であり、その対象は
所有者の存在が不明である場合に限定さ
れています。したがって、所有者が存在
し、誰であるかは判明しているが、その
宛先に送ったが返戻され、所在がわから
なくなっているような場合については、
公示送達により課税することが制度上可
能であることから、対象としないことと
されています。
ハ　所有者とみなす使用者
　改正前の地方税法第343条第 4 項と同
様に「使用者を所有者とみなす」と規定
しており、現にその資産を使用収益して
いる使用者を所有者とみなすこととされ
ています。この場合の使用者とは、例え
ば、継続して居住の実態がある、継続し
て事業を営んでいる、又は賃貸しており、
賃借人から対価を受け取っているなどの
者を想定していますが、運用にあたって、
その考え方や典型例等については別途示
すこととされています。
ニ　「課することができる」規定とするこ
とについて
　今回の措置は、所有者が全員不明で誰
にも負担を求められない場合に限り、現
に使用収益する者に応分の負担を求める
ことで課税の公平を保持する必要がある

と市町村が判断した場合に、使用者を所
有者とみなして課税することが「でき
る」規定としており、必ず課さなければ
ならないものではありません。これは、
改正前の地方税法第343条第 4 項の場合
と同様に、今回の措置についても、十分
調査した上でもなお所有者が不明であり、
現に使用者が存在し、これに課税するこ
とによって課税上の公平を保持する必要
があると市町村が判断した場合において
適用すべきものという考え方に基づくも
のです。
ホ　事前通知
　固定資産の所有者の場合には、自身が
納税義務者となることについて認識が可
能であるが、使用者の場合には、通常は
固定資産税の納税義務があることを認識
することはありません。このため、課税
にあたっては、慎重に手続を踏むべきで
あり、所有者探索を尽くすとともに使用
者に対して使用の経緯や実態、真の所有
者の情報等について調査することに加え、
所有者探索の結果、所有者の存在が全員
不明である場合に、使用者を所有者とみ
なすことになる旨を事前に通知すること
により予見可能性を高めることとされて
います。事前通知については、今回の措
置を創設することに伴い、課税にあたっ
ての新たな手続きとして設けようとする
ものですが、改正前の地方税法第343条
第 4項の適用となる場合においても、同
様の必要性が生じることから、併せて今
回の法改正において、事前通知手続きが
手当されているところです。
　上記②ロの改正については、令和 3年度
分以後の固定資産税について適用すること
とされています（地法改正法附則14③）。
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（資料 7）　

⑵　固定資産税・都市計画税の税負担軽減措置等
　固定資産税・都市計画税の税負担軽減措置等
については、特定の政策目的のため、「公平・
中立・簡素」という租税原則の例外として設け
られることから、その目的、効果等を検証しな
がら随時見直しを行い、整理・合理化を図る必
要があります。令和 2年度の固定資産税・都市
計画税に係る税制改正においても、各府省庁か
ら要望のあった新たな特例の創設・拡充や令和
元年度末に適用期限を迎える税負担軽減措置の
取扱い等を中心に検討が行われ、多岐にわたっ
た税負担軽減措置等の創設や見直し等が行われ
ています。
　主な改正事項としては、ローカル 5 Gの設備
に係る課税標準の特例措置の創設、農業協同組
合等が認定就農者に利用させるために取得した
償却資産に係る課税標準の特例措置の創設、一
体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資

産に係る課税標準の特例措置の創設、浸水被害
軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の
特例措置の創設、住宅に係る税額の減額措置の
延長等が行われました。また、令和元年度末に
適用期限を迎える特例措置のうち、日本郵便株
式会社が所有する一定の固定資産に係る課税標
準の特例措置や成田国際空港株式会社がその事
業の用に供する一定の施設に係る課税標準の特
例措置等については、適用期限を延長せず、廃
止されており、これらの改正の概要について、
解説を行うこととします。
①　税負担軽減措置等の新設・拡充等
イ　ローカル 5 Gの設備に係る課税標準の特
例措置の創設（地法附則15�、地令附則11
�、地規附則 6��）
　令和元年12月にローカル 5 Gの免許申請
が開始されましたが、地域や産業分野の個
別ニーズに合わせ、地域ごとの課題にきめ

○　市町村は、調査（※）を尽くしてもなお固定資産の所有者が一人も明らかとならない場合には、使用
者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、固定資産税を課すことができることとする。
○　使用者を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録する場合には、その旨を事前に使用者に通知する
ものとする。

所有者（納税義務者）の調査 賦課決定
（納税通知書の交付） 納付

不服があれば、行政
不服審査法に基づく
審査請求が可能

（注）令和 3年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

改正後

改正前
○　固定資産を使用している者がいるにもかかわらず、所有者が正常に登記されていない等によって、調
査を尽くしても所有者が一人も特定できないケースが存在。また、使用者からも調査に協力を得られな
い等、所有者特定に支障。
○　改正前は、震災等の事由によって所有者が不明の場合に使用者を所有者とみなして課税できる規定が
あるが、適用は災害の場合に限定。
○　こうしたケースについては、改正前は誰にも課税できず、課税の公平性の観点から問題。
（参考）改正前における使用者を所有者とみなして課税できる規定

4　市町村は、固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の事由によつて不明である場合においては、その使
用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。

地方税法（抄）
第 343 条

（※）「調査」とは、住民基本台帳、戸籍簿等の公簿上の調査、使用者と思われる者やその他の関係者への質問等。

課税台帳
に登録

課税台帳に登録する前に
使用者に事前通知

使用者への聞き取り調査
（使用の経緯、実態、真の所

有者に係る情報　等）

使用者を所有者とみなす制度の拡大
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細かく対応できることから、その効果が期
待される一方、小規模エリア単位での免許
であるため、導入コストが低廉化していな
い運用開始当初は採算性に懸念があるとさ
れています。
　ローカル 5 Gは、地域経済やコミュニテ
ィの維持・活性化といった地域課題の解決
に資する取組であり、地域の中小企業等
様々な主体が、自ら 5 Gシステムを構築で
きるローカル 5 Gの設備投資を促進するた
め、特例措置を講じることとされました。
　具体的には、電波法に規定するローカル
5 G無線局（地域社会の諸課題の解決に寄

与するものとして総務大臣が認めたものに
限ります。）の免許を受けたものが、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の施行の日か
ら令和 4年 3月31日までの間に、同法の認
定導入計画に基づき新たに取得した無線通
信の業務の用に供する償却資産で一定のも
の（機械及び装置、器具及び備品、建物附
属設備並びに構築物に限ります。）に係る
固定資産税について、課税標準を最初の 3
年度分、価格の 2分の 1の額とする特例措
置を講じることとされました（資料 8）。

（資料 8）

ロ　農業協同組合等が認定就農者に利用させ
るために取得した償却資産に係る課税標準
の特例措置の創設（地法附則15�、地令附
則11㊽�、地規附則 6�）
　わが国農業において基幹的農業従事者の

高齢化が進む中、次世代の地域農業を担う
経営体を確保していく必要があり、新規就
農者を増加させその定着を進めることが重
要となります。しかし、新規就農に当たっ
ては、機械装置の導入など多くの初期投資

○　電波法の規定によりローカル 5Ｇ※1 無線局に係る免許※2 を受けた者が、特定高度情報通信等システムの
普及の促進に関する法律の規定により認定を受けた特定高度情報通信等システム導入計画に基づき、一定
の償却資産※3 を新たに取得した場合について、固定資産税の課税標準を、最初の 3年度分、価格に 1／ 2
を乗じた額とする。

特例の概要（創設）

【ローカル 5Ｇ活用例】

※ 1　通信事業者以外の様々な主体（地域の企業等）が、自ら構築する 5Ｇシステム
※ 2　地域課題の解決に資すると市町村長が同意の上で総務大臣が認めたものに限る
※ 3　特定高度情報通信等システムの普及の促進に関する法律の規定により主務大臣の確認を受けたもので、取得価額の合計額
　　が 3億円以下のものに限る

ローカル 5 Gの設備に係る課税標準の特例措置
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が必要となりますが、農業収益が安定せず、
就農 5年目以下では 8割の新規就農者の生
計が成り立っていないことや、就農 1年目
に要した費用のうち、 7割以上が機械・施
設等の費用であり、十分な所得が得られて
いない中で負担となっていることが課題と
なっています。
　このため、持続可能な力強い農業構造を
実現していくために、地域農業を担う新規
就農者の初期投資に係る負担を軽減し、就
農意欲の喚起と就農後の経営の安定による
農業への定着を支援するため農協等が認定
就農者に利用させるために取得した場合に
固定資産税の特例措置を講じることとされ

ました。
　具体的には、農業協同組合等が令和 2年
4月 1日から令和 4年 3月31日までの間に
取得し、かつ、農業経営基盤強化促進法に
規定する認定就農者（農地中間管理事業の
推進に関する法律の規定により公表された
人・農地プランにおいて、地域の中心的な
役割を果たすことが見込まれる農業者に限
ります。）の利用に供する機械及び装置、
器具及び備品、建物附属設備並びに構築物
で一定のものに係る固定資産税について、
課税標準を最初の 5年間価格の 3分の 2と
する特例措置を講じることとされました
（資料 9）。

（資料 9）

ハ　一体型滞在快適性等向上事業の用に供す
る固定資産に係る課税標準の特例措置（居
心地が良く歩きたくなるまちなか創出のた
めの特例措置）の創設（地法附則15㊽、地

令附則11�）
　国土交通省では都市再生特別措置法を改
正し、市町村が、都市再生整備計画の区域
内に居心地が良く歩きたくなるまちなかへ

特例の概要（創設）

【機械装置等の例】

農協等
利用

認定就農者

機械装置等

取得

○　農地中間管理事業の推進に関する法律の規定に基づき、市町村により公表された人・農地プラン※１にお
いて、地域の中心となる経営体として位置づけられた認定就農者※2 に利用させるため、農業協同組合等
が取得した一定の機械及び装置、器具及び備品、建物附属設備、構築物について、固定資産税の課税標準を、
最初の 5年度分、価格に 2／ 3を乗じた額とする。

　※ 1  農業者の話合いに基づき、地域農業における中心経営体や地域における農業の将来の在り方などを明確化したもの
　※ 2  農業経営基盤強化促進法（昭和 55 年法律第 65 号）第 14 条の 4 第 1 項に規定する青年等就農計画の認定を市町村から受

　　けた者

ビニールハウス耕うん機 防風ネット

農業協同組合等が認定就農者に利用させるために取得した
償却資産に係る課税標準の特例措置
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の転換を図るべき区域を設定し、まちの魅
力向上のため、官民一体となった公共空間
の拡大・質の向上への取組を推進する新た
な都市再生制度を創設することとされてい
ます（路外駐車場等の配置・出入口位置の
適正化や、都市再生推進法人の活動への無
利子貸付制度の創設等）。
　この制度創設と併せて、行政による公共
施設の改修・利活用と一体となって、公共
空間の拡大を図るために公共施設等の用に
供した土地・償却資産や、公共空間の充実
を図るために改修した家屋について、固定
資産税の特例措置を講じることとされまし
た。
　具体的には、改正後の都市再生特別措置

法に規定する一体型滞在快適性等向上事業
の実施主体が、都市再生特別措置法等の一
部を改正する法律の施行の日から令和 4年
3月31日までの間に、当該一体型滞在快適
性等向上事業により整備した滞在快適性等
向上施設等の用に供する固定資産で一定の
ものに対して課する固定資産税・都市計画
税について、当該滞在快適性等向上施設等
に係る工事が完了した日の属する年の翌年
の 1月 1日（当該工事が完了した日が 1月
1日である場合には同日）を賦課期日とす
る年度から 5年度分、課税標準を価格の 2
分の 1の額とする特例措置を講じることと
されました（資料10）。

（資料10）

ニ　浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に
係る課税標準の特例措置の創設（地法附則
15�）
　輪中堤や自然堤防等の既存の盛土構造物
を浸水被害軽減地区として指定し保全する

ため、平成29年に水防法が改正され、浸水
被害軽減地区の指定制度が創設されました。
ただし、浸水被害軽減地区に指定する際に
は全ての地権者の同意を要することなどか
ら、法改正以降、令和元年 8月末時点で 1

一体型滞在快適性等向上事業の用に供する
固定資産に係る課税標準の特例措置

○　都市再生特別措置法の規定に基づき、市町村が作成する都市再生整備計画で定めた滞在快適性等向上区
域※1 内の一体型滞在快適性等向上事業※2 によって整備される一定の固定資産について、固定資産税及び都
市計画税の課税標準を、最初の 5年度分、価格に 1／ 2を乗じた額とする。

特例の概要（創設）

①②ウッドデッキ等の整備 ③ガラス張り改修イメージ図

①土　　地：公共空間の拡大を図るために公共施設等の用に供した土地
②償却資産：当該土地の上に設置した償却資産
③家　　屋：公共施設との一体性を高めまちの魅力向上に資するオープン化改修（ガラス張り等）後の家屋
　　　　　（不特定多数の者が自由に交流・滞在できるスペースに限る。）

※ 1  「居心地が良く歩きたくなるまちなか」への転換を図るべき区域として市町村が定める区域
※ 2  土地所有者等が、市町村と一体的に公共施設等を整備又は管理する事業
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箇所の指定に留まっています。このため、
浸水被害軽減地区への指定を改めて促進す
るため、地権者へのインセンティブとなる
固定資産税等の特例措置を講じることとさ
れました。
　なお、輪中堤が複数の市町村にまたがっ
ている等の場合に、指定による受益や浸水
被害の軽減の程度は各市区町村によって異
なることとなるため、特例率については地
域の実情を反映できるように、わがまち特
例として措置することとされました。
　具体的には、令和 2年 4月 1日から令和

5年 3月31日までの間に、水防法の規定に
より指定された浸水被害軽減地区内にある
土地に係る固定資産税・都市計画税につい
て、浸水被害軽減地区として指定された日
の属する年の翌年の 1月 1日（当該指定さ
れた日が 1月 1日である場合には同日）を
賦課期日とする年度から 3年度分、課税標
準を価格に 3分の 2を参酌して 2分の 1以
上 6分の 5以下の範囲内において市町村の
条例で定める割合を乗じて得た額とする特
例措置を講じることとされました（資料
11）。

（資料11）

ホ　地震防災対策の用に供する償却資産に係
る課税標準の特例措置の拡充等及び延長
（地法附則15⑥、地令附則11⑨）
　大規模地震対策特別措置法（昭和53年法
律第73号）に規定する「地震防災対策強化
地域」、南海トラフ地震に係る地震防災対
策の推進に関する特別措置法（平成14年法

律第92号）に規定する「南海トラフ地震防
災対策推進地域」又は日本海溝・千島海溝
周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進
に関する特別措置法（平成16年法律第27
号）に規定する「日本海溝・千島海溝周辺
海溝型地震防災対策推進地域」において、
令和 2年 3月31日までの間に取得された地

浸水被害軽減地区の指定を受けた土地に係る課税標準の特例措置

特例の概要（創設）

【浸水被害軽減地区による減災効果】 【輪中堤：昭和 51 年 9 月台風 17 号の際の様子】
＜輪中堤がない場合＞＜輪中堤がある場合＞

○　水防法上の浸水被害軽減地区の指定を受けた土地※の所有者に対し、当該土地に係る固定資産税及び都市
計画税の課税標準を、最初の 3 年度分、価格に 2／ 3 を参酌して 1／ 2 以上 5／ 6 以下の範囲内で市町村の
条例で定める割合を乗じた額とする。
※　浸水の拡大を抑制する効用があると認められる輪中堤や自然堤防等の盛土構造物

現存する福束輪中堤等により超過洪水に対し
ても氾濫流をせき止め、南部への拡散を抑え
る効果を有する。
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震防災対策の用に供する償却資産（毒劇物、
高圧ガス等を扱う危険物施設や老人ホーム、
学校など不特定多数の者が利用する施設に
おいて、その管理又は運営を行う者が取得
する緊急地震速報受信設備、緊急遮断装置
等）については、最初の 3年度分の固定資
産税の課税標準を 3分の 2とする特例措置
が講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置について、
首都直下地震対策特別措置法（平成25年法
律第27号）に規定する「首都直下地震緊急
対策区域」を対象地域に加えた上で、適用
期限を令和 5年 3月31日まで 3年延長する
こととされました。
　なお、改正前の対象地域の一つである地
震防災対策強化地域については、東海地震
のみが対象とされており、当該地域は既に
特例対象である南海トラフ地震防災対策推
進地域に全て包含されているため対象地域
から除外することとされました。

②　税負担軽減措置等の延長
イ　国内路線に就航する航空機に係る課税標
準の特例措置の延長（地法附則15③）
　国内線の安定的な航空輸送サービスの提
供及び地方航空ネットワークの維持を図る
ため新たに固定資産税が課されることとな
る航空機について、固定資産税の課税標準
の特例が措置されてきたところです。
　今回の改正では、地方路線の維持が一定
程度なされていること、大手以外の地方航
空会社の経営状況は依然として厳しいこと
を踏まえ、本特例措置の適用期限を令和 3
年度分まで 2年延長することとされました。
ロ　沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供
する償却資産に係る課税標準の特例措置の
延長（地法附則15⑤）
　沖縄電力株式会社が電気供給業の用に供
する償却資産については、令和元年度まで
の各年度分に限り、固定資産税の課税標準
を価格の 3分の 2とする特例措置が講じら

れてきたところです。
　税負担の軽減が電気料金に及ぼす影響は
限定的ではあるものの、沖縄電力株式会社
は、①地理的・地形的及び需要規模の制約
により化石燃料に頼らざるを得ない、②本
土の電力系統と連携されておらず広域融通
の枠外にあるため高い供給予備力を持たな
ければならない、③広大な海域に島が点在
しており、供給コストの高い離島を多く抱
えているなど、他の電力事業者に比べて構
造的に不利な状況にあることに鑑み、本特
例措置が講じられているところであり、引
き続きその状況には変わりないことから、
適用期限を令和 3年度分まで 2年延長する
こととされました。
ハ　民間資金等の活用による公共施設等の整
備等の促進に関する法律に規定する選定事
業者が取得した公共施設等に係る課税標準
の特例措置の延長（地法附則15⑱）
　民間資金等の活用による公共施設等の整
備等の促進に関する法律（PFI 法）に基づ
き、国又は地方公共団体により選定された
PFI 事業者が、BOT方式、かつ、サービ
ス購入型により取得した公共施設等の用に
供する家屋及び償却資産について、価格を
2分の 1とする特例措置が講じられてきた
ところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限
を令和 7年 3月31日まで 5年延長すること
とされました。
ニ　鉄道事業者が鉄道事業再構築事業を実施
する路線において取得した家屋等に係る課
税標準の特例措置の延長（地法附則15�）
　鉄道事業者が地元の地方公共団体と連携
して、「地域公共交通の活性化及び再生に
関する法律」に規定する鉄道事業再構築実
施計画に基づき鉄道事業再構築事業を実施
する路線において、鉄道事業者が国の補助
を受けて新たに取得する一定の鉄道資産に
ついては、課税標準を取得後 5年度分、価
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格の 4分の 1とする特例措置が講じられて
きたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限
を令和 4年 3月31日まで 2年延長すること
とされました。
ホ　津波対策の用に供する港湾施設等に係る
課税標準の特例措置の延長（地法附則15
�）
　「津波防災地域づくりに関する法律」に
規定する市町村が定める津波防災まちづく
りのための推進計画に基づき、民間事業者
が新たに取得又は改良した津波対策の用に
供するための港湾施設等（防潮堤、護岸、
胸壁、津波避難施設）については、令和 2
年 3月31日までの間に取得等したものに限
り、課税標準を最初の 4年度分、価格に 2
分の 1を参酌して 3分の 1以上 3分の 2以
下の範囲内において市町村の条例で定める
割合を乗じて得た額とする特例措置が講じ
られてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限
を令和 6年 3月31日まで 4年延長すること
とされました。
ヘ　鉄道事業者等が駅のバリアフリー化によ
り取得した償却資産等に係る課税標準の特
例措置の延長（地法附則15�）
　鉄道事業者等が、令和 2年 3月31日まで
に、その事業の用に供する鉄道施設等を
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律」に規定する公共交通移動
等円滑化基準に適合させるために実施する
一定の鉄道駅等の改良工事により取得する
一定の家屋及び償却資産について、固定資
産税及び都市計画税の課税標準を、最初の
5年度分、価格の 3分の 2とする特例措置
が講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限
を令和 3年 3月31日まで 1年延長すること
とされました。
ト　鉄道事業者等が首都直下地震・南海トラ

フ地震に備えた耐震対策により取得した鉄
道施設に係る課税標準の特例措置の延長
（地法附則15�）
　鉄道事業者又は軌道経営者が令和 2年 3
月31日までに既設の鉄道（軌道を含みま
す。）に係る一定の耐震補強工事により取
得した鉄道施設（軌道施設を含み、償却資
産に限ります。）（停車場建物附属設備、停
車場設備、橋りょう等のうち当該耐震補強
工事により新たに取得した部分に限りま
す。）については、最初の 5 年度分、固定
資産税の課税標準を 3分の 2とする特例措
置が講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限
を令和 4年 3月31日まで 2年延長すること
とされました。
チ　浸水防止用設備に係る課税標準の特例措
置の延長（地法附則15�）
　洪水浸水想定区域内にある一定の地下街
等の所有者又は管理者が、水防法に規定す
る浸水防止計画に基づいて取得する浸水防
止用設備（防水板、防水扉、排水ポンプ及
び換気口浸水防止機）については、最初の
5年度分の固定資産税の課税標準を、価格
に 3分の 2を参酌して 2分の 1以上 6分の
5以下の範囲内において市町村の条例で定
める割合を乗じて得た額とする特例措置が
講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限
を令和 5年 3月31日まで 3年延長すること
とされました。
リ　農地中間管理機構が新たに農地中間管理
権を取得した農地に係る課税標準の特例措
置の延長（地法附則15�）
　農地中間管理機構が農地中間管理権（賃
借権等）を取得した農地（所有する全ての
農地（所有者が利用する10ａ未満の農地を
除きます。）について、新たに農地中間管
理機構に貸し付けた農地に限ります。）の
うち、農地中間管理権の存続期間が10年以
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上のものについては、課税標準を最初の 3
年度分価格の 2分の 1（農地中間管理権の
存続期間が15年以上のものについては、最
初の 5年度分価格の 2分の 1）とする特例
措置が講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限
を令和 4年 3月31日まで 2年延長すること
とされました。
ヌ　電気通信事業者が取得した特定電気通信
設備に係る課税標準の特例措置の延長（地
法附則15�）
　特定通信・放送開発事業実施円滑化法に
基づき、総務大臣から実施計画について認
定を受けた一定の事業者が、首都直下地震
緊急対策区域外で取得し、専ら同区域内の
データセンターのバックアップの事業の用
に供する設備について、課税標準を最初の
3年度分価格の 4分の 3とする特例措置が
講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限
を令和 4年 3月31日まで 2年延長すること
とされました。
ル　立地誘導促進施設協定に定められた立地
誘導促進施設の用に供する土地及び償却資
産に係る課税標準の特例措置（地法附則15
�）
　都市再生推進法人が、都市再生特別措置
法に規定する立地誘導促進施設協定に基づ
き管理する一定の施設の用に供する土地及
び償却資産について、課税標準を最初の 3
年度分、価格の 3分の 2の額とする特例措
置が講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限
を令和 4年 3月31日まで 2年延長すること
とされました。
ヲ　住宅に係る税額の減額措置の延長
イ　新築住宅に係る税額の減額措置（新築
住宅特例）の延長（地法附則15の 6 ）
　新築された住宅に対しては、令和 2年
3月31日までの新築分について、一般の

新築住宅は最初の 3年度分、地上 3階建
て以上の中高層耐火建築物は最初の 5年
度分、固定資産税額（120平方メートル
相当分を上限）の 2分の 1を減額する特
例措置が講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期
限を令和 4年 3月31日まで 2年延長する
こととされました（資料12）。
ロ　新築の認定長期優良住宅に係る税額の
減額措置の延長（地法附則15の 7 ）
　長期優良住宅の普及の促進に関する法
律に規定する認定長期優良住宅に対して
は、令和 2年 3月31日までの新築分につ
いて、一般の長期優良住宅は最初の 5年
度分、地上 3階建て以上の中高層耐火建
築物である長期優良住宅は最初の 7年度
分、固定資産税額（120平方メートル相
当分を上限）の 2分の 1を減額する特例
措置が講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期
限を令和 4年 3月31日まで 2年延長する
こととされました（資料13）。
ハ　耐震改修を行った住宅に係る税額の減
額措置の延長（地法附則15の 9 ①）
　昭和57年 1 月 1 日以前から所在する住
宅のうち、平成18年 1 月 1 日から令和 2
年 3月31日までの間に、新たに一定の耐
震改修（ 1戸当たりの工事費が50万円超
のものに限ります。）が行われたものに
ついては、改修時期に応じて一定の年度
分に限り、税額の 2 分の 1 を減額（120
平方メートル相当分を上限）する特例措
置が講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期
限を令和 4年 3月31日まで 2年延長する
こととされました。
ニ　バリアフリー改修工事を行った住宅に
係る税額の減額措置の延長（地法附則15
の 9 ④⑤）
　新築された日から10年以上を経過した
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適用期限を 2 年延長

住宅の種別 軽減期間 軽減割合 対象床面積

① 一般の住宅（②以外） 3 年度分
1 ／ 2

② 3 階建以上で耐火構造の住宅 5 年度分

※　床面積要件 居住部分の床面積が 50 ㎡（戸建以外の貸家住宅の場合は 40 ㎡）以上 280 ㎡以下
※　居住割合要件 居住部分の床面積が当該家屋の床面積の 1 ／ 2 以上

特例の概要（改正前）

改正の内容

居住部分に係る床面積で、120 ㎡が限
度（120 ㎡を超えるものは 120 ㎡相当
分まで）

新築住宅に係る税額の減額措置の適用期限の延長（資料12）

適用期限を 2 年延長

特例の概要（改正前）

改正の内容

住宅の種別 軽減期間 軽減割合 対象床面積

① 一般の長期優良住宅（②以外） 5 年度分
1 ／ 2

居住部分に係る床面積で、
120 ㎡が限度（120 ㎡を超える
ものは 120 ㎡相当分まで）② 3 階建以上で耐火構造の長期優良住宅 7 年度分

※　床面積要件　　　居住部分の床面積が 50 ㎡（戸建以外の貸家住宅の場合は 40 ㎡）以上 280 ㎡以下
※　居住割合要件　　居住部分の床面積が当該家屋の床面積の 1 ／ 2 以上

住宅の種別 軽減額

長期優良住宅 課税標準を価格から 1,300 万円（本則 1,200 万円）控除した
額とする

※　床面積要件　　　居住部分の床面積が 50 ㎡（戸建以外の貸家住宅の場合は 40 ㎡）以上 240 ㎡以下

【固定資産税】

【不動産取得税】

新築の認定長期優良住宅に係る税額の減額措置等の適用期限の延長（資料13）
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住宅（賃貸住宅を除きます。）のうち、
人の居住の用に供する部分において、平
成28年 4 月 1 日から令和 2年 3月31日ま
での間に、バリアフリー改修工事（ 1戸
当たりの工事費（国又は地方公共団体か
ら交付される補助金等を控除した額）が
50万円超のものに限ります。）が行われ
たものであって、高齢者等が居住してい
るものについては、 1年度分に限り、税
額の 3 分の 1 を減額（100平方メートル
相当分を上限）する特例措置が講じられ
てきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期
限を令和 4年 3月31日まで 2年延長する
こととされました。
ホ　省エネ改修工事を行った住宅に係る税
額の減額措置の延長（地法附則15の 9 ⑨
⑩）
　平成20年 1 月 1 日以前から所在する住
宅（賃貸住宅を除きます。）のうち、人
の居住の用に供する部分において、同年
4月 1日から令和 2年 3月31日までの間
に、省エネ改修工事（ 1戸当たりの工事
費（国又は地方公共団体から交付される
補助金等を控除した額）が50万円超のも
のに限ります。）が行われたものについ
ては、 1年度分に限り、税額の 3分の 1
を減額（120平方メートル相当分を上
限）する特例措置が講じられてきたとこ
ろです（平成29年 4 月 1 日から令和 2年
3月31日までの間に省エネ改修工事が行
われ、認定長期優良住宅に該当すること
となったものについては、 3分の 2を減
額）。
　今回の改正では、本特例措置の適用期
限を令和 4年 3月31日まで 2年延長する
こととされました。

ワ　耐震改修が行われた要安全確認計画記載
建築物等に係る減額措置の延長（地法附則
15の10）

　建築物の耐震改修の促進に関する法律
（平成 7年法律第123号）により耐震診断が
義務付けられた要安全確認計画記載建築物
（地方団体が指定する緊急輸送道路等の避
難路沿道建築物及び都道府県が指定する庁
舎、避難所等の防災拠点建築物）又は要緊
急安全確認大規模建築物（病院、店舗、旅
館等など不特定多数の者が利用する建築物
及び学校、老人ホームなど避難弱者が利用
する建築物のうち大規模なもの）に該当す
る家屋のうち、政府の補助（耐震対策緊急
促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る
補助）を受けて耐震改修が行われたものに
ついては、当該耐震改修工事の完了後 2年
度分の固定資産税額の 2分の 1に相当する
額を減額する措置が講じられてきたところ
です。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限
を令和 5年 3月31日まで 3年延長すること
とされました。
カ　バリアフリー改修が行われた劇場や音楽
堂に係る税額の減額措置の延長（地法附則
15の11）
　高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促
進に関する法律に規定する特別特定建築物
に該当する家屋のうち主に実演芸術の公演
等を行う一定のもので、同法に基づく建築
物移動等円滑化誘導基準に適合させるよう
改修工事を行った家屋については、固定資
産税額及び都市計画税額の 3分の 1に相当
する金額（当該 3分の 1に相当する金額が
当該改修工事に係る工事費の60分の 1に相
当する金額を超える場合は当該60分の 1に
相当する金額）を減額する特例措置が講じ
られてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限
を令和 4年 3月31日まで 2年延長すること
とされました。

③　税負担軽減措置等の整理合理化
イ　農業協同組合等が取得した農林漁業者の
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共同利用機械等に係る課税標準の特例措置
の見直し（地法349の 3 ③、地法附則15㊺、
地令52の 2 の 2 、地令附則11㊺～�、地規
11、地規附則 6��）
　農林漁業の近代化又は合理化の一環とし
て国の施策で資金の貸付け等を通じて事業
の共同化が推進されていますが、さらに経
営の近代化又は合理化に資するため、農業
協同組合等の取得した農林漁業者等の共同
利用に供するための機械及び装置のうち一
定のものについて、課税標準を 3年度分、
価格の 2分の 1とする特例措置が講じられ
てきたところです。
　今回の改正では、適用実績を踏まえ、中
小企業高度化資金及び卸売市場近代化資金
の貸付けを受けて取得した機械及び装置を
特例措置の対象から除外することとされま
した。
　その上で、農業近代化資金、漁業近代化
資金、林業・木材産業改善資金、日本政策
金融公庫資金（農林漁業関係）及び沖縄振
興開発金融公庫資金（農林漁業関係）の貸
付けを受けて取得した機械及び装置に係る
特例措置については、恒久措置を廃止し 3
年の時限措置へ移行することとされました。
ロ　総合効率化事業者が総合効率化計画に基
づき取得した倉庫等に係る課税標準の特例
措置の縮減及び延長（地法附則15①⑰、地
規附則 6⑫㊴）
　物流倉庫等については、「流通業務の総
合化及び効率化の促進に関する法律」に規
定する総合物流事業者が、総合効率化計画
に基づき実施する流通業務総合効率化事業
により取得した次に掲げる施設又は設備に
ついて、固定資産税及び都市計画税の課税
標準を、最初の 5年度分、価格に次の割合
を乗じて得た額とする特例措置が講じられ
てきたところです。
イ　倉庫事業者である総合効率化事業者が
新設又は増設した流通機能の高度化及び

流通業務の省力化に寄与する倉庫につい
ては、 2分の 1
ロ　上記倉庫に付属する機械設備について
は、 4分の 3
ハ　鉄道事業者、軌道経営者又は鉄道貨物
を利用する貨物運送事業者である総合効
率化事業者（JR貨物を除きます。）が取
得した貨物運送用設備については、 5分
の 3
　また、鉄道事業者等又は総合効率化事業
者が取得した流通業務総合効率化事業の用
に供する新規製造車両について、固定資産
税の課税標準を、最初の 5年度分、価格の
5分の 3とする特例措置が講じられてきた
ところです。
　今回の改正では、小規模な総合効率化事
業者以外が取得した貨物搬送装置及び新造
車両に係る特例率を改正前の 5分の 3から
3分の 2に見直した上で、適用期限を令和
4年 3月31日まで 2年延長することとされ
ました。
ハ　公害防止用設備に係る課税標準の特例措
置の縮減及び延長（地法附則15②、地規附
則 6⑬⑱、旧地規附則 6⑬）
　公害防止のために設置された一定の施設
については、既存の対象施設の代替として
取得されたものを除き、税制による支援を
行うことが適当と考えられる施設を限定し
た上で、対象となる施設ごとに定められた
割合で課税標準の特例措置が講じられてき
たところです。
　今般、各種の公害防止用設備に係る特例
の適用期限が一斉に到来するため、次のと
おり全般的な見直しを行った上で、適用期
限を令和 4年 3月31日まで 2年延長するこ
ととされました。
　まず、水質汚濁防止法の特定施設に係る
汚水又は廃液を処理するための施設につい
ては、脱有機酸装置及び脱フェノール装置
の 2つの装置を適用対象から除外するとと
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もに、電気供給業を営む者が取得し電気供
給業の用に供する施設を適用対象から除外
することとされました。
　次に、下水道除害施設については、濃縮
又は燃焼装置、蒸発洗浄又は冷却装置、脱
有機酸装置、脱フェノール装置及び脱アン
モニア装置の 5つの装置を適用対象から除
外することとされました。
　また、中小事業者等が新規取得したテト
ラクロロエチレン溶剤を使用するドライク
リーニング機に係る活性炭利用吸着式処理
装置に対する特例措置については、設備の
更新が進み整備を必要とする事業者に浸透
したと考えられることから特例措置として
は廃止することとされました。
ニ　日本貨物鉄道株式会社が取得した新規製
造車両に係る課税標準の特例措置の縮減及
び延長（地法附則15⑦、地規附則 6�）
　JR 貨物による鉄道貨物輸送の近代化・
効率化を図り、鉄道貨物の輸送力を増強す
ることによりモーダルシフト（環境負荷の
小さい鉄道・海運輸送への貨物輸送の転
換）を進めるため、JR 貨物が取得する一
定の新造車両（機関車及びコンテナ貨車の
うち貨物鉄道事業に係る輸送の効率化に資
する車両として国土交通大臣の証明がされ
たもの）については、課税標準を最初の 5
年度分、価格の 5分の 3とする特例措置が
講じられてきたところです。
　JR 貨物については、多額の長期債務残
高があり、鉄道事業営業利益は「平成30年
7 月豪雨」等の影響で平成30年度は赤字と
なっており、引き続き特例措置の必要性も
あることから、適用期限を令和 4年 3月31
日まで 2年延長することとされました。
　なお、今般の改正では、対象の縮減も併
せて行うこととし、代替車両であって、既
存更新車両の最大積載量を超える車両及び
代替車両以外の車両であって、高速走行、
大量牽引又は大量積載が可能な電気機関車

を対象から除外することとされました。
ホ　バイオ燃料製造設備に係る課税標準の特
例措置の縮減及び延長（地法附則15�、地
規附則 6�）
　農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材
料としての利用の促進に関する法律に基づ
く認定生産製造連携事業計画に沿って一定
のバイオ燃料を製造する事業者が新たに設
置するバイオ燃料製造設備については、課
税標準を最初の 3年度分価格の 2分の 1と
する特例措置が講じられてきたところです。
　今回の改正では、ガス製造設備以外の製
造設備の特例率を改正前の 2分の 1から 3
分の 2に見直した上で、適用期限を令和 4
年 3月31日まで 2年延長することとされま
した。
ヘ　国際戦略港湾及び国際拠点港湾の港湾運
営会社が取得した荷さばき施設等に係る課
税標準の特例措置の縮減（地法附則15�）
　港湾法に規定する港湾運営会社が、国際
戦略港湾及び一定の国際拠点港湾（コンテ
ナ取扱量が一定量以上である等の国際拠点
港湾に限ります。）において、政府の補助
（港湾機能高度化施設整備事業費にかかる
補助）又は無利子貸付けを受けて取得した、
コンテナ埠頭を構成する一定のコンテナ貨
物の荷さばき施設の用に供する家屋及び償
却資産については、最初の10年度分に限り、
固定資産税・都市計画税の課税標準につい
て、国際戦略港湾においては 2分の 1とし、
一定の国際拠点港湾においては 3分の 2と
する特例措置が講じられてきたところです。
　特例対象となる港湾運営会社は、国又は
港湾管理者が所有し、管理・運営している
公共埠頭の貸付を受け、自身が所有し、管
理・運営している会社埠頭とともに、国際
戦略港湾等における複数の埠頭運営を包括
的に担う主体として指定されるものであり、
港湾法附則第20項に基づき指定された特例
港湾運営会社を含むこととされているが、
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全ての特例港湾運営会社の指定の効力が失
効しているため、特例港湾運営会社を適用
対象から除外することとされました。
ト　再生可能エネルギー発電設備に係る課税
標準の特例措置の縮減及び延長（地法附則
15�、地規附則 6�、旧地規附則 6�）
　特定再生可能エネルギー発電設備（太陽
光、風力、水力、地熱及びバイオマスを電
気に変換する設備及びその付属設備）につ
いて、固定資産税の課税標準を、最初の 3
年度分、設備の種類に応じた割合を乗じた
額とする特例が講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置は、再生可
能エネルギーの利用拡大を目指す中で、発
電設備の導入初期に係るコストの縮減を図
り、設置事業者の税負担を軽減する観点か
ら導入されたものであり、今回、出力が
5,000kW以上の水力発電設備に係る特例率
を、大臣配分資産又は知事配分資産につい
ては改正前の 3分の 2を 4分の 3に、その
他の資産については 4分の 3を参酌して12
分の 7以上12分の11以下の範囲内において
市町村の条例で定める割合（改正前： 3分
の 2を参酌して 2分の 1以上 6分の 5以下
の範囲内において市町村の条例で定める割
合）に見直した上で、適用期限を令和 4年
3月31日まで 2年延長することとされまし
た。

④　税負担軽減措置等の廃止
イ　一般送配電事業者等が新設した変電所又
は送電施設に係る課税標準の特例措置の廃
止（旧地法349の 3 ①、旧地令51の17、旧
地規10の14）
　電気事業が国家経済及び国民生活に果た
す役割の重要性に鑑み、電力料金の安定に
資する見地から、一般送配電事業者等が新
たに建設した変電所又は送電施設の用に供
する一定の償却資産に係る固定資産税の課
税標準について、変電所は最初の 5年度分
は価格の 5分の 3、その後の 5年度分は価

格の 4分の 3とし、送電施設は最初の 5年
度分は価格の 3分の 1、その後の 5年度分
は価格の 3分の 2とする特例が講じられて
きました。
　今回の改正では、電気供給業に係る法人
事業税の収入金額課税方式の見直しに伴う
代替財源の確保のため、本特例措置を廃止
することとされました。
ロ　成田国際空港株式会社が事業の用に供す
る固定資産に係る課税標準の特例措置の廃
止（旧地法附則15⑳、旧地令附則11㉑）
　成田国際空港株式会社が所有し、かつ、
直接滑走路等又は航空保安施設の用に供す
る固定資産については、課税標準を価格の
10分の 9とする特例措置が講じられてきま
した。
　成田国際空港株式会社は、収益状況が良
好であり、本特例の創設目的である経営基
盤の安定化は達成され、近年は延長ごとに
特例率の縮減をしてきたところであり、会
社経営に対する特例の減収額の影響が相対
的に小さくなっていたことから、廃止する
こととされました。
ハ　民間資金等の活用による公共施設等の整
備等の促進に関する法律に規定する選定事
業者が取得した国立大学の校舎に係る課税
標準の特例措置の廃止（旧地法附則15㉑、
旧地令附則11�、旧地規附則 6�㊸㊹）
　PFI 事業者が政府の補助（国立大学法人
の施設整備費に係る補助）を受けて BOT
方式により取得した国立大学の校舎の用に
供する家屋及び償却資産について、固定資
産税又は都市計画税の課税標準を価格の 2
分の 1とする特例措置が講じられてきまし
た。
　本特例措置については、これまでの適用
件数は僅少であり、近年は適用実績がなく、
今後もほとんど適用見込みがないことから、
適用期限の延長は行わず、廃止することと
されました。
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ニ　日本郵政公社から承継した日本郵便株式
会社が所有する一定の固定資産に係る課税
標準の特例措置の廃止（旧地法附則15㉔、
旧地令附則11㉗）
　日本郵便株式会社に係る特例措置につい
ては、郵政民営化後の負担軽減のための経
過的措置として創設されたものであり、日
本郵政公社の民営化に伴う経営形態の変更
による税負担の急増を緩和し、公社が所有
する固定資産を民営化後の新会社へ円滑に
承継することを目的に、日本郵便株式会社
が所有する一定の固定資産について、課税
標準を価格の 6分の 5とする特例措置が講
じられてきました。
　本特例措置については、郵政民営化から
12年経過し、激変緩和措置としての役割を
果たしたと考えられることから、廃止する
こととされました。
ホ　放送ネットワーク災害対策用設備等に係
る課税標準の特例措置の廃止（旧地法附則
15�、旧地規附則 6�）
　放送法に規定する基幹放送事業者（NHK
及び放送大学学園を除きます。）又は基幹
放送局提供事業者が取得した災害時におけ
るラジオ放送の確実な実施に著しく資する
一定の予備送信設備等について、課税標準
を最初の 3年度分価格の 4分の 3とする特
例措置が講じられてきました。
　今回の改正では、本特例措置は、前回の
延長要望時の、「自然災害の被害を受けや
すい場所（ハザードマップ等）に立地する
全てのラジオ親局の移転・FM補完局等の
整備率を平成30年度までに100％とする」
目標が既に達成されていることから、概ね
当初の目的を果たしたと考えられるため、
適用期限の到来をもって廃止することとさ
れました。
ヘ　国家戦略特別区域における特定研究開発
事業の用に供する設備に係る課税標準の特
例措置の廃止（旧地法附則15㊴、旧地令附

則11�、旧地規附則 6�～�）
　国家戦略特別区域法に規定する認定区域
計画に定める特定開発研究事業（医療に関
する研究開発を実施する事業であって、基
礎的なものその他の収益性の低いもの）の
実施主体として認定区域計画に定められた
者が、当該認定区域計画に係る国家戦略特
別区域内において取得した特定開発研究事
業の用に供する一定の機械その他の設備に
ついて、課税標準を最初の 3年度分、価格
の 2分の 1とする特例措置が講じられてき
ました。
　今回の改正では、この特例措置は適用実
績が僅少であることもあり、適用期限の到
来をもって廃止することとされました。
ト　認定誘導事業者が認定誘導事業により取
得した一定の公共施設等に係る課税標準の
特例措置の廃止（旧地法附則15�、旧地令
附則11㊳、旧地規附則 6�）
　コンパクトシティの実現に向けて、認定
誘導事業者（都市再生特別措置法に基づく
都市機能誘導区域内に誘導すべき医療施設、
福祉施設等の整備計画の認定を受けた民間
事業者）が誘導施設の整備に係る事項が記
載された立地適正化計画に基づき取得した
公共施設等（公園、広場、緑化施設、通路
等）については、課税標準を最初の 5年度
分、 5分の 4を参酌して10分の 7以上10分
の 9以下の範囲内において市町村の条例で
定める割合を乗じて得た額とする特例措置
が講じられてきました。
　今回の改正では、この特例措置について
は、適用実績が僅少であり、今後の見込み
も少ないことから、適用期限の到来をもっ
て廃止することとされました。

2 　不動産取得税

⑴　税負担軽減措置等の延長
イ　マンション建替事業等により取得される要
除却認定マンション等に係る非課税措置の延
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長
　マンションの建替事業の施行者又はマンシ
ョン敷地売却組合が、令和 2年 3月31日まで
に、マンション建替事業又はマンション敷地
売却事業により要除却認定マンション又はそ
の敷地を取得した場合については、不動産取
得税を非課税とする特例措置が講じられてき
たところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限を
令和 4年 3月31日まで 2年延長することとさ
れました（地法附則10⑤）。
ロ　新築家屋を宅地建物取引業者等が取得した
ものとみなす日を家屋新築の日から 1年（本
則 6月）を経過した日とする特例措置の延長
　宅地建物取引業者等からの住宅の流通が停
滞している状況に鑑み、宅地建物取引業者等
が売り渡す新築住宅については、当該住宅が
令和 2年 3月31日までに新築されたものであ
る場合には、住宅を取得したものとみなされ
る時期を新築の日から「 6月」ではなく「 1
年」とする特例措置が講じられてきたところ
です。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限を
令和 4年 3月31日まで 2年延長することとさ
れました（地法附則10の 2 ①）。
ハ　新築住宅特例が適用される住宅用土地に係
る税額の減額措置について、土地取得後の住
宅新築までの経過年数要件を緩和する特例措
置の延長
　土地の取得の日から 2年以内に、当該土地
の上に一定の住宅が新築された場合等につい
ては、150万円又は住宅の床面積の 2倍（200
㎡を限度とする）までの土地の価格に税率を
乗じて得た額を税額から減額する特例措置が
講じられてきたところです（地法73の24）。
　また、当該住宅の取得が令和 2年 3月31日
までに行われたときは、土地の取得の日から
「 2 年」としている要件を「 3 年」に緩和し、
大型マンション等一定の要件を満たす建物に
ついては最大「 4年」まで緩和する特例措置

が講じられてきたところです。
　今回の改正では、要件緩和の特例措置の適
用期限を令和 4年 3月31日まで 2年延長する
こととされました（地法附則10の 2 ②）。
ニ　高規格堤防の整備に係る事業の用に供され
た土地の上に取得した代替家屋に係る課税標
準の特例措置の延長
　河川法に規定する高規格堤防の整備に係る
事業の用に供するために使用された土地の上
に建築されていた家屋（以下「従前の家屋」）
について、移転補償金を受けた者が、当該土
地について高規格堤防特別地域の公示があっ
た日から 2年以内に、当該土地の上に従前の
家屋に代わるものと都道府県知事が認める家
屋（以下「代替家屋」）を取得した場合には、
その取得が令和 2年 3月31日までに行われた
ときに限り、代替家屋の価格から従前の家屋
の価格を控除する課税標準の特例措置が講じ
られてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限を
令和 4年 3月31日まで 2年延長することとさ
れました（地法附則11②）。
ホ　民間資金等の活用による公共施設等の整備
等の促進に関する法律に規定する選定事業者
が選定事業により取得する公共施設等の用に
供する家屋に係る課税標準の特例措置の延長
　PFI 事業を推進する観点から、民間資金等
の活用による公共施設等の整備等の促進に関
する法律に規定する選定事業者が、BOT方
式により整備する公共施設のうち、公共代替
性が高く、民間競合のおそれのない施設の用
に供する家屋を取得する場合には、当該家屋
の価格の 2分の 1に相当する額を価格から控
除する特例措置が講じられてきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限を
令和 7年 3月31日まで 5年延長することとさ
れました（地法附則11⑥）。
ヘ　新築の認定長期優良住宅に係る課税標準の
特例措置の延長
　良質な住宅ストックの形成及びその普及促
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進を図るため、長期優良住宅の普及の促進に
関する法律に規定する認定長期優良住宅（新
築に限ります。）については、新築住宅の課
税標準の特例措置の控除額（1,200万円）を、
1,300万円とする特例措置が講じられてきた
ところです。
　今回の改正では、本特例措置については、
引き続き認定長期優良住宅の普及促進を図る
必要性があることを考慮し、その適用期限を
令和 4年 3月31日まで 2年延長することとし
た（地法附則11⑧）。
ト　中小企業者が取得する健康サポート薬局の
用に供する不動産に係る課税標準の特例措置
の延長
　健康サポート薬局（かかりつけ薬剤師・薬
局の基本的な機能を備えた薬局のうち、地域
住民による主体的な健康の維持・増進を積極
的に支援する薬局）に係る不動産については、
セルフメディケーションを推進する観点から、
特に初期コストへの負担感の強い中小企業者
が取得するものに限り、不動産取得税の課税
標準を、価格の 6分の 1に相当する額を価格
から控除する特例措置が講じられてきたとこ
ろです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限を
令和 4年 3月31日まで 2年延長することとさ
れました（地法附則11⑬）。
チ　低未利用土地権利設定等促進計画に基づき
取得した土地に係る課税標準の特例措置の延
長
　都市再生特別措置法の規定による公告があ
った低未利用土地権利設定等促進計画に基づ
き取得する居住誘導区域又は都市機能誘導区
域内にある一定の土地に係る不動産取得税の
課税標準について、当該土地の価格の 5分の
1に相当する額を価格から控除する特例措置
が講じられてきたところです。

　今回の改正では、本特例措置の適用期限を
令和 4年 3月31日まで 2年延長することとさ
れました（地法附則11⑭）。
リ　中小事業者等が認定経営力向上計画に従っ
て事業譲渡を受けた不動産に係る課税標準の
特例措置の延長
　中小事業者等が中小企業等経営強化法に規
定する認定経営力向上計画に従って行う事業
の譲受けにより取得した一定の不動産に係る
課税標準について、価格の 6分の 1に相当す
る額を価格から控除する特例措置が講じられ
てきたところです。
　今回の改正では、本特例措置の適用期限を
令和 4年 3月31日まで 2年延長することとさ
れました（地法附則11⑮）。

⑵　税負担軽減措置等の廃止
　民間資金等の活用による公共施設等の整備等
の促進に関する法律に規定する選定事業者が政
府の補助を受けて取得する国立大学の校舎の用
に供する家屋に係る課税標準の特例措置につい
ては、当該家屋の価格の 2分の 1に相当する額
を価格から控除する特例措置が講じられてきま
した。
　今回の改正では、適用実績が僅少であること
から、固定資産税・都市計画税と同様、適用期
限の延長は行わず、廃止することとされました
（旧地法附則11⑧、旧地令附則 7 ⑪、旧地規附
則 3の 2の12）。

⑶　税負担軽減措置の拡充等
　農地等に係る不動産取得税の徴収猶予制度に
ついて、対象となる農地等の範囲に、都市計画
法の改正を前提に、農と住の調和したまちづく
りに係る地区計画区域内の農地を加える見直し
を行うこととされました（地法附則12、地令附
則10④）。
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六　地方消費税

　働き方改革が進められる中、企業は非効率な業
務プロセスの見直し等を行い、従業員の生産性を
より一層向上させる等の取組が求められてきたと
ころです。
　企業の事務負担の軽減や平準化を図る観点から、
法人税の申告期限を延長することができる企業に
ついて、消費税の預り金的な性格を踏まえつつ、
消費税の申告期限を 1か月に限って延長する特例
を創設することとされました。

　これに伴い、延長された期間の消費税の納付に
ついては、利子税を併せて納付することとなりま
す。地方消費税（譲渡割）の賦課徴収は、当分の
間、消費税の賦課徴収の例によることとされてい
ることから、地方消費税（譲渡割）についても、
利子税に係る規定の整備が行なわれています（地
法附則 9 の 4 、 9 の 9）。なお、この改正は、令
和 3年 3月31日以後に終了する事業年度の末日の
属する課税期間から適用することとされています。

七　ゴルフ場利用税

⑴　国民体育大会のゴルフ競技の公式練習に参加
する選手に対する非課税措置
　改正前の制度では、国民体育大会のゴルフ競
技に参加する選手が競技としてゴルフを行う場
合にはゴルフ場利用税が非課税とされる一方、
競技の公式練習に参加する場合には課税される
こととなっていました。
　しかし、公式練習は競技と一体不可分の関係
であることから、今回、国民体育大会のゴルフ
競技の公式練習に参加する選手への非課税措置
を講じることとされました（地法75の 3 一）。
　なお、非課税措置を適用するに当たっては、
改正前の制度と同様に、都道府県知事又は都道
府県の教育委員会による証明を求めることとさ
れました。

⑵　東京オリンピック競技大会を含めた国際競技
大会のゴルフ競技に参加する選手に対する非課
税措置
　2021年東京オリンピック競技大会を含めた国

際競技大会のゴルフ競技について、スポーツと
してのゴルフ振興の観点から、競技及びその公
式練習に参加する選手への非課税措置を講じる
こととされました（地法附則12の 2 ）。
　非課税措置の対象となる国際競技大会は、ス
ポーツ基本法第 6条第 2項に規定する国際競技
大会とし、また、わが国への招致又は開催の支
援のための措置を講じることが閣議において決
定又は了解されたものに限ることとされていま
す。なお、現時点の対象は、「2021年東京オリ
ンピック競技大会」、「ワールドマスターズゲー
ムズ2021関西」及び「2026年第20回アジア競技
大会」の 3大会が見込まれているところです。
　また、課税の適正化・合理化の観点から、非
課税措置の適用に当たっては、国民体育大会に
参加する選手への非課税措置と同様、利用者が
ゴルフ競技として、又はその公式の練習のため
にゴルフを行う者である旨を、当該国際競技大
会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者が証明
することを求めることとされました。

八　地方のたばこ税

⑴　軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し
　軽量な葉巻たばこについて、国のたばこ税と

同様、軽量な葉巻たばこ（ 1本当たりの重量が
1 グラム未満の葉巻たばこをいいます。）の課
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税標準について、葉巻たばこ 1本を紙巻きたば
こ 1本に換算する方法とすることとされていま
す（資料1４）。
　なお、この課税方式の見直しについては、早
急な対応の必要性の観点や今後のたばこ税率の
引上げスケジュールを踏まえ、令和 2年10月 1
日から実施することとされていますが、たばこ
関係事業者に与える影響に配慮する観点から、
激変緩和を図るため、令和 3年 9月30日までの
1 年間については「0.7グラム未満の葉巻たば

こ」を「0.7本の紙巻きたばこ」とみなして課
税する経過措置を講じた上で、段階的に見直す
こととされています（地法74の 4 ②、467②）。

⑵　輸出等に係る課税免除の手続きの簡素化
　卸売販売業者等において課税免除事由に該当
することを証するに足りる書類の保存を前提に、
申告書への当該書類の添付を不要とする等、手
続きの簡素化を図ることとされました（地法74
の 6 ②③、469②③）。

（資料1４）

九　事業所税

　マンションの建替え等の円滑化に関する法律の
改正に伴い設立される敷地分割組合について、法
人税法第 2条第 6号の公益法人等とみなされるこ
とを前提に、当該組合の行う収益事業以外の事業
に係る事業所税について、非課税とすることとさ

れました（地法701の34②）。
　また、マンション敷地売却制度の対象拡大に伴
い、マンション敷地売却組合の行う収益事業以外
の事業について、引き続き非課税とすることとさ
れました（地法701の34②）。

軽量な葉巻たばこの課税方式の見直し

※

〇　道府県たばこ税及び市町村たばこ税について、葉巻たばこに係る課税方式を下記のとおり見直す。

1．課税方式の見直し

　地方税法において、重量比例課税が適用されている 1本当たり 1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、
最低税率を設定する（本数課税方式への見直し）。

2．段階的見直し－実施時期・経過措置－

　令和 2年10月から実施する。ただし、令和 3年 9月までの 1年間について一定の経過措置を講じ、最低税
率を段階的に引上げる。
※　経過措置期間中は、「0.7グラム未満の葉巻たばこ」を「0.7本の紙巻たばこ」とみなして課税することに
　より、税負担の増加を緩和。

改正前
課税方式

区　分

葉　巻
たばこ

1グラム未満

1グラム以上

紙巻たばこ 本数課税 本数課税

本数課税
1

1

0.7

0.7
0

紙
巻
た
ぱ
こ
の

換
算
値
（
本
数
）

葉巻たばこの
重量（グラム）

重量比例課税

重量比例課税

改正後 最低税率の設定
1グラム未満の葉巻たばこ
に、本数課税を適用

経過措置（R2.10 ～ R3.9）
最低税率を紙巻たばこの税負
担の 7割の水準とする

【改正前】
1グラム未満の葉巻たばこに
も一律に重量比例課税が適用
される
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十　地方譲与税

⑴　森林環境譲与税の増額
①　森林環境税・譲与税制度の概要と今般の増
額措置の背景
　森林環境税・譲与税については、森林環境
税及び森林環境譲与税に関する法律（以下、
「森林環境税等法」といいます。）が平成31年
3 月29日に公布され、同年 4月 1日から施行
されているところです。
　森林環境税は、市町村が個人住民税均等割
と併せて賦課徴収し、その全額を、譲与税特
別会計に払い込み、森林環境譲与税として地
方団体に譲与する制度設計とされています。
　森林環境税の課税は、令和 6年度から行う
こととされた一方で、森林環境譲与税につい
ては、森林整備が喫緊の課題であることや、
森林経営管理法による新たな森林経営管理制
度の施行も踏まえ、令和元年度から行うこと
とされました。
　そして、令和 5年度までの間における森林
環境譲与税の財源については、暫定的に譲与
税特別会計における借入れにより対応し、こ
の借入金は、後年度の森林環境税の税収をも
って確実に償還することとされました。
　改正前の制度上、森林環境譲与税について、
森林環境税の課税を行わない令和 5年度まで
の譲与は、前述のとおり借入金により行い、
後年度の森林環境税収で償還することとされ
ています。そのため、平年度ベース（約600
億円）の譲与が可能となるのは15年後（令和

15年度）となっていました。
　一方で、全国知事会、全国市長会、全国町
村会から、森林整備や木材利用をさらに進め
るべきとの要望があることや、自然災害が大
規模・激甚化する中で森林整備は災害対策・
事前防災対策に有効であることといった事情
もあり、森林整備等を進めるニーズが一層高
まっている状況にありました。
　このような喫緊の課題である森林整備等の
ニーズに対応するために、できる限り早期に
平年度ベースの譲与を可能とするとともに、
令和 2年度以降の譲与額を増額することが必
要であり、与党税調における議論を経て、森
林環境税の平年度ベースでの税収の全額が譲
与できるようになるまでの経過措置として、
令和 2年度から令和 6年度までの各年度の森
林環境譲与税について、交付税特会における
借入れを行わず、地方公共団体金融機構の公
庫債権金利変動準備金（以下「機構準備金」
といいます。）をもって充てることとされま
した。
　また、政府税制大綱において、令和 2年度
から令和 6年度までの各年度の譲与額につい
て、以下のとおり増額すること、さらに、令
和元年度の譲与のための借入金（200億円）
の償還についても、機構準備金を活用して償
還することとされました。
　これを受け、各年度の具体的な譲与額につ
いて、下図のとおり変更が行われました。
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②　具体的な改正内容
　以上についての主な法改正内容は、次のと
おりです。
　これらの改正については、令和 2年度以降
の森林環境譲与税に係る改正であり、令和 2
年 4月 1日施行とすることとされています。
イ　森林環境税等法の改正事項
　まず、譲与財源に機構準備金を充てるこ
ととする旨の特例規定を創設することとさ
れています（森林環境税等法附則 2の 2）。
　また、改正前、附則第 3条において、平
年度ベースの森林環境税の収入額の全額に
相当する額の譲与が行われることとなる前
の令和元年度から令和14年度までの各年度
の森林環境譲与税について、第27条から第
30条までの規定の読替規定を設け、読替え
を行うことで、各年度における譲与額や、
市町村分と都道府県分との配分についての
経過措置を設けてられてきたところです。
これについて読替規定を改正し、新たな譲
与スケジュールに基づく令和 2年度から令
和 6年度までの各年度の譲与額等に係る読
替規定を置くこととされています。なお、

各年度における市町村分と都道府県分との
配分については、改正前の規定において同
程度の額を譲与することが想定されている
年度における市町村分と都道府県分との配
分と同様の配分となるよう規定することと
されています（森林環境税等法附則 3）。
ロ　特別会計に関する法律の改正事項
　改正前、特別会計に関する法律附則第 4
条において、森林環境税等法創設に際して、
課税開始までの譲与を借入金により行うこ
ととし、森林環境譲与税の支弁のための借
入金（特会法附則②）及び借入金の利子支
払のための借入金等（特会法附則③④）に
ついて規定されてきたところです。
　これについて、令和 2年度から令和13年
度までの森林環境譲与税のための借入に係
る規定を削除することとされています（旧
特会法附則 4②～④）。
　また、令和 2年度から令和 6年度まで機
構準備金を交付税特会に繰り入れる旨を規
定することとされています（特会法附則10
③）。

…

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16

…

600

200
500 500 500

300 400 400 400 400 500 600

200 300200 300

譲与税特別会計における借入金で対応

税収の一部を
もって償還

200 200 200 200 100 100 100 100

森林環境税課税（年額：1,000 円）個人住民税均等割引上げ（年額：1,000 円）

各
年
度
譲
与
額

（
改
正
前
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
）

改
正
後

初年度
約 300
億円

平年度
約 600
億円

300
…

…

600 600

200

300

400

譲与税特別会計
における借入金 600 600 600 600 600 600500500400

600 600

6 年度目から全額譲与

機構準備金の活用 2,300 億円

2 年度目に当初予定から倍増

15年度目から全額譲与

機構準備金活用
により償還
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（参考）　機構準備金について

○　地方公共団体金融機構（平成20年設立。

以下「機構」といいます。）は、旧公営企

業金融公庫（以下「公庫」）から承継した

資産・債務に係る金利変動リスクに備え

て「公庫債権金利変動準備金」（※）を確

保しています。

※　機構は、資金調達を短期で、貸付を

長期で行っているため、今後の資金調

達コストが上昇するリスクに備えて一

定の準備金が必要。

○　機構が公庫から承継した業務を将来に

わたり円滑に運営するために必要な額を

上回る機構準備金については、国に帰属

させることが法定されています（機構法

附則14）。

○　また、地方公共団体金融機構法案に対

する附帯決議において、国庫に帰属させ

た機構準備金の取扱いについては、機構

の財産が地方公共団体の寄与により形成

された経緯を踏まえ、機構及び地方公共

団体の意見を十分聴取して慎重に対処す

ることとされています。

○　これまでは、地方の財源不足に対応す

るため、交付税原資に充ててきたところ

です（特会法附則10③において交付税特

会に繰り入れる旨を規定。）。

※　毎年度の具体的な国庫繰入額につい

ては、省令で規定。

※　地方交付税法上は、機構準備金を活

用することについて明記されないが、

毎年度の交付税額の特例の規定（地方

交付税法附則 4）で定める額の中に含

まれている。

⑵　航空機燃料譲与税（譲与割合の引上げの延
長）
　航空機燃料譲与税は、航空機燃料税の収入額
の13分の 2に相当する額を空港関係市町村及び
空港関係都道府県に対し譲与するものです（航
空機燃料譲与税法 1①）。
　航空機燃料税法に定められた航空機燃料税の
税率（いわゆる本則税率）は26,000円/㎘（航
空機燃料税法11）となっていますが、租税特別
措置法において、令和 2年 3月31日まで本則税
率について18,000円/㎘、沖縄路線航空機に係
る税率について9,000円/㎘、特定離島路線航空
機に係る税率について13,500円/㎘とする特例
措置が講じられてきたところです（措法90の 8
～90の 9 ）。
　この航空機燃料税の税率の引下げに際しては、
これに伴う地方の減収が生じないよう、航空機
燃料譲与税の譲与割合を13分の 2から 9分の 2
に引き上げる特例措置が講じられてきたところ
です（航空機燃料譲与税法附則②）。
　今回の税制改正において、国税では、租税特
別措置法の一部改正により航空機燃料税の本則
税率の特例措置、沖縄路線航空機に係る税率の
特例措置及び特定離島路線航空機に係る税率の
特例措置の適用期限をいずれも 2年延長するこ
ととされていることから、地方税法等改正法で
は、引き続き、これに伴う地方の減収が生じな
いよう、航空機燃料譲与税法の一部改正により、
航空機燃料譲与税の譲与割合を引き上げる特例
措置の適用期限を令和 3年度まで 2年延長する
こととされています（航空機燃料譲与税法附則
②）。

十一　納税環境整備

⑴　期限到来間際にされた申告に係る不申告加算
金の決定期限の整備
　不申告加算金の決定は、原則、法定納期限の

翌日から起算して 5年を経過した日以後はでき
ないこととされていました（地法17の 5 ①）が、
5年の期限到来間際に申告書の提出がされた場
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合、不申告加算金の決定要件を満たしているに
もかかわらず、不申告加算金を課することがで
きないケースが存在しました。そこで、不申告
加算金の決定をすることができないこととなる
日前 3月以内にされた申告書の提出（調査によ
る更正決定を予知してされたものを除きます。）
に係る不申告加算金の決定については、当該申
告書の提出があった日から 3月を経過する日ま
で行うことができることとされています（地法
17の 5 ⑥）（資料15）。
　不申告加算金の額は原則として納付納入すべ
き金額の15％とされているところ、納税者又は
特別徴収義務者が、自主的に申告書を提出した
場合には、 5％とする旨の規定があり、今回の
改正は、提出期限後に行われる申告書の提出で
あって、当該申告書の提出に係る不申告加算金
の割合が 5％の対象となるような場合が対象と
されています。対象となる不申告加算金の対象
条項は下表のとおりです。

《対象となる不申告加算金》

税　目 対象条項（地方税法）

道府県民税利子割 第71条の14第 5 項

道府県民税配当割 第71条の35第 6 項

道府県民税株式等譲渡
所得割

第71条の55第 6 項

法人事業税 第72条の46第 5 項第 1号
※�第 2 号は国税の更正決定
後、 1月の期限内に修正
申告書を提出した場合で
あり、今回の改正の対象
外

道府県たばこ税 第74条の23第 5 項

ゴルフ場利用税 第90条第 5項

軽油引取税 第144条の47第 5 項

自動車税環境性能割 第171条第 5項

道府県法定外普通税 第278条第 5項

分離課税に係る個人住
民税所得割（退職所得）

第328条の11第 5 項

軽自動車税環境性能割 第463条の 3第 5項

市町村たばこ税 第483条第 5項

鉱産税 第536条第 5項

特別土地保有税 第609条第 5項

市町村法定外普通税 第688条第 5項

入湯税 第701条の12第 5 項

事業所税 第701条の61第 5 項

水利地益税等 第721条第 5項

法定外目的税 第733条の18第 6 項

　上記の改正は、令和 2年 4月 1日以後に法定納
期限が到来する不申告加算金について適用するこ
ととされています（地法改正法附則 2）。

決定することができないこととなる期間の終了
間際に申告書の提出がされた場合には、不申告
加算金の決定要件を満たしているにもかかわら
ず、決定できないケースが存在。

法定納期限 本税の更正決定等ができる期間：原則 5年

申告書
の提出

不申告加算金
の決定可

「本税」の更正決定等

「不申告加算金」の決定

【イメージ】

法定納期限 不申告加算金の決定ができる期間：原則 5年【改正前】 3か月間

【改正内容】
申告書の提出があった日から 3月を経過する日まで、当該申告に係る不申告加算金の決定を可能とする。

期限到来間際にされた申告に係る不申告加算金の決定期限の整備（資料15）
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⑵　決定期限を延長した不申告加算金の消滅時効
の整備
　地方団体の徴収金に係る消滅時効については、
原則として、法定納期限の翌日から起算して 5
年間とされてきたところです（地法18①）。不
申告加算金の決定期限が延長されること（地法
17の 5 ⑥）に伴い、不申告加算金の消滅時効の
起算点について、当該不申告加算金の決定があ
った日とするよう、規定の整備が行われていま
す（地法18①二）。

⑶　情報照会手続の整備
　徴税吏員が地方税に関する調査について必要
があるときに、官公署又は政府関係機関に当該
調査に関し参考となるべき資料の提供等につい
て協力を求めることができることとされてきた
ところです（地法20の11）。
　令和元年度税制改正において、国税では、地
方税と同様に、官公署又は政府関係機関への協
力要請の規定が置かれていましたが、実務では、
業務上必要な範囲内において、事業者に対して
も協力を求め、情報収集を行ってきたことを踏
まえ、事業者等に対しても同様の協力要請が行
うことができる旨を法令上明確化する旨の改正
が行われました。そこで、任意の協力要請の規
定については、従前から国税と地方税は同様の
規定となっていたものであり、運用上、事業者
等に対して協力要請をしていることを踏まえ、
改正が行われました。

⑷　不動産公売等における暴力団員等の買受け防
止措置の創設
　地方団体の徴収金に係る滞納処分については、
国税徴収法に規定する滞納処分の例によること
とされてきたところです。
　不動産競売については、法制審議会民事執行
法部会の議論を踏まえ、一般の不動産取引と同
様に、暴力団への不動産の供給源を断つといっ
た観点から、不動産競売における暴力団の買受
けを防止するための措置を盛り込んだ民事執行

法の改正法が令和元年 5月に成立しました。
　国税では、こうした状況を踏まえ、公売及び
随意契約による売却において措置を講ずる必要
があることから、不動産公売等（不動産公売及
び随意契約による不動産の売却をいいます。以
下同じです。）の暴力団排除について所要の措
置を講ずることとされています。
　地方税の不動産公売等についても、公売財産
（不動産に限ります。）の入札等（入札又は競り
売りに係る買受けの申込みをいいます。以下同
じです。）をしようとする者は、暴力団員等で
ない旨を陳述しなければ、入札等をすることが
できないこととする等、不動産公売等における
暴力団員等の買受け防止措置に関し、国税の滞
納処分の例によることとなります。一方、当該
措置に関する罰則については、地方税法に個別
に規定する必要があります。すなわち、地方団
体が行う公売手続等について、国税と同様、真
実は暴力団員等であるにもかかわらず、故意に
虚偽の陳述をすることは、地方団体の長の判断
を誤らせる可能性が高く、適正な公売手続等の
実施を妨げる行為であり、これに制裁を科すこ
とで、そのような行為を抑止する必要があるた
め、地方税法に民事執行法及び国税徴収法と同
水準の虚偽陳述に対する罰則が新設されました
（地法71、71の22、71の43等）。
　上記の改正は、令和 3年 1月 1日以後に行う
公告に係る公売等について適用されます。

⑸　還付加算金等の割合の引下げ
　令和 2年度改正では、国税における利子税、
還付加算金等の見直しと同様、市中金利の実勢
を踏まえ、地方税においても還付加算金等の割
合の引下げを行うこととされました。具体的に
は、地方税法附則第 3条の 2で規定されている
「特例基準割合」について引下げ（＋ 1 ％→＋
0.5％）を行うこととされました。ただし、延
滞利息としての性格や滞納を防止する機能、回
収リスクの観点から、延滞金（徴収の猶予等の
場合及び納期限の延長の場合を除きます。）に
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ついては、改正前の水準を維持しています。ま
た、これまで「特例基準割合」とされていまし
たが、国税の改正にあわせて用語が見直されて

います。主な改正事項としては、（資料16）の
とおりです。

（資料16）　還付加算金等の割合の引下げ

内　　容 本則 特�例
（地方税法附則第 3条の 2）

令和
元年分 見直し

延滞金
法定納期限を徒過し履行遅滞
となった場合に遅延利息とし
て課されるもの（各税目）

年14.6％

〔第 1項〕
特例基準割合
（貸出約定平均金利＋ 1％）
＋7.3％（早期納付を促す）

年8.9％ ―

1か月
以内等

早期納付を促す観点から低い
利率
（各税目）

年7.3％

〔第 1項〕
特例基準割合
（貸出約定平均金利＋ 1％）
＋ 1％（早期納付を促す）

年2.6％ ―

納期限
の延長

法人住民税及び法人事業税に
ついて納期限の延長があった
場合に課されるもの
（地方税法第65条第 1項及び
第 4項、第72条の45の 2 第 1
項並びに第327条第 1項及び
第 4項）

年7.3％
〔第 2項〕
特例基準割合
（貸出約定平均金利＋ 1％）

年1.6％ 貸出約定平均金
利＋0.5％

徴収の
猶予等

事業廃止等、納税者の納付能
力の減退といった状態に配慮
し、軽減
（地方税法第15条の 9第 1項、
第72条の38の 2 第10項）

2分の 1
免除

（年7.3％）

〔第 3項〕
特例基準割合
（貸出約定平均金利＋ 1％）

年1.6％ 貸出約定平均金
利＋0.5％

還付加算
金

地方団体から納税者への還付
金に付される利息
（地方税法第17条の 4第 1項）

年7.3％
〔第 4項〕
特例基準割合
（貸出約定平均金利＋ 1％）

年1.6％ 貸出約定平均金
利＋0.5％

①　還付加算金の割合
　還付加算金の割合は、各年の還付加算金特
例基準割合（「還付加算金特例基準割合」と
は、各年の前々年の 9月から前年の 8月まで
（改正前：前々年の10月から前年の 9 月ま
で）の各月における銀行の新規の短期貸出約
定平均金利の合計を12で除して得た割合とし
て各年の前年の11月30日まで（改正前：12月
15日まで）に財務大臣が告示する割合（以下
「平均貸付割合」といいます。）に年0.5％（改
正前：年 1％）の割合を加算した割合をいい
ます。）が年7.3％未満の場合には、その年中
においては、その還付加算金特例基準割合と

されます。
②　徴収の猶予等の適用を受けた場合の延滞金
の割合
　徴収の猶予等の適用を受けた場合（延滞金
の全額が免除される場合を除きます。）の延
滞金の割合は、徴収の猶予等をした期間の猶
予特例基準割合（「猶予特例基準割合」とは、
平均貸付割合に年0.5％（改正前：年 1 ％）
の割合を加算した割合をいいます。）が年7.3
％未満の場合には、その期間においては、そ
の猶予特例基準割合とされます。
③　納期限の延長の適用を受けた場合の延滞金
の割合
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　法人住民税及び法人事業税の納期限の延長
の適用を受けた場合の延滞金の割合は、各年
の平均貸付割合に年0.5％（改正前：年 1％）
の割合を加算した割合が年7.3％未満の場合
には、その年中においては、その平均貸付割
合に年0.5％の割合を加算した割合とされま
す。
　上記延滞金以外の延滞金の割合については、

従前どおりの割合とされます。また、還付加算
金等の割合について 0％となることのないよう
下限を整備するなど、所要の措置が講じられて
います。
　上記の改正は、令和 3年 1月 1日以後の期間
に対応する還付加算金等について適用されます
（地法改正法附則 1二、 3）。
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