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改訂新版 はしがき

　本書の旧版（初版）は、平成 25 年度税制改正により相続税の基礎控除額
の引下げが行われる一方で、本特例〔小規模宅地等についての相続税の課
税価格の計算の特例〕については、居住用宅地等に係る限度面積の引上げ、
二世帯住宅や老人ホーム入所等関係の緩和措置などが講じられたことを受
け、７年前の平成 27 年７月に発刊しました。
　この基礎控除額の引下げは、平成 27 年分の相続税から適用され、改正前
４％台であった相続税の課税割合が８％台に倍増する中で、本特例が果た
している、いわば「第２の基礎控除額」として機能がますます大きなもの
になってきました。
　その後、本特例については、平成 30 年度及び平成 31 年度（令和元年度）
税制改正によって、相続税の負担軽減策（税負担回避策）に対する一定の
適正化（厳格化）措置が連続して講じられ、本特例は課税特例としての性
格が一層強いものになってきました。この点を踏まえ、本書の書名を「小
規模宅地等の課税特例」に改め、旧版発刊後における改正項目を織り込む
ことをはじめとした所要の見直しを行い、115 問の Q&A による「改訂新
版」として発刊することにしました。
　なお、執筆に当たっては、旧版と同様に、「概観」から「細目」への流れ
による構成及び条文読解にアクセントを置いて記述を進めました。

　ところで、最近における家族関係などを含めた経済社会情勢の大きな変
化は、個々人における価値観の変化や多様化としても一層顕在化してきて
います。また、相続法の改正などの影響も生じてきており、さらに、相続
税制についても、相続税・贈与税の一体的課税制度（資産の移転時期の選
択に中立的な相続税・贈与税）の構築に向けた検討が行われています。
　そして、本特例についても、継続要件に係る充足期間の延長や債務控除



はしがき〔初版時〕

　本書は、相続税の「小規模宅地等の特例」について、91 問のＱ＆Ａに
より構成している「概説書」です。

　その相続開始が平成 27 年以降である相続税については、基礎控除額（定
額控除額及び法定相続人比例控除額）の４割もの引下げによって、相続税
の課税対象事案が増加することなどから、新聞や雑誌にも度々特集が掲載
されるなど、国民の「相続」及び「相続税」に対する関心が極めて高くな
っています。
　このことからも、本特例の有効活用などが、従来にも増して、極めて重
要な検討課題になっていることは改めて申し上げるまでもありません。

　一方、課税事実の複雑化・多様化及び税法の複雑化などに伴い、実務家
の間に、いわゆる『条文離れ』の傾向が、少なからず見受けられるように
思われます。また、相続税の課税対象事案の増加により、個別具体的な事
案への本特例の適用に当たって、新たな検討課題への対応に迫られる場面
などが少なからず生じてくることも予想されます。したがって、「条文読
解」という基本に立ち還った対応が、一層求められていると考えられます。

　このような視点から、本書では、①「概観」から「細目」への流れに配
意しつつ、②租税特別措置法第 69 条の４に関する条文読解にアクセントを
置いて執筆に取り組みました。もっとも、本書の執筆を通じて、同条及び
関連規定等は、「難読条文」などの範疇にあると改めて感じたところです。
無論、この点は、筆者の浅学菲才の身であるが故によるところではありま
すが、筆者なりの意見等を随所に述べさせて頂いておりますので、読者諸
賢の条文読解や実務対応などの際に、少しでもお役に立てばと願っている

との関係などが、既に具体的な改正検討項目として取り上げられています。

　上記のような状況の下にあって、相続税の課税対象者が増加し、かつ、
それぞれの事案の内容等も複雑・多様化の度合いを強めてきている相続税
の申告等に当たって、本特例の適用関係について的確に対応することが一
層求められています。
　このような実務対応に当たっている読者諸賢にとって、本書が少しでも
お役に立てばと願っています。
　なお、本書の発刊に当たって、税理士 梶野 泰子氏に校正等に携わって頂
きました。ここに、お名前を記して感謝を申し上げます。

　令和４年 11 月 21 日

　塩野入　文雄



次第です。
　なお、読者諸賢の中には、本書のように、条文の文言の流れに沿わず
に、部分的に抜粋して、問題点等ごとに、その読解を記述することは適切
ではない、全体的に条文を順次読み込むべきではないか、とお考えになる
向きもあろうかと思われます。しかしながら、全体的な条文読解へのアプ
ローチの道程として、それぞれのテーマ（問題意識）に沿って、部分的
に、その条文読解に取り組むことも、一つの方法であると筆者は考え、本
書を上梓いたしました。

　上述したように、相続税の課税対象事案が増加する中で、本特例の適用
に関しても様々な新たな事例が生じてくると思われ、また、本特例につい
ても、更なる改正等が行われることも予想されるところでもあり、本書の
改定に向け、筆者も様々な事例に積極的に取り組んで参りたいと考えてお
りますので、読者諸賢のご意見等を頂戴できれば幸いです。

　なお、業務多忙の中にもかかわらず、本書の校正に従事して頂いた税理
士　御代田 大輔氏に、ここにお名前を記して感謝を申し上げます。
　また、本書の前身となり、筆者が本特例に強い関心を持つ大きな契機の一
つになった、「―平成 22 年度改正　相続税・贈与税―『小規模宅地・住宅取
得資金の特例　定期金の権利評価・非上場株納税猶予』」（法令出版・平成
22 年９月刊）の編集・執筆などに携わって頂いた、一般社団法人ＦＩＣ　
代表理事・税理士 竹内 陽一氏をはじめとした執筆者各位、並びに、筆者
が、その寄稿を通じて、本特例について検討等を行う機会を得ることが出
来た、『月刊 税理』編集部（ぎょうせい）及び『週刊 Ｔ＆Ａ master』編集部

（ロータス 21）の各位に感謝を申し上げます。

　平成 27 年６月
　塩野入　文雄

１ 本書は、次表のとおり構成しています。
項 目 内　　容　　等

Ⅰ 導入（１頁）

Ⅱ 基本的事項
（43頁）

（107頁）

　本特例に関する法令の規定構成を取りまとめ、また、措置
法69条の４第１項における主な「用語」の意義を通じた本特
例の適用要件について整理等を行っています。

Ⅲ 共通的事項 　本特例における四つの区分（特定事業用宅地等、特定居住
用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地
等）に関する共通的な事項について、「実体要件関係」と
「手続要件関係」の二つに分けて取りまとめています。

第１ 実体要件関係（109頁） 第２ 手続要件関係（340頁）

Ⅳ　特例区分ごと
　の個別解説

　四つの区分に関する個別事項について、それぞれの区分ご
とに取りまとめています。
　なお、最も適用例が多いと思われる特定居住用宅地等につ
いては、二世帯住宅と老人ホーム入所等事案に関する項を設
けて記述しています。

－３
特定同族会社事業
用宅地等（727頁）

Ⅴ　若干の事例
　検討等  （851頁）

　本特例の適用の検討に際して、他の税務処理との関係など
を考慮する必要が生じてきますが、そのような視点から二つ
の事例について検討を行っています。
　また、本特例について、今後の税制改正において見直しが
行われることが見込まれている事項について触れています。

本書の構成等

　相続及び相続税を取り巻く状況などについて、筆者の視点
による取りまとめを行っています。また、本特例が果たして
いる役割・機能に触れるとともに、本特例の概略について取
りまとめています。

－１
特定事業用宅地等

－２
特定居住用宅地等

－４
貸付事業用宅地等

（461頁） （511頁） （795頁）



目次－ 1

項 目 内　　容　　等
Ⅵ 関係法令等
（913頁）

　措置法69条の４など本特例の関係法令等を掲載しています。

Ⅶ 関係資料
（977頁）

　本特例に関する沿革などについて取りまとめを行っています。

様式関係資料
（1068頁）

　本特例の適用に係る関係様式を掲載しています。

索　引   （1084頁） 　原則として、目次に表記されていない主な用語を抽出して
作成しています。

２　法令等の「略称」については、一般的に使用されている表記によっています。
　なお、本特例に関する三つの直接的な条文は、次表のとおり省略して表記して
　います。

条 文 表記 表記例 表記の意味

措置法第69条の４ 法 法第１項又は（法①） 措置法69条の４
第１項

措置法施行令第40条の２ 令 令第２項又は（令②） 措置法施行令
第40条の２第２項

措置法施行規則第23条の２ 規 規第３項又は（規③）

５　本書は、原則として、令和４年10月１日現在の法令等や公表資料に基づいて
　います。なお、引用している法令、通達、質疑応答事例などにおける下線、ゴ
　シック体、斜体及び、（○○）などの各種の表記は、筆者が付した表記です。

３　令和２年４月以降の相続に適用されている配偶者居住権については、その敷
　地利用権などが本特例の適用と直接的な関わりがあります。この点は、別途、
　塩野入文雄・梶野泰子共著「配偶者居住権の税務詳解」（令和３年12月 清文社
　刊）に詳述していますので、同書を参照してください。
４　今回の改訂に当たって、新たに追加した質疑応答や関係資料、大幅な記述内
　容の変更等を行った質疑応答については、問番号、資料番号の前に「☆」印を
　付してあります。
　　また、その質疑応答における記述が８頁以上にわたっている場合は、原則と
　して、その解説の「構成」（目次）を表記しています。

措置法施行規則
第23条の２第３項
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第１　導入事項
■「Ⅰ　導  入」の構成■
　この「Ⅰ」では、租税特別措置法 69 条の４に規定されて
いる「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特
例」（以下、本書において、原則として「小規模宅地等の課税特

例」又は「本特例」といいます）に関する具体的な整理・検討
に先立ち、次の「第１」及び「第２」の二つの構成により、
本特例の具体的な整理等の前提となる事柄について、「導入」
の視点に立った記述を行っています。

第１　導入事項
　1　相続及び相続税を取り巻く状況（次頁）
　　１　概　況（４頁）
　　２　相続税の申告実務などへの影響（14 頁）
　2　本特例の概略（21 頁）
　　１　あらまし（21 頁）
　　２　本特例が果たしている役割・機能（27 頁）

第２　特例適用要件（概要）
　　１　特例適用要件〔概括〕（31 頁）
　　２　特例適用要件〔総括〕（34 頁）

◇本項の構成◇
　この「第１」では、前頁に記述しているとおり、本特例に関す
る直接的な解説をする前に、1で相続及び相続税を取り巻く社会
経済状況などについて若干の整理等を、2において、本特例の概
略などについて整理等を行っています。
　なお、この「第１」での記述内容は、個々の相続税の申告にお
ける本特例の適用の可否などの判断に直接結びつく具体的なもの
ではありません。しかしながら、相続（税）及び本特例を取り巻
いている諸般の状況・要因などを承知しておくことは、各種情報
等に広く接している最近の納税者（相続人等）に対して、相続税
の申告内容や本特例の適用に関する説明等を行う際に、適切かつ
深度ある対応を行う際に少なからず必要な事柄として役立つ場面
がある、と筆者は思料します。
　特に民法等の改正や相続税と贈与税の一体的課税制度の構築に
向けた税制改正の動向などについて納税者も強い関心を有してい
ることから、巻末の「参考資料」なども含めた諸資料・情報等を
把握しておくことが必要です。
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⑴�　少子高齢化・人口減少社会など我が国の社会構造の大きな変
化は、相続税の課税範囲の拡大（増税）や相続税・贈与税の一
体的課税制度の構築に向けた検討等も含めて、国民の財産承継
等に関する関心の高まりの事象として顕われてきています。

〈図表〉　相続等を取り巻く状況（概観図）

・少子高齢化（長寿）社会、人口減少社会

・フローからストックの経済社会へ

・家族関係の変化 など

○　社会経済構造の急速かつ大きな変化

・相続税の増税等

・贈与税の緩和 など

○　税制改正

相
続
税
が
有
す
る
社
会
政
策
的
側
面

Answer

⑵�　上記の点や、次の解説において述べる点を概観すると、次頁
の〈図表〉のとおりです。

＊本問の解説は、次の構成によっています。

項　　　　　目　　　　（頁）
１　一般的状況（次頁）
　⑴　経済社会構造の変化（次頁）
　⑵　相続法等（民法）の改正（7）
２　相続税の増税・贈与税の緩和措置等（8）
３　相続税・贈与税の一体的課税制度の検討（9）
４　まとめ（10）
参考　最近における贈与税の非課税特例の導入等（11）

１ 相続及び相続税を取り巻く状況

１　概　況

Question １

　相続及び相続税を取り巻く状況などについて、どのように捉
えていますか？

【要点】
❶�　少子高齢化・人口減少社会、家族関係の変化、経済社会の
ストック化、国際化の進展などの影響
❷�　平成27年分以降の相続税の課税範囲の拡大等（相続税の基
礎控除額の40％引下げなど）による影響
❸�　相続税・贈与税の一体的課税制度の構築に向けた税制改正
の動き
❹　国民の相続及び相続税（財産承継等）に対する関心の高まり
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１　一般的状況
　⑴　経済社会構造の変化
　 　我が国の社会経済構造（状況）の急速かつ大きな変化、特に、

少子高齢化の進展や人口減少社会の到来、フローからストック
への経済社会の移行などが、国民が保有している個人財産に係
る運用や承継などに対する考え方（感じ方）・対処等に対して
も様々な影響を及ぼしています。

　 　一方、我が国における家計（個人）金融資産残高は、令和３
年３月末で約2,023兆円に及んでいます（〈資料１－⑵〉・981頁参

照）。また、統計の時点はずれますが、令和元年に約1,900兆円
であった残高のうち65％が、60歳以上の高齢者によって保有さ
れているとされています（令和4.9.19財務省資料）。このことか
ら、高齢者が保有している財産の活用、世代間承継のあり方に
ついても、今や、大きな政策的な課題の一つになっていると言
っても過言ではありません。

　 　さらに、国・社会の最も基礎的な基盤（核）と考えられてき
た家族関係の変化が、育児や教育をはじめ、独居世帯の増加も
含めた介護への対応、あるいは、多様化社会への対応など、
我々の日常生活における様々な場面に関わる課題となっており、
その対応に関して多くの議論が交わされています。

　 　加えて、国際化（ボーダーレス化）の進展も、法人による企
業活動は言うに及ばず、個人についても、保有資産の運用など
に留まらず、国外への移住という居住行動面にも拡がってきて
います注。

Explanation

　　注 　国際化の進展に関連し、相続税についても、一連の「課税財

産の範囲の見直し」（相続税法１条の３に基づく相続税の納税

義務者の態様等）などの税制改正が行われてきています（具体

的内容は後掲の〈資料７〉・1057頁を参照してください）。

　⑵　相続法等（民法）の改正
　 　相続及び相続税の前提となる一連の民法の改正が行われてき

ています。
　イ 　平成30年６月改正による成年年齢の引下げ（20歳から18歳

に引き下げ）、同年７月の遺留分制度の見直しや配偶者居住
権の創設など相続法の改正が行われました（相続法の改正内
容の概要については、〈資料４〉の「第１」・1000頁を参照してく

ださい）。
　　 　なお、遺留分侵害額請求が行われた場合、本特例の適用関

係にも影響を及ぼしてくることから、Q59・450頁において、
個別的な問題として触れています。

　　 　また、配偶者居住権は、その敷地利用権注が土地の上に存
する権利として、本特例の適用対象になり得ることから本特
例と密接な関わりがあります。この点については、別途、配
偶者居住権に関する解説書（塩野入文雄・梶野泰子著「配偶者

居住権の税務詳解」（令和２年12月刊・清文社））を執筆してい
ますので、同書を参照してください。

　　注 　配偶者居住権の目的となっている居住建物の敷地を配偶者居

住権に基づき利用する権利を指しています。

　ロ 　また、「新しい土地問題」といえる政策課題になっている
所有者不明土地問題への対応の一環として民事基本法の見直
しが行われ、民法、不動産登記法の改正及び相続土地国庫帰
属法の制定などが令和３年４月に行われ、令和５年４月１日
以降、順次施行されます（この改正内容など概要については、

〈資料４〉の「第２」・1005頁を参照してください）。
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２　相続税の増税・贈与税の緩和措置等
　相続税については、平成27年１月から施行されている相続税の
基礎控除額の40％引下げなど平成25年度税制改正による相続税の
改正（増税）の影響は、改正前が全国ベースで４～５％であった
相続税の課税割合が８％台（東京都の令和２年分は17.0％）注になっ
ており、身近な税金の一つとして数多くの国民から強い関心が寄
せられているところです（相続税の課税割合の状況については、

〈資料５〉の〔参考資料３〕・1048頁を参照してください）。

３　相続税・贈与税の一体的課税制度の検討
　相続税については、現在、贈与税との一体的課税制度の構築に
向けた検討が行われています。その基本的な考え方（捉え方）に
ついては、「令和４年度税制改正大綱」（自由民主党・公明党 令和

3.12.10）10頁において、次のとおり述べられています。
　なお、内容的には、令和３年度税制改正大綱に述べられていた
内容等と大きく変わるものではありませんが、「本格的な検討を
進める」とされている点に注意が必要です。

第一　令和４年度税制改正の基本的考え方
２．経済社会の構造変化を踏まえた税制の見直し
⑵　相続税・贈与税のあり方
　 　高齢化等に伴い、高齢世代に資産が偏在するとともに、

相続による資産の世代間移転の時期がより高齢期にシフト
しており、結果として若年世代への資産移転が進みにくい
状況にある。

　 　高齢世代が保有する資産がより早いタイミングで若年世
代に移転することになれば、その有効活用を通じた経済の
活性化が期待される。

　 　一方、相続税・贈与税は、税制が資産の再分配機能を果
たす上で重要な役割を担っている。高齢世代の資産が、適
切な負担を伴うことなく世代を超えて引き継がれることと
なれば、格差の固定化につながりかねない。

　 　このため、資産の再分配機能の確保を図りつつ、資産の
早期の世代間移転を促進するための税制を構築していくこ
とが重要である。

　 　わが国では、相続税と贈与税が別個の税体系として存在
しており、贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点か

　一方、贈与税については、世代間での資産の早期移転などを促
す観点から、平成15年度税制改正における相続時精算課税制度の
創設や平成25年度税制改正による贈与税の税率特例が創設などの
措置が講じられてきています。また、教育資金贈与の非課税特例
の創設の各種特例措置も講じられてきています（最近の贈与税の

非課税特例の導入などについては、11頁の参考を参照してください）。
　このため、相続、特に相続税対策を見据えた対応として、従来
から行われてきている贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で行
う少額贈与をはじめとして、毎年、ある程度の贈与税を払い、そ
の贈与者の財産を減じて贈与者に相続開始があった場合の相続税
額を減少させることで、その贈与税累積額と相続税額との総額を
減少させる、いわゆる「最適贈与」が実行されてきています。な
お、この点は、次に述べる相続税・贈与税の一体的課税制度の導
入に向けた検討と関わりが生じています。

　注 　東京都千代田区では39.4％になっています。住宅地の例として

は、目黒区31.5％、世田谷区28.4％、練馬区18.3％などとなってい

ます（週刊東洋経済　2022.8.13-20・83頁参照）。
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ら高い税率が設定されている。このため、将来の相続財産
が比較的少ない層にとっては、生前贈与に対し抑制的に働
いている面がある一方で、相当に高額な相続財産を有する
層にとっては、財産の分割贈与を通じて相続税の累進負担
を回避しながら多額の財産を移転することが可能となって
いる。

　 　今後、諸外国の制度も参考にしつつ、相続税と贈与税を
より一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算
課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固
定化防止等の観点も踏まえながら、資産移転時期の選択に
中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。

　 　あわせて、経済対策として現在講じられている贈与税の
非課税措置は、限度額の範囲内では家族内における資産の
移転に対して何らの税負担も求めない制度となっているこ
とから、そのあり方について、格差の固定化防止等の観点
を踏まえ、不断の見直しを行っていく必要がある。

　なお、相続税・贈与税の一体的課税制度の構築に向けた検討の
動向等に関する具体的な内容等については、〈資料５〉・1018頁を
参照してください。

４　まとめ
　相続税については、富の再配分や格差是正などに果たす役割を
期待する向きがある一方で、その廃止論があるなど、それぞれの
論者によって様々な意見・議論が交わされています。
　相続税の意義に関して、一般的には、ⓐ富の再分配、ⓑ所得課
税の補完税、あるいは、ⓒ清算課税などの位置づけ・役割がある
と言われています。

　ちなみに、筆者は、相続税が、健全な中産階層の育成・維持と
いう社会政策的な機能を果たしている側面も有しており、そのよ
うな視点からも相続税の課税制度のあり方が問われている、と考
えます。すなわち、平成27年以降の相続開始事案について、基礎
控除額の引下げに伴う影響が及んでいるところが、単なる課税件
数の増加以上のものが生じているのではないか、という問題意識
を筆者は持っています。したがって、今後における一体的課税制
度の構築が具体的にどのように行われていくか、大いに注目され
るところです。
　また、その見直しが行われる中で、本特例についても何らかの
改正が講じられるか否かの点を注目する必要があります。

参考 最近における贈与税の非課税特例の導入等

１　教育資金贈与の非課税特例

　 　平成25年度税制改正によって追加された措置法70条の２の２（直

系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税）に

基づく贈与税の非課税制度です。具体的には、直系尊属から直系卑

属に対する教育資金の一括贈与について1,500万円を限度額とした非

課税制度であり、令和5.3.31までの同資金贈与に関する時限措置に

なっています。

　 　この非課税特例適用による贈与の実績は、信託による利用による

ものが、累計ベースで、令和４年３月末時点における契約数が

252,090件、設定合計額が１兆8,814億円になっています（信託協会Ｈ

Ｐ参照）。これは、国民の教育への関心の高さなどにも呼応してこの

非課税特例の創設が奏功している点もさることながら、前述した相

続・相続税対策も意識して、その実行が行われている側面が多分に

あると思われます。

　 　なお、この非課税特例についても、相続税に関する税負担回避へ

の対応という見地から、贈与者の相続開始時における「管理残額」
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のみなし相続課税への取り込みや、相続税額の２割加算の適用など、

制度創設時注に比して、その厳格化が図られてきています。

３　住宅取得等資金贈与の非課税特例など

　 　平成21年６月の税制改正によって追加された措置法70条の２（直

系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税）

に基づく贈与税の非課税制度です注。具体的には、直系尊属から直系

卑属に対する住宅取得等資金の贈与について一定額の非課税限度額

（現行：1,000万円ほか）までの同資金の贈与に係る非課税制度であり、

令和5.12.31までの同資金贈与に関する時限措置になっています。

　 　なお、この非課税特例は、上記二つの非課税特例とは異なり、景

気対策を主な目的として創設された制度になっています。もっとも、

世代間での早期の資産移転という視点によっても、この非課税特例

　注 　制度創設時におけるこの非課税特例については、塩野入・鈴木

共著「Q＆A 教育資金の一括贈与の特例 ―財産の三世代間継承

に向けて Ⅱ―」（平成25.9月刊 法令出版）を参照してください。

２　結婚・子育て資金贈与の非課税特例

　 　平成27年度税制改正によって追加された措置法70条の２の３（直

系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非

課税）に基づく贈与税の非課税制度です。具体的には、直系尊属か

ら直系卑属に対する結婚・子育て資金の一括贈与について1,000万円

を限度額とした非課税制度であり、令和5.3.31までの同資金贈与に

関する時限措置になっています。

　 　なお、この非課税特例の利用実績は、信託による利用によるもの

が、累計ベースで、令和４年３月末時点における契約数が7,363件、

設定合計額が224億円になっており（信託協会ＨＰ参照）、上記１に

比して低調なものになっています。

が果たしている機能には大きなものがあることはいうまでもありま

せん。

　 　また、この特例に関連して、措置法70条の３（特定の贈与者から

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例）が設

けられており、贈与者が贈与の年の１月１日において60歳未満であ

っても、その住宅取得等資金の贈与に相続時精算課税の適用が可能

になっています。

　注 　平成21年６月の税制改正前においても、住宅取得等資金の贈与

については、次の特例が設けられていました。

　　ⓐ 　５分５乗方式による直系尊属からの住宅取得等資金の贈与特

例（平成15年改正前の旧措法70の３）

　　　 　昭和59年度税制改正により創設され、平成15年度税制改正に

よって次のⓑの特例の創設に伴い廃止された特例です。

　　　 　その具体的な内容は、一定の限度額（創設時500万円、廃止

時1,500万円）までの特例対象贈与金額を5年分に分けて贈与さ

れたとして贈与税額を計算する特例でした。

　　ⓑ 　相続時精算課税の住宅取得等資金の贈与特例（旧措法70の

３・70の３の２）

　　　 　平成15年度税制改正における相続時精算課税の導入に伴って

創設された特例です。具体的には、㋑贈与者年齢要件の緩和

（当時65歳以上であった原則的年齢要件が、65歳未満であって

も適用可とされました）及び㋺特別控除額の加算（通常の特別

控除額2,500万円に1,000万円を加算）を、その内容としていた

特例です。


