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令和元年８月７日 

 

 国土交通大臣 

  石  井  啓  一  様 

 

一般社団法人  全国住宅産業協会 

  会  長   馬 場 研 治 

 

令和２年度 住宅・土地税制改正要望 

 

 わが国経済は、令和への改元、インバウンド需要の増加、ラグビーワールド

カップの開催など明るい要因もあるものの、１０月に予定されている消費税率

の引上げによる消費減退の懸念に加えて、米中貿易摩擦、英国のＥＵ離脱問題

など世界情勢の先行きに不透明感が強まっています。 

住宅・不動産市場は、平成３０年度新設住宅着工戸数は、前年と同水準の 

９５万戸となりました。しかしながら建築コストが高止まっていること、事業

用地の取得が厳しい環境にあることなどから販売価格は上昇傾向にあり、 

平均的な勤労者の住宅取得は厳しい状況となっています。 

一方、本年度の税制改正では、空き家の発生を抑制するための特例措置の 

拡充・延長、買取再販で扱われる住宅の取得等に係る特例措置の拡充・延長 

などが実現するとともに、消費税率引上げに伴う、駆込み・反動減対策として

住宅ローン減税の控除期間の延長や次世代住宅ポイント制度の創設が措置 

されました。 

住宅産業は、内需主導の持続的な経済成長を下支えする柱であり、重要な 

役割を担っています。つきましては、住宅市場の活性化を図るため来年度の 

住宅・土地税制改正について、下記のとおり要望いたしますので、その実現方

をお願い申し上げます。 
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第一 住宅関係税制 

１．住宅税制の抜本的な検討 

国民が負担を感じることなく住宅を取得できるよう、消費税を含めた住宅に係る多重

な課税について、抜本的な検討が必要である。 

 良質な住宅ストックの形成に向けて、住宅の取得・保有に係る既存税制と消費税のあり

方について、抜本的な検討が必要である。 

 

２．新築住宅の固定資産税の減額措置の延長 

住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限（令和２年３月３１日）を延長する。 

・一般の住宅：３年間 税額２分の１減額 

・中高層住宅：５年間 税額２分の１減額 

 本軽減措置は、半世紀を超えて措置されている特例措置である。住宅取得の初期負担を

一定期間軽減する措置として、国民の住宅取得を支援してきた基盤制度であり、本来は  

恒久化すべきである。 

 

３．住宅用家屋の所有権保存登記等に係る登録免許税の特例措置の延長 

住宅用家屋に係る登録免許税の特例措置の適用期限（令和２年３月３１日）を延長する。

・所有権保存登記 （本則）１０００分の ４⇒（軽減）１０００分の１.５ 

・所有権移転登記 （本則）１０００分の２０⇒（軽減）１０００分の３ 

・抵当権設定登記 （本則）１０００分の ４⇒（軽減）１０００分の１ 

 住宅取得時における税負担の大きさを勘案した場合、住宅用家屋の所有権保存登記等に

係る登録免許税については、少なくとも現行の軽減措置の適用期限を延長する必要がある。 

 

４．既存住宅に係る固定資産税の特例措置の延長 

 既存住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修、長期優良住宅化リフォームを

行った住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限（令和２年３月３１日）を延長する。

 ・耐 震 改 修  ２分の１減額 

 ・バリアフリー改修 ３分の１減額 

 ・省 エ ネ 改 修 ３分の１減額 

 ・長期優良化ﾘﾌｫｰﾑ  ３分の２減額 

 耐震化・省エネ性の向上、耐久性の向上を促進するためには、特例措置の延長が必要で

ある。また、バリアフリー化を推進することは、高齢者が自宅でより安全に生活するだけ

でなく、高齢者が保有する住宅ストックの有効活用にも資する。 
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５．認定長期優良住宅に係る特例措置の延長 

認定長期優良住宅に係る特例措置の適用期限（令和２年３月３１日）を延長する。 

［固定資産税］ 

  ２分の１減額の特例期間を延長 

  ・一般住宅  ３年⇒５年 

  ・中高層住宅 ５年⇒７年  

［登録免許税］ 

  ・所有権保存登記 一般住宅特例 １０００分の１.５⇒１０００分の１ 

  ・所有権移転登記 一般住宅特例 １０００分の３  ⇒戸建住宅  １０００分の２ 

⇒中高層住宅 １０００分の１ 

［不動産取得税］ 

 課税標準からの控除額 一般住宅特例１２００万円⇒１３００万円控除 

 長期優良住宅の普及促進を図り、良質な住宅ストックを形成するためには、特例措置の

延長は不可欠である。 

 

６．認定低炭素住宅に係る登録免許税の特例措置の延長 

認定低炭素住宅に係る登録免許税の特例措置の適用期限（令和２年３月３１日）を

延長する。 

 ・所有権保存登記 一般住宅特例 １０００分の１.５⇒１０００分の１ 

・所有権移転登記 一般住宅特例 １０００分の３   ⇒１０００分の１  

 環境に配慮した認定低炭素住宅の普及を図るため、特例措置の延長は必要である。 

 

７．買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置の延長 

買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置の適用期限

（令和２年３月３１日）を延長する。 

・所有権移転登記 一般住宅特例 １０００分の３   ⇒１０００分の１ 

 中古住宅流通市場・リフォーム市場の活性化に資するため、一定の質の向上が図られた

中古住宅を取得した場合の特例措置の延長は必要である。 
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８．不動産取得税の特例措置の延長 

(１)ディベロッパー等に対する新築家屋のみなし取得時期の特例措置（現行：１年

（本則：６か月））の適用期限（令和２年３月３１日）を延長する。 

(２)新築住宅用の土地に係る不動産取得税の特例措置（住宅の床面積の２倍

（２００㎡を限度）相当額を減額）を受ける場合に、土地取得から住宅の新築までの

期間要件の特例措置（現行：３年（本則：２年）、やむを得ない事情がある場合は４年）

の適用期限（令和２年３月３１日）を延長する。 

＊やむを得ない場合：１００戸以上の共同住宅等で、やむを得ない事情があると都道

府県知事が認める場合。 

 住宅の建設や販売に要する期間が長期化しており、事業者の負担が増加することに    

なれば、販売価格に転嫁されることとなる。住宅取得時の負担軽減及び不動産流通を     

活性化させる観点から、特例措置の適用期間を延長すべきである。 

 

９．特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の延長 

特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の適用期限

（令和元年１２月３１日）を延長する。 

＊所有期間１０年超、居住期間１０年以上の居住用財産を譲渡し、一定の居住用財産

を取得した場合について、譲渡価額が買換資産の取得価額以下の場合は、譲渡所得

には課税されず、取得価額を超える場合は、超える部分について長期譲渡所得の 

課税が行われる。 

 多様なライフステージ、ライフスタイルの変化にあわせた住み替えを支援していく    

ことは、国民の住生活の充実に寄与することになり、同時に住宅ストックと居住ニーズの

ミスマッチの解消に繋がることから、本特例措置の適用期限を延長すべきである。 

 

１０．居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の延長 

居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の適用期限

（令和元年１２月３１日)を延長する。 

＊所有期間５年超の居住用財産を譲渡し、住宅借入金等を利用して新たに一定の

居住用財産を取得して居住の用に供した場合は、居住用財産の譲渡損失の金額に

ついてその年の損益通算及び翌年以後３年内の繰越控除を認める。 

 資産デフレによる住宅価格の下落を踏まえ、ライフサイクルに応じた買換えを支援し、

多くの国民の豊かな住生活の実現を推進していくためには、本制度による適用期限を延長

すべきである。 
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１１．特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の延長 

特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除制度の適用期限（令和元年１２月

３１日)を延長する。 

＊住宅借入金等を有する所有期間５年超の居住用財産の売却に伴い発生した譲渡

損失のうち、住宅ローン残高が譲渡対価を超える場合その差を限度として、その年

の損益通算及び翌年以後３年内の繰越控除を認める。 

 住宅価格の下落の影響により、住宅を譲渡しても住宅ローンを返済しきれない        

住宅所有者を支援し、多様な住まい方を実現するためにも本制度の適用期限を延長すべき

である。 

 

１２．既存建築物の耐震改修投資促進のための特例措置の延長 

耐震診断義務付け建築物（病院・ホテル・旅館等）について、耐震改修工事を行った

場合、固定資産税の特例措置の適用期限（令和２年３月３１日）を延長する。 

・固定資産税額の２分の１を２年間減額 

病院・ホテル等の不特定多数が利用する建築物の耐震化を促進するために延長すべき  

である。 

 

１３．マンション建替え事業・マンション敷地売却事業に係る特例措置の延長 

及びマンションの管理適正化・再生円滑化等を一体的に進めるための措置

の検討 

(１)マンションの建替え等の円滑化に関する法律に規定する施行者又はマンション

敷地売却組合が取得する要除却認定マンション及びその敷地に係る不動産取得税の

非課税措置の適用期限（令和２年３月３１日）を延長する。 

(２)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続き開始の登記等に対する

登録免許税の免税措置の適用期限（令和２年３月３１日）を延長する。 

(３)マンションの管理適正化・再生円滑化等を推進するための新たな税制を検討する。

 年々、老朽化マンションが増加し、建替えの必要性が高まっている。多数の権利者を    

調整して合意形成するためには、税制での特例措置は不可欠であり、延長すべきである。 

 また、老朽化するマンションを適正に維持・再生するためには、税制上の支援が必要    

である。 
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１４．防災街区整備事業に係る特例措置の延長 

防災街区整備事業に係る法人税・所得税の特例措置の適用期限（法人税：

令和２年３月３１日、所得税：令和２年１２月３１日）を延長する。 

・防災街区整備方針に定める防災再開発促進地区内の危険密集市街地の資産を譲渡し

て保留床を取得した一定の場合に、譲渡益のうち買換資産に対応する部分の８０％

相当額まで課税を繰り延べる。 

 防災上危険な密集市街地において、防災街区整備事業を強力に促進し、当該密集市街地

の防災機能の確保と土地の合理的・健全な利用を図り、都市の再生を推進するため、      

本特例の延長は必要である。 

 

１５．住宅ローン減税制度等における床面積要件の緩和 

住宅ローン控除、すまい給付金、贈与税の特例、不動産取得税の特例、登録免許税等

の軽減措置などの床面積要件（現行：５０㎡以上）を緩和する。 

 世帯構成やライフスタイルの変化に伴い、住まい方が多様化してきている。利便性、    

省エネ性、防犯性等でファミリータイプと同質の居住性能を有する都心居住に適した     

小規模なマンションの取得にも支援が必要である。 

 

１６．二戸目の住宅取得に対する税制優遇措置の創設 

一定の要件を満たす二戸目の住宅取得に対し、住宅ローン減税制度を適用するなど税

制優遇措置を創設する。 

 子育てや介護、Ｕターン・Ｉターンなど多様化する居住ニーズに対応するとともに、  

増加する空き家など住宅ストックを有効活用し、地域の活性化に寄与することにもなる。 

 

１７．空き家対策を推進するための土地の固定資産税の特例措置の創設 

空き家の所有者が自発的に撤去や有効活用を目的として当該空き家を取り壊し、

取り壊し後５年以内に当該土地を活用する場合、現行の住宅地特例（固定資産税の

課税標準を６分の１に減額）を適用することとする。 

 空き家を取り壊すことによる、税制上の不利益を解消し、所有者が空き家の除却に対し

て積極的に取り組むことを支援する必要がある。 
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第二 土地関係税制 

１．長期保有土地等に係る事業用資産の買換え等の場合の課税の特例措置の

延長 

 長期保有土地等を譲渡し、特定の事業用資産を取得し事業の用に供した場合に、

譲渡資産の譲渡益の８０％相当額まで課税を繰り延べる特例措置の適用期限

（令和２年３月３１日）を延長する。 

土地の有効利用を促進するとともに、設備の更新、事業の再編を通じて地域経済の活性化

を図るためには、延長が必要である。 

 

２．優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税

の特例措置の延長 

 優良住宅地造成のために土地を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例措置の

適用期限（令和元年１２月３１日）を延長する。 

・所得税 本則１５％⇒特例（２,０００万円以下の部分の金額）１０％ 

・住民税 本則 ５％⇒特例（２,０００万円以下の部分の金額） ４％ 

 良好な環境を備えた良質な住宅の建設、宅地の造成事業を促進するために本制度の延長

は必要である。 

 

３．法人の土地譲渡益重課制度の停止期限の延長 

 法人の土地譲渡益重課制度の停止期限（令和２年３月３１日）を延長する。 

・短期（５年以下）所有土地の場合の特別重課：土地の譲渡利益金額×１０％ 

・長期（５ 年 超）所有土地の場合の特別重課：土地の譲渡利益金額× ５％ 

平成１０年度税制改正において超短期重課制度は廃止され、短期重課制度、長期重課制度

については、適用停止となっている。土地取引の活性化・有効利用を促進する観点から    

本来は、廃止すべきである。 
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４．不動産の譲渡等に関する印紙税の特例措置の延長 

 不動産の譲渡契約書及び工事請負契約書に係る印紙税の特例措置の適用期限

（令和２年３月３１日）を延長する。 

［軽減措置抜粋］ 

契約金額 本   則 軽減措置 

５００万円超～１,０００万円以下 １０,０００円 ５,０００円

 １,０００万円超～５,０００万円以下 ２０,０００円 １０,０００円

５,０００万円超～１億円以下 ６０,０００円 ３０,０００円

   １億円超～５億円以下 １００,０００円 ６０,０００円

５億円超～１０億円以下 ２００,０００円 １６０,０００円

１０億円超～５０億円以下 ４００,０００円 ３２０,０００円

５０億円超 ６００,０００円 ４８０,０００円
 

 住宅取得コストを軽減することはもとより、不動産取引の活性化を図るため、原則廃止

すべきである。 

 

５．住宅地における良好な街並みの維持に資する相続税の非課税制度等の創設 

 被相続人が居住していた住宅を、同居していた相続人が相続した場合には、その住宅

及びその敷地について相続税を非課税又は徴収猶予とする。 

 相続対策の一環として、住宅の取り壊しを含む敷地の一部又は全部の売却により、     

細分化や不整形化が進行し、住宅地の当初の開発理念を維持することが困難となり、良好

な居住環境が悪化している事例が指摘されている。 

 敷地細分化を防止し良好な街並みの維持を図る観点から、非課税又は徴収猶予とする  

制度を創設する必要がある。 

 

６．個人の不動産所得に係る損益通算の特例措置の改善 

個人の不動産所得における土地取得のための借入金利子の損益通算制限を廃止する。

 住宅不動産投資に対するインセンティブを付与するとともに、投資事業を通した良質な

賃貸住宅の供給円滑化により、単身者の住宅ニーズに応える必要がある。 

 

以 上 

 


