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※既存住宅の築年数要件（耐火住宅25年以内、非耐火住宅20年以内）については、「昭和57年以降に建築された住宅」（新耐震基準適合住宅）に緩和。
　参考) 令和4年度国土交通省税制改正概要P.7
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＜入居年＞ 2022年（令和4年） 2023年（令和5年） 2024年（令和6年） 2025年（令和7年）

①長期優良住宅・低炭素住宅

②ZEH水準省エネ住宅

③省エネ基準適合住宅

④その他の住宅

上記 ①～③

上記 ④

新築住宅・買取再販
既存住宅

3,000万円

2,000万円

控除率 0.7%

0円（2023年までに新築の建築確認：2,000万円）

4,500万円

3,500万円

3,000万円

5,000万円

4,500万円

4,000万円

3,000万円

50㎡以上（新築の場合、2023年までに建築確認：40㎡以上（所得要件；1,000万円））
合計所得金額2,000万円

10年
13年（『その他の住宅』は、2024年以降の入居の場合、10年）控除期間

所得要件
床面積要件

税制改正への万全な対応は

OAG税理士法人にお任せください
常に最新の税制に基づいて、皆さまの最適な税務の実現と納税をサポートしています。
税金についてのお悩みや疑問は、お気軽に弊社担当者までお尋ねください。

お問い合わせ先
資産承継部

Tel.03-3237-7540

お問い合わせフォームホームページ

OAG税理士法人

「住宅ローン控除制度の見直し」

　令和4年（2022年）の税制改正大綱が令和3年（2021年）12月24日に公表されました。
個人所得課税では、住宅ローン控除の適用期限が４年延長されるなどの見直しが主な改
正ポイントとなり、資産課税では、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し、
登録免許税におけるキャッシュレス納付制度の創設、土地に係る固定資産税等の負担調
整措置などが示されました。今号では、おさえるべきポイントを解説させていただきます。

1．住宅ローン控除の延長と見直し
住宅ローン控除については、下記の控除率、控除期間等に見直すとともに、環境性能等に応じた借入限度額の
上乗せ措置等を講じた上で、適用期限を令和7年12月31日まで4年延長されます。

1．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措置の見直し
⑴非課税枠の見直し

令和4年（2022年）1月1日以後に贈与により取得する場合の非課税枠は、最大1,000万円に引き下げられます。
なお、震災に係る住宅取得等資金の非課税枠については据え置きになるため、最大1,500万円までとなります。

⑵適用期限の延長
上記⑴の適用期限は、令和3年（2021年）12月31日から令和5年（2023年）12月31日まで2年間延長されます。

⑶年齢要件の見直し
令和4年（2022年）4月1日以後の贈与について、従来は20歳以上とされていた受贈者の年齢要件が、18歳以上
に引き下げられます。

⑷築年数要件の見直し
令和4年（2022年）1月1日以後に贈与により取得する既存住宅の要件について、築年数要件を廃止するかわり
に、新耐震基準に適合している住宅用家屋（登記簿上の建築日付が昭和57年以降の家屋については、新耐震
基準に適合している住宅用家屋とみなします。）であることが追加されます。
⑸相続時精算課税の特例措置及び震災に係る住宅取得等資金の非課税措置について

上記⑵適用期限の延長、⑶年齢要件の見直し、⑷築年数要件の見直しについては、住宅取得等資金の贈与に係
る相続時精算課税制度の特例措置及び震災に係る住宅取得等資金の非課税措置についても同様となります。

2．非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予の特例承継計画の提出期限の延長
⑴法人版事業承継税制における特例承継計画の提出期限の延長

新型コロナの感染拡大により、事業承継のスケジュールが遅延することが予想されるため、特例承継計画の提
出期限を従来の令和5年（2023年）3月31日から令和6年（2024年）3月31日まで1年間延長されます。

⑵特例制度の適用期限
適用期限については今後とも延長を行わないため、従来通り令和9年（2027年）12月31日が期限となります。

2．住宅ローン控除の確定申告等
⑴住宅ローン控除申請書の提出

令和5年1月1日以降に住宅ローン控除の適用を受ける個人は、住宅借入金等に係る銀行等に対して、氏名、住所
及び個人番号等を記載した申請書（住宅ローン控除申請書）の提出が必要となります。

⑵残高証明書等の提出不要
令和5年1月1日以降に住宅ローン控除の適用を受ける個人は、適用年度の確定申告、翌年以降の年末調整にお
いて住宅借入金等の年末残高証明書等の提出が不要となります。

3．大口株主等の要件の見直し
⑴大口株主等の要件の見直し

株式等保有割合が、配当等の支払を受ける者とその者の同族会社に該当する法人と合計で3％以上となる場
合には、その者が支払いを受けた配当等を総合課税の対象となります。
※令和5年10月1日以降に支払われる上場株式等の配当等について適用されます。

個人所得課税

資産課税

OAG税理士法人
資産承継部
髙田 共宏

OAG税理士法人
資産承継部
滝島 雄

【住宅取得等資金の贈与時の非課税枠】

⑵報告書の提出
上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、株式等保有割合が1%以上となる者の氏名、マイナンバー及び株式
等保有割合等を記載した報告書を、支払の確定した日から1月以内に所轄税務署長に提出しなければなりません。
※令和5年10月1日以降に支払う上場株式等の配当等について適用されます。

令和４年度（2022年度）税制改正大綱（個人関係）

注目すべきは、

「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置の見直し」
OAG税理士法人　資産承継部　髙田 共宏　滝島 雄

改正前 改正後
1,500万円

1,000万円
1,000万円
1,000万円

500万円
500万円

1,500万円

1,000万円

耐震・省エネ・バリアフリー住宅

従来の提出期限
令和5年（2023年）3月31日

改正後の提出期限
令和6年（2024年）3月31日

適用期限
令和9年（2027年）12月31日

上記以外

上記以外の住宅用家屋
消費税10％

消費税10％

上記以外

震災に係る住宅取得等資金の非課税
（耐震・省エネ・バリアフリー住宅）

震災に係る住宅取得等資金の非課税
（上記以外の住宅用家屋）

延長
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