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居住用財産の相続・贈与に係る課税実務 

 

［１］特定居住用宅地等（小規模宅地等）の減額特例 

１ 本特例の概要 

(1) 小規模宅地等の課税価格計算の特例の概要 

本特例は、個人が、相続又は遺贈により取得した財産のうち、その相続開始の直前に

おいて被相続人等（被相続人又は被相続人と生計を一にする親族をいう）の事業の用に

供されていた宅地等又は被相続人等の居住の用に供されていた宅地等（下記「(3) 特例

対象宅地等の範囲」参照）のうち、一定の選択をしたもので限度面積までの部分（以下

「小規模宅地等」という）について、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一

定の割合（80％又は 50％）を減額する制度である（措法 69の 4）。 

 

(2) 特例の適用対象者 

  本特例の適用を受けることができる者は、上記(1)のとおり相続又は遺贈により特例対

象宅地等を取得した個人をいうことから、相続人だけでなく相続人以外の者が遺贈によ

り取得した場合であっても、本特例の適用を受けることができる（措法 69の 4①）。 

ただし、相続開始前３年以内に贈与により宅地等を取得した者や相続時精算課税に係

る贈与により宅地等を取得した者については、本特例の適用を受けることはできない（措

通 69の 4－1）。 

 

(3) 特例対象宅地等の範囲 

  本特例の対象となる宅地等とは、特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等・貸

付事業用宅地等及び特定居住用宅地等 (以下「特例対象宅地等」という)のいずれかに該

当するものをいう（措法 69の 4③）。 

なお、宅地等とは、土地又は土地の上に存する権利（借地権）で、一定の建物又は構

築物の敷地の用に供されているものをいい、棚卸資産及びこれに準ずる資産に該当しな

いものに限られる。 
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(4) 特例対象宅地等の限度面積及び減額割合 

＜限度面積及び減額割合＞ 

平成 27年１月１日以後に相続開始があった被相続人に係る相続税について、小規模宅

地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、次の表に掲げる区分ご

とに一定割合を減額する（措法 69の 4②）。 

 

① 「貸付事業用宅地」とは、「不動産貸付業」・「駐車場業」・「自転車駐車場業」及び事業

と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続

的に行う「準事業」の用に供されている宅地をいう。 

② 「特定同族会社事業用宅地」とは、相続開始の直前において被相続人及び被相続人の親

族等が法人の発行済株式の総数又は出資の総額の 50％超を有している場合におけるそ

の法人（相続税の申告期限において清算中の法人を除く）が事業の用に供している宅地

をいう。 

③ 平成 25年度改正により、平成 27年１月１日以後から限度面積が次のように拡充された。 

イ 特定居住用宅地等の限度面積の拡充 

 

 

 

   

ロ 特定事業用宅地等と特定居住用宅地等を併用する場合の限度面積の拡充 

 

 

 

 

 

 

  

特例対象宅地等の区分 限度面積 減額割合 

特 定 事 業 用 宅 地 等 
特 定 事 業 用 宅 地 等 400㎡ 80％ 

特定同族会社事業用宅地等 400㎡ 80％ 

貸 付 事 業 用 宅 地 等 200㎡ 50％ 

特 定 居 住 用 宅 地 等 330㎡ 80％ 

 

上限 240㎡ 

 

上限 330㎡ 

 

【改正前】 【改正後】 

 

        限定併用 

居住用 240㎡ 

事業用 400㎡ 

 

      完全併用 

居住用 330㎡ 

事業用 400㎡ 

 

 

 

【改正前】 【改正後】 

 

繰入れ 

 ⇒ 最大 400㎡ 

完全併用 

  ⇒ 最大 730㎡ 
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２ 特定居住用宅地等に係る小規模宅地等の減額特例 

(1) 特定居住用宅地等とは 

① 一定の要件を満たす宅地等 

相続開始の直前において被相続人等の居住の用に供されていた宅地等で、次の区分に

応じ、それぞれに掲げる要件のすべてに該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により

取得したものをいう。 

 

イ 被相続人の居住の用に供されていた宅地等 

被相続人の居住の用に供されていた宅地等で、次の(ｲ)又は(ﾛ)及び(ﾊ)のいずれかに該

当する被相続人の親族が相続等により取得したものをいう（措法 69の 4③二イ・ロ）。 

 

(ｲ) 配偶者が取得した場合 

被相続人の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の配偶者が取得した場合には、

次の(ﾛ)及び(ﾊ)の要件は不要になる。 

 

[相続開始直前]    [相続]               [申告期限] 

 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 同居親族が取得した場合 

被相続人の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の同居親族が取得した場合に

は、次の「居住継続要件」及び「保有継続要件」を満たすものをいう。 

 

居住継続要件 

 

相続開始直前において、その宅地等の上に存する家屋に被相続人

と同居しており、かつ、相続税の申告期限まで引き続きその家屋に

居住していること 

保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること 

 

  

被相続人が保有 

被相続人の居住用 

配偶者が取得 

 

用途は問わない 
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[相続開始直前]    [相続]               [申告期限] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ﾊ) 非同居親族が取得した場合 

被相続人の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の非同居親族が取得した場合

には、次の「人的構成要件」・「家屋所有及び非居住要件」及び「保有継続要件」を満

たすものをいう。 

 被相続人の配偶者又は相続開始直前に被相続人の居住の用に供さ

れていた家屋に居住していた親族（被相続人の民法に規定する相続

人をいう）がいないこと 

家屋所有及び 

非居住要件 

相続開始前３年以内に国内にある自己又は自己の配偶者の所有す

る家屋に居住したことがないこと 

保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること 

 

[相続開始直前]    [相続]               [申告期限] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被相続人が保有 

被相続人の居住用 

(同居親族有) 

同居継続親族が取得(注) 

 

同居親族が居住 

を継続(注) 居住継続 

保有継続 

 

(注) 申告期限前に居住する親族が死亡した

場合には、その死亡の日まで居住を継続

し、かつ、保有を継続すれば適用がある。 

 

被相続人が保有 

被相続人の居住用 

(同居親族無) 

自宅を有しない親族が取得(注) 

 

 

保有継続 

 

(注) 申告期限前に宅地等を保有する親族が

死亡した場合には、その死亡の日まで保

有を継続すれば適用がある。 

 

人的構成要件 

用途は問わない 
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ロ 被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等 

被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等で、次の(ｲ)又は(ﾛ)

のいずれかに該当する被相続人の親族が相続等により取得したものをいう（措法 69 の 4

③二ハ）。 

(ｲ) 配偶者が取得した場合 

被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等を被相続人の配偶

者が取得した場合には、次の(ﾛ)の要件は不要になる。 

 

[相続開始直前]    [相続]               [申告期限] 

 

 

 

 

 

(ﾛ) 生計を一にする親族が取得した場合 

被相続人と生計を一にする親族の居住の用に供されていた宅地等を被相続人と生計

を一にする親族が取得した場合には、次の「居住継続要件」及び「保有継続要件」を

満たすものをいう。 

居住継続要件 
相続開始直前から相続税の申告期限まで引き続きその家屋に居住

していること 

保有継続要件 その宅地等を相続税の申告期限まで有していること 

 

[相続開始直前]    [相続]               [申告期限] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 居住用宅地等が２以上ある場合 

  被相続人等の居住の用に供されていた宅地等が２以上ある場合には、そのうち被相続

人等が主として居住の用に供していた一の宅地等に特例が適用される。 

  相続財産に、被相続人の居住の用に供されていた宅地等と被相続人と生計一親族の居

被相続人が保有 

被相続人と生計を一 

にする親族の居住用 

配偶者が取得 

 

 
用途は問わない 

 

被相続人が保有 

被相続人と生計を一 

にする親族の居住用 

居住継続親族が取得(注) 

 

被相続人と生計を一に

する親族の居住用(注) 

を継続(注) 

居住継続 

保有継続 

 

(注) 申告期限前に居住する親族が死亡した

場合には、その死亡の日まで居住を継続

し、かつ、保有を継続すれば適用がある。 
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住の用に供されていた宅地等があれば、限度面積の範囲内において、それぞれの宅地等

について特例が適用される（措令 40の 2⑧）。 

具体的には、次のようになる。 

イ 被相続人の居住の用に供されていた宅地等が２以上ある場合（ハに掲げる場合を除く） 

被相続人が主としてその居住の用に供していた宅地等がＢ宅地であれば、Ｂ宅地に対

して特例が適用される。 

 

 

 

ロ 被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等が２以上ある場

合（ハに掲げる場合を除く） 

被相続人と生計を一にしていた親族が２人以上ある場合には、限度面積の範囲内にお

いて、その親族ごとにそれぞれ主としてその居住の用に供していた一の宅地等に対し特

例が適用される（親族甲はＢ宅地、親族乙はＣ宅地に適用される）。 

 

 

 

 

ハ 被相続人及び被相続人と生計を一にしていた親族の居住の用に供されていた宅地等が

２以上ある場合 

(ｲ) 被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等と生計を一にしていた

親族が主としてその居住の用に供していた宅地等とが同一である場合には、限度面積

の範囲内において、Ｂ宅地に対し特例が適用される。 

 

 

 

 

 

(ﾛ) (ｲ)に掲げる以外の場合 

被相続人が主としてその居住の用に供していた一の宅地等（Ｂ宅地）及び生計を一

にしていた親族が主としてその居住の用に供していた一の宅地等（Ｃ宅地）に、限度

面積の範囲内において、特例が適用される。 

 

 

 

 

Ａ宅地  被相続人 Ｂ宅地 （主）被相続人 

Ａ宅地 

親族 甲 

Ｂ宅地 

（主）親族 甲 

Ｃ宅地 

（主）親族 乙 

 

Ｄ宅地 

親族 乙 

 

Ａ宅地 

被相続人 

Ｂ宅地 

（主）被相続人 

（主）親族 甲 

Ｃ宅地 

被相続人 

親族 甲 

 

Ｄ宅地 

親族 甲 

 

Ａ宅地 

被相続人 

Ｂ宅地 

（主）被相続人 

 

Ｃ宅地 

（主）親族 甲 

 

Ｄ宅地 

被相続人、親族 甲 
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(2) 特定居住用宅地等の範囲 

① 被相続人等以外の者が所有する建物があるとき 

被相続人が所有する宅地等の上に存する建物の所有者が、被相続人及び被相続人の親

族以外の者である場合には、その建物に被相続人等が居住していたとしても、その宅地

等は特定居住用宅地等に該当しない。 

 

② 被相続人等が所有する建物があるとき 

被相続人が所有する宅地等の上に存する建物の所有者が、被相続人又は被相続人の親

族である場合には、建物の貸借形態(有償又は無償)により、次のようになる。 

イ 被相続人が所有する建物がある場合 

(ｲ) 被相続人が居住の用に供している場合 

   被相続人が宅地等及びその宅地等の上に存する建物を所有し、その建物を被相続人

が居住の用に供していた場合には、建物の所有者と使用者が同一であることから、賃

料(家賃)の支払いが発生しないため建物の貸借形態は存在せず、その宅地等は特定居

住用宅地等(減額割合 80％)に該当する(下表(ｲ)参照)。 

(ﾛ) 生計を一にする親族が居住の用に供している場合 

被相続人が宅地等及びその宅地等の上に存する建物を所有し、その建物を被相続人

と生計を一にする親族が居住の用に供していた場合には、建物の所有者と使用者が異

なるため、建物の貸借形態の相違が特定居住用宅地等の範囲に影響する。 

被相続人と生計を一にする親族が、被相続人に対し賃貸借契約に基づき相当の対価

(家賃)を支払っている場合には、その宅地等は特定居住用宅地等に該当しないが、貸

付事業用宅地等(減額割合 50％)には該当することになる(下表(ﾛ)参照)。 

また、被相続人と生計を一にする親族が被相続人に対し相当の対価（家賃）を支払っ

ていなかった場合(無償)には、特定居住用宅地等(減額割合80％)に該当する(下表(ﾊ)参照)。 

[相続開始直前] 

 

 

 

 

 

 

ロ 被相続人と生計を一にする親族が所有する建物がある場合 

(ｲ) 生計を一にする親族が居住の用に供している場合 

   被相続人が宅地等を所有し、その宅地等の上に存する建物を被相続人と生計を一に

する親族が所有し、その建物を被相続人と生計を一にする親族が居住の用に供してい

た場合には、建物の所有者と使用者が同一であることから、賃料(家賃)の支払いが発

宅地等は被相続人が所有 

建物は被相続人が所有 

居住の用に供していた者 建物の貸借形態 減額割合 

被相続人 な し (ｲ) 80％ 

生計を一にする親族 
有 償 (ﾛ) 50％ 

無 償 (ﾊ) 80％ 
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生しないため建物の貸借形態は存在せず(土地の貸借形態は無償とする)、その宅地等

は特定居住用宅地等(減額割合 80％)に該当する(下表(ｲ)参照)。 

(ﾛ) 被相続人が居住の用に供している場合 

被相続人が宅地等を所有し、その宅地等の上に存する建物を被相続人と生計を一に

する親族が所有し、その建物を被相続人が居住の用に供していた場合には、建物の所

有者と使用者が異なるため、建物の貸借形態の相違が特定居住用宅地等の範囲に影響

する(土地の貸借形態は無償とする)。 

被相続人が、被相続人と生計を一にする親族に対し賃貸借契約に基づき相当の対価

（家賃）を支払っている場合には、特定居住用宅地等に該当しないが、貸付事業用宅

地等（減額割合 50％）には該当する(下表(ﾛ)参照)。 

また、被相続人が被相続人と生計を一にする親族に対し相当の対価（家賃）を支払

っていなかった場合(無償)には、特定居住用宅地等(減額割合 80％)に該当する(下表

(ﾊ)参照)。 

[相続開始直前]                        

 

 

 

 

 

 

ハ 被相続人と生計を別にする親族が所有する建物がある場合 

(ｲ) 生計を別にする親族が居住の用に供している場合 

   被相続人が宅地等を所有し、その宅地等の上に存する建物を被相続人と生計を別に

する親族が所有し、その建物を被相続人と生計を別にする親族が居住の用に供してい

た場合には、建物の所有者と使用者が同一であることから、賃料(家賃)の支払いが発

生しないため建物の貸借形態は存在せず(土地の貸借形態は無償とする)、その宅地等

は特定居住用宅地等に該当しない(下表(ｲ)参照)。 

 

(ﾛ) 被相続人等が居住の用に供している場合 

被相続人が宅地等を所有し、その宅地等の上に存する建物を被相続人と生計を別に

する親族が所有し、その建物を被相続人等が居住の用に供していた場合には(土地の貸

借形態は無償とする)、建物の所有者と使用者が異なるため、建物の貸借形態の相違が

特定居住用宅地等の範囲に影響する。 

被相続人等が、被相続人と生計を別にする親族に対し賃貸借契約に基づき相当の対

価（家賃）を支払っている場合には、特定居住用宅地等には該当しない(下表(ﾛ)参照)。 

しかし、被相続人等が被相続人と生計を別にする親族に対し相当の対価（家賃）を

宅地等は被相続人が所有 

建物は被相続人と生計

を一にする親族が所有 

居住の用に供していた者 建物の貸借形態 減額割合 

生計を一にする親族 な し (ｲ) 80％ 

被相続人 
有 償 (ﾛ) 50％ 

無 償 (ﾊ) 80％ 
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支払っていなかった場合(無償)には、特定居住用宅地等(減額割合 80％)に該当する(下

表(ﾊ)参照)。 

 

[相続開始直前]                        

 

 

 

 

 

 

(3) 特定居住用宅地等の判定 

  次の①から④の具体例（Ｑ＆Ａを含む）により、特定居住用宅地等の判定を行う。 

① 生活の拠点を置いていた建物の敷地 

イ 生活の拠点を置いていた建物の敷地の判定 

被相続人等がその宅地等の上に存する建物に生活の拠点を置いていたかどうかの判定

は、その者の日常生活の状況・その建物への入居目的・その建物の構造及び設備の状況・

生活の拠点となるべき他の建物の有無その他の事実を総合勘案して判定することになる。 

 したがって、次のような建物の敷地は、被相続人等が居住していた事実があったとし

ても、被相続人等が生活の拠点を置いていた建物の敷地に該当しない。 

 

 

 

 

 

ロ 入院により空き家となっていた建物の敷地の判定 

たとえば、被相続人は相続開始前に病気治療のために入院したが、退院することなく

亡くなり、被相続人が入院前まで居住していた建物は相続開始直前まで空き家となって

いたが、退院後は従前どおり居住の用に供することができる状況にあったとする。 

このような場合には、病院の機能等を踏まえると、被相続人がそれまで居住していた

建物で起居しないのは、一時的なものと認められることから、その建物が入院後他の用

途に供されたような特段の事情のない限り、被相続人の生活の拠点はなおその建物に置

かれていると解するのが実情に合致するものと考えられる。 

 したがって、その建物の敷地は、空き家となっていた期間の長短を問わず、相続開始

直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当する。 

 

 

宅地等は被相続人が所有 

建物は被相続人と生計

を別にする親族が所有 

(ｲ)  居住の用に供する建物の建築期間中だけの仮住まいである建物 

(ﾛ)  他に生活の拠点と認められる建物がありながら、小規模宅地等の特例の適用を受

けるためのみの目的その他の一時的な目的で入居した建物 

(ﾊ)  主として趣味、娯楽又は保養の用に供する目的で有する建物 

 

居住の用に供していた者 建物の貸借形態 減額割合 

生計を別にする親族 な し (ｲ) 適用なし 

被相続人又は被相続人と

生計を一にする親族 

有 償 (ﾛ) 適用なし 

無 償 (ﾊ) 80％ 
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② 老人ホームへの入所により空き家となっていた建物の敷地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 被相続人甲が所有していた建物の敷地は、相続開始の直前において被相続人の居住の

用に供されていた宅地等に該当し、特定居住用宅地等（減額割合 80％、限度面積 330㎡）

の適用を受けることができる（措令 40の 2②）。 

 

解説 

イ 平成 25年 12月 31日以前の取扱い 

平成 25年 12月 31日以前は、被相続人が老人ホームに入所したため、相続開始の直前

においても、それまで居住していた建物を離れていた場合において、次に掲げる状況が

客観的に認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前

においても被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当するものと考えられていた。 

 

 

 

 

 

事例では、被相続人甲は終身利用権を取得して老人ホームに入所しているため（上記

(ﾆ)の要件を満たさないため）、被相続人の居住の用に供されていた宅地等に該当せず、

特定居住用宅地等の適用を受けることはできなかった。 

 

ロ 平成 26年１月１日以後の取扱い（要件緩和） 

  平成 25年度改正により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていな

かった宅地等の場合であっても、次の要件を満たすときには、その被相続人により老人

ホームに入所する直前まで居住の用に供されていた宅地等については、被相続人等の居

Ｑ 被相続人甲は、要介護認定を受けたため、居住していた建物を離れて老人ホームに

入所したが（終身利用権を取得）、平成 29年５月に老人ホームで亡くなった。 

 被相続人甲が老人ホームへの入所前まで居住していた建物は、相続開始の直前まで

空き家となっていたが、この建物の敷地は、相続開始の直前において被相続人の居住

の用に供されていた宅地等として、特定居住用宅地等に該当するか。  

 

 

 被相続人甲は 

単身で居住 

被相続人甲が所有する宅地 

 

 

 

 

老人ホーム 

甲は終身利用権 

を取得して入所 

甲の入所後 

は空家 

(ｲ) 介護の必要のために入所したものであること 

(ﾛ) 貸付けなど他の者の居住の用に供した事実がないこと 

(ﾊ) 空き家はいつでも生活できるように維持管理されていること 

(ﾆ) 所有権又は終身利用権を取得していないこと 
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住の用に供されていた宅地等に当たることとされ、平成 26年１月１日以後に相続又は遺

贈により取得する場合について適用されている。 

 

 

 

 

なお、上記(ｲ)の介護について、被相続人が要介護認定等を受けていたかどうかは、被

相続人が相続開始の直前において要介護認定等を受けていたかにより判定する。 

 したがって、平成 26年１月１日以後は、老人ホームに入所をする時点において要介護

認定等を受けていない場合であっても、その被相続人が相続開始の直前において要介護

認定等を受けていれば、老人ホームに入所をする直前まで被相続人の居住の用に供され

ていた建物の敷地は、相続開始の直前においてその被相続人の居住の用に供されていた

宅地等に該当することになった。  

 

ハ 相続開始の日以後に要介護認定等があった場合 

  老人ホームに入所していた被相続人が要介護認定等の申請中に相続が開始した場合に

おいて、その被相続人の相続開始の日以後に要介護認定等があったときは、要介護認定

等はその申請のあった日にさかのぼってその効力が生ずることとなる。 

要介護認定等が行われる場合、市町村は被相続人の生前に心身の状況等の調査を行っ

ていることから、被相続人が相続開始の直前において介護又は支援を必要とする状態に

あったことは明らかであると認められる。 

したがって、被相続人は相続開始の直前において要介護認定等を受けていた者に該当

するものとされる。 

 

  

(ｲ) 介護の必要のために入居したものであること 

(ﾛ) 貸付けなど他の者の居住の用に供した事実がないこと 

※ 平成 25年 12月 31日以前の取扱いにおける(ﾊ)と(ﾆ)が削除された。 
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③ 二世帯住宅の敷地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 二世帯住宅の建物が区分所有建物である旨の登記がされていないため、宅地の全てが

被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に該当し、特定居住用宅地等（減額割合 80％、

限度面積 330㎡）の適用を受けることができる（措令 40の 2④）。 

 

解説 

イ 平成 26年１月１日以後における二世帯住宅の見直し 

平成 25年 12月 31日以前は、一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被

相続人及び被相続人の親族が各独立部分に居住していた場合において、その親族が相続

等により取得した二世帯住宅の敷地の用に供されていた宅地等の特定居住用宅地等の判

定は、下表（「改正前」欄参照）のように、二世帯住宅の内部で行き来が可能か否かによ

り行われていた（内部で行き来が可能であれば、その宅地等は特定居住用宅地等の適用

を受けることができる）。 

  しかし、平成 25 年度改正により、平成 26 年１月１日以後は二世帯住宅が区分所有建

物の登記がされているか否かにより判定することになった（区分所有建物の登記がされ

ていなければ、その宅地等は特定居住用宅地等の適用を受けることができる）。 

 

改 正 前 改 正 後 

(ｲ) 内部での行き来が可能な場合  ‥‥ 同居扱い（80％減額）  同居扱い（80％減額） 

(ﾛ) 内部での行き来が不可能な場合 ‥‥ 別居扱い（適用なし）  同居扱い（80％減額） 

(注) 改正後は、二世帯住宅の内部で行き来が可能であるか否かにかかわらず、区分所有

Ｑ 被相続人乙は、乙が所有する宅地に二世帯住宅を建設し、その二世帯住宅の２階部

分を配偶者とともに居住の用に供し、１階部分は生計を別にする長男家族が居住の用

に供していた（建物は区分登記されていない）。 

被相続人乙は、平成 29年５月に死亡したため、相続人である配偶者及び長男は、乙

が所有していた二世帯住宅の建物の敷地を各２分の１共有持分を相続により取得する

ことになった。 

この場合において、配偶者及び長男が取得した建物の敷地は、相続開始の直前にお

いて被相続人の居住の用に供されていた宅地等として、特定居住用宅地等に該当する

か。 

 

 

 

 

 

被相続人乙が所有する宅地（地積 200㎡） 

 

【２階】被相続人乙及び配偶者が居住 

 
【１階】生計を別にする長男家族が居住 
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建物の登記がされていなければ、その宅地等は特定居住用宅地等の適用を受けること

ができる。 

 

ロ 配偶者及び長男の特定居住用宅地等の判定 

(ｲ) 配偶者の特定居住用宅地等の判定 

   事例の二世帯住宅は、区分所有建物である旨の登記がされていないことから、敷地

全体が被相続人等の居住の用に供されていた宅地等に該当する。 

したがって、配偶者が取得した上記の宅地等の共有持分２分の１のすべてについて、

特定居住用宅地等の適用を受けることができる。 

 

(ﾛ) 長男の特定居住用宅地等の判定 

事例の二世帯住宅が区分所有建物である旨の登記がされていないことから、長男は

相続人の要件のひとつである「同居の親族」に該当することになり、長男が取得した

上記の宅地等の共有持分２分の１のすべてについて、特定居住用宅地等の適用を受け

ることができる。 

 

④ 二世帯住宅の敷地の計算例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ 区分所有建物である旨の登記がなければ、配偶者Ｂ及び長男Ｃが相続により取得した

宅地のすべて（200㎡）は、相続開始の直前において被相続人Ａの居住の用に供されてい

た宅地等に該当し、特定居住用宅地等（減額割合 80％、限度面積 330 ㎡）の適用を受け

Ｑ 被相続人Ａは、自己の所有する宅地の上に一棟の建物を所有し、Ａとその配偶者Ｂ

及び生計を別にする長男Ｃの居住の用に供していた（建物は、区分所有建物である旨

の登記がなく、Ａの単独名義である）。 

配偶者Ｂ及び長男Ｃは、その宅地の２分の１の持分を各々相続により取得し、申告

期限まで引き続き所有し、かつ、居住の用に供していた。 

被相続人Ａの所有していた宅地は、 特定居住用宅地等に該当するか。 

 

 

 

 

【２階】 

被相続人Ａと配偶者Ｂが居住 

【１階】 

生計を別にする長男Ｃが居住 

Ａの居住の用に供されていた部分【２階部分】 

Ｃの居住の用に供されていた部分【１階部分】 

 

 

【２階】 

Ｂが引き続き居住 

【１階】 

Ｃが引き続き居住 

 

 

Ｂが居住の用に供している【２階部分】 

Ｃが居住の用に供している【１階部分】 

 
土地（地積 200㎡） 

 

ＢとＣは２分の１共有持分を相続 
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ることができる。 

  しかし、区分所有建物である旨の登記がされている場合には、特定居住用宅地等の適

用を受けることができる宅地等の範囲が縮減する（措令 40の 2④）。 

 

解説 

イ 区分所有建物である旨の登記がされていない場合 

区分所有建物である旨の登記がなければ、敷地全体が被相続人の居住の用に供されて

いた宅地等に該当する。 

したがって、次の(ｲ)及び(ﾛ)に掲げるように配偶者Ｂ及び長男Ｃが相続により取得し

た宅地のすべて（200 ㎡）について、特定居住用宅地等（減額割合 80％、限度面積 330

㎡）の適用を受けることができる。 

(ｲ) 配偶者Ｂの特定居住用宅地等の判定 

   配偶者Ｂが取得した、【１階部分】（100 ㎡）及び【２階部分】（100 ㎡）の持分割合

（２分の１）に応ずる部分の宅地（100㎡）は、特定居住用宅地等に該当する。 

 

 

(ﾛ) 長男Ｃの特定居住用宅地等の判定 

   長男Ｃは、被相続人Ａの居住の用に供されていた一棟の建物の「被相続人の親族の

居住の用に供されていた部分」に居住していた者であって、相続開始から申告期限ま

で、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等を有し、かつ、その建物に居住して

いることから、「同居の親族」に該当する。 

   したがって、長男Ｃが取得した、【１階部分】（100 ㎡）及び【２階部分】（100 ㎡）

の持分割合（２分の１）に応ずる部分の宅地（100㎡）は、特定居住用宅地等に該当す

る。 

 

 

 

ロ 区分所有建物である旨の登記がされている場合 

区分所有建物である旨の登記がされている場合には、被相続人Ａの居住の用に供され

ていた部分（【２階部分】）だけが、特定居住用宅地等に該当し、生計を別にする長男Ｃ

の居住の用に供されていた部分（【１階部分】）は、特定居住用宅地等に該当しない。 

(ｲ) 配偶者Ｂの特定居住用宅地等の判定 

配偶者Ｂは、【１階部分】（100 ㎡）及び【２階部分】（100 ㎡）の持分割合（２分の

１）を取得しているが、特定居住用宅地等に該当する部分は、【２階部分】のみである。 

したがって、配偶者Ｂが取得した【２階部分】（100 ㎡）の持分割合（２分の１）に

応ずる部分（50㎡）が、特定居住用宅地等に該当することになる。 

【１階部分】（100㎡）＋【２階部分】（100㎡） × １／２ ＝ 100㎡ 

【１階部分】（100㎡）＋【２階部分】（100㎡） × １／２ ＝ 100㎡ 
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(ﾛ) 長男Ｃの特定居住用宅地等の判定 

   長男Ｃは、被相続人Ａの居住の用に供されていた一棟の建物の「被相続人の居住の

用に供されていた部分」に居住していた者に該当しないことから「同居の親族」に該

当しない。また、長男Ｃは、自ら所有する建物に居住し、かつ、被相続人と生計を一

にしていないため、「非同居親族」・「生計一親族」にも該当しない。 

   したがって、長男Ｃが取得した、【１階部分】（100 ㎡）及び【２階部分】（100 ㎡）

の持分割合（２分の１）に応ずる部分の宅地（100㎡）は、すべて特定居住用宅地等に

該当しないことになる。 

 

※ 事前照会 回答年月日：平成 28年８月 22日 回答者：関東信越国税局審理課長 

 

庭先部分を相続した場合の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 

（租税特別措置法第 69条の 4）の適用について 

 

別紙 

１ 事前照会の趣旨及び事実関係 

被相続人甲が居住の用に供していた家屋（被相続人甲所有）の敷地は、下図のように

Ｘ部分の土地とＹ部分の土地の二筆から構成されており、相続人Ａ（甲の子）と相続人

Ｂ（甲の養子であり、Ａの子）とでこれらの土地をそれぞれ相続により取得することと

しました（下記図参照）。 

ここで、被相続人甲とともに当該家屋に居住していた相続人Ａが、Ｘ部分の土地を相

続により取得し、申告期限まで引き続きＸ部分の土地を有し、かつ当該家屋に居住する

こととした場合、相続人Ａが当該相続により取得したＸ部分の土地について、特定居住

用宅地等（措法 69 の 4③二イ）に該当するとして、小規模宅地等の相続税の課税価格の

計算の特例（措法 69の 4）の適用を受けることができますか。 

なお、当該家屋はＹ部分の土地とともに相続人Ｂが相続により取得しますが、当該家

屋には、今後も継続して相続人Ａが居住する予定です。 

（図） 

 

【２階部分】（100㎡） × １／２ ＝ 50㎡ 

^e^@e  

 

0㎡ 
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２ 事前照会者の求める見解となることの理由 

被相続人の居住の用に供されていた宅地等で一定のものについては、本件特例の対象

となる宅地等となるところ（措法 69の 4①）、この「被相続人の居住の用に供されていた

宅地等」とは、相続開始の直前において、被相続人等の居住の用に供されていた家屋で

被相続人が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地等をいうこととされていま

す(租税特別措置法（相続税法の特例関係）の取扱いについて（法令解釈通達）69の 4－

7）。 

 

そして、被相続人の居住の用に供されていた一棟の建物に居住していた親族が、その

被相続人の居住の用に供されていた宅地等を相続により取得し、相続開始時から申告期

限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その建物に居住している場合には、その相続

により取得した被相続人の居住の用に供されていた宅地等については、「特定居住用宅地

等」に該当し、本件特例の適用を受けることができることとされています（措法 69 の 4

③二イ）。 

ところで、本件特例の趣旨は、「被相続人等の居住の用に供されていた小規模な宅地等

については、一般に、それが相続人等の生活基盤の維持のために欠くことのできないも

のであって、相続人において居住の用を廃してこれを処分することについて相当の制約

を受けるのが通常であることから、相続税の課税価格に算入すべき価額を計算する上に

おいて、政策的な観点から一定の減額をすることとした」（東京地裁平成 23年８月 26日

判決等）ことにあると解されています。 

本件において、被相続人甲と同居していた相続人Ａが相続により取得するＸ部分の土

地は、相続開始の直前において、被相続人甲の居住の用に供されていた家屋で、被相続

人甲が所有していたものの敷地ですが、Ｘ部分の土地の上に当該家屋が存しないため、

居住の用を廃することなく、Ｘ部分の土地のみを処分することが可能であることからす

ると、上記の本件特例の趣旨に照らし、本件特例の適用は認められないのではないかと

の疑問が生じるところです。 

しかしながら、相続人Ａが相続により取得するＸ部分の土地と相続人Ｂが相続により

取得するＹ部分の土地は、事実関係に記載のとおり、一体として「相続の開始直前にお

いて被相続人の居住の用に供されていた家屋で被相続人が所有していたものの敷地の用

に供されていた宅地」であることからすると、居住の用を廃する必要があるかどうかに

かかわらず、Ｘ部分の土地は、「相続の開始直前において被相続人の居住の用に供されて

いた家屋で被相続人が所有していたものの敷地の用に供されていた宅地」に該当すると

考えます。 

また、相続人Ａは、被相続人甲の親族であり、「相続開始の直前において被相続人の居

住の用に供されていた一棟の建物に居住していた者｣に該当します。 

したがって、相続人ＡがＸ部分の土地を相続により取得し、申告期限まで引き続きＸ
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部分の土地を有し、かつ、家屋に居住している場合には、Ｘ部分の土地は、「特定居住用

宅地等」として、本件特例の対象になると考えられます。 
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［２］夫婦間で居住用財産を贈与したときの配偶者控除 

 

１ 本特例の概要 

（１）贈与税の配偶者控除の特例の概要 

婚姻期間が 20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金

銭の贈与が行われた場合、基礎控除 110万円のほかに最高 2,000万円まで控除(配偶者控除)

できるという特例である。 

 

（２）特例を受けるための適用要件 

①夫婦の婚姻期間が 20年を過ぎた後に贈与が行われたこと 

②配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は

居住用不動産を取得するための金銭であること 

③贈与を受けた年の翌年 3月 15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は

贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んで

おり、その後も引き続き住む見込みであること 

(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けるこ

とができない。 

 

２ 配偶者控除の適用を受けるための留意点 

（１） 配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲 

婚姻期間 20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる

場合には贈与税の配偶者控除が受けられる。 

 この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋又はその

家屋の敷地で、居住用家屋の敷地には借地権も含まれる。 

 なお、居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はない。 

 したがって、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合も配偶者

控除を適用できる。この居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合

には、次のいずれかに当てはまることが必要である。 

① 夫又は妻が居住用家屋を所有していること。 

② 贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること。  

（具体的事例） 

イ 妻が居住用家屋を所有していて、その夫が敷地を所有しているときに妻が夫から 

その敷地の贈与を受ける場合 

ロ 夫婦と子供が同居していて、その居住用家屋の所有者が子供で敷地の所有者が夫 

であるときに、妻が夫からその敷地の贈与を受ける場合 

     また、居住用家屋の敷地の一部の贈与であっても、配偶者控除を適用できる。 
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 なお、居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を 

購入した場合も、居住用不動産を取得したことになり、配偶者控除を適用できる。 

(相法 21の 6、相基通 21の 6－1) 

 

（２） 贈与の年に贈与者が死亡した場合の配偶者控除の適用 

被相続人から相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始の年に被相続人から財

産の贈与を受けていた場合には、その贈与を受けた財産については相続税の課税価格に加

算されるため贈与税は課税されない。 

 しかし、相続開始の年に婚姻期間が 20年以上である被相続人から贈与によって取得した

居住用不動産については、過去にその被相続人からの贈与について配偶者控除を受けてい

ないときは、その居住用不動産について贈与税の配偶者控除があるものとして控除される

部分は、相続税の課税価格に加算されず、相続税の対象とならない。 

 この加算しない部分は、贈与税の申告をする必要がある。また、申告する必要がある部

分について、配偶者控除の適用要件を満たしている場合にはその適用を受けることができ

る。（相法 19、21の 2、21の 6、相令 4、相基通 19－9） 
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［３］平成 30年度税制改正 

 

小規模宅地等に係る相続税の課税価格計算の特例の見直し 

改   正   内   容 適 用 時 期 等 

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、次の見直しがおこなわれた。 

① 持ち家に居住していない者に係る特定居住用宅地等の特例

の対象者の範囲から、次に掲げる者を除外する。 

イ 相続開始前３年以内に、その者の３親等内の親族又はその

者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居

住したことがある者 

ロ 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に

所有していたことがある者 

② 貸付事業用宅地等の範囲から、相続開始前３年以内に貸付事

業の用に供された宅地等（相続開始前３年を超えて事業的規模

で貸付事業を行っている者が当該貸付事業の用に供している

ものを除く。）を除外する。 

③ 介護医療院に入所したことにより被相続人の居住の用に供

されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等につい

て、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されて

いたものとして本特例を適用する。 

（注）上記の改正は、平成 30 年４月１日以後に相続又は遺贈によ

り取得する財産に係る相続税について適用する。ただし、上記

②の改正は、同日前から貸付事業の用に供されている宅地等に

ついては、適用しない。その他所要の措置を講ずる。 

平成 30年４月１日 

以後 
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（※）改正後の貸付事業用宅地の取扱いイメージ 

（1）原則…貸付事業用宅地等に該当しない場合 

 

 

 

 

（2）例外…貸付事業用宅地等に該当する場合① 

 

 

 

 

 

（3）経過措置…貸付事業用宅地等に該当する場合② 
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