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津波被災区域における固定資産税及び都市計画税に係る課税免除等（案）

【Ｈ２７年度】
（評価替え）

【Ｈ２３年度】

原則
継続

【Ｈ２４・２５年度】 【Ｈ２６年度】

一般の措置

津波により甚大な被害を

受けた区域として市町村

長が指定した区域内の

土地・家屋を課税免除す

る措置を創設

原 則 継 続
※市町村長が指定・公示した

課税土地等については除外

課税免除区域
⇒ 津波により甚大な被害を受けた区域として市町村長が指定・公示した区域

２分の１減額特例の対象となる土地・家屋
⇒ 課税免除対象外の土地・家屋のうち、使用状況等を総合的に勘案し、固定資産税等を減額することが

適当と認める土地・家屋として市町村長が指定・公示した土地・家屋

通常どおり課税される土地・家屋
⇒ 使用状況等を総合的に勘案し課税することが適当な土地・家屋
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暫定措置として原則継続
※市町村長が指定・公示した

課税土地等については除外

個々の土地・家屋の被害状況等に

応じて、市町村の判断で減免可能

個々の土地・家屋の被害状況

等に応じて、市町村の判断で、

条例により減免可能
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新築住宅に係る固定資産税の税額の減額措置の適用期限の延長（案）

改正の内容

○ 適用期限を２年延長

※ 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

【一般住宅分】

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)②３階建以上で耐火構造の長期優良住宅 ７年度分

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

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)②３階建以上で耐火構造の住宅 ５年度分

【長期優良住宅分】
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既存建築物の耐震改修に係る措置（案）

耐震改修促進法の改正（平成25年11月25日施行）

大規模建築物等 ※ に対し、耐震診断を実施し、所管行政庁へ結果を報告することを義務付け

→ 所管行政庁はその報告の内容を公表

※ ① 不特定多数の者が利用する大規模な建築物等 （病院、旅館等）、② 地方公共団体が耐震改修促進計画で指定した避難路に敷地が接する建築物、
③ 都道府県が耐震改修促進計画で指定した防災拠点となる建築物

＜予算措置の拡充＞

○ 耐震改修に係る補助の拡充 （平成25年度から）

・耐震改修費用の補助 国・地方併せて最大23％又は2/3 ⇒  国・地方併せて最大2/3又は4/5

耐震改修促進のための支援策

＜税制措置の創設＞

＜地方税＞

○ 耐震改修投資促進税制について、国税に準じた措置（法人住民税・法人事業税）

○ 固定資産税の特例措置（平成26年４月１日～平成29年3月31日）

・２年度分 対象建築物の税額を１／２減額
（１年度分あたりの減額は改修費用の2.5％まで。住宅としての特例の対象となるものを除く。）

＜国 税＞

○ 耐震改修投資促進税制（法人税・所得税）

・25％特別償却
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国家戦略特区における措置（案）

経済社会の構造改革を重点的に推進することにより、産業の国際競争力を強化するとともに、国際的な経済活動の拠点

の形成を促進する観点から、国が定めた国家戦略特別区域において、規制改革等の施策を総合的かつ集中的に推進。

国家戦略特区

○ 国家戦略特区計画の内閣総理大臣の認定により、規制の特例措置を適用。

規制の特例措置

＜地方税＞ ○ 設備投資減税の特別償却について、国税に準じた措置（法人住民税・法人事業税）

○ 固定資産税の特例措置の創設

・ 特定中核事業のうち医療分野における収益性の低い研究開発の用に供する一定の設備
（法人税の即時償却の対象となるものに限る。）について、３年度分、課税標準を価格の１／２

税制上の措置（案）

○ ベンチャー企業等の先駆的な事業に必要な資金の貸付けに対し、利子補給金を支給。

金融支援

○ 設備投資減税の創設（法人税）

・特定事業の用に供する一定の機械装置等（建物等）について、特別償却50％（25％）又は税額控除15％（８％）

・特定中核事業の用に供する一定の機械装置等については、即時償却

○ 研究開発税制（法人税）

・即時償却の対象となる開発研究用設備の減価償却費を特別試験研究費（税額控除12％）とみなす 等

＜国税＞
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世界遺産に登録された稼働中の産業遺産に係る固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置の創設

世界遺産に推薦される稼働中の産業遺産については、景観法に規定する景観重要建造物の中に特別の類型を設け、

世界遺産としての価値を保全する仕組みを創設することが予定

＜長崎造船所＞

ジャイアント・カンチレバークレーン

＜八幡製鉄所＞

修繕工場

＜三池港＞

閘門

対象資産

５

創設される類型に指定された一定の景観重要建造物が世界遺産に登録された場合、固定資産税及び都市計画税

の課税標準を価格の１／３
（対象となる資産が実際に世界遺産に登録された場合に、法制上の措置を講じる）

特例の内容



わがまち特例の導入について【固定資産税】（案）

○ 公共の危害防止のために設置された施設又は設備について、対象資産を一部見直し、一部わが
まち特例を導入した上、適用期限を２年延長。

対象資産 特例率 参考

①汚水又は廃液
処理施設

１／３を参酌して１／６以上１／２以下で市
町村の条例で定める割合（現行：１／３）

②大気汚染防止
法の指定物質排
出抑制施設

１／２を参酌して１／３以上２／３以下で市
町村の条例で定める割合（現行：１／２）

【具体的な対象資産】
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
機に係る活性炭吸着回収装置

③土壌汚染対策
法の特定有害物
質排出抑制施設

１／２を参酌して１／３以上２／３以下で市
町村の条例で定める割合（現行：１／２）

【具体的な対象資産】
フッ素系溶剤を使用するドライクリーニング機に係る活性
炭吸着回収装置

○ 浸水想定区域内の一定の地下街等の所有者又は管理者が、水防法に規定された浸水防止計画に基づ
き、平成26年４月１日から平成29年３月31日までに取得した浸水防止用設備に対して講じる特例措置
（５年度分）を創設。

対象資産 特例率 参考

浸水防止用設備
２／３を参酌して１／２以上５／６以下で
市町村の条例で定める割合

【具体的な対象資産】
止水板、防水扉、排水ポンプ及び換気口浸水防止機

○ 平成26年４月１日から平成29年３月31日までに取得された自然冷媒を利用した一定の業務用冷
凍・冷蔵機器に対して講じる特例措置（３年度分）を創設。

対象資産 特例率 参考

ノンフロン製品
３／４を参酌して２／３以上５／６以下で
市町村の条例で定める割合

【具体的な対象資産】
CO2ショーケース、空気冷凍システム

排水ポンプ

C02ショーケース

活性炭利用吸着
式処理装置と一体
となっているドライ

クリーニング機
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制 度 関 係



償却資産に対する固定資産税に係る平成26年度税制改正要望

償却資産課税の抜本的見直しについて

１． 償却資産課税の抜本的な見直しが必要である。

２． 本年6月14日に閣議決定された「日本再興戦略」において、設備投資の促進が 重要課題と

位置付けられていることを踏まえ、「集中投資促進期間（3年間）」のうちに新規に取得された

機械・装置等について、時限的に（例えば5年間）固定資産税を非課税とする。

３． 少なくとも、中小企業は新規に取得した機械・装置等に、大企業は「生産性向上設備投資促

進税制」の適用を受けた設備に係る固定資産税を非課税とする。

＜経済産業省 平成26年度税制改正要望＞

※ 上記要望に基づく、経済産業省による減収見込額試算は、以下のとおり。

○ 機械・装置（年間約14兆円）全体を対象とすると年平均2,600億円程度（大企業1,800億円、中小企業800億円）

○ 中小企業は機械・装置全体、大企業は生産性向上設備投資促進税制を対象とすると年平均1,200億円程度

（※上記の中小企業800億円＋下記の大企業400億円）

（参考）生産性向上設備投資促進税制（年間約3兆円）を対象とすると年平均600億円程度（大企業400億円、中小企業200億円）
７



○ 固定資産税収は、約8.9兆円の税収規模。（市町村税収全体の４割超）

○ うち償却資産分は約1.6兆円(17.6%）と、市町村にとって安定した非常に重要な基幹税源。

固定資産税収の内訳

（兆円）

税収

（年度）

（注） 計数は「地方財政状況調査」（総務省）における決算額である。

固定資産税 88,692億円 （平成23年度）
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市町村における償却資産課税の状況

（注１） 特別区の区域では東京都が課税を行っている。
（注２） 計数は平成23年度｢市町村税徴収実績調｣（総務省）における収入済額である。
（注３） 例えば、福島県広野町（火力発電施設が立地）では、償却資産税収のうち機械及び装置分のみでも887百万円と、町税収全体の78.8％にのぼっている。

② 償却資産に係る税収が大きい市町村① 償却資産に係る税収の割合が高い市町村
（単位：百万円）（単位：百万円，％）

順位 市町村名 償却資産税収 市町村税収 割合

1 群馬県上野村 1,999 2,077 96.2

2 長野県南相木村 961 1,038 92.6

3 福島県檜枝岐村 490 547 89.6

4 福島県川内村 327 366 89.2

5 福島県広野町(注３) 972 1,125 86.4

6 宮崎県木城町 2,773 3,248 85.4

7 岡山県新庄村 201 257 78.0

8 福島県双葉町 1,082 1,393 77.6

9 北海道泊村 2,250 2,924 76.9

10 愛知県豊根村 322 432 74.5

順位 市町村名 償却資産税収

1 東京都特別区(注１) 134,568

2 神奈川県横浜市 39,430

3 大阪府大阪市 33,605

4 愛知県名古屋市 26,078

5 神奈川県川崎市 22,073

6 兵庫県神戸市 17,402

7 福岡県北九州市 16,445

8 大阪府堺市 13,849

9 三重県四日市市 12,992

10 福岡県福岡市 12,247

○ 償却資産課税は、個々の市町村によっては財政運営の大黒柱に位置付けられるもの。
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「償却資産課税の抜本的見直し」に係る論点

２．償却資産課税において日本再興戦略に応じた時限的な特例措置を講じる場合の留意点

○ 日本再興戦略との関係で時限的な特例措置を検討するのであれば、市町村の基幹税である固定資産税の償却資産
課税そのものの存廃にかかわるようなことはしないということで良いか
※ 仮に期間限定の措置とした場合でも、結局は継続していることがこれまでも多いのではないか

○ 創意工夫により地域活性化に取り組んでいる市町村の税源を奪うようなことにならないか
○ 経済対策に係る政策減税について、市町村の基幹税である固定資産税を用いることをどう考えるか

１．基本的な方向性

○ 対象を絞らずして一律に減税した場合、企業が通常行っている経常的な更新投資まで対象となってしまう
○ 「機械・装置」に広く特例措置を講じる場合、税制上の合理性を説明できないのではないか

○ 固定資産税は、資産価格の1.4％という低い税率で、資産を保有する期間毎年度課税するもの。その減税より
もむしろ、資産の取得時に効果が現れる補助金等をまずは検討すべきではないか

① 特例措置のねらい、規模

② 対象資産の範囲

④ 申告手続など実務の対応可能性

○ 固定資産税は、資産の保有と行政サービスとの受益関係に着目し、応益的に課税する財産税。
本来、所有者如何にかかわらず課税する物税としての性格を有する中で、減税対象をどのように考えるか

○ 地方税である固定資産税で、国税を上回る規模の措置を講じることはあり得ないのではないか
※ 従来の償却資産の特例措置による平成24年度の軽減税額は、 大でも、整備新幹線の構築物で約124億円

○ 償却資産課税への依存度が高い特定の市町村に大きく影響しかねないことをどのように考えるか
○ 免税点制度により、償却資産に係る事業者(申告者)のうち、課税されている者は約３割程度にとどまる
○ 企業の事業活動に現に供されている資産について、市町村の行政サービスを享受していることを踏まえれば、

「非課税」とすることは不適当ではないか

③ 投資促進効果の評価

○ 企業・市町村の双方にとって、実務上、過度な負担なく対応可能な制度とする必要

平成25年9月24日 自由民主党税制調査会資料より抜粋 １０



償却資産課税に係る地方６団体等の意見

団体名 意見

地方六団体
「平成26年度予算概算要求等につい
て」（25年10月）

地方税源の確保等
固定資産税は、市町村の税収の大宗を占める重要な基幹税目であり、国の経済対策等の観点から償却資産課税の削減を行うべき

ではなく、現行制度を堅持すること。

全国知事会
「平成26年度税財政等に関する提案」
（25年10月）

各論Ⅰ ９ 固定資産税の安定的確保
固定資産税については、地方団体の重要な基幹税目であることから、厳しい地方団体の財政状況を踏まえ、様々な軽減措置を見

直すことなどにより、その安定的確保を図ること。また、償却資産に係る固定資産税については、償却資産の保有と市町村の行政
サービスとの受益関係に着目して課するものとして定着しており、創意工夫により地域活性化に取り組んでいる市町村の貴重な自
主財源を、国の経済対策のために削減するようなことはすべきではなく、現行制度を堅持すること。

全国市長会
「都市税財源の充実強化に関する決
議」（25年11月）

１．地方税財源の充実強化（４）
固定資産税は、市町村税収の大宗を占める重要な基幹税目であり、市町村の行政サービスを支えるうえで不可欠なものとなって

いることから、引き続き、その安定的確保を図ること。とりわけ、償却資産に対する課税については、国の経済対策等の観点から、
制度の根幹を揺るがす見直しは断じて行うべきではなく、現行制度を堅持すること。

全国町村会
「平成26年度税制改正に関する要望」
（25年11月）

４．固定資産税の安定的確保
固定資産税は、収入の普遍性・安定性に富む、町村財政における基幹税目であることから、税収が安定的に確保できるようにす

ること。特に、土地・家屋と一体となって生産活動に使われている償却資産に係る固定資産税については、町村の重要な財源であ
り、国の経済対策等の手段として見直されることとなれば、町村の財政に多大な支障を生じることから、現行制度を堅持すること。

全国市議会議長会
「地方税財源の充実確保に関する決
議」（25年11月）

１．平成２６年度税制改正（１）
固定資産税は、市町村の基幹税であるため、その安定的確保を図ること。特に、償却資産に係る固定資産税は、税収が１.６兆

円程度で安定的に推移しており、仮に廃止・縮小されるようなことがあれば、市町村の財政に多大な影響が生じることから、「機
械及び装置」に係る課税を含め現行制度を堅持すること。

全国町村議会議長会
「町村税財源の充実強化に関する特別
決議」(25年11月）

３ 固定資産税における償却資産については、資産の保有と市町村の行政サービスとの受益の関係に着目して課税されるもので
あり、事業の用に供している限り、一定の価値が存することから、現行制度を堅持すること。

指定都市市長会
「平成26年度税制改正に関する指定都
市市長会緊急要請」
（25年9月）

償却資産に対する固定資産税の現行制度の堅持
（中略）償却資産に対する固定資産税は、償却資産の所有者が事業活動を行うに当たり、市町村の行政サービスを享受している

ことに着目して課税しているものであり、市町村全体で約1兆6,000億円に上る貴重な安定財源となっていることから、その廃止な
どの抜本的見直しは市町村財政の根幹をゆるがすものである。また、償却資産のうち「機械及び装置」に係る固定資産税の税収は、
市町村全体で約5,600億円となっており、仮に新規取得分に限り非課税措置などを講じた場合においても、市町村の財政基盤が大
きく損なわれ、安定的な行政サービスの提供に多大な支障が生じかねない。したがって、償却資産に対する固定資産税については、
国の経済対策などの観点からの見直しを行うべきではなく、現行制度を堅持すること。

中核市市長会
全国特例市市長会
「平成26年度税制改正に関する緊急要

請」（25年9月）

１ 償却資産に対する固定資産税の現行制度の堅持について
（中略）固定資産税は市税収入のうち大きな割合を占めており、その一部となる償却資産への課税に係る税収についても、安定

的な行政サービスの提供に欠くことのできない重要なものである。また、中核市や特例市など、一定以上の行政規模を備えた地方
自治体は、その行政区域に多くの工場等が立地しており、見直しによって多大な影響を受けることとなる。これらのことを踏まえ、
償却資産に対する固定資産税については、国の経済対策等の観点からの見直しを行わず、現行制度を堅持すること。
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回答のあった
７１団体中（Ａ）

設備投資補助制度を
有している団体

融資制度を
有している団体

（Ｂ） （Ｂ）/（Ａ）

うち「税相当額の一定割合」を
算出基礎とする団体

（Ｄ） （Ｄ）/（Ａ）（Ｃ） （Ｃ）/（Ｂ）

「工場立地・企業誘致促進」施策の状況 ６４団体 ９０．１％ ３４団体 ５３．１％ ２４団体 ３３．８％

「中小企業の設備投資促進」施策の状況 ２０団体 ２８．２％ ８団体 ４０．０％ ５６団体 ７８．９％

【企業立地促進事業費補助金】

地域産業振興や雇用創出促進のため、

市内の一定の地域に工場等の進出・立地を図る企業に対して、

土地・家屋・償却資産に係る固定資産税等相当額を３年間助成

【中小企業振興条例に基づく助成】

市内の一定の地域において、

建設業・製造業・運送業・倉庫業等の中小企業者等が、

工場・作業場を設置・増設したときに、

土地・家屋・償却資産に係る固定資産税相当額の1/2を３年間助成

※ 当該調査は、全国市長会により、88団体（県庁所在地、政令指定都市、中核市、その他抽出市）を対象に実施され、
回答があった71団体分についてとりまとめられたもの。

全国市長会「産業振興施策に係る都市自治体の実態調査」結果(平成25年11月)

償却資産課税を国で一律に非課税としてしまう場合、市町村が行っている独自施策の余地を奪うことになってしまう。

浜松市の事例 八戸市の事例

○ 多くの団体が、「工場立地・企業誘致促進」や「中小企業の設備投資促進」を図るため、
設備投資補助制度や融資制度を設けている。

○ 設備投資補助金の算出基礎を、固定資産税などの「税相当額の一定割合」としている団体も数多い。

＜産業振興施策の実施状況＞
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固定資産税に対する地方財政審議会意見（平成25年11月22日）

第二 平成26年度地方税制改正等への対応
４ 固定資産税のあり方
（１）償却資産に対する固定資産税

（中略）

そもそも固定資産税は、固定資産の保有と市町村の行政サービスとの受益関係に着目して、応益原則に基づき、
資産価値に応じて所有者に課する財産税である。シャウプ勧告に基づき、市町村の独立税として創設されたもので
あり、市町村の基礎的行政サービスを支える非常に重要な基幹税である。

そのうち償却資産に対する固定資産税は、制度発足以来、企業等が事業活動を行うに際して、当該事業に対する
市町村からの受益度を示すものとして、事業用の土地や家屋と一体に課税客体とすることが適当との考えで課税さ
れているものであり、市町村の安定的な自主財源として定着している。

（中略）

租税を経済政策の手段として活用することについては、真に必要な場合に限るべきである。仮に、国の経済政策
の一環として租税特別措置を講じる場合には、基本的には国税で対応すべきであり、国が地方税を活用することは
慎重でなければならない。様々な創意工夫で産業振興や地域活性化に取り組んでいる市町村の貴重な自主財源を、
国の政策のために奪うようなことは、地方税財源を充実させて地方分権を推進するとの基本的方向性からも逆行し
ている。

固定資産税は、1.4％という低い税率で、資産を保有する期間毎年度課税するものである。投資を促進するとい
う政策目的から固定資産税の軽減措置を講じても、強い投資促進効果を産むのか疑問がある。さらに、企業の経常
的な更新投資なども対象になってしまうなど、投資促進との政策目的に比して効果的・効率的な手段であるとは言
い難い。

なお、償却資産には、「構築物」、「機械及び装置」、「工具・器具及び備品」等の区分があるが、そのうち関
係省庁からの要望内容の１つとして出されている「機械及び装置」のみに広く特例措置を講じることは、税制上の
合理性を欠く。さらに、企業から申告された資産区分の確認等に当たって、市町村の税務実務上の困難も生じかね
ないと考える。

これらの問題点に加えて、償却資産に対する固定資産税については、平成23年度で約1.6兆円にのぼる税額と
なっており、個々の市町村で見ても税収の大半を償却資産税収が占めるような団体もあるなど、その財源的な重要
性が極めて大きい。以上指摘した問題点と市町村にとって重要な財源となっていることから見て、これを廃止・縮
減することは不適当である。

○「平成26年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」（抄）

１３



平成26年度税制改正大綱（抄）
（固定資産税の償却資産課税に関する税制措置部分）

第三 検討事項

18 設備投資促進を目的とした固定資産税の償却資産課税に関する税制措置につい

ては、固定資産税が基礎的自治体である市町村を支える安定した基幹税であるこ

とを踏まえ、政策目的とその効果、補助金等他の政策手段との関係、新たな投資

による地域経済の活性化の効果、市町村財政への配慮、実務上の問題点など幅広

い観点から、引き続き検討する。

平成25年12月１2日
自 由 民 主 党

公 明 党
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地方税法の施行に関する取扱いについて（市町村税関係）（抄）

第９章 目的税

４ 都市計画税に関する事項

(10) 都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるものであることを明らかにする必要がある

ので、特別会計を設置しないで、一般会計に繰り入れる場合においては、都市計画税をこれらの事業に要する費用に充

てるものであることが明らかになるような予算書、決算書の事項別明細書あるいは説明資料等において明示することによ

り議会に対しその使途を明らかにするとともに、住民に対しても周知することが適当であること。

都市計画税の使途の明確化の状況について

〔平成25年７月１日現在〕
○ 都市計画税の課税状況等の調（平成25年度）調査結果

課 議会に対する
使途の明確化

住民に対する
使途の明確化

税

団
特別会計の設置又は
予算書・決算書等への

明示を行っている
団体数

特別会計の
設置団体数

予算書・決算書等へ
の明示を行っている

団体数

広報誌・HP等で
使途の周知を

行っている
団体数

今後周知を
予定している

団体数

体

数

(a) (b) （C） （ｄ） (ｅ) （ｆ）

651 599
（92.0％）

575
（88.3％）

193
（29.6％）

284
（43.6％）

192
（29.5％）

注１：「課税団体数」覧は、都市計画税を平成25年度に課税している団体数であり、都市計画税の条例は有するが、条例の本則又は附則で課税を保留している18団体は含まれていない。
注２：（ ）内は、課税団体数（a）に対する割合である。
注３：（c）及び（d）は複数回答であるため、合計は（b）と一致しない。
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予算・決算において都市計画税の使途を明確化している例

【Ａ市 予算説明資料の例】 【Ｂ市 予算説明資料の例】
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予算・決算において都市計画税の使途を明確化している例

【Ｃ市 予算説明書の例】
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【Ｄ市 予算説明書の例】



予算・決算において都市計画税の使途を明確化している例

【Ｅ市 決算説明書の例】
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在日本朝鮮人総連合会関連施設に対する固定資産税の課税状況

（参考）

在日本朝鮮人総連合会関連施設に対して固定資産税の減免措置（一部減免）を講じている団体（平成25年8月末時点）

札幌市（北海道）、東海市（愛知県）、出雲市（島根県）、備前市、津山市（岡山県）、下関市、宇部市（山口県） 、

高知市（高知県）、飯塚市、水巻町（福岡県）

※平成25年8月9日公表「在日本朝鮮人総連合会関連施設に対する固定資産税の課税状況」（平成25年度）より（※公表時点より一部時点更新）

「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について」（平成２５年４月１日）（抜粋）

Ｉ～Ⅵ 略

Ⅶ 特記事項

１ 地方税の減免措置については、地方税法の規定に基づき、条例の定めるところによって行うことができるが、

各地方団体にあっては、当該措置が特別な事由がある場合に限った税負担の軽減であることを踏まえ、適正

かつ公平な運用に十分配意すること。

公益性を理由として減免を行う場合には、公益性の有無等条例で定める要件に該当するかを厳正に判断

すること。

特に、朝鮮総連関連施設に対する固定資産税の減免措置については、 近の裁判事例において、地方団

体の判断に基づく減免措置が取り消された例が続いていることも踏まえ、減免対象資産の使用実態等につい

て具体的かつ厳正に把握した上で、更に適正化に努めること。
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固定資産評価関係



経過年数 家屋類型

65 １　事務所、銀行用建物及び２～７以外の建物

60 ２　住宅、アパート用建物

３　店舗及び病院用建物

４　百貨店、ホテル、劇場及び娯楽場用建物

５　市場用建物

７　工場、倉庫、発電所、変電所、停車場及び車庫用建物
 (1) 一般用のもの（(2)及び(3)以外のもの）

６　公衆浴場用建物

７　工場、倉庫、発電所、変電所、停車場及び車庫用建物
 (3) 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び
　　著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの

26

７　工場、倉庫、発電所、変電所、停車場及び車庫用建物
 (2) 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を
　　直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの（保管温度が摂氏十度以下に保たれる
　　倉庫）及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの

50

45

35

ホテル・旅館の建物に係る固定資産評価の見直し（案）

○ 鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造のホテル・旅館の用に供する家屋

→ 現行の経過年数５０年を４５年に短縮し、平成２７年度の評価替えから適用

見直しの概要

50年を
45年に
短縮

＜現行の固定資産評価基準における鉄筋コンクリート造建物に係る経過年数＞
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平成27年度の評価替えについて

平成27年度固定資産の評価替えに関する留意事項については、平成25年6月14日付け総税評第14号で通知。
当該通知に留意の上、評価替えに係る事務が円滑に進められるよう適切な対応をお願いしたい。

平成26年度分の提示平均価額の通知(土地)
評価変動割合等調照会(土地)

地方財政審議会固定資産評価分科会（評点基準表(案)等(家屋)）
評点基準表(案)等の提供(家屋)
基準地、標準地に関する調査検収(土地)
意見公募（評点基準表(案)等(家屋)）
告示及び通知(評点基準表等(家屋)）
指定市町村の基準地価格に関する調整(土地)
基準地価格内示(宅地、田、畑、山林)(６月～８月に調整)(土地)
市街化区域農地の標準的造成費通知(土地)
ゴルフ場用地の平均的造成費等通知(土地)
地方財政審議会固定資産評価分科会
・基準地価格、経過措置(案)(土地)
・再建築費評点補正率(案)等(家屋)
指定市町村基準地価格通知(土地)
意見公募（経過措置(案)(土地)、再建築費評点補正率(案)等(家屋)）
告示及び通知(経過措置(土地)、再建築費評点補正率等(家屋))
（平成27 年度に係る賦課期日）
平成27年度分の提示平均価額の通知(土地)

２月
３月

４月

５月

６月

７月

９月

10月
11月
１月
２月

【平成26年度】

２１

【平成25年度】

＜参考＞ 平成27年度の評価替えに関する今後の事務の予定表


