高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律案新旧対照条文

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１

地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）（附則第九条関係）

一 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（附則第八条関係）
二
租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）（附則第十条関係）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

三
身体障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）（附則第十一条関係）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

四

12

正

案

○ 地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）（附則第八条関係）

改
別表第一 第一号法定受託事務（第二条関係）
備考 （略）
務

律

現

事

別表第一 第一号法定受託事務（第二条関係）
備考 （略）
法

（略）

事

（略）

律
（略）

法
（略）

（略）
する特別障害給

特定障害者に対

する特別障害給

付金の支給に関

（略）

付金の支給に関

する法律（平成

特定障害者に対

する法律（平成

十六年法律第百
六十六号）

十六年法律第百
六十六号）
高齢者、障害者 第三十二条の規定により国道に関して 市町村が処
等の移動等の円 理することとされて いる事務（費用の負担及び徴
滑化の促進に関 収に関するものを除く。）
する法律（平成
十八年法律第
号）

（傍線部分は改正部分）

行

務
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案

○ 地方税法（昭和二十五年法律第二百二十六号）（附則第九条関係）

正

現

（傍線部分は改正部分）

行

（土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税

改
（土地改良事業の施行に伴う換地の取得等に対する不動産取得税の非課税

第七十三条の六 （略）

）

第七十三条の六 （略）

２ （略）

）

２ （略）

第二十一条第二項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の

びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並

第百四条第十一項（農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災

の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は土地区画整理法

びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物

その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下この項において同じ。）及

六条第一項において適用する場合を含む。）の規定により建築物の一部（

第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十

有持分の取得若しくは土地区画整理法第百四条第七項（農住組合法第八条

第六項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共

四条第一項又は第九項の規定による換地の取得を含む。）、同法第百四条

促進に関する法律第四十六条第一項において適用する土地区画整理法第百

取得（農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の

促進に関する法律（平成四年法律第七十六号）第二十八条第二項、被災市

第二十一条第二項、地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の

びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法

街区の整備の促進に関する法律第四十六条第一項において適用する場合並

第百四条第十一項（農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災

の一部及びその建築物の存する土地の共有持分の取得又は土地区画整理法

びその建築物の存する土地の共有持分を取得した場合における当該建築物

その建築物の共用部分の共有持分を含む。以下この項において同じ。）及

六条第一項において適用する場合を含む。）の規定により建築物の一部（

第一項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第四十

有持分の取得若しくは土地区画整理法第百四条第七項（農住組合法第八条

第六項の規定により土地の共有持分を取得した場合における当該土地の共

四条第一項又は第九項の規定による換地の取得を含む。）、同法第百四条

促進に関する法律第四十六条第一項において適用する土地区画整理法第百

取得（農住組合法第八条第一項及び密集市街地における防災街区の整備の

道府県は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の

促進に関する法律（平成四年法律第七十六号）第二十八条第二項、被災市

街地復興特別措置法（平成七年法律第十四号）第十七条第二項、中心市街

道府県は、土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に伴う換地の ３

街地復興特別措置法（平成七年法律第十四号）第十七条第二項、中心市街

地の活性化に関する法律第十六条第二項及び高齢者、身体障害者等の公共

３

地の活性化に関する法律第十六条第二項及び高齢者、障害者等の移動等の
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項において準用する場合を含む。）の規定により保留地を取得した場合に

円滑化の促進に関する法律（平成十八年法律第

保留地を取得した場合における当該保留地の取得に対しては、不動産取得

六十八号）第十三条第二項において準用する場合を含む。）の規定により

交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律（平成十二年法律第

号）第三十九条第二

おける当該保留地の取得に対しては、不動産取得税を課することができな

税を課することができない。

（略）

めるものを取得した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取

付けを行う法人で政令で定めるものが停車場建物その他の家屋で政令で定

経営者又はこれらの者に当該公共交通特定事業により整備される施設の貸

法律第二条第四号イに規定する鉄道事業者若しくは同号ロに規定する軌道

で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

。）又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。）で政令

るもので既設の鉄道（鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く

同法第二条第二十三号に規定する公共交通特定事業（同号イ又はロに掲げ

法第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に従つて実施される

項の規定による認定（同条第三項の規定による認定を含む。）を受けた同

した場合における当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準

で政令で定めるものが停車場建物その他の家屋で政令で定めるものを取得

らの者に当該公共交通特定事業により整備される施設の貸付けを行う法人

に規定する鉄道事業者若しくは同項第二号に規定する軌道経営者又はこれ

交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条第三項第一号

ものに限る。）で政令で定めるものにより、高齢者、身体障害者等の公共

定する専用鉄道を除く。）又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行う

一号又は第二号に掲げるもので既設の鉄道（鉄道事業法第二条第六項に規

従つて実施される同法第二条第九項に規定する公共交通特定事業（同項第

を含む。）を受けた同法第七条第一項に規定する公共交通特定事業計画に

関する法律第八条第二項の規定による認定（同条第三項の規定による認定

２～

第十一条 （略）

（不動産取得税の課税標準の特例）

附 則

４～６ （略）

い。
４～６ （略）

附 則

（不動産取得税の課税標準の特例）
第十一条 （略）
（略）

得税の課税標準の算定については、当該取得が平成二十年三月三十一日ま

の算定については、当該取得が平成二十年三月三十一日までに行われたと

２～

でに行われたときに限り、当該家屋の価格の六分の一に相当する額を価格

きに限り、当該家屋の価格の六分の一に相当する額を価格から控除するも

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に

から控除するものとする。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十九条第二

15
16

のとする。
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15

16

～

（略）

～

（略）

（固定資産税等の課税標準の特例）

（略）

十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、

う。）に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四

他の構築物で政令で定めるもの（以下本項において「停車場建物等」とい

三十一日までの間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その

付けを行う法人で政令で定めるものが同法の施行の日から平成二十年三月

経営者又はこれらの者に当該公共交通特定事業により整備される施設の貸

法律第二条第四号イに規定する鉄道事業者若しくは同号ロに規定する軌道

で定めるものにより、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

。）又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行うものに限る。）で政令

るもので既設の鉄道（鉄道事業法第二条第六項に規定する専用鉄道を除く

同法第二条第二十三号に規定する公共交通特定事業（同号イ又はロに掲げ

法第二十八条第一項に規定する公共交通特定事業計画に従つて実施される

項の規定による認定（同条第三項の規定による認定を含む。）を受けた同

百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該停車場建

て課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三

令で定めるもの（以下この項において「停車場建物等」という。）に対し

間に取得した停車場建物その他の家屋又は停車場設備その他の構築物で政

で政令で定めるものが同法の施行の日から平成二十年三月三十一日までの

らの者に当該公共交通特定事業により整備される施設の貸付けを行う法人

に規定する鉄道事業者若しくは同項第二号に規定する軌道経営者又はこれ

交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二条第三項第一号

ものに限る。）で政令で定めるものにより、高齢者、身体障害者等の公共

定する専用鉄道を除く。）又は軌道の駅又は停留場に係る改良工事を行う

一号又は第二号に掲げるもので既設の鉄道（鉄道事業法第二条第六項に規

従つて実施される同法第二条第九項に規定する公共交通特定事業（同項第

を含む。）を受けた同法第七条第一項に規定する公共交通特定事業計画に

関する法律第八条第二項の規定による認定（同条第三項の規定による認定

２～

第十五条 （略）

（固定資産税等の課税標準の特例）

（略）

当該停車場建物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されるこ

物等に対して新たに固定資産税又は都市計画税が課されることとなつた年

２～

ととなつた年度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停

度から五年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該停車場建物等に

高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に

車場建物等に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の

～

42

（略）

とする。

係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の三分の二の額

（略）

41

～

三分の二の額とする。

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十九条第二

38
40

第十五条 （略）

17

40
58

58
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38

17

41
42

正

案

○ 租税特別措置法（昭和三十二年法律第二十六号）（附則第十条関係）

改
（特定再開発建築物等の割増償却）
第十四条の二 （略）

現
（特定再開発建築物等の割増償却）
第十四条の二 （略）

（傍線部分は改正部分）

行

四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成十八年

一～三 （略）

）をいう。

号）第十七条第三項の認定を受けた計画（同法第十八条第

構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。

る建築物に係る建物及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物（当該

関する法律（平成六年法律第四十四号）第八条に規定する計画に係る同

四 高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に

一～三 （略）

）をいう。

構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む。

る建築物に係る建物及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物（当該

前項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲げ

法律第

法第二条第三号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要件を満

２

一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの）に係

たすもの（当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で定める

前項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲げ

る同法第二条第十七号に規定する特別特定建築物のうち政令で定める要

ものに限る。）

五 （略）

２

件を満たすもの（当該計画が政令で定める計画である場合には、政令で

五 （略）

３・４ （略）

定めるものに限る。）

３・４ （略）

地改良事業、独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業又

地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土

第三十三条の三 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土

は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合

地改良事業、独立行政法人緑資源機構法第十一条第一項第七号イの事業又

地区画整理事業、新都市基盤整備法による土地整理、土地改良法による土

第三十三条の三 個人が、その有する土地等につき土地区画整理法による土

（換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）

は大都市地域住宅等供給促進法による住宅街区整備事業が施行された場合

において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第

（換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）

において、当該土地等に係る換地処分により土地等又は土地区画整理法第
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。

部分以外のものとして政令で定める部分）の譲渡がなかつたものとみなす

渡した土地等のうち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する

号）第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲

備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律（平成四年法律第七十六

市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域の整

、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項、大都

得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者

については、換地処分により譲渡した土地等（土地等とともに清算金を取

条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用

る権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二

給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関す

七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供

及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第

九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部

して政令で定める部分）の譲渡がなかつたものとみなす。

ち当該清算金の額又は当該保留地の対価の額に対応する部分以外のものと

一項の規定による保留地が定められた場合には、当該譲渡した土地等のう

設の再配置の促進に関する法律（平成四年法律第七十六号）第二十八条第

促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施

律（平成十二年法律第六十八号）第十三条第一項、大都市地域住宅等供給

、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法

得した場合又は中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高齢者

については、換地処分により譲渡した土地等（土地等とともに清算金を取

条又は所得税法第二十七条、第三十三条若しくは第三十五条の規定の適用

る権利を取得したときは、第二十八条の四、第三十一条若しくは第三十二

給促進法第九十条第二項に規定する施設住宅若しくは施設住宅敷地に関す

七十四条第一項に規定する施設住宅の一部等若しくは大都市地域住宅等供

及びその建築物の存する土地の共有持分、大都市地域住宅等供給促進法第

九十三条第一項、第二項、第四項若しくは第五項に規定する建築物の一部

２～７ （略）

（特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別

２～７ （略）

（特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の特別

控 除）
第三十四条の二 （略）

控 除）
第三十四条の二 （略）

一～十八 （略）

次に掲げる場合をいう。

十九 都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八

一～十八 （略）

次に掲げる場合をいう。

前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、

十九 都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八

条第三項（大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場

前項に規定する特定住宅地造成事業等のために買い取られる場合とは、 ２

条第三項（大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場

合を含む。）若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配

２

合を含む。）若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配
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定する生活関連施設との間の移動が通常徒歩で行われる経路を構成する

一号ロに規定する一般交通用施設のうち当該特定旅客施設と同号イに規

施設をいう。）、一般交通用施設（高齢者移動等円滑化法第二条第二十

特定旅客施設（高齢者移動等円滑化法第二条第六号に規定する特定旅客

の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される

政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項

置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が

条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設

八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡（中心市街地活性化法第十六

促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十

一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給

に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第

よる拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等

による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法に

九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法

法律（以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。）第三十

土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

において「中心市街地活性化法」という。）第十六条第一項に規定する

る場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律（以下この号

促進法」という。）第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られ

置の促進に関する法律（以下この号において「地方拠点都市地域整備等

するものを除く。）があつたとき。

、当該特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設の設置をする者が

公共用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし

地の上に設置される同項に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は

化法第十三条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留

宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者等移動円滑

は当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住

市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつて

域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡（中心

大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地

街地活性化法第十六条第一項、高齢者等移動円滑化法第十三条第一項、

合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市

都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場

市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点

滑化法」という。）第十三条第一項に規定する土地区画整理事業、大都

動の円滑化の促進に関する法律（以下この号において「高齢者等移動円

土地区画整理事業、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移

において「中心市街地活性化法」という。）第十六条第一項に規定する

る場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律（以下この号

促進法」という。）第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られ

置の促進に関する法律（以下この号において「地方拠点都市地域整備等

ものをいう。）又は公共用施設（高齢者移動等円滑化法第三十九条第一
項に規定する生活関連施設のうち当該特定旅客施設又は当該一般交通用
施設と一体として利用される駐車場、公園その他の公共の用に供する施
設をいう。）の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものと
し、当該特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設の設置をする者
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がするものを除く。）があつたとき。
二十～二十四 （略）
３・４ （略）

二十～二十四 （略）
３・４ （略）

第四十七条の二 （略）

（特定再開発建築物等の割増償却）

第四十七条の二 （略）

２ （略）

（特定再開発建築物等の割増償却）

２ （略）

該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む

げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物（当

。）をいう。

該構築物と併せて設置される機械及び装置で財務省令で定めるものを含む

げる建築物に係る建物及びその附属設備並びに第五号に掲げる構築物（当

前二項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲 ３ 前二項に規定する特定再開発建築物等とは、第一号から第四号までに掲

。）をいう。

一～三 （略）

３

一～三 （略）

高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に

関する法律第八条に規定する計画に係る同法第二条第三号に規定する特

四

項の認定を受けた計画（同法第十八条第一項の規定による変更の認定が

別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの（当該計画が政令で

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十七条第三

あつたときは、その変更後のもの）に係る同法第二条第十七号に規定す

定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。）

四

る特別特定建築物のうち政令で定める要件を満たすもの（当該計画が政

五 （略）

４・５ （略）

五 （略）

令で定める計画である場合には、政令で定めるものに限る。）

４・５ （略）

償金、対価若しくは清算金（以下この条において「補償金等」という。）

る場合に該当することとなつた場合（当該各号に規定する資産とともに補

第六十五条 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げ

又は保留地の対価（中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高

償金、対価若しくは清算金（以下この条において「補償金等」という。）

る場合に該当することとなつた場合（当該各号に規定する資産とともに補

第六十五条 法人の有する資産で次の各号に規定するものが当該各号に掲げ

（換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）

又は保留地の対価（中心市街地の活性化に関する法律第十六条第一項、高

齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関す

（換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例）

齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第三十九条第一項、
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簿価額を損金経理により減額したときは、その減額した金額に相当する金

五項において「圧縮限度額」という。）の範囲内で当該交換取得資産の帳

換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿価額を控除した残額（第

て「交換取得資産」という。）につき、当該交換取得資産の価額から当該

おいて「換地処分等」という。）により取得した資産（以下この条におい

に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又は交換（以下次条までに

おいて同じ。）を取得した場合を含む。）において、当該法人が当該各号

による保留地が定められた場合における当該保留地の対価をいう。次項に

備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十八条第一項の規定

大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項又は地方拠点都市地域の整

額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金

で当該交換取得資産の帳簿価額を損金経理により減額したときは、その減

価額を控除した残額（第五項において「圧縮限度額」という。）の範囲内

取得資産の価額から当該換地処分等により譲渡した資産の譲渡直前の帳簿

資産（以下この条において「交換取得資産」という。）につき、当該交換

は交換（以下次条までにおいて「換地処分等」という。）により取得した

て、当該法人が当該各号に規定する収用、買取り、換地処分、権利変換又

地の対価をいう。次項において同じ。）を取得した場合を含む。）におい

第二十八条第一項の規定による保留地が定められた場合における当該保留

は地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律

る法律第十三条第一項、大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項又

の額に算入する。

（略）

一～六 （略）
２～

除した金額）が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡し

る金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控

額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当す

取得資産」という。）の価額（当該譲渡により取得した交換取得資産の価

地等の譲渡により取得した対価の額又は資産（以下この項において「交換

ととなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土

第六十五条の四 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当するこ

た土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとし

除した金額）が、当該譲渡した土地等の譲渡直前の帳簿価額と当該譲渡し

る金額を当該譲渡に際して支出したときは、当該差額に相当する金額を控

額がその譲渡した土地等の価額を超える場合において、その差額に相当す

取得資産」という。）の価額（当該譲渡により取得した交換取得資産の価

地等の譲渡により取得した対価の額又は資産（以下この項において「交換

ととなつた場合において、当該法人が当該各号に該当することとなつた土

第六十五条の四 法人の有する土地等が次の各号に掲げる場合に該当するこ
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額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

（略）

一～六 （略）
２～

た土地等の譲渡に要した経費で当該対価又は交換取得資産に係るものとし

て政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該

）

（特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除

12

て政令で定めるところにより計算した金額との合計額を超え、かつ、当該

）

（特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除

12

八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡（中心市街地活性化法第十六

促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地域整備等促進法第二十

一項、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項、大都市地域住宅等供給

に係る換地処分により当該土地等のうち中心市街地活性化法第十六条第

よる拠点整備土地区画整理事業が施行された場合において、当該土地等

による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点都市地域整備等促進法に

九条第一項に規定する土地区画整理事業、大都市地域住宅等供給促進法

法律（以下この号において「高齢者移動等円滑化法」という。）第三十

土地区画整理事業、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する

において「中心市街地活性化法」という。）第十六条第一項に規定する

る場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律（以下この号

促進法」という。）第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られ

置の促進に関する法律（以下この号において「地方拠点都市地域整備等

合を含む。）若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配

条第三項（大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場

十九 都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八

一～十八 （略）

含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

きは、当該金額を控除した金額）とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を

の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。）があると

定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額（第六十八条

譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規

、その超える部分の金額と千五百万円（当該譲渡の日の属する年における

又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは

なつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで

法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することと

域整備等促進法第二十八条第一項の保留地に対応する部分の譲渡（中心

大都市地域住宅等供給促進法第二十一条第一項若しくは地方拠点都市地

街地活性化法第十六条第一項、高齢者等移動円滑化法第十三条第一項、

合において、当該土地等に係る換地処分により当該土地等のうち中心市

都市地域整備等促進法による拠点整備土地区画整理事業が施行された場

市地域住宅等供給促進法による特定土地区画整理事業若しくは地方拠点

滑化法」という。）第十三条第一項に規定する土地区画整理事業、大都

動の円滑化の促進に関する法律（以下この号において「高齢者等移動円

土地区画整理事業、高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移

において「中心市街地活性化法」という。）第十六条第一項に規定する

る場合又は土地等につき中心市街地の活性化に関する法律（以下この号

促進法」という。）第二十二条第三項の規定により土地等が買い取られ

置の促進に関する法律（以下この号において「地方拠点都市地域整備等

合を含む。）若しくは地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配

条第三項（大都市地域住宅等供給促進法第二十七条において準用する場

十九 都市再開発法第七条の六第三項、大都市地域住宅等供給促進法第八

一～十八 （略）

含む事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

きは、当該金額を控除した金額）とのいずれか低い金額を当該譲渡の日を

の七十五第一項の規定により損金の額に算入した金額を含む。）があると

定により損金の額に算入した、又は損金の額に算入する金額（第六十八条

譲渡により取得した対価の額又は交換取得資産の価額につき、この項の規

、その超える部分の金額と千五百万円（当該譲渡の日の属する年における

又は第六十五条の十一から第六十六条までの規定の適用を受けないときは

なつた土地等のいずれについても第六十五条の七から第六十五条の九まで

法人が当該事業年度のうち同一の年に属する期間中にその該当することと
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一号ロに規定する一般交通用施設のうち当該特定旅客施設と同号イに規

施設をいう。）、一般交通用施設（高齢者移動等円滑化法第二条第二十

特定旅客施設（高齢者移動等円滑化法第二条第六号に規定する特定旅客

の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設置される

政令で定める者である場合に、高齢者移動等円滑化法第三十九条第一項

置される同項に規定する都市福利施設又は公営住宅等の設置をする者が

条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留地の上に設

するものを除く。）があつたとき。

、当該特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設の設置をする者が

公共用施設の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものとし

地の上に設置される同項に規定する特定旅客施設、一般交通用施設又は

化法第十三条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつては当該保留

宅等の設置をする者が政令で定める者である場合に、高齢者等移動円滑

は当該保留地の上に設置される同項に規定する都市福利施設又は公営住

市街地活性化法第十六条第一項の保留地に対応する部分の譲渡にあつて

２～５ （略）

二十～二十四 （略）

定する生活関連施設との間の移動が通常徒歩で行われる経路を構成する
ものをいう。）又は公共用施設（高齢者移動等円滑化法第三十九条第一
項に規定する生活関連施設のうち当該特定旅客施設又は当該一般交通用
施設と一体として利用される駐車場、公園その他の公共の用に供する施
設をいう。）の設置をする者が政令で定める者である場合に限るものと
し、当該特定旅客施設、一般交通用施設又は公共用施設の設置をする者
がするものを除く。）があつたとき。
二十～二十四 （略）
２～５ （略）
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正

案

○ 身体障害者補助犬法（平成十四年法律第四十九号）（附則第十一条関係）

改

現

（傍線部分は改正部分）

行

は当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者が著しい損

はならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客施設若しく

障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴することを拒んで

業の用に供する車両等（車両、自動車、船舶及び航空機をいう。）を身体

規定する旅客施設をいう。以下同じ。）及び旅客の運送を行うためその事

事業者等をいう。以下同じ。）は、その管理する旅客施設（同条第五号に

する法律（平成十八年法律第

号）第二条第四号に規定する公共交通

第八条 公共交通事業者等（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

。）を身体障害者が利用する場合において身体障害者補助犬を同伴するこ

ためその事業の用に供する車両等（車両、自動車、船舶及び航空機をいう

条第四項に規定する旅客施設をいう。以下同じ。）及び旅客の運送を行う

障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律第二

営する者をいう。以下同じ。）は、その管理する旅客施設（高齢者、身体

百八十三号）第三条第一号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経

第三項に規定する公共交通事業者等及び道路運送法（昭和二十六年法律第

た移動の円滑化の促進に関する法律（平成十二年法律第六十八号）第二条

第八条 公共交通事業者等（高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用し

（公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴）

害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある場合は、こ

とを拒んではならない。ただし、身体障害者補助犬の同伴により当該旅客

（公共交通機関における身体障害者補助犬の同伴）

の限りでない。

施設若しくは当該車両等に著しい損害が発生し、又はこれらを利用する者

が著しい損害を受けるおそれがある場合その他のやむを得ない理由がある
場合は、この限りでない。

- 12 -

