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「認定事業用地適正化計画

の事業用地の区域内にある土地

等の交換等の場合の譲渡所得の

課税の特例」が施行されました。 

これは「民間都市開発の推進

に関する特別措置法」に規定す

る認定がされれば、譲渡税をと

ことん安くするという制度です。 

そしてこの「民間都市開発の

…法」が3月31日に国会通過し4

月1日施行となり、それに関連

する政省令・申請書式が公開さ

れました。(官報･平成11年3月

31日･号外特第7号7ページ以降)

それが何とも甘い制度です。 

特例の内容 

認定を受け、現況での低未利

用地を隣接地所有の開発業者に

買ってもらい、合計土地500㎡

以上になり、そこにその開発業

者が1000㎡以上の建物を建てて

くれるのならは、この交換特例

の適用ができるというものです。 

どんな特例かというと、開発

事業者が用意した土地建物と交

換するのであれば、①土地と建

物との交換でも特例が認められ、

②固定資産でない販売用資産と

の交換も可。③交換差金の制限

もなし…ということになです。 

すなわち、地権者の希望する

土地を開発業者に買ってもい、

そこに希望する建物を開発業者

に建ててもらい、その土地建物

を売却土地と交換する形式をと

って、それが等価であれば譲渡

税がゼロになるというものです。 

この税務上の特例は「事業用

地適正化計画」の認定を受ける

ことが 大のポイントです。 

この認定を｢税務署｣が行うの

だといろいろ厳しいことを言わ

れそうですが(例えば同族会社

はダメ等々）、認定するのは「建

設省」です。建設省は事業が進

むのであれば、細かいことを言

わずに積極的に認定しそうです。 

これまでは、開発業者が用意

した代替土地に移っても、それ

は開発業者の固定資産でない等

として税制上の交換特例が使え

ず､多額の課税が生じることも

多く、土地から建物への交換な

ど税制では 初からダメでした。 

認定の要件 

｢事業用地適正化計画｣認定

要件は次のようになっています。 

① 隣接地と併せて一団の土地と

して事業を行うこと 

② 現況土地が低未利用地であ

ること 

③ 首都圏･近畿圏･中部圏の「都

市開発区域」等（かなり広い

範囲です｡）に該当するか、

県庁所在市であるか、人口10

万人以上の市であること 

④ 市街化区域内であること 

⑤ 事業対象土地面積が500㎡以

上、建築物延床面積1000㎡以

上となること 

⑥ おおむね整形地となること 

⑦ 開発業者所有地だけでは開発

できないこと 

⑧ 道路・公園・広場・下水道・

緑地その他公共施設の整備

を伴うこと(法2条の要件)(ど

の程度の整備かは不明) 

⑨ その他 

具体的には… 

申請では、開発建物について

おおむねの位置や面積程度が定

まっていればよいようで、建物

図面等は不要のようです。 

また開発後の事業内容につい

て制約がありませんので、ビル

はもちろん、分譲マンション･

賃貸アパート、場合によっては

建売住宅でもよいようです。 

「公共施設の整備」の状況が

不明ですが、類似制度の敷地整

序型区画整理事業では「道路の

スミ切り」程度でした。 

これまでは土地を有効に活用

することに対して税制特例が定

められることが多かったのです

が、今回は土地の活用というよ

り土地の統合集約に対しての税

制上特例を与えようとする特例

です。そのために、事業対象地

での建築物の条件は｢床面積

1000㎡以上｣だけというゆるい

ものとなっています。 

都心部の虫食い地上げ地再

生に も効果的ですが、様々な

活用は可能でしょう。 

この「事業用地適正化計画」

に認定された上での交換代替地

取得については、登録免許税が

原則税率５％のところが３％と

なります。不動産取得税も原則

の１割引きとなります。 



 

虫食い地上げ地の再開発のための新しい｢交換｣の特例 
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このレポート第 246 号は､バードレポ

ート第 251号(99年 4月 12日号)をお

読みの際の参考になさってください。 

バブルの象徴でもある虫食い

状態の地上げ失敗土地の清算は

まだまだです。あと数名の地権

者さえまとめあげれば、まとま

ったいい土地になるという状況

も多くあります。 

まとめるにあたって税金が大

きな問題となります。開発事業

者や近隣地主間で土地の差し替

えや交換分合をすると税負担が

生じてしまい事業が進まないの

です。 

開発事業者が地権者の希望

する代替物件を用意し、地権者

にそこに移ってもらうと、地権

者には土地を売却したとしての

譲渡税がかかってしまいます。 

固定資産の交換 

税法には「固定資産の交換」

という制度があります。土地と

土地の等価交換ならば譲渡税を

かけないという制度です。 

残念ながら、①土地と建物と

の交換はダメですし、②開発事

業者が代替地用としていったん

取得した土地は｢固定資産｣では

なく｢販売用資産」だとされて、

この「固定資産の交換」の特例

は使えません。③また「販売用」

とされない「固定資産」を運良

く用意できた場合でもダメにな

ることがよくあります。それは

引越費用や建物新築費用など多

額の現金等（税務では「交換差

金」といいます。）をつけると

この「固定資産の交換」の特例

はダメになってしまうからです。

（交換差金が交換資産のうちど

ちらか高い価額の２割以下なら

ば大丈夫です。） 

わざわざ税金を払ってまで代

替地に移ろうしない地権者も多

いのです。 

敷地整序型土地区画整理 

そこで大蔵省と建設省は、97

年4月に「敷地整序（せいじょ）

型土地区画整理事業」という制

度を用意しました。 

土地区画整理事業といえば、

街区単位での大規模なものでし

たが、少数地権者の小規模な敷

地までもその対象として、空

地・駐車場・虫食い土地の多い

土地の有効活用を進めようとし

たのです。 

「土地区画整理事業」となれ

ば、規模の大小を問わず、譲渡

所得税等の税金は非課税となり

ます。それによって税金問題を

解決しようとしました。 

そうは言っても「土地区画整

理事業」である以上は、道路の

隅切り等の負担を行わなくては

いけませんし、区画整理事業と

して地権者をまとめあげるのは

大変です。 

新宿区富久町等で実績はあ

るものの思うように進みません。 

新しい交換特例 

不良債権処理を急ぐためには、

これら土地の整理は急務です。 

そこで今年度の税制改正で

「認定事業用地適正化計画の事

業用地の区域内にある土地等の

交換等の場合の譲渡所得の課税

の特例」という、とても長い名

前の特例が始まります。 

開発事業者側がマンション建

設など事業計画を作成した上で、

建設省の認定(民間都市開発の

推進に関する特別措置法)を受

ければ優遇税制が適用になりま

す。認定については、敷地面積

で500㎡、建物の延べ床面積で

1000㎡程度の比較的小規模な計

画についても適用対象とする方

針です。(日経99.1.27) 

建設省の認定さえ受ければ、

開発事業者所有の代替物件との

交換がスムーズに進みます。 

開発事業者が用意した土地

建物と交換するのであれば、①

土地と建物との交換でも特例が

認められ、②固定資産でない販

売用資産との交換もＯＫ。③交

換差金の制限もなし…というこ

とになります。 

つまり、開発事業者側で地権

者の希望する土地を購入し、地

権者の希望する建物を建ててあ

げ、それと開発事業区域にある

地権者の土地と交換をすればい

いのです。こうすれば、地権者

に譲渡税がかからなくなるので

す。（交換差金として現金等で

もらった分は課税になります。） 

この特例は2002年3月までの

制度です。 
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首都圏 

 

旧行政区画での記載のものも

おおくあります。関係地方公共

団体でご確認下さい。 

 

 首都圏整備法の第２条３

項の既成市街地・同条第４項の

近郊整備地帯・同条第５項の都

市開発区域 

 近畿圏整備法の第２条３

項の既成都市区域・同条第４項

の近郊整備区域・同条第５項の

都市開発区域 

 中部開発整備法の第２条

３項の都市整備区域・同条第４

項の都市開発区域 

 

 

 

 近畿圏 

 

旧行政区画での記載のものも

おおくあります。関係地方公共

団体でご確認下さい。 

 

 首都圏整備法の第２条３

項の既成市街地・同条第４項の

近郊整備地帯・同条第５項の都

市開発区域 

 近畿圏整備法の第２条３

項の既成都市区域・同条第４項

の近郊整備区域・同条第５項の

都市開発区域 

 中部開発整備法の第２条

３項の都市整備区域・同条第４

項の都市開発区域 

 

 

 中部圏 

 

旧行政区画での記載のものも

おおくあります。関係地方公共

団体でご確認下さい。 

 

 首都圏整備法の第２条３

項の既成市街地・同条第４項の

近郊整備地帯・同条第５項の都

市開発区域 

 近畿圏整備法の第２条３

項の既成都市区域・同条第４項

の近郊整備区域・同条第５項の

都市開発区域 

 中部開発整備法の第２条

３項の都市整備区域・同条第４

項の都市開発区域 

 

 


