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（別 紙） 

新   旧   対   照   表 

１ 目次 次表の「改正前」の部分を「改正後」欄に掲げるとおり改める（アンダーラインを付した部分は改正部分である）。 

改  正  後 改  正  前 

目    次 

 

（注）簿書様式は、平成25年12月20日現在の法令に基づくものである。ただし、相続税の申告書等は平

成26年４月１日現在の法令に基づくものである。 

 

 

（第１ 省略） 

 

 

第２  相 続 税 関 係 

 

（１～13-6 省略） 

  （削除） 

 13-8 同（第８の５表） 

（14～37-2-1 省略） 

 （削除） 

 37-2-3 同（第８の５表） 

（37-3～60 省略） 

 

 

第３  贈 与 税 関 係 

 

（１～24 省略） 

 25 事業の譲渡等に伴う教育資金管理契約に関する事務の移管の届出書 

 26 教育資金非課税に関する租税特別措置法第70条の２の２第14項の規定に基づく通知書(通知用） 

 

 

（第４～第７ 省略） 

 

 

第８  納 税 猶 予 関 係 

 

目    次 

 

（注）簿書様式は、平成25年12月20日現在の法令に基づくものである。 

 

 

 

（第１ 同左） 

 

 

第２  相 続 税 関 係 

 

（１～13-6 同左） 

 13-7 同（第８の４表） 

 （新規） 

（14～37-2-1 同左） 

 37-2-2 同（第８の４表） 

 （新規） 

（37-3～60 同左） 

 

 

第３  贈 与 税 関 係 

 

（１～24 同左） 

（新規） 

（新規） 

 

 

（第４～第７ 同左） 

 

 

第８  納 税 猶 予 関 係 
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（１～19 省略） 

 20 納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等による譲渡を行った場合の利子税の特例

の適用に関する届出書 

（21～23 省略） 

 24 代替農地等の取得等に関する承認申請書（納税猶予事案用） 

 25 代替農地等の取得等に関する承認申請に対する承認（却下）書（通知用） 

（26 省略） 

 27 代替農地等の取得等の承認を受けている場合の譲渡等をした特例農地等の明細書（租税特別措置

法施行規則第23条の８第３項第８号又は第９号） 

（28～31 省略） 

32 代替農地等の取得又は都市営農農地等該当の承認を受けている場合の買取りの申出等に係る特例

農地等の明細書（租税特別措置法施行規則第23条の８第３項第10号） 

（33～105 省略） 

 105-1 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の新法選択届出書 

（106～115 省略） 

 

 

第９  措法第40条の規定による承認申請関係 

 

（１～32 省略） 

 33 租税特別措置法第40条第10項の規定による公益法人等が幼保連携型認定こども園の設置のために

財産等を贈与する場合の届出書 

 33-1 租税特別措置法第40条第11項の規定による公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合

の届出書 

 33-2 租税特別措置法第40条第12項の規定により準用する同条第11項の規定による公益認定の取消し

の処分を受けた当初法人から公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けた場合の届

出書 

 33-3 租税特別措置法第40条第12項の規定により準用する同条第11項の規定による特定一般法人から

公益目的支出計画に基づき贈与を受けた場合の届出書 

 33-4 租税特別措置法第40条第12項の規定により準用する同条第11項の規定による譲渡法人から幼保

連携型認定こども園の設置のために財産等の贈与を受けた場合の届出書 

 34 租税特別措置法第40条第14項の規定による特定一般法人が公益認定を受けた場合の届出書 

 34-1 租税特別措置法第40条第16項の規定による公益法人等が所有する資産が同条第３項に規定する

財産等であることの確認をする場合の確認申請書 

 35 租税特別措置法施行令第25条の17第28項の規定による公益法人等が公益認定を取り消された場合

の届出書 

（36～37 省略） 

 

 

（１～19 同左） 

 20 納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等による譲渡を行った場合の利子税の軽減

の特例の適用を受けるための届出書 

（21～23 同左） 

 24 代替農地等の取得に関する承認申請書（納税猶予事案用） 

 25 代替農地等の取得に関する承認申請に対する承認（却下）書（通知用） 

（26 同左） 

 27 代替農地等取得の承認を受けている場合の譲渡等をした特例農地等の明細書（租税特別措置法施

行規則第23条の８第３項第８号） 

（28～31 同左） 

32 代替農地等の取得又は都市営農農地等該当の承認を受けている場合の買取りの申出等に係る特例

農地等の明細書（租税特別措置法施行規則第23条の８第３項第９号） 

（33～105 同左） 

（新規） 

（106～115 同左） 

 

 

第９  措法第40条の規定による承認申請関係 

 

（１～32 同左） 

 33 租税特別措置法第40条第10項の規定による公益法人等が（旧）幼保連携型認定こども園の設置の

ために財産等を贈与する場合の届出書 

 （新規） 

  

 （新規） 

 

 

（新規） 

 

（新規） 

  

34 租税特別措置法第40条第12項の規定による特定一般法人が公益認定を受けた場合の届出書 

 （新規） 

 

 35 租税特別措置法施行令第25条の17第24項の規定による公益法人等が公益認定を取り消された場合

の届出書 

（36～37 同左） 
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（第10～第11 省略） （第10～第11 同左） 
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２ 資産課税関係の申請・届出等の様式 

 

第２ 《相続税関係》中、次表の「様式」欄に掲げる申請・届出等の様式を「改正事項」欄に掲げるとおりに改める。 

様 式 改  正  事  項 

１ 相続税の申告書（第１表） 

２ 同（控用） 

３ 相続税の申告書（第１表続） 

４ 同（控用） 

５ 相続税の申告書（第１表の付表１） 

６ 同（第１表の付表２） 

６-1 同（第１表の付表３） 

６-2 同（第１表の付表４） 

８ 同（第３表） 

13 同（第８表） 

13-1 同（第８の２表） 

13-5  同（第８の３表） 

13-8  同（第８の５表） 

25 同（第14表） 

26 同（第15表） 

27 同（控用） 

28 相続税の申告書（第15表続） 

29 同（控用） 

31 遺産が未分割であることについてやむを得ない事由がある旨の承認申請書 

 33 相続税の修正申告書（第１表） 

 34 同（第１表続） 

 35 同（第３表・第８表２） 

 36 同（第３表（続）・第８表２（続）） 

 37-1 同（第８の２表） 

 37-2-1 同（第８の３表） 

様式１のとおりとする。 

様式２のとおりとする。 

様式３のとおりとする。 

様式４のとおりとする。 

様式５のとおりとする。 

様式６のとおりとする。 

様式７のとおりとする。 

様式８のとおりとする。 

様式９のとおりとする。 

様式10のとおりとする。 

様式11のとおりとする。 

様式12のとおりとする。 

様式13のとおりとする。（新規） 

様式14のとおりとする。 

様式15のとおりとする。 

様式16のとおりとする。 

様式17のとおりとする。 

様式18のとおりとする。 

様式19のとおりとする。 

様式20のとおりとする。 

様式21のとおりとする。 

様式22のとおりとする。 

様式23のとおりとする。 

様式24のとおりとする。 

様式25のとおりとする。 
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37-2-3 同（第８の５表） 

38 同（第15表） 

59 相続税法第49条第１項の規定に基づく開示請求書 

様式26のとおりとする。（新規） 

様式27のとおりとする。 

 様式28のとおりとする。 

 

第３ 《贈与税関係》中、次表の「様式」欄に掲げる申請・届出等の様式を「改正事項」欄に掲げるとおりに改める。 

様  式 改  正  事  項 

 25 事業の譲渡等に伴う教育資金管理契約に関する事務の移管の届出書 

 26 教育資金非課税に関する租税特別措置法第70条の２の２第14項の規定に基づく通知書(通知用） 

様式29のとおりとする。（新規） 

様式30のとおりとする。（新規） 

 

第６ 《財産評価関係》中、次表の「様式」欄に掲げる申請・届出等の様式を「改正事項」欄に掲げるとおりに改める。 

様  式 改  正  事  項 

 ３ 平成 年分 特定路線価回答書 様式31のとおりとする。 

 

第８ 《納税猶予関係》中、次表の「様式」欄に掲げる申請・届出等の様式を「改正事項」欄に掲げるとおりに改める。 

様  式 改  正  事  項 

  ４ 贈与税の納税猶予の継続届出書 

４-1 相続税の納税猶予の継続届出書 

５ 別紙１ 特例農地等に係る農業経営に関する明細書（１ 継続届出書の提出期限の属する年の前１年目における特例農地等

に係る農業経営に関する明細） 

  ７-1 別紙２ 特例農地等に係る営農困難時貸付けに関する明細書 

 ８ 特例農地等の異動の明細書 

  20  納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等による譲渡を行った場合の利子税の特例の適用に関する届出書 

  21 同（付表） 

  24 代替農地等の取得等に関する承認申請書（納税猶予事案用） 

  25 代替農地等の取得等に関する承認申請に対する承認（却下）書（通知用） 

  26 代替農地等の取得価額等の明細書 

  27 代替農地等の取得等の承認を受けている場合の譲渡等をした特例農地等の明細書（租税特別措置法施行規則第23条の８第３

項第８号又は第９号） 

様式32のとおりとする。 

様式33のとおりとする。 

様式34のとおりとする。 

 

様式35のとおりとする。 

様式36のとおりとする。 

様式37のとおりとする。 

様式38のとおりとする。 

様式39のとおりとする。 

様式40のとおりとする。 

様式41のとおりとする。 

様式42のとおりとする。 
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  28 代替農地等の取得又は都市営農農地等該当に関する承認申請書（納税猶予事案用） 

  30 買取りの申出等に伴う代替農地等の取得価額等に関する明細書 

  31 都市営農農地等該当に関する明細書 

  32 代替農地等の取得又は都市営農農地等該当の承認を受けている場合の買取りの申出等に係る特例農地等の明細書（租税特別

措置法施行規則第23条の８第３項第10号） 

72 贈与税の特例適用農地等について農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた旨の届出書 

73 別紙  貸付特例適用農地等及び借受代替農地等の明細書等 

75 貸付特例適用農地等の（変更）届出書（貸付特例適用農地等に設定されている賃借権等が消滅した場合） 

76 相続税の特例農地等について農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき貸し付けた旨の届出書 

77 別紙  貸付特例適用農地等及び借受代替農地等の明細書等 

78 一時的道路用地等としての貸付けに係る継続貸付届出書 

79 一時的道路用地等としての貸付けに関する承認申請書 

80 同付表 

81 一時的道路用地等としての貸付けに関する承認申請に対する承認（却下）書（通知用） 

82 一時的道路用地等としての貸付けに係る地上権等が消滅した旨の届出書 

83  一時的道路用地等としての貸付けに係る貸付期限の延長届出書 

83-1 営農困難時貸付けに関する届出書 

83-3 「営農困難時貸付けに関する届出書」の添付書類一覧 

83-4 耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行った旨の届出書 

83-6 「耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等について新たな営農困難時貸付けを行った旨の届出書」

の添付書類一覧 

83-7 耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等を自己の農業の用に供した旨の届出書 

83-9 耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等に係る新たな営農困難時貸付けに関する承認申請書 

83-11 「耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等に係る新たな営農困難時貸付けに関する承認申請書」

の添付書類一覧 

83-12 耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった営農困難時貸付農地等に係る新たな営農困難時貸付けに関する承認申請に対す

る承認（却下）書 （通知用） 

83-13 耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった贈与税の納税猶予の適用を受ける営農困難時貸付農地等を相続税の申告期限ま

でに新たな営農困難時貸付けを行った農地等の明細書 

様式43のとおりとする。 

様式44のとおりとする。 

様式45のとおりとする。 

様式46のとおりとする。 

 

様式47のとおりとする。 

様式48のとおりとする。 

様式49のとおりとする。 

様式50のとおりとする。 

様式51のとおりとする。 

様式52のとおりとする。 

様式53のとおりとする。 

様式54のとおりとする。 

様式55のとおりとする。 

様式56のとおりとする。 

様式57のとおりとする。 

様式58のとおりとする。 

様式59のとおりとする。 

様式60のとおりとする。 

様式61のとおりとする。 

 

様式62のとおりとする。 

様式63のとおりとする。 

様式64のとおりとする。 

 

様式65のとおりとする。 

 

様式66のとおりとする。 

 

 



7 

 

83-14 耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった贈与税の納税猶予の適用を受ける営農困難時貸付農地等を相続税の申告期限ま

でに自己の農業の用に供した農地等の明細書 

83-15 耕作の放棄又は賃借権等の消滅があった贈与税の納税猶予の適用を受ける営農困難時貸付農地等を耕作の放棄又は賃借

権等の消滅があった日から１年を経過する日までに新たな営農困難時貸付けを行う見込みの農地等の明細書 

83-16-1 贈与税の納税猶予の特定貸付けに関する届出書 

83-16-2 相続税の納税猶予の特定貸付けに関する届出書 

83-17 同（付表１） 

83-18 同（付表２の１） 

83-19 同（付表２の２） 

83-20 「特定貸付けに関する届出書」の添付書類一覧 

83-21 賃借権等の消滅又は耕作の放棄があった特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行った旨の届出書 

83-23 「賃借権等の消滅又は耕作の放棄があった特定貸付農地等について新たな特定貸付けを行った旨の届出書」の添付書類

一覧 

83-24 賃借権等の消滅又は耕作の放棄があった特定貸付農地等を自己の農業の用に供した旨の届出書 

83-26 賃借権等の消滅又は耕作の放棄があった特定貸付農地等に係る新たな特定貸付けに関する承認申請書 

83-28 「賃借権等の消滅又は耕作の放棄があった特定貸付農地等に係る新たな特定貸付けに関する承認申請書」の添付書類一

覧 

  84 贈与税の免除届出書 

 84-1 相続税の免除届出書 

105-1 非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の新法選択届出書 

様式67のとおりとする。 

 

様式68のとおりとする。 

 

様式69のとおりとする。 

様式70のとおりとする。 

様式71のとおりとする。 

様式72のとおりとする。 

様式73のとおりとする。 

様式74のとおりとする。 

様式75のとおりとする。 

様式76のとおりとする。 

 

様式77のとおりとする。 

様式78のとおりとする。 

様式79のとおりとする。 

 

様式80のとおりとする。 

様式81のとおりとする。 

様式82のとおりとする。（新規） 

 

第９ 《措法第40条の規定による承認申請関係》中、次表の「様式」欄に掲げる申請・届出等の様式を「改正事項」欄に掲げるとおりに改める。 

様  式 改  正  事  項 

 ５ 同（第３表） 

33-1 租税特別措置法第40条第11項の規定による公益法人等から合併により資産の移転を受けた場合の届出書 

 33-2 租税特別措置法第40条第12項の規定により準用する同条第11項の規定による公益認定の取消しの処分を受けた当初法人か

ら公益目的取得財産残額に相当する額の財産の贈与を受けた場合の届出書 

 33-3 租税特別措置法第 40条第 12項の規定により準用する同条第 11項の規定による特定一般法人から公益目的支出計画に基

づき贈与を受けた場合の届出書 

様式83のとおりとする。 

様式84のとおりとする。（新規） 

様式85のとおりとする。（新規） 

 

様式86のとおりとする。（新規） 
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33-4 租税特別措置法第40条第12項の規定により準用する同条第11項の規定による譲渡法人から幼保連携型認定こども園の設置

のために財産等の贈与を受けた場合の届出書 

 34 租税特別措置法第40条第14項の規定による特定一般法人が公益認定を受けた場合の届出書 

34-1 租税特別措置法第40条第16項の規定による公益法人等が所有する資産が同条第３項に規定する財産等であることの確認を

する場合の確認申請書 

 35 租税特別措置法施行令第25条の17第28項の規定における公益法人等が公益認定を取り消された場合の届出書 

様式87のとおりとする。（新規） 

 

様式88のとおりとする。 

様式89のとおりとする。（新規） 

 

様式90のとおりとする。 
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 様式 １ 
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 様式 ２ 

 



11 

 

 様式 ３ 
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 様式 ４ 
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 様式 ５ 
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 様式 ５ 
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 様式 ６ 
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 様式 ６ 
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 様式 ７ 
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