新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
施行令
令和 2年 4月30日 政令第160号
施行：令和 2年 4月30日
改正：なし
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
施行令
令和 2年 4月30日政令第160号

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
施行令をここに公布する。
内閣は、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関
する法律（令和二年法律第二十五号）の規定に基づき、この政令を制定する。

（定義）
第一条 この政令において「新型コロナウイルス感染症」とは、新型コロナウイルス感染症
等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（以下「法」という。）
第二条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
（納税の猶予の特例の対象となる国税の期日等）
第二条 法第三条第一項の規定により読み替えて適用する国税通則法（昭和三十七年法律第
六十六号）第四十六条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする
。
２ 法第三条第一項の規定により読み替えて適用する国税通則法第四十六条の二第一項に規
定する政令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一 法第三条第一項の規定により読み替えて適用する国税通則法第四十六条第一項に規定す
る新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる
書類
二 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
三 猶予を受けようとする日前の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込
みを明らかにする書類
３ 法第三条第一項の規定により国税通則法第四十六条第一項及び第四十六条の二第一項の
規定の適用がある場合における国税通則法施行令（昭和三十七年政令第百三十五号）第十
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三条第一項及び第十五条の二第一項の規定の適用については、同令第十三条第一項中「財
産のうちその申請の基因となつた災害により被害のあつた財産の損失の状況及び当該財産
の種類」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実
（同項に規定する新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実をい
う。第十五条の二第一項第一号（納税の猶予の申請手続等）において同じ。）の状況及び
その国税の全部又は一部を一時に納付することが困難である状況」と、同令第十五条の二
第一項中「事項と」とあるのは「事項及び法第四十六条第一項（納税の猶予の要件等）の
申請をやむを得ない理由によりその国税の納期限後にする場合にはその理由と」と、同項
第一号中「法第四十六条第一項（納税の猶予の要件等）の災害によりその者がその財産に
つき相当な損失を受けたことの事実の詳細（財産の種類ごとの損失の程度その他の被害の
状況を含む。）」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少
等の事実があること及び国税の全部又は一部を一時に納付することが困難である事情の詳
細」とする。
（指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控
除の特例）
第三条 法第五条第四項に規定する政令で定める行事は、令和二年二月一日から令和三年一
月三十一日までの間に所得税法（昭和四十年法律第三十三号）第二条第一項第一号に規定
する国内における一定の場所において行われた又は行われることとされていた文化芸術又
はスポーツに関する行事のうち、不特定かつ多数の者から入場料金、参加料金その他の対
価の支払を受けて、当該対価の支払をした者に見せ、聴かせ、又は参加させる行事であっ
て、新型コロナウイルス感染症が発生したことによる国又は地方公共団体からの行事の中
止若しくは延期又はその規模の縮小の要請を受けて中止若しくは延期又はその規模の縮小
を行った行事であると認められるものとして、文部科学大臣が指定するものとする。
２ 法第五条第一項の規定により所得税法第七十八条の規定の適用がある場合における同項
の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類につい
ての所得税法施行令（昭和四十年政令第九十六号）第二百六十二条の規定の適用について
は、同条第一項第六号中「法第七十八条第二項（寄附金控除）に規定する特定寄附金の」
とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特
例に関する法律（令和二年法律第二十五号）第五条第二項（指定行事の中止等により生じ
た権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例）に規定する放棄払戻
請求権相当額の計算に関する」と、「その他」とあるのは「、当該計算の基礎となる金額
を証する書類及び当該放棄払戻請求権相当額に係る行事が同条第四項に規定する指定行事
に該当することその他の財務省令で定める事実を証する書類として」とする。
３ 法第五条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法（昭和三十二年法律第
二十六号）第四十一条の十八から第四十一条の十八の三までの規定の適用については、同
法第四十一条の十八第二項中「の合計額を」とあるのは「並びに新型コロナウイルス感染
症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和二年法律第二十
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五号）第五条第二項に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額を」と、同法第四十一条の
十八の二第二項及び第四十一条の十八の三第一項中「の合計額をいう」とあるのは「並び
に新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する
法律第五条第二項に規定する放棄払戻請求権相当額の合計額をいう」とする。
４ 法第五条第一項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令（昭和三十二年
政令第四十三号）第二十六条の二十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ
中「の合計額を」とあるのは、「並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するた
めの国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和二年法律第二十五号）第五条第二項に規
定する放棄払戻請求権相当額の合計額を」とする。
５ 法第五条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第四十一条の十八から
第四十一条の十八の三までの規定の適用については、同法第四十一条の十八第二項及び第
四十一条の十八の二第二項中「の合計額を」とあるのは「並びに新型コロナウイルス感染
症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第五項に規定す
る特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」と、同法第四十一条の十八の三第二項中「その
他の事項を証する」とあるのは「を証する書類及び当該金額に係る行事が新型コロナウイ
ルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第四項
に規定する指定行事に該当することその他の財務省令で定める事実を証する書類として財
務省令で定める」とする。
６ 法第五条第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法施行令第二十六条の二
十八の三の規定の適用については、同条第六項第二号イ中「の合計額を」とあるのは、「
並びに新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関
する法律第五条第五項に規定する特定放棄払戻請求権相当額の合計額を」とする。
７ 文部科学大臣は、第一項の規定により行事を指定したときは、これをインターネットの
利用その他適切な方法により公表するものとする。
（住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例）
第四条 法第六条第二項に規定する政令で定める日は、個人が同条第一項に規定する既存住
宅の取得（同項に規定する取得をいう。次項及び第三項において同じ。）をした日から五
月を経過する日又は法の施行の日から二月を経過する日のいずれか遅い日とする。
２ 法第六条第三項に規定する政令で定める日は、個人が同項に規定する要耐震改修住宅の
取得をした日から五月を経過する日又は法の施行の日から二月を経過する日のいずれか遅
い日とする。
３ 法第六条第五項に規定する政令で定める日は、同条第四項に規定する住宅の取得等又は
認定住宅の新築等の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める日とする。
一 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋の新築又は同条第十項に規定す
る認定住宅の新築 令和二年九月三十日
二 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋で建築後使用されたことのない
もの若しくは同項に規定する既存住宅の取得、同項に規定する居住の用に供する家屋で

© 2020 Westlaw Japan K.K., all rights reserved

3

政令で定めるものの増改築等（同条第十八項に規定する増改築等をいう。）又は同条第
十項に規定する認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得 令和二年十一月三
十日
４ 法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合にお
ける同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該
」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところ
により新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関
する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の
影響により第一項に規定する既存住宅をその取得（同項に規定する取得をいう。）の日か
ら六月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定め
る事実を証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で
定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項
」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」
とする。
５ 法第六条第一項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定
の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第九項の規定の適用に
ついては、同項中「同条第三十一項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に
対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令（令和二年政令第百六十号）
第四条第四項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあ
るのは「及び同令第四条第四項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項の財
務省令で定める書類の添付」とする。
６ 法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合にお
ける同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該
」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところ
により新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関
する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の
影響により前項に規定する耐震改修をして同項に規定する要耐震改修住宅をその取得（第
一項に規定する取得をいう。）の日から六月以内にその者の居住の用に供することができ
なかつたことその他の財務省令で定める事実を証する書類として財務省令で定める書類又
はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書類の添付がある場合」と、同条第三十二項
中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「その他の書類」とあるのは「その他の書類
並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
７ 法第六条第三項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定
の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第九項の規定の適用に
ついては、同項中「同条第三十一項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に
対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第六項の規定により読
み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第六
項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」
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とする。
８ 法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合にお
ける同条第三十一項及び第三十二項の規定の適用については、同条第三十一項中「、当該
」とあるのは「当該」と、「場合」とあるのは「場合であつて、財務省令で定めるところ
により新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関
する法律第二条に規定する新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の
影響により同法第六条第五項に規定する特例取得をした家屋を令和二年十二月三十一日ま
でにその者の居住の用に供することができなかつたことその他の財務省令で定める事実を
証する書類として財務省令で定める書類又はこれに代わるべき書類で財務省令で定める書
類の添付がある場合」と、同条第三十二項中「並びに同項」とあるのは「、同項」と、「
その他の書類」とあるのは「その他の書類並びに同項の財務省令で定める書類」とする。
９ 法第六条第四項の規定により租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定
の適用を受ける場合における租税特別措置法施行令第二十六条の三第九項の規定の適用に
ついては、同項中「同条第三十一項」とあるのは「新型コロナウイルス感染症等の影響に
対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令第四条第八項の規定により読
み替えられた法第四十一条第三十一項」と、「の添付」とあるのは「及び同令第四条第八
項の規定により読み替えられた法第四十一条第三十一項の財務省令で定める書類の添付」
とする。
（大規模法人等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付）
第五条 法第七条第一号ロに規定する政令で定めるものは、保険業法（平成七年法律第百五
号）第二条第十項に規定する外国相互会社とする。
（法人課税信託の受託者に関する法第七条及び第八条の規定の適用）
第六条 法人税法施行令（昭和四十年政令第九十七号）第十四条の十第一項から第五項まで
及び第七項から第十一項までの規定は、法第九条第一項の規定を適用する場合について準
用する。
２ 受託法人（法第九条第二項において準用する法人税法（昭和四十年法律第三十四号）第
四条の七に規定する受託法人をいう。）に対する法第七条及び第八条の規定の適用につい
ては、法第七条第一号中「法人を」とあるのは、「法人及び第九条第二項において準用す
る法人税法第四条の七に規定する受託法人を」とする。
（消費税の特例に係る政令で定める日）
第七条 法第十条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする。
（印紙税の非課税の対象となる消費貸借契約書の要件）
第八条 法第十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 沖縄振興開発金融公庫及び独立行政法人福祉医療機構
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二 預託等貸付金融機関（地方公共団体等（地方公共団体、国から出資を受けた者から金銭
の貸付けを受けた者又は地方公共団体から金銭の貸付けを受けた者をいう。以下この号
及び次項において同じ。）から金銭の預託又は指定（信用保証協会がその債務の全部又
は一部を保証するものであることその他財務省令で定める要件に該当する金銭の貸付け
を行う者としての指定をいう。）を受けて当該地方公共団体等の定めるところにより特
定事業者（新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営
に影響を受けた事業者をいう。以下この条において同じ。）に対して金銭の貸付けを行
う者をいう。同項において同じ。）
三 転貸者（沖縄振興開発金融公庫等（沖縄振興開発金融公庫、株式会社商工組合中央金庫
又は株式会社日本政策金融公庫をいう。以下この号及び次項において同じ。）から金銭
の貸付け（株式会社商工組合中央金庫による金銭の貸付けにあっては、株式会社日本政
策金融公庫法（平成十九年法律第五十七号）第十一条第二項の規定により認定された同
法第二条第五号に規定する危機対応業務として行う同条第四号に規定する特定資金の貸
付けに限る。）を受けて当該沖縄振興開発金融公庫等の定めるところにより特定事業者
に対して金銭の貸付けを行う者をいう。次項において同じ。）
四 指定金融機関（株式会社日本政策金融公庫法第十一条第二項に規定する指定金融機関（
同法附則第四十五条第一項又は第四十六条第一項の規定により同法第十一条第二項の規
定による指定を受けたものとみなされた者を含む。）をいう。次項において同じ。）
五 融資機関（農業近代化資金融通法（昭和三十六年法律第二百二号）第二条第二項各号に
掲げる者又は漁業近代化資金融通法（昭和四十四年法律第五十二号）第二条第二項各号
に掲げる者をいう。次項において同じ。）
２ 法第十一条第一項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定める
ものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金銭の貸付けとする。
一 地方公共団体が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する
金銭の貸付け
イ 地方公共団体が、一般事業者（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律（平成十年法律第百十四号）第六条第一項に規定する感染症及びそのまん延防止
のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいう。以下この項において同じ
。）に対する特別貸付制度（他の金銭の貸付けの条件（貸付金の利率又は据置期間そ
の他財務省令で定める条件をいう。以下この号及び第三号において同じ。）に比し有
利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号において同じ。）を令和二年
二月一日の前日に有していなかった場合において、特定事業者に対する特別貸付制度
を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ 地方公共団体が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有し
ていた場合において、特定事業者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
の条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行
う金銭の貸付け
ハ 地方公共団体が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有し
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ていた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった特
定事業者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件で
金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
二 政府系金融機関（沖縄振興開発金融公庫、株式会社日本政策金融公庫又は独立行政法人
福祉医療機構をいう。以下この号において同じ。）が特定事業者に対して金銭の貸付け
を行う場合 次のいずれかに該当する金銭の貸付け
イ 政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度（他の金銭の貸付けの条件（貸
付金の利率、据置期間又は貸付限度額をいう。以下この号及び第四号（ニを除く。）
において同じ。）に比し有利な条件で金銭の貸付けを行う制度をいう。以下この号に
おいて同じ。）を令和二年二月一日の前日に有していなかった場合において、特定事
業者に対する特別貸付制度を設け、当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付け
ロ 政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有
していた場合において、特定事業者に対して当該特別貸付制度の下で行う金銭の貸付
けの条件に比し特別に有利な条件で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で
行う金銭の貸付け
ハ 政府系金融機関が、一般事業者に対する特別貸付制度を令和二年二月一日の前日に有
していた場合において、当該特別貸付制度の下では金銭の貸付けが受けられなかった
特定事業者に対して当該特別貸付制度の下における金銭の貸付けの条件と同等の条件
で金銭の貸付けを行う制度を設け、当該制度の下で行う金銭の貸付け
ニ 政府系金融機関（独立行政法人福祉医療機構を除く。）が、特定事業者（株式会社日
本政策金融公庫法第二条第二号に規定する農林漁業者であるものに限る。）に対して
行う特別貸付け（沖縄振興開発金融公庫法施行令（昭和四十七年政令第百八十六号）
第二条第一号に掲げる資金又は株式会社日本政策金融公庫法別表第一第八号の下欄に
掲げる資金の貸付け（貸付金の償還期間が一年以上のものであることその他財務省令
で定める要件に該当するものに限る。）をいう。）
三 預託等貸付金融機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該
当する金銭の貸付け
イ 地方公共団体等が一般事業者に対する特別預託等貸付制度（預託等貸付金融機関が当
該地方公共団体等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度（以下この号におい
て「預託等貸付制度」という。）で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭
の貸付けを行うものをいう。以下この号において同じ。）を令和二年二月一日の前日
に有していなかった場合において、当該地方公共団体等が特定事業者に対する特別預
託等貸付制度を設け、当該特別預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭
の貸付け
ロ 地方公共団体等が一般事業者に対する特別預託等貸付制度を令和二年二月一日の前日
に有していた場合において、当該地方公共団体等が特定事業者に対して当該特別預託
等貸付制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の預託等貸付
制度を設け、当該預託等貸付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け
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ハ 地方公共団体等が一般事業者に対する特別預託等貸付制度を令和二年二月一日の前日
に有していた場合において、当該地方公共団体等が当該特別預託等貸付制度の下では
金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別預託等貸付制度の下に
おける金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の預託等貸付制度を設け、当該預託等貸
付制度の下で預託等貸付金融機関が行う金銭の貸付け
四 転貸者が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭の
貸付け
イ 沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別転貸制度（転貸者が当該沖縄振興
開発金融公庫等の定めるところにより金銭の貸付けを行う制度（以下この号において
「転貸制度」という。）で他の金銭の貸付けの条件に比し有利な条件で金銭の貸付け
を行うものをいう。以下この号において同じ。）を令和二年二月一日の前日に有して
いなかった場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が特定事業者に対する転貸制
度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ロ 沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別転貸制度を令和二年二月一日の前
日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が特定事業者に対して当
該特別転貸制度の下で行う金銭の貸付けの条件に比し特別に有利な貸付条件の転貸制
度を設け、当該転貸制度の下で転貸者が行う金銭の貸付け
ハ 沖縄振興開発金融公庫等が一般事業者に対する特別転貸制度を令和二年二月一日の前
日に有していた場合において、当該沖縄振興開発金融公庫等が当該特別転貸制度の下
では金銭の貸付けが受けられなかった特定事業者に対して当該特別転貸制度の下にお
ける金銭の貸付けの条件と同等の貸付条件の転貸制度を設け、当該転貸制度の下で転
貸者が行う金銭の貸付け
ニ 沖縄振興開発金融公庫等（株式会社商工組合中央金庫を除く。）が有する特定事業者
（株式会社日本政策金融公庫法第二条第二号に規定する農林漁業者であるものに限る
。）に対する転貸制度（第二号ニに規定する特別貸付けの条件と同等の貸付条件のも
のに限る。）の下で転貸者が行う金銭の貸付け
五 指定金融機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合 指定金融機関が、特定事
業者に対して前項第三号に規定する危機対応業務として行う同号に規定する特定資金の
貸付け
六 融資機関が特定事業者に対して金銭の貸付けを行う場合 次のいずれかに該当する金銭
の貸付け
イ 融資機関が、特定事業者に対して行う農業近代化資金融通法第二条第三項に規定する
農業近代化資金、漁業近代化資金融通法第二条第三項に規定する漁業近代化資金又は
漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法（昭和五十一年法律第四十三号）第
八条第一項に規定する資金の貸付け（特定事業者以外の者に対して行う金銭の貸付け
に比し有利な条件で行うものとして財務省令で定める要件に該当するものに限る。）
ロ 融資機関が、特定事業者（農業、林業又は漁業を営む者であるものに限る。）に対し
て行う金銭の貸付け（農業、林業又は漁業に係る借入金の借換えのための資金に係る
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ものであることその他財務省令で定める要件に該当するものに限る。）
３ 法第十一条第一項に規定する政令で定める日は、令和三年一月三十一日とする。
４ 法第十一条第二項に規定する政令で定める金融機関は、租税特別措置法施行令第五十二
条の三第三項各号に掲げる金融機関とする。
５ 法第十一条第二項に規定する特別に有利な条件で行う金銭の貸付けとして政令で定める
ものは、同項に規定する金融機関が、特定事業者に対して行う特別貸付け（次に掲げる金
銭の貸付けをいう。次項において同じ。）とする。
一 中小企業信用保険法（昭和二十五年法律第二百六十四号）第十二条に規定する経営安定
関連保証を受けた者（同法第二条第五項（第四号に係る部分に限る。）に規定する認定
を受けたものに限る。）又は同法第十五条に規定する危機関連保証を受けた者に対する
金銭の貸付け
二 中小漁業融資保証法（昭和二十七年法律第三百四十六号）第四条第一号、農業信用保証
保険法（昭和三十六年法律第二百四号）第八条第一号、林業経営基盤の強化等の促進の
ための資金の融通等に関する暫定措置法（昭和五十四年法律第五十一号）第六条第一項
第三号又は独立行政法人農林漁業信用基金法（平成十四年法律第百二十八号）第十二条
第一項第五号に規定する債務の保証（その債務の全部を保証するものであることその他
財務省令で定める要件に該当するものに限る。）を受けた者に対する金銭の貸付け
三 特定事業者に対する貸付金の据置期間が六月以上であり、かつ、その償還期間が一年以
上である金銭の貸付け（前二号に掲げる金銭の貸付けに該当するものを除く。）
６ 法第十一条第二項に規定する消費貸借契約書であって政令で定めるものは、特定事業者
に対する特別貸付けであることが当該消費貸借契約書において明らかにされているものと
する。
附 則
（施行期日）
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
（指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控
除の特例に関する経過措置）
第二条 法附則第三条に規定する政令で定める日は、法の施行の日から六月を経過する日と
する。
２ 法附則第三条に規定する政令で定める期間は、同条の個人が同条に規定する入場料金等
払戻請求権の行使をした日から法の施行の日以後九月を経過する日までの期間とする。
（住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例に関する経過措置）
第三条 この政令の施行の日から令和二年九月三十日までの間における第四条の規定の適用
については、同条第五項、第七項及び第九項中「第二十六条の三第九項」とあるのは、「
第二十六条の三第四項」とする。
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（印紙税の特例に関する経過措置）
第四条 法附則第六条の規定の適用がある場合における同条前段に規定する過誤納金に係る
印紙税法施行令（昭和四十二年政令第百八号）第十四条第二項の規定の適用については、
同項中「際、」とあるのは「際、当該税務署長に、」と、「当該税務署長に提示し」とあ
るのは「提示し、又は当該過誤納となつた事実を新型コロナウイルス感染症等の影響に対
応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律（令和二年法律第二十五号）第十一条
第一項（特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税）に規定する公的貸付機関等
又は同条第二項に規定する金融機関が証明した書類を提出し」とする。

*******
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