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承認第２号

   淡路市税条例等の一部を改正する条例制定の専決処分をしたものに

つき承認を求める件

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）その他関係する政令及

び省令の施行に伴い、淡路市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法

（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分

したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

  令和２年５月１８日提出

淡路市長 門  康 彦

専決第２号

   淡路市税条例等の一部を改正する条例制定の専決処分について

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）その他関係する政令及

び省令の施行に伴い、淡路市税条例等の一部を改正する条例を制定する必要が生じ

たが、特に緊急を要するため、市議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処

分する。

  令和２年３月３１日

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第２２号

   淡路市税条例等の一部を改正する条例

（淡路市税条例の一部改正）

第１条 淡路市税条例（平成１７年淡路市条例第９１号）の一部を次のように改正

する。

  第３６条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項第３号を削り、同項第４号中「前３号」を「前２号」に改め、同

号を同項第３号とする。
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  第３６条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項第３号を削

り、同項第４号中「前３号」を「前２号」に改め、同号を同項第３号とする。

  第４８条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第５

項及び第１１項」に改める。

  第５４条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第

４項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これを」

を削り、「課する」を「課することができる」に改め、同項に後段として次のよ

うに加える。

   この場合において、市長は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、

その旨を当該使用者に通知しなければならない。

  第５４条第７項を同条第８項とし、同条第６項中「によって」を「により」に、

「第４９条の２」を「第４９条の３」に、「みなす」を「みなすことができる」

に改め、同項を同条第７項とし、同条第５項中「によって」を「により」に、「に

おいては」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に、「みな

す」を「みなすことができる」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次

に次の１項を加える。

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存

在が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有

者とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課すること

ができる。この場合において、市長は、当該登録をしようとするときは、あら

かじめ、その旨を当該使用者に通知しなければならない。

  第６１条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９条の

３第１１項」に改める。

  第６１条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３

４９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第

３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を「第

３４９条の３第２９項」に改める。

  第９６条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第４

６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の３」

を「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を「提

出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項

の次に次の１項を加える。

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、

卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し

又は消費等について、第９８条第１項又は第２項の規定による申告書に前項
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（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けよ

うとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１６条の２

の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。

  第９８条第１項中「第９６条第２項」を「第９６条第３項」に改める。

  第１３１条第６項中「第５４条第６項」を「第５４条第７項」に改める。

  附則第８条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に改める。

  附則第１０条中「又は法」を「又は」に改める。

  附則第１０条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」

を「附則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項中

「附則第１５条第３３項第１号イ」を「附則第１５条第３０項第１号イ」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第５項中「附則第１５条第３３項第１号ロ」を「附

則第１５条第３０項第１号ロ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項を削

り、同条第７項中「附則第１５条第３３項第１号ニ」を「附則第１５条第３０項

第１号ハ」に改め、同項を同条第５項とし、同条第８項中「附則第１５条第３３

項第１号ホ」を「附則第１５条第３０項第１号ニ」に改め、同項を同条第６項と

し、同条第９項中「附則第１５条第３３項第２号イ」を「附則第１５条第３０項

第２号イ」に改め、同項を同条第７項とし、同条第１０項中「附則第１５条第３

３項第２号ロ」を「附則第１５条第３０項第２号ロ」に改め、同項を同条第８項

項とし、同項の次に次の１項を加える。

９ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定する

市町村の条例で定める割合は、４分の３とする。

  附則第１０条の２第１１項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１

５条第３０項第３号イ」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第１２項中「附

則第１５条第３３項第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め、同

項を同条第１１項とし、同条第１３項中「附則第１５条第３３項第３号ハ」を「附

則第１５条第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第１２項とし、同条第１４項

中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同項を同条第

１３項とし、同条第１５項を削り、同条第１６項中「附則第１５条第４４項」を

「附則第１５条第３８項」に改め、同項を同条第１４項とし、同条第１７項中「附

則第１５条第４５項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第１５項

とし、同条第１８項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４１項」に

改め、同項を同条第１６項とし、同項の次に次の１項を加える。

１７ 法附則第１５条第４７項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の

２とする。

  附則第１０条の２第１９項を同条第１８項とする。

  附則第１１条の２の見出し中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条
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第１項中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第２項中「平成３

１年度適用土地又は平成３１年度類似適用土地」を「令和元年度適用土地又は令

和元年度類似適用土地」に改める。

  附則第１２条、第１３条及び第１５条第１項中「又は法」を「又は」に改める。

  附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改め

る。

（淡路市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 淡路市税条例の一部を改正する条例（令和元年淡路市条例第２号）の一部

を次のように改正する。

  第２条のうち、淡路市税条例第２４条第１項第２号の改正規定を削る。

  附則第１条第２号を次のように改める。

  (２) 削除

附則第１条第３号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」を削る。

  附則第２条第１項中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改める。

附則第３条を次のように改める。

第３条 削除

   附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（市民税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の淡路市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和２年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。

２ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及

び同条第２項に規定する申告書について適用する。

３ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得

税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同

法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例

第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定
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資産税については、なお従前の例による。

２ 新条例第５４条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

３ 新条例第５４条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税につい

て適用する。

４ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地

方税法（昭和２５年法律第２２６号。次項及び第６項において「旧法」という。）

附則１５条第２項に規定する施設又は設備に対して課する固定資産税について

は、なお従前の例による。

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧

法附則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して

課する固定資産税については、なお従前の例による。

６ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧

法附則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産

税については、なお従前の例による。

（淡路市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第４条 淡路市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年淡路市条例第３６号）

の一部を次のように改正する。

  附則第６条第２項第３号中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０日」

に改め、同条第１３項中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に

改め、同条１４項の表第５項の項中「平成３１年１０月３１日」を「令和元年１

０月３１日」に改め、同表第６項の項中「平成３２年３月３１日」を「令和２年

３月３１日」に改める。

（淡路市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第５条 淡路市税条例等の一部を改正する条例（平成３０年淡路市条例第３５号）

の一部を次のように改正する。

  附則第１条第４号中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改

め、同条第５号中「平成３２年４月１日」を「令和２年４月１日」に改め、同条

第６号中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改め、同条第７

号中「平成３３年１月１日」を「令和３年１月１日」に改め、同条第８号中「平

成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に改め、同条第９号中「平成３

４年１０月１日」を「令和４年１０月１日」に改める。

  附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中

「平成３３年度」を「令和３年度」に、「平成３２年度分」を「令和２年度分」

に改める。
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  附則第６条中「平成３１年９月３０日」を「令和元年９月３０日」に改める。

  附則第８条第１項中「平成３２年１０月１日」を「令和２年１０月１日」に改

め、同条第２項中「平成３２年１１月２日」を「令和２年１１月２日」に改め、

同条第３項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月３１日」に改め、同条

第４項及び第５項中「３２年新条例」を「２年新条例」に改める。

  附則第１０条第１項中「平成３３年１０月１日」を「令和３年１０月１日」に

改め、同条第２項中「平成３３年１１月１日」を「令和３年１１月１日」に改め、

同条第３項中「平成３４年３月３１日」を「令和４年３月３１日」に改め、同条

第４項及び第５項中「３３年新条例」を「３年新条例」に改める。

（淡路市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第６条 淡路市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年淡路市条例第９号）の

一部を次のように改正する。

  附則第１条中「平成３１年１０月１日」を「令和元年１０月１日」に改める。

  附則第３条第２項中「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度分」

を「令和元年度分」に改める。

（淡路市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第７条 淡路市税条例等の一部を改正する条例（平成３１年淡路市条例第１８号）

の一部を次のように改正する。

  附則第１条ただし書中「平成３１年６月１日」を「令和元年６月１日」に改め

る。

  附則第２条第１項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中

「平成３２年度」を「令和２年度」に、「平成３１年度分」を「令和元年度分」

に改め、同条第３項中「平成３２年度分」を「令和２年度分」に改め、同項の表

中「平成３１年６月１日」を「令和元年６月１日」に改める。

  附則第３条中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。

  附則第４条中「平成３１年度分」を「令和元年度分」に改める。



   淡路市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表

   第１条による改正（淡路市税条例の一部改正）

現        行 改   正   案
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（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族

等申告書）

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者（以下この条において「給

与所得者」という。）で市内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき

同項に規定する給与等の支払者（以下この条

において「給与支払者」という。）から毎年

初に給与の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した申告書を、当該給与支払者を

経由して、市長に提出しなければならない。

(１) 当該給与支払者の氏名又は名称

(２) 扶養親族の氏名

(３) 当該給与所得者が単身児童扶養者に該

当する場合には、その旨

(４) 前３号に掲げるもののほか、施行規則

で定める事項

２～５ (略)

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶

養親族等申告書）

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第

１項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等（所得税法第

２０３条の７の規定の適用を受けるものを除

く。以下この項において「公的年金等」とい

う。）の支払を受ける者であって、扶養親族

（控除対象扶養親族を除く。）を有する者若

しくは単身児童扶養者である者（以下この条

において「公的年金等受給者」という。）で

市内に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族

申告書）

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項

の規定により同項に規定する申告書を提出し

なければならない者（以下この条において「給

与所得者」という。）で市内に住所を有する

ものは、当該申告書の提出の際に経由すべき

同項に規定する給与等の支払者（以下この条

において「給与支払者」という。）から毎年

初に給与の支払を受ける日の前日までに、

施行規則で定めるところにより、次に掲げる

事項を記載した申告書を、当該給与支払者を

経由して、市長に提出しなければならない。

(１) 当該給与支払者の氏名又は名称

(２) 扶養親族の氏名

(３) 前２号に掲げるもののほか、施行規則

で定める事項

２～５ (略)

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶

養親族申告書）

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第

１項の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等（所得税法第

２０３条の７の規定の適用を受けるものを除

く。以下この項において「公的年金等」とい

う。）の支払を受ける者であって、扶養親族

（控除対象扶養親族を除く。）を有する者（以

下この条において「公的年金等受給者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、当該申

告書の提出の際に経由すべき所得税法第２０

３条の６第１項に規定する公的年金等の支払
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第１項に規定する公的年金等の支払者（以下

この条において「公的年金等支払者」という。）

から毎年 初に公的年金等の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書を、当

該公的年金等支払者を経由して、市長に提出

しなければならない。

(１) 当該公的年金等支払者の名称

(２) 扶養親族の氏名

(３) 当該公的年金等受給者が単身児童扶養

者に該当する場合には、その旨

(４) 前３号に掲げるもののほか、施行規則

で定める事項

２～５ (略)

（法人の市民税の申告納付）

第４８条 (略)

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しく

は事業所を有する法人（以下この条において

「内国法人」という。）が、租税特別措置法

第６６条の７第４項及び第１０項又は第６８

条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を

受ける場合には、法第３２１条の８第２４項

及び令第４８条の１２の２に規定するところ

により、控除すべき額を前項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。

３～１７ (略)

（固定資産税の納税義務者等）

第５４条 (略)

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋について

は、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家

屋補充課税台帳に所有者（建物の区分所有等

に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第

２条第３項の専有部分の属する家屋（同法第

者（以下この条において「公的年金等支払者」

という。）から毎年 初に公的年金等の支払

を受ける日の前日までに、施行規則で定める

ところにより、次に掲げる事項を記載した申

告書を、当該公的年金等支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。

(１) 当該公的年金等支払者の名称

(２) 扶養親族の氏名

(３) 前２号に掲げるもののほか、施行規則

で定める事項

２～５ (略)

（法人の市民税の申告納付）

第４８条 (略)

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しく

は事業所を有する法人（以下この条において

「内国法人」という。）が、租税特別措置法

第６６条の７第５項及び第１１項又は第６８

条の９１第４項及び第１０項の規定の適用を

受ける場合には、法第３２１条の８第２４項

及び令第４８条の１２の２に規定するところ

により、控除すべき額を前項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。

３～１７ (略)

（固定資産税の納税義務者等）

第５４条 (略)

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋について

は、登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家

屋補充課税台帳に所有者（建物の区分所有等

に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第

２条第３項の専有部分の属する家屋（同法第
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４条第２項の規定により共用部分とされた附

属の建物を含む。）については、当該家屋に

係る同法第２条第２項の区分所有者（以下「区

分所有者」という。）とする。以下固定資産

税について同様とする。）として登記又は登

録されている者をいう。この場合において、

所有者として登記又は登録されている個人が

賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所

有者として登記又は登録されている法人が同

日前に消滅しているとき、又は所有者として

登記されている法第３４８条第１項の者が同

日前に所有者でなくなっているときは、同日

において当該土地又は家屋を現に所有してい

る者をいう。

３ (略)

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、

火災その他の事由によって不明である場合に

おいては、その使用者を所有者とみなして、

これを固定資産課税台帳に登録し、その者に

固定資産税を課する。

５ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号）による土地区画整理事業（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

４条第２項の規定により共用部分とされた附

属の建物を含む。）については、当該家屋に

係る同法第２条第２項の区分所有者（以下「区

分所有者」という。）とする。以下固定資産

税について同様とする。）として登記又は登

録がされている者をいう。この場合において、

所有者として登記又は登録がされている個人

が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは

所有者として登記又は登録がされている法人

が同日前に消滅しているとき、又は所有者と

して登記されている法第３４８条第１項の者

が同日前に所有者でなくなっているときは、

同日において当該土地又は家屋を現に所有し

ている者をいう。

３ (略)

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、

火災その他の事由により不明である場合に

は、その使用者を所有者とみなして、固定資

産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を

課することができる。この場合において、市

長は、当該登録をしようとするときは、あら

かじめ、その旨を当該使用者に通知しなけれ

ばならない。

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行っ

てもなお固定資産の所有者の存在が不明であ

る場合（前項に規定する場合を除く。）には、

その使用者を所有者とみなして、固定資産課

税台帳に登録し、その者に固定資産税を課す

ることができる。この場合において、市長は、

当該登録をしようするときは、あらかじめ、

その旨を当該使用者に通知しなければならな

い。

６ 土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９

号）による土地区画整理事業（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



   淡路市税条例等の一部を改正する条例新旧対照表

   第１条による改正（淡路市税条例の一部改正）

現        行 改   正   案

- 18 -

（平成９年法律第４９号）第４６条第１項の

規定により土地区画整理法の規定が適用され

る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４５条第１項第１号の事業を

含む。以下この項において同じ。）又は土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）による

土地改良事業の施行に係る土地については、

法令若しくは規約等の定めるところによって

仮換地、一時利用地その他の仮に使用し、若

しくは収益することができる土地（以下この

項において「仮換地等」と総称する。）の指

定があった場合又は土地区画整理法による土

地区画整理事業の施行者が同法第１００条の

２（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４６条第１項において適用

する場合を含む。）の規定によって管理する

土地で当該施行者以外の者が仮に使用するも

の（以下この項において「仮使用地」という。）

がある場合においては、当該仮換地等又は仮

使用地について使用し、又は収益することが

できることとなった日から換地処分の公告が

ある日又は換地計画の認可の公告がある日ま

での間は、仮換地等にあっては当該仮換地等

に対応する従前の土地について登記簿又は土

地補充課税台帳に所有者として登記又は登録

されている者をもって、仮使用地にあっては

土地区画整理法による土地区画整理事業の施

行者以外の仮使用地の使用者をもって、それ

ぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第１項

の所有者とみなし、換地処分の公告があった

日又は換地計画の認可の公告があった日から

換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該

換地又は保留地に係る所有者として登記され

る日までの間は、当該換地又は保留地を取得

（平成９年法律第４９号）第４６条第１項の

規定により土地区画整理法の規定が適用され

る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４５条第１項第１号の事業を

含む。以下この項において同じ。）又は土地

改良法（昭和２４年法律第１９５号）による

土地改良事業の施行に係る土地については、

法令若しくは規約等の定めるところにより仮

換地、一時利用地その他の仮に使用し、若し

くは収益することができる土地（以下この項

において「仮換地等」と総称する。）の指定

があった場合又は土地区画整理法による土地

区画整理事業の施行者が同法第１００条の２

（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４６条第１項において適用す

る場合を含む。）の規定により管理する土地

で当該施行者以外の者が仮に使用するもの

（以下この項において「仮使用地」という。）

がある場合には、当該仮換地等又は仮使用地

について使用し、又は収益することができる

こととなった日から換地処分の公告がある日

又は換地計画の認可の公告がある日までの間

は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応

する従前の土地について登記簿又は土地補充

課税台帳に所有者として登記又は登録がされ

ている者をもって、仮使用地にあっては土地

区画整理法による土地区画整理事業の施行者

以外の仮使用地の使用者をもって、それぞれ

当該仮換地等又は仮使用地に係る第１項の所

有者とみなし、換地処分の公告があった日又

は換地計画の認可の公告があった日から換地

又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地

又は保留地に係る所有者として登記される日

までの間は、当該換地又は保留地を取得した
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した者をもって当該換地又は保留地に係る同

項の所有者とみなす。

６ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）

第２３条第１項の規定によって使用する埋立

地若しくは干拓地（以下この項において「埋

立地等」という。）又は国が埋立て若しくは

干拓によって造成する埋立地等（同法第４２

条第２項の規定による竣功通知前の埋立地等

に限る。以下この項において同じ。）で工作

物を設置し、その他土地を使用する場合と同

様の状態で使用されているもの（埋立て又は

干拓に関する工事に関して使用されているも

のを除く。）については、これらの埋立地等

をもって土地とみなし、これらの埋立地等の

うち、都道府県、市町村、特別区、これらの

組合、財産区及び合併特例区（以下この項に

おいて「都道府県等」という。）以外の者が

同法第２３条第１項の規定によって使用する

埋立地等にあっては、当該埋立地等を使用す

る者をもって当該埋立地等に係る第１項の所

有者とみなし、都道府県等が同条第１項の規

定によって使用し、又は国が埋立て若しくは

干拓によって造成する埋立地等にあっては、

都道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県

等又は国以外の者に使用させている場合に限

り、当該埋立地等を使用する者（土地改良法

第８７条の２第１項の規定により国又は都道

府県が行う同項第１号の事業により造成され

た埋立地等を使用する者で令第４９条の２に

規定するものを除く。）をもって当該埋立地

等に係る第１項の所有者とみなす。

７ (略)

（固定資産税の課税標準）

第６１条 (略)

者をもって当該換地又は保留地に係る同項の

所有者とみなすことができる。

７ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）

第２３条第１項の規定により使用する埋立地

若しくは干拓地（以下この項において「埋立

地等」という。）又は国が埋立て若しくは干

拓により造成する埋立地等（同法第４２条第

２項の規定による竣功通知前の埋立地等に限

る。以下この項において同じ。）で工作物を

設置し、その他土地を使用する場合と同様の

状態で使用されているもの（埋立て又は干拓

に関する工事に関して使用されているものを

除く。）については、これらの埋立地等をも

って土地とみなし、これらの埋立地等のうち、

都道府県、市町村、特別区、これらの組合、

財産区及び合併特例区（以下この項において

「都道府県等」という。）以外の者が同法第

２３条第１項の規定により使用する埋立地等

にあっては、当該埋立地等を使用する者をも

って当該埋立地等に係る第１項の所有者とみ

なし、都道府県等が同条第１項の規定により

使用し、又は国が埋立て若しくは干拓により

造成する埋立地等にあっては、都道府県等又

は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外

の者に使用させている場合に限り、当該埋立

地等を使用する者（土地改良法第８７条の２

第１項の規定により国又は都道府県が行う同

項第１号の事業により造成された埋立地等を

使用する者で令第４９条の３に規定するもの

を除く。）をもって当該埋立地等に係る第１

項の所有者とみなすことができる。

８ (略)

（固定資産税の課税標準）

第６１条 (略)
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２～８ (略)

９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第１項に

規定する住宅用地をいう。以下この条及び第

７４条において同じ。）に対して課する固定

資産税の課税標準は、第１項から第６項まで

及び法第３４９条の３第１２項の規定にかか

わらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課

税標準となるべき価格の３分の１の額とす

る。

１０ 小規模住宅用地（法第３４９条の３の２

第２項に規定する小規模住宅用地をいう。以

下この項において同じ。）に対して課する固

定資産税の課税標準は、第１項から第６項ま

で及び前項並びに法第３４９条の３第１２項

の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に

係る固定資産税の課税標準となるべき価格の

６分の１の額とする。

（法第３４９条の３第２８項等の条例で定め

る割合）

第６１条の２ 法第３４９条の３第２８項に規

定する市町村の条例で定める割合は、２分の

１とする。

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する市町

村の条例で定める割合は、２分の１とする。

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する市町

村の条例で定める割合は、２分の１とする。

（たばこ税の課税免除）

第９６条 (略)

２～８ (略)

９ 住宅用地（法第３４９条の３の２第１項に

規定する住宅用地をいう。以下この条及び第

７４条において同じ。）に対して課する固定

資産税の課税標準は、第１項から第６項まで

及び法第３４９条の３第１１項の規定にかか

わらず、当該住宅用地に係る固定資産税の課

税標準となるべき価格の３分の１の額とす

る。

１０ 小規模住宅用地（法第３４９条の３の２

第２項に規定する小規模住宅用地をいう。以

下この項において同じ。）に対して課する固

定資産税の課税標準は、第１項から第６項ま

で及び前項並びに法第３４９条の３第１１項

の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に

係る固定資産税の課税標準となるべき価格の

６分の１の額とする。

（法第３４９条の３第２７項等の条例で定め

る割合）

第６１条の２ 法第３４９条の３第２７項に規

定する市町村の条例で定める割合は、２分の

１とする。

２ 法第３４９条の３第２８項に規定する市町

村の条例で定める割合は、２分の１とする。

３ 法第３４９条の３第２９項に規定する市町

村の条例で定める割合は、２分の１とする。

（たばこ税の課税免除）

第９６条 (略)

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２

号に係る部分に限る。）の規定は、卸売販売

業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲

げる製造たばこの売渡し又は消費等につい

て、第９８条第１項又は第２項の規定による

申告書に前項（法第４６９条第１項第１号又
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２ 前項の規定は、卸売販売業者等が市長に施

行規則第１６条の２の３に規定する書類を提

出しない場合には、適用しない。

３ (略)

（たばこ税の申告納付の手続）

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告

納付すべき者（以下この節において「申告納

税者」という。）は、毎月末日までに、前月の

初日から末日までの間における売渡し等に係

る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数

の合計数（以下この節において「課税標準数

量」という。）及び当該課税標準数量に対す

るたばこ税額、第９６条第１項の規定により

免除を受けようとする場合にあっては同項の

適用を受けようとする製造たばこに係るたば

こ税額並びに次条第１項の規定により控除を

受けようとする場合にあっては同項の適用を

受けようとするたばこ税額その他必要な事項

を記載した施行規則第３４号の２様式による

申告書を市長に提出し、及びその申告に係る

税金を施行規則第３４号の２の５様式による

納付書によって納付しなければならない。こ

の場合において、当該申告書には、第９６条

第２項に規定する書類及び次条第１項の返還

に係る製造たばこの品目ごとの数量について

の明細を記載した施行規則第１６号の５様式

による書類を添付しなければならない。

は第２号に係る部分に限る。）の適用を受け

ようとする製造たばこに係るたばこ税額を記

載し、かつ、施行規則第１６条の２の３第１

項に規定する書類を保存している場合に限

り、適用する。

３ 第１項（法第４６９条第１項第３号又は第

４号に係る部分に限る。）の規定は、卸売販

売業者等が市長に施行規則第１６条の２の３

第２項に規定する書類を提出している場合に

限り、適用する。

４ (略)

（たばこ税の申告納付の手続）

第９８条 前条の規定によってたばこ税を申告

納付すべき者（以下この節において「申告納

税者」という。）は、毎月末日までに、前月の

初日から末日までの間における売渡し等に係

る製造たばこの品目ごとの課税標準たる本数

の合計数（以下この節において「課税標準数

量」という。）及び当該課税標準数量に対す

るたばこ税額、第９６条第１項の規定により

免除を受けようとする場合にあっては同項の

適用を受けようとする製造たばこに係るたば

こ税額並びに次条第１項の規定により控除を

受けようとする場合にあっては同項の適用を

受けようとするたばこ税額その他必要な事項

を記載した施行規則第３４号の２様式による

申告書を市長に提出し、及びその申告に係る

税金を施行規則第３４号の２の５様式による

納付書によって納付しなければならない。こ

の場合において、当該申告書には、第９６条

第３項に規定する書類及び次条第１項の返還

に係る製造たばこの品目ごとの数量について

の明細を記載した施行規則第１６号の５様式

による書類を添付しなければならない。
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２～５ (略)

（特別土地保有税の納税義務者等）

第１３１条 (略)

２～５ (略)

６ 第５４条第６項の規定は、特別土地保有税

について準用する。この場合において、同項

中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは

「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の

取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第

１項の所有者」とあるのは「第１３１条第１

項の土地の所有者又は取得者」と、「同条第

１項」とあるのは「同法第２３条第１項」と

読み替えるものとする。

   附 則

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税

の課税の特例）

第８条 昭和５７年度から令和３年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条

第４項に規定する場合において、第３６条の

２第１項の規定による申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに提

出された第３６条の３第１項の確定申告書を

含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却

に係る租税特別措置法第２５条第１項に規定

する事業所得の明細に関する事項の記載があ

るとき（これらの申告書にその記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市長が

認めるときを含む。次項において同じ。）は、

当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免

除する。

２・３ (略)

２～５ (略)

（特別土地保有税の納税義務者等）

第１３１条 (略)

２～５ (略)

６ 第５４条第７項の規定は、特別土地保有税

について準用する。この場合において、同項

中「当該埋立地等を使用する者」とあるのは

「当該埋立地等の使用の開始をもって土地の

取得と、当該埋立地等を使用する者」と、「第

１項の所有者」とあるのは「第１３１条第１

項の土地の所有者又は取得者」と、「同条第

１項」とあるのは「同法第２３条第１項」と

読み替えるものとする。

   附 則

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税

の課税の特例）

第８条 昭和５７年度から令和６年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条

第４項に規定する場合において、第３６条の

２第１項の規定による申告書（その提出期限

後において市民税の納税通知書が送達される

時までに提出されたもの及びその時までに提

出された第３６条の３第１項の確定申告書を

含む。次項において同じ。）に肉用牛の売却

に係る租税特別措置法第２５条第１項に規定

する事業所得の明細に関する事項の記載があ

るとき（これらの申告書にその記載がないこ

とについてやむを得ない理由があると市長が

認めるときを含む。次項において同じ。）は、

当該事業所得に係る市民税の所得割の額を免

除する。

２・３ (略)
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（読替規定）

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の

２までの規定の適用がある各年度分の固定資

産税に限り、第６１条第８項中「又は第３４

９条の３の４から第３４９条の５まで」とあ

るのは、「若しくは第３４９条の３の４から

第３４９条の５まで又は法附則第１５条から

第１５条の３の２まで」とする。

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合）

第１０条の２ (略)

２ 法附則第１５条第２項第２号に規定する市

町村の条例で定める割合は、２分の１とする。

３ 法附則第１５条第２項第６号に規定する市

町村の条例で定める割合は、４分の３とする。

４ 法附則第１５条第３３項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。

５ 法附則第１５条第３３項第１号ロに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。

６ 法附則第１５条第３３項第１号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。

７ 法附則第１５条第３３項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。

８ 法附則第１５条第３３項第１号ホに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。

９ 法附則第１５条第３３項第２号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、４分の３とする。

（読替規定）

第１０条 法附則第１５条から第１５条の３の

２までの規定の適用がある各年度分の固定資

産税に限り、第６１条第８項中「又は第３４

９条の３の４から第３４９条の５まで」とあ

るのは、「若しくは第３４９条の３の４から

第３４９条の５まで又は附則第１５条から第

１５条の３の２まで」とする。

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合）

第１０条の２ (略)

２ 法附則第１５条第２項第５号に規定する市

町村の条例で定める割合は、４分の３とする。

３ 法附則第１５条第３０項第１号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。

４ 法附則第１５条第３０項第１号ロに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。

５ 法附則第１５条第３０項第１号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。

６ 法附則第１５条第３０項第１号ニに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、３分の２とする。

７ 法附則第１５条第３０項第２号イに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、４分の３とする。
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１０ 法附則第１５条第３３項第２号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、４分の３とする。

１１ 法附則第１５条第３３項第３号イに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。

１２ 法附則第１５条第３３項第３号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。

１３ 法附則第１５条第３３項第３号ハに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。

１４ 法附則第１５条第３８項に規定する市町

村の条例で定める割合は、３分の２とする。

１５ 法附則第１５条第４０項に規定する市町

村の条例で定める割合は、５分の４とする。

１６ 法附則第１５条第４４項に規定する市町

村の条例で定める割合は、２分の１とする。

１７ 法附則第１５条第４５項に規定する市町

村の条例で定める割合は、３分の２とする。

１８ 法附則第１５条第４７項に規定する市町

村の条例で定める割合は、零とする。

１９ (略)

（平成３１年度又は令和２年度における土地

の価格の特例）

第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会的

条件からみて類似の利用価値を有すると認め

られる地域において地価が下落し、かつ、市

長が土地の修正前の価格（法附則第１７条の

８ 法附則第１５条第３０項第２号ロに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、４分の３とする。

９ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定す

る設備について同号に規定する市町村の条例

で定める割合は、４分の３とする。

１０ 法附則第１５条第３０項第３号イに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。

１１ 法附則第１５条第３０項第３号ロに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。

１２ 法附則第１５条第３０項第３号ハに規定

する設備について同号に規定する市町村の条

例で定める割合は、２分の１とする。

１３ 法附則第１５条第３４項に規定する市町

村の条例で定める割合は、３分の２とする。

１４ 法附則第１５条第３８項に規定する市町

村の条例で定める割合は、２分の１とする。

１５ 法附則第１５条第３９項に規定する市町

村の条例で定める割合は、３分の２とする。

１６ 法附則第１５条第４１項に規定する市町

村の条例で定める割合は、零とする。

１７ 法附則第１５条第４７項に規定する市町

村の条例で定める割合は、３分の２とする。

１８ (略)

（令和元年度又は令和２年度における土地の

価格の特例）

第１１条の２ 市の区域内の自然的及び社会的

条件からみて類似の利用価値を有すると認め

られる地域において地価が下落し、かつ、市

長が土地の修正前の価格（法附則第１７条の
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２第１項に規定する修正前の価格をいう。）

を当該年度分の固定資産税の課税標準とする

ことが固定資産税の課税上著しく均衡を失す

ると認める場合における当該土地に対して課

する固定資産税の課税標準は、第６１条の規

定にかかわらず、平成３１年度分又は令和２

年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正

価格（法附則第１７条の２第１項に規定する

修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録

されたものとする。

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成

３１年度適用土地又は平成３１年度類似適用

土地であって、令和２年度分の固定資産税に

ついて前項の規定の適用を受けないこととな

るものに対して課する同年度分の固定資産税

の課税標準は、第６１条の規定にかかわらず、

修正された価格（法附則第１７条の２第２項

に規定する修正された価格をいう。）で土地

課税台帳等に登録されたものとする。

（宅地等に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例）

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の額は、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の

３の２の規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該価格に同条に定める率を乗じて得

た額。以下この条において同じ。）に１００

分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第

２第１項に規定する修正前の価格をいう。）

を当該年度分の固定資産税の課税標準とする

ことが固定資産税の課税上著しく均衡を失す

ると認める場合における当該土地に対して課

する固定資産税の課税標準は、第６１条の規

定にかかわらず、令和元年度分又は令和２年

度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価

格（法附則第１７条の２第１項に規定する修

正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録さ

れたものとする。

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する令和

元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地

であって、令和２年度分の固定資産税につい

て前項の規定の適用を受けないこととなるも

のに対して課する同年度分の固定資産税の課

税標準は、第６１条の規定にかかわらず、修

正された価格（法附則第１７条の２第２項に

規定する修正された価格をいう。）で土地課

税台帳等に登録されたものとする。

（宅地等に対して課する平成３０年度から令

和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例）

第１２条 宅地等に係る平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の額は、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税

が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、

当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の

３の２の規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該価格に同条に定める率を乗じて得

た額。以下この条において同じ。）に１００

分の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第
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３４９条の３又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける宅地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額（以下「宅地

等調整固定資産税額」という。）を超える場

合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る

平成３０年度から令和２年度までの各年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調

整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３又は法附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額を超える場

合には、同項の規定にかかわらず、当該固定

資産税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る

平成３０年度から令和２年度までの各年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調

整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は法附則第１５条から第１５条の３

までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした場

３４９条の３又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける宅地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額（以下「宅地等

調整固定資産税額」という。）を超える場合

には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る

平成３０年度から令和２年度までの各年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調

整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格に１０分の６を乗じて得た額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第３

４９条の３又は附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額を超える場合

には、同項の規定にかかわらず、当該固定資

産税額とする。

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る

平成３０年度から令和２年度までの各年度分

の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調

整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

に１０分の２を乗じて得た額（当該宅地等が

当該年度分の固定資産税について法第３４９

条の３又は附則第１５条から第１５条の３ま

での規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした場
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合における固定資産税額に満たない場合に

は、同項の規定にかかわらず、当該固定資産

税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．６以上０．７以下のものに係

る平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の固定資産税の額は、第１項の規定にかか

わらず、当該商業地等の当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３又は法附則第１５

条から第１５条の３までの規定の適用を受け

る商業地等であるときは、前年度分の固定資

産税の課税標準額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額（以下「商

業地等据置固定資産税額」という。）とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．７を越えるものに係る平成３

０年度から令和２年度までの各年度分の固定

資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき額とした場合における

固定資産税額（以下「商業地等調整固定資産

税額」という。）とする。

（農地に対して課する平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の特例）

合における固定資産税額に満たない場合に

は、同項の規定にかかわらず、当該固定資産

税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．６以上０．７以下のものに係

る平成３０年度から令和２年度までの各年度

分の固定資産税の額は、第１項の規定にかか

わらず、当該商業地等の当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税

について法第３４９条の３又は附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、前年度分の固定資産

税の課税標準額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額と

した場合における固定資産税額（以下「商業

地等据置固定資産税額」という。）とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の

負担水準が０．７を越えるものに係る平成３

０年度から令和２年度までの各年度分の固定

資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、

当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格に１０分の７を乗

じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固

定資産税について法第３４９条の３又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額（以下「商業地等調整固定資産税

額」という。）とする。

（農地に対して課する平成３０年度から令和

２年度までの各年度分の固定資産税の特例）
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第１３条 農地に係る平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、

当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係

る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該

農地が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける農地である

ときは、当該課税標準額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該

年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分

に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗

じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額（以下「農地調整固定

資産税額」という。）を超える場合には、当

該農地調整固定資産税額とする。

(略)

（特別土地保有税の課税の特例）

第１５条 附則第１２条第１項から第５項まで

の規定の適用がある宅地等（附則第１１条第

２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３

４９条の３、第３４９条の３の２又は法附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用

がある宅地等を除く。）に対して課する平成

３０年度から令和２年度までの各年度分の特

別土地保有税については、第１３７条第１号

及び第１４０条の５中「当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、

「当該年度分の固定資産税に係る附則第１２

条第１項から第５項までに規定する課税標準

となるべき額」とする。

２～７ (略)

第１３条 農地に係る平成３０年度から令和２

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、

当該農地に係る当該年度分の固定資産税に係

る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該

農地が当該年度分の固定資産税について法第

３４９条の３又は附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける農地であると

きは、当該課税標準額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年

度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じ

て得た額を当該農地に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき額とした場合に

おける固定資産税額（以下「農地調整固定資

産税額」という。）を超える場合には、当該

農地調整固定資産税額とする。

(略)

（特別土地保有税の課税の特例）

第１５条 附則第１２条第１項から第５項まで

の規定の適用がある宅地等（附則第１１条第

２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第３

４９条の３、第３４９条の３の２又は附則第

１５条から第１５条の３までの規定の適用が

ある宅地等を除く。）に対して課する平成３

０年度から令和２年度までの各年度分の特別

土地保有税については、第１３７条第１号及

び第１４０条の５中「当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき価格」とあるのは、

「当該年度分の固定資産税に係る附則第１２

条第１項から第５項までに規定する課税標準

となるべき額」とする。

２～７ (略)
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（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例）

第１７条の２ 昭和６３年度から令和２年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措

置法第３１条第１項に規定する土地等をい

う。以下この条において同じ。）の譲渡（同

項に規定する譲渡をいう。以下この条におい

て同じ。）をした場合において、当該譲渡が

優良住宅地等のための譲渡（法附則第３４条

の２第１項に規定する優良住宅地等のための

譲渡をいう。）に該当するときにおける前条

第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適

用を受ける譲渡所得を除く。次項において同

じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して

課する市民税の所得割の額は、前条第１項の

規定にかかわらず、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額に相当す

る額とする。

(１)・(２) (略)

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和２年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡を

した場合において、当該譲渡が確定優良住宅

地等予定地のための譲渡（法附則第３４条の

２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地

のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に

規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金

額に対して課する市民税の所得割について準

用する。この場合において、当該譲渡が法附

則第３４条の２第１０項の規定に該当するこ

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡

した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税

の特例）

第１７条の２ 昭和６３年度から令和５年度ま

での各年度分の個人の市民税に限り、所得割

の納税義務者が前年中に前条第１項に規定す

る譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措

置法第３１条第１項に規定する土地等をい

う。以下この条において同じ。）の譲渡（同

項に規定する譲渡をいう。以下この条におい

て同じ。）をした場合において、当該譲渡が

優良住宅地等のための譲渡（法附則第３４条

の２第１項に規定する優良住宅地等のための

譲渡をいう。）に該当するときにおける前条

第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適

用を受ける譲渡所得を除く。次項において同

じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して

課する市民税の所得割の額は、前条第１項の

規定にかかわらず、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額に相当す

る額とする。

(１)・(２) (略)

２ 前項の規定は、昭和６３年度から令和５年

度までの各年度分の個人の市民税に限り、所

得割の納税義務者が前年中に前条第１項に規

定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡を

した場合において、当該譲渡が確定優良住宅

地等予定地のための譲渡（法附則第３４条の

２第５項に規定する確定優良住宅地等予定地

のための譲渡をいう。以下この項において同

じ。）に該当するときにおける前条第１項に

規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡所得金

額に対して課する市民税の所得割について準

用する。この場合において、当該譲渡が法附

則第３４条の２第１０項の規定に該当するこ
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ととなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地

等予定地のための譲渡ではなかったものとみ

なす。

３ (略)

ととなるときは、当該譲渡は確定優良住宅地

等予定地のための譲渡ではなかったものとみ

なす。

３ (略)
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第２条 淡路市税条例の一部を次のように改正

する。

  第２４条第１項第２号中「又は寡夫」を「、

寡夫又は単身児童扶養者」に改める。

  附則第１６条第１項中「第４項」を「第５

項」に改め、同条に次の１項を加える。

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる３輪以上の軽自動車のうち、自家

用の乗用のものに対する第８２条の規定の

適用については、当該軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和

４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当

該軽自動車が令和４年４月１日から令和５

年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和５年度分の軽自動車

税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

  附則第１６条の２第１項中「第４項」を「第

５項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和元年１０月１日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

(１) 第１条中淡路市税条例第３６条の２中

第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、

第６項を第７項とし、第５項の次に１項を

加える改正規定並びに第３６条の３の２、

第３６条の３の３及び第３６条の４第１項

第２条 淡路市税条例の一部を次のように改正

する。

  附則第１６条第１項中「第４項」を「第５

項」に改め、同条に次の１項を加える。

５ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号

に掲げる３輪以上の軽自動車のうち、自家

用の乗用のものに対する第８２条の規定の

適用については、当該軽自動車が令和３年

４月１日から令和４年３月３１日までの間

に初回車両番号指定を受けた場合には令和

４年度分の軽自動車税の種別割に限り、当

該軽自動車が令和４年４月１日から令和５

年３月３１日までの間に初回車両番号指定

を受けた場合には令和５年度分の軽自動車

税の種別割に限り、第２項の表の左欄に掲

げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

  附則第１６条の２第１項中「第４項」を「第

５項」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和元年１０月１日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。

(１) 第１条中淡路市税条例第３６条の２中

第８項を第９項とし、第７項を第８項とし、

第６項を第７項とし、第５項の次に１項を

加える改正規定並びに第３６条の３の２、

第３６条の３の３及び第３６条の４第１項
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の改正規定並びに次条の規定 令和２年１

月１日

(２) 第２条中淡路市税条例第２４条の改正

規定及び附則第３条の規定 令和３年１月

１日

(３) 第２条（前号に掲げる改正規定を除

く。）及び附則第５条の規定 令和３年４

月１日

（市民税に関する経過措置）

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後

の淡路市税条例（次項及び第３項において「２

年新条例」という。）第３６条の２第６項の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に

令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係

る申告書を提出する場合について適用し、同

日前に当該申告書を提出した場合及び同日以

後に平成３１年度分までの個人の市民税に係

る申告書を提出する場合については、なお従

前の例による。

２・３ (略)

第３条 附則第１条第２号に掲げる規定による

改正後の淡路市税条例第２４条第１項（第２

号に係る部分に限る。）の規定は、令和３年

度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、令和２年度分までの個人の市民税につい

ては、なお従前の例による。

の改正規定並びに次条の規定 令和２年１

月１日

(２) 削除

(３) 第２条及び附則第５条の規定 令和３

年４月１日

（市民税に関する経過措置）

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後

の淡路市税条例（次項及び第３項において「２

年新条例」という。）第３６条の２第６項の

規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後に

令和２年度以後の年度分の個人の市民税に係

る申告書を提出する場合について適用し、同

日前に当該申告書を提出した場合及び同日以

後に令和元年度分までの個人の市民税に係る

申告書を提出する場合については、なお従前

の例による。

２・３ (略)

第３条 削除
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  附 則

（市たばこ税に関する経過措置）

第６条 (略)

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４

６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２

項に規定する売渡し若しくは消費等が行われ

る紙巻たばこ３級品に係る市たばこ税の税率

は、新条例第９５条の規定にかかわらず、当

該各号に定める税率とする。

(１)・(２) (略)

(３) 平成３０年４月１日から平成３１年９

月３０日まで １，０００本につき４，０

００円

３～１２ (略)

１３ 平成３１年１０月１日前に地方税法第４

６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２

項に規定する売渡し若しくは消費等が行われ

た紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある

場合において、これらの者が所得税法等改正

法附則第５２条第１２項の規定により製造た

ばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を

同日にこれらの者の製造たばこの製造場から

移出したものとみなして同項の規定によりた

ばこ税を課されることとなるときは、これら

の者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ

３級品（これらの者が卸売販売業者等である

場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、こ

れらの者が小売販売業者である場合には市の

区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直

接管理する営業所において所持されるものに

限る。）を同日に小売販売業者に売り渡した

ものとみなして、市たばこ税を課する。この

  附 則

（市たばこ税に関する経過措置）

第６条 (略)

２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４

６５条第１項に規定する売渡し又は同条第２

項に規定する売渡し若しくは消費等が行われ

る紙巻たばこ３級品に係る市たばこ税の税率

は、新条例第９５条の規定にかかわらず、当

該各号に定める税率とする。

(１)・(２) (略)

(３) 平成３０年４月１日から令和元年９月

３０日まで １，０００本につき４，００

０円

３～１２ (略)

１３ 令和元年１０月１日前に地方税法第４６

５条第１項に規定する売渡し又は同条第２項

に規定する売渡し若しくは消費等が行われた

紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持す

る卸売販売業者等又は小売販売業者がある場

合において、これらの者が所得税法等改正法

附則第５２条第１２項の規定により製造たば

この製造者として当該紙巻たばこ３級品を同

日にこれらの者の製造たばこの製造場から移

出したものとみなして同項の規定によりたば

こ税を課されることとなるときは、これらの

者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３

級品（これらの者が卸売販売業者等である場

合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これ

らの者が小売販売業者である場合には市の区

域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接

管理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に小売販売業者に売り渡したも

のとみなして、市たばこ税を課する。この場



   淡路市税条例等の一部を改正する条例附則第４条による淡路市税条例等の一部を

改正する条例の一部改正新旧対照表

現        行 改   正   案

- 34 -

場合における市たばこ税の課税標準は、当該

売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級

品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１,

０００本につき１,６９２円とする。

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の

規定により市たばこ税を課する場合について

準用する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

第５項 前項 第１３項

附則第２０条

第４項

附則第２０条第

１４項において

準用する同条第

４項

平成２８年５

月２日

平成３１年１０

月３１日

第６項 平成２８年９

月３０日

平成３２年３月

３１日

第７項の表

以外の部分

第４項の 第１３項の

同項から前項

まで

同項、第５項及び

前項

(略)

第８項 第４項 第１３項

合における市たばこ税の課税標準は、当該売

り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品

の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１,０

００本につき１,６９２円とする。

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の

規定により市たばこ税を課する場合について

準用する。この場合において、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替え

るものとする。

第５項 前項 第１３項

附則第２０条

第４項

附則第２０条第

１４項において

準用する同条第

４項

平成２８年５

月２日

令和元年１０月

３１日

第６項 平成２８年９

月３０日

令和２年３月３

１日

第７項の表

以外の部分

第４項の 第１３項の

同項から前項

まで

同項、第５項及び

前項

(略)

第８項 第４項 第１３項
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   附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。

(１)～(３) (略)

(４) 第２条の規定 平成３１年１０月１日

(５) 第１条中淡路市税条例第２３条第３項

及び第４８条第１項の改正規定並びに同条

に８項を加える改正規定並びに次条第３項

の規定 平成３２年４月１日

(６) 第３条並びに附則第７条及び第８条の

規定 平成３２年１０月１日

(７) 第１条中淡路市税条例第２４条第１項

第２号の改正規定、同条第２項の改正規定

（第２号に掲げる改正規定を除く。）、同

条例第３４条の２の改正規定（「扶養控除

額を、」の右に「前年の合計所得金額が２，

５００万円以下である」を加える部分に限

る。）及び同条例第３４条の６の改正規定

並びに同条例附則第５条の改正規定（第２

号に掲げる改正規定を除く。）並びに次条

第２項の規定 平成３３年１月１日

(８) 第４条並びに附則第９条及び第１０条

の規定 平成３３年１０月１日

(９) 第５条の規定 平成３４年１０月１日

（市民税に関する経過措置）

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後

の淡路市税条例の規定中個人の市民税に関す

る部分は、平成３１年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、平成３０年度分ま

での個人の市民税については、なお従前の例

による。

   附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。

ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号

に定める日から施行する。

(１)～(３) (略)

(４) 第２条の規定 令和元年１０月１日

(５) 第１条中淡路市税条例第２３条第３項

及び第４８条第１項の改正規定並びに同条

に８項を加える改正規定並びに次条第３項

の規定 令和２年４月１日

(６) 第３条並びに附則第７条及び第８条の

規定 令和２年１０月１日

(７) 第１条中淡路市税条例第２４条第１項

第２号の改正規定、同条第２項の改正規定

（第２号に掲げる改正規定を除く。）、同

条例第３４条の２の改正規定（「扶養控除

額を、」の右に「前年の合計所得金額が２，

５００万円以下である」を加える部分に限

る。）及び同条例第３４条の６の改正規定

並びに同条例附則第５条の改正規定（第２

号に掲げる改正規定を除く。）並びに次条

第２項の規定 令和３年１月１日

(８) 第４条並びに附則第９条及び第１０条

の規定 令和３年１０月１日

(９) 第５条の規定 令和４年１０月１日

（市民税に関する経過措置）

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後

の淡路市税条例の規定中個人の市民税に関す

る部分は、令和元年度以後の年度分の個人の

市民税について適用し、平成３０年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例に

よる。
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２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の淡

路市税条例の規定中個人の市民税に関する部

分は、平成３３年度以後の年度分の個人の市

民税について適用し、平成３２年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例によ

る。

３ (略)

（手持品課税に係る市たばこ税に関する経過

措置）

第６条 平成３０年１０月１日から平成３１年

９月３０日までの間における前条第４項の規

定の適用については、同項の表第１９条第３

号の項中「第８１条の６第１項の申告書、第

９８条第１項」とあるのは、「第９８条第１

項」とする。

（手持品課税に係る市たばこ税）

第８条 平成３２年１０月１日前に売渡し等が

行われた製造たばこを同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある

場合において、これらの者が所得税法等改正

法附則第５１条第９項の規定により製造たば

この製造者として当該製造たばこを同日にこ

れらの者の製造たばこの製造場から移出した

ものとみなして同項の規定によりたばこ税を

課されることとなるときは、これらの者が卸

売販売業者等として当該製造たばこ（これら

の者が卸売販売業者等である場合には市の区

域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売

販売業者である場合には市の区域内に所在す

る当該製造たばこを直接管理する営業所にお

いて所持されるものに限る。）を同日に小売

販売業者に売り渡したものとみなして、市た

ばこ税を課する。この場合における市たばこ

２ 前条第７号に掲げる規定による改正後の淡

路市税条例の規定中個人の市民税に関する部

分は、令和３年度以後の年度分の個人の市民

税について適用し、令和２年度分までの個人

の市民税については、なお従前の例による。

３ (略)

（手持品課税に係る市たばこ税に関する経過

措置）

第６条 平成３０年１０月１日から令和元年９

月３０日までの間における前条第４項の規定

の適用については、同項の表第１９条第３号

の項中「第８１条の６第１項の申告書、第９

８条第１項」とあるのは、「第９８条第１項」

とする。

（手持品課税に係る市たばこ税）

第８条 令和２年１０月１日前に売渡し等が行

われた製造たばこを同日に販売のため所持す

る卸売販売業者等又は小売販売業者がある場

合において、これらの者が所得税法等改正法

附則第５１条第９項の規定により製造たばこ

の製造者として当該製造たばこを同日にこれ

らの者の製造たばこの製造場から移出したも

のとみなして同項の規定によりたばこ税を課

されることとなるときは、これらの者が卸売

販売業者等として当該製造たばこ（これらの

者が卸売販売業者等である場合には市の区域

内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販

売業者である場合には市の区域内に所在する

当該製造たばこを直接管理する営業所におい

て所持されるものに限る。）を同日に小売販

売業者に売り渡したものとみなして、市たば

こ税を課する。この場合における市たばこ税
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税の課税標準は、当該売り渡したものとみな

される製造たばこの本数とし、当該市たばこ

税の税率は、１，０００本につき４３０円と

する。

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵

場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方

税法施行規則の一部を改正する省令（平成３

０年総務省令第２５号。附則第１０条第２項

において「平成３０年改正規則」という。）

別記第２号様式による申告書を平成３２年１

１月２日までに市長に提出しなければならな

い。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、

平成３３年３月３１日までに、その申告に係

る税金を施行規則第３４号の２の５様式によ

る納付書によって納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場

合には、前３項に規定するもののほか、第３

条の規定による改正後の淡路市税条例（以下

この項及び次項において「３２年新条例」と

いう。）第１９条、第９８条第４項及び第５

項、第１００条の２並びに第１０１条の規定

を適用する。この場合において、次の表の左

欄に掲げる３２年新条例の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。

(略)

５ ３２年新条例第９９条の規定は、販売契約

の解除その他やむを得ない理由により、市の

区域内に営業所の所在する小売販売業者に売

り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に

より市たばこ税を課された、又は課されるべ

きものの返還を受けた卸売販売業者等につい

て準用する。この場合において、当該卸売販

売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は

の課税標準は、当該売り渡したものとみなさ

れる製造たばこの本数とし、当該市たばこ税

の税率は、１，０００本につき４３０円とす

る。

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵

場所又は小売販売業者の営業所ごとに、地方

税法施行規則の一部を改正する省令（平成３

０年総務省令第２５号。附則第１０条第２項

において「平成３０年改正規則」という。）別

記第２号様式による申告書を令和２年１１月

２日までに市長に提出しなければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、

令和３年３月３１日までに、その申告に係る

税金を施行規則第３４号の２の５様式による

納付書によって納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場

合には、前３項に規定するもののほか、第３

条の規定による改正後の淡路市税条例（以下

この項及び次項において「２年新条例」とい

う。）第１９条、第９８条第４項及び第５項、

第１００条の２並びに第１０１条の規定を適

用する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる２年新条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

(略)

５ ２年新条例第９９条の規定は、販売契約の

解除その他やむを得ない理由により、市の区

域内に営業所の所在する小売販売業者に売り

渡した製造たばこのうち、第１項の規定によ

り市たばこ税を課された、又は課されるべき

ものの返還を受けた卸売販売業者等について

準用する。この場合において、当該卸売販売

業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第



   淡路市税条例等の一部を改正する条例附則第５条による淡路市税条例等の一部を

改正する条例の一部改正新旧対照表

現        行 改   正   案

- 38 -

第１６条の４の規定により、これらの規定に

規定する申告書に添付すべき施行規則第１６

号の５様式による書類中「返還の理由及びそ

の他参考となるべき事項」欄に、当該控除又

は還付を受けようとする製造たばこについて

同項の規定により市たばこ税が課された、又

は課されるべきであった旨を証するに足りる

書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこ

の品目ごとの本数を記載した上で同様式によ

る書類をこれらの申告書に添付しなければな

らない。

（手持品課税に係る市たばこ税）

第１０条 平成３３年１０月１日前に売渡し等

が行われた製造たばこを同日に販売のため所

持する卸売販売業者等又は小売販売業者があ

る場合において、これらの者が所得税法等改

正法附則第５１条第１１項の規定により製造

たばこの製造者として当該製造たばこを同日

にこれらの者の製造たばこの製造場から移出

したものとみなして同項の規定によりたばこ

税を課されることとなるときは、これらの者

が卸売販売業者等として当該製造たばこ（こ

れらの者が卸売販売業者等である場合には市

の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が

小売販売業者である場合には市の区域内に所

在する当該製造たばこを直接管理する営業所

において所持されるものに限る。）を同日に

小売販売業者に売り渡したものとみなして、

市たばこ税を課する。この場合における市た

ばこ税の課税標準は、当該売り渡したものと

みなされる製造たばこの本数とし、当該市た

ばこ税の税率は、１，０００本につき４３０

円とする。

１６条の４の規定により、これらの規定に規

定する申告書に添付すべき施行規則第１６号

の５様式による書類中「返還の理由及びその

他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は

還付を受けようとする製造たばこについて同

項の規定により市たばこ税が課された、又は

課されるべきであった旨を証するに足りる書

類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの

品目ごとの本数を記載した上で同様式による

書類をこれらの申告書に添付しなければなら

ない。

（手持品課税に係る市たばこ税）

第１０条 令和３年１０月１日前に売渡し等が

行われた製造たばこを同日に販売のため所持

する卸売販売業者等又は小売販売業者がある

場合において、これらの者が所得税法等改正

法附則第５１条第１１項の規定により製造た

ばこの製造者として当該製造たばこを同日に

これらの者の製造たばこの製造場から移出し

たものとみなして同項の規定によりたばこ税

を課されることとなるときは、これらの者が

卸売販売業者等として当該製造たばこ（これ

らの者が卸売販売業者等である場合には市の

区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小

売販売業者である場合には市の区域内に所在

する当該製造たばこを直接管理する営業所に

おいて所持されるものに限る。）を同日に小

売販売業者に売り渡したものとみなして、市

たばこ税を課する。この場合における市たば

こ税の課税標準は、当該売り渡したものとみ

なされる製造たばこの本数とし、当該市たば

こ税の税率は、１，０００本につき４３０円

とする。
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２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵

場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成

３０年改正規則別記第２号様式による申告書

を平成３３年１１月１日までに市長に提出し

なければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、

平成３４年３月３１日までに、その申告に係

る税金を施行規則第３４号の２の５様式によ

る納付書によって納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場

合には、前３項に規定するもののほか、第４

条の規定による改正後の淡路市税条例（以下

この項及び次項において「３３年新条例」と

いう。）第１９条、第９８条第４項及び第５

項、第１００条の２並びに第１０１条の規定

を適用する。この場合において、次の表の左

欄に掲げる３３年新条例の規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。

(略)

５ ３３年新条例第９９条の規定は、販売契約

の解除その他やむを得ない理由により、市の

区域内に営業所の所在する小売販売業者に売

り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に

より市たばこ税を課された、又は課されるべ

きものの返還を受けた卸売販売業者等につい

て準用する。この場合において、当該卸売販

売業者等は、施行規則第１６条の２の５又は

第１６条の４の規定により、これらの規定に

規定する申告書に添付すべき施行規則第１６

号の５様式による書類中「返還の理由及びそ

の他参考となるべき事項」欄に、当該控除又

は還付を受けようとする製造たばこについて

同項の規定により市たばこ税が課された、又

は課されるべきであった旨を証するに足りる

２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵

場所又は小売販売業者の営業所ごとに、平成

３０年改正規則別記第２号様式による申告書

を令和３年１１月１日までに市長に提出しな

ければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、

令和４年３月３１日までに、その申告に係る

税金を施行規則第３４号の２の５様式による

納付書によって納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場

合には、前３項に規定するもののほか、第４

条の規定による改正後の淡路市税条例（以下

この項及び次項において「３年新条例」とい

う。）第１９条、第９８条第４項及び第５項、

第１００条の２並びに第１０１条の規定を適

用する。この場合において、次の表の左欄に

掲げる３年新条例の規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句

とする。

(略)

５ ３年新条例第９９条の規定は、販売契約の

解除その他やむを得ない理由により、市の区

域内に営業所の所在する小売販売業者に売り

渡した製造たばこのうち、第１項の規定によ

り市たばこ税を課された、又は課されるべき

ものの返還を受けた卸売販売業者等について

準用する。この場合において、当該卸売販売

業者等は、施行規則第１６条の２の５又は第

１６条の４の規定により、これらの規定に規

定する申告書に添付すべき施行規則第１６号

の５様式による書類中「返還の理由及びその

他参考となるべき事項」欄に、当該控除又は

還付を受けようとする製造たばこについて同

項の規定により市たばこ税が課された、又は

課されるべきであった旨を証するに足りる書



   淡路市税条例等の一部を改正する条例附則第５条による淡路市税条例等の一部を

改正する条例の一部改正新旧対照表

現        行 改   正   案

- 40 -

書類に基づいて、当該返還に係る製造たばこ

の品目ごとの本数を記載した上で同様式によ

る書類をこれらの申告書に添付しなければな

らない。

４

類に基づいて、当該返還に係る製造たばこの

品目ごとの本数を記載した上で同様式による

書類をこれらの申告書に添付しなければなら

ない。
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   附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成３１年１０月１日か

ら施行する。

（軽自動車税に関する経過措置）

第３条 (略)

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関す

る部分は、平成３２年度以後の年度分の軽自

動車税の種別割について適用し、平成３１年

度分までの軽自動車税については、なお従前

の例による。

   附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、令和元年１０月１日から

施行する。

（軽自動車税に関する経過措置）

第３条 (略)

２ 新条例の規定中軽自動車税の種別割に関す

る部分は、令和２年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割について適用し、令和元年度分

までの軽自動車税については、なお従前の例

による。
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   附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から

施行する。ただし、第１条中淡路市税条例第

３４条の７の改正規定並びに同条例附則第７

条の４、第９条及び第９条の２の改正規定並

びに次条第２項から第４項までの規定は、平

成３１年６月１日から施行する。

（市民税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条

の規定による改正後の淡路市税条例（以下「新

条例」という。）の規定中個人の市民税に関

する部分は、平成３１年度以後の年度分の個

人の市民税について適用し、平成３０年度分

までの個人の市民税については、なお従前の

例による。

２ 新条例第３４条の７並びに附則第７条の４

及び第９条の２の規定は、平成３２年度以後

の年度分の個人の市民税について適用し、平

成３１年度分までの個人の市民税について

は、なお従前の例による。

３ 新条例第３４条の７第１項及び附則第９条

の２の規定の適用については、平成３２年度

分の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲

げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第３４条の

７第１項

特例控除対

象寄附金

特例控除対象寄附

金又は同条第１項

第１号に掲げる寄

附金（平成３１年

６月１日前に支出

したものに限る。）

附則第９条

の２

特例控除対

象寄附金

特例控除対象寄附

金又は法第３１４

   附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成３１年４月１日から

施行する。ただし、第１条中淡路市税条例第

３４条の７の改正規定並びに同条例附則第７

条の４、第９条及び第９条の２の改正規定並

びに次条第２項から第４項までの規定は、令

和元年６月１日から施行する。

（市民税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条

の規定による改正後の淡路市税条例（以下「新

条例」という。）の規定中個人の市民税に関

する部分は、令和元年度以後の年度分の個人

の市民税について適用し、平成３０年度分ま

での個人の市民税については、なお従前の例

による。

２ 新条例第３４条の７並びに附則第７条の４

及び第９条の２の規定は、令和２年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し、令和

元年度分までの個人の市民税については、な

お従前の例による。

３ 新条例第３４条の７第１項及び附則第９条

の２の規定の適用については、令和２年度分

の個人の市民税に限り、次の表の左欄に掲げ

る新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第３４条の

７第１項

特例控除対

象寄附金

特例控除対象寄附

金又は同条第１項

第１号に掲げる寄

附金（令和元年６

月１日前に支出し

たものに限る。）

附則第９条

の２

特例控除対

象寄附金

特例控除対象寄附

金又は法第３１４
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条の７第１項第１

号に掲げる寄附金

（平成３１年６月

１日前に支出した

ものに限る。）

送付 送付又は淡路市税

条例等の一部を改

正する条例（平成

３１年淡路市条例

第１８号）附則第

２条第４項の規定

によりなお従前の

例によることとさ

れる同条例第１条

の規定による改正

前の淡路市税条例

附則第９条第３項

の規定による同条

第１項に規定する

申告特例通知書の

送付

４ (略)

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、平成３１年度以後の年度分の固定資産

税について適用し、平成３０年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部

分は、平成３１年度分の軽自動車税について

適用し、平成３０年度分までの軽自動車税に

ついては、なお従前の例による。

条の７第１項第１

号に掲げる寄附金

（令和元年６月１

日前に支出したも

のに限る。）

送付 送付又は淡路市税

条例等の一部を改

正する条例（平成

３１年淡路市条例

第１８号）附則第

２条第４項の規定

によりなお従前の

例によることとさ

れる同条例第１条

の規定による改正

前の淡路市税条例

附則第９条第３項

の規定による同条

第１項に規定する

申告特例通知書の

送付

４ (略)

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 新条例の規定中固定資産税に関する部

分は、令和元年度以後の年度分の固定資産税

について適用し、平成３０年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。

（軽自動車税に関する経過措置）

第４条 新条例の規定中軽自動車税に関する部

分は、令和元年度分の軽自動車税について適

用し、平成３０年度分までの軽自動車税につ

いては、なお従前の例による。



- 44 -

承認第３号

   淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の専決処分をし

たものにつき承認を求める件

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第 号）その他関係する政令及

び省令の施行に伴い、淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

  令和２年５月１８日提出

淡路市長 門  康 彦

専決第３号

   淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定の専決処分につ

いて

地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法律第 号）その他関係する政令及

び省令の施行に伴い、淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を制定する

必要が生じたが、特に緊急を要するため、市議会を招集する時間的余裕がないので、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとお

り専決処分する。

  令和２年３月３１日

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第２３号

淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

淡路市国民健康保険税条例（平成１７年淡路市条例第１４５号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条第２項ただし書中「６１万円」を「６３万円」に改め、同条第４項ただし

書中「１６万円」を「１７万円」に改める。

第２８条中「６１万円」を「６３万円」に、「１６万円」を「１７万円」に改め、
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同条第２号中「２８万円」を「２８万５，０００円」に改め、同条第３号中「５１

万円」を「５２万円」に改める。

附則第１４項（見出しを含む。）中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。

  附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の淡路市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の年度分の国民

健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、な

お従前の例による。

（淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正）

３ 淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成３１年淡路市条例第１

０号）の一部を次のように改正する。

  附則第２項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。

（淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正）

４ 淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成３１年淡路市条例第１

９号）の一部を次のように改正する。

  附則第２項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。
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（課税額）

第２条 (略)

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額及

び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が６１万円を超える場合におい

ては、基礎課税額は、６１万円とする。

３ (略)

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護

納付金課税被保険者である世帯主（前条第２

項の世帯主を除く。）及びその世帯に属す

る介護納付金課税被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が１６万円を超える場合において

は、介護納付金課税額は、１６万円とする。

（国民健康保険税の減額）

第２８条 次の各号のいずれかに該当する国

民健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本文

の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が６１

万円を超える場合には、６１万円）、同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額か

らウ及びエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１９万円を超える

場合には、１９万円）並びに同条第４項本

文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１６万円を超える場合には、１６万円）

の合算額とする。

（課税額）

第２条 (略)

２ 前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前

条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算

定した所得割額並びに被保険者均等割額及

び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、

当該合算額が６３万円を超える場合におい

ては、基礎課税額は、６３万円とする。

３ (略)

４ 第１項第３号の介護納付金課税額は、介護

納付金課税被保険者である世帯主（前条第２

項の世帯主を除く。）及びその世帯に属す

る介護納付金課税被保険者につき算定した

所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯

別平等割額の合算額とする。ただし、当該

合算額が１７万円を超える場合において

は、介護納付金課税額は、１７万円とする。

（国民健康保険税の減額）

第２８条 次の各号のいずれかに該当する国

民健康保険税の納税義務者に対して課する

国民健康保険税の額は、第２条第２項本文

の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減

額して得た額（当該減額して得た額が６３

万円を超える場合には、６３万円）、同条

第３項本文の後期高齢者支援金等課税額か

らウ及びエに掲げる額を減額して得た額

（当該減額して得た額が１９万円を超える

場合には、１９万円）並びに同条第４項本

文の介護納付金課税額からオ及びカに掲げ

る額を減額して得た額（当該減額して得た

額が１７万円を超える場合には、１７万円）

の合算額とする。
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(１) (略)

(２) 法第７０３条の５に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合算額が、３３

万円に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき２８万円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前号に該

当する者を除く。）

ア～カ (略)

(３) 法第７０３条の５に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合算額が、３３

万円に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき５１万円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前２号に

該当する者を除く。）

ア～カ (略)

   附 則

１～１３ (略)

（平成３１年度以後の国民健康保険税の減免

の特例）

１４ 当分の間、平成３１年度以後の年度分の

国民健康保険税の所得割額に限り、国民健康

保険税の減免における第３１条第１項第２号

の規定の適用については、同号中「該当する

者（資格取得日の属する月以後２年を経過す

る月までの間に限る。）」とあるのは、「該当す

る者」とする。

(１) (略)

(２) 法第７０３条の５に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合算額が、３３

万円に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき２８万５，０００円を加算し

た金額を超えない世帯に係る納税義務者

（前号に該当する者を除く。）

ア～カ (略)

(３) 法第７０３条の５に規定する総所得

金額及び山林所得金額の合算額が、３３

万円に被保険者及び特定同一世帯所属者

１人につき５２万円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前２号に

該当する者を除く。）

ア～カ (略)

  附 則

１～１３ (略)

（令和元年度以後の国民健康保険税の減免の

特例）

１４ 当分の間、令和元年度以後の年度分の国

民健康保険税の所得割額に限り、国民健康保

険税の減免における第３１条第１項第２号の

規定の適用については、同号中「該当する者

（資格取得日の属する月以後２年を経過する

月までの間に限る。）」とあるのは、「該当する

者」とする。
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  附 則

（施行期日）

１ (略)

（適用区分）

２ 改正後の淡路市国民健康保険税条例の規定

は、平成３１年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、平成３０年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例に

よる。

   附 則

（施行期日）

１ (略)

（適用区分）

２ 改正後の淡路市国民健康保険税条例の規定

は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、平成３０年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例によ

る。
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   附 則

（施行期日）

１ (略)

（適用区分）

２ 改正後の淡路市国民健康保険税条例の規定

は、平成３１年度以後の年度分の国民健康保

険税について適用し、平成３０年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例に

よる。

   附 則

（施行期日）

１ (略)

（適用区分）

２ 改正後の淡路市国民健康保険税条例の規定

は、令和元年度以後の年度分の国民健康保険

税について適用し、平成３０年度分までの国

民健康保険税については、なお従前の例によ

る。
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承認第４号

   淡路市介護保険条例の一部を改正する条例制定の専決処分をしたもの

につき承認を求める件

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改

正する政令（令和２年政令第９８号）の施行に伴い、淡路市介護保険条例の一部を

改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承

認を求める。

  令和２年５月１８日提出

淡路市長 門  康 彦

専決第４号

   淡路市介護保険条例の一部を改正する条例制定の専決処分について

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改

正する政令（令和２年政令第９８号）の施行に伴い、淡路市介護保険条例の一部を

改正する条例を制定する必要が生じたが、特に緊急を要するため、市議会を招集す

る時間的余裕がないので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、次のとおり専決処分する。

  令和２年３月３１日

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第２４号

   淡路市介護保険条例の一部を改正する条例

淡路市介護保険条例（平成１７年淡路市条例第１４７号）の一部を次のように改

正する。

第５条第１項中「平成３２年度」を「令和２年度」に改め、同条第２項中「平成

３１年度から平成３２年度までの各年度」を「令和２年度」に、「２６，１００円」

を「２０，８８０円」に改め、同条第３項中「平成３１年度から平成３２年度まで
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の各年度」を「令和２年度」に、「２６，１００円」を「２０，８８０円」に、「４

３，５００円」を「３４，８００円」に改め、同条第４項中「平成３１年度から平

成３２年度までの各年度」を「令和２年度」に、「２６，１００円」を「２０，８

８０円」に、「５０，４６０円」を「４８，７２０円」に改める。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ 改正後の淡路市介護保険条例第５条の規定は、令和２年度以後の年度分の保険

料について適用し、令和元年度分までの保険料については、なお従前の例による。

（淡路市介護保険条例の一部を改正する条例の一部改正）

３ 淡路市介護保険条例の一部を改正する条例（平成３１年淡路市条例第２０号）

の一部を次のように改正する。

  附則第２項中「平成３１年度」を「令和元年度」に改める。
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（保険料率）

第５条 平成３０年度から平成３２年度まで

の各年度における保険料率は、次の各号に

掲げる第１号被保険者（法第９条第１号に

規定する第１号被保険者をいう。以下同

じ。）の区分に応じそれぞれ当該各号に定

める額とする。

(１)～(１１) (略)

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る平成３１年

度から平成３２年度までの各年度における

保険料率は、同号の規定にかかわらず、２

６，１００円とする。

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る平成３１年度から平成３２年度までの各年

度における保険料率について準用する。この

場合において、前項中「２６，１００円」と

あるのは、「４３，５００円」と読み替えるも

のとする。

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る平成３１年度から平成３２年度までの各

年度における保険料率について準用する。こ

の場合において、第２項中「２６，１００円」

とあるのは、「５０，４６０円」と読み替える

ものとする。

（保険料率）

第５条 平成３０年度から令和２年度までの

各年度における保険料率は、次の各号に掲

げる第１号被保険者（法第９条第１号に規

定する第１号被保険者をいう。以下同じ。）

の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額

とする。

(１)～(１１) (略)

２ 前項第１号に掲げる第１号被保険者につ

いての保険料の減額賦課に係る令和２年度

における保険料率は、同号の規定にかかわ

らず、２０，８８０円とする。

３ 前項の規定は、第１項第２号に掲げる第１

号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る令和２年度における保険料率について準用

する。この場合において、前項中「２０，８

８０円」とあるのは、「３４，８００円」と読

み替えるものとする。

４ 第２項の規定は、第１項第３号に掲げる第

１号被保険者についての保険料の減額賦課に

係る令和２年度における保険料率について準

用する。この場合において、第２項中「２０，

８８０円」とあるのは、「４８，７２０円」と

読み替えるものとする。
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   附 則

（施行期日）

１ (略)

（経過措置）

２ 改正後の淡路市介護保険条例第５条の規定

は、平成３１年度以後の年度分の保険料につ

いて適用し、平成３０年度分までの保険料に

ついては、なお従前の例による。

   附 則

（施行期日）

１ (略)

（経過措置）

２ 改正後の淡路市介護保険条例第５条の規定

は、令和元年度以後の年度分の保険料につい

て適用し、平成３０年度分までの保険料につ

いては、なお従前の例による。
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承認第５号

   淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の専

決処分をしたものにつき承認を求める件

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（令

和２年政令第６９号）の施行に伴い、淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項

の規定により、次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定により報告し、承

認を求める。

  令和２年５月１８日提出

淡路市長 門  康 彦

専決第５号

   淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例制定の専

決処分について

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令（令

和２年政令第６９号）の施行に伴い、淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を

改正する条例を制定する必要が生じたが、特に緊急を要するため、市議会を招集す

る時間的余裕がないので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１

項の規定により、次のとおり専決処分する。

  令和２年３月３１日

淡路市長 門  康 彦

淡路市条例第２５号

   淡路市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例

淡路市消防団員等公務災害補償条例（平成１７年淡路市条例第２２０号）の一部

を次のように改正する。

第５条第２項第１号中「日に」を「日（以下「事故発生日」という。）に」に改め、

同項第２号中「８，８００円」を「８，９００円」に改め、同条第３項中「死亡若
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しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断により死亡の原因である疾病

の発生が確定した日若しくは診断により疾病の発生が確定した日」を「事故発生日」

に改める。

附則第３条の４第５項第２号及び第６項並びに第４条第７項第２号及び第８項

中「１００分の５」を「事故発生日における法定利率」に改める。

別表団長、地区団長及び副団長の項中「１２，４００円」を「１２，４４０円」

に、「１３，３００円」を「１３，３２０円」に改め、同表分団長及び副分団長の項

中「１０，６００円」を「１０，６７０円」に、「１１，５００円」を「１１，５５

０円」に、「１２，４００円」を「１２，４４０円」に改め、同表部長、副部長、班

長及び団員の項中「８，８００円」を「８，９００円」に、「９，７００円」を「９，

７９０円」に、「１０，６００円」を「１０，６７０円」に改め、同表備考１中「死

亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によって死亡の原因であ

る疾病の発生が確定した日若しくは診断によって疾病の発生が確定した日」を「事

故発生日」に改める。

   附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の淡路市消防団員等公務災害補償条例第５条第２項及

び別表の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由の生じた淡路市消防

団員等公務災害補償条例第５条第１項に規定する損害補償（以下この項において

「損害補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間

に係る同条例第４条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障

害補償年金及び同条第６号アに規定する遺族補償年金（以下この項において「傷

病補償年金等」という。）について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた損害

補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の

期間に係る傷病補償年金等については、なお従前の例による。
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（補償基礎額）

第５条 (略)

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところに

よる。

(１) 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が

公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は公務による負傷若しくは疾

病により死亡し若しくは障害の状態となっ

た場合には、死亡若しくは負傷の原因であ

る事故が発生した日又は診断により死亡の

原因である疾病の発生が確定した日若しく

は診断により疾病の発生が確定した日にお

いて、当該非常勤消防団員又は非常勤水防

団員が属していた階級及び当該階級に任命

された日からの勤務年数に応じて別表に定

める額とする。

(２) 消防作業従事者、救急業務協力者若し

くは水防従事者又は応急措置従事者（以下

「消防作業従業者等」という。）が消防作業

等に従事し、若しくは救急業務に協力し、

又は応急措置の業務に従事したことにより

死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は消防作業等に従事し、若しくは救急業

務に協力し、又は応急措置の業務に従事し

たことによる負傷若しくは疾病により死亡

し、若しくは障害の状態となった場合には、

８，８００円とする。ただし、その額が、

その者の通常得ている収入の日額に比して

公正を欠くと認められるときは、１４，２

００円を超えない範囲内においてこれを増

額した額とすることができる。

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常

勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防

作業従事者、救急業務協力者、水防従事者若

（補償基礎額）

第５条 (略)

２ 前項の補償基礎額は、次に定めるところに

よる。

(１) 非常勤消防団員又は非常勤水防団員が

公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病

にかかり、又は公務による負傷若しくは疾

病により死亡し若しくは障害の状態となっ

た場合には、死亡若しくは負傷の原因であ

る事故が発生した日又は診断により死亡の

原因である疾病の発生が確定した日若しく

は診断により疾病の発生が確定した日（以

下「事故発生日」という。）において、当該

非常勤消防団員又は非常勤水防団員が属し

ていた階級及び当該階級に任命された日か

らの勤務年数に応じて別表に定める額とす

る。

(２) 消防作業従事者、救急業務協力者若し

くは水防従事者又は応急措置従事者（以下

「消防作業従業者等」という。）が消防作業

等に従事し、若しくは救急業務に協力し、

又は応急措置の業務に従事したことにより

死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は消防作業等に従事し、若しくは救急業

務に協力し、又は応急措置の業務に従事し

たことによる負傷若しくは疾病により死亡

し、若しくは障害の状態となった場合には、

８，９００円とする。ただし、その額が、

その者の通常得ている収入の日額に比して

公正を欠くと認められるときは、１４，２

００円を超えない範囲内においてこれを増

額した額とすることができる。

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、非常

勤消防団員若しくは非常勤水防団員又は消防

作業従事者、救急業務協力者、水防従事者若
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しくは応急措置従事者（以下「非常勤消防団

員等」という。）の死亡若しくは負傷の原因で

ある事故が発生した日又は診断により死亡の

原因である疾病の発生が確定した日若しくは

診断により疾病の発生が確定した日におい

て、他に生計のみちがなく主として非常勤消

防団員等の扶養を受けていたものを扶養親族

とし、扶養親族のある非常勤消防団員等につ

いては、前項の規定による金額に、第１号又

は第３号から第６号までのいずれかに該当す

る扶養親族については１人につき２１７円

を、第２号に該当する扶養親族については、

１人につき３３３円を、それぞれ加算して得

た額をもって補償基礎額とする。

(１)～(６) (略)

４ (略)

   附 則

（障害補償年金前払一時金）

第３条の４ (略)

２～４ (略)

５ 障害補償年金前払一時金が支給される場合

には、当該障害補償年金前払一時金に係る障

害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべ

き事由が生じた日の属する月の翌月（第１項

の申出が第２項ただし書の規定によるもので

ある場合には、当該申出が行われた日の属す

る月の翌月）から、次に掲げる額の合計額が

当該障害補償年金前払一時金の額に達するま

での間、その支給を停止する。

(１) (略)

(２) 当該障害補償年金前払一時金が支給さ

れた月後の最初の障害補償年金の支給期月

から１年を経過する月後の各月に支給され

るべき障害補償年金の額を、１００分の５

しくは応急措置従事者（以下「非常勤消防団

員等」という。）の事故発生日において、他に

生計のみちがなく主として非常勤消防団員等

の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶

養親族のある非常勤消防団員等については、

前項の規定による金額に、第１号又は第３号

から第６号までのいずれかに該当する扶養親

族については１人につき２１７円を、第２号

に該当する扶養親族については、１人につき

３３３円を、それぞれ加算して得た額をもっ

て補償基礎額とする。

(１)～(６) (略)

４ (略)

   附 則

（障害補償年金前払一時金）

第３条の４ (略)

２～４

５ 障害補償年金前払一時金が支給される場合

には、当該障害補償年金前払一時金に係る障

害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべ

き事由が生じた日の属する月の翌月（第１項

の申出が第２項ただし書の規定によるもので

ある場合には、当該申出が行われた日の属す

る月の翌月）から、次に掲げる額の合計額が

当該障害補償年金前払一時金の額に達するま

での間、その支給を停止する。

(１) (略)

(２) 当該障害補償年金前払一時金が支給さ

れた月後の最初の障害補償年金の支給期月

から１年を経過する月後の各月に支給され

るべき障害補償年金の額を、事故発生日に
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に当該支給期月以後の経過年数（当該年数

に１年未満の端数があるときは、これを切

り捨てた年数）を乗じて得た数に１を加え

た数で除して得た額

６ 前項の規定による障害補償年金の支給の停

止が終了する月に係る障害補償年金の額は、

当該終了する月が、同項に規定する支給期月

から起算して１年以内の場合にあっては当該

障害補償年金前払一時金の額から同項の規定

により各月に支給されるべき当該障害補償年

金の額の全額につき支給が停止される期間に

係る同項の規定による合計額（以下この項に

おいて「全額停止期間に係る合計額」という。）

を差し引いた額を、当該支給期月から起算し

て１年を超える場合にあっては当該障害補償

年金前払一時金の額から全額停止期間に係る

合計額を差し引いた額に１００分の５に当該

終了する月の前項に規定する経過年数を乗じ

て得た数に１を加えた数を乗じて得た額を、

それぞれ当該終了する月に支給されるべき当

該障害補償年金の額から差し引いた額とす

る。

（遺族補償年金前払一時金）

第４条 (略)

２～６ (略)

７ 遺族補償年金前払一時金が支給される場合

には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の

原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族

補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき

事由が生じた日の属する月（次条第２項の規

定に基づき遺族補償年金を受けることができ

ることとされた遺族であって当該遺族補償年

金を受ける権利を有することとなったもの

（以下この項において「特例遺族補償年金受

給権者」という。）が第１項の申出を行った場

合にあっては、その者が当該遺族補償年金に

おける法定利率に当該支給期月以後の経過

年数（当該年数に１年未満の端数があると

きは、これを切り捨てた年数）を乗じて得

た数に１を加えた数で除して得た額

６ 前項の規定による障害補償年金の支給の停

止が終了する月に係る障害補償年金の額は、

当該終了する月が、同項に規定する支給期月

から起算して１年以内の場合にあっては当該

障害補償年金前払一時金の額から同項の規定

により各月に支給されるべき当該障害補償年

金の額の全額につき支給が停止される期間に

係る同項の規定による合計額（以下この項に

おいて「全額停止期間に係る合計額」という。）

を差し引いた額を、当該支給期月から起算し

て１年を超える場合にあっては当該障害補償

年金前払一時金の額から全額停止期間に係る

合計額を差し引いた額に事故発生日における

法定利率に当該終了する月の前項に規定する

経過年数を乗じて得た数に１を加えた数を乗

じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支

給されるべき当該障害補償年金の額から差し

引いた額とする。

（遺族補償年金前払一時金）

第４条 (略)

２～６ (略)

７ 遺族補償年金前払一時金が支給される場合

には、当該遺族補償年金前払一時金の支給の

原因たる非常勤消防団員等の死亡に係る遺族

補償年金は、当該遺族補償年金を支給すべき

事由が生じた日の属する月（次条第２項の規

定に基づき遺族補償年金を受けることができ

ることとされた遺族であって当該遺族補償年

金を受ける権利を有することとなったもの

（以下この項において「特例遺族補償年金受

給権者」という。）が第１項の申出を行った場

合にあっては、その者が当該遺族補償年金に
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係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次

条第２項の表の右欄に掲げる年齢（以下この

項において「支給停止解除年齢」という。）に

達する月）の翌月（第１項の申出が第２項た

だし書の規定によるものである場合には、当

該申出が行われた日の属する月の翌月）から、

次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前

払一時金の額に達するまでの間、その支給を

停止する。

(１) (略)

(２) 当該遺族補償年金前払一時金が支給さ

れた月後の最初の遺族補償年金の支給期月

から１年を経過する月後の各月に支給され

るべき遺族補償年金の額を、１００分の５

に当該支給期月以後の経過年数（当該年数

に１年未満の端数があるときは、これを切

り捨てた年数）を乗じて得た数に１を加え

た数で除して得た額

８ 前項の規定による遺族補償年金の支給の停

止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、

当該終了する月が、同項に規定する支給期月

から起算して１年以内の場合にあっては当該

遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定

により各月に支給されるべき当該遺族補償年

金の額の全額につき支給が停止される期間に

係る同項の規定による合計額（以下この項に

おいて「全額停止期間に係る合計額」という。）

を差し引いた額を、当該支給期月から起算し

て１年を超える場合にあっては当該遺族補償

年金前払一時金の額から全額停止期間に係る

合計額を差し引いた額に１００分の５に当該

終了する月の前項に規定する経過年数を乗じ

て得た数に１を加えた数を乗じて得た額を、

それぞれ当該終了する月に支給されるべき当

該遺族補償年金の額から差し引いた額とす

る。

係る非常勤消防団員等の死亡の時期に応じ次

条第２項の表の右欄に掲げる年齢（以下この

項において「支給停止解除年齢」という。）に

達する月）の翌月（第１項の申出が第２項た

だし書の規定によるものである場合には、当

該申出が行われた日の属する月の翌月）から、

次に掲げる額の合計額が当該遺族補償年金前

払一時金の額に達するまでの間、その支給を

停止する。

(１) (略)

(２) 当該遺族補償年金前払一時金が支給さ

れた月後の最初の遺族補償年金の支給期月

から１年を経過する月後の各月に支給され

るべき遺族補償年金の額を、事故発生日に

おける法定利率に当該支給期月以後の経過

年数（当該年数に１年未満の端数があると

きは、これを切り捨てた年数）を乗じて得

た数に１を加えた数で除して得た額

８ 前項の規定による遺族補償年金の支給の停

止が終了する月に係る遺族補償年金の額は、

当該終了する月が、同項に規定する支給期月

から起算して１年以内の場合にあっては当該

遺族補償年金前払一時金の額から同項の規定

により各月に支給されるべき当該遺族補償年

金の額の全額につき支給が停止される期間に

係る同項の規定による合計額（以下この項に

おいて「全額停止期間に係る合計額」という。）

を差し引いた額を、当該支給期月から起算し

て１年を超える場合にあっては当該遺族補償

年金前払一時金の額から全額停止期間に係る

合計額を差し引いた額に事故発生日における

法定利率に当該終了する月の前項に規定する

経過年数を乗じて得た数に１を加えた数を乗

じて得た額を、それぞれ当該終了する月に支

給されるべき当該遺族補償年金の額から差し

引いた額とする。
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９ (略)

別表（第５条関係）

補償基礎額表

階級

勤務年数

10年未満 10年以上20

年未満

20年以上

団長、地区団

長及び副団

長

12,400円 13,300円 14,200円

分団長及び

副分団長
10,600円 11,500円 12,400円

部長、副部

長、班長及び

団員

8,800円 9,700円 10,600円

備考

１ 死亡若しくは負傷の原因である事故が

発生した日又は診断によって死亡の原因

である疾病の発生が確定した日若しくは

診断によって疾病の発生が確定した日

に、当該事故又は疾病が発生したことに

より特に上位の階級に任命された非常勤

消防団員又は非常勤水防団員の階級は、

当該事故又は疾病が発生した日の前日に

おいてその者が属していた階級による。

２ (略)

９ (略)

別表（第５条関係）

補償基礎額表

階級

勤務年数

10年未満 10年以上20

年未満

20年以上

団長、地区団

長及び副団

長

12,440円 13,320円 14,200円

分団長及び

副分団長
10,670円 11,550円 12,440円

部長、副部

長、班長及び

団員

8,900円 9,790円 10,670円

備考

１ 事故発生日に、当該事故又は疾病が発

生したことにより特に上位の階級に任命

された非常勤消防団員又は非常勤水防団

員の階級は、当該事故又は疾病が発生し

た日の前日においてその者が属していた

階級による。

２ (略)
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承認第６号

   令和２年度淡路市一般会計補正予算（第１号）の専決処分をしたもの

につき承認を求める件   

令和２年度淡路市一般会計補正予算（第１号）を定めることについて、地方自治

法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処

分したので、同条第３項の規定により報告し、承認を求める。

  令和２年５月１８日提出

淡路市長 門  康 彦

専決第６号

   令和２年度淡路市一般会計補正予算（第１号）の専決処分について

令和２年度淡路市一般会計補正予算（第１号）を定める必要が生じたが、特に緊

急を要するため、市議会を招集する時間的余裕がないので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。

  令和２年５月１日

淡路市長 門 康 彦



－ 1 －

令和２年度 淡路市一般会計補正予算（第１号）

令和２年度淡路市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４,４６７,２５８千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３３,８６８,２５８千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。

  令和２年５月１日専決

淡路市長 門  康 彦


