承認第１号
淡路市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４年法律第１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４年６月２日提出
淡路市長

門

康

彦

専決第１号
淡路市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４年法律第１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４年３月３１日
淡路市長

門

康

彦

淡路市条例第１１号
淡路市税条例の一部を改正する条例
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４８条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２項」に、
「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３２１条の８第
６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。
第７３条の２中「固定資産課税台帳」の右に「（同条第１項ただし書の規定による
措置を講じたものを含む。）」を加える。
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第７３条の３中「証明書」の右に「（同条ただし書の規定による措置を講じたもの
を含む。）」を加える。
附則第１０条の２第１項中「３分の１」を「２分の１」に改め、同条第２項中「４
分の３」を「５分の４」に改め、同条第３項中「附則第１５条第２７項第１号イ」
を「附則第１５条第２６項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２７
項第１号ロ」を「附則第１５条第２６項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第
１５条第２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６項第１号ハ」に改め、同条第６
項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第１５条第２６項第１号ニ」に改
め、同条第７項中「附則第１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条第２６項第
２号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２７項第２号ロ」を「附則第１５
条第２６項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２７項第２号ハ」を
「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第１０項中「附則第１５条第２７
項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に改め、同条第１１項中「附則
第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条第２６項第３号ロ」に改め、同条第
１２項中「附則第１５条第２７項第３号ハ」を「附則第１５条第２６項第３号ハ」
に改め、同条第１３項中「附則第１５条第３０項」を「附則第１５条第２９項」に
改め、同条第１４項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３３項」に改
め、同条第１５項中「附則第１５条第３５項」を「附則第１５条第３４項」に改め、
同条第１６項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同
条中第１８項を第１９項とし、第１７項を第１８項とし、第１６項の次に次の１項
を加える。
１７

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、４分の３

とする。
附則第１０条の３第９項中「熱損失防止改修住宅」を「熱損失防止改修等住宅」
に、
「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専有部分」に、
「熱損失防止
改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同条第１１項中「特定熱損失防止
改修住宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、
「特定熱損失防止改修住宅
専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、
「熱損失防止改修工事」を
「熱損失防止改修工事等」に改める。
附則第１２条第１項中「１００分の５」の右に「（商業地等に係る令和４年度分の
固定資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。
附

則

（施行期日）
第１条

この条例は、令和４年４月１日から施行する。

（固定資産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、この条例による改正後の淡路市税条例の規
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定中固定資産税に関する部分は、令和４年度以後の年度分の固定資産税について
適用し、令和３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。
２

令和２年４月１日から令和４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４年法律第１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）附則第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。
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淡路市税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

（法人の市民税の申告納付）

正

案

（法人の市民税の申告納付）

第４８条 (略)

第４８条 (略)

２～８ (略)

２～８ (略)

９

９

法第３２１条の８第６０項に規定する特定

法第３２１条の８第６２項に規定する特定

法人である内国法人は、第１項の規定により、

法人である内国法人は、第１項の規定により、

納税申告書により行うこととされている法人

納税申告書により行うこととされている法人

の市民税の申告については、同項の規定にか

の市民税の申告については、同項の規定にか

かわらず、同条第６０項及び施行規則で定め

かわらず、同条第６２項及び施行規則で定め

るところにより、納税申告書に記載すべきも

るところにより、納税申告書に記載すべきも

のとされている事項（次項及び第１１項にお

のとされている事項（次項及び第１１項にお

いて「申告書記載事項」という。
）を、法第７

いて「申告書記載事項」という。
）を、法第７

６２条第１号に規定する地方税関係手続用電

６２条第１号に規定する地方税関係手続用電

子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同

子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同

機構（第１１項において「機構」という。）を

機構（第１１項において「機構」という。
）を

経由して行う方法により市長に提供すること

経由して行う方法により市長に提供すること

により、行わなければならない。

により、行わなければならない。

１０～１４ (略)

１０～１４ (略)

１５

１５

第１２項前段の規定の適用を受けている

第１２項前段の規定の適用を受けている

内国法人につき、法第３２１条の８第６９項

内国法人につき、法第３２１条の８第７１項

の処分又は前項の届出書の提出があったとき

の処分又は前項の届出書の提出があったとき

は、これらの処分又は届出書の提出があった

は、これらの処分又は届出書の提出があった

日の翌日以後の第１２項前段の期間内に行う

日の翌日以後の第１２項前段の期間内に行う

第９項の申告については、第１２項前段の規

第９項の申告については、第１２項前段の規

定は適用しない。ただし、当該内国法人が、

定は適用しない。ただし、当該内国法人が、

同日以後新たに同項前段の承認を受けたとき

同日以後新たに同項前段の承認を受けたとき

は、この限りでない。

は、この限りでない。

１６ (略)

１６ (略)

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料）
第７３条の２

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料）

法第３８２条の２に規定する固

第７３条の２

法第３８２条の２に規定する固

定資産課税台帳の閲覧の手数料は、淡路市手

定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定

数料条例（平成１７年淡路市条例第９６号）

による措置を講じたものを含む。）の閲覧の手

の定めるところによる。ただし、法第４１６

数料は、淡路市手数料条例（平成１７年淡路

条第３項又は第４１９条第８項の規定により

市条例第９６号）の定めるところによる。た
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淡路市税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

正

案

公示した期間において納税義務者の閲覧に供

だし、法第４１６条第３項又は第４１９条第

する場合にあっては、手数料を徴収しない。

８項の規定により公示した期間において納税
義務者の閲覧に供する場合にあっては、手数
料を徴収しない。

（固定資産課税台帳に記載されている事項の

（固定資産課税台帳に記載されている事項の

証明書の交付手数料）

証明書の交付手数料）

第７３条の３

法第３８２条の３に規定する固

第７３条の３

法第３８２条の３に規定する固

定資産課税台帳に記載されている事項の証明

定資産課税台帳に記載されている事項の証明

書の交付手数料は、淡路市手数料条例の定め

書（同条ただし書の規定による措置を講じた

るところによる。

ものを含む。）の交付手数料は、淡路市手数料
条例の定めるところによる。

附

則

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定

める割合）

める割合）
法附則第１５条第２項第１号に

４

５

６

７

第１０条の２

法附則第１５条第２項第１号に

規定する市町村の条例で定める割合は、３分

規定する市町村の条例で定める割合は、２分

の１とする。

の１とする。

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

則

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定
第１０条の２

２

附

法附則第１５条第２７項第１号イに規定す

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、５分の４とする。

３

法附則第１５条第２６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

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。

で定める割合は、３分の２とする。

法附則第１５条第２７項第１号ロに規定す

４

法附則第１５条第２６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

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。

で定める割合は、３分の２とする。

法附則第１５条第２７項第１号ハに規定す

５

法附則第１５条第２６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

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。

で定める割合は、３分の２とする。

法附則第１５条第２７項第１号ニに規定す

６

法附則第１５条第２６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

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。

で定める割合は、３分の２とする。

法附則第１５条第２７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

７

法附則第１５条第２６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
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淡路市税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

で定める割合は、４分の３とする。
８

正

案

で定める割合は、４分の３とする。

法附則第１５条第２７項第２号ロに規定す

８

法附則第１５条第２６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

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。

で定める割合は、４分の３とする。

９

法附則第１５条第２７項第２号ハに規定す

９

法附則第１５条第２６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

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。

で定める割合は、４分の３とする。

１０

法附則第１５条第２７項第３号イに規定

１０

法附則第１５条第２６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

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。

例で定める割合は、２分の１とする。

１１

法附則第１５条第２７項第３号ロに規定

１１

法附則第１５条第２６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

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。

例で定める割合は、２分の１とする。

１２

法附則第１５条第２７項第３号ハに規定

１２

法附則第１５条第２６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

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。

例で定める割合は、２分の１とする。

１３

法附則第１５条第３０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３４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３５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４２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。

１３

法附則第１５条第２９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３３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。
１６

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。
１７

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、４分の３とする。
１７

法附則第１５条の８第２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６４条に規定する市町村の条例

１８

法附則第１５条の８第２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。
１９

法附則第６４条に規定する市町村の条例

で定める割合は、零とする。

で定める割合は、零とする。

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規

定の適用を受けようとする者がすべき申告）

定の適用を受けようとする者がすべき申告）

第１０条の３ (略)

第１０条の３ (略)

２～８ (略)

２～８ (略)

９

９

法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改
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法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改

淡路市税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

正

案

修住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修専

修等住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修

有部分について、これらの規定の適用を受け

等専有部分について、これらの規定の適用を

ようとする者は、同条第９項に規定する熱損

受けようとする者は、同条第９項に規定する

失防止改修工事が完了した日から３月以内

熱損失防止改修工事等が完了した日から３月

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

規則附則第７条第９項各号に掲げる書類を添

施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書類

付して市長に提出しなければならない。

を添付して市長に提出しなければならない。

(１)～(３) (略)

(１)～(３) (略)

(４) 熱損失防止改修工事が完了した年月日

(４)

熱損失防止改修工事等が完了した年月

日
(５)

熱損失防止改修工事に要した費用及び

(５)

熱損失防止改修工事等に要した費用及

令附則第１２条第３１項に規定する補助金

び令附則第１２条第３１項に規定する補助

等

金等

(６)

熱損失防止改修工事が完了した日から

(６)

熱損失防止改修工事等が完了した日か

３月を経過した後に申告書を提出する場合

ら３月を経過した後に申告書を提出する場

には、３月以内に提出することができなか

合には、３月以内に提出することができな

った理由

かった理由

１０ (略)

１０ (略)

１１

１１

法附則第１５条の９の２第４項に規定す

法附則第１５条の９の２第４項に規定す

る特定熱損失防止改修住宅又は同条第５項に

る特定熱損失防止改修等住宅又は同条第５項

規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分に

に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部

ついて、これらの規定の適用を受けようとす

分について、これらの規定の適用を受けよう

る者は、法附則第１５条の９第９項に規定す

とする者は、法附則第１５条の９第９項に規

る熱損失防止改修工事が完了した日から３月

定する熱損失防止改修工事等が完了した日か

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に

ら３月以内に、次に掲げる事項を記載した申

施行規則附則第７条第１１項各号に掲げる書

告書に施行規則附則第７条第１１項各号に掲

類を添付して市長に提出しなければならな

げる書類を添付して市長に提出しなければな

い。

らない。

(１)～(３) (略)

(１)～(３) (略)

(４) 熱損失防止改修工事が完了した年月日

(４)

熱損失防止改修工事等が完了した年月

日
(５)

熱損失防止改修工事に要した費用及び

(５)

熱損失防止改修工事等に要した費用及

令附則第１２条第３１項に規定する補助金

び令附則第１２条第３１項に規定する補助

等

金等

(６)

熱損失防止改修工事が完了した日から

(６)
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熱損失防止改修工事等が完了した日か

淡路市税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

正

案

３月を経過した後に申告書を提出する場合

ら３月を経過した後に申告書を提出する場

には、３月以内に提出することができなか

合には、３月以内に提出することができな

った理由

かった理由

１２・１３ (略)

１２・１３ (略)

（宅地等に対して課する令和３年度から令和

（宅地等に対して課する令和３年度から令和

５年度までの各年度分の固定資産税の特例）

５年度までの各年度分の固定資産税の特例）

第１２条

宅地等に係る令和３年度から令和５

第１２条

宅地等に係る令和３年度から令和５

年度までの各年度分の固定資産税の額は、当

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額

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額

が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税に

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、

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

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

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

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

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

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

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（令和３年

の５（商業地等に係る令和４年度分の固定資

度分の固定資産税にあっては、前年度分の固

産税にあっては、１００分の２．５）を乗じ

定資産税の課税標準額）
（当該宅地等が当該年

て得た額を加算した額（令和３年度分の固定

度分の固定資産税について法第３４９条の３

資産税にあっては、前年度分の固定資産税の

又は附則第１５条から第１５条の３までの規

課税標準額）
（当該宅地等が当該年度分の固定

定の適用を受ける宅地等であるときは、当該

資産税について法第３４９条の３又は附則第

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

１５条から第１５条の３までの規定の適用を

額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資

受ける宅地等であるときは、当該額にこれら

産税の課税標準となるべき額とした場合にお

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅

ける固定資産税額（以下「宅地等調整固定資

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

産税額」という。
）を超える場合には、当該宅

準となるべき額とした場合における固定資産

地等調整固定資産税額とする。

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。

２～５ (略)

２～５ (略)
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承認第２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４年法律第１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４年６月２日提出
淡路市長

門

康

彦

専決第２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４年法律第１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４年３月３１日
淡路市長

門

康

彦

淡路市条例第１２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「６３万円」を「６５万円」に改め、同条第３項ただ
し書中「１９万円」を「２０万円」に改める。
第２８条中「６３万円」を「６５万円」に、「１９万円」を「２０万円」に改
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める。
（施行期日）
１

この条例は、令和４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４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３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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淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例新旧対照表
現

行

改

（課税額）

（課税額）

第２条 (略)

第２条 (略)

２

２

３

４

前項第１号の基礎課税額は、世帯主（前条

案

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

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

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

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

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

額が６５万円を超える場合においては、基礎

課税額は、６３万円とする。

課税額は、６５万円とする。

第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

３

第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額

は、世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）

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被保険者につき算定し

及びその世帯に属する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

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

別平等割額の合算額とする。ただし、当該合

算額が１９万円を超える場合においては、後

算額が２０万円を超える場合においては、後

期高齢者支援金等課税額は、１９万円とする。

期高齢者支援金等課税額は、２０万円とする。

(略)

４

（国民健康保険税の減額）
第２８条

２

正

(略)
（国民健康保険税の減額）

次の各号のいずれかに該当する国民

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

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

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

た額（当該減額して得た額が６５万円を超え

る場合には、６３万円）、同条第３項本文の

る場合には、６５万円）、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

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

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）

額が２０万円を超える場合には、２０万円）

並びに同条第４項本文の介護納付金課税額か

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

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

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。

は、１７万円）の合算額とする。

(１)～(３) (略)

(１)～(３) (略)

(略)

２
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(略)

