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議案第議案第議案第議案第２０２０２０２０号号号号     

            専決処分専決処分専決処分専決処分のののの承認承認承認承認をををを求求求求めることについてめることについてめることについてめることについて（（（（２２２２））））     

    地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法（（（（昭和昭和昭和昭和２２２２２２２２年法律第年法律第年法律第年法律第６７６７６７６７号号号号））））第第第第１７９１７９１７９１７９条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定にににに

よりよりよりより、、、、羽生市税条例等羽生市税条例等羽生市税条例等羽生市税条例等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例をををを別紙別紙別紙別紙のとおりのとおりのとおりのとおり専決処分専決処分専決処分専決処分

したのでしたのでしたのでしたので、、、、同条第同条第同条第同条第３３３３項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより議会議会議会議会にににに報告報告報告報告しししし、、、、そのそのそのその承認承認承認承認をををを求求求求めるめるめるめる。。。。     

        平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年６６６６月月月月１３１３１３１３日提出日提出日提出日提出     

                                                埼玉県羽生市長埼玉県羽生市長埼玉県羽生市長埼玉県羽生市長     河河河河     田田田田     晃晃晃晃     明明明明             
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（（（（別別別別     紙紙紙紙））））     

            専専専専    決決決決    処処処処    分分分分    書書書書     

    地方自治法地方自治法地方自治法地方自治法（（（（昭和昭和昭和昭和２２２２２２２２年法律第年法律第年法律第年法律第６７６７６７６７号号号号））））第第第第１７９１７９１７９１７９条第条第条第条第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定にににに

よりよりよりより、、、、羽生市税条例等羽生市税条例等羽生市税条例等羽生市税条例等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例をををを専決処分専決処分専決処分専決処分するするするする。。。。     

        平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日     

                                                埼玉県羽生市長埼玉県羽生市長埼玉県羽生市長埼玉県羽生市長     河河河河     田田田田     晃晃晃晃     明明明明             
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羽生市税条例等羽生市税条例等羽生市税条例等羽生市税条例等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例     

第第第第１１１１条条条条     羽生市税条例羽生市税条例羽生市税条例羽生市税条例（（（（昭和昭和昭和昭和３０３０３０３０年条例第年条例第年条例第年条例第７７７７号号号号））））のののの一部一部一部一部をををを次次次次のようにのようにのようにのように

改正改正改正改正するするするする ｡｡｡｡     

第第第第 ３３３３３３３３ 条第条第条第条第 ４４４４項中項中項中項中「「「「 第第第第３６３６３６３６条条条条 の２の２の２の２ 第第第第１１１１ 項項項項のののの 規定規定規定規定 によるによるによるによる申告書申告書申告書申告書 （（（（ そそそそ

のののの 提 出期 限後提 出期 限後提 出期 限後提 出期 限後 におい てにおい てにおい てにおい て 」」」」 をををを 「「「「 特 定配当 等 申告 書特 定配当 等 申告 書特 定配当 等 申告 書特 定配当 等 申告 書 （ 」（ 」（ 」（ 」 にににに 、「、「、「、「 も のも のも のも の 及及及及 びびびび

そのそのそのその時時時時 までにまでにまでにまでに提出提出提出提出されたされたされたされた 第第第第３６３６３６３６条条条条の３の３の３の３ 第第第第１１１１ 項項項項のののの 確定申告書確定申告書確定申告書確定申告書をををを 含含含含むむむむ 」」」」

をををを 「「「「 次次次次 にににに 掲掲掲掲 げ るげ るげ るげ る 申告 書申告 書申告 書申告 書 をい うをい うをい うをい う 。。。。 以下以下以下以下 こ のこ のこ のこ の 項項項項 に おい てに おい てに おい てに おい て 同同同同 じじじじ 」」」」 にににに 、「、「、「、「 ここここ

れらのれらのれらのれらの 申告書申告書申告書申告書」」」」 をををを「「「「 特定配当等申告書特定配当等申告書特定配当等申告書特定配当等申告書 」」」」にににに 改改改改めめめめ 、、、、同項同項同項同項にににに 次次次次のただしのただしのただしのただし

書書書書をををを加加加加えるえるえるえる。。。。     

ただしただしただしただし 、、、、 第第第第 １１１１ 号号号号 にににに 掲掲掲掲 げるげるげるげる 申告書及申告書及申告書及申告書及 びびびび 第第第第 ２２２２ 号号号号 にににに 掲掲掲掲 げるげるげるげる 申告書申告書申告書申告書 がいがいがいがい

ずれもずれもずれもずれも 提出提出提出提出 されたされたされたされた 場合場合場合場合 におけるこれらのにおけるこれらのにおけるこれらのにおけるこれらの 申告書申告書申告書申告書 にににに 記載記載記載記載 されたされたされたされた 事項事項事項事項

そのそのそのその 他他他他 のののの 事情事情事情事情 をををを 勘案勘案勘案勘案 してしてしてして 、、、、 このこのこのこの 項項項項 のののの 規定規定規定規定 をををを 適用適用適用適用 しないことがしないことがしないことがしないことが 適当適当適当適当

であるとであるとであるとであると市長市長市長市長がががが認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、このこのこのこの限限限限りでないりでないりでないりでない。。。。     

（（（（１１１１））））     第第第第３６３６３６３６条条条条の２の２の２の２第第第第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申告書申告書申告書申告書     

（（（（２２２２））））     第第第第 ３６３６３６３６条条条条 の３の３の３の３第第第第１１１１項項項項 にににに規定規定規定規定 するするするする確定申告書確定申告書確定申告書確定申告書（（（（ 同項同項同項同項のののの規定規定規定規定

によりによりによりにより 前号前号前号前号にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる 申告書申告書申告書申告書がががが提出提出提出提出されたものとみなされるされたものとみなされるされたものとみなされるされたものとみなされる場合場合場合場合

におけるにおけるにおけるにおける当該確定申告書当該確定申告書当該確定申告書当該確定申告書にににに限限限限るるるる。）。）。）。）     

第第第第 ３３３３３３３３ 条第条第条第条第 ６６６６項中項中項中項中「「「「 第第第第３６３６３６３６条条条条 の２の２の２の２ 第第第第１１１１ 項項項項のののの 規定規定規定規定 によるによるによるによる申告書申告書申告書申告書 （（（（ そそそそ

のののの 提出期限後提出期限後提出期限後提出期限後 においてにおいてにおいてにおいて」」」」 をををを「「「「特定株式等譲渡所得金額申告書特定株式等譲渡所得金額申告書特定株式等譲渡所得金額申告書特定株式等譲渡所得金額申告書 （」（」（」（」にににに 、、、、

「「「「 ものものものもの 及及及及びそのびそのびそのびその 時時時時までにまでにまでにまでに 提出提出提出提出 されたされたされたされた第第第第 ３６３６３６３６ 条条条条の３の３の３の３第第第第１１１１項項項項 のののの確定申告確定申告確定申告確定申告

書書書書 をををを含含含含 むむむむ」」」」をををを 「「「「次次次次にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる申告書申告書申告書申告書をいうをいうをいうをいう。。。。 以下以下以下以下このこのこのこの項項項項においてにおいてにおいてにおいて同同同同じじじじ 」」」」

にににに 、「、「、「、「 これ らのこれ らのこれ らのこれ らの 申告 書申告 書申告 書申告 書 」」」」 をををを 「「「「 特 定株式 等 譲渡 所得 金額申 告 書特 定株式 等 譲渡 所得 金額申 告 書特 定株式 等 譲渡 所得 金額申 告 書特 定株式 等 譲渡 所得 金額申 告 書 」」」」 にににに 改改改改

めめめめ、、、、同項同項同項同項にににに次次次次のただしのただしのただしのただし書書書書をををを加加加加えるえるえるえる。。。。     

ただしただしただしただし 、、、、 第第第第 １１１１ 号号号号 にににに 掲掲掲掲 げるげるげるげる 申告書及申告書及申告書及申告書及 びびびび 第第第第 ２２２２ 号号号号 にににに 掲掲掲掲 げるげるげるげる 申告書申告書申告書申告書 がいがいがいがい

ずれもずれもずれもずれも 提出提出提出提出 されたされたされたされた 場合場合場合場合 におけるこれらのにおけるこれらのにおけるこれらのにおけるこれらの 申告書申告書申告書申告書 にににに 記載記載記載記載 されたされたされたされた 事項事項事項事項

そのそのそのその 他他他他 のののの 事情事情事情事情 をををを 勘案勘案勘案勘案 してしてしてして 、、、、 このこのこのこの 項項項項 のののの 規定規定規定規定 をををを 適用適用適用適用 しないことがしないことがしないことがしないことが 適当適当適当適当

であるとであるとであるとであると市長市長市長市長がががが認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、このこのこのこの限限限限りでないりでないりでないりでない。。。。     

（（（（１１１１））））     第第第第３６３６３６３６条条条条の２の２の２の２第第第第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申告書申告書申告書申告書     
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（（（（２２２２））））     第第第第３６３６３６３６ 条条条条 の３の３の３の３第第第第１１１１項項項項にににに規定規定規定規定 するするするする確定申告書確定申告書確定申告書確定申告書 （（（（ 同項同項同項同項のののの規定規定規定規定

によりによりによりにより 前号前号前号前号にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる 申告書申告書申告書申告書がががが提出提出提出提出されたものとみなされるされたものとみなされるされたものとみなされるされたものとみなされる場合場合場合場合

におけるにおけるにおけるにおける当該確定申告書当該確定申告書当該確定申告書当該確定申告書にににに限限限限るるるる。）。）。）。）     

第第第第 ３４３４３４３４ 条条条条の９の９の９の９第第第第 １１１１項中項中項中項中「「「「 第第第第３３３３３３３３条第条第条第条第４４４４ 項項項項のののの 申告書申告書申告書申告書」」」」 をををを「「「「 第第第第３３３３３３３３ 条条条条

第第第第 ４４４４ 項項項項 にににに 規定規定規定規定 するするするする 特 定 配当 等申 告書特 定 配当 等申 告書特 定 配当 等申 告書特 定 配当 等申 告書 」」」」 にににに 、「、「、「、「 同 条第同 条第同 条第同 条第 ６６６６ 項項項項 のののの 申告 書申告 書申告 書申告 書 」」」」

をををを 「「「「 同 条 第同 条 第同 条 第同 条 第 ６６６６ 項項項項 にににに 規 定規 定規 定規 定 す るす るす るす る 特 定 株 式 等 譲 渡 所 得 金 額 申 告 書特 定 株 式 等 譲 渡 所 得 金 額 申 告 書特 定 株 式 等 譲 渡 所 得 金 額 申 告 書特 定 株 式 等 譲 渡 所 得 金 額 申 告 書 」」」」 にににに 、、、、

「「「「法第法第法第法第２２２２章第章第章第章第１１１１節第節第節第節第６６６６款款款款」」」」をををを「「「「同節第同節第同節第同節第６６６６款款款款」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。     

第第第第 ４８４８４８４８ 条第条第条第条第 １１１１項中項中項中項中「「「「 によってによってによってによって 」」」」をををを 「「「「によりによりによりにより 」」」」にににに 改改改改めめめめ 、、、、同条第同条第同条第同条第 ２２２２ 項項項項

中中中中 「「「「においてはにおいてはにおいてはにおいては 」」」」をををを 「「「「にはにはにはには」」」」 にににに改改改改めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第３３３３ 項中項中項中項中「「「「においてはにおいてはにおいてはにおいては 」」」」

をををを 「「「「 にはにはにはには 」」」」 にににに 改改改改 めめめめ 、「、「、「、「 と すると すると すると する 」」」」 のののの 次次次次 にににに 「 。「 。「 。「 。 第第第第 ５５５５ 項 第項 第項 第項 第 １１１１ 号号号号 に おい てに おい てに おい てに おい て 同同同同

じじじじ 」」」」 をををを 加加加加 ええええ 、「、「、「、「 によ っ てによ っ てによ っ てによ っ て 」」」」 をををを 「「「「 によりによりによりにより 」」」」 にににに 改改改改 めめめめ 、、、、 同条第同条第同条第同条第 ５５５５ 項中項中項中項中 「「「「 にににに

ついてはついてはついてはついては」」」」 のののの次次次次 にににに「、「、「、「、前項前項前項前項のののの 規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず 」」」」をををを加加加加ええええ 、、、、同条第同条第同条第同条第 ６６６６

項 中項 中項 中項 中 「「「「 に よっ てに よっ てに よっ てに よっ て 」」」」 をををを 「「「「 によ りによ りによ りによ り 」」」」 にににに 、「、「、「、「 第第第第 ７５７５７５７５ 条条条条 の ２の ２の ２の ２ 第第第第 ７７７７ 項項項項 」」」」 をををを 「「「「 第第第第

７５７５７５７５条条条条 の２の２の２の２第第第第 ９９９９項項項項」」」」 にににに改改改改 めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第７７７７ 項中項中項中項中 「「「「によってによってによってによって」」」」 をををを「「「「 によりによりによりにより 」」」」

にににに改改改改めめめめるるるる。。。。     

第第第第 ５ ０５ ０５ ０５ ０ 条第条第条第条第 １１１１ 項中項中項中項中 「「「「 に お いて はに お いて はに お いて はに お いて は 」」」」 をををを 「「「「 に はに はに はに は 」」」」 にににに 、「、「、「、「 によ っ てによ っ てによ っ てによ っ て 」」」」 をををを

「「「「 によりによりによりにより」」」」 にににに改改改改 めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第２２２２ 項中項中項中項中「「「「とするとするとするとする 」」」」のののの 次次次次にににに「。「。「。「。 第第第第４４４４ 項第項第項第項第 １１１１

号号号号 においてにおいてにおいてにおいて 同同同同じじじじ 」」」」をををを 加加加加ええええ 、、、、同条第同条第同条第同条第４４４４項中項中項中項中「「「「 法第法第法第法第 ３２１３２１３２１３２１条条条条 の８の８の８の８ 第第第第２２２２２２２２

項項項項 にににに 規 定規 定規 定規 定 するするするする 申告書申告書申告書申告書 （（（（ 以 下以 下以 下以 下 このこのこのこの 項項項項 にお いてにお いてにお いてにお いて 「「「「 修正 申告書修正 申告書修正 申告書修正 申告書 」」」」 と いうと いうと いうと いう 。）。）。）。）

のののの 提出提出提出提出 」」」」をををを 「「「「納付納付納付納付すべきすべきすべきすべき 税額税額税額税額 をををを増加増加増加増加させるさせるさせるさせる 更正更正更正更正 （（（（これにこれにこれにこれに 類類類類するものするものするものするもの

をををを含含含含むむむむ。。。。 以下以下以下以下このこのこのこの 項項項項においてにおいてにおいてにおいて「「「「増額更正増額更正増額更正増額更正」」」」というというというという。）」。）」。）」。）」 にににに、「（、「（、「（、「（当該修当該修当該修当該修

正申告書正申告書正申告書正申告書」」」」をををを 「（「（「（「（当該増額更正当該増額更正当該増額更正当該増額更正 」」」」にににに、「、「、「、「 同条第同条第同条第同条第 １１１１項項項項 」」」」をををを 「「「「法第法第法第法第３２１３２１３２１３２１

条条条条 の ８の ８の ８の ８ 第第第第 １１１１ 項項項項 」」」」 にににに 、「、「、「、「 修 正申 告書修 正申 告書修 正申 告書修 正申 告書 がががが 提 出提 出提 出提 出 され たされ たされ たされ た 」」」」 をををを 「「「「 増 額 更正増 額 更正増 額 更正増 額 更正 があがあがあがあ

ったったったった」」」」 にににに、「、「、「、「修正申告修正申告修正申告修正申告書書書書 のののの提出提出提出提出 」」」」をををを「「「「 増額更正増額更正増額更正増額更正」」」」 にににに改改改改めめめめ 、「、「、「、「についてについてについてについて

はははは 」」」」 のののの 次次次次 にににに 「 、「 、「 、「 、 前項前項前項前項 のののの 規定規定規定規定 にか かわら ずにか かわら ずにか かわら ずにか かわら ず 」」」」 をををを 加加加加 ええええ 、「、「、「、「 がががが 提 出提 出提 出提 出 し たし たし たし た 修修修修

正申告書正申告書正申告書正申告書にににに 係係係係るるるる 」」」」をををを 「「「「についてされたについてされたについてされたについてされた 当該増額更正当該増額更正当該増額更正当該増額更正によりによりによりにより納付納付納付納付すべすべすべすべ

きききき 」」」」 にににに 、「、「、「、「 第第第第 ４ ８４ ８４ ８４ ８ 条条条条 のののの １５１５１５１５ の５の５の５の５ 第第第第 ３３３３ 項項項項 」」」」 をををを 「「「「 第第第第 ４ ８４ ８４ ８４ ８ 条条条条 のののの １ ５１ ５１ ５１ ５ の ５の ５の ５の ５ 第第第第

４４４４ 項項項項」」」」 にににに改改改改 めめめめ、、、、 同項第同項第同項第同項第２２２２ 号中号中号中号中 「「「「修正申告書修正申告書修正申告書修正申告書 にににに係係係係 るるるる更正更正更正更正」」」」 をををを「「「「 増額更増額更増額更増額更
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正正正正 」」」」にににに 、「、「、「、「 までまでまでまで 」」」」をををを 「（「（「（「（法人税法人税法人税法人税にににに 係係係係るるるる 修正申告書修正申告書修正申告書修正申告書 をををを提出提出提出提出 しししし、、、、 又又又又はははは法人法人法人法人

税税税税 にににに係係係係 るるるる更正若更正若更正若更正若 しくはしくはしくはしくは決定決定決定決定がされたことによるがされたことによるがされたことによるがされたことによる 更正更正更正更正にににに係係係係 るものにあるものにあるものにあるものにあ

ってはってはってはっては 、、、、当該修正申告書当該修正申告書当該修正申告書当該修正申告書 をををを提出提出提出提出したしたしたした日又日又日又日又はははは 国国国国のののの 税務官署税務官署税務官署税務官署 がががが更正若更正若更正若更正若 しししし

くはくはくはくは決定決定決定決定のののの通知通知通知通知をしたをしたをしたをした日日日日））））までまでまでまで」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。     

第第第第 ６ １６ １６ １６ １ 条 第条 第条 第条 第 ８８８８ 項 中項 中項 中項 中 「 、「 、「 、「 、 第第第第 ３ ４ ９３ ４ ９３ ４ ９３ ４ ９ 条条条条 の ４の ４の ４の ４ 又又又又 はははは 第第第第 ３ ４ ９３ ４ ９３ ４ ９３ ４ ９ 条条条条 の ５の ５の ５の ５ 」」」」 をををを

「「「「 又又又又 はははは 第第第第 ３４ ９３４ ９３４ ９３４ ９ 条条条条 の ３の ４からの ３の ４からの ３の ４からの ３の ４から 第第第第 ３４ ９３４ ９３４ ９３４ ９ 条条条条 の５ま での５ま での５ま での５ま で 」」」」 にににに 、「、「、「、「 前前前前 ７７７７ 項項項項 」」」」

をををを「「「「前各項前各項前各項前各項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条同条同条同条のののの次次次次にににに次次次次の１の１の１の１条条条条をををを加加加加えるえるえるえる。。。。     

（（（（法第法第法第法第３４９３４９３４９３４９条条条条の３の３の３の３第第第第２８２８２８２８項等項等項等項等のののの条例条例条例条例でででで定定定定めるめるめるめる割合割合割合割合））））     

第第第第 ６１６１６１６１ 条条条条の２の２の２の２     法第法第法第法第 ３４９３４９３４９３４９条条条条 の３の３の３の３第第第第２８２８２８２８項項項項 にににに規定規定規定規定するするするする市町村市町村市町村市町村 のののの条例条例条例条例

でででで定定定定めるめるめるめる割合割合割合割合はははは、、、、２２２２分分分分の１とするの１とするの１とするの１とする。。。。     

２２２２     法第法第法第法第３４９３４９３４９３４９ 条条条条の３の３の３の３第第第第 ２９２９２９２９ 項項項項にににに規定規定規定規定 するするするする 市町村市町村市町村市町村のののの条例条例条例条例 でででで定定定定 めるめるめるめる 割割割割

合合合合はははは、、、、２２２２分分分分の１とするの１とするの１とするの１とする。。。。     

３３３３     法第法第法第法第３４９３４９３４９３４９ 条条条条の３の３の３の３第第第第 ３０３０３０３０ 項項項項にににに規定規定規定規定 するするするする 市町村市町村市町村市町村のののの条例条例条例条例 でででで定定定定 めるめるめるめる 割割割割

合合合合はははは、、、、２２２２分分分分の１とするの１とするの１とするの１とする。。。。     

第第第第 ６３６３６３６３ 条条条条の２のの２のの２のの２の 見出見出見出見出 しししし及及及及 びびびび同条第同条第同条第同条第 １１１１項中項中項中項中「「「「 第第第第１５１５１５１５条条条条 の３の３の３の３ 第第第第２２２２ 項項項項 」」」」

をををを 「「「「第第第第 １５１５１５１５条条条条 の３の３の３の３第第第第 ３３３３項並項並項並項並びにびにびにびに 第第第第１５１５１５１５ 条条条条の３の２の３の２の３の２の３の２ 第第第第４４４４項及項及項及項及びびびび 第第第第５５５５項項項項 」」」」

にににに 改改改改めめめめ 、、、、同項第同項第同項第同項第３３３３号中号中号中号中「「「「 のののの区分所有者全員区分所有者全員区分所有者全員区分所有者全員 のののの共有共有共有共有 にににに属属属属するするするする共用部分共用部分共用部分共用部分 」」」」

をををを削削削削るるるる。。。。     

第第第第 ６３６３６３６３ 条条条条の３のの３のの３のの３の 見出見出見出見出 しししし中中中中 「「「「あんあんあんあん分分分分 」」」」をををを 「「「「按分按分按分按分」」」」 にににに改改改改 めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第 １１１１

項中項中項中項中「「「「 あんあんあんあん分分分分 のののの」」」」をををを 「「「「按按按按

あん

分分分分 のののの」」」」にににに 改改改改めめめめ、、、、 同項第同項第同項第同項第５５５５号中号中号中号中「「「「あんあんあんあん分分分分 するするするする」」」」

をををを 「「「「按分按分按分按分するするするする 」」」」にににに改改改改 めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第 ２２２２項中項中項中項中 「「「「あんあんあんあん分分分分のののの 」」」」をををを「「「「 按分按分按分按分 のののの」」」」にににに 、、、、

「「「「 以 後以 後以 後以 後 ３３３３ 年年年年 」」」」 をををを 「「「「 か らか らか らか ら 起 算起 算起 算起 算 し て ３し て ３し て ３し て ３ 年年年年 」」」」 にににに 改改改改 めめめめ 、「、「、「、「 各 年 度各 年 度各 年 度各 年 度 」」」」 のののの 次次次次 にににに

「「「「 としとしとしとし 、、、、法第法第法第法第３４９３４９３４９３４９ 条条条条の３の３の３の３の３の３の３の３第第第第１１１１項項項項 にににに規定規定規定規定するするするする被災市街地復興推被災市街地復興推被災市街地復興推被災市街地復興推

進 地 域進 地 域進 地 域進 地 域 （（（（ 第第第第 ７ ４７ ４７ ４７ ４ 条条条条 の ２ に お い ての ２ に お い ての ２ に お い ての ２ に お い て 「「「「 被 災 市 街 地 復 興 推 進 地 域被 災 市 街 地 復 興 推 進 地 域被 災 市 街 地 復 興 推 進 地 域被 災 市 街 地 復 興 推 進 地 域 」」」」 と いと いと いと い

うううう 。）。）。）。） がががが 定定定定 めら れためら れためら れためら れた 場 合場 合場 合場 合 （（（（ 避難避難避難避難 のののの 指示 等指示 等指示 等指示 等 がががが 行行行行 われ たわれ たわれ たわれ た 場合場合場合場合 に おい てに おい てに おい てに おい て 、、、、

避難等解除日避難等解除日避難等解除日避難等解除日 のののの属属属属するするするする年年年年 がががが被災年被災年被災年被災年のののの翌年以後翌年以後翌年以後翌年以後のののの年年年年 であるときをであるときをであるときをであるときを除除除除くくくく 。。。。

第第第第 ７ ４７ ４７ ４７ ４ 条条条条 の２ におい ての２ におい ての２ におい ての２ におい て 同同同同 じじじじ 。）。）。）。） に はに はに はに は 、、、、 当 該被 災年 度当 該被 災年 度当 該被 災年 度当 該被 災年 度 のののの 翌 年 度翌 年 度翌 年 度翌 年 度 か らか らか らか ら 被被被被

災年災年災年災年の１の１の１の１月月月月 １１１１日日日日 からからからから 起算起算起算起算 して４して４して４して４年年年年をををを経過経過経過経過するするするする日日日日 をををを賦課期日賦課期日賦課期日賦課期日とするとするとするとする 年年年年
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度度度度 ま でのま でのま でのま での 各年 度各年 度各年 度各年 度 とす るとす るとす るとす る 。」。」。」。」 をををを 加加加加 ええええ 、、、、 同 項 第同 項 第同 項 第同 項 第 ６６６６ 号中号中号中号中 「「「「 あんあんあんあん 分分分分 するするするする 」」」」 をををを

「「「「 按分按分按分按分 するするするする」」」」 にににに改改改改めめめめ 、、、、同条第同条第同条第同条第３３３３ 項中項中項中項中「「「「 あんあんあんあん 分分分分」」」」をををを 「「「「按分按分按分按分 」」」」にににに 改改改改めるめるめるめる。。。。     

第第第第 ７４７４７４７４ 条条条条の２の２の２の２第第第第 １１１１項中項中項中項中「「「「 以後以後以後以後 ３３３３年年年年 」」」」をををを 「「「「からからからから起算起算起算起算して３して３して３して３ 年年年年」」」」 にににに 改改改改

めめめめ 、「、「、「、「 各年 度各年 度各年 度各年 度 」」」」 のののの 次次次次 にににに 「「「「 と しと しと しと し 、、、、 被災市 街 地復 興推 進地域被災市 街 地復 興推 進地域被災市 街 地復 興推 進地域被災市 街 地復 興推 進地域 がががが 定定定定 め られめ られめ られめ られ

たたたた 場合場合場合場合 にはにはにはには 、、、、当該被災年度当該被災年度当該被災年度当該被災年度のののの 翌年度翌年度翌年度翌年度からからからから被災年被災年被災年被災年 の１の１の１の１月月月月１１１１ 日日日日からからからから起算起算起算起算

し て４し て４し て４し て４ 年年年年 をををを 経 過経 過経 過経 過 するするするする 日日日日 をををを 賦課期 日賦課期 日賦課期 日賦課期 日 とす るとす るとす るとす る 年 度年 度年 度年 度 まで のまで のまで のまで の 各年 度各年 度各年 度各年 度 と すると すると すると する 。」。」。」。」

をををを 加加加加ええええ 、、、、同条第同条第同条第同条第２２２２項中項中項中項中「「「「 以後以後以後以後３３３３ 年年年年」」」」をををを 「「「「からからからから起算起算起算起算 して３して３して３して３ 年年年年」」」」 にににに改改改改めめめめ 、、、、

「「「「 各年度分各年度分各年度分各年度分 」」」」のののの 次次次次にににに 「「「「としとしとしとし、、、、 被災市街地復興推進地域被災市街地復興推進地域被災市街地復興推進地域被災市街地復興推進地域がががが 定定定定められためられためられためられた

場合場合場合場合にはにはにはには、、、、 当該被災年度当該被災年度当該被災年度当該被災年度 のののの翌年度翌年度翌年度翌年度からからからから 被災年被災年被災年被災年の１の１の１の１月月月月１１１１日日日日 からからからから 起算起算起算起算 しししし

て ４て ４て ４て ４ 年年年年 をををを 経過経過経過経過 するするするする 日日日日 をををを 賦 課期日賦 課期日賦 課期日賦 課期日 とするとするとするとする 年度年度年度年度 までのまでのまでのまでの 各年度 分各年度 分各年度 分各年度 分 と すると すると すると する 。」。」。」。」

をををを加加加加えるえるえるえる。。。。     

附則第附則第附則第附則第 ６６６６条条条条 の３のの３のの３のの３の２２２２ 第第第第１１１１ 項中項中項中項中 「「「「平成平成平成平成４１４１４１４１年度年度年度年度」」」」 をををを「「「「 平成平成平成平成 ４３４３４３４３年度年度年度年度」」」」

にににに、「、「、「、「平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３３３３３３３３年年年年」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。     

附則第附則第附則第附則第 ７７７７条第条第条第条第１１１１ 項中項中項中項中 「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度」」」」 をををを「「「「 平成平成平成平成 ３３３３３３３３ 年度年度年度年度 」」」」にににに 改改改改 めめめめ

るるるる。。。。     

附則第附則第附則第附則第１１１１３３３３条条条条をををを次次次次のようにのようにのようにのように改改改改めるめるめるめる。。。。     

（（（（読替規定読替規定読替規定読替規定））））     

第第第第１１１１３３３３条条条条     法附則第法附則第法附則第法附則第１５１５１５１５条条条条からからからから第第第第１５１５１５１５条条条条の３の２までのの３の２までのの３の２までのの３の２までの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用     

        ががががあるあるあるある各年度分各年度分各年度分各年度分のののの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税にににに限限限限りりりり、、、、第第第第６１６１６１６１条第条第条第条第８８８８項中項中項中項中「「「「又又又又はははは第第第第

３４９３４９３４９３４９ 条条条条 の３の ４ からの３の ４ からの３の ４ からの３の ４ から 第第第第 ３４９３４９３４９３４９ 条条条条 の ５までの ５までの ５までの ５まで 」」」」 とある の はとある の はとある の はとある の は 、「、「、「、「 若若若若 しししし

く はく はく はく は 第第第第 ３ ４ ９３ ４ ９３ ４ ９３ ４ ９ 条条条条 の ３ の ４ か らの ３ の ４ か らの ３ の ４ か らの ３ の ４ か ら 第第第第 ３ ４ ９３ ４ ９３ ４ ９３ ４ ９ 条条条条 の ５ ま での ５ ま での ５ ま での ５ ま で 又又又又 はははは 法 附 則 第法 附 則 第法 附 則 第法 附 則 第     

１５１５１５１５条条条条からからからから第第第第１５１５１５１５条条条条の３の２までの３の２までの３の２までの３の２まで」」」」とするとするとするとする。。。。     

    附則第附則第附則第附則第１１１１ ３３３３条条条条 の２の２の２の２ 第第第第７７７７ 項中項中項中項中 「「「「附則第附則第附則第附則第 １５１５１５１５ 条第条第条第条第 ２９２９２９２９項項項項」」」」 をををを「「「「 附則第附則第附則第附則第

１５１５１５１５条第条第条第条第２８２８２８２８項項項項 」」」」にににに 改改改改めめめめ 、、、、同条第同条第同条第同条第８８８８項中項中項中項中「「「「 附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３０３０３０３０項項項項 」」」」

をををを 「「「「附則第附則第附則第附則第 １５１５１５１５ 条第条第条第条第 ２９２９２９２９ 項項項項」」」」 にににに改改改改めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第９９９９ 項中項中項中項中「「「「附則第附則第附則第附則第 １５１５１５１５ 条条条条

第第第第 ３ １３ １３ １３ １ 項項項項 」」」」 をををを 「「「「 附 則 第附 則 第附 則 第附 則 第 １ ５１ ５１ ５１ ５ 条 第条 第条 第条 第 ３ ０３ ０３ ０３ ０ 項項項項 」」」」 にににに 改改改改 めめめめ 、、、、 同 条 第同 条 第同 条 第同 条 第 １ ０１ ０１ ０１ ０ 項 中項 中項 中項 中

「「「「 附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３３３３３３３３項第項第項第項第１１１１ 号号号号イイイイ」」」」をををを 「「「「附則第附則第附則第附則第 １５１５１５１５条第条第条第条第 ３２３２３２３２ 項第項第項第項第 １１１１

号号号号 イイイイ」」」」 にににに改改改改 めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第１１１１１１１１項中項中項中項中「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３３３３３３３３項第項第項第項第１１１１ 号号号号ロロロロ 」」」」
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をををを 「「「「附則第附則第附則第附則第 １５１５１５１５ 条第条第条第条第 ３２３２３２３２ 項第項第項第項第 １１１１号号号号ロロロロ」」」」 にににに改改改改 めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第１２１２１２１２項中項中項中項中「「「「 附附附附

則第則第則第則第１５１５１５１５条第条第条第条第 ３３３３３３３３項第項第項第項第２２２２ 号号号号イイイイ」」」」 をををを「「「「附則第附則第附則第附則第 １５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２ 項第項第項第項第 ２２２２号号号号イイイイ 」」」」

にににに 改改改改めめめめ 、、、、同条第同条第同条第同条第 １３１３１３１３ 項中項中項中項中 「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５ 条第条第条第条第 ３３３３３３３３ 項第項第項第項第２２２２号号号号 ロロロロ」」」」 をををを「「「「 附附附附

則 第則 第則 第則 第 １ ５１ ５１ ５１ ５ 条 第条 第条 第条 第 ３ ２３ ２３ ２３ ２ 項 第項 第項 第項 第 ２２２２ 号号号号 ロロロロ 」」」」 にににに 改改改改 めめめめ 、、、、 同 条 第同 条 第同 条 第同 条 第 １ ４１ ４１ ４１ ４ 項 中項 中項 中項 中 「「「「 附 則 第附 則 第附 則 第附 則 第     

１５１５１５１５条第条第条第条第３３３３３３３３項第項第項第項第２２２２ 号号号号ハハハハ 」」」」をををを 「「「「附則第附則第附則第附則第 １５１５１５１５ 条第条第条第条第 ３２３２３２３２項第項第項第項第 ２２２２号号号号 ハハハハ」」」」 にににに

改改改改 めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第１５１５１５１５項項項項 をををを削削削削 りりりり、、、、 同条第同条第同条第同条第１６１６１６１６項中項中項中項中「「「「 附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３９３９３９３９

項項項項 」」」」をををを 「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５ 条第条第条第条第 ３７３７３７３７項項項項 」」」」にににに改改改改 めめめめ、、、、 同項同項同項同項をををを 同条第同条第同条第同条第 １５１５１５１５ 項項項項としとしとしとし 、、、、

同条第同条第同条第同条第 １７１７１７１７ 項項項項をををを 削削削削りりりり 、、、、同条第同条第同条第同条第 １８１８１８１８項中項中項中項中 「「「「附則第附則第附則第附則第 １５１５１５１５条第条第条第条第 ４２４２４２４２ 項項項項」」」」 をををを

「「「「 附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３９３９３９３９項項項項 」」」」にににに 改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項をををを 同条第同条第同条第同条第１６１６１６１６項項項項 としとしとしとし 、、、、同項同項同項同項

のののの次次次次にににに次次次次の２の２の２の２項項項項をををを加加加加えるえるえるえる。。。。     

１７１７１７１７     法附則第法附則第法附則第法附則第 １５１５１５１５ 条第条第条第条第 ４４４４４４４４ 項項項項にににに規定規定規定規定 するするするする 市町村市町村市町村市町村のののの条例条例条例条例 でででで定定定定 めるめるめるめる 割割割割

合合合合はははは、、、、２２２２分分分分の１とするの１とするの１とするの１とする。。。。     

１８１８１８１８     法附則第法附則第法附則第法附則第 １５１５１５１５ 条第条第条第条第 ４５４５４５４５ 項項項項にににに規定規定規定規定 するするするする 市町村市町村市町村市町村のののの条例条例条例条例 でででで定定定定 めるめるめるめる 割割割割

合合合合はははは、、、、３３３３分分分分の２とするの２とするの２とするの２とする。。。。     

    附則第附則第附則第附則第１１１１ ３３３３条条条条 の３の３の３の３ 第第第第２２２２ 項中項中項中項中 「「「「附則第附則第附則第附則第 ７７７７条第条第条第条第２２２２ 項項項項」」」」をををを「「「「 附則第附則第附則第附則第７７７７ 条条条条

第第第第 ３３３３項項項項 」」」」にににに 改改改改めめめめ 、、、、同条第同条第同条第同条第 ３３３３項中項中項中項中「「「「附則第附則第附則第附則第７７７７ 条第条第条第条第 ３３３３項各号項各号項各号項各号 」」」」をををを 「「「「附則附則附則附則

第第第第 ７７７７条第条第条第条第４４４４ 項各号項各号項各号項各号」」」」 にににに改改改改 めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第５５５５ 項中項中項中項中 「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２ 条第条第条第条第 ２１２１２１２１ 項項項項

第第第第 ２２２２号号号号 」」」」をををを 「「「「附則第附則第附則第附則第 １２１２１２１２ 条第条第条第条第 ２１２１２１２１項第項第項第項第 １１１１号号号号 ロロロロ」」」」 にににに改改改改めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第６６６６ 項項項項

第第第第 ２２２２号中号中号中号中「「「「 附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第２２２２２２２２項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより 読読読読みみみみ替替替替えてえてえてえて適用適用適用適用されされされされ

るるるる 」」」」をををを 「「「「附則第附則第附則第附則第 １２１２１２１２ 条第条第条第条第 ２４２４２４２４ 項項項項においてにおいてにおいてにおいて準用準用準用準用するするするする」」」」にににに改改改改 めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第

７７７７ 項中項中項中項中 「「「「附則第附則第附則第附則第 １２１２１２１２ 条第条第条第条第 ２４２４２４２４ 項項項項」」」」をををを「「「「 附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第２６２６２６２６項項項項 」」」」にににに 改改改改

めめめめ 、、、、同条第同条第同条第同条第 ８８８８項中項中項中項中「「「「 附則第附則第附則第附則第７７７７ 条第条第条第条第８８８８項各号項各号項各号項各号 」」」」をををを 「「「「附則第附則第附則第附則第 ７７７７条第条第条第条第９９９９ 項項項項

各号各号各号各号」」」」 にににに改改改改 めめめめ、、、、 同項第同項第同項第同項第４４４４ 号中号中号中号中 「「「「附則第附則第附則第附則第 １２１２１２１２ 条第条第条第条第 ２８２８２８２８項項項項」」」」 をををを「「「「 附則第附則第附則第附則第

１２１２１２１２条第条第条第条第３０３０３０３０項項項項 」」」」にににに 改改改改めめめめ 、、、、同項第同項第同項第同項第６６６６号中号中号中号中「「「「 附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第２９２９２９２９項項項項 」」」」

をををを 「「「「附則第附則第附則第附則第 １２１２１２１２ 条第条第条第条第 ３１３１３１３１ 項項項項」」」」 にににに改改改改めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第９９９９ 項中項中項中項中「「「「附則第附則第附則第附則第 ７７７７条第条第条第条第

９９９９ 項 各 号項 各 号項 各 号項 各 号 」」」」 をををを 「「「「 附 則 第附 則 第附 則 第附 則 第 ７７７７ 条 第条 第条 第条 第 １ ０１ ０１ ０１ ０ 項 各 号項 各 号項 各 号項 各 号 」」」」 にににに 改改改改 めめめめ 、、、、 同 項 第同 項 第同 項 第同 項 第 ５５５５ 号 中号 中号 中号 中

「「「「 附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第３６３６３６３６項項項項 」」」」をををを 「「「「附則第附則第附則第附則第 １２１２１２１２ 条第条第条第条第 ３８３８３８３８項項項項」」」」 にににに改改改改 めめめめ、、、、 同同同同

条第条第条第条第１０１０１０１０項中項中項中項中「「「「 にににに施行規則附則第施行規則附則第施行規則附則第施行規則附則第７７７７条第条第条第条第１１１１１１１１項項項項 」」」」をををを「「「「にににに 施行規則附施行規則附施行規則附施行規則附
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則 第則 第則 第則 第 ７７７７ 条 第条 第条 第条 第 １ ４１ ４１ ４１ ４ 項項項項 」」」」 にににに 、「、「、「、「 附 則第附 則第附 則第附 則第 １２１２１２１２ 条 第条 第条 第条 第 ２ ４２ ４２ ４２ ４ 項項項項 」」」」 をををを 「「「「 附 則第附 則第附 則第附 則第 １２１２１２１２

条第条第条第条第２６２６２６２６項項項項 」」」」にににに 改改改改めめめめ 、、、、同項第同項第同項第同項第 ５５５５号中号中号中号中「「「「 附則第附則第附則第附則第７７７７ 条第条第条第条第１１１１１１１１ 項項項項」」」」 をををを「「「「 附附附附

則第則第則第則第７７７７ 条第条第条第条第 １４１４１４１４ 項項項項」」」」 にににに改改改改 めめめめ、、、、 同項同項同項同項をををを同条第同条第同条第同条第 １１１１２２２２ 項項項項としとしとしとし、、、、 同項同項同項同項 のののの前前前前 にににに

次次次次の２の２の２の２項項項項をををを加加加加えるえるえるえる。。。。     

１０１０１０１０     法附則第法附則第法附則第法附則第 １５１５１５１５ 条条条条の９の２の９の２の９の２の９の２第第第第１１１１項項項項 にににに規定規定規定規定するするするする特定耐震基準適合特定耐震基準適合特定耐震基準適合特定耐震基準適合

住宅住宅住宅住宅についてについてについてについて、、、、 同項同項同項同項 のののの規定規定規定規定のののの 適用適用適用適用 をををを受受受受 けようとするけようとするけようとするけようとする 者者者者はははは 、、、、当該特当該特当該特当該特

定耐震基準適合住宅定耐震基準適合住宅定耐震基準適合住宅定耐震基準適合住宅 にににに係係係係 るるるる耐震改修耐震改修耐震改修耐震改修がががが 完了完了完了完了 したしたしたした 日日日日から３から３から３から３ 月以内月以内月以内月以内にににに、、、、

次次次次 にににに掲掲掲掲 げるげるげるげる 事項事項事項事項 をををを記載記載記載記載したしたしたした申告書申告書申告書申告書 にににに施行規則附則第施行規則附則第施行規則附則第施行規則附則第 ７７７７条第条第条第条第１１１１１１１１ 項項項項

各号各号各号各号にににに規定規定規定規定するするするする書類書類書類書類をををを添付添付添付添付してしてしてして市長市長市長市長にににに提出提出提出提出しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。     

（（（（１１１１））））     納税義務納税義務納税義務納税義務 者者者者のののの住所住所住所住所、、、、氏名又氏名又氏名又氏名又 はははは名称及名称及名称及名称及びびびび個人番号又個人番号又個人番号又個人番号又はははは法人法人法人法人

番号番号番号番号（（（（ 個人番号又個人番号又個人番号又個人番号又はははは 法人番号法人番号法人番号法人番号 をををを有有有有 しないしないしないしない者者者者 にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、 住所及住所及住所及住所及

びびびび氏名又氏名又氏名又氏名又はははは名称名称名称名称））））     

（（（（２２２２））））     家屋家屋家屋家屋のののの所在所在所在所在、、、、家屋番号家屋番号家屋番号家屋番号、、、、種類種類種類種類、、、、構造及構造及構造及構造及びびびび床面積床面積床面積床面積     

（（（（３３３３））））     家屋家屋家屋家屋のののの建築年月日及建築年月日及建築年月日及建築年月日及びびびび登記年月日登記年月日登記年月日登記年月日     

（（（（４４４４））））     耐震改修耐震改修耐震改修耐震改修がががが完了完了完了完了したしたしたした年月日年月日年月日年月日     

（（（（５５５５））））     耐震改修耐震改修耐震改修耐震改修にににに要要要要したしたしたした費用費用費用費用     

（（（（６６６６））））     耐震改修耐震改修耐震改修耐震改修 がががが完了完了完了完了したしたしたした日日日日から３から３から３から３月月月月をををを経過経過経過経過したしたしたした後後後後 にににに申告書申告書申告書申告書をををを

提出提出提出提出するするするする場合場合場合場合 にはにはにはには、、、、 ３３３３月以内月以内月以内月以内にににに 提出提出提出提出することができなかったすることができなかったすることができなかったすることができなかった 理理理理

由由由由     

１１１１ １１１１     法附則第法附則第法附則第法附則第 １５１５１５１５ 条条条条の９の２の９の２の９の２の９の２第第第第４４４４項項項項 にににに規定規定規定規定するするするする特定熱損失防止改特定熱損失防止改特定熱損失防止改特定熱損失防止改

修住宅又修住宅又修住宅又修住宅又はははは 同条第同条第同条第同条第５５５５ 項項項項にににに 規定規定規定規定 するするするする 特定熱損失防止改修住宅専有部特定熱損失防止改修住宅専有部特定熱損失防止改修住宅専有部特定熱損失防止改修住宅専有部

分分分分 にににについてついてついてついて 、、、、これらのこれらのこれらのこれらの規定規定規定規定のののの 適用適用適用適用 をををを受受受受 けようとするけようとするけようとするけようとする 者者者者はははは 、、、、法附則法附則法附則法附則

第第第第 １５１５１５１５ 条条条条の９の９の９の９第第第第 ９９９９項項項項 にににに規定規定規定規定するするするする熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事 がががが完了完了完了完了したしたしたした 日日日日

から３から３から３から３ 月以内月以内月以内月以内にににに 、、、、次次次次 にににに掲掲掲掲 げるげるげるげる 事項事項事項事項 をををを記載記載記載記載したしたしたした申告書申告書申告書申告書 にににに施行規則附施行規則附施行規則附施行規則附

則第則第則第則第７７７７ 条第条第条第条第 １２１２１２１２ 項各号項各号項各号項各号にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる書類書類書類書類をををを 添付添付添付添付 してしてしてして 市長市長市長市長 にににに提出提出提出提出しなけしなけしなけしなけ

ればならないればならないればならないればならない。。。。     

（（（（１１１１））））     納税義務者納税義務者納税義務者納税義務者のののの住所住所住所住所、、、、 氏名又氏名又氏名又氏名又 はははは名称及名称及名称及名称及びびびび 個人番号又個人番号又個人番号又個人番号又はははは法人法人法人法人

番号番号番号番号（（（（ 個人番号又個人番号又個人番号又個人番号又はははは 法人番号法人番号法人番号法人番号をををを 有有有有しないしないしないしない者者者者 にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、 住所及住所及住所及住所及
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びびびび氏名又氏名又氏名又氏名又はははは名称名称名称名称））））     

（（（（２２２２））））     家屋家屋家屋家屋のののの 所在所在所在所在、、、、家屋番号家屋番号家屋番号家屋番号、、、、 種類種類種類種類、、、、床面積及床面積及床面積及床面積及びびびび 人人人人 のののの居住居住居住居住のののの用用用用

にににに供供供供するするするする部分部分部分部分のののの床面積床面積床面積床面積     

（（（（３３３３））））     家屋家屋家屋家屋のののの建築年月日及建築年月日及建築年月日及建築年月日及びびびび登記年月日登記年月日登記年月日登記年月日     

（（（（４４４４））））     熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事がががが完了完了完了完了したしたしたした年月日年月日年月日年月日     

（（（（５５５５））））     熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事 にににに要要要要したしたしたした費用及費用及費用及費用及びびびび 令附則第令附則第令附則第令附則第１２１２１２１２条第条第条第条第

３８３８３８３８項項項項にににに規定規定規定規定するするするする補助金等補助金等補助金等補助金等     

（（（（６６６６））））     熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事熱損失防止改修工事 がががが完了完了完了完了 したしたしたした日日日日から３から３から３から３月月月月をををを 経過経過経過経過したしたしたした後後後後

にににに申告書申告書申告書申告書をををを提出提出提出提出するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、３３３３月以内月以内月以内月以内にににに提出提出提出提出することができすることができすることができすることができ

なかったなかったなかったなかった理由理由理由理由     

附則第附則第附則第附則第 １１１１４４４４ 条条条条の３の３の３の３第第第第 ２２２２項中項中項中項中「「「「 申告書申告書申告書申告書」」」」 をををを「「「「 特定配当等申告書特定配当等申告書特定配当等申告書特定配当等申告書 」」」」 にににに

改改改改めめめめ、「、「、「、「提出提出提出提出 したしたしたした 場合場合場合場合」」」」のののの次次次次 にににに「（「（「（「（ 次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる 場合場合場合場合をををを 除除除除くくくく。）」。）」。）」。）」をををを加加加加ええええ、、、、

同項同項同項同項にににに次次次次のののの各号各号各号各号をををを加加加加えるえるえるえる。。。。     

（（（（１１１１））））     第第第第３３３３３３３３条第条第条第条第４４４４項項項項ただしただしただしただし書書書書のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用があるがあるがあるがある場合場合場合場合     

（（（（２２２２））））     第第第第 ３３３３３３３３条第条第条第条第４４４４項第項第項第項第１１１１ 号号号号にににに掲掲掲掲 げるげるげるげる申告書及申告書及申告書及申告書及びびびび同項第同項第同項第同項第２２２２号号号号にににに

掲掲掲掲 げるげるげるげる 申告書申告書申告書申告書 がいずれもがいずれもがいずれもがいずれも 提出提出提出提出されたされたされたされた場合場合場合場合におけるこれらのにおけるこれらのにおけるこれらのにおけるこれらの申告申告申告申告

書書書書 にににに記載記載記載記載されたされたされたされた事項事項事項事項 そのそのそのその 他他他他のののの事情事情事情事情をををを勘案勘案勘案勘案してしてしてして、、、、前項前項前項前項のののの規定規定規定規定をををを 適適適適

用用用用しないことがしないことがしないことがしないことが適当適当適当適当であるとであるとであるとであると市長市長市長市長がががが認認認認めるときめるときめるときめるとき。。。。     

附則第附則第附則第附則第 １１１１８８８８ 条第条第条第条第 １１１１項中項中項中項中「「「「 左欄左欄左欄左欄 にににに掲掲掲掲 げるげるげるげる 」」」」のののの 次次次次にににに 「「「「同条同条同条同条のののの 」」」」をををを加加加加ええええ、、、、

同項同項同項同項のののの 表中表中表中表中 「「「「第第第第 ８２８２８２８２ 条第条第条第条第 ２２２２号号号号 アアアア」」」」をををを「「「「 第第第第２２２２ 号号号号アアアア 」」」」にににに改改改改めめめめ 、、、、同条第同条第同条第同条第 ２２２２

項 中項 中項 中項 中 「「「「 左 欄左 欄左 欄左 欄 にににに 掲掲掲掲 げ るげ るげ るげ る 」」」」 のののの 次次次次 にににに 「「「「 同 条同 条同 条同 条 のののの 」」」」 をををを 加加加加 ええええ 、、、、 同 項同 項同 項同 項 のののの 表 中表 中表 中表 中 「「「「 第第第第     

８２８２８２８２条第条第条第条第２２２２ 号号号号アアアア 」」」」をををを 「「「「第第第第 ２２２２号号号号 アアアア」」」」にににに改改改改 めめめめ、、、、 同条第同条第同条第同条第３３３３項中項中項中項中 「「「「次項次項次項次項」」」」 をををを

「「「「 以下以下以下以下 このこのこのこの 条条条条 （（（（ 第第第第 ５５５５ 項項項項 をををを 除除除除 くくくく 。）」。）」。）」。）」 にににに 改改改改 めめめめ 、「、「、「、「 左欄左欄左欄左欄 にににに 掲掲掲掲 げ るげ るげ るげ る 」」」」 のののの 次次次次 にににに

「「「「 同条同条同条同条 のののの」」」」をををを 加加加加ええええ、、、、 同項同項同項同項 のののの表中表中表中表中 「「「「第第第第８２８２８２８２条第条第条第条第２２２２号号号号 アアアア」」」」をををを 「「「「第第第第 ２２２２号号号号アアアア 」」」」

にににに 改改改改めめめめ 、、、、同条第同条第同条第同条第 ４４４４項中項中項中項中「「「「 左欄左欄左欄左欄 にににに掲掲掲掲げるげるげるげる 」」」」のののの 次次次次にににに 「「「「同条同条同条同条のののの 」」」」をををを 加加加加ええええ 、、、、

同項同項同項同項のののの 表中表中表中表中 「「「「第第第第 ８２８２８２８２ 条第条第条第条第 ２２２２号号号号 アアアア」」」」をををを「「「「 第第第第２２２２ 号号号号アアアア 」」」」にににに改改改改めめめめ 、、、、同条同条同条同条にににに 次次次次

の３の３の３の３項項項項をををを加加加加えるえるえるえる。。。。     

５５５５     法附則第法附則第法附則第法附則第３０３０３０３０条第条第条第条第６６６６ 項第項第項第項第 １１１１号及号及号及号及びびびび 第第第第２２２２ 号号号号にににに 掲掲掲掲げる３げる３げる３げる３ 輪以上輪以上輪以上輪以上のののの 軽軽軽軽
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自動車自動車自動車自動車 にににに対対対対 するするするする 第第第第８２８２８２８２条条条条 のののの規定規定規定規定のののの 適用適用適用適用 についてはについてはについてはについては、、、、 当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車

がががが 平成平成平成平成 ２９２９２９２９ 年年年年４４４４ 月月月月１１１１ 日日日日からからからから平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年 ３３３３月月月月 ３１３１３１３１ 日日日日までのまでのまでのまでの 間間間間にににに 初回初回初回初回

車両番号指定車両番号指定車両番号指定車両番号指定をををを 受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合にはにはにはには平成平成平成平成３０３０３０３０年度分年度分年度分年度分 のののの軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税 にににに 限限限限

りりりり 、、、、当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車がががが 平成平成平成平成 ３０３０３０３０ 年年年年４４４４ 月月月月１１１１ 日日日日からからからから平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年 ３３３３月月月月 ３１３１３１３１

日日日日 までのまでのまでのまでの間間間間 にににに初回車両番号指定初回車両番号指定初回車両番号指定初回車両番号指定をををを 受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合にはにはにはには平成平成平成平成３１３１３１３１年度分年度分年度分年度分

のののの 軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税にににに 限限限限りりりり 、、、、第第第第 ２２２２項項項項 のののの表表表表 のののの左欄左欄左欄左欄にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる同条同条同条同条のののの 規定中同規定中同規定中同規定中同

表表表表 のののの中欄中欄中欄中欄にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる字句字句字句字句はははは 、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ同表同表同表同表のののの 右欄右欄右欄右欄 にににに掲掲掲掲 げるげるげるげる 字句字句字句字句 とすとすとすとす

るるるる。。。。     

６６６６     法附則第法附則第法附則第法附則第３０３０３０３０条第条第条第条第７７７７ 項第項第項第項第 １１１１号及号及号及号及びびびび 第第第第２２２２ 号号号号にににに 掲掲掲掲げる３げる３げる３げる３ 輪以上輪以上輪以上輪以上のののの 軽軽軽軽

自動車自動車自動車自動車 にににに対対対対 するするするする 第第第第８２８２８２８２条条条条 のののの規定規定規定規定のののの 適用適用適用適用 についてはについてはについてはについては、、、、 当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車

がががが 平成平成平成平成 ２９２９２９２９ 年年年年４４４４ 月月月月１１１１ 日日日日からからからから平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年 ３３３３月月月月 ３１３１３１３１ 日日日日までのまでのまでのまでの 間間間間にににに 初回初回初回初回

車両番号指定車両番号指定車両番号指定車両番号指定をををを 受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合にはにはにはには平成平成平成平成３０３０３０３０年度分年度分年度分年度分 のののの軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税 にににに 限限限限

りりりり 、、、、当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車がががが 平成平成平成平成 ３０３０３０３０ 年年年年４４４４ 月月月月１１１１ 日日日日からからからから平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年 ３３３３月月月月 ３１３１３１３１

日日日日 までのまでのまでのまでの間間間間 にににに初回車両番号指定初回車両番号指定初回車両番号指定初回車両番号指定をををを 受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合にはにはにはには平成平成平成平成３１３１３１３１年度分年度分年度分年度分

のののの 軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税にににに 限限限限りりりり 、、、、第第第第 ３３３３項項項項 のののの表表表表 のののの左欄左欄左欄左欄にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる同条同条同条同条のののの 規定中同規定中同規定中同規定中同

表表表表 のののの中欄中欄中欄中欄にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる字句字句字句字句はははは 、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ同表同表同表同表のののの 右欄右欄右欄右欄 にににに掲掲掲掲 げるげるげるげる 字句字句字句字句 とすとすとすとす

るるるる。。。。     

７７７７     法附則第法附則第法附則第法附則第３０３０３０３０条第条第条第条第８８８８ 項第項第項第項第 １１１１号及号及号及号及びびびび 第第第第２２２２ 号号号号にににに 掲掲掲掲げる３げる３げる３げる３ 輪以上輪以上輪以上輪以上のののの 軽軽軽軽

自 動 車自 動 車自 動 車自 動 車 （（（（ 前 項前 項前 項前 項 のののの 規 定規 定規 定規 定 のののの 適 用適 用適 用適 用 をををを 受受受受 け る も の をけ る も の をけ る も の をけ る も の を 除除除除 くくくく 。）。）。）。） にににに 対対対対 す るす るす るす る 第第第第     

８２８２８２８２条条条条 のののの規定規定規定規定のののの 適用適用適用適用 についてはについてはについてはについては、、、、 当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車 がががが平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年 ４４４４ 月月月月

１１１１ 日日日日からからからから平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年 ３３３３月月月月 ３１３１３１３１ 日日日日までのまでのまでのまでの 間間間間にににに 初回車両番号指定初回車両番号指定初回車両番号指定初回車両番号指定 をををを 受受受受

けたけたけたけた場合場合場合場合にはにはにはには平成平成平成平成３０３０３０３０年度分年度分年度分年度分 のののの軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税 にににに限限限限 りりりり、、、、 当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車当該軽自動車

がががが 平成平成平成平成 ３０３０３０３０ 年年年年４４４４ 月月月月１１１１ 日日日日からからからから平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年 ３３３３月月月月 ３１３１３１３１ 日日日日までのまでのまでのまでの 間間間間にににに 初回初回初回初回

車両番号指定車両番号指定車両番号指定車両番号指定をををを 受受受受けたけたけたけた場合場合場合場合にはにはにはには平成平成平成平成３１３１３１３１年度分年度分年度分年度分 のののの軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税 にににに 限限限限

りりりり 、、、、第第第第 ４４４４項項項項 のののの表表表表 のののの左欄左欄左欄左欄にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる同条同条同条同条のののの 規定中同表規定中同表規定中同表規定中同表のののの 中欄中欄中欄中欄 にににに掲掲掲掲 げるげるげるげる

字句字句字句字句はははは、、、、それぞれそれぞれそれぞれそれぞれ同表同表同表同表のののの右欄右欄右欄右欄にににに掲掲掲掲げるげるげるげる字句字句字句字句とするとするとするとする。。。。     

附則第附則第附則第附則第１１１１８８８８条条条条のののの次次次次にににに次次次次の１の１の１の１条条条条をををを加加加加えるえるえるえる。。。。     

（（（（軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税のののの賦課徴収賦課徴収賦課徴収賦課徴収のののの特例特例特例特例））））     
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第第第第 １１１１８８８８ 条条条条の２の２の２の２     市長市長市長市長 はははは、、、、 軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税のののの 賦課徴収賦課徴収賦課徴収賦課徴収 にににに関関関関しししし、、、、 ３３３３輪以上輪以上輪以上輪以上 のののの

軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車がががが 前条第前条第前条第前条第２２２２ 項項項項からからからから第第第第 ７７７７項項項項 までのまでのまでのまでの規定規定規定規定のののの 適用適用適用適用 をををを受受受受 ける３ける３ける３ける３ 輪輪輪輪

以上以上以上以上のののの 軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車 にににに該当該当該当該当するかどうかのするかどうかのするかどうかのするかどうかの 判断判断判断判断 をするときはをするときはをするときはをするときは 、、、、国土交国土交国土交国土交

通大臣通大臣通大臣通大臣 のののの認定等認定等認定等認定等 （（（（法附則第法附則第法附則第法附則第３０３０３０３０条条条条 の２の２の２の２ 第第第第１１１１ 項項項項にににに 規定規定規定規定 するするするする 国土交通国土交通国土交通国土交通

大 臣大 臣大 臣大 臣 のののの 認定 等認定 等認定 等認定 等 をいうをいうをいうをいう 。。。。 次 項次 項次 項次 項 に お いてに お いてに お いてに お いて 同同同同 じじじじ 。）。）。）。） にににに 基基基基 づ きづ きづ きづ き 当 該 判 断当 該 判 断当 該 判 断当 該 判 断 をををを

するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。     

２２２２     市長市長市長市長はははは 、、、、納付納付納付納付すべきすべきすべきすべき 軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税のののの 額額額額についてについてについてについて不足額不足額不足額不足額 があることがあることがあることがあること

をををを 第第第第８３８３８３８３条第条第条第条第２２２２ 項項項項のののの 納期限納期限納期限納期限（（（（ 納期限納期限納期限納期限のののの 延長延長延長延長 があったときはがあったときはがあったときはがあったときは、、、、 そのそのそのその

延長延長延長延長されたされたされたされた 納期限納期限納期限納期限）））） 後後後後においてにおいてにおいてにおいて知知知知 ったったったった 場合場合場合場合 においてにおいてにおいてにおいて 、、、、当該事実当該事実当該事実当該事実 がががが

生生生生 じたじたじたじた 原因原因原因原因 がががが、、、、 国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣 のののの認定等認定等認定等認定等 のののの申請申請申請申請をしたをしたをしたをした 者者者者がががが 偽偽偽偽りそのりそのりそのりその

他不正他不正他不正他不正 のののの手段手段手段手段（（（（ 当該申請当該申請当該申請当該申請 をしたをしたをしたをした者者者者 にににに当該申請当該申請当該申請当該申請にににに 必要必要必要必要 なななな情報情報情報情報をををを 直接直接直接直接

又又又又 はははは 間 接間 接間 接間 接 にににに 提 供提 供提 供提 供 したしたしたした 者者者者 のののの 偽偽偽偽 り そ のり そ のり そ のり そ の 他不 正他不 正他不 正他不 正 のののの 手段手段手段手段 をををを 含含含含 むむむむ 。）。）。）。） に よ りに よ りに よ りに よ り

国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣のののの 認定等認定等認定等認定等をををを 受受受受けたことをけたことをけたことをけたことを 事由事由事由事由 としてとしてとしてとして国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣国土交通大臣 がががが

当該国土交通大臣当該国土交通大臣当該国土交通大臣当該国土交通大臣のののの 認定等認定等認定等認定等をををを 取取取取りりりり 消消消消したことによるものであるとしたことによるものであるとしたことによるものであるとしたことによるものであると

きはきはきはきは、、、、 当該申請当該申請当該申請当該申請 をしたをしたをしたをした者又者又者又者又はそのはそのはそのはその 一般承継人一般承継人一般承継人一般承継人をををを 賦課賦課賦課賦課 期日現在期日現在期日現在期日現在 におにおにおにお

けるけるけるける当該不足額当該不足額当該不足額当該不足額 にににに係係係係 る３る３る３る３ 輪以上輪以上輪以上輪以上のののの 軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車 のののの所有者所有者所有者所有者 とみなしてとみなしてとみなしてとみなして 、、、、

軽 自 動車 税軽 自 動車 税軽 自 動車 税軽 自 動車 税 にににに 関関関関 するするするする 規 定規 定規 定規 定 （（（（ 第第第第 ８ ７８ ７８ ７８ ７ 条及条及条及条及 びびびび 第第第第 ８ ８８ ８８ ８８ ８ 条条条条 のののの 規定規定規定規定 をををを 除除除除 くくくく 。）。）。）。）

をををを適用適用適用適用するするするする。。。。     

３３３３     前項前項前項前項のののの 規定規定規定規定 のののの適用適用適用適用があるがあるがあるがある 場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける 納付納付納付納付 すべきすべきすべきすべき軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税 のののの

額額額額 はははは、、、、 同項同項同項同項 のののの不足額不足額不足額不足額 にににに、、、、 これにこれにこれにこれに１００１００１００１００ 分分分分のののの １０１０１０１０ のののの割合割合割合割合をををを 乗乗乗乗じてじてじてじて 計計計計

算算算算したしたしたした金額金額金額金額をををを加算加算加算加算したしたしたした金額金額金額金額とするとするとするとする。。。。     

４４４４     第第第第 ２２２２項項項項 のののの規定規定規定規定のののの 適用適用適用適用 があるがあるがあるがある場合場合場合場合におけるにおけるにおけるにおける第第第第 １９１９１９１９条条条条のののの 規定規定規定規定 のののの適用適用適用適用

に つ い てはに つ い てはに つ い てはに つ い ては 、、、、 同条中同条中同条中同条中 「「「「 納 期限納 期限納 期限納 期限 （ 」（ 」（ 」（ 」 とあ る の はとあ る の はとあ る の はとあ る の は 、「、「、「、「 納 期限納 期限納 期限納 期限 （（（（ 附 則第附 則第附 則第附 則第

１１１１ ８８８８条条条条 の２の２の２の２ 第第第第２２２２ 項項項項のののの 規定規定規定規定 のののの適用適用適用適用がないものとしたがないものとしたがないものとしたがないものとした場合場合場合場合のののの 当該当該当該当該 ３３３３ 輪輪輪輪

以上以上以上以上のののの 軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車 のののの所有者所有者所有者所有者 についてのについてのについてのについての軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車税税税税 のののの納期限納期限納期限納期限 としとしとしとし 、、、、 当当当当

該該該該」」」」とするとするとするとする。。。。     

附則第附則第附則第附則第 １１１１９９９９ 条条条条の２の２の２の２第第第第 １１１１項中項中項中項中「「「「 平成平成平成平成 ２９２９２９２９ 年度年度年度年度 」」」」をををを 「「「「平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度 」」」」

にににに 、「、「、「、「附則第附則第附則第附則第３４３４３４３４条条条条 の２の２の２の２ 第第第第４４４４項項項項 」」」」をををを「「「「 附則第附則第附則第附則第３４３４３４３４ 条条条条の２の２の２の２ 第第第第１１１１ 項項項項」」」」にににに 、、、、
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「「「「 除除除除 くくくく 。。。。 以下以下以下以下 このこのこのこの 条条条条 」」」」 をををを 「「「「 除除除除 くくくく 。。。。 次項次項次項次項 」」」」 にににに 、「、「、「、「 同項同項同項同項 のののの 」」」」 をををを 「「「「 前 条第前 条第前 条第前 条第

１１１１ 項項項項 のののの 」」」」 にににに 、「、「、「、「 当該 各 号当該 各 号当該 各 号当該 各 号 」」」」 をををを 「 、「 、「 、「 、 当該 各 号当該 各 号当該 各 号当該 各 号 」」」」 にににに 改改改改 めめめめ 、、、、 同 条 第同 条 第同 条 第同 条 第 ２２２２ 項中項中項中項中

「「「「 平 成平 成平 成平 成 ２ ９２ ９２ ９２ ９ 年 度年 度年 度年 度 」」」」 をををを 「「「「 平成平成平成平成 ３２３２３２３２ 年度年度年度年度 」」」」 にににに 、「、「、「、「 譲 渡譲 渡譲 渡譲 渡 し たし たし たし た 」」」」 をををを 「「「「 譲 渡譲 渡譲 渡譲 渡 をををを

し たし たし たし た 」」」」 にににに 、「、「、「、「 附 則 第附 則 第附 則 第附 則 第 ３ ４３ ４３ ４３ ４ 条条条条 の ２の ２の ２の ２ 第第第第 ９９９９ 項項項項 」」」」 をををを 「「「「 附 則 第附 則 第附 則 第附 則 第 ３ ４３ ４３ ４３ ４ 条条条条 の ２の ２の ２の ２ 第第第第    

１０１０１０１０項項項項」」」」にににに、「、「、「、「場合場合場合場合においてはにおいてはにおいてはにおいては」」」」をををを「「「「ときはときはときはときは」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。     

附則第附則第附則第附則第 ２０２０２０２０ 条条条条の５の５の５の５第第第第 ４４４４項中項中項中項中「「「「 第第第第３６３６３６３６条条条条 の２の２の２の２ 第第第第１１１１ 項項項項のののの 規定規定規定規定 によるによるによるによる 申申申申

告書告書告書告書（（（（ そそそそのののの 提出期限提出期限提出期限提出期限 までにまでにまでにまでに提出提出提出提出されたものされたものされたものされたもの 及及及及びそのびそのびそのびその提出期限後提出期限後提出期限後提出期限後におにおにおにお

い てい てい てい て 」」」」 をををを 「「「「 特 例適用 配 当等 申告 書特 例適用 配 当等 申告 書特 例適用 配 当等 申告 書特 例適用 配 当等 申告 書 （」（」（」（」 にににに 、「、「、「、「 も のにも のにも のにも のに 限限限限 りりりり 、、、、 そのそのそのその 時時時時 まままま

でにでにでにでに提出提出提出提出されたされたされたされた 第第第第３６３６３６３６条条条条 の３の３の３の３ 第第第第１１１１項項項項にににに 規定規定規定規定 するするするする 確定申告書確定申告書確定申告書確定申告書をををを 含含含含むむむむ 」」」」

をををを 「「「「 次次次次 にににに 掲掲掲掲 げ るげ るげ るげ る 申告 書申告 書申告 書申告 書 をい うをい うをい うをい う 。。。。 以下以下以下以下 こ のこ のこ のこ の 項項項項 に おい てに おい てに おい てに おい て 同同同同 じじじじ 」」」」 にににに 、「、「、「、「 ここここ

れらのれらのれらのれらの 申告書申告書申告書申告書」」」」 をををを「「「「 特例適用配当等申告書特例適用配当等申告書特例適用配当等申告書特例適用配当等申告書 」」」」にににに 改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項にににに 次次次次のたのたのたのた

だしだしだしだし書書書書をををを加加加加えるえるえるえる。。。。     

ただしただしただしただし 、、、、 第第第第 １１１１ 号号号号 にににに 掲掲掲掲 げるげるげるげる 申告書及申告書及申告書及申告書及 びびびび 第第第第 ２２２２ 号号号号 にににに 掲掲掲掲 げるげるげるげる 申告書申告書申告書申告書 がいがいがいがい

ずれもずれもずれもずれも 提出提出提出提出 されたされたされたされた 場合場合場合場合 におけるこれらのにおけるこれらのにおけるこれらのにおけるこれらの 申告書申告書申告書申告書 にににに 記載記載記載記載 されたされたされたされた 事項事項事項事項

そのそのそのその 他他他他 のののの 事情事情事情事情 をををを 勘案勘案勘案勘案 してしてしてして 、、、、 同項後段同項後段同項後段同項後段 のののの 規定規定規定規定 をををを 適用適用適用適用 しないことがしないことがしないことがしないことが適適適適

当当当当であるとであるとであるとであると市長市長市長市長がががが認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、このこのこのこの限限限限りでないりでないりでないりでない。。。。     

（（（（１１１１））））     第第第第３６３６３６３６条条条条の２の２の２の２第第第第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申告書申告書申告書申告書     

（（（（２２２２））））     第第第第 ３６３６３６３６条条条条 の３の３の３の３第第第第１１１１項項項項 にににに規定規定規定規定 するするするする確定申告書確定申告書確定申告書確定申告書（（（（ 同項同項同項同項のののの規定規定規定規定

によりによりによりにより 前号前号前号前号にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる 申告書申告書申告書申告書がががが提出提出提出提出されたものとみなされるされたものとみなされるされたものとみなされるされたものとみなされる場合場合場合場合

におけるにおけるにおけるにおける当該確定申告書当該確定申告書当該確定申告書当該確定申告書にににに限限限限るるるる。）。）。）。）     

附則第附則第附則第附則第 ２０２０２０２０ 条条条条の６の６の６の６第第第第 ４４４４項中項中項中項中「「「「 第第第第３６３６３６３６条条条条 の２の２の２の２ 第第第第１１１１ 項項項項のののの 規定規定規定規定 によるによるによるによる 申申申申

告書告書告書告書（（（（ そのそのそのその提出期限後提出期限後提出期限後提出期限後においてにおいてにおいてにおいて 」」」」をををを「「「「 条約適用配当等申告書条約適用配当等申告書条約適用配当等申告書条約適用配当等申告書 （」（」（」（」にににに 、、、、

「「「「 ものものものもの 及及及及びそのびそのびそのびその 時時時時までにまでにまでにまでに 提出提出提出提出 されたされたされたされた第第第第 ３６３６３６３６ 条条条条の３の３の３の３第第第第１１１１項項項項 のののの確定申告確定申告確定申告確定申告

書書書書 をををを含含含含 むむむむ」」」」をををを 「「「「次次次次にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる申告書申告書申告書申告書をいうをいうをいうをいう。。。。 以下以下以下以下このこのこのこの項項項項においてにおいてにおいてにおいて同同同同じじじじ 」」」」

にににに 、「、「、「、「 これ らのこれ らのこれ らのこれ らの 申告 書申告 書申告 書申告 書 」」」」 をををを 「「「「 条 約適用 配 当等 申告 書条 約適用 配 当等 申告 書条 約適用 配 当等 申告 書条 約適用 配 当等 申告 書 」」」」 にににに 改改改改 めめめめ 、、、、 同項同項同項同項

にににに次次次次のただしのただしのただしのただし書書書書をををを加加加加えるえるえるえる。。。。     

ただしただしただしただし 、、、、 第第第第 １１１１ 号号号号 にににに 掲掲掲掲 げるげるげるげる 申告書及申告書及申告書及申告書及 びびびび 第第第第 ２２２２ 号号号号 にににに 掲掲掲掲 げるげるげるげる 申告書申告書申告書申告書 がいがいがいがい

ずれもずれもずれもずれも 提出提出提出提出 されたされたされたされた 場合場合場合場合 におけるこれらのにおけるこれらのにおけるこれらのにおけるこれらの 申告書申告書申告書申告書 にににに 記載記載記載記載 されたされたされたされた 事項事項事項事項
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そのそのそのその 他他他他 のののの 事情事情事情事情 をををを 勘案勘案勘案勘案 してしてしてして 、、、、 同項後段同項後段同項後段同項後段 のののの 規定規定規定規定 をををを 適用適用適用適用 しないことがしないことがしないことがしないことが適適適適

当当当当であるとであるとであるとであると市長市長市長市長がががが認認認認めるときはめるときはめるときはめるときは、、、、このこのこのこの限限限限りでないりでないりでないりでない。。。。     

（（（（１１１１））））     第第第第３６３６３６３６条条条条の２の２の２の２第第第第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申告書申告書申告書申告書     

（（（（２２２２））））     第第第第３６３６３６３６ 条条条条 の３の３の３の３第第第第１１１１項項項項にににに規定規定規定規定 するするするする確定申告書確定申告書確定申告書確定申告書 （（（（ 同項同項同項同項のののの規定規定規定規定

によりによりによりにより 前号前号前号前号にににに 掲掲掲掲げるげるげるげる 申告書申告書申告書申告書がががが提出提出提出提出されたものとみなされるされたものとみなされるされたものとみなされるされたものとみなされる場合場合場合場合

におけるにおけるにおけるにおける当該確定申告書当該確定申告書当該確定申告書当該確定申告書にににに限限限限るるるる。）。）。）。）     

附則第附則第附則第附則第 ２０２０２０２０ 条条条条の６の６の６の６第第第第 ６６６６項中項中項中項中「「「「 第第第第３６３６３６３６条条条条 の２の２の２の２ 第第第第１１１１ 項項項項のののの 規定規定規定規定 によるによるによるによる 申申申申

告書告書告書告書（（（（ そのそのそのその 提出期限後提出期限後提出期限後提出期限後においてにおいてにおいてにおいて市民税市民税市民税市民税 のののの納税通知書納税通知書納税通知書納税通知書がががが送達送達送達送達されるされるされるされる 時時時時

までにまでにまでにまでに 提出提出提出提出 されたものされたものされたものされたもの及及及及 びそのびそのびそのびその時時時時までにまでにまでにまでに提出提出提出提出されたされたされたされた第第第第３６３６３６３６条条条条 の３の３の３の３ 第第第第

１１１１ 項項項項のののの 確定申告書確定申告書確定申告書確定申告書をををを 含含含含むむむむ 。）」。）」。）」。）」 をををを「「「「 同条第同条第同条第同条第４４４４ 項項項項にににに規定規定規定規定するするするする 条約適用配条約適用配条約適用配条約適用配

当 等 申告 書当 等 申告 書当 等 申告 書当 等 申告 書 」」」」 にににに 、「、「、「、「 こ れら のこ れら のこ れら のこ れら の 申 告書申 告書申 告書申 告書 」」」」 をををを 「「「「 条 約適 用配当 等 申告 書条 約適 用配当 等 申告 書条 約適 用配当 等 申告 書条 約適 用配当 等 申告 書 」」」」

にににに改改改改めるめるめるめる。。。。     

第第第第 ２２２２ 条条条条     羽 生 市 税 条 例 等羽 生 市 税 条 例 等羽 生 市 税 条 例 等羽 生 市 税 条 例 等 のののの 一 部一 部一 部一 部 をををを 改 正改 正改 正改 正 す るす るす るす る 条 例条 例条 例条 例 （（（（ 平 成平 成平 成平 成 ２ ８２ ８２ ８２ ８ 年 条 例 第年 条 例 第年 条 例 第年 条 例 第     

２９２９２９２９号号号号））））のののの一部一部一部一部をををを次次次次のようにのようにのようにのように改正改正改正改正するするするする ｡｡｡｡     

    第第第第１１１１ 条条条条のうちのうちのうちのうち 附則第附則第附則第附則第１８１８１８１８条条条条 のののの改正規定中改正規定中改正規定中改正規定中 「「「「附則第附則第附則第附則第１８１８１８１８ 条第条第条第条第 １１１１項中項中項中項中

「「「「 規定規定規定規定 するするするする 」」」」をををを 「「「「掲掲掲掲 げるげるげるげる 」」」」にににに 改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第 ２２２２項項項項 」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第 １８１８１８１８ 条条条条

第第第第２２２２項項項項」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。     

附附附附     則則則則     

（（（（施行期日施行期日施行期日施行期日））））     

第第第第１１１１条条条条     このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。ただしただしただしただし、、、、次次次次

のののの各号各号各号各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる規定規定規定規定はははは、、、、当該各号当該各号当該各号当該各号にににに定定定定めるめるめるめる日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。     

（（（（ １１１１））））     第第第第 １１１１条中附則第条中附則第条中附則第条中附則第 ６６６６条条条条 の３の２の３の２の３の２の３の２ 第第第第１１１１ 項項項項のののの 改正規定及改正規定及改正規定及改正規定及びびびび 第第第第２２２２ 条条条条

のののの規定規定規定規定     公布公布公布公布のののの日日日日     

（（（（ ２２２２））））     第第第第 １１１１条中附則第条中附則第条中附則第条中附則第 １１１１３３３３ 条条条条の２の２の２の２第第第第 １８１８１８１８ 項項項項をををを 同条第同条第同条第同条第１６１６１６１６項項項項 としとしとしとし 、、、、

同項同項同項同項のののの 次次次次に２に２に２に２項項項項 をををを加加加加 えるえるえるえる 改正規定改正規定改正規定改正規定 （（（（同条第同条第同条第同条第 １８１８１８１８ 項項項項にににに 係係係係るるるる 部分部分部分部分 にににに 限限限限

るるるる 。）。）。）。）     都市 緑 地法 等都市 緑 地法 等都市 緑 地法 等都市 緑 地法 等 のののの 一部一部一部一部 をををを 改正改正改正改正 す るす るす るす る 法 律法 律法 律法 律 （（（（ 平 成平 成平 成平 成 ２９２９２９２９ 年 法 律第年 法 律第年 法 律第年 法 律第     

２６２６２６２６号号号号））））のののの施行施行施行施行のののの日日日日     

（（（（市民税市民税市民税市民税にににに関関関関するするするする経過措置経過措置経過措置経過措置））））     
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第第第第２２２２条条条条     別段別段別段別段のののの定定定定めがあるものをめがあるものをめがあるものをめがあるものを除除除除きききき、、、、このこのこのこの条例条例条例条例によるによるによるによる改正後改正後改正後改正後のののの羽生羽生羽生羽生

市税条例市税条例市税条例市税条例 （（（（ 以下以下以下以下 「「「「 新条例新条例新条例新条例 」」」」 というというというという 。）。）。）。） のののの 規定中個人規定中個人規定中個人規定中個人 のののの 市民税市民税市民税市民税 にににに 関関関関 すすすす

るるるる部分部分部分部分はははは、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度以後年度以後年度以後年度以後のののの年度分年度分年度分年度分のののの個人個人個人個人のののの市民税市民税市民税市民税についてについてについてについて適用適用適用適用

しししし、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度分年度分年度分年度分までのまでのまでのまでの個人個人個人個人のののの市民税市民税市民税市民税についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの例例例例

によるによるによるによる。。。。     

２２２２     新条例第新条例第新条例第新条例第４８４８４８４８条第条第条第条第３３３３項及項及項及項及びびびび第第第第５５５５項並項並項並項並びにびにびにびに第第第第５０５０５０５０条第条第条第条第２２２２項及項及項及項及びびびび第第第第４４４４

項項項項のののの規定規定規定規定はははは、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年１１１１月月月月１１１１日以後日以後日以後日以後にににに新条例第新条例第新条例第新条例第４８４８４８４８条第条第条第条第３３３３項又項又項又項又はははは

第第第第５０５０５０５０条第条第条第条第２２２２項項項項にににに規定規定規定規定するするするする納期限納期限納期限納期限がががが到来到来到来到来するするするする法人法人法人法人のののの市民税市民税市民税市民税にににに係係係係るるるる延延延延

滞金滞金滞金滞金についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。     

（（（（固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税にににに関関関関するするするする経過措置経過措置経過措置経過措置））））     

第第第第３３３３条条条条     別段別段別段別段のののの定定定定めがあるものをめがあるものをめがあるものをめがあるものを除除除除きききき、、、、新条例新条例新条例新条例のののの規定中固定資産税規定中固定資産税規定中固定資産税規定中固定資産税にににに

関関関関するするするする部分部分部分部分はははは、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度以後年度以後年度以後年度以後のののの年度分年度分年度分年度分のののの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてについてについてについて適適適適

用用用用しししし、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度分年度分年度分年度分までのまでのまでのまでの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの例例例例

によるによるによるによる。。。。     

２２２２     新条例第新条例第新条例第新条例第６１６１６１６１条第条第条第条第８８８８項及項及項及項及びびびび附則第附則第附則第附則第１１１１３３３３条条条条（（（（地方税法及地方税法及地方税法及地方税法及びびびび航空機燃航空機燃航空機燃航空機燃

料譲与税法料譲与税法料譲与税法料譲与税法のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律（（（（平成平成平成平成２９２９２９２９年法律第年法律第年法律第年法律第２２２２号号号号。。。。第第第第４４４４項項項項

及及及及 びびびび 次条第次条第次条第次条第 ２２２２ 項項項項 に おいてに おいてに おいてに おいて 「「「「 改正法改正法改正法改正法 」」」」 というというというという 。）。）。）。） によるによるによるによる 改正後改正後改正後改正後 のののの 地方地方地方地方

税法税法税法税法（（（（昭和昭和昭和昭和２５２５２５２５年法律第年法律第年法律第年法律第２２６２２６２２６２２６号号号号。。。。以下以下以下以下このこのこのこの項項項項においてにおいてにおいてにおいて「「「「新法新法新法新法」」」」とととと

い うい うい うい う 。）。）。）。） 第第第第 ３ ４ ９３ ４ ９３ ４ ９３ ４ ９ 条条条条 の ３ の ４ にの ３ の ４ にの ３ の ４ にの ３ の ４ に 係係係係 るるるる 部 分部 分部 分部 分 にににに 限限限限 るるるる 。）。）。）。） のののの 規 定規 定規 定規 定 はははは 、、、、 平 成平 成平 成平 成     

２８２８２８２８年年年年４４４４月月月月１１１１日以後日以後日以後日以後にににに発生発生発生発生したしたしたした新法第新法第新法第新法第３４９３４９３４９３４９条条条条の３の３の３の３の３の３の３の３第第第第１１１１項項項項にににに規規規規

定定定定 するするするする 震災等震災等震災等震災等 （（（（ 第第第第 ４４４４ 項項項項 においてにおいてにおいてにおいて 「「「「 震 災等震 災等震 災等震 災等 」」」」 というというというという 。）。）。）。） にににに 係係係係 るるるる 新法第新法第新法第新法第

３４９３４９３４９３４９条条条条の３の４にの３の４にの３の４にの３の４に規定規定規定規定するするするする償却資産償却資産償却資産償却資産にににに対対対対してしてしてして課課課課するするするする平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度

以後以後以後以後のののの年度分年度分年度分年度分のののの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてについてについてについて適用適用適用適用するするするする。。。。     

３３３３     新条例第新条例第新条例第新条例第６１６１６１６１条条条条の２のの２のの２のの２の規定規定規定規定はははは、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年度以後年度以後年度以後年度以後のののの年度分年度分年度分年度分のののの固定固定固定固定

資産税資産税資産税資産税についてについてについてについて適用適用適用適用しししし、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度分年度分年度分年度分までのまでのまでのまでの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてについてについてについて

はははは、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの例例例例によるによるによるによる。。。。     

４４４４     新条例第新条例第新条例第新条例第６３６３６３６３条条条条の３の３の３の３第第第第２２２２項及項及項及項及びびびび第第第第７４７４７４７４条条条条の２のの２のの２のの２の規定規定規定規定はははは、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８

年年年年４４４４月月月月１１１１日以後日以後日以後日以後にににに発生発生発生発生したしたしたした震災等震災等震災等震災等によりによりによりにより滅失滅失滅失滅失しししし、、、、又又又又はははは損壊損壊損壊損壊したしたしたした家屋家屋家屋家屋
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のののの敷地敷地敷地敷地のののの用用用用にににに供供供供されていたされていたされていたされていた土地土地土地土地にににに対対対対してしてしてして課課課課するするするする平成平成平成平成２９２９２９２９年度以後年度以後年度以後年度以後のののの

年度分年度分年度分年度分のののの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてについてについてについて適用適用適用適用しししし、、、、同日前同日前同日前同日前にににに発生発生発生発生したしたしたした改正法改正法改正法改正法によによによによ

るるるる 改 正 前改 正 前改 正 前改 正 前 のののの 地 方 税 法地 方 税 法地 方 税 法地 方 税 法 （（（（ 以 下以 下以 下以 下 こ のこ のこ のこ の 条条条条 に お い てに お い てに お い てに お い て 「「「「 旧 法旧 法旧 法旧 法 」」」」 と い うと い うと い うと い う 。）。）。）。） 第第第第    

３４９３４９３４９３４９条条条条の３の３の３の３の３の３の３の３第第第第１１１１項項項項にににに規定規定規定規定するするするする震災等震災等震災等震災等によりによりによりにより滅失滅失滅失滅失しししし、、、、又又又又はははは損壊損壊損壊損壊

したしたしたした家屋家屋家屋家屋のののの敷地敷地敷地敷地のののの用用用用にににに供供供供されていたされていたされていたされていた土地土地土地土地にににに対対対対してしてしてして課課課課するするするする固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税

についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの例例例例によるによるによるによる。。。。     

５５５５     平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに締結締結締結締結ささささ

れたれたれたれた旧法附則第旧法附則第旧法附則第旧法附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３６３６３６３６項項項項にににに規定規定規定規定するするするする管管管管理協定理協定理協定理協定にににに係係係係るるるる同項同項同項同項にににに規規規規

定定定定するするするする協定倉庫協定倉庫協定倉庫協定倉庫にににに対対対対してしてしてして課課課課するするするする固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの

例例例例によるによるによるによる。。。。     

６６６６     平成平成平成平成２６２６２６２６年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに新新新新たにたにたにたに

取得取得取得取得されたされたされたされた旧法附則第旧法附則第旧法附則第旧法附則第１５１５１５１５条第条第条第条第４０４０４０４０項項項項にににに規定規定規定規定するするするする機器機器機器機器にににに対対対対してしてしてして課課課課すすすす

るるるる固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの例例例例によるによるによるによる。。。。     

（（（（軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税にににに関関関関するするするする経過措置経過措置経過措置経過措置））））     

第第第第４４４４条条条条     別段別段別段別段のののの定定定定めがあるものをめがあるものをめがあるものをめがあるものを除除除除きききき、、、、新条例新条例新条例新条例のののの規定中軽自動車税規定中軽自動車税規定中軽自動車税規定中軽自動車税にににに

関関関関するするするする部分部分部分部分はははは、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度以後年度以後年度以後年度以後のののの年度分年度分年度分年度分のののの軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税についてについてについてについて適適適適

用用用用しししし、、、、平成平成平成平成２８２８２８２８年度分年度分年度分年度分までのまでのまでのまでの軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの例例例例

によるによるによるによる。。。。     

２２２２     市長市長市長市長はははは、、、、納付納付納付納付すべきすべきすべきすべき軽自動軽自動軽自動軽自動車税車税車税車税（（（（平成平成平成平成２８２８２８２８年度以前年度以前年度以前年度以前のののの年度分年度分年度分年度分のものものものも

のにのにのにのに 限限限限 るるるる 。）。）。）。） のののの 額額額額 についてについてについてについて 不足額不足額不足額不足額 が あることをが あることをが あることをが あることを 羽生市 税条例第羽生市 税条例第羽生市 税条例第羽生市 税条例第 ８３８３８３８３

条第条第条第条第２２２２項項項項のののの納期限納期限納期限納期限（（（（納期限納期限納期限納期限のののの延長延長延長延長があったときはがあったときはがあったときはがあったときは、、、、そのそのそのその延長延長延長延長されたされたされたされた

納期限納期限納期限納期限））））後後後後においてにおいてにおいてにおいて知知知知ったったったった場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、当該事実当該事実当該事実当該事実がががが生生生生じたじたじたじた原因原因原因原因がががが

当該不足額当該不足額当該不足額当該不足額にににに係係係係る３る３る３る３輪以上輪以上輪以上輪以上のののの軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車のののの所有者以外所有者以外所有者以外所有者以外のののの者者者者（（（（以下以下以下以下このこのこのこの

条条条条 においてにおいてにおいてにおいて 「「「「 第三 者第三 者第三 者第三 者 」」」」 というというというという 。）。）。）。） にあるときはにあるときはにあるときはにあるときは 、、、、 地方 税法第地方 税法第地方 税法第地方 税法第 １３１３１３１３ 条条条条

第第第第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる告知告知告知告知をするをするをするをする前前前前にににに、、、、当該第三者当該第三者当該第三者当該第三者（（（（当該第三者当該第三者当該第三者当該第三者とととと改改改改

正法附則第正法附則第正法附則第正法附則第１８１８１８１８条第条第条第条第２２２２項項項項にににに規定規定規定規定するするするする特別特別特別特別のののの関係関係関係関係のあるのあるのあるのある者者者者をををを含含含含むむむむ。。。。以以以以

下下下下 このこのこのこの 条条条条 においてにおいてにおいてにおいて 同同同同 じじじじ 。）。）。）。） にににに 対対対対 しししし 、、、、 当該不足額当該不足額当該不足額当該不足額 にににに 係係係係 るるるる 軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税 のののの

納付納付納付納付をををを申申申申しししし出出出出るるるる機会機会機会機会をををを与与与与えることができるものとしえることができるものとしえることができるものとしえることができるものとし、、、、当該申出当該申出当該申出当該申出のののの機機機機
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会会会会をををを与与与与えられたえられたえられたえられた第三者第三者第三者第三者がががが当該申出当該申出当該申出当該申出をしたときはをしたときはをしたときはをしたときは、、、、当該第三者当該第三者当該第三者当該第三者をををを賦課賦課賦課賦課

期日現在期日現在期日現在期日現在におけるにおけるにおけるにおける当該不足額当該不足額当該不足額当該不足額にににに係係係係る３る３る３る３輪以上輪以上輪以上輪以上のののの軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車のののの所有者所有者所有者所有者とととと

みなしてみなしてみなしてみなして、、、、軽自動車税軽自動車税軽自動車税軽自動車税にににに関関関関するするするする規定規定規定規定（（（（羽生市税条例第羽生市税条例第羽生市税条例第羽生市税条例第８７８７８７８７条及条及条及条及びびびび第第第第

８８８８８８８８条条条条のののの規定規定規定規定をををを除除除除くくくく。）。）。）。）をををを適用適用適用適用するするするする。。。。     

３３３３     前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる申出申出申出申出をしたをしたをしたをした第三者第三者第三者第三者はははは、、、、当該申出当該申出当該申出当該申出をををを撤回撤回撤回撤回することすることすることすること

ができないができないができないができない。。。。     

    （（（（羽生市税条例羽生市税条例羽生市税条例羽生市税条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例のののの一部改正一部改正一部改正一部改正））））     

第第第第５５５５条条条条     羽生市税条例羽生市税条例羽生市税条例羽生市税条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例（（（（平成平成平成平成２６２６２６２６年条例第年条例第年条例第年条例第１４１４１４１４

号号号号））））のののの一部一部一部一部をををを次次次次のようにのようにのようにのように改正改正改正改正するするするする。。。。     

附則第附則第附則第附則第 ６６６６ 条条条条 のののの 表新条例附則第表新条例附則第表新条例附則第表新条例附則第 １８１８１８１８ 条第条第条第条第 １１１１ 項項項項 のののの 表第表第表第表第 ８２８２８２８２ 条第条第条第条第 ２２２２ 号号号号 アアアア

のののの 項項項項のののの 項項項項のののの 左欄及左欄及左欄及左欄及びびびび 中欄中中欄中中欄中中欄中「「「「 第第第第８２８２８２８２条第条第条第条第２２２２ 号号号号アアアア 」」」」をををを「「「「第第第第 ２２２２号号号号 アアアア」」」」 にににに

改改改改めるめるめるめる。。。。     

    


