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令和３年議案第３８号

江南市市税条例の一部改正について

江南市市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるものとする。

令和３年４月７日提出

江南市長

澤田

和延

提案理由
この案を提出するのは、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、
土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置の継続等について、所要の整備
を図る必要があるからであります。
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江南市市税条例の一部を改正する条例（案）

江南市市税条例（昭和３０年条例第４号）の一部を次のように改正する。

附則第９条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令
和５年度まで」に改め、同条第８号中「附則第１９条の３第４項」を「附則第１９条
の３第５項」に改める。
附則第９条の２の見出し中「令和元年度又は令和２年度」を「令和４年度又は令和
５年度」に改め、同条第１項中「令和元年度分又は令和２年度分」を「令和４年度分
又は令和５年度分」に改め、同条第２項中「令和元年度適用土地又は令和元年度類似
適用土地」を「令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用土地」に、「令和２年度
分」を「令和５年度分」に改める。
附則第１０条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から
令和５年度まで」に改め、同条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令
和３年度から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の固
定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え、同条第２項及
び第３項中「平成３０年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令
和５年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「平成３０年度から令和２年度まで」
を「令和３年度から令和５年度まで」に改める。
附則第１０条の３中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和
５年度まで」に改める。
附則第１１条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から
令和５年度まで」に改め、同条中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年
度から令和５年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この条
において同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の固定
資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加える。
附則第１１条の２第１項中「附則第１１条」を「前条」に、「場合の」を「場合に
おける」に改め、同条に次の１項を加える。
４

令和２年度分の固定資産税について江南市市税条例の一部を改正する条例（令和
３年条例第

号）による改正前の江南市市税条例（以下「令和３年改正前の条例」

という。）附則第１１条の２第３項において準用する同条第１項ただし書の規定の
適用を受けた市街化区域農地に対して課する令和３年度分の固定資産税の額は、前
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項の規定により算定した当該市街化区域農地に係る令和３年度分の固定資産税額が、
当該市街化区域農地に係る令和２年度分の固定資産税に係る令和３年改正前の条例
附則第１１条の２第３項において準用する同条第１項ただし書に規定する固定資産
税の課税標準となるべき額を当該市街化区域農地に係る令和３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、当該
固定資産税額とする。
附則第１１条の３第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度か
ら令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の固定資産税に
あっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）」を加え、同条第２項中「平成３０
年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令和５年度分」に改める。
附則第１３条中「同条第１項」を「附則第１１条の２第１項（同条第３項において
準用する場合を含む。）又は第４項」に改める。
附則第１３条の３第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度か
ら令和５年度まで」に改め、同条第２項中「令和３年３月３１日」を「令和６年３月
３１日」に改める。
附則第１５条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から
令和５年度まで」に改め、同条第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令
和３年度から令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の都市
計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を加え、同条第２項及び
第３項中「平成３０年度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令和
５年度分」に改め、同条第４項及び第５項中「平成３０年度から令和２年度まで」を
「令和３年度から令和５年度まで」に改める。
附則第１５条の３中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から令和
５年度まで」に改める。
附則第１６条の見出し中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度から
令和５年度まで」に改め、同条中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年
度から令和５年度まで」に改め、「定める率を乗じて得た額」の次に「。以下この条に
おいて同じ。」を、「負担調整率を乗じて得た額」の次に「（令和３年度分の都市計画税
にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を加える。
附則第１６条の３第１項中「平成３０年度から令和２年度まで」を「令和３年度か
ら令和５年度まで」に改め、「加算した額」の次に「（令和３年度分の都市計画税にあ
っては、前年度分の都市計画税の課税標準額）」を加え、同条第２項中「平成３０年
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度から令和２年度までの各年度分」を「令和４年度分及び令和５年度分」に改める。

附

則

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の江南市市税条例の規定
は、令和３年４月１日から適用する。
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（参

考）
江南市市税条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表
新
附

旧

則

附

則

(土地に対して課する令和3年度から令

(土地に対して課する平成30年度から令

和5年度までの各年度分の固定資産税の

和2年度までの各年度分の固定資産税の

特例に関する用語の意義)

特例に関する用語の意義)

第9条

次条から附則第13条まで及び附則 第9条

同左

第13条の3において、次の各号に掲げる
用語の意義は、それぞれ当該各号に掲げ
る規定に定めるところによる。
(1)～(7)
(8)

（略）

(1)～(7)

平成5年度適用市街化区域農地

(8)

法附則第19条の3第5項

平成5年度適用市街化区域農地

法附則第19条の3第4項

(令和4年度又は令和5年度における土地

(令和元年度又は令和2年度における土

の価格の特例)

地の価格の特例)

第9条の2

2

（略）

市の区域内の自然的及び社会 第9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

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

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

落し、かつ、市長が土地の修正前の価格

(法附則第17条の2第1項に規定する修正

(法附則第17条の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

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

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

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

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57条の

する固定資産税の課税標準は、第57条の

2の規定にかかわらず、令和4年度分又は

2の規定にかかわらず、令和元年度分又

令和5年度分の固定資産税に限り、当該

は令和2年度分の固定資産税に限り、当

土地の修正価格(法附則第17条の2第1項

該土地の修正価格(法附則第17条の2第1

に規定する修正価格をいう。)で土地課

項に規定する修正価格をいう。)で土地

税台帳等に登録されたものとする。

課税台帳等に登録されたものとする。

法附則第17条の2第2項に規定する令和 2
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法附則第17条の2第2項に規定する令和

新

旧

4年度適用土地又は令和4年度類似適用

元年度適用土地又は令和元年度類似適

土地であって、令和5年度分の固定資産

用土地であって、令和2年度分の固定資

税について前項の規定の適用を受けな

産税について前項の規定の適用を受け

いこととなるものに対して課する同年

ないこととなるものに対して課する同

度分の固定資産税の課税標準は、第57条

年度分の固定資産税の課税標準は、第57

の2の規定にかかわらず、修正された価

条の2の規定にかかわらず、修正された

格(法附則第17条の2第2項に規定する修

価格(法附則第17条の2第2項に規定する

正された価格をいう。)で土地課税台帳

修正された価格をいう。)で土地課税台

等に登録されたものとする。

帳等に登録されたものとする。

(宅地等に対して課する令和3年度から

(宅地等に対して課する平成30年度から

令和5年度までの各年度分の固定資産税

令和2年度までの各年度分の固定資産税

の特例)

の特例)

第10条

宅地等に係る令和3年度から令和 第10条

宅地等に係る平成30年度から令

5年度までの各年度分の固定資産税の額

和2年度までの各年度分の固定資産税の

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定

額は、当該宅地等に係る当該年度分の固

資産税額が、当該宅地等の当該年度分の

定資産税額が、当該宅地等の当該年度分

固定資産税に係る前年度分の固定資産

の固定資産税に係る前年度分の固定資

税の課税標準額に、当該宅地等に係る当

産税の課税標準額に、当該宅地等に係る

該年度分の固定資産税の課税標準とな

当該年度分の固定資産税の課税標準と

るべき価格(当該宅地等が当該年度分の

なるべき価格(当該宅地等が当該年度分

固定資産税について法第349条の3の2の

の固定資産税について法第349条の3の2

規定の適用を受ける宅地等であるとき

の規定の適用を受ける宅地等であると

は、当該価格に同条に定める率を乗じて

きは、当該価格に同条に定める率を乗じ

得た額。以下この条において同じ。)に

て得た額。以下この条において同じ。)

100分の5を乗じて得た額を加算した額

に100分の5を乗じて得た額を加算した

(令和3年度分の固定資産税にあっては、

額(当該宅地等が当該年度分の固定資産

前年度分の固定資産税の課税標準

税について法第349条の3又は附則第15

額)(当該宅地等が当該年度分の固定資

条から第15条の3までの規定の適用を受

産税について法第349条の3又は附則第

ける宅地等であるときは、当該額にこれ

15条から第15条の3までの規定の適用を

らの規定に定める率を乗じて得た額)を

受ける宅地等であるときは、当該額にこ

当該宅地等に係る当該年度分の固定資
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新

旧

れらの規定に定める率を乗じて得た額)

産税の課税標準となるべき額とした場

を当該宅地等に係る当該年度分の固定

合における固定資産税額(以下「宅地等

資産税の課税標準となるべき額とした

調整固定資産税額」という。)を超える

場合における固定資産税額(以下「宅地

場合には、当該宅地等調整固定資産税額

等調整固定資産税額」という。)を超え

とする。

る場合には、当該宅地等調整固定資産税
額とする。
2

3

前項の規定の適用を受ける商業地等に 2

前項の規定の適用を受ける商業地等に

係る令和4年度分及び令和5年度分の宅

係る平成30年度から令和2年度までの各

地等調整固定資産税額は、当該宅地等調

年度分の宅地等調整固定資産税額は、当

整固定資産税額が、当該商業地等に係る

該宅地等調整固定資産税額が、当該商業

当該年度分の固定資産税の課税標準と

地等に係る当該年度分の固定資産税の

なるべき価格に10分の6を乗じて得た額

課税標準となるべき価格に10分の6を乗

(当該商業地等が当該年度分の固定資産

じて得た額(当該商業地等が当該年度分

税について法第349条の3又は附則第15

の固定資産税について法第349条の3又

条から第15条の3までの規定の適用を受

は附則第15条から第15条の3までの規定

ける商業地等であるときは、当該額にこ

の適用を受ける商業地等であるときは、

れらの規定に定める率を乗じて得た額)

当該額にこれらの規定に定める率を乗

を当該商業地等に係る当該年度分の固

じて得た額)を当該商業地等に係る当該

定資産税の課税標準となるべき額とし

年度分の固定資産税の課税標準となる

た場合における固定資産税額を超える

べき額とした場合における固定資産税

場合には、同項の規定にかかわらず、当

額を超える場合には、同項の規定にかか

該固定資産税額とする。

わらず、当該固定資産税額とする。

第1項の規定の適用を受ける宅地等に 3

第1項の規定の適用を受ける宅地等に

係る令和4年度分及び令和5年度分の宅

係る平成30年度から令和2年度までの各

地等調整固定資産税額は、当該宅地等調

年度分の宅地等調整固定資産税額は、当

整固定資産税額が、当該宅地等に係る当

該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地

該年度分の固定資産税の課税標準とな

等に係る当該年度分の固定資産税の課

るべき価格に10分の2を乗じて得た額

税標準となるべき価格に10分の2を乗じ

(当該宅地等が当該年度分の固定資産税

て得た額(当該宅地等が当該年度分の固

について法第349条の3又は附則第15条

定資産税について法第349条の3又は附
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新

4

5

旧

から第15条の3までの規定の適用を受け

則第15条から第15条の3までの規定の適

る宅地等であるときは、当該額にこれら

用を受ける宅地等であるときは、当該額

の規定に定める率を乗じて得た額)を当

にこれらの規定に定める率を乗じて得

該宅地等に係る当該年度分の固定資産

た額)を当該宅地等に係る当該年度分の

税の課税標準となるべき額とした場合

固定資産税の課税標準となるべき額と

における固定資産税額に満たない場合

した場合における固定資産税額に満た

には、同項の規定にかかわらず、当該固

ない場合には、同項の規定にかかわら

定資産税額とする。

ず、当該固定資産税額とする。

商業地等のうち当該商業地等の当該年 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

度の負担水準が0.6以上0.7以下のもの

に係る令和3年度から令和5年度までの

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

産税額(以下「商業地等据置固定資産税

額」という。)とする。

額」という。)とする。

商業地等のうち当該商業地等の当該年 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を超えるものに係る

度の負担水準が0.7を超えるものに係る

令和3年度から令和5年度までの各年度

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

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

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

度分の固定資産税の課税標準となるべ
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旧

き価格に10分の7を乗じて得た額(当該

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

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

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

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

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

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

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

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

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。 等調整固定資産税額」という。)とする。
(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地

等に対して課する固定資産税の特例)

等に対して課する固定資産税の特例)

第10条の3

地方税法等の一部を改正する 第10条の3

地方税法等の一部を改正する

法律(平成30年法律第3号)附則第22条第

法律(平成30年法律第3号)附則第22条第

1項の規定に基づき、令和3年度から令和

1項の規定に基づき、平成30年度から令

5年度までの各年度分の固定資産税につ

和2年度までの各年度分の固定資産税に

いては、法附則第18条の3の規定を適用

ついては、法附則第18条の3の規定を適

しないこととする。

用しないこととする。

(農地に対して課する令和3年度から令

(農地に対して課する平成30年度から令

和5年度までの各年度分の固定資産税の

和2年度までの各年度分の固定資産税の

特例)

特例)

第11条

農地に係る令和3年度から令和5 第11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

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

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

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

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

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

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

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

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

課税標準額にこれらの規定に定める率
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新

旧

を乗じて得た額。以下この条において同

を乗じて得た額)に、当該農地の当該年

じ。)に、当該農地の当該年度の次の表

度の次の表の左欄に掲げる負担水準の

の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、

区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調

同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じ

整率を乗じて得た額を当該農地に係る

て得た額(令和3年度分の固定資産税に

当該年度分の固定資産税の課税標準と

あっては、前年度分の固定資産税の課税

なるべき額とした場合における固定資

標準額)を当該農地に係る当該年度分の

産税額(以下「農地調整固定資産税額」

固定資産税の課税標準となるべき額と

という。)を超える場合には、当該農地

した場合における固定資産税額 (以下

調整固定資産税額とする。

「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。
表

（略）

表

（略）

(市街化区域農地に対して課する平成6

(市街化区域農地に対して課する平成6

年度以降の各年度分の固定資産税の特

年度以降の各年度分の固定資産税の特

例)

例)

第11条の2

市街化区域農地に係る平成6 第11条の2

市街化区域農地に係る平成6

年度以降の各年度分の固定資産税に限

年度以降の各年度分の固定資産税に限

り、平成5年度に係る賦課期日に所在す

り、平成5年度に係る賦課期日に所在す

る市街化区域農地に対して課する固定

る市街化区域農地に対して課する固定

資産税の額は、前条の規定にかかわら

資産税の額は、附則第11条の規定にかか

ず、当該市街化区域農地の固定資産税の

わらず、当該市街化区域農地の固定資産

課税標準となるべき価格の3分の1の額

税の課税標準となるべき価格の3分の1

を課税標準となるべき額とした場合に

の額を課税標準となるべき額とした場

おける税額とする。ただし、当該市街化

合における税額とする。ただし、当該市

区域農地のうち平成5年度適用市街化区

街化区域農地のうち平成5年度適用市街

域農地以外の市街化区域農地に対して

化区域農地以外の市街化区域農地に対

課する次の表の左欄に掲げる各年度分

して課する次の表の左欄に掲げる各年

の固定資産税の額は、当該市街化区域農

度分の固定資産税の額は、当該市街化区

地の当該各年度分の固定資産税の課税

域農地の当該各年度分の固定資産税の

標準となるべき価格の3分の1の額に同

課税標準となるべき価格の3分の1の額
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新
表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を

に同表の右欄に掲げる率を乗じて得た

課税標準となるべき額とした場合にお

額を課税標準となるべき額とした場合

ける税額とする。

の税額とする。

表

表

2及び3
4

旧

（略）
（略）

2及び3

（略）
（略）

令和2年度分の固定資産税について江
南市市税条例の一部を改正する条例（令
和3年条例第

号)による改正前の江

南市市税条例(以下「令和3年改正前の条
例」という。)附則第11条の2第3項にお
いて準用する同条第1項ただし書の規定
の適用を受けた市街化区域農地に対し
て課する令和3年度分の固定資産税の額
は、前項の規定により算定した当該市街
化区域農地に係る令和3年度分の固定資
産税額が、当該市街化区域農地に係る令
和2年度分の固定資産税に係る令和3年
改正前の条例附則第11条の2第3項にお
いて準用する同条第1項ただし書に規定
する固定資産税の課税標準となるべき
額を当該市街化区域農地に係る令和3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、当該固定資産税とす
る。
(市街化区域農地に対して課する固定資

(市街化区域農地に対して課する固定資

産税の特例)

産税の特例)

第11条の3

市街化区域農地に係る令和3 第11条の3

市街化区域農地に係る平成30

年度から令和5年度までの各年度分の固

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、前条の規定により算定

定資産税の額は、前条の規定により算定

した当該市街化区域農地に係る当該年

した当該市街化区域農地に係る当該年
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新

旧

度分の固定資産税額が、当該市街化区域

度分の固定資産税額が、当該市街化区域

農地の当該年度分の固定資産税に係る

農地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、

前年度分の固定資産税の課税標準額に、

当該市街化区域農地に係る当該年度分

当該市街化区域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価

の固定資産税の課税標準となるべき価

格の3分の1の額に100分の5を乗じて得

格の3分の1の額に100分の5を乗じて得

た額を加算した額(令和3年度分の固定

た額を加算した額(当該市街化区域農地

資産税にあっては、前年度分の固定資産

が当該年度分の固定資産税について法

税の課税標準額)(当該市街化区域農地

第349条の3又は附則第15条から第15条

が当該年度分の固定資産税について法

の3までの規定の適用を受ける市街化区

第349条の3又は附則第15条から第15条

域農地であるときは、当該額にこれらの

の3までの規定の適用を受ける市街化区

規定に定める率を乗じて得た額)を当該

域農地であるときは、当該額にこれらの

市街化区域農地に係る当該年度分の固

規定に定める率を乗じて得た額)を当該

定資産税の課税標準となるべき額とし

市街化区域農地に係る当該年度分の固

た場合における固定資産税額(以下「市

定資産税の課税標準となるべき額とし

街化区域農地調整固定資産税額」とい

た場合における固定資産税額(以下「市

う。)を超える場合には、当該市街化区

街化区域農地調整固定資産税額」とい

域農地調整固定資産税額とする。

う。)を超える場合には、当該市街化区
域農地調整固定資産税額とする。
2

前項の規定の適用を受ける市街化区域 2

前項の規定の適用を受ける市街化区域

農地に係る令和4年度分及び令和5年度

農地に係る平成30年度から令和2年度ま

分の市街化区域農地調整固定資産税額

での各年度分の市街化区域農地調整固

は、当該市街化区域農地調整固定資産税

定資産税額は、当該市街化区域農地調整

額が、当該市街化区域農地に係る当該年

固定資産税額が、当該市街化区域農地に

度分の固定資産税の課税標準となるべ

係る当該年度分の固定資産税の課税標

き価格の3分の1の額に10分の2を乗じて

準となるべき価格の3分の1の額に10分

得た額(当該市街化区域農地が当該年度

の2を乗じて得た額(当該市街化区域農

分の固定資産税について法第349条の3

地が当該年度分の固定資産税について

又は附則第15条から第15条の3までの規

法第349条の3又は附則第15条から第15

定の適用を受ける市街化区域農地であ

条の3までの規定の適用を受ける市街化
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新

旧

るときは、当該額にこれらの規定に定め

区域農地であるときは、当該額にこれら

る率を乗じて得た額)を当該市街化区域

の規定に定める率を乗じて得た額)を当

農地に係る当該年度分の固定資産税の

該市街化区域農地に係る当該年度分の

課税標準となるべき額とした場合にお

固定資産税の課税標準となるべき額と

ける固定資産税額に満たない場合には、

した場合における固定資産税額に満た

同項の規定にかかわらず、当該固定資産

ない場合には、同項の規定にかかわら

税額とする。

ず、当該固定資産税額とする。

(免税点の適用に関する特例)

(免税点の適用に関する特例)

第13条

附則第10条、第11条、第11条の2 第13条

附則第10条、第11条、第11条の2

又は第11条の3の規定の適用がある各年

又は第11条の3の規定の適用がある各年

度分の固定資産税に限り、第59条に規定

度分の固定資産税に限り、第59条に規定

する固定資産税の課税標準となるべき

する固定資産税の課税標準となるべき

額は、附則第10条、第11条又は第11条の

額は、附則第10条、第11条又は第11条の

3の規定の適用を受ける宅地等、農地又

3の規定の適用を受ける宅地等、農地又

は市街化区域農地についてはこれらの

は市街化区域農地についてはこれらの

規定に規定する当該年度分の固定資産

規定に規定する当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額によるもの

税の課税標準となるべき額によるもの

とし、附則第11条の2の規定の適用を受

とし、附則第11条の2の規定の適用を受

ける市街化区域農地(附則第11条の3の

ける市街化区域農地(附則第11条の3の

規定の適用を受ける市街化区域農地を

規定の適用を受ける市街化区域農地を

除く。)については附則第11条の2第1項

除く。)については同条第1項に規定する

(同条第3項において準用する場合を含

その年度分の課税標準となるべき額に

む。)又は第4項に規定するその年度分の

よるものとする。

課税標準となるべき額によるものとす
る。
(特別土地保有税の課税の特例)
第13条の3

(特別土地保有税の課税の特例)

附則第10条第1項から第5項ま 第13条の3

附則第10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9

での規定の適用がある宅地等(附則第9

条第2号に掲げる宅地等をいうものと

条第2号に掲げる宅地等をいうものと

し、法第349条の3、第349条の3の2又は

し、法第349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

附則第15条から第15条の3までの規定の
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新

2

旧

適用がある宅地等を除く。)に対して課

適用がある宅地等を除く。)に対して課

する令和3年度から令和5年度までの各

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

年度分の特別土地保有税については、第

117条第1号及び第120条の5中「当該年度

117条第1号及び第120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

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

価格」とあるのは「当該年度分の固定資

産税に係る附則第10条第1項から第5項

産税に係る附則第10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」

までに規定する課税標準となるべき額」

とする。

とする。

法附則第11条の5第1項に規定する宅地 2

法附則第11条の5第1項に規定する宅地

評価土地の取得のうち平成18年1月1日

評価土地の取得のうち平成18年1月1日

から令和6年3月31日までの間にされた

から令和3年3月31日までの間にされた

ものに対して課する特別土地保有税に

ものに対して課する特別土地保有税に

ついては、第117条第2号中「不動産取得

ついては、第117条第2号中「不動産取得

税の課税標準となるべき価格」とあるの

税の課税標準となるべき価格」とあるの

は「不動産取得税の課税標準となるべき

は「不動産取得税の課税標準となるべき

価格(法附則第11条の5第1項の規定の適

価格(法附則第11条の5第1項の規定の適

用がないものとした場合における課税

用がないものとした場合における課税

標準となるべき価格をいう。)に2分の1

標準となるべき価格をいう。)に2分の1

を乗じて得た額」とし、「令第54条の38

を乗じて得た額」とし、「令第54条の38

第1項に規定する価格」とあるのは「令

第1項に規定する価格」とあるのは「令

第54条の38第1項に規定する価格(法附

第54条の38第1項に規定する価格(法附

則第11条の5第1項の規定の適用がない

則第11条の5第1項の規定の適用がない

ものとした場合における価格をいう。)

ものとした場合における価格をいう。)

に2分の1を乗じて得た額」とする。

に2分の1を乗じて得た額」とする。

3及び4

（略）

3及び4

（略）

(宅地等に対して課する令和3年度から

(宅地等に対して課する平成30年度から

令和5年度までの各年度分の都市計画税

令和2年度までの各年度分の都市計画税

の特例)

の特例)

第15条

宅地等に係る令和3年度から令和 第15条

5年度までの各年度分の都市計画税の額

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都市計画税の
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は、当該宅地等に係る当該年度分の都市

額は、当該宅地等に係る当該年度分の都

計画税額が、当該宅地等の当該年度分の

市計画税額が、当該宅地等の当該年度分

都市計画税に係る前年度分の都市計画

の都市計画税に係る前年度分の都市計

税の課税標準額に、当該宅地等に係る当

画税の課税標準額に、当該宅地等に係る

該年度分の都市計画税の課税標準とな

当該年度分の都市計画税の課税標準と

るべき価格(当該宅地等が当該年度分の

なるべき価格(当該宅地等が当該年度分

都市計画税について法第702条の3の規

の都市計画税について法第702条の3の

定の適用を受ける宅地等であるときは、

規定の適用を受ける宅地等であるとき

当該価格に同条に定める率を乗じて得

は、当該価格に同条に定める率を乗じて

た額。以下同じ。)に100分の5を乗じて

得た額。以下同じ。)に100分の5を乗じ

得た額を加算した額(令和3年度分の都

て得た額を加算した額(当該宅地等が当

市計画税にあっては、前年度分の都市計

該年度分の固定資産税について法第349

画税の課税標準額)(当該宅地等が当該

条の3(第18項を除く。)又は附則第15条

年度分の固定資産税について法第349条

から第15条の3までの規定の適用を受け

の3(第18項を除く。)又は附則第15条か

る宅地等であるときは、当該額にこれら

ら第15条の3までの規定の適用を受ける

の規定に定める率を乗じて得た額)を当

宅地等であるときは、当該額にこれらの

該宅地等に係る当該年度分の都市計画

規定に定める率を乗じて得た額)を当該

税の課税標準となるべき額とした場合

宅地等に係る当該年度分の都市計画税

における都市計画税額(以下「宅地等調

の課税標準となるべき額とした場合に

整都市計画税額」という。)を超える場

おける都市計画税額(以下「宅地等調整

合には、当該宅地等調整都市計画税額と

都市計画税額」という。)を超える場合

する。

には、当該宅地等調整都市計画税額とす
る。
2

前項の規定の適用を受ける商業地等に 2

前項の規定の適用を受ける商業地等に

係る令和4年度分及び令和5年度分の宅

係る平成30年度から令和2年度までの各

地等調整都市計画税額は、当該宅地等調

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当

整都市計画税額が、当該商業地等に係る

該宅地等調整都市計画税額が、当該商業

当該年度分の都市計画税の課税標準と

地等に係る当該年度分の都市計画税の

なるべき価格に10分の6を乗じて得た額

課税標準となるべき価格に10分の6を乗

(当該商業地等が当該年度分の固定資産

じて得た額(当該商業地等が当該年度分
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税 に つ いて法第349 条の3( 第18項を除

の固定資産税について法第349条の3(第

く。)又は附則第15条から第15条の3まで

18項を除く。)又は附則第15条から第15

の規定の適用を受ける商業地等である

条の3までの規定の適用を受ける商業地

ときは、当該額にこれらの規定に定める

等であるときは、当該額にこれらの規定

率を乗じて得た額)を当該商業地等に係

に定める率を乗じて得た額)を当該商業

る当該年度分の都市計画税の課税標準

地等に係る当該年度分の都市計画税の

となるべき額とした場合における都市

課税標準となるべき額とした場合にお

計画税額を超える場合には、前項の規定

ける都市計画税額を超える場合には、前

にかかわらず、当該都市計画税額とす

項の規定にかかわらず、当該都市計画税

る。

額とする。

第1項の規定の適用を受ける宅地等に 3

第1項の規定の適用を受ける宅地等に

係る令和4年度分及び令和5年度分の宅

係る平成30年度から令和2年度までの各

地等調整都市計画税額は、当該宅地等調

年度分の宅地等調整都市計画税額は、当

整都市計画税額が、当該宅地等に係る当

該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地

該年度分の都市計画税の課税標準とな

等に係る当該年度分の都市計画税の課

るべき価格に10分の 2を乗じて得た額

税標準となるべき価格に10分の2を乗じ

(当該宅地等が当該年度分の固定資産税

て得た額(当該宅地等が当該年度分の固

について法第349条の3(第18項を除く。)

定資産税について法第349条の3(第18項

又は附則第15条から第15条の3までの規

を除く。)又は附則第15条から第15条の3

定の適用を受ける宅地等であるときは、

までの規定の適用を受ける宅地等であ

当該額にこれらの規定に定める率を乗

るときは、当該額にこれらの規定に定め

じて得た額)を当該宅地等に係る当該年

る率を乗じて得た額)を当該宅地等に係

度分の都市計画税の課税標準となるべ

る当該年度分の都市計画税の課税標準

き額とした場合における都市計画税額

となるべき額とした場合における都市

に満たない場合には、第1項の規定にか

計画税額に満たない場合には、第1項の

かわらず、当該都市計画税額とする。

規定にかかわらず、当該都市計画税額と
する。

4

商業地等のうち当該商業地等の当該年 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

度の負担水準が0.6以上0.7以下のもの

に係る令和3年度から令和5年度までの

に係る平成30年度から令和2年度までの

各年度分の都市計画税の額は、第1項の

各年度分の都市計画税の額は、第1項の
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規定にかかわらず、当該商業地等の当該

規定にかかわらず、当該商業地等の当該

年度分の都市計画税に係る前年度分の

年度分の都市計画税に係る前年度分の

都市計画税の課税標準額(当該商業地等

都市計画税の課税標準額(当該商業地等

が当該年度分の固定資産税について法

が当該年度分の固定資産税について法

第349条の3(第18項を除く。)又は附則第

第349条の3(第18項を除く。)又は附則第

15条から第15条の3までの規定の適用を

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、当該課税

受ける商業地等であるときは、当該課税

標準額にこれらの規定に定める率を乗

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

じて得た額)を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となる

年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税

べき額とした場合における都市計画税

額(以下「商業地等据置都市計画税額」

額(以下「商業地等据置都市計画税額」

という。)とする。

という。)とする。

商業地等のうち当該商業地等の当該年 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を超えるものに係る

度の負担水準が0.7を超えるものに係る

令和3年度から令和5年度までの各年度

平成30年度から令和2年度までの各年度

分の都市計画税の額は、第1項の規定に

分の都市計画税の額は、第1項の規定に

かかわらず、当該商業地等に係る当該年

かかわらず、当該商業地等に係る当該年

度分の都市計画税の課税標準となるべ

度分の都市計画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

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

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(第18項を除く。)又

ついて法第349条の3(第18項を除く。)又

は附則第15条から第15条の3までの規定

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、

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

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

じて得た額)を当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となる

年度分の都市計画税の課税標準となる

べき額とした場合における都市計画税

べき額とした場合における都市計画税

額(以下「商業地等調整都市計画税額」

額(以下「商業地等調整都市計画税額」

という。)とする。

という。)とする。

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地

(用途変更宅地等及び類似用途変更宅地
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等に対して課する都市計画税の特例)

等に対して課する都市計画税の特例)

第15条の3

地方税法等の一部を改正する 第15条の3

地方税法等の一部を改正する

法律(平成30年法律第3号)附則第22条第

法律(平成30年法律第3号)附則第22条第

1項の規定に基づき、令和3年度から令和

1項の規定に基づき、平成30年度から令

5年度までの各年度分の都市計画税につ

和2年度までの各年度分の都市計画税に

いては、法附則第25条の3の規定を適用

ついては、法附則第25条の3の規定を適

しないこととする。

用しないこととする。

(農地に対して課する令和3年度から令

(農地に対して課する平成30年度から令

和5年度までの各年度分の都市計画税の

和2年度までの各年度分の都市計画税の

特例)

特例)

第16条

農地に係る令和3年度から令和5 第16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都市計画税の額

年度までの各年度分の都市計画税の額

は、当該農地に係る当該年度分の都市計

は、当該農地に係る当該年度分の都市計

画税額が、当該農地に係る当該年度分の

画税額が、当該農地に係る当該年度分の

都市計画税に係る前年度分の都市計画

都市計画税に係る前年度分の都市計画

税の課税標準額(当該農地が当該年度分

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(第

の固定資産税について法第349条の3(第

18項を除く。)又は附則第15条から第15

18項を除く。)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

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

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。以下こ

規定に定める率を乗じて得た額)に、当

の条において同じ。)に、当該農地の当

該農地の当該年度の次の表の左欄に掲

該年度の次の表の左欄に掲げる負担水

げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄

準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負

に掲げる負担調整率を乗じて得た額を

担調整率を乗じて得た額(令和3年度分

当該農地に係る当該年度分の都市計画

の都市計画税にあっては、前年度分の都

税の課税標準となるべき額とした場合

市計画税の課税標準額)を当該農地に係

における都市計画税額(以下「農地調整

る当該年度分の都市計画税の課税標準

都市計画税額」という。)を超える場合

となるべき額とした場合における都市

には、当該農地調整都市計画税額とす

計画税額(以下「農地調整都市計画税額」 る。
という。)を超える場合には、当該農地
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調整都市計画税額とする。
表
第16条の3

（略）

表

市街化区域農地に係る令和3 第16条の3

（略）
市街化区域農地に係る平成30

年度から令和5年度までの各年度分の都

年度から令和2年度までの各年度分の都

市計画税の額は、前条の規定により附則

市計画税の額は、前条の規定により附則

第11条の2の規定の例により算定した当

第11条の2の規定の例により算定した当

該市街化区域農地に係る当該年度分の

該市街化区域農地に係る当該年度分の

都市計画税額が、当該市街化区域農地の

都市計画税額が、当該市街化区域農地の

当該年度分の都市計画税に係る前年度

当該年度分の都市計画税に係る前年度

分の都市計画税の課税標準額に、当該市

分の都市計画税の課税標準額に、当該市

街化区域農地に係る当該年度分の都市

街化区域農地に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき価格の3分

計画税の課税標準となるべき価格の3分

の2の額に100分の5を乗じて得た額を加

の2の額に100分の5を乗じて得た額を加

算した額(令和3年度分の都市計画税に

算した額(当該市街化区域農地が当該年

あっては、前年度分の都市計画税の課税

度分の固定資産税について法第349条の

標準額)(当該市街化区域農地が当該年

3(第18項を除く。)又は附則第15条から

度分の固定資産税について法第349条の

第15条の3までの規定の適用を受ける市

3(第18項を除く。)又は附則第15条から

街化区域農地であるときは、当該額にこ

第15条の3までの規定の適用を受ける市

れらの規定に定める率を乗じて得た額)

街化区域農地であるときは、当該額にこ

を当該市街化区域農地に係る当該年度

れらの規定に定める率を乗じて得た額)

分の都市計画税の課税標準となるべき

を当該市街化区域農地に係る当該年度

額とした場合における都市計画税額(以

分の都市計画税の課税標準となるべき

下「市街化区域農地調整都市計画税額」

額とした場合における都市計画税額(以

という。)を超える場合には、当該市街

下「市街化区域農地調整都市計画税額」

化区域農地調整都市計画税額とする。

という。)を超える場合には、当該市街
化区域農地調整都市計画税額とする。
2

前項の規定の適用を受ける市街化区域 2

前項の規定の適用を受ける市街化区域

農地に係る令和4年度分及び令和5年度

農地に係る平成30年度から令和2年度ま

分の市街化区域農地調整都市計画税額

での各年度分の市街化区域農地調整都

は、当該市街化区域農地調整都市計画税

市計画税額は、当該市街化区域農地調整

- 20 -

新

旧

額が、当該市街化区域農地に係る当該年

都市計画税額が、当該市街化区域農地に

度分の都市計画税の課税標準となるべ

係る当該年度分の都市計画税の課税標

き価格の3分の2の額に10分の2を乗じて

準となるべき価格の3分の2の額に10分

得た額(当該市街化区域農地が当該年度

の2を乗じて得た額(当該市街化区域農

分 の 固 定資産税について法第 349条の

地が当該年度分の固定資産税について

3(第18項を除く。)又は附則第15条から

法第349条の3(第18項を除く。)又は附則

第15条の3までの規定の適用を受ける市

第15条から第15条の3までの規定の適用

街化区域農地であるときは、当該額にこ

を受ける市街化区域農地であるときは、

れらの規定に定める率を乗じて得た額)

当該額にこれらの規定に定める率を乗

を当該市街化区域農地に係る当該年度

じて得た額)を当該市街化区域農地に係

分の都市計画税の課税標準となるべき

る当該年度分の都市計画税の課税標準

額とした場合における都市計画税額に

となるべき額とした場合における都市

満たない場合には、前項の規定にかかわ

計画税額に満たない場合には、前項の規

らず、当該都市計画税額とする。

定にかかわらず、当該都市計画税額とす
る。
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（参

考）

市税条例改正（案）の概要

１．改正の目的
地方税法の一部改正に伴い、土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置
の継続等について、所要の整備を図る必要があるからです。

２．改正の概要
土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置について、現行の仕組みを３
年間継続する。その上で、令和３年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する
土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置を講ずる。

（１）商業地等の負担調整措置
①

負担水準が７０％を超える場合は、当該年度の評価額の７０％を課税標準額
とする。

②

負担水準が６０％以上７０％以下の場合は、前年度課税標準額を据え置く。

③

負担水準が６０％未満の場合は、前年度課税標準額に当該年度の評価額の

５％を加えた額を課税標準額とする。
ただし、当該額が当該年度の評価額の６０％を上回る場合は、６０％相当額
とし、２０％を下回る場合は、２０％相当額とする。

（２）住宅用地及び市街化区域農地の負担調整措置
前年度課税標準額が当該年度の評価額（一定の割合を減額した額）未満の場
合は、前年度課税標準額に当該年度の評価額の５％を加えた額を課税標準額と
する。
ただし、当該額が当該年度の評価額を上回る場合は、当該年度の評価額とし、
２０％を下回る場合は、２０％相当額とする。

この改正は、令和３年度の固定資産税及び都市計画税から適用する。
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令和３年報告第３号

和解についての専決処分について

市において、交通事故により損害が生じたので、その費用負担の和解をすることに
ついて、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、
議会の権限に属する事項中市長の専決処分事項として別紙のとおり専決処分したので、
同条第２項の規定により報告する。

令和３年４月７日提出

江南市長
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澤田

和延

令和３年専決第３号

専決処分書

交通事故により損害が生じたので、その費用負担の和解をすることについて、地方
自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の権限に
属する事項中市長の専決処分事項として、次のとおり専決処分する。

令和３年３月２２日

江南市長

１

２

当

事

者

事件の概要

江南市

総務部

相手方

市外在住

澤田

和延

収納課
女性

令和３年１月７日の午前１１時４０分頃、一宮市浅井町尾関
上川田６０番地先において、横断歩道の前で停車していた際
に、後続車両に追突され、公用車のバックドアが破損したも
の。

３

和解の内容

（１）相手方は、市に対して、和解金として金９８，７３６
円を支払う。
（２）双方は、和解条項に定めるもののほか、何ら債権債務
のないことを確認する。

４

過 失 割 合

江南市

０％

相手方

１００％
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（参 考）
和解金の内訳

車両修繕費

９８，７３６円
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