
【議案第32号資料】 

逗子市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の概要 

１ 趣 旨 

平成31年３月27日に可決・成立した地方税法等の一部を改正する法律（以下、「平成31年

法律第２号」といいます。）に対応するため、平成31年４月１日施行分については、逗子市

市税条例の改正を行っております。（平成31年第２回臨時会において専決処分の承認） 

今回の逗子市市税条例の改正については、平成28年３月に可決・成立した地方税法等の

一部を改正する等の法律等及び平成31年法律第２号のそれぞれに規定する令和元年10月１

日施行となる規定について、対応する必要があるため改正するものです。 

２ 改正内容 

軽自動車税関係 

・軽自動車税の種別割の重課の規定を整備します。 

令和２年度以後の“軽自動車税”は“軽自動車税の種別割”となりますが、“種別割”

となった以後も重課の適用は継続されるため、所要の改正を行うものです。 

・軽自動車税の種別割の軽課の規定を整備します。 

令和２年度以後の“軽自動車税”は“軽自動車税の種別割”となりますが、“種別割”

となった以後、現行の軽課と同様の措置が令和２年度及び令和３年度も適用されるた

め、所要の改正を行うものです。 

３ 施行日 令和元年10月１日 
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逗子市市税条例(昭和49年条例第35号)新旧対照表（附則部分抜粋） 

H31.3.31現在 H31.4.1改正後 改正後（案） 

逗子市市税条例 逗子市市税条例 逗子市市税条例 

昭和49年12月９日 昭和49年12月９日 昭和49年12月９日 

逗子市条例第35号 逗子市条例第35号 逗子市条例第35号 

附 則 附 則 附 則 

  （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

  27 軽自動車税の環境性能割の賦課徴収は、当分の間、第１章第２節の

規定にかかわらず、神奈川県が自動車税の環境性能割の賦課徴収の例

により、行うものとする。 

  （軽自動車税の環境性能割の課税免除の特例） 

  28 当分の間、第25条の規定にかかわらず、神奈川県が自動車税の環境

性能割を課さない自動車に相当するものとして市長が定める３輪以上

の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

  （軽自動車税の環境性能割の減免の特例） 

  29 市長は、当分の間、第25条の２の規定にかかわらず、神奈川県知事

が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長

が定める３輪以上の軽自動車に対しては、軽自動車税の環境性能割を

減免する。 

(軽自動車税の税率の特例) (軽自動車税の    税率の特例) (軽自動車税の種別割の税率の特例) 

27 法附則第30条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該軽

自動車が初めて道路運送車両法第60条第１項後段の規定による車両

番号の指定(以下この項から第27項の４までにおいて「初回車両番号

指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の属する

年度以後の年度分の軽自動車税に係る第26条第２号アの規定の適用

については、当分の間、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とする。 

27 平成18年３月31日までに初めて道路運送車両法第60条第１項後段の

規定による車両番号の指定(以下この項から第30項までにおいて「初

回車両番号指定」という。)を受けた法附則第30条第１項に規定する

３輪以上の軽自動車に対する平成31年度分                        

                                                              

                                                              

                  の軽自動車税    に係る第26条第２号ア

の規定の適用については、当分の間、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とする。 

30                               

                               

                 法附則第30条第１項に規定する

３輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第444条第３項に

規定する車両番号の指定 (以下この項から第33項までにおいて「初回

車両番号指定」という。)を受けた月から起算して14年を経過した月の

属する年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第26条第２号ア

の規定の適用については、当分の間、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とする。 

第26条第２号ア 3,900円 4,600円 

6,900円 8,200円 

10,800円 12,900円 

3,800円 4,500円 

5,000円 6,000円 
 

（略） （略） 

28 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

に対する第26条第２号アの規定の適用については、当該軽自動車が平

成28年４月１日から平成29年３月31日までの間に初回車両番号指定を

（削除）  
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受けた場合において、平成29年度分の軽自動車税に限り、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

掲げる字句とする。 

第26条第２号ア 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 
 

  

29 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において

同じ。)に対する第26条第２号アの規定の適用については、当該軽自

動車が平成28年４月１日から平成29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おいて、平成29年度分の軽自動車税に限り、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とする。 

（削除）  

第26条第２号ア 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 
 

  

30 法附則第30条第５項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第26条第２号アの

規定の適用については、当該軽自動車が平成28年４月１日から平成29

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おいて、平成

29年度分の軽自動車税に限り、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とする。 

（削除）  

第26条第２号ア 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
 

  

31 法附則第30条第６項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

に対する第26条第２号アの規定の適用については、当該軽自動車が平

成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、附則第28項の表の

28 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

に対する第26条第２号アの規定の適用については、当該軽自動車が平

成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に    限り、当該軽自

動車が平成30年４月１日から平成31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平成31年度分の軽自動車税    に限り、

31 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

に対する第26条第２号アの規定の適用については、当該軽自動車が平

成31年４月１日から令和２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２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２年４月１日から令和３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３年度分の軽自動車税の種別割に限り、
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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。 

次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。 

次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。 

 第26条第２号ア 3,900円 1,000円 

6,900円 1,800円 

10,800円 2,700円 

3,800円 1,000円 

5,000円 1,300円 
 

（略） 

32 法附則第30条第７項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

に対する第26条第２号アの規定の適用については、当該軽自動車が平

成29年４月１日から平成30年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成30年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平

成30年４月１日から平成31年３月31日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成31年度分の軽自動車税に限り、附則第29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。 

29 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

(ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。以下この項及

び次項において同じ。)           に対する第26条第２

号アの規定の適用については、当該軽自動車    が平成29年４月

１日から平成30年３月31日までの間に初回車両番号指定を受けた場合

には平成30年度分の軽自動車税    に限り、当該軽自動車   

 が平成30年４月１日から平成31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平成31年度分の軽自動車税    に限り、次

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。 

32 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる法第446条第１項第３

号に規定するガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソ

リン軽自動車」という。）のうち３輪以上のものに対する第26条第２

号アの規定の適用については、当該ガソリン軽自動車が平成31年４月

１日から令和２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２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該ガソリン軽自動

車が令和２年４月１日から令和３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３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次

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。 

 第26条第２号ア 3,900円 2,000円 

6,900円 3,500円 

10,800円 5,400円 

3,800円 1,900円 

5,000円 2,500円 
 

（略） 

33 法附則第30条第８項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第26条第２号アの

規定の適用については、当該軽自動車が平成29年４月１日から平成30

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平成30年度

分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成30年４月１日から平成31

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平成31年度

分の軽自動車税に限り、附則第30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。 

30 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げる３輪以上の軽自動車

          (前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対

する第26条第２号アの規定の適用については、当該軽自動車    

が平成29年４月１日から平成30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平成30年度分の軽自動車税    に限り、当該

軽自動車    が平成30年４月１日から平成31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平成31年度分の軽自動車税  

  に限り、次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。 

33 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車の

うち３輪以上のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対

する第26条第２号アの規定の適用については、当該ガソリン軽自動車

が平成31年４月１日から令和２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２年度分の軽自動車税の種別割に限り、当該

ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３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３年度分の軽自動車税の種

別割に限り、次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。 

 第26条第２号ア 3,900円 3,000円 

6,900円 5,200円 

10,800円 8,100円 

3,800円 2,900円 

5,000円 3,800円 
 

（略） 

(平成27年度から平成29年度までの用途変更宅地等及び類似用途変更 (平成30年度から平成32年度までの用途変更宅地等及び類似用途変更 (平成30年度から令和２年度までの用途変更宅地等及び類似用途変更宅
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宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税の経過措置の適用) 宅地等に対して課する固定資産税及び都市計画税の経過措置の適用) 地等に対して課する固定資産税及び都市計画税の経過措置の適用) 

34 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18条

の規定に基づき、平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資

産税及び都市計画税について法附則第18条の３及び第25条の３の規定

を適用しない。 

31 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18条

の規定に基づき、平成30年度から平成32年度までの各年度分の固定資

産税及び都市計画税について法附則第18条の３及び第25条の３の規定

を適用しない。 

34 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18条

の規定に基づき、平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資

産税及び都市計画税について法附則第18条の３及び第25条の３の規定

を適用しない。 
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逗子市市税条例の一部を改正する条例（平成26年条例第21号）新旧対照表（逗子市市税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 改正附則第３項関係） 
 

現行 改正後（案） 

逗子市市税条例 逗子市市税条例 

昭和49年12月９日 昭和49年12月９日 

逗子市条例第35号 逗子市条例第35号 

  

（軽自動車税に関する経過措置） （軽自動車税に関する経過措置） 

４ 略 ４ 略 

５ 略 ５ 略 

６ 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)

第60条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税    に係る新条例附則第27項 

                               

                               

         の規定の適用については、同項中「受けた月」とあ

るのは、「受けた月の属する年の12月」とする。 

６ 平成15年10月14日前に初めて道路運送車両法(昭和26年法律第185号)

第60条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽

自動車に対して課する軽自動車税の種別割に係る逗子市市税条例の一

部を改正する条例の一部を改正する条例(令和元年逗子市条例第  

号)の規定による改正後の逗子市市税条例（以下「令和元年新条例」と

いう。)附則第30項の規定の適用については、同項中「受けた月」とあ

るのは、「受けた月の属する年の12月」とする。 

７ 平成27年３月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第１項後段の

規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課す

る軽自動車税    に係る新条例第26条第２号ア        

                               

                    及び新条例附則第27項 

    の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

７ 平成27年３月31日以前に初めて道路運送車両法第60条第１項後段の

規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課す

る軽自動車税の種別割に係る逗子市市税条例の一部を改正する条例(平

成30年逗子市条例第30号)の規定による改正後の逗子市市税条例（以下

「平成30年新条例」という。)第26条第２号ア及び令和元年改正条例附

則第30項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の
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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。 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。 

新条例第26条第２号

ア     

3,900 円 3,100 円 

6,900 円 5,500 円 

10,800円 7,200 円 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 

新条例附則第27項 

     表以外の

部分 

第26条第２号ア 逗子市市税条例の一

部を改正する条例(平

成26年逗子市条例第2

1号。以下この項にお

いて「平成26年改正条

例」という。)附則第

７項の規定により読

み替えて適用される

第26条第２号ア 

新条例附則第27項 

    の表第26条

第２号アの項 

第26条第２号ア 平成26年改正条例附

則第７項の規定によ

り読み替えて適用さ

れる第26条第２号ア 

3,900 円 3,100 円 

6,900 円 5,500 円 

10,800円 7,200 円 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 
 

平成30年改正条例第2

6条第２号ア 

3,900 円 3,100 円 

6,900 円 5,500 円 

10,800円 7,200 円 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 

令和元年改正条例附

則第30項の表以外の

部分 

第26条第２号ア 逗子市市税条例の一

部を改正する条例(平

成26年逗子市条例第2

1号。以下この項にお

いて「平成26年改正条

例」という。)附則第

７項の規定により読

み替えて適用される

第26条第２号ア 

令和元年改正条例附

則第30項の表第26条

第２号アの項 

第26条第２号ア 平成26年改正条例附

則第７項の規定によ

り読み替えて適用さ

れる第26条第２号ア 

3,900 円 3,100 円 

6,900 円 5,500 円 

10,800円 7,200 円 

3,800 円 3,000 円 

5,000 円 4,000 円 
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〇市税条例附則の改正状況について（第27項以降）

H30.11月改正前 H30.11月提案 H31.4月提案（専決） R1.6月提案

【平成31年（令和元年）10月1日施行】 【平成31年4月1日施行】 【令和元年10月1日施行】

第27項 軽自動車税の重課

追加

第27項
軽自動車税環境性能割の

賦課徴収の特例
第27項

軽自動車税環境性能割の

賦課徴収の特例

第28項

軽自動車税の軽課

75％軽減

（平成29年度分）

追加

第28項
軽自動車税環境性能割の

課税免除の特例
第28項

軽自動車税環境性能割の

課税免除の特例

第29項

軽自動車税の軽課

50％軽減

（平成29年度分）

追加

第29項
軽自動車税環境性能割の

減免の特例
第29項

軽自動車税環境性能割の

減免の特例

第30項

軽自動車税の軽課

25％軽減

（平成29年度分）

第30項
軽自動車税種別割の重課

（平成32年度以降）
第27項

軽自動車税の重課

（平成31年度分）
第30項

軽自動車税種別割の重課

（令和2年度以降）

第31項

軽自動車税の軽課

75％軽減

（平成30・31年度分）

第31項

軽自動車税の軽課

75％軽減

（平成29年度分）

（削除） 第31項

軽自動車税種別割の軽課

75％軽減

（令和2・3年度分）

第32項

軽自動車税の軽課

50％軽減

（平成30・31年度分）

第32項

軽自動車税の軽課

50％軽減

（平成29年度分）

（削除） 第32項

軽自動車税種別割の軽課

50％軽減

（令和2・3年度分）

第33項

軽自動車税の軽課

25％軽減

（平成30・31年度分）

第33項

軽自動車税の軽課

25％軽減

（平成29年度分）

（削除） 第33項

軽自動車税種別割の軽課

25％軽減

（令和2・3年度分）

第34項
固定資産税・都市計画税

経過措置
第34項

軽自動車税の軽課

75％軽減

（平成30・31年度分）

第28項

軽自動車税の軽課

75％軽減

（平成30・31年度分）

第34項
固定資産税・都市計画税

経過措置

第35項

軽自動車税の軽課

50％軽減

（平成30・31年度分）

第29項

軽自動車税の軽課

50％軽減

（平成30・31年度分）

第36項

軽自動車税の軽課

25％軽減

（平成30・31年度分）

第30項

軽自動車税の軽課

25％軽減

（平成30・31年度分）

第37項
固定資産税・都市計画税

経過措置
第31項

固定資産税・都市計画税

経過措置

・地方税法等の一部を改正する等の法律

（H28.3.31公布）

・地方税法等の一部を改正する法律

（H31.3.29公布）

・地方税法等の一部を改正する等の法律

（H28.3.31公布）

・地方税法等の一部を改正する法律

（H31.3.29公布）
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