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地方税法等の一部 を改正する等の法律（平成二十 八年法律第十三号）（特別法人 事業税及び特別法人事業譲与税
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一

森 林法 （昭 和二 十 六年 法律 第二 百 四十 九号 ）（ 抄 ）

この法律 におい て「森 林」と は、左に 掲げる ものを いう。 但し、主 として 農地又 は住宅 地若しく はこれ に準ず る土地 として

（定義）
第二 条
木竹が集団して 生育している土地及びその土地 の上にある立木竹

使用され る土地及びこれらの上にある立 木竹を除く。
一
前号の土地の外、木竹の 集団的な生育に供される土地
略

二
２及び３
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二

地 方税 法（ 昭和 二 十五 年法 律第 二 百二 十六 号） （ 地方 税法 等 の一 部を 改正 す る法 律案 によ る 改正 後） （抄 ）

略

地 方 税並 びに その 督促 手数 料、 延 滞金 、過 少申 告加 算金 、 不申告 加算金 、重加 算金及び 滞納処 分費を い

この法律において、次の各号に 掲げる用語の意義は、当該各号 に定めるところによる。

（用語）
第一条
一～十三
地方 団体 の徴 収金

こ の法律 中道府 県に関す る規定 は都に 、市町村 に関す る規定 は特別 区に準用 する。 この場 合にお いては、 「道府 県」、 「道府 県

う。

十四
２

税」 、 「道 府県 民税 」、 「道 府 県た ばこ 税」 、「 道府 県 知事 」又 は「 道府 県職 員 」と あるの は、そ れぞれ 「都」 、「都税 」、「 都

民税 」、 「都 たば こ 税」 、「 都知 事」 又は 「都 職 員」 と、 「市 町村 」、 「 市町 村税 」、 「市町 村民税 」、「 市町村た ばこ税 」、「

市 町村 長」 又 は「 市町 村職 員」 とあ る のは 、そ れぞ れ「 特別 区 」、 「特 別区 税」 、「 特別 区民税 」、「 特別区 たばこ税 」、「 特別
略

区長」又は「特別 区職員」と読み替えるものとす る。
３

（公益等に因る課税免除及 び不均一課税）

地方 団体は、公益上その他の事由に因 り課税を不適当とする場合にお いては、課税をしないことがで きる。

地方団体は 、公益上その他の事由に因り必 要がある場合においては、不均 一の課税をすることができる。

第六 条
２

地方団 体は、 その一 部に対し て特に 利益が ある事 件に関し ては、 不均一 の課税を し、又 はその 一部に 課税をす ること ができ

（受益に因る不 均一課税及び一部課税）
第七 条
る。
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災害等 による 徴収の 猶予若 しくは第 十五条 の七第 一項の 規定によ る滞納 処分の 執行の 停止をし た場合 又は事 業の廃 止

（納税の猶 予の場合の延滞金の免除）
第十 五条 の九

等に よる 徴収 の猶 予（ 徴 収の 猶予 のう ち災 害等 に よる 徴収 の猶 予以 外の もの を いう 。以 下この 項にお いて同 じ。）若 しくは 職権に

よ る換 価の 猶予 若 しく は申 請に よる 換価 の 猶予 をし た場 合に は、 そ の猶 予又 は停 止を した 地方税 に係る 延滞金額 のうち 、それ ぞれ

、当 該 災害 等に よる 徴収 の猶 予 若し くは 執行 の停 止を した 期 間に 対応 する 部分 の金 額 に相当 する金 額又は 当該事業 の廃止 等によ る

徴収 の猶 予若 しく は職 権 によ る換 価の 猶予 若し く は申 請に よる 換価 の猶 予 をし た期 間（ 延滞金 が年十 四・六 パーセン トの割 合によ

り 計算 され る 期間 に限 る。 ）に 対応 す る部 分の 金額 の二 分の 一に 相 当す る金 額は 、免 除す る。た だし、 第十五 条の三第 一項（ 第十

五条 の 五の 三第 二項 及び 第十 五 条の 六の 三第 二項 にお い て読 み替 えて 準用 する 場 合を 含む。 ）又は 前条第 一項の 規定によ る取消 し

の基 因と なる べき 事 実が 生じ た場 合に は、 その 生 じた 日以 後の 期間 に対 応 する 部分 の金 額につ いては 、地方 団体の長 は、そ の免除

徴収 の猶予 、職権 による換 価の猶 予又は 申請に よる換価 の猶予 をした 場合に おいて、 納税者 又は特 別徴収義 務者が 次の各 号のい

をしな いことができる。
２

ずれ かに 該当 する と きは 、地 方団 体の 長は 、 その 猶予 をし た地 方税 に係 る 延滞 金（ 前項 の規定 による 免除に 係る部 分を除く 。）に

つ き、 猶 予し た期 間（ 当該 地方 税を 当 該期 間内 に納 付し 、又 は 納入 しな かつ たこ とに つ いてやむ を得な い理由 がある と地方団 体の

長 が認 める 場合 には 、猶 予 の期 限の 翌日 から 当該 や むを 得な い理 由が なく なつ た 日ま での 期間を含 む。） に対応 する部分 の金額 で
その納付又は納入が困難と 認められるものを限度として免 除することができる。

納 税 者又 は特 別徴 収義 務者 の 財産 の状 況が 著し く不 良で 、 納期 又は 弁済 期の 到来 し た他の地 方団体 に係る 地方団 体の徴収 金、

納 税者若し くは特 別徴収 義務者 の事業又 は生活 の状況 により その延滞 金額の 納付又 は納入 を困難と するや むを得 ない理 由があ

第二十 条の九 の三第 五項た だし書の 規定に より徴 収を猶 予した場 合には 、その 猶予を した地方 税に係 る延滞 金につき 、その 猶予

ると認められる とき。

二

において、その軽減又は免 除がされたとき。

国 税 、公 課 又 は債 務 に つ いて 軽 減 又 は免 除 を しな けれ ば、 その 事 業の 継続 又は 生活 の維 持が 著 しく 困難 にな ると 認め ら れる 場合

一

３

を し た期 間（ 延滞 金が 年十 四・ 六 パー セン トの 割合 によ り 計算 され る期 間に 限る も のと し、前 二項の規 定によ り延滞 金の免 除がさ
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地方団 体の長は 、滞納 に係る 地方団 体の徴収 金の全 額を徴 収する ために必 要な財 産につ き差押 えをした 場合又 は納付 し、若 しく

れた場合には、当該免 除に係る期間に該当する期間を 除く。）に対応する部分の金額 の二分の一に相当する金額は、 免除する。
４

は 納入 すべ き地 方 団体 の徴 収金 の額 に相 当 する 担保 の提 供を 受け た 場合 には 、そ の差 押え 又は担 保の提 供に係る 地方税 を計算 の基

礎と す る延 滞金 につ き、 その 差押 え 又は 担保 の提 供が され て いる 期間 （延 滞金 が年 十 四・六 パーセ ントの 割合によ り計算 される 期

間に 限る もの とし 、前 三 項の 規定 によ り延 滞金 の 免除 がさ れた 場合 には 、当 該 免除 に係 る期間 に該当 する期 間を除く 。）に 対応す
る部分の 金額の二分の一に相当する金額 を限度として、免除することが できる。

地方 団体の長 は、過 誤納に 係る地 方団体の 徴収金 （以下 本章に おいて「 過誤納 金」と いう。 ）がある ときは 、政令 で定め

（過誤納 金の還付）
第十 七条

るところにより、遅滞なく還 付しなければならない。

更 正、決 定若しく は賦課 決定又 は加算 金の決定 で次の 各号に 掲げる ものは、 当該各 号に定 める期 間の満了 する日 が、

（更正、決定等の期間制限 の特例）
第 十七 条の六

前 条の 規定 によ り更 正、 決 定若 しく は賦 課決 定又 は 加算 金の 決定 をす るこ とが で きる 期間 の満了す る日後 に到来 するとき は、同 条

更 正、決定 若しく は賦課 決定に 係る審査 請求に ついて の裁決 （第五十 九条第 二項、 第七十二 条の五 十四第 五項若 しくは第 三百

の規定にかかわらず、当該 各号に定める期間においても、 することができる。
一

二 十 一条 の 十 五第 二 項 の 規定 に よ る 決定 又 は 同条 第七 項の 規定 に よる 裁決 を含 む。 ）又 は更 正 、決 定若 しく は賦 課決 定 に係 る訴

えに つ い て の判 決 （ 以 下こ の 号 にお い て 「 裁決 等」 とい う 。） によ る原 処分 の異 動 に伴 つて 課税 標準 又は 税 額に 異動 を生 ずべ き

当 該裁 決等 があ つた 日の 翌 日か ら起 算し

地 方 税 （ 当該 裁 決 等に 係 る 地 方税 の 属 する 税 目 に属 する もの に限 る。 ） で当 該裁 決等 を受 けた 者に 係 るも のに つい ての 更正 、 決
定 若 しく は 賦 課 決定 又 は 当該 更 正 若 しく は 決 定に 伴う 当該 地方 税 に係 る加 算金 の決 定

第 八条第 一項（第 八条の 四第二 項におい て準用 する場 合を含 む。）又 は第八 条の二 第二項 （第八条 の三第 二項に おいて 準用す

て六月間
二
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る 場合 を 含 む 。） の 規 定に よ る 申 出に 係 る 決定 、 裁決 又は 判決 に基 づい て する 更正 、決 定又 は賦 課決 定

当 該決 定、 裁決 又は 判

地方 税につ きその 課税標準 の計算 の基礎 となつ た事実の うちに 含まれ ていた無 効な行 為によ り生じ た経済的 成果が その行 為の

決があつた日の翌日から起算し て六月間
三

無 効で あ る こ とに 基 因 して 失 わ れ たこ と 、 当該 事 実の うち に含 まれ てい た 取り 消し うべ き行 為が 取 り消 され たこ とそ の他 これ ら

に準 ず る 政令 で 定 め る理 由 に 基づ い て す る更 正 若し くは 賦課 決定 （ その 地方 税の 課税 標準 又 は税 額を 減少 させ るも の に限 る。 ）

当該理由が生じた 日の翌日から起算して三年間

当 該更 正

第二十 条の九 の三第 一項の規 定によ る更正 の請求 をするこ とがで きる期 限につ いて第二 十条の 五第二 項又は 第二十条 の五の 二

又は当該 更正に伴う当該地方税に係る加 算金の決定
四

第一 項 若 しく は 第 二 項の 規 定 の 適用 が あ る場 合 にお ける 当該 更 正の 請求 に係 る更 正又 は 当該 更正 に伴 う加 算金 の決 定
略

の請求が あつた日の翌日から起算して六 月間
２及び３

地方団 体の徴収 金に関 する次 の各号 に掲げる 処分に ついて の審査 請求につ いては 、この 款その 他この法 律に特 別の定 めが

（行政不服審査法 との関係）
第十 九条
一
督促又は滞納処分

更正若しく は決定（第五号に掲げるものを除 く。）又は賦課決定

あるも のを除くほか、行政不服審査法 （平成二十六年法律第六十八号 ）の定めるところによる。
二
略

前各号に掲 げるもののほか、地方団体の徴 収金の賦課徴収又は還付に関す る処分で総務省令で定めるもの

三～ 八
九

審査請 求は、 その目 的となつ た処分 に係る 地方団 体の徴収 金の賦 課又は 徴収の続 行を妨 げない 。ただ し、その 地方団

（審査請求と地 方団体の徴収金の賦課徴収との 関係）
第十 九条の 七

体 の 徴収 金の 徴収 のた めに 差し 押 さえ た財 産（ 国税 徴収 法 第八 十九 条の 二第 四項 に 規定 する特 定参加差 押不動 産を含 む。） の滞納
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処分 （そ の 例に よる 処分 を含 む。 次 項に おい て同 じ。 ）に よ る換 価は 、そ の財 産の 価額 が著 しく減 少するお それが あると き、又 は

審 査請求 の目的と なつた 処分に 係る地 方団体の 徴収金 につい て徴収 の権限を 有する 地方団 体の長は 、審査 請求を した者 が第十六

審査請求をした者から別段の申 出があるときを除き、その審査 請求に対する裁決があるまで、 することができない。
２

条第 一 項各 号に 掲げ る担 保を 提供 し て、 その 地方 団体 の徴 収 金に つき 、滞 納処 分に よ る差押 えをし ないこ と又は既 にされ ている 滞

納処 分に よる 差押 えを 解 除す るこ とを 求め た場 合 にお いて 、相 当と 認め ると き は、 その 差押え をせず 、又は その差押 えを解 除する
略

ことがで きる。
３

地方団 体の長は 、災害 その他 やむを 得ない理 由によ り、こ の法律 又はこれ に基づ く条例 に定め る申告、 申請、 請

（災害等による期 限の延長）
第二 十条の 五の二

求 その 他書 類 の提 出（ 審査 請求 に関 す るも のを 除く 。） 又は 納 付若 しく は納 入に 関す る期 限まで に、こ れらの 行為をす ること がで

き ない と認 める とき は、 次項 の 規定 の適 用が ある 場合 を 除き 、当 該地 方団 体の 条 例の 定める ところ により 、当該 期限を延 長する こ

総 務大臣 は、第 七百九十 条の二 の規定 による 報告があ つた場 合にお いて、 地方税関 係手続 用電子 情報処 理組織（ 第七百 六十二 条

とができる。
２

第 一号 に規 定す る地 方税 関 係手 続用 電子 情報 処理 組 織を いう 。以 下こ の項 にお い て同 じ。 ）又は特 定徴収 金手続 用電子情 報処理 組

織（ 第七 百九 十条 の 二に 規定 する 特定 徴収 金 手続 用電 子情 報処 理組 織 をい う。 以下 この 項にお いて同 じ。） の故障 その他や むを得

な い理 由 によ り、 前項 に規 定す る 期限 まで に同 項に 規定 する 行 為を すべ き者 であ つて 、 当該期限 までに 当該行 為のう ち、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 機構 （次 項に おい て 「機 構」 とい う。）を 経由し て行う 同号イ に掲げる 通

知又 は特 定徴 収 金手 続用 電子 情報 処理 組織 を 使用 して 行う 特定 徴収 金 （第 七百 四十 七条 の五 の二第二 項に規 定する 特定徴 収金をい

う 。） の 納付 若し くは 納入 の全 部 又は 一部 を行 うこ とが で きな いと 認め る者 が多 数に 上 ると認 めるとき （当該 通知が 第五十三 条第

四 十六 項、 第七 十二 条 の三 十二 第一 項、 第七 十二 条 の八 十九 の二 第一 項又 は 第三 百二 十一 条の八第 四十二 項の申 告であ る場合に は

、そ れぞ れ第 五 十三 条第 六十 項、 第七 十 二条 の三 十二 の二 第十 一 項、 第七 十二 条の 八十 九の 三第十一 項又は 第三百 二十一 条の八第

五 十 六項 の規 定に よる 指定 を行 う こと によ り、 これ らの 申 告を 円滑 に行 うこ とが で きる と認め るときを 除く。 ）は、 対象と なる行
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為、 対象 者 の範 囲及 び期 日を 指定 し て当 該期 限を 延長 する こ とが でき る。 この 場合 にお いて 、延長 後の期限 は、当 該理由 がなく な
略

第二 十条の五 の二第 一項又 は第二 項の規定 により 地方税 の納付 又は納入 に関す る期限 を延長 した場合 には、 その

つた日から二月を超えてはなら ない。
３

（延滞金 の免除）
第二 十条 の九の 五

地 方団体 の長は 、次の各 号のい ずれか に該当す る場合 には、 その地 方税に係 る延滞 金（第 十五条 の九の規 定によ る免除 に係る 部

地方税に係る延滞金のうちそ の延長をした期間に対応する部 分の金額は、免除する。
２

第 十六条 の二第 三項の 規定によ る有価 証券の 取立て 及び地方 団体の 徴収金 の納付 又は納入 の再委 託を受 けた金 融機関が 当該有

分を除く。）につ き、当該各号に定める期間に対 応する部分の金額を限度として、 免除することができる。
一

同 日 の翌 日か らそ の納 付又 は納 入 があ

価 証 券 の取 立 て を すべ き 日 後に 当 該 地 方団 体 の徴 収 金に 係る 地方 税の 納付 又は 納 入を した 場合 （同 日後 に その 納付 又は 納入 があ
つ た こと に つ き納 税 者 又 は特 別 徴 収義 務 者 の 責め に帰 すべ き事 由が あ る場 合を 除く 。）

納税 貯蓄組 合法（ 昭和二 十六年法 律第百 四十五 号）第 六条第一 項の規 定によ る地方 税の納付 又は納 入の委 託を受 けた同法 第二

つた日までの期間
二

条 第 二項 に 規 定す る 指 定 金融 機 関 （地 方 税 の 収納 をす るこ とが でき る もの を除 く。 ）が その 委 託を 受け た日 後に 当該 地 方税 の納

政令で定める期間

付又 は 納 入 をし た 場 合（ 同 日 後 にそ の 納 付又 は 納入 があ つ たこ とに つき 納税 者又 は 特別 徴収 義務 者の 責め に帰 す べき 事由 があ る
同日の翌日からその 納付又は納入があつた日までの 期間

前二号のい ずれかに該当する事実に類する 事実が生じた場合で政令で定め る場合

場合 を除く。）
三

道府県 民税は 、第一 号に掲げ る者に 対して は均等 割額及び 所得割 額の合 算額によ り、第 三号に 掲げる 者に対し ては均 等

（道府県民税の 納税義務者等）
第二 十四条

割 額 及び 法人 税割 額の 合算 額に よ り、 第二 号及 び第 四号 に 掲げ る者 に対 して は均 等 割額 により 、第四号 の二に 掲げる 者に対 しては
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法人 税割 額 によ り、 第五 号に 掲げ る 者に 対し ては 利子 割額 に より 、第 六号 に掲 げる 者に 対し ては配 当割額に より、 第七号 に掲げ る
道府県 内に住所を有する個人

者に対しては株式等譲渡所得割 額により課する。
一

道府県内に事務 所、事業所又は家屋敷を有する 個人で当該事務所、事業所又は 家屋敷を有する市町村内に住所を 有しない者
略

略

二
三～七
２～９

（個人の 道府県民税の賦課徴収に関する 報告等）
略

市町村 長は、 毎年六月 三十日 までに 、道府 県の条例 で定め るとこ ろによ り、道府 県知事 に対し 、毎年 五月三十 一日現 在にお ける

第四十六条
２

道府 県知事 は、必 要がある と認め る場合 には、 前二項に 規定す るもの のほか 、市町村 長に対 し、当 該市町村 に係る 個人の 道府県

個人の 道府県民税に係る滞納の状況を 報告しなければならない。
３
略

民税の賦課徴収に関する事 項の報告を請求することができる 。
４及び ５

第二 十四条 第一項第 一号の 者が退 職手当 等（所得 税法第 百九十 九条の 規定によ りその 所得税 を徴収 して納付 すべき も

（退 職所得の課税の特例）
第 五十条 の二

のに 限る 。以 下 本目 にお いて 同じ 。） の支 払 を受 ける 場合 には 、当 該 退職 手当 等に 係る 所得 割は、第 三十二 条、第 三十五 条及び第

三 十九 条 の規 定に かか わら ず、 当 該退 職手 当等 に係 る所 得 を他 の所 得と 区分 し、 本目 に 規定す るところ により 、当該 退職手当 等の

支払を受けるべ き日の属する年の一月一日現在 におけるその者の住所所在の道 府県において課する。
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（譲渡割の確定申告納 付）
略

消 費税法 第五十二 条第一 項の規 定によ り消費税 の還付 を受け る事業 者（承継 相続人 を含む 。）は、 同項の 不足額 、当該 不足額に

第七十二条の八十八
２

七十 八 分の 二十 二を 乗じ て得 た金 額 その 他必 要な 事項 を記 載 した 申告 書を 譲渡 割課 税 道府県 の知事 に提出 すること ができ る。こ の

場合 にお いて 、当 該譲 渡 割課 税道 府県 は、 政令 で 定め ると ころ によ り、 当該 申 告書 を提 出した 者に対 し、当 該金額に 相当す る譲渡

第一 項の場 合におい て、事 業者が 同項の 規定によ り提出 する申 告書に 係る消費 税額に 基づい て算定 した譲渡 割額が 、当該 譲渡割

割額を還 付し、又はその者の未納に係る 地方団体の徴収金に充当するも のとする。
３

額に 係る 譲渡 割の 中間 納 付額 に満 たな いと き若 し くは ない とき 、又 は前 項 の場 合に おい て、同 項の規 定によ る申告書 に係る 課税期

間 にお いて 譲 渡割 の中 間納 付額 があ る とき その 他政 令で 定め ると き は、 譲渡 割課 税道 府県 は、政 令で定 めると ころによ り、そ の満

略

第七十三条の二第九項及び第十 項の規定は、前項の規定による 還付をする場合について準用す る。

第七十三条の二十七
２
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たな い 金額 に相 当す る譲 渡割 の 中間 納付 額若 しく は譲 渡 割の 中間 納付 額の 全額 を 還付 し、又 は未納 に係る 地方団 体の徴収 金に充 当
するものとする。

略

（不動産取得税の納税義務 者等）
第七十 三条の二
略

道府県 は、前 項の規 定により 、不動 産取得 税額及 びこれに 係る地 方団体 の徴収 金を還付 する場 合にお いて、 還付を受 ける納 税義

２～８
９
略

務者 の未納に係る地方団体の徴収金が あるときは、当該還付すべき額 をこれに充当することができる 。
～
12

（住宅の用に供 する土地の取得に対する不動産 取得税の還付等）

10

略

（譲渡担保 財産の取得に対して課する不動 産取得税の納税義務の免除等）
第七十三条の二十七 の四
略

第七 十三条の二第九項及び第十項の 規定は、前項の規定による還付 をする場合について準用する。

２～４
５

（製造た ばこの返還があつた場合におけ る控除等）
略

略

２

道 府県知 事は、 前項の規 定によ り、た ばこ税 額に相当 する金 額を還 付する 場合にお いて、 還付を 受ける 申告納税 者の未 納に係 る

第七十四条の十四
３
略

地方団体の徴収金 があるときは、当該還付すべき 金額をこれに充当することがで きる。
４

（軽油引取税の徴収不能額 等の還付又は納入義務の免除）
略

道府 県知事 は、前 項の規 定により 、軽油 引取税 額に相当 する額 を還付 する場 合におい て、還 付を受 ける特 別徴収義 務者の 未納に

第百 四十四条の三十
２
略

係る地方団体の徴収金があ るときは、当該還付すべき額を これに充当することができる。
３

（譲 渡担保財産に対して課する環境 性能割の納税義務の免除等）
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第百六十四条
略

略

道 府県知 事は、前 項の規 定によ り環境 性能割に 係る地 方団体 の徴収 金を還付 する場 合にお いて、還 付を受 けるべ き者の 未納に係

２～６
７
略

る地方団体の徴収金 があるときは、当該還付すべき 額をこれに充当しなければなら ない。
８

（自動車の返還があつた場合 の環境性能割の納税義務の免除 等）
略

略

２

前条第七項の規定は、前 項の規定により環境性能割額を 還付する場合について準用する 。

第百六十 五条
３

精神上 の障害 により 事理を弁 識する 能力を 欠く常 況にある 者、失 明者そ の他の 精神又は 身体に 障害が ある者 で政令で

市町村 民税について、次の各号に掲げ る用語の意義は、それぞれ当該 各号に定めるところによる。

（市町村民税に関する用語 の意義）
第二百 九十二条
略

障害者

一～九
十

次 に掲げる者をいう。

夫 と死別 し、若し くは夫 と離婚 した後 婚姻をし ていな い者又 は夫の 生死の明 らかで ない者 で政令 で定める ものの うち、 扶養

寡婦

定め るものをいう。
十一
イ

イに掲 げる者 のほか、 夫と死 別した 後婚姻 をしてい ない者 又は夫 の生死 の明らか でない 者で政 令で定 めるもの のうち 、前年

親族 その他その者と生計を一にする 親族で政令で定めるものを有す るもの
ロ

寡夫

妻と死別 し、若 しくは 妻と離婚 した後 婚姻を してい ない者又 は妻の 生死の 明らか でない者 で政令 で定め るもの のうち

の合計所得金額が五百万 円以下であるもの
十二
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単 身児童 扶養者

児童扶 養手当 法第三 条第一項 に規定 する児 童で政 令で定め るもの につい て同法 第四条第 一項に 規定す

、その者と生計を一に する親族で政令で定めるものを 有し、かつ、前年の合計所得金 額が五百万円以下であるものを いう。
十二の 二

る 児 童 扶養 手 当 の支 給 を 受 けて い る 当該 児 童 と生 計を 一 にす る同 法第 三条 第三 項に 規 定す る父 又は 母の うち 、 婚姻 （婚 姻の 届出

を して い な い が、 事 実 上婚 姻 関 係 と同 様 の 事情 に ある 場合 を含 む。 ）を し てい ない 者又 は配 偶者 （ 婚姻 の届 出を して いな いが 、
合 計所得 金額

第三百十 三条第 八項及 び第九 項の規定 による 控除前 の同条 第一項の 総所得 金額、 退職所 得金額及 び山林 所得

事実上婚姻関係と同様の事情に ある者を含む。）の生死の明ら かでない者で政令で定めるもの をいう。
十三
十四
略

略

金額の合計額をいう 。
２～４

市町 村民税 は、第一 号の者 に対し ては均 等割額及 び所得 割額の 合算額に より、 第三号 の者に 対しては 均等割 額及び

（市町 村民税の納税義務者等）
第 二百九 十四条
一

市町村内に 事務所、事業所又は家屋敷を有す る個人で当該市町村内に住所を 有しない者

市 町村内に住所を有する個人

法人 税割 額の 合算 額 によ り、 第二 号及 び第 四 号の 者に 対し ては 均等 割額 に より 、第 五号 の者に 対して は法人 税割額 により課 する。
二
略

略

２

市町 村は、 当該市 町村の 住民基本 台帳に 記録さ れていな い個人 が当該 市町村 内に住所 を有す る者で ある場 合には、 その者 を当該

三～五
３

住民 基本 台帳 に 記録 され てい る者 とみ なし て 、そ の者 に市 町村 民税 を 課す るこ とが でき る。 この場合 におい て、市 町村長 は、その

前項 の規定 により 市町村 民税を課 された 者に対 しては 、その者 が記録 されて いる住 民基本台 帳に係 る市町 村は、 第二項の 規定に

者 が他 の 市町 村の 住民 基本 台帳 に 記録 され てい るこ とを 知 つた とき は、 その 旨を 当該 他 の市町 村の長に 通知し なけれ ばならな い。
４

略

かかわらず、市町村民税 を課することができない。
５～ ９
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市町村 の徴税 吏員は 、市町 村民税の 賦課徴 収に関 する調 査のため に必要 がある 場合に おいては 、次に 掲げる 者に質

（徴税吏員 の市町村民税に関する調査に係 る質問検査権）
第二 百九 十八条

問し 、又 は第 一号 から 第 三号 まで の者 の事 業に 関 する 帳簿 書類 （そ の作 成又 は 保存 に代 えて電 磁的記 録（電 子的方式 、磁気 的方式

そ の他 の人 の知 覚 によ つて は認 識す るこ と がで きな い方 式で 作ら れ る記 録で あつ て、 電子 計算機 による 情報処理 の用に 供され るも

のを い う。 ）の 作成 又は 保存 が され てい る場 合に おけ る当 該 電磁 的記 録を 含む 。次 条 第一項 第一号 及び第 二号にお いて同 じ。） そ

三

二

一

前 三号に掲げる者以外の者で当該 市町村民税の賦課徴収に関し直接 関係があると認められる者

給与支払報告書を提出す る義務がある者及び特別徴収義 務者

前号に規定す る者に金銭又は物品を給付する 義務があると認められる者

納税 義務者又は納税義務があると認 められる者

前項 の場合 におい ては、当 該徴税 吏員は 、その 身分を証 明する 証票を 携帯し 、関係人 の請求 があつ たときは 、これ を呈示 しなけ

四

の他の物件を検査し、若しく は当該物件（その写しを含む。 ）の提示若しくは提出を求めるこ とができる。

２

４

３

第一項又は第三項の規 定による市町村の徴税吏員の権 限は、犯罪捜査のために認めら れたものと解釈してはならない 。

市町村民税に係る滞納処分に関する調査については、第一項の規定にかかわらず、第三百三十一条第六項の定めるところによる。

市 町村の徴税吏員は、政令で定め るところにより、第一項の規定 により提出を受けた物件を留め 置くことができる。

ればならない。

５

市 町村民 税の納 税義務者 は、納 税義務 を負う 市町村内 に住所 、居所 、事務 所、事業 所又は 寮等を 有しな い場合に おいて は

（市町村民税の納税管理人 ）
第 三百 条

、 納税 に関 する 一切 の 事項 を処 理さ せる ため 、当 該 市町 村の 条例 で定 める 地 域内 に住 所、 居所、事 務所若 しくは 事業所 を有する 者

のう ちか ら納 税 管理 人を 定め てこ れを 市 町村 長に 申告 し、 又は 当 該地 域外 に住 所、 居所 、事 務所若し くは事 業所を 有する 者のうち

当 該 事項 の処 理に つき 便宜 を有 す るも のを 納税 管理 人と し て定 める こと につ いて 市 町村 長に申 請してそ の承認 を受け なけれ ばなら
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略

ない。納税管理人を変 更し、又は変更しようとする場 合においても、また、同様とす る。
２

市 町村は、 市町村 民税の 納税義 務者が次 の各号 に掲げ る者の いずれか に該当 する場 合には 、その者 に対し て課す る均

（個人の均等割の税率の軽減）
第 三百 十一条
一
前号 に掲げる者を二人以上有する者

均等割を納付する義務が ある同一生計配偶者又は扶養親 族

等割の額を、当該市 町村の条例で定めるところによ り、軽減することができる。
二

（個人 の市町村民税の納期前の納付）
略

前項の 規定に よつて 個人の市 町村民 税の納 税者が当 該納期 の後の 納期に 係る納付 額に相 当する 金額の 税金を納 付した 場合に おい

第三百二十一条
２

て は、 市 町村 は、 当該 市町 村の 条例 で 定め る金 額の 報奨 金を そ の納 税者 に交 付す るこ と ができる 。但し 、当該 納税者 の未納に 係る
略

地方団体の徴収 金がある場合においては、この限 りでない。
３

市 町村長 は、普 通徴収の 方法に よつて 徴収す る個人の 市町村 民税に ついて 所得税の 納税義 務者が 提出し た修正

（普通徴収に係る個人の市 町村民税の賦課額の変更又は決 定及びこれらに係る延滞金の徴 収）
第 三百 二十一 条の二

申 告書 又は 国の 税務 官 署が した 所得 税の 更正 若し く は決 定に 関す る書 類を 第 三百 二十 五条 の規定に より閲 覧し、 その賦 課した税 額

を変 更し 、又 は 賦課 する 必要 を認 めた 場 合に は、 すで に第 三百 十 五条 第一 号た だし 書若 しく は第二号 又は第 三百十 六条の 規定を適

用 し て個 人の 市町 村民 税を 賦課 し てい た場 合を 除く ほか 、 直ち に変 更に よる 不足 税 額又 は賦課 されるべ きであ つた税 額のう ちその
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前項の 場合にお いては 、市町 村の徴 税吏員は 、不足 税額を その決 定があつ た日ま での納 期の数 で除して 得た額 に第三 百二十 条の

決定があつた日までの 納期に係る分（以下この条にお いて「不足税額」という。）を 追徴しなければならない。
２

各 納期 限（ 納期 限 の延 長が あつ たと きは 、 その 延長 され た納 期限 と する 。次 項及 び第 四項 におい て同じ 。）の翌 日から 納付の 日ま

での 期 間の 日数 に応 じ、 年十 四・ 六 パー セン ト（ 当該 不足 税 額に 係る 納税 通知 書に お いて納 付すべ きこと とされる 日まで の期間 又

はそ の日 の翌 日か ら一 月 を経 過す る日 まで の期 間 につ いて は、 年七 ・三 パー セ ント ）の 割合を 乗じて 計算し た金額に 相当す る延滞

所得 税の納 税義務者 が修正 申告書 （偽り その他不 正の行 為によ り所得 税を免れ 、又は 所得税 の還付 を受けた 所得税 の納税 義務者

金額を加 算して徴収しなければならない 。
３

が、 当該 所得 税に つい て の調 査が あつ たこ とに よ り当 該所 得税 につ いて 更 正が ある べき ことを 予知し て提出 した当該 申告書 及び所

得 税の 納税 義 務者 が所 得税 の決 定を 受 けた 後に 提出 した 当該 申告 書 （次 項に おい て「 特定 修正申 告書」 という 。）を除 く。） を提

出し 、 又は 国の 税務 官署 が所 得 税の 更正 （偽 りそ の他 不 正の 行為 によ り所 得税 を 免れ 、又は 所得税 の還付 を受け た所得税 の納税 義

務者 につ いて され た 当該 所得 税に 係る 更正 及び 所 得税 の決 定が あつ た後 に され た当 該所 得税に 係る更 正（同 項におい て「特 定更正

」 とい う。 ） を除 く。 ）を した こと に 基因 して 、第 三百 二十 条 の各 納期 限か ら一 年を 経過 する日 後に第 一項の 規定によ りその 賦課

し た税 額を 変更 し、 又は 賦課 し た場 合に は、 当該 一年 を 経過 する 日の 翌日 から 同 項に 規定す る不足 税額に 係る納 税通知書 が発せ ら

第 二項の 場合に おいて、 所得税 の納税 義務者 が修正申 告書を 提出し 、又は 国の税務 官署が 所得税 の更正 （納付す べき税 額を増 加

れた日までの期間は、前項 に規定する期間から控除する。
４

さ せる もの に限 り、 これ に 類す るも のと して 政令 で 定め る更 正を 含む 。以 下こ の 項に おい て「増額 更正」 という 。）をし たとき （

国の 税務 官署 が所 得 税の 更正 （納 付す べき 税 額を 減少 させ るも のに 限 り、 これ に類 する ものと して政 令で定 める更 正を含む 。以下

こ の項 に おい て「 減額 更正 」と い う。 ）を した こと に基 因し て 、第 一項 の規 定に より そ の賦課し た税額 が減少 した後 に、その 賦課

し た税 額が 増加 した とき に 限る 。） は、 その 追徴 す べき 不足 税額 （当 該減 額 更正 前に 賦課 した税額 から当 該減額 更正に 基因して 変

更し た税 額を 控 除し た金 額（ 還付 金の 額に 相 当す る税 額を 含む 。） に 達す るま での 部分 とし て政令で 定める 税額に 限る。 以下この

項 にお い て同 じ。 ）に つい ては 、 次に 掲げ る期 間（ 特定 修 正申 告書 の提 出又 は特 定更 正 に基因 して変更 した不 足税額 その他の 政令
一

当 該減額 更正に基 因して 変更し た税額に 係る納 税通知 書が発 せられた 日（当 該減額 更正が 更正の請 求に基 づくも のであ る場合

第三百二十条の各納 期限の翌日から当該減額更正に 基因して変更した税額に係る納 税通知書が発せられた日までの 期間

で定める市町村 民税にあつては、第一号に掲げ る期間に限る。）を延滞金の計 算の基礎となる期間から控除す る。
二
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５

に は、 同 日 の 翌日 か ら 起算 し て 一 年を 経 過 する 日 ）の 翌日 から 増額 更正 に 基因 して 変更 した 税額 に係 る 納税 通知 書が 発せ られ た
日までの期間

市 町村長 は、納税 者が第 一項の 規定に より不足 税額を 追徴さ れたこ とについ てやむ を得な い事由が あると 認める 場合に は、第二

項の延滞金額を減免 することができる。

前条の 特別徴収 義務者 は、同 条第二 項に規定 する期 日まで に同条第 一項後 段（同 条第六 項におい て準用 する場

（給与所得に係る特 別徴収税額の納入の義務等）
第三 百二十 一条の 五

合 を含 む。 ） の規 定に よる 通知 を受 け 取つ た場 合に あつ ては 当該 通 知に 係る 給与 所得 に係 る特別 徴収税 額の十 二分の一 の額を 六月

から 翌 年五 月ま で、 当該 期日 後 に当 該通 知を 受け 取つ た 場合 にあ つて は当 該通 知 に係 る給与 所得に 係る特 別徴収 税額を当 該通知 の

あつ た日 の属 する 月 の翌 月か ら翌 年五 月ま での 間 の月 数で 除し て得 た額 を 当該 通知 のあ つた日 の属す る月の 翌月から 翌年五 月まで

、 それ ぞれ 給 与の 支払 をす る際 毎月 徴 収し 、そ の徴 収し た月 の 翌月 の十 日ま でに 、こ れを 当該市 町村に 納入す る義務を 負う。 ただ

し 、当 該通 知に 係る 給与 所得 に 係る 特別 徴収 税額 が均 等 割額 に相 当す る金 額以 下 であ る場合 には、 当該通 知に係 る給与所 得に係 る

特別 徴収 税額 を最 初 に徴 収す べき 月に 給与 の 支払 をす る際 その 全額 を徴 収 し、 その 徴収 した月 の翌月 の十日 までに 、これを 当該市

前項 の特別 徴収義 務者は、 前条の 規定に よりそ の者が徴 収すべ き給与 所得に 係る特別 徴収税 額に係 る個人 の市町村 民税の 納税義

町村に 納入しなければならない。
２

務者 が当 該特 別徴 収 義務 者か ら給 与の 支払 を 受け ない こと とな つた 場 合に は、 その 事由 が発生 した日 の属す る月の 翌月以降 の月割

額 （前 項 の規 定に より 特別 徴収 義 務者 が給 与の 支払 をす る際 毎 月徴 収す べき 額を いう 。 以下この 項、次 項及び 第三百 二十一条 の六

第 三項 にお いて 同じ 。） は 、こ れを 徴収 して 納入 す る義 務を 負わ ない 。た だ し、 その 事由 が当該年 度の初 日の属 する年 の六月一 日

から 十二 月三 十 一日 まで の間 にお いて 発生 し 、か つ、 総務 省令 で定 め ると ころ によ りそ の事 由が発生 した日 の属す る月の 翌月以降

の 月割 額 を特 別徴 収の 方法 によ つ て徴 収さ れた い旨 の納 税 義務 者か らの 申出 があ つた 場 合及び その事由 がその 年の翌 年の一月 一日

か ら四 月三 十日 まで の 間に おい て発 生し た場 合に は 、当 該納 税義 務者 に対 し てそ の年 の五 月三十一 日まで の間に 支払わ れるべき 給

与又 は退 職手 当 等で 当該 月割 額の 全額 に 相当 する 金額 を超 える も のが ある とき に限 り、 その 者に支払 われる べき給 与又は 退職手当

等 の 支払 をす る際 、当 該月 割額 の 全額 （同 日ま でに 当該 給 与又 は退 職手 当等 の全 部 又は 一部の 支払がさ れない ことと なつた ときに
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あつ ては 、 同日 まで に支 払わ れた 当 該給 与又 は退 職手 当等 の 額か ら徴 収す るこ とが でき る額 ）を徴 収し、そ の徴収 した月 の翌月 十
略

日までに、これを当該市町村に 納入しなければならない。
３～５

年金 保険者は 、前条 第一項 の規定 による通 知を受 けた場 合にお いては、 当該通 知に係 る支払 回数割特 別徴

（年金所 得に係る特別徴収税額の納入の 義務）
第三 百二 十一条 の七の六

収税 額を 、当 該年 度の 初 日の 属す る年 の十 月一 日 から 翌年 の三 月三 十一 日 まで の間 にお いて特 別徴収 対象年 金給付の 支払を する際
徴収し、 その徴収した日の属する月の翌 月の十日までに、当該市町村に 納入する義務を負う。

（年金 所得に係る仮特別徴収税額等）
略

略

２

第 三百二 十一条 の七の四 から前 条まで の規定 は、第一 項の規 定によ る特別 徴収につ いて準 用する 。この 場合にお いて、 これら の

第三百二十一条の 七の八
３

規 定中 「年 金所 得に 係る 特 別徴 収税 額」 とあ るの は 「年 金所 得に 係る 仮特 別徴 収 税額 」と 、第三百 二十一 条の七 の四第一 項中「 第

三百 二十 一条 の七 の 二第 一項 」と ある のは 「 第三 百二 十一 条の 七の 八 第一 項」 と、 「（ 同条第 二項の 規定に より給 与所得及 び公的

年 金等 に 係る 所得 以外 の所 得に 係 る所 得割 額を 特別 徴収 の方 法 によ つて 徴収 する 場合 に あつては 、当該 所得割 額を加 算した額 とす

る 。以 下こ の節 にお いて 同 じ。 ）」 とあ るの は「 （ 同項 に規 定す る年 金所 得 に係 る仮 特別 徴収税額 をいう 。以下 同じ。 ）」と、 第

三百 二十 一条 の 七の 五第 一項 中「 第三 百二 十 一条 の七 の二 第一 項」 と ある のは 「第 三百 二十 一条の七 の八第 一項」 と、「 支払回数

割 特別 徴 収税 額」 とあ るの は「 支 払回 数割 仮特 別徴 収税 額 」と 、「 第三 百二 十条 の各 納 期限の うち最初 の納期 限の十 日前」と ある

の は「 当該 年度 の初 日 の属 する 年の 三月 三十 一日 」 と、 「七 月三 十一 日」 と ある のは 「一 月三十一 日」と 、同条 第二項 及び第三 百

二十 一条 の七 の 六中 「支 払回 数割 特別 徴 収税 額」 とあ るの は「 支 払回 数割 仮特 別徴 収税 額」 と、「の 属する 年の十 月一日 から翌年

の 三 月三 十一 日」 とあ るの は「 か らそ の日 の属 する 年の 九 月三 十日 」と 、前 条第 一 項中 「第三 百二十一 条の七 の二第 一項」 とある
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略

のは「第三百二十一条 の七の八第一項」と読み替える ものとする。
４

個 人の市町 村民税 の納税 義務者 が租税条 約（所 得税法 第百六 十二条第 一項に 規定す る租税 条約をい う。

（租税条約に基づく申立てが行 われた場合における個人の市町 村民税の徴収猶予）
第 三百 二十一 条の七の 十三

以下 こ の項 にお いて 同じ 。） の 規定 に基 づき 国税 庁長 官に 対 し当 該租 税条 約に 規定 す る申立 て（租 税特別 措置法第 四十条 の三の 三

第一 項又 は第 四十 一条 の 十九 の五 第一 項の 規定 の 適用 があ る場 合の 申立 て に限 る。 以下 この項 におい て同じ 。）をし た場合 （次条

に おい て「 国 税庁 長官 に対 する 申立 て が行 われ た場 合」 とい う。 ） 又は 租税 条約 の我 が国 以外の 締約国 若しく は締約者 （以下 この

項に お いて 「条 約相 手国 等」 と いう 。） の権 限あ る当 局 に対 し当 該租 税条 約に 規 定す る申立 てをし 、かつ 、条約 相手国等 の権限 あ

る当 局か ら当 該条 約 相手 国等 との 間の 租税 条約 に 規定 する 協議 （以 下こ の 項及 び同 条に おいて 「相互 協議」 という。 ）の申 入れが

あ つた 場合 （ 同条 にお いて 「条 約相 手 国等 の権 限あ る当 局に 対 する 申立 てが 行わ れた 場合 」とい う。） には、 市町村長 は、こ れら

の 申立 てに 係る 同法 第四 十条 の 三の 三第 二十 二項 第一 号 （同 法第 四十 一条 の十 九 の五 第十三 項にお いて準 用する 場合を含 む。次 条

第一 項に おい て同 じ 。） に掲 げる 更正 決定 に 係る 所得 税の 額（ これ らの 申 立て に係 る相 互協議 の対象 となる ものに 限る。以 下この

項 及び 次 条に おい て同 じ。 ）の 計算 の 基礎 とな つた 所得 に基 づ いて 課さ れた 市町 村民 税 額を限度 として 、これ らの申 立てをし た者

の 申請 に基 づき 、そ の納 期 限（ 第三 百二 十九 条第 一 項に 規定 する 納期 限を いい 、 当該 申請 が当該納 期限後 である ときは、 当該申 請

の日 とす る。 ）か ら 国税 庁長 官と 当該 条約 相 手国 等の 権限 ある 当局 と の間 の合 意に 基づ く国税 通則法 第二十 六条の 規定によ る更正

に 係る 所 得税 の額 の計 算の 基礎 と なつ た所 得に 基づ いて 市町 村 民税 を課 した 日（ 当該 合 意がない 場合そ の他の 政令で 定める場 合に

は 、政 令で 定め る日 ）の 翌 日か ら一 月を 経過 する 日 まで の期 間（ 第五 項に お いて 「徴 収の 猶予期間 」とい う。） に限り 、その徴 収

を猶 予す るこ と がで きる 。た だし 、当 該申 請 を行 う者 につ き当 該申 請 の時 にお いて 当該 市町 村民税額 以外の 当該市 町村の 地方税の

市町 村長は 、前項 の規定 による徴 収の猶 予（以 下この 条におい て「徴 収の猶 予」と いう。） をする 場合に は、そ の猶予に 係る金

滞納 がある場合は、この限りでない 。
２

額に 相当 する 担 保で 第十 六条 第一 項各 号 に掲 げる もの を、 政令 で 定め ると ころ によ り徴 さな ければな らない 。ただ し、そ の猶予に

係 る 税額 が百 万円 以下 であ る場 合 、そ の猶 予の 期間 が三 月 以内 であ る場 合又 は担 保 を徴 するこ とができ ない特 別の事 情があ る場合
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第十五 条の二の 二、第 十五条 の二の 三、第十 六条の 二第一 項から 第三項ま で及び 第十八 条の二 第四項の 規定は 徴収の 猶予に つい

は、この限りでない。
３

て 、第 十一 条、 第 十六 条第 二項 及び 第三 項 、第 十六 条の 二第 四項 並 びに 第十 六条 の五 第一 項及び 第二項 の規定は 前項の 規定に よる

徴収の 猶予を受 けた者 が次の 各号の いずれか に該当 する場 合には 、市町村 長は、 その徴 収の猶 予を取り 消すこ とがで きる。 この

担保について、それ ぞれ準用する。
４
一

第 十三条 の二第 一項各 号のいず れかに 該当す る事実 がある場 合にお いて、 その者が その猶 予に係 る市町 村民税額 を猶予 期間内

第一項の申立て を取り下げたとき。

五

前項に おいて 準用す る第十六 条第三 項の規 定によ る担保の 提供又 は変更 その他 担保を確 保する ため必 要な行 為に関す る市町 村

新た にその 猶予に 係る市 町村民税 額以外 の当該 市町村 に係る地 方団体 の徴収 金を滞 納したと き（市 町村長 がやむ を得ない 理由

徴 収の猶 予をし た場合に は、そ の猶予 をした 市町村民 税に係 る延滞 金額の うち徴収 の猶予 期間（ 第一項 の申請が 同項の 納期限 以

徴収の猶予を受けた者 の財産の状況その他の事情の変化 によりその猶予を継続すること が適当でないと認められるとき 。

があると認めると きを除く。）。

四

長の求めに応じないとき。

三

に完納す ることができないと認められる とき。

二

場合にお いては、第十五条の三第二項及 び第三項の規定を準用する。

５

前 であ る場 合に は、 当該 申 請の 日を 起算 日と して 当 該納 期限 まで の期 間を 含む 。 ）に 対応 する部分 の金額 は、免 除する。 ただし 、

前項 の規 定に よる 取 消し の基 因と なる べき 事 実が 生じ た場 合に は、 そ の生 じた 日後 の期 間に対 応する 部分の 金額に ついては 、市町
徴収の猶予 に関する申請の手続に関し必要 な事項は、政令で定める。

村長 は、その免除をしないことができ る。
６

市町村 長は、 天災そ の他特別 の事情 がある 場合に おいて市 町村民 税の減 免を必要 とする と認め る者、 貧困に因 り生

（市町村民税の 減免）
第三 百二十 三条

活 の ため 公私 の扶 助を 受け る者 そ の他 特別 の事 情が ある 者 に限 り、 当該 市町 村の 条 例の 定める ところに より、 市町村 民税を 減免す
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ることができる。但し 、特別徴収義務者については、 この限りでない。

市町村長 が市町 村民税 の賦課 徴収につ いて、 政府に 対し、 所得税又 は法人 税の納 税義務 者が政府 に提出 した申 告書

（所得税又は法人税 に関する書類の供覧等）
第三 百二十 五条

、 連結 子法 人が 政 府に 提出 した 法人 税法 第 八十 一条 の二 十五 に規 定 する 書類 又は 政府 がし た更正 若しく は決定に 関する 書類を 閲覧

し、 又 は記 録す るこ とを 請求 し た場 合に は、 政府 は、 関係 書 類を 市町 村長 又は その 指 定する 職員に 閲覧さ せ、又は 記録さ せるも の
とする。

市 町村民 税の納税 者又は 特別徴 収義務 者は、第 三百二 十条の 各納期 限若しく は第三 百二十 一条の 八第一項 、第二 項

（納期限後に納付し、又は納 入する市町村民税に係る延滞金 ）
第 三百 二十六 条

、 第四 項若 しく は第 十九 項の 納 期限 後に その 税金 を納 付 する 場合 、同 条第 二十 二 項に 規定す る申告 書に係 る税金 を納付す る場合 又

は第 三百 二十 一条 の 五第 一項 若し くは 第二 項 ただ し書 、第 三百 二十 一条 の 五の 二（ 第三 百二十 八条の 五第三 項にお いて準用 する場

合 を含 む 。第 一号 にお いて 同じ 。） 、 第三 百二 十一 条の 七の 六 （第 三百 二十 一条 の七 の 八第三項 におい て準用 する場 合を含む 。同

号 にお いて 同じ 。） 若し く は第 三百 二十 八条 の五 第 二項 の納 期限 後に その 納入 金 を納 入す る場合に は、そ れぞれ これらの 税額又 は

納入 金額 に、 その 納 期限 （第 三百 二十 一条 の 八第 二十 二項 に規 定す る 申告 書に 係る 税金 を納付 する場 合には 、当該 税金に係 る同条

第 一項 、 第二 項、 第四 項又 は第 十 九項 の納 期限 とし 、納 期限 の 延長 があ つた 場合 には 、 その延長 された 納期限 とする 。以下こ の項

及 び第 三項 第一 号に おい て 同じ 。） の翌 日か ら納 付 又は 納入 の日 まで の期 間 の日 数に 応じ 、年十四 ・六パ ーセン ト（次 の各号に 掲

げる 税額 の区 分 に応 じ、 当該 各号 に定 める 日 又は 期限 まで の期 間に つ いて は、 年七 ・三 パー セント） の割合 を乗じ て計算 した金額

第三 百二十条 の納期 限後に 納付し 、又は第 三百二 十一条 の五第 一項若し くは第 二項た だし書 、第三百 二十一 条の五 の二、 第三

に相 当する延滞金額を加算して納付 し、又は納入しなければならな い。
一

当該

当 該納期限の翌日から一月を経過 する日

第 三百二 十一条の 八第一 項、第 二項、第 四項又 は第十 九項に 規定する 申告書 に係る 税額（ 次号に掲 げるも のを除 く。）

百二十一条の七の六若し くは第三百二十八条の五第二項 の納期限後に納入する税額
二
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２

当

同 項の規 定により 申告書 を提出 した日 （同条第 二十三 項の規 定

第 三百二 十一条 の八第一 項、第 二項、 第四項 又は第十 九項に 規定す る申告 書でその 提出期 限後に 提出し たものに 係る税 額

税額に係る納期限の翌 日から一月を経過する日
三
第三百 二十一 条の八第 二十二 項に規 定する 申告書に 係る税 額

該提出した 日又はその日の翌日から一月を 経過する日
四

の適 用 が ある 場 合 に おい て 、 当該 申 告 書 がそ の 提出 期限 前に 提出 さ れた とき は、 当該 申告 書 の提 出期 限。 以下 この 号 にお いて 同
じ。）又 は当該申告書を提出した日の翌 日から一月を経過する日

前項 の場合 において 、法人 が第三 百二十 一条の八 第一項 、第二 項、第 四項又は 第十九 項に規 定する 申告書を 提出し た日（ 当該申

告書 がそ の提 出期 限前 に 提出 され た場 合に は、 当 該申 告書 の提 出期 限） の 翌日 から 一年 を経過 する日 後に同 条第二十 二項に 規定す

る 申告 書を 提 出し たと きは 、詐 偽そ の 他不 正の 行為 によ り市 町村 民 税を 免れ た法 人が 第三 百二十 一条の 十一第 一項又は 第三項 の規

定に よ る更 正が ある べき こと を 予知 して 当該 申告 書を 提 出し た場 合を 除き 、当 該 一年 を経過 する日 の翌日 から当 該申告書 を提出 し

た日 （第 三百 二十 一 条の 八第 二十 三項 の規 定の 適 用が ある 場合 にお いて 、 当該 申告 書が その提 出期限 前に提 出された ときは 、当該

第一 項の場 合にお いて、第 三百二 十一条 の八第 二十二項 に規定 する申 告書（ 以下この 項にお いて「 修正申告 書」と いう。 ）の提

申告書 の提出期限）までの期間は、延 滞金の計算の基礎となる期間から 控除する。
３

出が あつ たと き（ 当 該修 正申 告書 に係 る市 町 村民 税に つい て同 条第 一項 、 第二 項、 第四 項又は 第十九 項に規 定する 申告書（ 以下こ

の 項に お いて 「当 初申 告書 」と いう 。 ）が 提出 され てお り、 か つ、 当該 当初 申告 書の 提 出により 納付す べき税 額を減 少させる 更正

（ これ に類 する もの とし て 政令 で定 める 更正 を含 む 。以 下こ の項 にお いて 「減 額 更正 」と いう。） があつ た後に 、当該修 正申告 書

が提 出さ れた とき に 限る 。） は、 当該 修正 申 告書 の提 出に より 納付 す べき 税額 （当 該当 初申告 書に係 る税額 （還付 金の額に 相当す

る 税額 を 含む 。） に達 する まで の 部分 とし て政 令で 定め る税 額 に限 る。 ）に つい ては 、 前項の規 定にか かわら ず、次 に掲げる 期間

（ 詐偽 その 他不 正の 行為 に より 市町 村民 税を 免れ た 法人 が第 三百 二十 一条 の 十一 第一 項又 は第三項 の規定 による 更正が あるべき こ

とを 予知 して 提 出し た修 正申 告書 に係 る市 町 村民 税そ の他 政令 で定 め る市 町村 民税 にあ つて は、第一 号に掲 げる期 間に限 る。）を

当該 当初申告 書の提 出によ り納付 すべき税 額の納 付があ つた日 （その日 が当該 申告に 係る市 町村民税 の納期 限より 前であ る場

延滞 金の計算の基礎となる期間から 控除する。
一

当 該減額 更正の通 知をし た日（ 当該減額 更正が 、更正 の請求 に基づく もの（ 法人税 に係る 更正によ るもの を除く 。）で ある場

合には、当該納期限）の 翌日から当該減額更正の通知を した日までの期間
二
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４

合 又は 法 人 税 に係 る 更 正（ 法 人 税 に係 る 更 正の 請 求に 基づ くも のに 限る 。 ）に よる もの であ る場 合に は 、当 該減 額更 正の 通知 を

した 日 の 翌日 か ら 起 算し て 一 年を 経 過 す る日 ） の翌 日か ら当 該修 正 申告 書を 提出 した 日（ 第 三百 二十 一条 の八 第二 十 三項 の規 定

の適用があ る場合において、当該修正申告 書がその提出期限前に提出され たときは、当該修正申告書の提 出期限）までの期間

市町 村長は 、納税者 又は特 別徴収 義務者が 第一項 の納期 限まで に税金を 納付し なかつ たこと 、又は納 入金を 納入し なかつ たこと

についてやむを得ない理由があ ると認める場合には、同項の延 滞金額を減免することができる 。

第 二百九十 四条第 一項第 一号の 者が退職 手当等 （所得 税法第 百九十九 条の規 定によ りその 所得税を 徴収し て納付 す

（退職所得の課税の特例）
第 三百 二十八 条

べき も のに 限る 。以 下本 款に お いて 同じ 。） の支 払を 受 ける 場合 には 、当 該退 職 手当 等に係 る所得 割は、 第三百 十三条、 第三百 十

四条 の三 及び 第三 百 十八 条の 規定 にか かわ らず 、 当該 退職 手当 等に 係る 所 得を 他の 所得 と区分 し、本 款に規 定すると ころに より、

当該退 職手当等の支払を受けるべき日 の属する年の一月一日現在におけ るその者の住所所在の市町村に おいて課する。

市町 村の徴 税吏員は 、前条 の規定 による 更正又は 決定が あつた 場合に おいて、 不足金 額（更 正によ る納入金 額

（分離 課税に係る所得割の不足金額及 びその延滞金の徴収）
第 三百二 十八条 の十

の不 足額 又は 決定 に よる 納入 金額 をい う。 以 下本 条、 次条 、第 三百 二 十八 条の 十二 及び 第三百 二十九 条第一 項にお いて同じ 。）が

前項 の場合 には、 その不 足金額に 第三百 二十八 条の五第 二項又 は同条 第三項 において 準用す る第三 百二十 一条の五 の二の 納期限

ある ときは、同条第四項の通知をした 日から一月を経過した日を納期 限として、これを徴収しなけれ ばならない。
２

（納 期限 の延 長 があ つた とき は、 その 延長 さ れた 納期 限） の翌 日か ら 納入 の日 まで の期 間の 日数に応 じ、年 十四・ 六パー セント（

前 項の 納 期限 まで の期 間又 は当 該 納期 限の 翌日 から 一月 を 経過 する 日ま での 期間 につ い ては、 年七・三 パーセ ント） の割合を 乗じ

市町村 長は、 特別徴 収義務 者が前条 の規定 による 更正又 は決定を 受けた ことに ついて やむを得 ない事 情があ ると認め る場合 には

て計算した金額 に相当する延滞金を加算して徴 収しなければならない。
３

、前 項の延滞金を減免することがで きる。
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納入申 告書の 提出期 限まで にその提 出があ つた場 合（納 入申告書 の提出 期限後 にその 提出があ つた場 合にお

（分離課税 に係る所得割の納入金の過少申 告加算金及び不申告加算金）
第三 百二 十八条 の十一

いて 、次 項た だし 書又 は 第七 項の 規定 の適 用が あ ると きを 含む 。以 下こ の項 に おい て同 じ。） におい て、第 三百二十 八条の 九第一

項 又は 第三 項の 規 定に よる 更正 があ つた と きは 、市 町村 長は 、当 該 更正 前の 納入 申告 に係 る課税 標準額 又は税額 に誤り があつ たこ

とに つ いて 正当 な理 由が ある と 認め る場 合を 除き 、当 該更 正 によ る不 足金 額（ 以下 こ の項に おいて 「対象 不足金額 」とい う。） に

百分 の十 の割 合を 乗じ て 計算 した 金額 （当 該対 象 不足 金額 （当 該更 正前 に その 更正 に係 る分離 課税に 係る所 得割につ いて更 正があ

つ た場 合に は 、そ の更 正に よる 不足 金 額の 合計 額（ 当該 更正 前の 納 入申 告に 係る 課税 標準 額又は 税額に 誤りが あつたこ とにつ いて

正当 な 理由 があ ると 認め られ た とき は、 その 更正 によ る 不足 金額 を控 除し た金 額 とし 、当該 分離課 税に係 る所得 割につい てその 納

入す べき 金額 を減 少 させ る更 正又 は更 正に 係る 審 査請 求若 しく は訴 えに つ いて の裁 決若 しくは 判決に よる原 処分の異 動があ つたと

き は、 これ ら によ り減 少し た部 分の 金 額に 相当 する 金額 を控 除 した 金額 とす る。 ）を 加算 した金 額とす る。） が納入申 告書の 提出

期 限ま でに その 提出 があ つた 場 合に おけ る当 該納 入申 告 書に 係る 税額 に相 当す る 金額 と五十 万円と のいず れか多 い金額を 超える と

きは 、そ の超 える 部 分に 相当 する 金額 （当 該 対象 不足 金額 が当 該超 える 部 分に 相当 する 金額に 満たな いとき は、当 該対象不 足金額

次の 各号の いずれ かに該当 する場 合には 、市町 村長は、 当該各 号に規 定する 納入申告 、決定 又は更 正によ り納入す べき税 額に百

）に百 分の五の割合を乗じて計算した 金額を加算した金額とする。） に相当する過少申告加算金を徴 収しなければならない。
２

分の 十五 の割 合を 乗 じて 計算 した 金額 に相 当 する 不申 告加 算金 額を 徴 収し なけ れば なら ない。 ただし 、納入 申告書 の提出期 限まで

二

一

第三百二十八条の九第二項の規 定による決定があつた後におい て同条第三項の規定による更正 があつた場合

納入申告 書の提 出期限 後にそ の提出が あつた 後にお いて第 三百二十 八条の 九第一 項又は 第三項の 規定に よる更 正があ つた場合

納入申告書 の提出期限後にその提出があつ た場合又は第三百二十八条の九 第二項の規定による決定があつ た場合

前項 の規定 に該当 する場 合（同項 ただし 書又は 第七項 の規定の 適用が ある場 合を除 く。）に おいて 、前項 に規定 する納入 すべき

三

にそ の提出がなかつたことについて正 当な理由があると認められる場 合は、この限りでない。

３

税額 （同 項第 二 号又 は第 三号 に該 当す る 場合 には 、こ れら の規 定 に規 定す る更 正前 にさ れた 当該分離 課税に 係る所 得割に 係る納入

申 告 書の 提出 期限 後の 納入 申告 又 は第 三百 二十 八条 の九 第 一項 から 第三 項ま での 規 定に よる更 正若しく は決定 により 納入す べき税
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額の 合計 額 （当 該納 入す べき 税額 を 減少 させ る更 正又 は更 正 に係 る審 査請 求若 しく は訴 えに ついて の裁決若 しくは 判決に よる原 処

分の 異動 があ つた とき は 、こ れら によ り減 少し た部 分 の税 額に 相当 する 金額 を 控除 した 金額と する。 ）を加算 した金 額）が 五十万

円 を超 える とき は 、前 項に 規定 する 不申 告 加算 金額 は、 同項 の規 定 にか かわ らず 、同 項の 規定に より計 算した金 額に、 その超 える

部分 に 相当 する 金額 （同 項に 規定 す る納 入す べき 税額 が当 該 超え る部 分に 相当 する 金 額に満 たない ときは 、当該納 入すべ き税額 ）

第 二項の 規定に該 当する 場合（ 同項た だし書若 しくは 第七項 の規定 の適用が ある場 合又は 納入申 告書の提 出期限 後にそ の提出 が

に百分の五の割合を乗じて計算 した金額を加算した金額とする 。
４

あつ た 場合 にお いて その 提出 が 当該 納入 申告 書に 係る 分離 課 税に 係る 所得 割に つい て 市町村 長の調 査によ る決定が あるべ きこと を

予知 して され たも ので な いと きを 除く 。） にお い て、 納入 申告 書の 提出 期 限後 のそ の提 出又は 第三百 二十八 条の九第 一項か ら第三

項 まで の規 定 によ る更 正若 しく は決 定 があ つた 日の 前日 から 起算 し て五 年前 の日 まで の間 に、分 離課税 に係る 所得割に ついて 、不

申告 加 算金 （納 入申 告書 の提 出 期限 後に その 提出 があ つ た場 合に おい て、 その 提 出が 当該納 入申告 書に係 る分離 課税に係 る所得 割

につ いて 市町 村長 の 調査 によ る決 定が ある べき こ とを 予知 して され たも の でな いと きに 徴収さ れたも のを除 く。）又 は重加 算金（

次 条第 三項 に おい て「 不申 告加 算金 等 」と いう 。） を徴 収さ れ たこ とが ある とき は、 第二 項に規 定する 不申告 加算金額 は、前 二項

の 規定 にか かわ らず 、こ れら の 規定 によ り計 算し た金 額 に、 第二 項に 規定 する 納 入す べき税 額に百 分の十 の割合 を乗じて 計算し た

納 入申告 書の提 出期限後 にその 提出が あつた 場合にお いて、 その提 出が当 該納入申 告書に 係る分 離課税 に係る所 得割に ついて 市

金額を加算した金額とする 。
５

町 村長 の調 査に よる 決定 が ある べき こと を予 知し て され たも ので ない とき は、 当 該納 入申 告書に係 る税額 に係る 第二項に 規定す る

市 町村長 は、第 一項の 規定によ り徴収 すべき 過少申 告加算金 の額又 は第二 項の規 定により 徴収す べき不 申告加算 金額を 決定し た

不申告加算金額は、同項の 規定にかかわらず、当該税額に 百分の五の割合を乗じて計算し た金額に相当する額とする。
６

第二項 の規定 は、第 五項の規 定に該 当する 納入申 告書の提 出があ つた場 合にお いて、そ の提出 が、納 入申告 書の提出 期限ま でに

場合には、遅滞 なく、これを特別徴収義務者に 通知しなければならない。
７

提 出す る 意思 があ つた と認 めら れ る場 合と して 政令 で定 め る場 合に 該当 して 行わ れた も のであ り、かつ 、納入 申告書 の提出期 限か
ら一月を経過す る日までに行われたものである ときは、適用しない。
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前条第一 項の規 定に該 当する 場合にお いて、 特別徴 収義務 者が課税 標準額 の計算 の基礎 となるべ き事実 の全

（分離課税に係る所得 割の納入金の重加算金）
第三 百二十 八条の十 二

部 又は 一部 を隠 蔽 し、 又は 仮装 し、 かつ 、 その 隠蔽 し、 又は 仮装 し た事 実に 基づ いて 納入 申告書 を提出 したとき は、市 町村長 は、

政令 で 定め ると ころ によ り、 同項 に 規定 する 過少 申告 加算 金 に代 えて 、そ の計 算の 基 礎とな るべき 更正に よる不足 金額に 百分の 三

前 条第二 項の規定 に該当 する場 合（同 項ただし 書の規 定の適 用があ る場合を 除く。 ）にお いて、 特別徴収 義務者 が課税 標準額 の

十五の割合を乗じて計算した金 額に相当する重加算金額を徴収 しなければならない。
２

計算 の 基礎 とな るべ き事 実の 全 部又 は一 部を 隠蔽 し、 又は 仮 装し 、か つ、 その 隠蔽 し 、又は 仮装し た事実 に基づい て納入 申告書 の

提出 期限 まで にこ れを 提 出せ ず、 又は 納入 申告 書 の提 出期 限後 にそ の提 出 をし たと きは 、市町 村長は 、同項 に規定す る不申 告加算

金 に代 えて 、 その 計算 の基 礎と なる べ き税 額に 百分 の四 十の 割合 を 乗じ て計 算し た金 額に 相当す る重加 算金額 を徴収し なけれ ばな

前二項 の規定 に該当す る場合 におい て、こ れらの規 定に規 定する 課税標 準額の計 算の基 礎とな るべき 事実で隠 蔽し、 又は仮 装さ

らない。
３

れ たも のに 基 づき 納入 申告 書の 提出 期 限後 のそ の提 出又 は第 三 百二 十八 条の 九第 一項 から 第三項 までの 規定に よる更正 若しく は決

定 があ つた 日の 前日 から 起算 し て五 年前 の日 まで の間 に 、分 離課 税に 係る 所得 割 につ いて、 不申告 加算金 等を徴 収された ことが あ

ると きは 、前 二項 に 規定 する 重加 算金 額は 、 これ らの 規定 にか かわ らず 、 これ らの 規定 により 計算し た金額 に、第 一項の規 定に該

当 する と きは 同項 に規 定す る計 算の 基 礎と なる べき 更正 によ る 不足 金額 に、 前項 の規 定 に該当す るとき は同項 に規定 する計算 の基

市町村 長は、 前二項 の規定に 該当す る場合 におい て、納入 申告書 の提出 につい て前条第 五項に 規定す る事由 があると きは、 当該

礎となるべき税 額に、それぞれ百分の十の割合を 乗じて計算した金額を加算した 金額とする。
４

市町 村長は 、第一 項又は 第二項の 規定に より徴 収すべき 重加算 金額を 決定し た場合に は、遅 滞なく 、これ を特別徴 収義務 者に通

納入 申告書に係る分離課税に係る所得 割の額を基礎として計算した重 加算金額を徴収しない。
５

知しなければならない。

市 町村は 、その 年におい て退職 手当等 の支払 を受けた 者が第 三百二 十八条 の六第二 項に規 定する 分離課 税に

（分離課税に係る所得割 の普通徴収）
第 三 百二十八 条の十 三
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係る 所得 割 の額 を徴 収さ れた 又は 徴 収さ れる べき 場合 にお い て、 その 者の その 年中 にお ける 退職手 当等の金 額につ いて第 三百二 十

八条 の二 及び 第三 百二 十 八条 の三 の規 定を 適用 して 計 算し た税 額が 当該 退職 手 当等 につ き第三 百二十 八条の五 第二項 の規定 により

徴 収さ れた 又は 徴 収さ れる べき 分離 課税 に 係る 所得 割の 額を こえ る とき は、 第三 百二 十八 条の四 の規定 にかかわ らず、 そのこ える

金額 に 相当 する 税額 を直 ちに 、普 通 徴収 の方 法に よつ て徴 収 しな けれ ばな らな い。 こ の場合 には、 第三百 十九条の 二から 第三百 二

前 項の場 合には、 同項の 規定に よつて 徴収すべ き税額 に第三 百二十 八条の五 第二項 又は同 条第三 項におい て準用 する第 三百二 十

十一条の二までの規定は、適用 しないものとする。
２

一条 の 五の 二の 納期 限（ 納期 限 の延 長が あつ たと きは 、そ の 延長 され た納 期限 ）の 翌 日から 納付の 日まで の期間の 日数に 応じ、 年

十四 ・六 パー セン ト（ 前 項の 税額 に係 る納 税通 知 書に おい て納 付す べき こ とと され る日 までの 期間又 はその 日の翌日 から一 月を経

過 する 日ま で の期 間に つい ては 、年 七 ・三 パー セン ト） の割 合を 乗 じて 計算 した 金額 に相 当する 延滞金 を加算 して徴収 しなけ れば

市町村 長は、 納税者が 第一項 の規定 により 普通徴収 の方法 によつ て徴収 されたこ とにつ いてや むを得 ない事情 がある と認め る場

ならない。
３

第一項の場合において、納税者に交付すべき納税通知書は、遅くともその納期限前十日までに納税者に交付しなければならない。

合には 、前項の延滞金を減免すること ができる。
４

略

（市町村民税に 係る滞納処分）
第三百三十一条
略

前各 項に定 めるも のその 他市町村 民税に 係る地 方団体の 徴収金 の滞納 処分に ついては 、国税 徴収法 に規定 する滞納 処分の 例によ

２～ ５
６
略

る。
７

（固 定資産税の徴収の方法等）
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第三百六十四条
略

略

市 町村は 、前項の 規定に より固 定資産 税を賦課 した後 におい て第三 百八十九 条第一 項の規 定による 通知が 行われ 、当該 通知に基

２～５
６

づい て 算定 した 当該 年度 分の 固定 資 産税 額（ 以下 この 項及 び 第八 項第 二号 にお いて 「 本算定 税額」 という 。）に既 に賦課 した固 定

資産 税額 が満 たな い場 合 には 、当 該通 知が 行わ れ た日 以後 の納 期に おい てそ の 不足 税額 を徴収 し、既 に徴収 した固定 資産税 額が本

算 定税 額を 超え る 場合 には 、第 十七 条又 は 第十 七条 の二 の規 定の 例 によ り、 その 過納 額を 還付し 、又は 当該納税 義務者 の未納 に係
略

る地方団体の徴収金 に充当しなければならない。
７～

略

（譲渡担保財産に対して課す る環境性能割の納税義務の免除 等）
第四百 五十八条
略

市町村 長は、 前項の 規定によ り環境 性能割 に係る地 方団体 の徴収 金を還 付する場 合にお いて、 還付を 受けるべ き者の 未納に 係る

２～６
７
略

地方団 体の徴収金があるときは、当該 還付すべき額をこれに充当しな ければならない。
８

（三輪以上の軽 自動車の返還があつた場合の環 境性能割の納税義務の免除等）
略

略

２

前条第七項 の規定は、前項の規定により環 境性能割額を還付する場合につ いて準用する。

第四百五十九条
３
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10

（製造たばこの返還が あつた場合における控除等）
略

略

２

市町 村長は 、前項の 規定に より、 たばこ税 額に相 当する 金額を 還付する 場合に おいて 、還付 を受ける 申告納 税者の 未納に 係る地

第四百七十七条
３
略

方団体の徴収金があるときは、 当該還付すべき金額をこれに充 当することができる。
４

略

（特別土 地保有税の納税義務の免除等）
略

第六百一条
２～７

市 町村長 は、前 項の規定 により 特別土 地保有 税に係る 地方団 体の徴 収金を 還付する 場合に おいて 、還付 を受ける 者の未 納に係 る
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８
略

地方団体の徴収金 があるときは、当該還付すべき 額をこれに充当しなければなら ない。
９及び

前条第二項から第十項までの規定 は、前項の場合について準用す る。

略

２

略

略

第六百三条

第六百一 条第五 項から 第十項 までの規 定は、 前項の 場合にお ける徴 収の猶 予及び その取消 し並び に当該 特別土 地保有税 に係る 地

２及び３
４

略

３

第六百二条

10

略

方団体の徴収金の還付 について準用する。

第六百三条の二

第五 百八十六条第四項及び第六百一 条第七項から第九項までの規定 は、第一項の場合について準用す る。

略

６
略

２～５
７

略

第六百 一条第 二項から 第九項 までの 規定は 、前項の 場合に ついて 準用す る。この 場合に おいて 、同条 第二項中 「納税 義務の 免除

第六百三条の二の 二
２

に 係る 期間 （ 本項 の規 定に より 納税 義 務の 免除 に係 る期 間を 延 長し た場 合に おけ る当 該延 長され た期間 を含む 。以下本 項にお いて

同 じ。 ）」 とあ るの は「 第六 百 三条 の二 の二 第一 項に 規 定す る納 税義 務の 免除 に 係る 期間」 と、「 市町村 長が定 める相当 の期間 」

とあ るの は「 五年 を 超え ない 範囲 内で 市町 村 長が 定め る相 当の 期間 」と 、 「延 長す るこ とがで きる」 とある のは「 一回に限 り延長

す るこ と がで きる 」と 、同 条第 四項 中 「納 税義 務の 免除 に係 る 期間 （同 項の 規定 によ り 納税義務 の免除 に係る 期間を 延長した 場合

に おけ る当 該延 長さ れた 期 間を 含む 。） 」と ある の は「 第六 百三 条の 二の 二第 一 項に 規定 する納税 義務の 免除に 係る期間 」と読 み
略

替えるものとする。
３

略

（遊 休土地に対して課する特別土地 保有税の納税義務の免除等）
第六百二十九条
略
第六百一条第七項から第九項ま での規定は、第一項の場合につ いて準用する。

２～７
８
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９

略

都市計画 税の賦 課徴収 は、固 定資産税 の賦課 徴収の 例によ るものと し、特 別の事 情があ る場合を 除くほ か、固 定資

（都市計画税の賦課 徴収等）
第七 百二条 の八

産 税の 賦課 徴収 と あわ せて 行う もの とす る 。こ の場 合に おい て、 第 十七 条の 四の 規定 に基 く還付 加算金 、第三百 六十五 条第二 項の

規定 に 基く 納期 前の 納付 に対 す る報 奨金 又は 第三 百六 十八 条 若し くは 第三 百六 十九 条 の規定 に基く 延滞金 の計算に ついて は、都 市
略

計画税及び固定資産税の額の 合算額によつて当該各条の規定 を適用するものとする。
２～８

（国民 健康保険税の徴収の特例）
略

市町村 は、前 項の規 定によつ て国民 健康保 険税を賦 課した 場合に おいて 、当該国 民健康 保険税 額が当 該年度分 の国民 健康保 険税

第七百六条の二
２

額 に満 た ない こと とな ると きは 、当 該 年度 分の 国民 健康 保険 税 額が 確定 した 日以 後の 納 期におい てその 不足税 額を徴 収し、既 に徴

収 した 国民 健康 保険 税額 が 当該 年度 分の 国民 健康 保 険税 額を 超え るこ とと なる と きは 、第 十七条又 は第十 七条の 二の規定 の例に よ

つて、その過納額を還付し 、又は当該納税義務者の未納に 係る地方団体の徴収金に充当し なければならない。

（普通徴収国民健康保険税 額への繰入れ）
略

市町 村は、 特別徴 収対象 被保険者 につい て、既 に年金 保険者か ら納入 された 特別徴 収対象保 険税額 が当該 特別徴 収対象被 保険者

第七 百十八条の十
２

から 徴収 すべ き 特別 徴収 対象 保険 税額 を 超え る場 合（ 徴収 すべ き 特別 徴収 対象 保険 税額 がな い場合を 含む。 ）にお いては 、当該過

納 又 は誤 納に 係る 税額 は、 第十 七 条の 規定 の例 によ つて 当 該特 別徴 収対 象被 保険 者 に還 付しな ければな らない 。ただ し、当 該特別
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徴収 対象 被 保険 者の 未納 に係 る地 方 団体 の徴 収金 があ る場 合 にお いて は、 第十 七条 の二 の規 定の例 によつて これに 充当す ること が

できる。この場合においては、 当該年金保険者について第十七 条及び第十七条の二の規定の適 用はないものとする。

大 規模の償 却資産 に対し て道府 県が課す る固定 資産税 の賦課 徴収等に 関して は、こ の節に 特別の定 めがあ るもの を

（道府県が課する固定資産税の 賦課徴収等）
第 七百 四十五 条

除く ほ か、 第三 百四 十一 条第 四 号及 び第 五号 、第 三百 四十 三 条第 一項 、第 三百 五十 三 条から 第三百 五十九 条まで、 第三百 六十二 条

、第 三百 六十 四条 （第 三 項、 第四 項及 び第 十項 を 除く 。） 、第 三百 六十 四 条の 二か ら第 三百六 十七条 まで、 第三百六 十九条 、第三

百 七十 一条 か ら第 三百 七十 五条 まで 、 第三 百八 十三 条、 第三 百八 十 五条 、第 三百 八十 六条 並びに 第四百 三条の 規定を準 用する 。こ

略

の場 合 にお いて 、こ れら の規 定 中「 市町 村」 とあ るの は 「道 府県 」と 、「 市町 村 長」 とある のは「 道府県 知事」 と読み替 えるも の
とする。
２及び ３

地方 団体は 、特定徴 収金の 収納の 事務に ついては 、政令 で定め るとこ ろにより 、機構 に行わ せるも のとす

（特定 徴収金の収納の特例）
第 七百四 十七条 の五の 二

前 項の「 特定徴 収金」 とは、法 人の事 業税そ の他の 政令で定 める地 方税に 係る地 方団体の 徴収金 のうち 、納税義 務者又 は特別 徴

る。
２

機構は 、第一 項の規 定により 行う前 項に規 定する 特定徴収 金（以 下この 項及び 次条にお いて「 特定徴 収金」 という。 ）の収 納の

収義務者が総務 省令で定める方法により納付し 、又は納入するものをいう。
３

事 務の 一 部を 、政 令で 定め ると こ ろに より 、特 定金 融機 関 等（ 第二 十条 の十 一の 二に 規 定する 金融機関 等のう ち、特 定徴収金 の収

納 の事 務を 適切 かつ 確 実に 遂行 する こと がで きる も のと して 総務 省令 で定 め る基 準に 適合 するもの をいう 。）に 委託す ることが で
きる。
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三

生 活保 護法 （昭 和 二十 五年 法律 第 百四 十四 号） （ 抄）

衣食その他日常 生活の需要を満たすために必要 なもの

生活扶助 は、困 窮のた め最低 限度の生 活を維 持する ことの できない 者に対 して、 左に掲 げる事項 の範囲 内にお いて行 われ

（生活扶助）
第十 二条
一
移送

る。
二
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四

外国 居住 者等 の所得 に対 する 相互 主義 によ る所 得税等 の非 課税 等に 関する法 律（昭和 三十七年法 律第百四 十

四号 ）（ 抄）

居 住者（外 国に住 所を有 する個 人又はこ れに準 ずる者 で、政 令で定め るもの に限る 。以下 この条に おいて 「双方 居住者 」と

（双方居住者の取扱い）
第 三条

いう 。 ）で 次に 掲げ る場 合の い ずれ かに 該当 する もの は、 所 得税 法及 び地 方税 法の 施 行地に 住所及 び居所 を有しな いもの とみな し

て、 所得 税法 （第 十五 条 及び 第十 六条 を除 く。 ） 、地 方税 法（ 住民 税（ 道 府県 民税 及び 市町村 民税を いう。 以下この 章にお いて同
一

当 該双方 居住者 の使用 する恒久 的な住 居が国 内及び 当該外国 に所在 し、か つ、国 内又は当 該外国 のうち 当該外 国と当該 双方居

当該双方居住 者の使用する恒久的な住居が国 内又は当該外国のうち当該外国の みに所在する場合

イ

次に掲 げる場 合のい ずれか に該当す る場合 におい て、当 該双方居 住者の 有する 常用の住 居が国 内又は 当該外 国のうち 当該外 国

当該 双方居住 者の使 用する 恒久的 な住居が 国内及 び当該 外国に 所在する 場合に おいて 、国内 及び当該 外国と 当該双 方居住 者

に 人 的 及 び 経済 的 関 係 があ る と き（ 国 内 又 は当 該 外 国の い ず れ かと 当 該 双方 居 住 者 によ り 密 接な 人 的 及 び経 済 的 関係 が あ る 場
当該双方居住者の使用する恒久的 な住居が国内及び当該外国に所 在しない場合

合を除く。）、又は国内及 び当該外国と当該双方居住者に 人的及び経済的関係がないとき 。
ロ

次に 掲げる場 合に該 当する 場合にお いて、 当該双 方居住 者（戸籍 にある 者を除 く。） が当該外 国の権 限のあ る機関 から旅券 の
イ

当該双方居 住者の有する常用の住居が国内 及び当該外国に所在し、又は国 内及び当該外国に所在しない場 合

前号イ又はロに掲げる場合のい ずれかに該当する場合

双方居 住者が 前項各 号に掲 げる場合 に該当 しない 場合に おける当 該双方 居住者 の支払 を受ける 第二十 六条第 一項第一 号に定 める

ロ

発給を受けることができる ものであるとき。

四

のみに所在するとき。

三

住者に より密接な人的及び経済的関係 がある場合

二

じ。）又 は事業税に係る部分に限る。） 及びこの章の規定を適用する。

２

所 得 、同 条第 二項 第一 号に 定め る 所得 及び 同条 第三 項第 一 号に 定め る年 金、 第二 十 七条 第一項 各号に定 める所 得及び 同条第 三項各
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号に定める所得並びに 第二十八条第一項各号に定める 給付については、第二十六条か ら第二十八条までの規定は、適 用しない。
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五

租税 条約 等の 実施に 伴う 所得 税法 、法 人税 法及 び地方 税法 の特 例等 に関する 法律（昭 和四十四年 法律第四 十

六号 ）（ 抄）

略

租税条約

我が 国が締結した所得に対する租税 に関する二重課税の回避又は脱 税の防止のための条約をいう。

この法律 において、次の各号に掲げる用 語の意義は、当該各号に定める ところによる。

（定義）
第二条
一
二～五

所 得税法 第二条第 一項第 三号に 規定す る居住者 で租税 条約の 規定に より当該 租税条 約の相 手国等 の居住者 とみな される もの

（双方居住者の取扱い）
第 六条

は 、同 法及 び地 方税 法の 施行 地 に住 所及 び居 所を 有し な いも のと みな して 、所 得 税法 （第十 五条及 び第十 六条を 除く。） 、地方 税

法（ 当該 租税 条約 の 規定 の適 用を 受け る住 民 税（ 道府 県民 税、 市町 村民 税 、都 民税 及び 特別区 民税を いう。 ）又は 事業税に 係る部
分に限 る。）及びこの法律の規定を適 用する。
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略

六

第二条
略

地 方自 治法 （昭 和 二十 二年 法律 第 六十 七号 ）（ 抄 ）

法律又 はこれ に基づ く政令に より都 道府県 、市町 村又は特 別区が 処理す ること とされる 事務の うち、 国が本 来果たす べき役 割

この 法律において「法定受託事務」 とは、次に掲げる事務をいう。

②～⑧
⑨
一

に係 る も ので あ つ て 、国 に お い てそ の 適 正な 処 理を 特に 確保 す る必 要が ある もの とし て 法律 又は これ に基 づく 政令 に 特に 定め る
略
略

もの（以 下「第一号法定受託事務」とい う。）
二
⑩～⑰

略

（証紙による収入の方法等 ）
第二百 三十一条の二
略

普通地 方公共 団体は 、納入義 務者が 、歳入 の納付 に関する 事務を 適切か つ確実 に遂行す ること ができ る者と して政令 で定め る者

２～５
６

の うち 当 該普 通地 方公 共団 体の 長 が指 定を した 者（ 以下 この 項 及び 次項 にお いて 「指 定 代理納付 者」と いう。 ）が交 付し又は 付与

す る政 令で 定め る証 票そ の 他の 物又 は番 号、 記号 そ の他 の符 号を 提示 し又 は 通知 して 、当 該指定代 理納付 者に当 該納入 義務者の 歳

入を 納付 させ る こと を申 し出 た場 合に は、 こ れを 承認 する こと がで き る。 この 場合 にお いて 、当該普 通地方 公共団 体は、 当該歳入
略

の納 期限にかかわらず、その指定す る日までに、当該歳入を当該指 定代理納付者に納付させること ができる。
７
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（決算）
略

略

２

普通 地方公 共団体の 長は、 前項の 規定によ り監査 委員の 審査に 付した決 算を監 査委員 の意見 を付けて 次の通 常予算 を議す る会議

第二百三十三条
３
略

までに議会の認定に付さなけれ ばならない。
４～７
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七

国 税徴 収法 （昭 和 三十 四年 法律 第 百四 十七 号） （ 抄）

徴収職員 は、滞 納処分 のため 滞納者の 財産を 調査す る必要 があると きは、 その必 要と認 められる 範囲内 におい て、次

（質問及び検査）
第百 四十一 条

に 掲げ る者 に質 問 し、 又は その 者の 財産 に 関す る帳 簿書 類（ その 作 成又 は保 存に 代え て電 磁的記 録（電 子的方式 、磁気 的方式 その

他の 人 の知 覚に よつ ては 認識 す るこ とが でき ない 方式 で作 ら れる 記録 であ つて 、電 子 計算機 による 情報処 理の用に 供され るもの を

いう 。） の作 成又 は保 存 がさ れて いる 場合 にお け る当 該電 磁的 記録 を含 む 。第 百四 十六 条の二 及び第 百八十 八条第二 号にお いて同

三

二

一

滞納者が株主 又は出資者である法人

滞 納者に対し債権若しくは債務が あり、又は滞納者から財産を取得 したと認めるに足りる相当の理 由がある者

滞納者の財産を占有する 第三者及びこれを占有している と認めるに足りる相当の理由が ある第三者

滞納者

じ。）を 検査することができる。

四
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八

略

（定義）
第二条

統 計法 （平 成十 九 年法 律第 五十 三 号） （抄 ）

略

第五条第一項に規定する 国勢統計

この法律におい て「基幹統計」とは、次の各号 のいずれかに該当する統計をい う。

２及び３
４
一

全国的な政策を企画立案 し、又はこれを実施する上にお いて特に重要な統計

第六 条第一項に規定する国民経済計 算
イ

民 間における意思決定又は研究活 動のために広く利用されると見込 まれる統計

二

ロ

国際条 約又は国 際機関 が作成 する計 画におい て作成 が求め られてい る統計 その他 国際比 較を行う 上にお いて特 に重要 な統計

行政機関が作 成し、又は作成すべき統計であ って、次のいずれかに該当するも のとして総務大臣が指定するも の

ハ
略
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三

５～
12

九

（定義）
略

公 共建 築物 等に お ける 木材 の利 用 の促 進に 関す る 法律 （平 成 二十 二年 法律 第 三十 六号 ）（ 抄 ）

こ の法律 において 「木材 の利用 」とは 、建築基 準法第 二条第 五号に 規定する 主要構 造部そ の他の 建築物の 部分の 建築材 料、工 作

第二条
２

物の 資 材、 製品 の原 材料 及び エ ネル ギー 源と して 国内 で生 産 され た木 材そ の他 の木 材 を使用 するこ と（こ れらの木 材を使 用した 木
略

製品を使用することを含む。 ）をいう。
３
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十

特 別会 計に 関す る 法律 （平 成十 九 年法 律第 二十 三 号） （抄 ）

各特別会 計にお いては 、借入 金の対象 となる べき経 費（以 下「借入 金対象 経費」 という 。）が次 章に定 められ ている 場合

（借入金）
第十 三条
略

において 、借入金対象経費を支弁する必 要があるときに限り、当該特別 会計の負担において、借入金をす ることができる。
２

各特別 会計にお いて、 支払上 現金に 不足があ る場合 には、 当該特 別会計の 負担に おいて 、一時 借入金を し、融 通証券 を発

（一時借入金等）
第十 五条

行 し、 又は 国 庫余 裕金 を繰 り替 えて 使 用す るこ とが でき る。 た だし 、融 通証 券の 発行 は、 次章に 当該発 行をす ることが できる 旨の
略

定めがある場合に 限り、行うことができる。
２～６
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十一

地 方税 法等 の一部 を改 正す る等 の法 律（ 平成 二十八 年法 律第 十三 号）（特 別法人事 業税及び特 別法人事 業

譲与 税に 関す る 法律 案に よる 改 正後 ）（ 抄）

則

地方法人 特別税等に関する暫定措置法は 、廃止する。

（地方法人特別税等に関する暫 定措置法の廃止）
第九条
附

（地方法 人特別税等に関する暫定措置法 の廃止に伴う経過措置）
略

附則第 一条第 五号の四 に掲げ る規定 の施行 の日前に 開始し た事業 年度に 係る法人 の事業 税と併 せて賦 課され、 又は申 告され る廃

第三十一条
２

止 前暫 定措 置 法に 規定 する 地方 法人 特 別税 （以 下こ の条 にお い て「 旧地 方法 人特 別税 」と いう。 ）につ いては 、廃止前 暫定措 置法

第 三章 及び 第四 十一 条の 規定 は 、な おそ の効 力を 有す る 。こ の場 合に おい て、 廃 止前 暫定措 置法第 十四条 第一項 中「前条 」とあ る

のは 「平 成三 十二 年 一月 まで に前 条」 と、 同 項た だし 書中 「当 該還 付金 等 」と ある のは 「平成 三十一 年十二 月まで に当該還 付金等

を 還付 す るこ とと した 場合 にお いて 、 当該 還付 金等 」と 、「 場 合に あっ ては 」と ある の は「とき は」と 、「月 の翌月 以後」と ある
のは「還付金等 を還付することとした日の属する 月の翌月以後平成三十二年一月 まで」とする。
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