総務省令第三十九号

地方税法等の一部 を改正する法律（平成三十 一年法律第二号）及び地方 税法施行令等の一部を改正する政

令（平成三十 一年政令第八十七号）の施行に伴 い、並びに地方税法（昭和 二十五年法律第二百二十六 号）、

石田

真敏

地方揮発油譲 与税法（昭和三十年法律第 百十三号）及び地方税法施 行令（昭和二十五年政令第二百四 十五号

総務 大臣

）の規定に基 づき、地方税法施行規則等 の一部を改正する省令を次 のように定める。
平 成三十一年三月二十九日

地方税法施行規則等の一部を改正 する省令

地方税法施行規則 （昭和二十九年総理府令第 二十三号）の一部を次のよ うに改正する。

（地方税法施行規則の一 部改正）
第一条

第一条の二中「 第十条の二の十」を「第十 条の二の十一」に改める。

第一条の九の五 を第一条の九の七とし、第 一条の九の四を第一条の九 の六とし、第一条の九の三 の次に
次の二条を 加える。

法第二十条の十一の三に規 定する総務省令で定める事 項は、同条に規定する口座管理機

（社債等の内容 に関する事項）
第一条の九の四

関の加入 者（同条に規定する加入者をいう 。次条第二項において同じ 。）の顧客番号又は口座番 号並び

に法第二 十条の十一の三に規定する 社債等の種類、銘柄及びそ の銘柄ごとの数又は金額とする。
（株式等 の内容に関する事項）

法第二十条の 十一の四に規定する総務省令で定 める社債等は、社債、株式 等の振替に関

内閣 府
令第 五号）第六十二条の規定に より振替機関（法第
法務省

法第二十条の十一の 四に規定する総務省令で定 める事項は、振替機関又は その下位機関（同条に規定

規程で定めるものとす る。

二十条の十一の四に規定する 振替機関をいう。次項にお いて同じ。）が同令第六十 二条に規定する業務

債 、株式等の振替に関する命 令（平成十四年

す る法律第二条第一項第八号 、第十号の二又は第十二号 から第十七号の二までに掲 げるもののうち、社

第一 条の九の五

２

する下位機関を いう。）の加入者の同条に 規定する株式等の種類、銘柄及び その銘柄ごとの数又は金額
を特定するため に当該振替機関が定める当 該加入者の記号又は番号と する。

一頁

５

６

第二条に次の四 項を加える。

法第四十五条 の二第六項に規定する総務 省令で定める事項は、法第 二十四条第一項第一号に掲げる者

（所得税 法（昭和四十年法律第三十三号） 第百二十条第一項後段の規 定の適用を受けた者に限る 。）の

その年度 分の個人の道府県民税に係 る法第三十四条第一項第三 号から第五号まで、第五号の三、 第六号

及び第八 号から第十一号までの規定 による控除のうちこれらの 控除に相当する前年分の所 得税に係る所

得 税に関する法令の規定によ る控除が所得税法施行規則（昭和 四十年大蔵省令第十一号） 第四十七条第

一 項に規定する同額である控 除であるものに係る当該控 除の金額、当該控除の金額 の計算の基礎及び法

第四十五条の二第一項第五号 及び第七号に掲げる事項並 びに法第三十四条第二項の 規定による控除の額
とする。

法第四十五条の二第 六項の規定による同条第一 項の道府県民税に関する申 告書の記載は、前項に規定

する法第三十四 条第一項第三号から第五号 まで、第五号の三、第六号及び第 八号から第十一号までの規

定による控除並 びに同条第二項の規定によ る控除については、これら の控除の額（所得税法施行 規則第

四十七条 第二項に規定する場合にあつては 、当該控除の額の合計額） の記載とする。

二頁

７

８

第五項の規定 は、法第三百十七条の二第六項に 規定する総務省令で定める 事項について準用する。こ

の場合において 、第五項中「第四十五条の 二」とあるのは「第三百十 七条の二」と、「第二十四条」と

あるのは 「第二百九十四条」と、「道府県 民税」とあるのは「市町村 民税」と、「第三十四条」 とある
のは「第 三百十四条の二」と読み替 えるものとする。

第六項 の規定は、法第三百十七条 の二第六項の規定による同 条第一項の申告書の記載に ついて準用す

る 。この場合において、第六 項中「第四十五条の二」とあるの は「第三百十七条の二」と 、「道府県民

税 に関する申告書」とあるの は「申告書」と、「第三十 四条」とあるのは「第三百 十四条の二」と読み
替えるものとする。

第二条の二第二項中「 （昭和四十年法律第三十三 号）」を削り、同条第四項中「（ 昭和四十年大蔵省令

第十一号）」を削り、「 第二百三条の五第三項」を 「第二百三条の六第三項」 に改める。

第二条の三の二 の見出し及び同条第一項か ら第三項までの規定中「扶養親族 申告書」を「扶養親族等申
告書」に改める。

第二条の 三の三の見出し中「扶養親族申告 書等」を「扶養親族等申告 書等」に改め、同条第一項 中「第

三頁

四十五条の三の二 第一項第三号及び第三百十七条の 三の二第一項第三号」を「 第四十五条の三の二第一項

第四号及び第三百 十七条の三の二第一項第四 号」に改め、同項第一号中 「扶養親族申告書」を「扶養親族

法第二十三条第一項第十 二号の二及び第二百九十二条第一 項第十二号の二に規定する 児童の氏名及

を受けている 事実

児童 扶養手当法（昭和三十六年 法律第二百三十八号）第四 条第一項に規定する児童扶養手当 の支給

等申告書」 に改め、同項第三号を同項第五号 とし、同項第二号の次に次 の二号を加える。
三

四

び前年 の法第三十二条第一項及び 第三百十三条第一項の総所 得金額、退職所得金額及び 山林所得金額
の合計額の見積額

第二条の三の三第三項 中「扶養親族申告書又は」 を「扶養親族等申告書又は」に、 「扶養親族申告書等

」」を「扶養親族等申告 書等」」に、「扶養親族申 告書等に記載されるべき」 を「扶養親族等申告書等に

記載されるべき」 に、「扶養親族申告書等を 」を「扶養親族等申告書等を」に 、「扶養親族申告書等の」

を「扶養親族等申 告書等の」に、「扶養親族 申告書等には」を「扶養親 族等申告書等には」に、「 扶養親

族申告書等 に記載すべき」を「扶養親族等申 告書等に記載すべき」に改 め、同項第一号中「扶養親 族申告

四頁

書等」を「扶養親 族等申告書等」に改め、同項第二 号中「扶養親族申告書」を 「扶養親族等申告書」に改

め、同条第五項及 び第六項中「扶養親族申告 書等」を「扶養親族等申告 書等」に改め、同条第九項から第
十一項まで の規定中「扶養親族申告書」を「 扶養親族等申告書」に改め る。

第二条の 三の四の見出し及び同条第 一項第一号中「扶養親族申 告書」を「扶養親族等申告書」に 改める。

第二条の 三の五の見出し中「扶養親 族申告書」を「扶養親族等 申告書」に改め、同条第一 項中「第二百

三条 の五第一項」を「第二百三 条の六第一項」に、「扶養親族申 告書」を「扶養親族等申告 書」に改め、

同条 第二項及び第三項中「扶養 親族申告書」を「扶養親族 等申告書」に改める。

第二条の三の六の見出し中「 扶養親族申告書」を「扶養 親族等申告書」に改め、同 条第一項中「第四十

五条の三の三第一項第三 号及び第三百十七条の三の 三第一項第三号」を「第四十五条 の三の三第一項第四

号及び第三百十七条の三 の三第一項第四号」に改め 、同項第一号中「扶養親族 申告書」を「扶養親族等申

三

法第 二十三条第一項第十二号の二及び 第二百九十二条第一項第十 二号の二に規定する児童の 氏名及

児童扶養手 当法第四条第一項に規定す る児童扶養手当の支給を受 けている事実

告書」に改め、同 項第三号を同項第五号とし 、同項第二号の次に次の二号を加 える。

四

五頁

び前年の法第三十二 条第一項及び第三百十三条第一項 の総所得金額、退職所得金 額及び山林所得金額
の合計額の見積額

第二条の 三の六第二項、第四項から第六項 まで及び第八項から第十項 までの規定中「扶養親族申 告書」
を「扶養親 族等申告書」に改める。

第二条の 三の七の見出し中「扶養親 族申告書」を「扶養親族等 申告書」に改め、同条中「 第二百三条の
五第 一項」を「第二百三条の六 第一項」に改める。
第 三条の三の二の次に次の一 条を加える。

（地方税関係手続用電子情報 処理組織による申告及び地 方税関係手続用電子情報処 理組織による申告が
困難である場合の特例 ）

法第五 十三条第四十六項ただし書 に規定する総務省令で定め る記録用の媒体は、同項に

法第五 十三条第五十項後段に規定する総 務省令で定める書類は、同 条第四十六項の内国法人が 、法人

ープ又は磁気デ ィスクとする。

規定する添付書 類記載事項の法第二十六条 第一項に規定する電磁的記録を記 録した光ディスク、磁気テ

第三条の三の三

２

六頁

３

４

５

税法第七十五条 の四第二項（同法第八十一条の二 十四の三第二項において準 用する場合を含む。以下こ

の項において同 じ。）の規定により同法第 七十五条の四第二項の申請 書を同項に規定する納税地の所轄
税務署長 に提出したことを明らかにする書 類とする。

一
代表者の氏名

申請 をする内国法人の名称、事 務所、事業所又は寮等所在 の道府県及び法人番号

法第五 十三条第五十一項に規定す る総務省令で定める事項は 、次に掲げる事項とする。

二

電気通信回線の故障、災 害その他の理由により法第 五十三条第五十項に規定す る地方税関係手続用

その他参考となる べき事項

電子情報処理組織を使用すること が困難である事情が生じた 日

三

四

法第五十三条第五十 一項に規定する総務省令で 定める書類は、電気通信回 線の故障、災害その他の理

由により同条第 五十項に規定する地方税関 係手続用電子情報処理組織を使用 することが困難であること
を明らかにする 書類とする。

法第五 十三条第五十七項に規定する総務 省令で定める事項は、次に 掲げる事項とする。

七頁

五

四

三

二

一

その 他参考となるべき事項

法第 五十三条第五十七項の規定 の適用をやめようとする理 由

法第 五十三条第五十項の承認を受けた 日又はその承認があつたも のとみなされた日

代表者の氏 名

届出をする 内国法人の名称、事務所、事業所 又は寮等所在の道府県及び 法人番号

第 三条の四第二項第二号中「 第六十六条の四第二十一項第一号 」を「第六十六条の四第二 十七項第一号

」に 、「第六十六条の四第二十 一項第三号」を「第六十六 条の四第二十七項第三号」 に改める。

第三条の四の二第一項第四号 中「第六十六条の四第二十 一項第三号」を「第六十六 条の四第二十七項第
三号」に改める。

第三条の四の三第二項 第二号中「第六十八条の八 十八第二十二項第一号」を 「第六十八条の八十八第二

十八項第一号」に 、「第六十八条の八十八第 二十二項第三号」を「第六十八条 の八十八第二十八項第三号
」に改める。
第四条の 六の次に次の一条を加える。

八頁

法第七十二条の二十五第十 五項及び第十六項に規定す る総務省令で定める方法は、法人

（法第七十二条 の二十五第十五項及び第十六項の 方法）
第四条の六の二

税法施行 規則（昭和四十年大蔵省令第十二 号）第三十六条の三の二第 三項各号に掲げる方法とす る。
第四条の 七の次に次の一条を加える 。

法第七十二条 の二十六第十項及び第十一項に規 定する総務省令で定める方 法は、法人税

（法第七 十二条の二十六第十項及び 第十一項の方法）
第四 条の七の二

法 施行規則第三十六条の三の 二第三項各号に掲げる方法 とする。

第五条の二第二項第二号中「 第六十六条の四第二十一項 第一号」を「第六十六条の 四第二十七項第一号
」に改め、同条を第五条 の二の三とし、第五条の次 に次の二条を加える。

法第 七十二条の三十二第一項た だし書に規定する総務省令で定め る記録用の媒体は、同項に

（地方税関係手続用電 子情報処理組織による申告 ）
第五条の二

規定する添付書 類記載事項の法第七十二条 の七第一項に規定する電磁 的記録を記録した光ディス ク、磁
気テープ 又は磁気ディスクとする。

九頁

（地方税関係手 続用電子情報処理組織による申告 が困難である場合の特例）

法第七十二条の三十二の二 第一項後段に規定する総務 省令で定める書類は、法第七十二

二

一
代表者の氏名

申請をする内国法人の名 称、事務所又は事業所所在 の道府県及び法人番号

法第七十二条 の三十二の二第二項に規定 する総務省令で定める書類 は、電気通信回線の故障、 災害そ

その他参考 となるべき事項

関係手続用電子情報処理組 織を使用することが困難で ある事情が生じた日

電気通信回線の故 障、災害その他の理由によ り法第七十二条の三十二の二第一 項に規定する地方税

四

三

法第七十二条の三十二の二 第二項に規定する総務省令で定め る事項は、次に掲げる事項 とする。

申請書を 同項に規定する納税地の所 轄税務署長に提出したこと を明らかにする書類とする 。

において 準用する場合を含む。以下 この項において同じ。）の 規定により同法第七十五条の四第 二項の

条の三十 二第一項の内国法人が、法人税法 第七十五条の四第二項（同 法第八十一条の二十四の三 第二項

第五条の二の二

２

３

の他の理 由により同条第一項に規定する地 方税関係手続用電子情報処 理組織を使用することが困 難であ

一〇頁

４

ることを明らか にする書類とする。

四

三

二

一

その他参考となるべき事 項

法第七十二条の三十二の 二第一項の規定の適用をやめよう とする理由

法第 七十二条の三十二の二第一 項の承認を受けた日又はそ の承認があつたものとみな された日

代表 者の氏名

届出 をする内国法人の名称、事務所又 は事業所所在の道府県及び 法人番号

法第七十二条 の三十二の二第八項に規定 する総務省令で定める事項 は、次に掲げる事項とする。

五

第五条の四第二項第二号中「 第六十八条の八十八第二十 二項第一号」を「第六十八 条の八十八第二十八
項第一号」に改める。

第七条を第六条の九と し、第七条の二を第六条の 十とし、第七条の二の二を 削り、第七条の二の三を第
七条とし、同条の 次に次の三条を加える。

法第七十二条の七十六及び第七 百三十四条第四項に規定す る事業所統計の最近に公表 された

（法第七十二条 の七十六及び第七百三十四 条第四項の従業者数）
第七条の二

一一頁

結果による各市 町村（特別区を含む。以下この条 において同じ。）の従業者 数は、経済センサス基礎調

査規則（平成二 十年総務省令第百二十五号 ）により調査した平成二十 六年七月一日現在における従業者

数とする 。ただし、当該従業者数が公表さ れた後において市町村の廃 置分合若しくは境界変更が あつた

とき又は 市町村の境界が確定したと きは、都道府県知事が必要 と認める場合に限り、当該廃置分 合若し

くは境界 変更又は境界確定に係る区 域の従業者数を関係市町村 の従業者数に加え、又は関 係市町村の従
業 者数から減じたものとする ことができる。

福島県南相馬 市、双葉郡楢葉町、富岡町 、川内村、大熊町、双葉町 、浪江町及び葛尾村

（ 福島県南相馬市等に係る従 業者数の定義の特例）
第七条の二の二

並びに相馬郡飯舘村に 対する法第七十二条の七十 六及び第七百三十四条第四項の規 定の適用については

、当分の間、事業所統 計の最近に公表された結果 による当該市町村の従業者 数は、前条の規定にかかわ

らず、経済セン サス基礎調査規則により調 査した平成二十一年七月一日現在 における当該市町村の従業

者数に、平成二 十六年六月三十日において 住民基本台帳法に基づき住 民基本台帳に記載されてい る者の

数を平成 二十一年六月三十日において同法 に基づき住民基本台帳に記 載されている者の数で除し て得た

一二頁

率を乗じて得た 従業者数（その従業者数が同令に より調査した同年七月一日 現在における当該市町村の

従業者数を超え るときは、同令により調査 した同日現在における当該 市町村の従業者数とする。）とす
る。
（法人の 事業税の交付額の算定の特 例）

道府県は、政令第三 十五条の四の七の規定によ り各交付時期に交付すべき 額を算定した

前項の規定は、政令第五十 七条の二の七第三項の規定 による都における法人の行 う事業に対する事業

し 、当該負数となつた額を当 該交付時期の次の交付時期 に交付すべき額から減額す るものとする。

場 合において、当該交付すべ き額が負数となるときは、当該交 付時期においては交付を行 わないものと

第七条の二 の三

２

税の交付について準用 する。
第七条の二の九第二号 中「（平成二十年総務省令 第百二十五号）」を削る。

第九条の二第二 十二項中「第四号イ及びロ 」を「第四号イからハまで」に、 「第七項及び第九項」を「

第八項、第十一項 及び第十二項」に改め、同 項の表第七項第二号の項中 「第七項第二号」を「第八 項第二

号」に、「 第九条の四第一項第二号及び第十 項第二号」を「以下この条 及び第九条の四」に、「第 九項第

一三頁

二号」を「第十一 項第二号及び第十二項第二号」に 、「当該自動車が平成三十 二年度燃費基準十パーセン

ト向上達成車」を 「その旨」に、「自動車の エネルギー消費効率の」を 「その旨並びに自動車のエネルギ

ー消費効率 の」に改め、「第一条第二号」の 下に「及び第三号」を加え 、「第九項第二号」を「第 十一項

第二号及び 第十二項第二号」に改め、 「ＪＣ〇八モード法」の下 に「及びＷＬＴＣモード法」を加 え、「

であること及び

達成レベルが百二十以上

平成 三十二年度燃費基準

その旨並びにＪＣ〇八モ ード法及びＷＬＴＣモ

数値以上であること並び に

ネル ギー消費効率に百分の百八 十を乗じて得た

十・ 十五モード燃費値が平成二 十二年度基準エ

こと及び当 該自動車が平成二十二年度 燃費基準六十五パーセント 向上達成車」を「旨」に改 め、同項の次
に次 のように加える。
第 十一項第二号

その旨

ード法により当該 自動車のエネルギー消費効 率
が算定されていな い旨

第九条の 二第二十二項の表第九項第二号の 項中「第九項第二号」を「 第十二項第二号」に、「実 施要領

一四頁

」を「燃費評価実 施要領」に、「当該自動車が平成 二十七年度燃費基準二十パ ーセント向上達成車」を「

その旨」に、「Ｊ Ｃ〇八モード法」を「その 旨並びにＪＣ〇八モード法 及びＷＬＴＣモード法」に、「こ

と及び当該 自動車が平成二十二年度燃費基準 五十パーセント向上達成車 」を「旨」に改め、同項を 同条第

二十九項と し、同条第二十一項を同条 第二十八項とし、同条第二 十項を同条第二十七項とし、同条 第十九

項中「第百 四十九条第一項第五号ヘ」 を「第百四十九条第一項第 六号ホ」に、「当該自動車 が平成二十七

年度 燃費基準十五パーセント向 上達成車であることが記載されて 」を「おいてその旨が明ら かにされて」

に改 め、同項を同条第二十六項 とし、同条第十八項中「第 百四十九条第一項第五号ホ

」を「第百四十九

（1）

」を「第百四十九条第 一項第六号ニ

」に改め 、同項を同条第二十五項と し、同条第十七項を削り、 同条第十六項中「第

百四十九条第一項第五号 ニ

」に改め、同項 を同条第二十四項と

（1）
（ⅰ）

号ハ」に、「当該 自動車が平成二十七年度燃 費基準十五パーセント向上達成車 であることが記載されて」

し、同条第十五項を削り 、同条第十四項中「第百四 十九条第一項第五号ハ」を 「第百四十九条第一項第六

（1）

条第一項第六号ニ

（1）
（ⅱ）

一五頁

法第百四十九 条第一項第六号ニに規定する車両 総重量が三・五トンを超え るバス又はトラックで総務

を「おいてその旨 が明らかにされて」に改め 、同項を同条第二十二項と し、同項の次に次の一項を 加える。
23

に規定する平成二十

窒素 酸化物及び粒子状物質の排 出量が適用関係告示第二十 八条第百六十四項第一号に定める 窒素酸

化物及び粒子 状物質の値の十分の九を超 えない自動車で、かつ、低 排出ガス車認定を受けたも のであ
ること 。

平成二十七年度燃費基準 達成レベルが百十以上であ ること及び当該自動車に係 る自動車検査証にお
いてその旨が明らかにされている こと。

窒素 酸化物及び粒子状物質の排出量が 旧細目告示第四十一条第一 項第七号イの表の

(3)

項第一号を次のよ うに改める。
一

一六頁

の窒素 酸化物

第九条の四におい て同じ。）に適合する自動 車にあつては、第一号に掲げる要 件を除く。）」を加え、同

要件」の下に「（平成三 十年軽油軽中量車基準（同 号イに規定する平成三十年 軽油軽中量車基準をいう。

第九条の二第十三項中 「第百四十九条第一項第五 号ロ」を「第百四十九条第一項第 六号ロ」に改め、「

二

一

る要件を 除く。）に該当する自動車とする 。

八年軽油重量車 基準をいう。第九条の四に おいて同じ。）に適合する 自動車にあつては、第一号に掲げ

省令で定めるも のは、次に掲げる要件（平成二十 八年軽油重量車基準（同号 ニ

（1）
（ⅰ）

及び粒子状物質の欄 に掲げる値の十分の九を超えない 自動車で、かつ、低排出ガ ス車認定を受けたも
のであること。

第九条の 二第十三項第二号中「当該自動車 が平成二十七年度燃費基準 十パーセント向上達成車で あるこ

とが記載さ れて」を「おいてその旨が 明らかにされて」に改め、 同項を同条第二十一項とし、同条 第十二

項中「第百 四十九条第一項第五号イ」 を「第百四十九条第一項第 六号イ」に、「細目告示第 四十一条第一

項第 七号」を「旧細目告示第四 十一条第一項第七号イ」に改め、 同項を同条第二十項とし、 同条第十一項

中「 第百四十九条第一項第四号 ニ」を「第百四十九条第一 項第四号ホ」に改め、同項 第一号を次のように

ガス車認定を受け たものであること。
平成十七 年ガソリン軽中量車基準に適合す る自動車

窒素酸化物の排出量が 細目告示第四十一条

窒素酸化物の排 出量が旧細目告示第四十一

第一項第三号の表 のハの窒素酸化物の欄に掲 げる値の四分の三を超えない自動 車で、かつ、低排出

平成三十年ガソリン軽 中量車基準に適合する自動 車

次に掲げる自動車 の区分に応じ、それぞれ次 に定める要件に該当すること。

改める。
一
イ

ロ

一七頁

条第一項第三号イ の表の

の窒素酸化物の欄に掲げ る値の二分の一を超えない 自動車で、かつ、低

法第百 四十九条第一項第五号イに 規定する乗用車で総務省令で定め るものは、次に掲げる要件 に該当

次の五項を 加える。

ことが記載 されて」を「おいてその旨 が明らかにされて」に改め 、同項を同条第十四項とし、同項 の次に

第九条の 二第十一項第二号中「当該自動車 が平成二十七年度燃費基準 十五パーセント向上達成車 である

排出ガス車認定を 受けたものであること。

(3)

平成十七 年石油ガス軽中量車基準（法第百 四十九条第一項第五号イ

に規定する 平成三十年石

分の一を超えない 自動車で、かつ、低排出ガ ス車認定を受けたものであ ること。

窒素酸化物の排出 量が細目告示第四十一条第 一項第三号の表のイの窒素酸化物 の欄に掲げる値の二

油ガス軽中量車基準をい う。第十八項第一号及び第 九条の四において同じ。） に適合する自動車

平成三十年石油ガス軽 中量車基準（法第百四十九 条第一項第五号イ

次に掲げる自動車の区分 に応じ、それぞれ次に定め る要件に該当すること。

す る自動車とする。
一
イ

ロ

（1）
（ⅰ）

一八頁

に規定する平成十七年石

（1）
（ⅱ）

15

二

油ガス軽中量車基 準をいう。第十八項第一号及び第 九条の四において同じ。） に適合する自動車

の 窒素酸化物の欄に掲げる値

の四分の一 を超えない自動車で、かつ、低排 出ガス車認定を受けたもの であること。

窒素酸化物の排出 量が旧細目告示第四十一条 第一項第三号イの表の

（1）

平成 三十二年度燃費基準達成レ ベルが百十以上であること 及び当該自動車に係る自動車検査 証にお
いてその旨が 明らかにされていること。
法第百 四十九条第一項第五号イ

に規定する平成三十年十月一日 以降に適用されるべきもの として

（1）
（ⅰ）

する自動 車とする。

に規定する平成十 七年十月一日以降に適用されるべ きものとして

一九頁

法第百四十九条第一 項第五号ロに規定する乗用 車で総務省令で定めるもの は、次に掲げる要件に該当

状物質に係る部 分を除く。）の基準又は適 用関係告示第二十八条第百八項の 基準とする。

定められた排出ガス保 安基準で総務省令で定める ものは、旧細目告示第四十 一条第一項第三号イ（粒子

法第百四十九条第一項第五 号イ

（1）
（ⅱ）

質に係る部分を除く。）の基 準とする。

定 められた排出ガス保安基準 で総務省令で定めるものは 、細目告示第四十一条第一 項第三号（粒子状物

16
17
18

一

二

イ

ロ

窒素酸化物の排 出量が細目告示第四十一条

次に掲げる 自動車の区分に応じ、それぞれ次 に定める要件に該当するこ と。
平成三十年石油 ガス軽中量車基準に適合す る自動車

窒素酸化 物の排出量が旧細目告示第 四十一

第一項第三 号の表のイの窒素酸化物の欄に掲 げる値の二分の一を超えな い自動車で、かつ、低排出
ガス車認定 を受けたものであること。
平成十七 年石油ガス軽中量車基準に 適合する自動車

の窒 素酸化物の欄に掲げる値の四分の 一を超えない自動車で、か つ、低

法第百四十九条第一項第六 号イに規定する平成三十年 十月一日以降に適用される べきものとして定め

おいてその旨が明らかにさ れていること。

平成三十二年度燃費基準 達成レベルが百二十以上で あること及び当該自動車に 係る自動車検査証に

排出 ガス車認定を受けたもので あること。

条第 一項第三号イの表の

（1）

第一号を次 のように改める。

二〇頁

第九条の二第十 項中「第百四十九条第一項 第四号ハ」を「第百四十九 条第一項第四号ニ」に改め 、同項

られた排出ガス 保安基準で総務省令で定め るものは、細目告示第四十一条第 一項第七号の基準とする。

19

一

る。
一

イ

ロ

イ

窒素酸化物の排 出量が細目告示第四十一条

次に掲げる 自動車の区分に応じ、それぞれ次 に定める要件に該当するこ と。
平成三十年ガソ リン軽中量車基準に適合す る自動車

第一項第三 号の表のハの窒素酸化物の欄に掲 げる値の二分の一を超えな い自動車で、かつ、低排出
ガス車認定 を受けたものであること。

窒素酸化 物の排出量が旧細目告示第 四十一

の窒 素酸化物の欄に掲げる値の四分の 一を超えない自動車で、か つ、低

平成十七 年ガソリン軽中量車基準に 適合する自動車
条第 一項第三号イの表の

平成三十 年ガソリン軽中量車基準に適合す る自動車

二一頁

窒素酸化物の排 出量が細目告示第四十一条

次に掲げる 自動車の区分に応じ、それ ぞれ次に定める要件に該当 すること。

第百四十九条第一項第四 号ロ」を「第百四十九条第 一項第四号ハ」に改め、同 項第一号を次のように改め

が記載されて」を「おい てその旨が明らかにされて 」に改め、同項を同条第十三項と し、同条第九項中「

第九条の二第十項第二号中「 当該自動車が平成二十七年 度燃費基準十パーセント向 上達成車であること

排出 ガス車認定を受けたもので あること。

(3)

第一項第三号の表 のロ又はハに掲げる自動車の種別 に応じ、同表の窒素酸化物 の欄に掲げる値の二

窒素酸化物の排 出量が旧細目告示第四十一

分の一を超えない 自動車で、かつ、低排出ガ ス車認定を受けたものであ ること。
平成十七 年ガソリン軽中量車基準に適合す る自動車

に掲 げる自動車の種別に応じ、 同表の窒素酸化物の欄に掲げる値

、同項を同条第十二項とし、同 条第八項中「第百四十九条 第一項第四号イ

一

」に、「細目 告示第四十一条第一項第三 号」を「旧細目告示第四十一条第 一項第三号イ」に改

」を「第 百四十九条第一項第

（1）

費基 準二十パーセント向上達成 車であることが記載されて 」を「おいてその旨が明ら かにされて」に改め

第 九条の二第九項第二号中「 実施要領」を「燃費評価実施要領 」に、「当該自動車が平成 二十七年度燃

ロ
又は
(3)

の四分の一 を超えない自動車で、かつ 、低排出ガス車認定を受け たものであること。

条第一項第 三号イの表の

（2）

次に 掲げる自動車の区分に応じ、それ ぞれ次に定める要件に該当 すること。

二二頁

法第百四十九条第一 項第四号ロに規定する乗用 車で総務省令で定めるものは、次 に掲げる要件に該当

め、同項を同条第十項と し、同項の次に次の一項を 加える。

四号イ

（1）
（ⅱ）

する自動車とす る。

11

イ

ロ

平成三十年ガソ リン軽中量車基準に適合する自動 車

窒素酸化物の排出量が 細目告示第四十一条

の窒素酸化 物の欄に掲げる値の四分の 一を超えない自動車で、か つ、低

窒素酸化 物の排出量が旧細目告示第四十一

第一項第三号の表 のイの窒素酸化物の欄に掲 げる値の二分の一を超えな い自動車で、かつ、低排出
ガス車認定 を受けたものであること。
平成十七 年ガソリン軽中量車基準に 適合する自動車
条第一項第 三号イの表の

排出 ガス車認定を受けたもので あること。

平成三十二年度燃費基準 達成レベルが百二十以上で あること及び当該自動車に 係る自動車検査証に
おいてその旨が明らかにされてい ること。

に規 定する平成三十年ガ

窒素

二三頁

酸化物の排 出量が細目告示第四十一条第一項 第三号の表のイの窒素酸化 物の欄に掲げる値の二分の

ソリン軽中量車基 準をいう。以下この条及び 第九条の四において同じ。 ）に適合する自動車

平成三十年ガソ リン軽中量車基準（法第百 四十九条第一項第四号イ

次に掲げる自動車 の区分に応じ、それぞれ次 に定める要件に該当するこ と。

第九条の二第七項第一 号を次のように改める。
一
イ

（1）
（ⅰ）

二

（1）

一を超えない自動 車で、かつ、低排出ガス車認定を 受けたものであること。
平成十七年ガソ リン軽中量車基準（法第百 四十九条第一項第四号イ

の窒素酸化物の欄に掲げる値の四

窒素

に規定する平成十七年ガ

ソリン軽中 量車基準をいう。以下この条及び 第九条の四において同じ。 ）に適合する自動車

ロ」に改め 、同項第一号を次のように改める 。

二四頁

条第四項を同条第 五項とし、同条第三項中「 第百四十九条第一項第二号 」を「第百四十九条第一項 第二号

」を「おいて」に 、「ことが記載されて」を 「旨が明らかにされて」に改め、 同項を同条第六項とし、同

が記載されて」を「旨が 明らかにされて」に改め、 同項を同条第七項とし、同 条第五項中「当該自動車が

らかにされて」に改め、 同項を同条第八項とし、同 条第六項中「当該自動車が」を「 おいて」に、「こと

動車が平成三十二年度燃費基準 十パーセント向上達成車で あることが記載されて」を 「おいてその旨が明

要領 」に、「第九条の四第一項 第二号及び第十項第二号」 を「以下この条及び第九条 の四」に、「当該自

第 九条の二第七項第二号中「 第九項第二号」を「第十二項第二 号」に、「実施要領」を「 燃費評価実施

ロ

（1）
（ⅱ）

分の一を超 えない自動車で、かつ、低 排出ガス車認定を受けたも のであること。

酸化物の排 出量が旧細目告示第四十一 条第一項第三号イの表の

（1）

車両総重量 が三・五トン以下の自動車

窒素 酸化物の排出量が旧細目告 示第四十一条第一項第十一

までに掲げる自動車の種別 に応じ、同表の窒素酸化物 の欄に掲げる値の十分の九

規定による認 定（以下この条及び第九条 の四において「低排出ガス 車認定」という。）を受けたもの
であること。

二五頁

八号）によ る改正前の細目告示（」に、「細 目告示」を「旧細目告示」 に、「第四十一条第一項第 十一号

関係の整理のため 必要な事項を定める告示の 一部を改正する告示（平成 三十年国土交通省告示第五 百二十

道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示 及び道路運送車両の保安基準第二 章及び第三章の規定の適用

一号中「道路運送車両の 保安基準の細目を定める告 示（平成十四年国土交通省 告示第六百十九号。」を「

一項第二号」を「第百四 十九条第一項第二号ロ」に 、「ものに」を「天然ガス自動車 に」に改め、同項第

低排出ガス車認定を受けたもの である」に改め、同項を同 条第四項とし、同条第二項 中「第百四十九条第

こと について国土交通大臣が認 定している」を「窒素酸化 物の値の十分の九を超えな い自動車で、かつ、

第 九条の二第三項第二号中「 値の十分の九を超えない自動車で 、かつ、特定基準に適合す るものである

一
から
(3)

を超えない自 動車で、かつ、低排出ガス車認定 実施要領（平成十二年運輸 省告示第百三号）第五条の

号イの表の

（1）

」を「第四十一条 第一項第十一号イ」に改め、同項 を同条第三項とし、同条第 一項中「当該自動車の」を

「おいて」に、「 ことが記載されて」を「旨 が明らかにされて」に、「 が併記されて」を「を用いる旨が

法第百 四十九条第一項第二号イに 規定する平成三十年十月一 日以降に適用されるべきものとし て定め

併せて明ら かにされて」に改め、同項の次に 次の一項を加える。
２

られた排 出ガス保安基準で総務省令 で定めるものは、道路運送 車両の保安基準の細目を定 める告示（平

成 十四年国土交通省告示第六 百十九号。以下この条及び第九条 の四において「細目告示」 という。）第
四 十一条第一項第十一号の基 準とする。

第九条の四第十八項中「及び ロ」を「からハまで」に、 「第一号イに」を「第一号 イからハまでに」に

、「、第二項及び第十項 」を「から第三項まで及び 第十二項から第十四項まで」に改 め、同項の表第一項

第二号の項中「次項第二 号及び第十項第二号」を「 以下この条」に、「当該自 動車が平成三十二年度燃費

基準達成車」を「 その旨」に、「自動車のエ ネルギー消費効率の」を「その旨 並びに自動車のエネルギー

消費効率の」に改 め、「第一条第二号」の下 に「及び第三号」を加え、 「次項第二号及び第十項第 二号」

を「以下こ の条」に改め、「ＪＣ〇八モード 法」の下に「及びＷＬＴＣ モード法」を加え、「こと 及び当

二六頁

二十未満で あること及び

達成レベル が百十以上百

平成三十二年度燃 費基準

その 旨並びにＪＣ〇八モード法及びＷ ＬＴＣモ

た数値以上 であること並びに

ネルギー消 費効率に百分の百六十五を 乗じて得

十・十五モード燃 費値が平成二十二年度基準 エ

該自動車が平成二 十二年度燃費基準五十パーセント 向上達成車」を「旨」に改 め、同項の次に次のように
加える。
第二項第 二号

その 旨

ード 法により当該自動車のエネ ルギー消費効率
が算定されていない旨

第九条の四第十八項の 表第二項第二号の項中「第 二項第二号」を「第三項第二号」 に、「当該自動車が

平成二十七年度燃費基準 十五パーセント向上達成車 」を「その旨」に、「ＪＣ 〇八モード法」を「その旨

並びにＪＣ〇八モ ード法及びＷＬＴＣモード 法」に、「こと及び当該自動車が 平成二十二年度燃費基準四

十四パーセント向 上達成車」を「旨」に、同 表第十項第二号の項中「第 十項第二号」を「第十二項 第二号

」に改め、 「（車両総重量が二・五トン以下 のバス又はトラックにあつ ては、平成二十七年度燃費 基準達

二七頁

成レベルが百十以 上百十五未満）」を削り、「当該 自動車が平成二十七年度燃 費基準十パーセント向上達

成車」を「その旨 」に、「ＪＣ〇八モード法 」を「その旨並びにＪＣ〇 八モード法及びＷＬＴＣモード法

未満 であること及び

達成 レベルが百以上百十

平成三十二 年度燃費基準

その 旨並びにＪＣ〇八モード法 及びＷＬＴＣモ

数値 以上であること並びに

ネル ギー消費効率に百分の百五十を乗 じて得た

十・十五モ ード燃費値が平成二十二年 度基準エ

達成レベルが百十 以上百

平成二十七年度燃 費基準

た数値以上である こと並びに

ネルギー消費効率 に百分の百三十八を乗じて 得

十・十五モード燃費値が 平成二十二年度基準エ

が算定されていない旨

ード法により当該自動車 のエネルギー消費効率

その旨

」に、「こ と及び当該自動車が平成二十二年 度燃費基準三十八パーセン ト向上達成車」を「旨」に 改め、
同表に次の ように加える。
第十三項 第二号

第十四項第二号

十五未満で あること及び

二八頁

その 旨

その旨並び にＪＣ〇八モード法及びＷ ＬＴＣモ

ード法によ り当該自動車のエネルギー 消費効率
が算定されていな い旨

第九条の四第十 八項を同条第二十三項とし、同条 第十七項中「第百五十七条 第二項第二号ホ」を「第百

五十七条第二項第三号ニ 」に、「当該自動車が平成 二十七年度燃費基準五パーセント 向上達成車であるこ

とが 記載されて」を「おいてそ の旨が明らかにされて」に 改め、同項を同条第二十二 項とし、同条第十五

項及 び第十六項を削り、同条第 十四項中「第百五十七条第二項第 二号ロ」を「第百五十七条 第二項第三号

法第百五十七条第二 項第三号ハに規定する車両 総重量が三・五トンを超え るバス又はトラックで総務

ロ」に改め 、同項を同条第二十項とし 、同項の次に次の一項を加 える。

一

二九頁

化物及 び粒子状物質の値の十分の 九を超えない自動車で、か つ、低排出ガス車認定を受けたも のであ

窒素酸化物及び粒子状物 質の排出量が適用関係告示 第二十八条第百六十四項第 一号に定める窒素酸

一号に掲げる要件を除 く。）に該当する自動車と する。

省令で定めるも のは、次に掲げる要件（平 成二十八年軽油重量車基準に適合 する自動車にあつては、第
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二

ること。

平成二十七 年度燃費基準達成レベルが 百以上百五未満であること 及び当該自動車に係る自動車検査
証においてそ の旨が明らかにされていること。

第九条の 四第十三項中「第百五十七 条第二項第二号イ」を「第 百五十七条第二項第三号イ」に改 め、「

の窒素酸化物

要件」の下 に「（平成三十年軽油軽中 量車基準に適合する自動車 にあつては、第一号に掲げ る要件を除く

窒素酸化物及び粒子状物 質の排出量が旧細目告示第 四十一条第一項第七号イの 表の

。） 」を加え、同項第一号を次 のように改める。
一

次に 掲げる自動車の区分に応じ、それ ぞれ次に定める要件に該当 すること。

第二項第一号ハ」 を「第百五十七条第二項第 一号ホ」に改め、同項第一 号を次のように改める。
一

三〇頁

を「おいてその旨 が明らかにされて」に改め 、同項を同条第十九項とし、同条 第十二項中「第百五十七条

第九条の四第十三項第 二号中「当該自動車が平成 二十七年度燃費基準達成車 であることが記載されて」

のであること。

及び粒子状物質の欄に掲げる値の 十分の九を超えない自動車 で、かつ、低排出ガス車認 定を受けたも

(3)

イ

ロ

平成三十年ガソ リン軽中量車基準に適合する自動 車

窒素酸化物の排出量が 細目告示第四十一条

第一項第三号の表 のハの窒素酸化物の欄に掲 げる値の四分の三を超えな い自動車で、かつ、低排出
ガス車認定 を受けたものであること。

窒素酸化 物の排出量が旧細目告示第四十一

の窒素酸化 物の欄に掲げる値の二分の 一を超えない自動車で、か つ、低

平成十七 年ガソリン軽中量車基準に 適合する自動車
条第一項第 三号イの表の

とが記載されて」を「おいてそ の旨が明らかにされて」に 改め、同項を同条第十六項 とし、同項の次に次

第 九条の四第十二項第二号中 「当該自動車が平成二十七 年度燃費基準五パーセント 向上達成車であるこ

排出 ガス車認定を受けたもので あること。

(3)

法第百五十七条第二項第二 号イに規定する乗用車で総 務省令で定めるものは、次 に掲げる要件に該当

の二項を加える。

一
イ

平成三十 年石油ガス軽中量車基準に適合す る自動車

三一頁

窒素酸化物の排 出量が細目告示第四十一条

次に掲げる 自動車の区分に応じ、それ ぞれ次に定める要件に該当 すること。

する自動車とす る。

17

二

一

ロ

窒素酸化物の排 出量が旧細目告示第四十一

第一項第三号の表 のイの窒素酸化物の欄に掲げる値 の二分の一を超えない自動 車で、かつ、低排出
ガス車認定を受け たものであること。
平成十七 年石油ガス軽中量車基準に適合す る自動車

の窒素酸化 物の欄に掲げる値の四分の 一を超えない自動車で、かつ、低

ること 及び当該自動車に係る自動 車検査証においてその旨が 明らかにされていること。

平成二十七年度燃費基準 達成レベルが百十以上で平成三十 二年度燃費基準達成レベル が百未満であ

排出ガス車 認定を受けたものであるこ と。

条第一項第 三号イの表の

（1）

法第百五十七条第二項第二号ロに 規定する乗用車で総務省令 で定めるものは、次に掲げ る要件に該当

イ

ガス車認定 を受けたものであること。

窒素酸化物の排出量が 細目告示第四十一条

三二頁

第一項第三号の表 のイの窒素酸化物の欄に掲 げる値の二分の一を超えな い自動車で、かつ、低排出

平成三十年石油 ガス軽中量車基準に適合す る自動車

次に掲げる自動車 の区分に応じ、それぞれ次 に定める要件に該当するこ と。

する自動車とする。

18

一

ロ

平成十七年石油 ガス軽中量車基準に適合する自動 車
条第一項第三号イ の表の

窒素酸化物の排出量が 旧細目告示第四十一

の窒素酸化物の欄 に掲げる値の四分の一を超 えない自動車で、かつ、低

排出ガス車 認定を受けたものであること。

平成 三十二年度燃費基準達成レ ベルが百以上百十未満であ ること及び当該自動車に係る自動 車検査
証においてそ の旨が明らかにされている こと。

ロ

イ

ガス車認定を受け たものであること。

窒素酸化物の排出量が細目告 示第四十一条

三三頁

の窒素酸化物の欄 に掲げる値の四分の一を超 えない自動車で、かつ、低

平成十七年ガソ リン軽中量車基準に適合す る自動車
条第一項第 三号イの表の

窒素酸化物の排 出量が旧細目告示第四十一

第一項第三号の表のハの 窒素酸化物の欄に掲げる値 の二分の一を超えない自動 車で、かつ、低排出

平成三十年ガソリン軽 中量車基準に適合する自動 車

次に掲げる自動車の区分 に応じ、それぞれ次に定め る要件に該当すること。

項第 一号を次のように改める。

第 九条の四第十一項中「第百 五十七条第二項第一号ロ」を「第 百五十七条第二項第一号ニ 」に改め、同

二

（1）
(3)

排出ガス車認定を 受けたものであること。

第九条の四第十 一項第二号中「当該自動車 が平成二十七年度燃費基準 達成車であることが記載されて」

を「おいて その旨が明らかにされて」に改め 、同項を同条第十五項とし 、同条第十項中「又は車両 総重量

ガス車認定を受けたものである こと。
平成十七年ガソリン軽 中量車基準に適合する自動 車

窒素酸化 物の排出量が細目告示第四 十一条

窒素酸化物の排出量が旧細目 告示第四十一

第一 項第三号の表のイの窒素酸 化物の欄に掲げる値の二分 の一を超えない自動車で、 かつ、低排出

平 成三十年ガソリン軽中量車 基準に適合する自動車

次に 掲げる自動車の区分に応じ 、それぞれ次に定める要件 に該当すること。

が二・五ト ン以下のバス若しくはトラ ック」を削り、同項第一号 を次のように改める。
一
イ

ロ

の窒素酸化物の欄に掲げ る値の四分の一を超えない 自動車で、かつ、低

三四頁

十七年度 燃費基準達成レベルが百十以上百 十五未満）」を削り、「当 該自動車が平成二十七年度 燃費基

第九条の四第十項第 二号中「（車両総重量が二 ・五トン以下のバス又はト ラックにあつては、平成二

排出ガス車認定を 受けたものであること。

条第一項第三号イの表の

（1）

準十パーセント 向上達成車であることが記載され て」を「おいてその旨が明 らかにされて」に改め、同
項を同条第十二 項とし、同項の次に次の二 項を加える。

法第百五十七 条第二項第一号ロに規定する乗用 車で総務省令で定めるもの は、次に掲げる要件に該当

窒素酸化 物の排出量が細目告示第四 十一条

次に 掲げる自動車の区分に応じ 、それぞれ次に定める要件 に該当すること。
平 成三十年ガソリン軽中量車 基準に適合する自動車

の窒素酸化物の欄に掲げ る値の四分の一を超えない 自動車で、かつ、低

窒素酸化物の排出量が旧細目 告示第四十一

第一 項第三号の表のイの窒素酸 化物の欄に掲げる値の二分 の一を超えない自動車で、 かつ、低排出
ガス車認定を受けたものである こと。
平成十七年ガソリン軽 中量車基準に適合する自動 車
条第一項第三号イの表の

排出ガス車認定を 受けたものであること。

三五頁

平成三十二 年度燃費基準達成レベルが 百以上百十未満であること 及び当該自動車に係る自動 車検査
証においてそ の旨が明らかにされていること。

ロ

イ

する自動 車とする。
一

二

（1）
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一

法第百五十七条第二 項第一号ハに規定する車両総重量 が二・五トン以下のバス又 はトラックで総務省

ロ

窒素酸化 物の排出量が細目告示第四十一条

次に 掲げる自動車の区分に応じ、それ ぞれ次に定める要件に該当 すること。
平成三十 年ガソリン軽中量車基準に 適合する自動車

第一項第三 号の表のロ又はハに掲げる 自動車の種別に応じ、同表 の窒素酸化物の欄に掲げる 値の二

窒 素酸化物の排出量が旧細目 告示第四十一

分の 一を超えない自動車で、か つ、低排出ガス車認定を受けたも のであること。

又は

に掲げる自動車の種別に 応じ、同表の窒素酸化物の 欄に掲げる値

平 成十七年ガソリン軽中量車 基準に適合する自動車
条第一項第三号イの表の

検査証においてその 旨が明らかにされているこ と。

平成二十七年度燃 費基準達成レベルが百十以 上百十五未満であること及 び当該自動車に係る自動車

の四分の一を超えない自 動車で、かつ、低排出ガス 車認定を受けたものであること。

(3)

三六頁

動車が平成 二十七年度燃費基準十パーセント 向上達成車であることが記 載されて」を「おいてその 旨が明

第九条の四第九 項中「第百五十七条第一項 第二号ホ」を「第百五十七 条第一項第三号ニ」に、「 当該自

二

（2）

イ

令で定めるもの は、次に掲げる要件に該当 する自動車とする。

14

らかにされて」に 改め、同項を同条第十一項とし、 同条第七項及び第八項を削 り、同条第六項中「第百五

十七条第一項第二 号ロ」を「第百五十七条第 一項第三号ロ」に、「当該 自動車が平成二十七年度燃費基準

十パーセン ト向上達成車であることが記載さ れて」を「おいてその旨が 明らかにされて」に改め、 同項を
同条第九項 とし、同項の次に次の一項 を加える。

法第百五十七 条第一項第三号ハに規定す る車両総重量が三・五トン を超えるバス又はトラック で総務

窒素酸化物及び粒子状物 質の排出量が適用関係告示 第二十八条第百六十四項第 一号に定める窒素酸

化物及び粒子状物質の値の 十分の九を超えない自動車 で、かつ、低排出ガス車認定を受 けたものであ
ること。

平成二十七 年度燃費基準達成レベルが 百五以上百十未満であること及び 当該自動車に係る自動車検
査証においてその旨 が明らかにされていること 。

三七頁

第九条の 四第五項中「第百五十七条第一項 第二号イ」を「第百五十七 条第一項第三号イ」に改め 、「要

二

一

一 号に掲げる要件を除く。） に該当する自動車とする。

省 令で定めるものは、次に掲 げる要件（平成二十八年軽油重量 車基準に適合する自動車に あつては、第

10

の窒素 酸化物

件」の下に「（平 成三十年軽油軽中量車基準に適合 する自動車にあつては、第 一号に掲げる要件を除く。

窒素 酸化物及び粒子状物質の排出量が 旧細目告示第四十一条第一 項第七号イの表の

）」を加え、同項 第一号を次のように改める 。
一

一

ロ

イ

ガス車認定を受け たものであること。
平成十七 年ガソリン軽中量車基準に適合す る自動車

窒素酸化物の排出量が 細目告示第四十一条

三八頁

窒素酸化物の排 出量が旧細目告示第四十一

第一項第三号の表 のハの窒素酸化物の欄に掲 げる値の四分の三を超えない自動 車で、かつ、低排出

平成三十年ガソリン軽 中量車基準に適合する自動 車

次に掲げる自動車 の区分に応じ、それぞれ次 に定める要件に該当すること。

百五十七条第一項第一号ニ」を 「第百五十七条第一項第一 号ホ」に改め、同項第一号 を次のように改める。

が記 載されて」を「おいてその 旨が明らかにされて」に改 め、同項を同条第八項とし 、同条第四項中「第

第 九条の四第五項第二号中「 当該自動車が平成二十七年度燃費 基準五パーセント向上達成 車であること

のであること 。

及び粒子状物 質の欄に掲げる値の十分の 九を超えない自動車で、か つ、低排出ガス車認定を受けたも

(3)

６

一

ロ

イ

条第一項第三号イ の表の

の窒素酸化物の欄に掲げ る値の二分の一を超えない 自動車で、かつ、低

ガス車認定を受け たものであること。
平成十七年石油 ガス軽中量車基準に適合す る自動車
条第一項第 三号イの表の

窒素酸化物の排出量が細目告 示第四十一条

三九頁

の窒素酸化物の欄 に掲げる値の四分の一を超 えない自動車で、かつ、低

窒素酸化物の排 出量が旧細目告示第四十一

第一項第三号の表のイの 窒素酸化物の欄に掲げる値 の二分の一を超えない自動 車で、かつ、低排出

平成三十年石油ガス軽 中量車基準に適合する自動 車

次に掲げる自動車の区分 に応じ、それぞれ次に定め る要件に該当すること。

す る自動車とする。

法第百五十七条第一項第二 号イに規定する乗用車で総務省令 で定めるものは、次に掲げ る要件に該当

項を加える 。

が記載され て」を「おいてその旨が明 らかにされて」に改め、同 項を同条第五項とし、同項の次に 次の二

第九条の 四第四項第二号中「当該自動車が 平成二十七年度燃費基準十 パーセント向上達成車であ ること

排出ガス車認定を 受けたものであること。

(3)
（1）

７

二

排出ガス車認定を 受けたものであること。

平成三十二 年度燃費基準達成レベルが 百以上百十未満であること 及び当該自動車に係る自動車検査
証においてそ の旨が明らかにされていること。

法第百 五十七条第一項第二号ロに 規定する乗用車で総務省令 で定めるものは、次に掲げる要件 に該当

ロ

イ

ガス車認定を受けたもの であること。
平成十七年石油ガス軽 中量車基準に適合する自動 車

窒 素酸化物の排出量が細目告 示第四十一条

の窒素酸化物の欄 に掲げる値の四分の一を超えない 自動車で、かつ、低

四〇頁

平成 三十二年度燃費基準達成レベルが 百十以上百二十未満である こと及び当該自動車に係る 自動車

排出ガス車認定を 受けたものであること。

条第一項第三号イ の表の

窒素酸化物の排出量が 旧細目告示第四十一

第一項第三号の表のイの窒素酸 化物の欄に掲げる値の二分 の一を超えない自動車で、 かつ、低排出

平 成三十年石油ガス軽中量車 基準に適合する自動車

次に掲げる自動車の区分 に応じ、それぞれ次に定める要件 に該当すること。

する自動 車とする。
一

二

（1）

検査証においてその 旨が明らかにされていること。

第九条の四第三 項中「第百五十七条第一項 第一号ハ」を「第百五十七 条第一項第一号ニ」に改め、同項

ガス 車認定を受けたものである こと。
平成十七年ガソリン軽中量車 基準に適合する自動車

窒素酸化 物の排出量が細目告示第四 十一条

の窒素酸化物の欄に掲げ る値の四分の一を超えない自動車 で、かつ、低

窒 素酸化物の排出量が旧細目 告示第四十一

第一 項第三号の表のハの窒素酸 化物の欄に掲げる値の二分の一を 超えない自動車で、かつ、 低排出

平成三十 年ガソリン軽中量車基準に 適合する自動車

次に 掲げる自動車の区分に応じ 、それぞれ次に定める要件 に該当すること。

第一号を次 のように改める。
一
イ

ロ

条第一項第三号イの表の

四一頁

百五十七条 第一項第一号ロ」を「第百五十七 条第一項第一号ハ」に改め 、同項第一号を次のように 改める。

が記載されて」を 「おいてその旨が明らかに されて」に改め、同項を同 条第四項とし、同条第二項 中「第

第九条の四第三 項第二号中「当該自動車が 平成二十七年度燃費基準五パーセ ント向上達成車であること

排出ガス車認定を受けた ものであること。

(3)

一

一

イ

イ

窒素酸化物の排 出量が細目告示第四十一条

次に掲げる 自動車の区分に応じ、それぞれ次 に定める要件に該当するこ と。
平成三十年ガソ リン軽中量車基準に適合す る自動車

第一項第三 号の表のロ又はハに掲げる自動車 の種別に応じ、同表の窒素 酸化物の欄に掲げる値の二

窒素酸化 物の排出量が旧細目告示第 四十一

分の一を超 えない自動車で、かつ、低 排出ガス車認定を受けたも のであること。
平成十七 年ガソリン軽中量車基準に 適合する自動車

に掲げる自動車の種別に応じ、 同表の窒素酸化物の欄に掲 げる値

窒素酸化物の排 出量が細目告示第四十一条

四二頁

第一項第三 号の表のイの窒素酸化物の欄に掲 げる値の二分の一を超えな い自動車で、かつ、低排出

平成三十年ガソ リン軽中量車基準に適合す る自動車

次に掲げる 自動車の区分に応じ、それ ぞれ次に定める要件に該当するこ と。

号を次のように改める。

とが記載されて」を「お いてその旨が明らかにされ て」に改め、同項を同条第三項と し、同条第一項第一

第九条の四第二項第二号中「 当該自動車が平成二十七年 度燃費基準十五パーセント 向上達成車であるこ

ロ
又は

(3)

の四 分の一を超えない自動車で 、かつ、低排出ガス車認定 を受けたものであること。

条第 一項第三号イの表の

（2）

２

一

ロ

ロ

イ

ガス車認定を受け たものであること。
平成十七年ガソ リン軽中量車基準に適合す る自動車

窒素酸化物の排 出量が旧細目告示第四十一

の窒素酸化物の欄 に掲げる値の四分の一を超 えない自動車で、かつ、低

ガス車認定を受け たものであること。
平成十七 年ガソリン軽中量車基準に適合す る自動車

窒素酸化物の排出量が 細目告示第四十一条

四三頁

窒素酸化物の排 出量が旧細目告示第四十一

第一項第三号の表 のイの窒素酸化物の欄に掲 げる値の二分の一を超えない自動 車で、かつ、低排出

平成三十年ガソリン軽 中量車基準に適合する自動 車

次に掲げる自動車 の区分に応じ、それぞれ次 に定める要件に該当すること。

する自動車とする。

法第百五十七条第一項第一 号ロに規定する乗用車で総 務省令で定めるものは、次 に掲げる要件に該当

「お いてその旨が明らかにされ て」に改め、同項の次に次の一項 を加える。

第九条の 四第一項第二号中「当該自 動車が平成三十二年度燃費 基準達成車であることが記 載されて」を

排出ガス車 認定を受けたものであるこ と。

条第一項第 三号イの表の

（1）

条第一項第三号イ の表の

の窒素酸化物の欄に掲げ る値の四分の一を超えない 自動車で、かつ、低

排出ガス車認定を 受けたものであること。

平成 三十二年度燃費基準達成レベルが 百十以上百二十未満である こと及び当該自動車に係る 自動車
検査証におい てその旨が明らかにされて いること。

第十条の二 の九とする。

四四頁

一号」に、「第六 十六条の四第二十一項第三 号」を「第六十六条の四第 二十七項第三号」に改め、 同条を

第十条の二の八 第二項第二号中「第六十六 条の四第二十一項第一号」を「第 六十六条の四第二十七項第

」に改め、同条を第十条 の二の十とする。

十八項第一号」に、「第 六十八条の八十八第二十二 項第三号」を「第六十八条の八十 八第二十八項第三号

第十条の二の九第二項第二号 中「第六十八条の八十八第 二十二項第一号」を「第六 十八条の八十八第二

第 十条の二の十一を削り、第 十条の二の十を第十条の二 の十一とする。

第一 号」に改める。

第十条の 二の三第二項第二号中「第 四十条の三の三第十六項第 一号」を「第四十条の三の 三第二十二項

二

（1）

第十条の二の七 の次に次の一条を加える。

（地方税関係手 続用電子情報処理組織によ る申告及び地方税関係手続 用電子情報処理組織による申告が
困難であ る場合の特例）

法第三百二十一条の 八第四十二項後段に規定す る総務省令で定める記録用の媒体 は、同

一

代表 者の氏名

申請をする 内国法人の名称、事務所、 事業所又は寮等所在の市町 村及び法人番号

法第三百二十 一条の八第四十七項に規定 する総務省令で定める事項は、次 に掲げる事項とする。

税地の所轄税務署長に 提出したことを明らかにす る書類とする。

む。以下この項におい て同じ。）の規定により同 法第七十五条の四第二項の申請書 を同項に規定する納

人が、法人税法第七十五条の 四第二項（同法第八十一条 の二十四の三第二項におい て準用する場合を含

法第三百二十一条の八第四 十六項後段に規定する総務 省令で定める書類は、同条 第四十二項の内国法

、 磁気テープ又は磁気ディス クとする。

項に規定 する添付書類記載事項の法 第二百九十八条第一項に規 定する電磁的記録を記録し た光ディスク

第十条の二 の八

２

３

二

四五頁

４

５

三

四

電気通信回 線の故障、災害その他の理由によ り法第三百二十一条の八第 四十六項に規定する地方税
関係手続用電子情報 処理組織を使用することが 困難である事情が生じた日
その 他参考となるべき事項

法第三 百二十一条の八第四十七項 に規定する総務省令で定め る書類は、電気通信回線の故障、 災害そ

の他の理 由により同条第四十六項に 規定する地方税関係手続用 電子情報処理組織を使用す ることが困難
で あることを明らかにする書 類とする。

四

三

二

一

その他参考 となるべき事項

法第三百二 十一条の八第五十三項の規 定の適用をやめようとする理由

法第三百二十一条 の八第四十六項の承認を受 けた日又はその承認があつ たものとみなされた日

代表者の氏名

届出をする内国法人の名 称、事務所、事業所又は寮 等所在の市町村及び法人番 号

法第三百二十一条の八第五 十三項に規定する総務省令 で定める事項は、次に掲げ る事項とする。

五

第十五条 の九第九項中「第四項及び第六項 」を「第五項及び第八項」 に改め、同項の表第四項第 二号の

四六頁

項中「第四項第二 号」を「第五項第二号」に、「第 六項第二号」を「第八項第 二号」に、「当該軽自動車

が平成三十二年度 燃費基準十パーセント向上 達成車」を「その旨」に、 「自動車のエネルギー消費効率の

」を「その 旨並びに自動車のエネルギー消費 効率の」に改め、「第一条 第二号」の下に「及び第三 号」を

、「ＪＣ〇 八モード法」の下に「及び ＷＬＴＣモード法」を加え 、「こと及び当該軽自動車が平成 二十二

年度燃費基 準六十五パーセント向上達 成車」を「旨」に改め、同 表第六項第二号の項中「第 六項第二号」

を「 第八項第二号」に、「実施 要領」を「燃費評価実施要領」に 、「当該軽自動車が平成二 十七年度燃費

基準 二十パーセント向上達成車 」を「その旨」に、「ＪＣ 〇八モード法」を「その旨 並びにＪＣ〇八モー

ド法及びＷＬＴＣモード法」に 、「こと及び当該軽自動車 が平成二十二年度燃費基準 五十パーセント向上

達成車」を「旨」に改め 、同項を同条第十一項とし 、同条第八項を同条第十項とし、 同条第七項を同条第

平成三十年ガソ リン軽中量車基準に適合す る軽自動車

窒素酸化物の 排出量が細目告示第四十一

次に掲げる 軽自動車の区分に応じ、そ れぞれ次に定める要件に該当する こと。

九項とし、同条第六項第 一号を次のように改める。
一
イ

条第一項第 三号の表のニの窒素酸化物の欄に 掲げる値の二分の一を超え ない軽自動車で、かつ、低

四七頁

ロ

排出ガス車認定を 受けたものであること。
平成十七年ガソ リン軽中量車基準に適合す る軽自動車

窒素酸化物の 排出量が旧細目告示第四十

の窒素酸化物の 欄に掲げる値の四分の一を 超えない軽自動車で、かつ

改め 、同項を同条第八項とし、 同条第五項中「第四百四十 六条第一項第三号イ

一
イ

」に、「細目 告示第四十一条第一項第三 号」を「旧細目告示第四十 一条第一項第三号イ

」を 「第四百四十六条第

（1）

度燃 費基準二十パーセント向上 達成車であることが記載されて」 を「おいてその旨が明らか にされて」に

第十五条 の九第六項第二号中「実施 要領」を「燃費評価実施要 領」に、「当該軽自動車が 平成二十七年

、低排出ガ ス車認定を受けたものであ ること。

一条第一項 第三号イの表の

（4）

動車

に 規定する平成三十年

四八頁

窒素 酸化物の排出量が細目告示第四十 一条第一項第三号の表のイ の窒素酸化物の欄に掲げる

ガソリン軽中量車 基準をいう。第八項第一号 及び第十五条の十一におい て同じ。）に適合する軽自

平成三十年ガソ リン軽中量車基準（法第四 百四十六条第一項第三号イ

（1）
（ⅰ）

次に掲げる軽自動 車の区分に応じ、それぞれ 次に定める要件に該当する こと。

」に改め、同項を同条第 七項とし、同条第四項第一 号を次のように改める。

一項第三号イ

（1）
（ⅱ）

値の二分の一を超 えない軽自動車で、かつ、低排出 ガス車認定を受けたもので あること。
平成十七年ガソ リン軽中量車基準（法第四 百四十六条第一項第三号イ

に規定する平成十七年

ガソリン軽 中量車基準をいう。第八項第一号 及び第十五条の十一におい て同じ。）に適合する軽自

窒素 酸化物の排出量が旧細目告 示第四十一条第一項第三号 イの表の

の窒素酸化物の欄に掲

げる値の四 分の一を超えない軽自動車 で、かつ、低排出ガス車認 定を受けたものであること 。

動車

（1）

に規定す る平成三十年十月一日以降に適用 されるべきものとし

第十五条の九第 三項中「第四百四十六条第 一項第二号」を「第四百四 十六条第一項第二号ロ」に 、「細

物質に係る部分 を除く。）の基準とする。

て定められた排出ガス 保安基準で総務省令で定め るものは、細目告示第四十 一条第一項第三号（粒子状

法第四百四十六条第 一項第三号イ

を「おいてその旨が明らかにさ れて」に改め、同項を同条 第五項とし、同項の次に次 の一項を加える。

要領 」に、「当該軽自動車が平 成三十二年度燃費基準十パ ーセント向上達成車である ことが記載されて」

第 十五条の九第四項第二号中 「第六項第二号」を「第八項第二 号」に、「実施要領」を「 燃費評価実施

ロ

（1）
（ⅱ）

四九頁

目告示第四 十一条第一項第十一号の表のイに 掲げる軽自動車については 同表のイに掲げる値、同表 のニに

６

（1）
（ⅰ）

掲げる軽自動車に ついては同表のニ」を「旧細目告 示第四十一条第一項第十一 号イの表の

又は

に掲げ

（4）

いる旨が併 せて明らかにされて」に改め、同 項の次に次の一項を加える 。

五〇頁

載されて」を「お いて燃料が可燃性天然ガス である旨が明らかにされて 」に、「が併記されて」を 「を用

」に改め、同項を 同条第三項とし、同条第一 項中「当該軽自動車の燃料が可燃 性天然ガスであることが記

に、「細目告示」を「旧 細目告示」に、「第四十一 条第一項第十一号」を「第 四十一条第一項第十一号イ

める告示の一部を改正す る告示（平成三十年国土交 通省告示第五百二十八号）による 改正前の細目告示」

定める告示及び道路運送車両の 保安基準第二章及び第三章 の規定の適用関係の整理の ため必要な事項を定

項第 二号ロ」に、「道路運送車 両の保安基準の細目を定め る告示」を「道路運送車両 の保安基準の細目を

に改 め、同項を同条第四項とし 、同条第二項中「第四百四十六条 第一項第二号」を「第四百 四十六条第一

の規定によ る認定（以下この条及び第 十五条の十一において「低 排出ガス車認定」という。 ）を受けた」

に適合する ものであることについて国 土交通大臣が認定している 」を「低排出ガス車認定実施要領 第五条

ガスに係る 国土交通大臣が定める基準（以下 この条及び第十五条の十一 において「特定基準」とい う。）

る軽自動車の種別 に応じ、同表の窒素酸化物 の欄」に改め、「それぞれ 」を削り、「その他の自動車排出

（1）

２

法第四百四十 六条第一項第二号イに規定する平 成三十年十月一日以降に適 用されるべきものとして定

められた排出ガ ス保安基準で総務省令で定 めるものは、道路運送車両 の保安基準の細目を定める告示（

以下この 条及び第十五条の十一において「 細目告示」という。）第四 十一条第一項第十一号の基 準とす
る。

排出ガス車認定を受けた ものであること。
平成十七年ガソリン軽 中量車基準に適合する軽自 動車

窒素酸化物の排出量が細目 告示第四十一

窒素酸化物の排出量 が旧細目告示第四十

条第一項第三号の表のイの窒素 酸化物の欄に掲げる値の二 分の一を超えない軽自動車 で、かつ、低

平 成三十年ガソリン軽中量車 基準に適合する軽自動車

次に掲げる軽自動車の区 分に応じ、それぞれ次に定める要 件に該当すること。

第十五条 の十一第一項第一号を次の ように改める。
一
イ

ロ

の窒素酸化物の 欄に掲げる値の四分の一を超えな い軽自動車で、かつ

五一頁

第十五条 の十一第一項第二号中「当該軽自 動車が平成三十二年度燃費 基準達成車であることが記 載され

、低排出ガス車認 定を受けたものであること 。

一条第一項第三号 イの表の

（1）

排出ガス車 認定を受けたものであるこ と。
平 成十七年ガソリン軽中量車 基準に適合する軽自動車

窒素酸化物の 排出量が細目告示第四十一

の 窒素酸化物の欄に掲げる値 の四分の一を超えない軽自 動車で、かつ

窒素酸 化物の排出量が旧細目告示 第四十

条第一項第 三号の表のニの窒素酸化物 の欄に掲げる値の二分の一 を超えない軽自動車で、かつ、低

平成三十 年ガソリン軽中量車基準に適合す る軽自動車

次に掲げる 軽自動車の区分に応じ、そ れぞれ次に定める要件に該 当すること。

て」を「おいてそ の旨が明らかにされて」に改め、 同条第二項第一号を次のよ うに改める。
一
イ

ロ

める。
一
イ

平成三十 年ガソリン軽中量車基準に適合す る軽自動車

五二頁

窒素酸化物の 排出量が細目告示第四十一

次に掲げる 軽自動車の区分に応じ、そ れぞれ次に定める要件に該 当すること。

あることが記載されて」 を「おいてその旨が明らか にされて」に改め、同条第 三項第一号を次のように改

第十五条の十一第二項 第二号中「当該軽自動車が 平成二十七年度燃費基準十五パー セント向上達成車で

、低排出ガス車認定を受けたも のであること。

一条 第一項第三号イの表の

（4）

条第一項第三号の 表のイ又はニに掲げる軽自動車の 種別に応じ、同表の窒素酸 化物の欄に掲げる値

に 掲げる軽自動車の種別に応 じ、同表の窒素酸化物の欄に掲げ

窒素酸化物の 排出量が旧細目告示第四十

の二分の一を超え ない軽自動車で、かつ、低 排出ガス車認定を受けたも のであること。
平成十七 年ガソリン軽中量車基準に適合す る軽自動車
又は

五三頁

にＪＣ〇八 モード法及びＷＬＴＣモード法」 に、「こと及び当該軽自動 車が平成二十二年度燃費基 準四十

二十七年度燃費基 準十五パーセント向上達成 車」を「その旨」に、「Ｊ Ｃ〇八モード法」を「その 旨並び

度燃費基準五十パ ーセント向上達成車」を「 旨」に改め、同表第二項第二号の 項中「当該軽自動車が平成

「ＪＣ〇八モード法」の 下に「及びＷＬＴＣモード 法」を加え、「こと及び当 該軽自動車が平成二十二年

を「その旨並びに自動車 のエネルギー消費効率の」 に改め、「第一条第二号」の下に 「及び第三号」を、

「当該軽自動車が平成三十二年 度燃費基準達成車」を「そ の旨」に、「自動車のエネ ルギー消費効率の」

るこ とが記載されて」を「おい てその旨が明らかにされて 」に改め、同条第四項の表 第一項第二号の項中

第 十五条の十一第三項第二号 中「当該軽自動車が平成二十七年 度燃費基準十パーセント向 上達成車であ

ロ
一条第一項 第三号イの表の

（4）

る値の四分 の一を超えない軽自動車で 、かつ、低排出ガス車認定 を受けたものであること。

（1）

四パーセント向上 達成車」を「旨」に改め、同表第 三項第二号の項中「当該軽 自動車が平成二十七年度燃

費基準十パーセン ト向上達成車」を「その旨 」に、「ＪＣ〇八モード法 」を「その旨並びにＪＣ〇八モー

ド法及びＷ ＬＴＣモード法」に、「こと及び 当該軽自動車が平成二十二 年度燃費基準三十八パーセ ント向
上達成車」 を「旨」に改める。

第三十一 条の六の二第一項中「地方 税関係申告等」の下に「又 は特定徴収金の納付若しく は納入」を加
える 。

附 則第三条の二を削り、附則 第三条の二の二を附則第三 条の二とし、同条の次に次 の一条を加える。

法附則 第九条の五後段の規定によ り読み替えられた法第七十二条の 八十九の二第一項の

（電子情報処理組織による申 告の特例）
第三条の二の二

事業者が同項の規定に より同項に規定する電子情 報処理組織を使用して同項 に規定する申告書記載事項

（第三項から第 五項までにおいて「申告書 記載事項」という。）を提供しよ うとする場合における届出

その他の手続に ついては、国税関係法令に 係る行政手続等における情 報通信の技術の利用に関す る省令
（平成十 五年財務省令第七十一号）第四条 の規定の例による。

五四頁

２

前項の規定に よりその例によるものとされる国 税関係法令に係る行政手続 等における情報通信の技術

の利用に関する 省令第四条第一項の届出は 、法附則第九条の五後段の 規定により読み替えられた法第七

十二条の 八十九の二第一項の事業者（法第 七十二条の八十の二第三項 に規定する受託事業者を除 く。）

が資本金 の額又は出資の金額が一億 円を超える法人に該当する こととなつた日から一月以内（当 該法人

が新たに 設立されたものであつて、 次に掲げる法人である場合 には、その設立の日から二 月以内）に行

その設立の時における資 本金の額、出資の金額その 他これらに類するものとし て消費税法施行令（

わ なければならない。
一

昭和六十三年政令第三百六十号） 第六十三条の二第一項で定 める金額が一億円を超える 法人（法人税

保険業法第二条第 五項に規定する相互会社

法第二条第四号に規定する 外国法人を除く。）
二

投資信託及 び投資法人に関する法律（ 昭和二十六年法律第百九十八号） 第二条第十二項に規定する

資産 の流動化に関する法律（平成十年 法律第百五号）第二条第三 項に規定する特定目的会社 （第一

投資法人（第一号に 掲げる法人を除く。）

三

四

五五頁

３

４

５

五

号に掲げる法人を除 く。）
国又は地方 公共団体

法附則 第九条の五後段の規定により読み 替えられた法第七十二条の 八十九の二第一項に規定す る総務

省令で定 める方法は、同項に規定す る電子情報処理組織を使用 して、申告書記載事項を入力して 送信す
る方法と する。

法附則第九条の五後段の規 定により読み替えられた法第七十 二条の八十九の二第一項の 事業者が同項

の 規定により同項に規定する 電子情報処理組織を使用し て行う申告書記載事項の提 供については、国税

関係法令に係る行政手続等に おける情報通信の技術の利 用に関する省令第五条第一 項の規定の例により
、行わなければならな い。

法附則第九条の五後 段の規定により読み替えら れた法第七十二条の八十九 の二第一項の事業者が同項

の規定により同 項に規定する電子情報処理 組織を使用して申告書記載事項を 提供する場合には、同項の

事業者は、国税 関係法令に係る行政手続等 における情報通信の技術の 利用に関する省令第六条の 規定の
例により 、その名称を明らかにしなければ ならない。

五六頁

附則第三条の二 の七第二項第三号ロ中「（昭和二 十六年法律第百九十八号） 」を削る。
附則第四条の九 の二の次に次の二条を加え る。

法附則第十二条の二の十 一第一項に規定する総務省 令で定める認定又は評価は、低排 出ガス

（法附則 第十二条の二の十一第一項の認定 又は評価）
第四条の十

車認定実 施要領第五条の規定による 認定（附則第五条の二及び 附則第五条の二の三におい て「低排出ガ

ス 車認定」という。）又は自 動車の燃費性能の評価及び公表に 関する実施要領（附則第五 条の二の三に

お いて「燃費評価実施要領」 という。）第三条から第四 条の二までの規定による評 価とする。
（法附則第十二条の二の十三 第一項の路線バス等）

法附則第 十二条の二の十三第一項に 規定する乗降口から車椅子を固定 することができる設

法附則 第十二条の二の十三第一項第二号 に規定する公共交通移動等 円滑化基準で総務省令で定 めるも

う。）において ノンステップバスである旨 が明らかにされているもの とする。

二第一項に規定 する自動車検査証（以下こ の条から附則第五条の二までにお いて「自動車検査証」とい

備までの通路に段がな い路線バス等であつて総務 省令で定めるものは、当該 路線バス等に係る第九条の

第四条の十一

２

五七頁

３

移動等円

公共交通移動等 円滑化基準省

法附則第十二条の二の十 三第一項に規定する一般貸 切旅客自動車運送事業を経 営する者がその事業

から第 四十二条までの基準

交通省令第百 十一号。以下この条におい て「公共交通移動等円滑化 基準省令」という。）第三 十七条

滑化のために 必要な旅客施設又は車両等 の構造及び設備に関する基 準を定める省令（平成十八年国土

定する路線定 期運行の用に供する自動車（第四 項第一号において「乗合バ ス」という。）

法附則第十 二条の二の十三第一項に規 定する一般乗合旅客自動車 運送事業を経営する者が同項に規

のは、次の各号 に掲げる自動車の区分に応じ、当 該各号に定める基準とする 。
一

二

の用に供する自動車（第四項第二 号において「貸切バス」と いう。）

令第三十八条第一項及び第 四十条第二項並びに公共交 通移動等円滑化基準省令第四十三 条の二におい

て準用する公共交通移動等 円滑化基準省令第三章第三 節（第三十八条第一項、第 三十九条第五号及び

第六号、第四十条第 二項、第四十一条第二項及 び第三項並びに第四十三条を除く 。）の基準

法附則第十二 条の二の十三第二項に規定 する車椅子を使用したまま 円滑に乗降するための昇降 機を備

える路線 バス等であつて総務省令で定める ものは、当該路線バス等に 係る自動車検査証において リフト

五八頁

４

５

付きバスである 旨が明らかにされているものとす る。

法附則第十二 条の二の十三第二項第二号 に規定する公共交通移動等 円滑化基準で総務省令で定めるも

貸切バス

基準

乗合 バス

公共交通移動 等円滑化基準省令第四十三条の二 において準用する公共交通 移動等円滑化

公共交通移動等円滑 化基準省令第三十七条第一 項、第三十八条第二項及び第四十 二条の

のは、次 の各号に掲げる自動車の区分に応 じ、当該各号に定める基準 とする。
一

二

基準省 令第三章第三節（第三十八 条第一項、第三十九条第五 号及び第六号、第四十条第 二項、第四十
一条第二項及び第三項並びに第四 十三条を除く。）の基準

法附則第十二条の二 の十三第三項に規定する高 齢者、障害者等の移動上の利便性 を特に向上させる乗

用車であつて総務省令 で定めるものは、移動等円 滑化の促進に関する基本方 針において移動等円滑化の

目標が定められ ているノンステップバスの 基準等を定める告示（平成二十四 年国土交通省告示第二百五

十七号）第四条 第一項の認定を受けたもの として、当該乗用車に係る 自動車検査証において認定 ユニバ
ーサルデ ザインタクシーである旨が明らか にされているものとする。

五九頁

６

７

８

９

法附則第十二 条の二の十三第三項第二号に規定 する公共交通移動等円滑化 基準で総務省令で定めるも
のは、公共交通 移動等円滑化基準省令第四 十五条第一項の基準とする 。

法附則 第十二条の二の十三第四項に規定 する総務省令で定める自動 車は、当該自動車に係る自 動車検

査証にお いて車両安定性制御装置（ 同項に規定する車両安定性 制御装置をいう。以下この条にお いて同

じ。）、 衝突被害軽減制動制御装置 （同項に規定する衝突被害 軽減制動制御装置をいう。 以下この条に

お いて同じ。）又は車線逸脱 警報装置（同項に規定する車線逸 脱警報装置をいう。以下こ の条において

同 じ。）のいずれか二以上を 搭載した車両である旨が明 らかにされているものとす る。

法附則第十二条の二の十三 第四項第一号に規定する総 務省令で定める乗用車は、 乗車定員が十人であ
り、かつ、立席を有し ないものとする。

法附則第十二条の二 の十三第四項第一号に規定 する総務省令で定めるバス は、立席を有しないものと
する。

法附則第十二条の二 の十三第四項第一号に規定 する衝突被害軽減制動制御 装置に係る保安上又は公害

六〇頁

防止その 他の環境保全上の技術基準で総務 省令で定めるものは、道路 運送車両の保安基準の細目 を定め

10

る告示（以下こ の条及び附則第五条の二において 「細目告示」という。）第 十五条第七項及び第九十三
条第八項の基準 とする。

法附則第十二 条の二の十三第四項第一号に規定 する車線逸脱警報装置に係 る保安上又は公害防止その

六一頁

査証にお いて車両安定性制御装置、衝突被 害軽減制動制御装置及び車 線逸脱警報装置を搭載した 車両で

法附則第十二条の二 の十三第五項に規定する総 務省令で定める自動車は、 当該自動車に係る自動車検

る第五輪荷重に ついて明らかにされている ものとする。

動車に係る自動車検査 証において道路運送車両法 施行規則第三十五条の三第 一項第十四号の二に規定す

法附則第十二条の二の十三 第四項第三号に規定する総 務省令で定めるけん引自動車は、 当該けん引自

条第二項第一号の基準（車両 安定性制御装置に係るもの に限る。）とする。

の 他の環境保全上の技術基準 で総務省令で定めるものは 、細目告示第十五条第二項 第一号及び第九十三

法附則 第十二条の二の十三第四項 第二号に規定する車両安定性制御 装置に係る保安上又は公害 防止そ

の基準と する。

他の環境 保全上の技術基準で総務省 令で定めるものは、細目告 示第六十七条の二及び第百四十五 条の二

11
12
13
14

ある旨が明らか にされているものとする。

法附則第十二条の二 の十三第六項に規定する総 務省令で定める自動車は、 当該自動車に係る自動車検

法附則第十二条の 二の十三第一項から第三項 までの規定の適用を受けようとす る場合

に応じ、当該各号に定める事 項とする。
一

法附則第十二条 の二の十三第一項から第三 項までの規定の適用を受けようと する旨

事項
イ

自動車の通常の 取得価額（法第百五十六条 に規定する通常の取得価額 をいう。次号ロにおいて同
じ。）

六二頁

ロ

次に掲げる

法附則 第十二条の二の十三第八項 に規定する総務省令で定め る事項は、次の各号に掲げ る場合の区分

査 証において車線逸脱警報装 置を搭載した車両である旨が明ら かにされているものとする 。

法附則第十二 条の二の十三第七項に規定 する総務省令で定める自動 車は、当該自動車に係る自 動車検

した車両 である旨が明らかにされて いるものとする。

査証にお いて車両安定性制御装置、衝突被 害軽減制動制御装置及び車 線逸脱警報装置のいずれか を搭載

15
16
17

二

ハ

自動車の乗車定 員

法附則第十 二条の二の十三第四項から 第七項までの規定の適用を 受けようとする場合

次に掲げる

事項（同条第 四項第三号、第五項第三号及び第 四号、第六項第三号並びに 第七項に掲げる自動車（バ

イ
自 動車の通常の取得価額

法附則第 十二条の二の十三第四項か ら第七項までの規定の適用 を受けようとする旨

ス等を除く。 ）にあつては、ニに掲げる 事項を除く。）

ロ

自 動車の車両総重量（第九条 の二第三項第一号に規定す る車両総重量をいう。附則 第五条の二第

自動車の乗車定員

二項において同じ。）

ハ

ニ

前項第一号ハ並びに第二号 ハ及びニに掲げる事項は、 当該自動車に係る法第百六 十条第一項若しくは

きる。

六三頁

に既にこれらの 事項が記載されていた場合 に限り、前項の規定にかか わらず、記載を省略するこ とがで

第百六十一条第 一項の規定により提出され た申告書又は同条第二項の規定に より提出された修正申告書

18

附則第五条の見 出し並びに同条第一項及び第二項 中「附則第十二条の三」を 「附則第十二条の三第一項

法附則 第十二条の三第二項第二号 に規定する窒素酸化物の排 出量が平成二十一年天然ガス車基 準に定

附則第五 条の二第二項から第六項までを次 のように改める。

」に改める。

２

める窒素 酸化物の値の十分の九を超 えない天然ガス自動車で総 務省令で定めるものは、次 の各号に掲げ

車両 総重量が三・五トンを超える自動 車

窒素酸化物 の排出量が道路運送車両の 保安基準の細目を定

から

ま

六四頁

窒素酸化物の排出量が 細目告示第四十一条第一項 第九号

かつ、低排出ガス車 認定を受けたものであるこ と。

でに掲げる自動車の 種別に応じ、同表の窒素酸 化物の欄に掲げる値の十分の九を 超えない自動車で、

告示（以下この条において 「旧細目告示」という。） 第四十一条第一項第十一号 イの表の

（3）

定める告示の一部を改正す る告示（平成三十年国土交 通省告示第五百二十八号）による 改正前の細目

める告示及び道路運送車両の保安 基準第二章及び第三章の規 定の適用関係の整理のため 必要な事項を

車両総重量が三・五トン 以下の自動車

る 自動車の区分に応じ、当該 各号に定める要件に該当する自動 車とする。
一

二

（1）

３

４

に定める窒素酸化物 の値の十分の九を超えない自動車 で、かつ、低排出ガス車認 定を受けたものであ
ること。

法附則 第十二条の三第二項第四号に規定 するガソリン自動車で総務 省令で定めるものは、次に 掲げる

次に 掲げる要件のいずれかに該 当すること。

窒 素酸化物の排出量が細目告 示第四十一条第一項第三号の表の イの窒素酸化物の欄に掲げ る値の

二分 の一を超えない自動車で、 かつ、低排出ガス車認定を 受けたものであること。
窒素酸化物の排出量が旧細目 告示第四十一条第一項第三 号イの表の

の窒素酸化物 の欄に掲げる

値の四分の一を超えない 自動車で、かつ、低排出ガ ス車認定を受けたものであること 。

第九条の二第八項 第二号に規定する平成三十 二年度燃費基準達成レベル （以下この条において「平

六五頁

法附則 第十二条の三第二項第五号に規定 する石油ガス自動車で総務 省令で定めるものは、次に 掲げる

に係る自動車検査証 においてその旨が明らかに されていること。

成三十二年度燃費基 準達成レベル」という。） が百三十以上である自動車である こと及び当該自動車

ロ

イ

要件に該 当する自動車とする。
一

二

（1）

５

ロ

イ

の窒素酸化物の欄に 掲げる

平成三十二年度燃費基準 達成レベルが百三十以上で ある自動車であること及び 当該自動車に係る自

値の 四分の一を超えない自動車 で、かつ、低排出ガス車認定を受 けたものであること。

窒素酸化 物の排出量が旧細目告示第 四十一条第一項第三号イの 表の

二分の一を 超えない自動車で、かつ、 低排出ガス車認定を受けた ものであること。

窒素酸化 物の排出量が細目告示第四十一条 第一項第三号の表のイの窒 素酸化物の欄に掲げる値の

次に掲げる 要件のいずれかに該当する こと。

要件に該当する 自動車とする。
一

二

動車検査証においてその旨が明ら かにされていること。

法附則第十二条の三 第三項第一号に規定するガ ソリン自動車で総務省令で定める ものは、次に掲げる

イ

二分の一を 超えない自動車で、かつ、低排出 ガス車認定を受けたもので あること。

六六頁

窒素酸化物の排 出量が細目告示第四十一条 第一項第三号の表のイの窒 素酸化物の欄に掲げる値の

次に掲げる 要件のいずれかに該当する こと。

要件に該当する自動車 とする。
一

（1）

６

二

ロ

窒素酸化物の排 出量が旧細目告示第四十一条第一 項第三号イの表の

の窒素 酸化物の欄に掲げる

値の四分の一を超 えない自動車で、かつ、低 排出ガス車認定を受けたも のであること。

平成 三十二年度燃費基準達成レベルが 百十以上百三十未満である 自動車であること及び当該 自動車
に係る自動車 検査証においてその旨が明 らかにされていること。

法附則 第十二条の三第三項第二号 に規定する石油ガス自動車 で総務省令で定めるものは 、次に掲げる

次に掲げる要件のいずれ かに該当すること。

窒素酸化物の排出量が細目告 示第四十一条第一項第三号 の表のイの窒素酸化物の欄 に掲げる値の

二分の一を超えない自動 車で、かつ、低排出ガス車 認定を受けたものであること。
窒素酸化物の排出量が 旧細目告示第四十一条第一 項第三号イの表の

の窒素 酸化物の欄に掲げる

値の四分の一を超 えない自動車で、かつ、低 排出ガス車認定を受けたものであ ること。

六七頁

平成三十二 年度燃費基準達成レベルが 百十以上百三十未満である 自動車であること及び当該 自動車
に係る自動車 検査証においてその旨が明らかに されていること。

ロ

イ

要 件に該当する自動車とする 。
一

二

（1）

（1）

附則第五条の二 第七項から第十三項までを削り、 同条の次に次の二条を加え る。

法附則第十二条の四第一項 に規定する法第百四十六条 第二項に規定する運行に相 当する

（法附則第十二 条の四第一項の運行に相当 するもの）
第五条の二 の二

ものとし て総務省令で定めるものは 、人又は物品を運送すると しないとにかかわらず、自動車を 当該装
置の用い 方に従い用いることをいう 。

法附則第十二 条の五第一項に規定する総 務省令で定める認定又は評 価は、低排出ガス車

（ 法附則第十二条の五第一項 の認定又は評価）
第五 条の二の三

認定又は燃費評価実施要領第 三条から第四条の二までの 規定による評価とする。

附則第六条第七十七項 中「所有する」の下に「農 業振興地域の整備に関する法律（ 昭和四十四年法律第

五十八号）第六条第一項 の規定により指定された農 業振興地域の区域内にある 」を加え、「同項」を「法
附則第十五条第四 十三項」に改める。

附則第八条の三 の三の見出し中「附則第三 十条」を「附則第三十条第 一項」に改め、同条第一項 中「附

則第三十条 」を「附則第三十条第一項」に改 め、「第四項」の下に「及 び附則第八条の三の五」を 加え、

六八頁

同条第二項から第 四項までの規定中「附則第三十条 」を「附則第三十条第一項 」に改め、同条を附則第八
条の三の四とし、 同条の次に次の一条を加え る。
（法附則 第三十条第二項第二号の基準等）

法附則第三十条第二 項第二号に規定する平成三 十年十月一日以降に適用されるべ きもの

法附則第三十条第二項第二 号に規定する窒素酸化物の 排出量が平成二十一年天然 ガス車基準に定める

る 告示（以下この条において 「細目告示」という。）第四十一 条第一項第十一号の基準と する。

として定 められた排出ガス保安基準 で総務省令で定めるものは 、道路運送車両の保安基準 の細目を定め

第八条の三 の五

２

窒素酸化物の値の十分の九を 超えない天然ガス軽自動車 で総務省令で定めるものは 、窒素酸化物の排出

量が道路運送車両の保 安基準の細目を定める告示 及び道路運送車両の保安基準第二 章及び第三章の規定

の適用関係の整理のた め必要な事項を定める告示 の一部を改正する告示（平 成三十年国土交通省告示第

又は

五百二十八号） による改正前の細目告示（ 以下この条において「旧細目告示 」という。）第四十一条第
一項第十一号イ の表の

六九頁

に掲げる軽 自動車の種別に応じ、同表 の窒素酸化物の欄に掲げる 値の十

（4）

分の九を 超えない軽自動車で、かつ、低排 出ガス車認定を受けた軽自 動車とする。

（1）

３

４

法附則第三十 条第三項第一号に規定する乗用の 軽自動車で総務省令で定め るものは、次に掲げる要件

ロ

イ

の窒素酸化物の欄に 掲げる

第十五条の九第五項第二 号に規定する平成三十二年 度燃費基準達成レベル（第 五項第二号において

値の 四分の一を超えない軽自動 車で、かつ、低排出ガス車 認定を受けたものであるこ と。

窒 素酸化物の排出量が旧細目 告示第四十一条第一項第三号イの 表の

二分の一を 超えない軽自動車で、かつ 、低排出ガス車認定を受け たものであること。

窒素酸化 物の排出量が細目告示第四 十一条第一項第三号の表の イの窒素酸化物の欄に掲げる値の

次に 掲げる要件のいずれかに該当する こと。

に該当する軽自 動車とする。
一

二

「平成三十二年度燃費基準 達成レベル」という。）が 百三十以上である軽自動車である こと及び当該
軽自動車に係る自動車検査 証においてその旨が明らか にされていること。

七〇頁

法附則第三十 条第三項第二号に規定する 貨物用の軽自動車で総務省令で定 めるものは、次に掲げる要

次に 掲げる要件のいずれかに該当する こと。

件に該当する軽 自動車とする。
一

（1）

５

二

イ

ロ

窒素酸化物の排 出量が細目告示第四十一条第一項 第三号の表のニの窒素酸化 物の欄に掲げる値の

二分の一を超えな い軽自動車で、かつ、低排 出ガス車認定を受けたもの であること。
窒素酸化 物の排出量が旧細目告示第四十一 条第一項第三号イの表の

の窒素酸化物の欄に掲げる

値の四分の 一を超えない軽自動車で、 かつ、低排出ガス車認定を 受けたものであること。

第十 五条の九第八項第二号に規 定する平成二十七年度燃費 基準達成レベル（第六項第 二号において

「平成 二十七年度燃費基準達成レ ベル」という。）が百三十五以上 である軽自動車であること 及び当

該軽自 動車に係る自動車検査証に おいてその旨が明らかにさ れていること。

法附則第三十条第四項第一 号に規定する乗用の軽自動 車で総務省令で定めるもの は、次に掲げる要件

ロ

イ

窒素酸化 物の排出量が旧細目告示第四十一 条第一項第三号イの表の

二分の一を超えな い軽自動車で、かつ、低排 出ガス車認定を受けたもの であること。

窒素酸化物の排 出量が細目告示第四十一条 第一項第三号の表のイの窒素酸化 物の欄に掲げる値の

次に掲げる要件の いずれかに該当すること。

に該当する軽自動車と する。
一

（4）

七一頁

の窒素酸化物の欄に掲げる

（1）

６

二

値の四分の一を超 えない軽自動車で、かつ、低排出 ガス車認定を受けたもので あること。

平成三十二 年度燃費基準達成レベルが 百十以上百三十未満である 軽自動車であること及び当該軽自
動車に係る自 動車検査証においてその旨が明ら かにされていること。

法附則 第三十条第四項第二号に規 定する貨物用の軽自動車で 総務省令で定めるものは、次に掲 げる要

窒素酸化物の排出量が 旧細目告示第四十一条第一 項第三号イの表の

二分の一を超えない軽自動車で 、かつ、低排出ガス車認定 を受けたものであること。

窒 素酸化物の排出量が細目告 示第四十一条第一項第三号 の表のニの窒素酸化物の欄 に掲げる値の

次に掲げる要件のいずれ かに該当すること。

件に該当 する軽自動車とする。
一
イ

ロ

の窒素酸化物 の欄に掲げる

値の四分の一を超えない 軽自動車で、かつ、低排出 ガス車認定を受けたもので あること。

七二頁

平成二十七 年度燃費基準達成レベルが 百十五以上百三十五未満である軽 自動車であること及び当該
軽自動車に係る自動 車検査証においてその旨が 明らかにされていること。

附則第八 条の三の二の次に次の一条を加え る。

二

（4）

法附則第二十九条の九第三 項に規定する総務省令で定 める認定又は評価は、低排出ガス

（法附則第二十 九条の九第三項の認定又は評価）
第八条の三の三

車認定実 施要領第五条の規定による認定（ 附則第八条の三の五及び附 則第八条の四において「低 排出ガ

ス車認定 」という。）又は自動車の 燃費性能の評価及び公表に 関する実施要領（附則第八条の四 におい

て「燃費 評価実施要領」という。） 第三条から第四条の二まで の規定による評価とする。
附 則第八条の四を次のように 改める。

法附則第三十条の 二第一項に規定する総務省 令で定める認定又は評価は 、低排出ガス車認定

（ 法附則第三十条の二第一項 の認定又は評価）
第八条の四

又は燃費評価実施要領 第三条から第四条の二まで の規定による評価とする。
附則第二十三条を次の ように改める。

政令 附則第三十二条第一項に規 定する者が法附則第五十三 条の二第一項の規定の適用 を受け

（政令附則第三 十二条第五項に規定する総 務省令で定める書類）
第二十三条

ようとす る場合における政令附則第三十二 条第五項に規定する総務省 令で定める書類は、次に掲 げる書

七三頁

法附則第五十三条の二第一項 の規定の適用を受けようと する自動車（以下この号に おいて「申請

当該 被災自動車等が営業用又は 自家用のいずれであるかの 別

主た る事務所の所在地、当該被 災自動車等の自動車登録番号又は 車両番号及び主たる定置場 並びに

らの規定に 規定する買主。以下この号 において同じ。）の氏名又 は名称及び住所又は本店若 しくは

て同じ。） の所有者（法第百四十七条 第一項又は第四百四十四条 第一項に規定する場合には、これ

被災自動 車等（法附則第五十三条の二第一 項に規定する被災自動車等 をいう。以下この項におい

次に掲げる 事項を記載した書類

類とする。
一
イ

ロ

自動車」という。）の所 有者の氏名又は名称、住所 又は本店若しくは主たる事務所の 所在地及び個

人番号（行政手続におけ る特定の個人を識別するた めの番号の利用等に関する 法律第二条第五項に

規定する個人番号 をいう。以下この条及び次 条において同じ。）又は法人番号 （行政手続における

特定の個人を識別 するための番号の利用等に 関する法律第二条第十五項 に規定する法人番号をいう

。以下この 条及び次条において同じ。）（個 人番号又は法人番号を有し ない者にあつては、氏名又

七四頁

ハ

は名称及び住所又 は本店若しくは主たる事務所の所 在地）、当該申請自動車の 自動車登録番号、車

台番号、種別及び 主たる定置場並びに当該申 請自動車が営業用又は自家 用のいずれであるかの別

当該被災 自動車等の所有者につき、次に掲 げる自動車等（自動車又は 法第四百四十二条第五号に

規定する軽 自動車のうち三輪以上のも のをいう。以下この条及び 次条において同じ。）がある場合
には、その 台数、自動車登録番号又は 車両番号及び車台番号

既に法 附則第五十三条の二第一項 の規定の適用を受けた同項に規定 する代替自動車

既に法 附則第五十三条の二第二項 （地方税法等の一部を改正 する法律（平成三十一年法 律第二

用を受け た法附則第五十三条の二第三項に 規定する他の自動車

七五頁

によりみなして 適用される場合を含む。以 下この条及び次条第一項に おいて同じ。）の規定の適

既に法附則第五十三 条の二第三項（平成三十一 年改正法附則第十一条第五項及び 第六項の規定

定の適用を受けた法附 則第五十三条の二第二項に 規定する代替自動車

の規定によりみなして 適用される場合を含む。以 下この条及び次条第一項において 同じ。）の規

号。以下この項において「平 成三十一年改正法」という 。）附則第十一条第五項か ら第七項まで

（2）（1）
（3）

既に法附則第五十七 条第一項の規定の適用を受けた同 項に規定する代替軽自動車

既に法附則第五十七 条第二項（平成三十一年改 正法附則第十八条第五項か ら第七項までの規定

七六頁

改正法」 という。）附則第十五条第二項の 規定により読み替えて適用 される場合を含む。以下こ

一部を改正する 法律（平成二十四年法律第 十七号。以下この条及び次 条において「平成二十四年

既に三十一年十月旧 法附則第五十二条第二項（ 地方税法及び国有資産等所在市町 村交付金法の

五十二条第一項の規定 の適用を受けた同項に規定 する代替自動車

改正前の地方税法（以 下この条及び次条第一項に おいて「三十一年十月旧法」とい う。）附則第

既に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）第二条の規定 による

受 けた法附則第五十七条第三 項に規定する他の三輪以上 の軽自動車

り みなして適用される場合を 含む。以下この条及び次条第一項 において同じ。）の規定の 適用を

既に法附則第 五十七条第三項（平成三十 一年改正法附則第十八条第 五項及び第六項の規定によ

用を受け た法附則第五十七条第二項 に規定する代替軽自動車

によりみ なして適用される場合を含む。以 下この条及び次条第一項に おいて同じ。）の規定の適

（5）（4）
（6）
（7）
（8）

の条及び次条第 一項において同じ。）の規定の適 用を受けた三十一年十月旧 法附則第五十二条第
二項に規定する 代替自動車

既に三十一年 十月旧法附則第五十二条第三項（ 平成二十四年改正法附則第 十五条第二項の規定

の地方税 法附則第五十二条第二項に規定す る代替自動車

七七頁

を含む。以下こ の条及び次条第一項におい て同じ。）の規定の適用を 受けた平成二十四年改正前

合又は平成二十 四年改正法附則第五条第二 項の規定によりなお従前の例によ ることとされる場合

の号において「地方税 法等改正法」という。）附 則第二条の規定により読み 替えて適用される場

の財政援助及び助成に 関する法律の一部を改正す る法律（平成二十三年法律第九十 六号。以下こ

子力発電所の事故による災害 に対処するための地方税法 及び東日本大震災に対処す るための特別

「 平成二十四年改正前の地方 税法」という。）附則第五 十二条第二項（東日本大震 災における原

既に平 成二十四年改正法第一条の 規定による改正前の地方税法（以 下この条及び次条において

適用を受 けた三十一年十月旧法附則 第五十二条第三項に規定す る他の自動車

により読 み替えて適用される場合を 含む。以下この条及び次条 第一項において同じ。）の規定の

（9）
（10）

二

三

四

平成二十四年改正前 の地方税法附則第五十二条第三項 （地方税法等改正法附則第 二条の規定に

より読み替えて 適用される場合又は平成二 十四年改正法附則第五条第 三項の規定によりなお従前

の例によ ることとされる場合を含む。以下 この条及び次条第一項にお いて同じ。）の規定の適用

を受けた 平成二十四年改正前の地方 税法附則第五十二条第三項 に規定する他の自動車

イからハ までに規定するもののほか 、申請自動車が被災自動車 等に代わるものと認めるに 際し、
法附 則第五十三条の二第一項に 規定する道府県知事が必要と認め る事項

道路運送車両法第二十二 条第一項に規定する登録事 項等証明書又は同法第七十 二条の三に規定する

七八頁

政令 附則第三十二条第一項第二号及び 第三号に掲げる者（以下こ の号において「相続人等」 という

所在地又は当該自動 車等の主たる定置場所在地 の道府県知事又は市町村長 が証する書類

壊した自動車等が被 災自動車等であることにつ いて当該自動車等が滅失し、若し くは損壊した場所の

前号に規定する書 類をやむを得ない理由によ り提出することができない 場合には、滅失し、又は損

が被災自動車等であること を証するもの

軽自動車検査ファイルに記録され ている事項を証明した書面 であつて滅失し、又は損壊 した自動車等

ニ

（11）

２

。）が、法附則第五 十三条の二第一項の規定の適用を 受けようとする場合には、 前三号に掲げるもの

のほか、戸籍の謄本 又は法人に係る登記事項証 明書その他のその適用を受 けようとする者が相続人等
に該当する旨 を証する書類

政令附 則第三十二条第三項又は第 四項に規定する者が法附則 第五十三条の二第二項又は第三項 の規定

の適用を 受けようとする場合におけ る政令附則第三十二条第五 項に規定する総務省令で定 める書類は、

対象区域内用途廃止等自動車 等（法附則第五十三条の二 第二項に規定する対象区域 内用途廃止等

次に掲げる事項を記載し た書類

次 に掲げる書類とする。
一
イ

自動車等をいう。以下こ の条及び次条において同じ 。）の同項各号又は法附則第五十 三条の二第三

項に規定する自動車等持 出困難区域を指定する旨の 公示があつた日における所 有者（法第百四十七

条第一項又は第四 百四十四条第一項に規定す る場合には、これらの規定に規定 する買主。以下この

号において同じ。 ）の氏名又は名称及び住所 又は本店若しくは主たる事 務所の所在地、当該対象区

域内用途廃 止等自動車等の自動車登録番号又 は車両番号、車台番号及び 主たる定置場並びに当該対

七九頁

ロ

ハ

象区域内用途廃止 等自動車等が営業用又は自家用の いずれであるかの別

法附則第五十三 条の二第二項又は第三項の 規定の適用を受けようとす る自動車（以下この号にお

いて「申請 自動車」という。）の所有者の氏 名又は名称、住所又は本店 若しくは主たる事務所の所

在地及び個 人番号又は法人番号（個人 番号又は法人番号を有しな い者にあつては、氏名又は名称及

び住所又は 本店若しくは主たる事務所 の所在地）、当該申請自動 車の自動車登録番号、車台 番号、

種別 及び主たる定置場並びに当 該申請自動車が営業用又は自家用 のいずれであるかの別

八〇頁

当 該対象区域内用途廃止等自 動車等の所有者につき、次 に掲げる自動車等がある場 合には、その

既に法附則第 五十七条第二項の規定の適用を受 けた同項に規定する代替軽 自動車

既に法附則第五十七 条第一項の規定の適用を受 けた同項に規定する代替軽 自動車

既に法附則第五十三 条の二第三項の規定の適用 を受けた同項に規定する他の自動 車

既に法附則第五十三条の二 第二項の規定の適用を受け た同項に規定する代替自動 車

既に法附則第五十三条の二 第一項の規定の適用を受け た同項に規定する代替自動車

台数、自動車登録番号又は車両 番号及び車台番号
（5）（4）（3）（2）（1）

ニ

ホ

ヘ

既に法附則第五十七 条第三項の規定の適用を受けた同 項に規定する他の三輪以上 の軽自動車

既に三十一年十月旧 法附則第五十二条第一項の 規定の適用を受けた同項に 規定する代替自動車

既に三十一年 十月旧法附則第五十二条第二項の 規定の適用を受けた同項に 規定する代替自動車

既に三十一年 十月旧法附則第五十二条第 三項の規定の適用を受けた 同項に規定する他の自動車

既に平成二十 四年改正前の地方税法附則 第五十二条第二項の規定の 適用を受けた同項に規定す

八一頁

当該対象 区域内用途廃止等自動車等が法附 則第五十三条の二第二項第 三号に掲げる自動車等に該

当する場合には、 同号に規定する自動車等持 出困難区域の指定を解除す る旨の公示があつた日

当該対象区域内 用途廃止等自動車等が法附 則第五十三条の二第二項第二号に 掲げる自動車等に該

動車等持出困難区域を指 定する旨の公示があつた日 における所在地

当該対象区域内用途廃 止等自動車等の法附則第五 十三条の二第二項各号又は第三項 に規定する自

の自動車

平成二 十四年改正前の地方税法附 則第五十二条第三項の規定 の適用を受けた同項に規定 する他

る 代替自動車

（10）（9）（8）（7）（6）
（11）

二

ト

チ

イ

ロ

当する場合には、 同号に規定する移動させた日

当該対象区域内 用途廃止等自動車等の用途 を廃止し、法附則第五十三 条の二第二項第二号イ若し
くは第三号 イに規定する引取業者に引き渡し 、又は解体した日

イからト までに規定するもののほか 、申請自動車が対象区域内 用途廃止等自動車等に代わるもの

と認めるに 際し、法附則第五十三条の 二第二項又は第三項に規定 する道府県知事が必要と認 める事
項
次に掲げるいずれかの書 類

政令附則第三十二条の二第二 項に規定する主たる定置場 所在の道府県の知事が法附 則第五十四条

第七項に規定する対象区 域内自動車等が対象区域内 用途廃止等自動車等に該当するこ ととなつたこ
とを証する書類

政令附則第三十 五条第十項に規定する主た る定置場所在の市町村の長が法附 則第五十八条第十三

項に規定する対象 区域内自動車等が対象区域 内用途廃止等自動車等に該 当することとなつたことを
証する書類

八二頁

ハ

次に掲げる場合 の区分に応じ、次に定める書類

から

までにおいて 「登録事項等証明書」とい う。）であつて解体した自動車等

道路運送車両法第二十二 条第一項に規定する登録事

対象区域内用途廃止 等自動車等が法附則第五十 三条の二第二項第二号に掲 げる自動車等（用途

項等証明 書（

（4）

の 三に規定する軽自動車検査 ファイルに記録されている事項を 証明した書面（

から

ま でにお

（4）

登録事項等証明書であつて用途 を廃止した自動車等

八三頁

証明書で あつて用途を廃止した自動車等が 対象区域内用途廃止等自動 車等に該当することとなつ

が対象区域内用 途廃止等自動車等に該当す ることとなつたことを証す るもの又は検査記録事項等

を廃止したもの に限る。）に該当する場合

対象区域内用途廃止等自動 車等が法附則第五十三条の 二第二項第三号に掲げる自 動車等（用途

に引き渡したことを証 する書類又は当該自動車等 を解体したことを証する書類

動車等に該当することとなつ たことを証するもの及び当 該自動車等を同号イに規定 する引取業者

い て「検査記録事項等証明書 」という。）であつて解体 した自動車等が対象区域内 用途廃止等自

（2）

が対象区 域内用途廃止等自動車等に 該当することとなつたこと を証するもの又は同法第七 十二条

（2）

を廃止し たものを除く。）に該当する場合

（1）
（2）

たことを証する もののうち用途を廃止した日の記 載がされているもの及び同 号に規定する移動さ

せた日を証する 書類（当該移動させた日を 証する書類をやむを得ない 理由により提出することが

できない 場合には、当該移動させた日を確 認するため同項又は同条第 三項に規定する道府県知事
が適当と 認める書類。以下この号に おいて同じ。）

登録事項等証明書 であつて解体した自動車等 が対象

対象区域内用 途廃止等自動車等が法附則 第五十三条の二第二項第三 号に掲げる自動車等（用途

から

までに掲げ る場合以外の場合

（3）

登録事 項等証明書であつて用途を廃止し た自動車等が

八四頁

明書であ つて用途を廃止した自動車等が対 象区域内用途廃止等自動車 等に該当することとなつた

対象区域内用途 廃止等自動車等に該当する こととなつたことを証する もの又は検査記録事項等証

（1）

者に引き渡したことを 証する書類又は当該自動車 等を解体したことを証する 書類

るもの、同号に規定す る移動させた日を証する書 類及び当該自動車等を同号イに規 定する引取業

であつて解体した自動車等が 対象区域内用途廃止等自動 車等に該当することとなつ たことを証す

区 域内用途廃止等自動車等に 該当することとなつたこと を証するもの又は検査記録 事項等証明書

を 廃止したものを除く。）に 該当する場合

（3）
（4）

三

ことを証するも ののうち用途を廃止した日の記載 がされているもの

政令附則第 三十二条第三項第二号及び 第三号又は第四項第二号及 び第三号に掲げる者（以下この号

において「相 続人等」という。）が、法附則第 五十三条の二第二項又は第 三項の規定の適用を受けよ

うとする場合 には、前二号に掲げるもの のほか、戸籍の謄本又は法 人に係る登記事項証明書その他の
その適用を受 けようとする者が相続人等 に該当する旨を証する書類
附 則第二十三条の次に次の一 条を加える。

政令附則第三 十二条の二第一項に規定す る総務省令で定める書類は 、次に掲げる書類と

（ 政令附則第三十二条の二に 規定する総務省令で定める 書類）
第二十三条の二

対象区域内用途 廃止等自動車等の法附則第 五十三条の二第三項に規定する自 動車等持出困難区域

次に掲げる事項を 記載した書類

する。
一
イ

を指定する旨の公 示があつた日における所有 者（法第百四十七条第一項 又は第四百四十四条第一項

に規定する 場合には、これらの規定に規定す る買主。以下この号におい て同じ。）の氏名又は名称

八五頁

ロ

ハ

及び住所又は本店 若しくは主たる事務所の所在地、 当該対象区域内用途廃止等 自動車等の自動車登

録番号又は車両番 号、車台番号及び主たる定 置場並びに当該対象区域内 用途廃止等自動車等が営業
用又は自家 用のいずれであるかの別

法附則第 五十四条第三項の規定の適 用を受けようとする自動車 （以下この号において「申請自動

車」という 。）の所有者の氏名又は名 称、住所又は本店若しくは 主たる事務所の所在地、個 人番号

又は 法人番号（個人番号又は法 人番号を有しない者にあつては、 氏名又は名称及び住所又は 本店若

しく は主たる事務所の所在地） 、当該申請自動車の自動車 登録番号、車台番号及び主 たる定置場並
びに当該申請自動車が営業用又 は自家用のいずれであるか の別

八六頁

当該対象区域内用途廃 止等自動車等の所有者につ き、次に掲げる自動車等がある場 合には、その

既に法附則第 五十三条の二第三項の規定の適用 を受けた同項に規定する他 の自動車

既に法附則第五十三 条の二第二項の規定の適用 を受けた同項に規定する代 替自動車

既に法附則第五十三 条の二第一項の規定の適用 を受けた同項に規定する代替自動 車

台数、自動車登録番号又 は車両番号及び車台番号
（3）（2）（1）

ニ

ホ

既に法附則第五十七 条第一項の規定の適用を受けた同 項に規定する代替軽自動車

既に法附則第五十七 条第二項の規定の適用を受 けた同項に規定する代替軽 自動車

既に法附則第 五十七条第三項の規定の適用を受 けた同項に規定する他の三 輪以上の軽自動車

既に三十一年 十月旧法附則第五十二条第 一項の規定の適用を受けた 同項に規定する代替自動車

既に三十一年 十月旧法附則第五十二条第 二項の規定の適用を受けた 同項に規定する代替自動車

既に三 十一年十月旧法附則第五十 二条第三項の規定の適用を受けた 同項に規定する他の自動車

既に平 成二十四年改正前の地方税 法附則第五十二条第二項の 規定の適用を受けた同項に 規定す

八七頁

当該対象 区域内用途廃止等自動車等が法附 則第五十三条の二第二項第 二号に掲げる自動車等に該

区域を指定する旨 の公示があつた日における 所在地

当該対象区域内 用途廃止等自動車等の法附 則第五十三条の二第三項に規定す る自動車等持出困難

の自動車

平成二十四年改正前の地方 税法附則第五十二条第三項 の規定の適用を受けた同項に規定 する他

る代替自動車

（10）（9）（8）（7）（6）（5）（4）
（11）

２

ヘ

ト

当する場合には、 同号に規定する自動車等持出困難 区域の指定を解除する旨の 公示があつた日

当該対象区域内 用途廃止等自動車等が法附 則第五十三条の二第二項第 三号に掲げる自動車等に該
当する場合 には、同号に規定する移動させた 日

当該対象 区域内用途廃止等自動車等 の用途を廃止し、法附則第 五十三条の二第二項第二号イ若し
くは第三号 イに規定する引取業者に引 き渡し、又は解体した日

イ からトまでに規定するもの のほか、申請自動車が対象区域内 用途廃止等自動車等に代わ るもの

法附則第五十三条の二第 三項の規定の適用を受けた ことを証する書類

チ

二

政令附則第三十二 条第四項第二号及び第三号 に掲げる者（以下この号において 「相続人等」という

と認 めるに際し、法附則第五十 四条第三項に規定する道府 県の知事が必要と認める事 項

三

。）が、法附則第五十四条 第三項の規定の適用を受け ようとする場合には、前二 号に掲げるもののほ

か、戸籍の謄本又は 法人に係る登記事項証明書 その他のその適用を受けようとす る者が相続人等に該
当する旨を証する書 類

政令附 則第三十二条の二第二項に規定す る総務省令で定める書類は 、次に掲げる書類とする。

八八頁

一
イ

ロ

ハ

ニ

次に掲げる 事項を記載した書類

対象区域内用途 廃止等自動車等の所有者（ 法第百四十七条第一項又は 第四百四十四条第一項に規

定する場合 には、これらの規定に規定する買 主。ロにおいて同じ。）の 氏名又は名称、住所又は本

店若しくは 主たる事務所の所在地、個 人番号又は法人番号（個人 番号又は法人番号を有しない者に

あつては、 氏名又は名称及び住所又は 本店若しくは主たる事務所 の所在地）、当該対象区域 内用途

廃止 等自動車等の自動車登録番 号又は車両番号、車台番号及び主 たる定置場並びに当該対象 区域内
用途 廃止等自動車等が営業用又 は自家用のいずれであるか の別

当該対象区域内用途廃止等自 動車等の法附則第五十四条 第七項に規定する自動車等 持出困難区域
を指定する旨の公示があ つた日における所有者の氏 名又は名称

当該対象区域内用途廃 止等自動車等の法附則第五 十四条第七項に規定する自 動車等持出困難区域
を指定する旨の公 示があつた日における所在 地

当該対象区域内 用途廃止等自動車等が法附 則第五十三条の二第二項第 二号に掲げる自動車等に該

当する場合 には、同号に規定する自動車等持 出困難区域の指定を解除す る旨の公示があつた日

八九頁

二

三

四

ホ

ヘ

ト

当該対象区域内 用途廃止等自動車等が法附則第五 十三条の二第二項第三号に 掲げる自動車等に該
当する場合には、 同号に規定する移動させた 日

当該対象 区域内用途廃止等自動車等の用途 を廃止し、法附則第五十三 条の二第二項第二号イ若し
くは第三号 イに規定する引取業者に引 き渡し、又は解体した日

イからヘ までに規定するもののほか 、法附則第五十四条第七項 に規定する対象区域内自動 車等が

対象 区域内用途廃止等自動車等 に該当することとなつたと認める に際し、当該対象区域内自 動車等
の主 たる定置場所在の道府県の 知事が必要と認める事項

道路運送車両法第二十二 条第一項に規定する登録事 項等証明書であつて当該対 象区域内自動車等が
対象区域内用途廃止等自動 車等に該当することとなつ たことを証するもの

対象区域内用途廃 止等自動車等が法附則第五 十三条の二第二項第二号に 掲げる自動車等に該当する

場合には、当該自動 車等を同号イに規定する引 取業者に引き渡したことを証する 書類又は当該自動車
等を解体したことを 証する書類

対象 区域内用途廃止等自動車等が法附 則第五十三条の二第二項第 三号に掲げる自動車等に該 当する

九〇頁

場合には、同号に規 定する移動させた日を証する書類 （当該移動させた日を証す る書類をやむを得な

い理由により提出す ることができない場合には 、当該移動させた日を確認 するため当該自動車等の主

たる定置場所 在の道府県の知事が適当と認める 書類）及び当該自動車等を 同号イに規定する引取業者

に引き渡した ことを証する書類又は当該 自動車等を解体したことを 証する書類
附則に次 の二条を加える。

政令附則第三十四 条第一項に規定する者が法 附則第五十七条第一項の規 定の適用を受けよう

（ 政令附則第三十四条第五項 に規定する総務省令で定める書類 ）
第二 十五条

とする場合における政令附則 第三十四条第五項に規定す る総務省令で定める書類は 、次に掲げる書類と

被災自動車等（ 法附則第五十七条第一項に 規定する被災自動車等をいう。以 下この項及び次条第

次に掲げる事項を 記載した書類

する。
一
イ

一項において同じ 。）の所有者（法第百四十 七条第一項又は第四百四十 四条第一項に規定する場合

には、これ らの規定に規定する買主。以下こ の号及び次条第一項におい て同じ。）の氏名又は名称

九一頁

ロ

ハ

及び住所又は本店 若しくは主たる事務所の所在地、 当該被災自動車等の自動車 登録番号又は車両番

号及び主たる定置 場並びに当該被災自動車等 が営業用又は自家用のいず れであるかの別

法附則第 五十七条第一項の規定の適用を受 けようとする三輪以上の軽 自動車（以下この号におい

て「申請軽 自動車」という。）の所有 者の氏名又は名称、住所又 は本店若しくは主たる事務所の所

在地及び個 人番号（行政手続における 特定の個人を識別するため の番号の利用等に関する法 律第二

条第 五項に規定する個人番号を いう。以下この条及び次条におい て同じ。）又は法人番号（ 行政手

続に おける特定の個人を識別す るための番号の利用等に関 する法律第二条第十五項に 規定する法人

番号をいう。以下この条及び次 条において同じ。）（個人 番号又は法人番号を有しな い者にあつて

は、氏名又は名称及び住 所又は本店若しくは主たる 事務所の所在地）、当該申請軽自 動車の車両番

号、車台番号、種別及び 主たる定置場並びに当該申 請軽自動車が営業用又は自 家用のいずれである
かの別

当該被災自動車 等の所有者につき、次に掲 げる自動車等（法第百四十 五条第三号に規定する自動

車又は軽自 動車のうち三輪以上のものをいう 。以下この条及び次条にお いて同じ。）がある場合に

九二頁

は、その台数、自 動車登録番号又は車両番号及び車 台番号

既に法附則第五十三 条の二第一項の規定の適用 を受けた同項に規定する代 替自動車

既に法附則第 五十三条の二第二項（地方税法等 の一部を改正する法律（平 成三十一年法律第二

けた法附 則第五十七条第二項に規定する代 替軽自動車

九三頁

によりみなして 適用される場合を含む。以 下この条及び次条において 同じ。）の規定の適用を受

既に法附則第五十七 条第二項（平成三十一年改 正法附則第十八条第五項から第七 項までの規定

既に法附則第五十七条第一 項の規定の適用を受けた同 項に規定する代替軽自動車

けた法附則第五十三条 の二第三項に規定する他の 自動車

によりみなして適用される場 合を含む。以下この条及び 次条において同じ。）の規 定の適用を受

既に法 附則第五十三条の二第三項 （平成三十一年改正法附則 第十一条第五項及び第六項 の規定

用 を受けた法附則第五十三条 の二第二項に規定する代替自動車

の規定に よりみなして適用される場 合を含む。以下この条及び 次条において同じ。）の規 定の適

号。以下 この項において「平成三十 一年改正法」という。）附 則第十一条第五項から第七項まで

（2）（1）
（3）
（5）（4）

既に法附則第五十七 条第三項（平成三十一年改正法附 則第十八条第五項及び第六 項の規定によ

九四頁

により読 み替えて適用される場合を含む。 以下この条及び次条におい て同じ。）の規定の適用を

既に三十一年十月旧 法附則第五十二条第三項（ 平成二十四年改正法附則第 十五条第二項の規定

規定する代替自 動車

の条及び次条において 同じ。）の規定の適用を受 けた三十一年十月旧法附則 第五十二条第二項に

改正法」という。）附 則第十五条第二項の規定に より読み替えて適用される場合を 含む。以下こ

一部を改正する法律（平成二 十四年法律第十七号。以下 この条及び次条において「 平成二十四年

既に三 十一年十月旧法附則第五十 二条第二項（地方税法及び 国有資産等所在市町村交付 金法の

五 十二条第一項の規定の適用 を受けた同項に規定する代替自動 車

改正前の 地方税法（以下この条及び 次条第一項において「三十 一年十月旧法」という。） 附則第

既に地方税法 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）第二条の規定による

法附則第 五十七条第三項に規定する他の三 輪以上の軽自動車

りみなして適用 される場合を含む。以下こ の条及び次条において同じ 。）の規定の適用を受けた

（6）
（7）
（8）
（9）

受けた三十一年 十月旧法附則第五十二条第三項に 規定する他の自動車

既に平成二十四年改 正法第一条の規定による改 正前の地方税法（以下この 条及び次条において

た平成二 十四年改正前の地方税法附則第五 十二条第三項に規定する他 の自動車

九五頁

の例によること とされる場合を含む。以下 この条及び次条において同 じ。）の規定の適用を受け

より読み替えて 適用される場合又は平成二 十四年改正法附則第五条第三項の 規定によりなお従前

平成二十四年改正前の地方 税法附則第五十二条第三項 （地方税法等改正法附則第 二条の規定に

税法附則第五十二条第 二項に規定する代替自動車

を含む。以下この条及び次条 において同じ。）の規定の 適用を受けた平成二十四年 改正前の地方

合 又は平成二十四年改正法附 則第五条第二項の規定によ りなお従前の例によること とされる場合

の 号において「地方税法等改 正法」という。）附則第二条の規 定により読み替えて適用さ れる場

の財政援 助及び助成に関する法律の 一部を改正する法律（平成 二十三年法律第九十六号。 以下こ

子力発電 所の事故による災害に対処 するための地方税法及び東 日本大震災に対処するための特別

「平成二 十四年改正前の地方税法」という 。）附則第五十二条第二項 （東日本大震災における原

（10）
（11）

２

二

三

四

ニ

イからハまでに 規定するもののほか、申請軽自動 車が被災自動車等に代わる ものと認めるに際し
、法附則第五十七 条第一項に規定する道府県 知事が必要と認める事項

道路 運送車両法第二十二条第一項に規 定する登録事項等証明書又 は同法第七十二条の三に規 定する

軽自動車検査 ファイルに記録されている 事項を証明した書面であつ て滅失し、又は損壊した自動車等
が被災自動車 等であることを証するもの

前号に規定する書類をや むを得ない理由により提出するこ とができない場合には、滅 失し、又は損

壊した 自動車等が被災自動車等で あることについて当該自動 車等が滅失し、若しくは損 壊した場所の

所在地又は当該自動車等の主たる 定置場所在地の道府県知事 又は市町村長が証する書類

政令附則第三十四 条第一項第二号及び第三号 に掲げる者（以下この号において 「相続人等」という

。）が、法附則第五十七条 第一項の規定の適用を受け ようとする場合には、前三 号に掲げるもののほ

か、戸籍の謄本又は 法人に係る登記事項証明書 その他のその適用を受けようとす る者が相続人等に該
当する旨を証する書 類

政令附 則第三十四条第三項又は第四項に 規定する者が法附則第五十 七条第二項又は第三項の規 定の適

九六頁

用を受けようと する場合における政令附則第三十 四条第五項に規定する総務 省令で定める書類は、次に

法附則第五十七 条第二項又は第三項の規定 の適用を受けようとする三輪以上 の軽自動車（以下こ

用途廃止等自動車等が営 業用又は自家用のいずれで あるかの別

廃止等自動車等の自動車 登録番号又は車両番号、車 台番号及び主たる定置場並びに当 該対象区域内

て同じ。）の氏名又は名称及び 住所又は本店若しくは主た る事務所の所在地、当該対 象区域内用途

又は 第四百四十四条第一項に規 定する場合には、これらの 規定に規定する買主。以下 この号におい

する 自動車等持出困難区域を指 定する旨の公示があつた日におけ る所有者（法第百四十七条 第一項

車等をいう 。以下この条及び次条にお いて同じ。）の同項各号又 は法附則第五十七条第三項 に規定

対象区域 内用途廃止等自動車等（法 附則第五十七条第二項に規 定する対象区域内用途廃止等自動

次に 掲げる事項を記載した書類

掲げる書類とす る。
一
イ

ロ

の号において「申 請軽自動車」という。）の 所有者の氏名又は名称、住 所又は本店若しくは主たる

事務所の所 在地及び個人番号又は法人番号（ 個人番号又は法人番号を有 しない者にあつては、氏名

九七頁

ハ

又は名称及び住所 又は本店若しくは主たる事務所の 所在地）、当該申請軽自動 車の車両番号、車台

番号、種別及び主 たる定置場並びに当該申請 軽自動車が営業用又は自家 用のいずれであるかの別

当該対象 区域内用途廃止等自動車等の所有 者につき、次に掲げる自動 車等がある場合には、その

九八頁

既に三十一年 十月旧法附則第五十二条第三項の 規定の適用を受けた同項に 規定する他の自動車

既に三十一年十月旧 法附則第五十二条第二項の 規定の適用を受けた同項に 規定する代替自動車

既に三十一年十月旧 法附則第五十二条第一項の 規定の適用を受けた同項に規定す る代替自動車

既に法附則第五十七条第三 項の規定の適用を受けた同 項に規定する他の三輪以上 の軽自動車

既に法附則第五十七条第二 項の規定の適用を受けた同 項に規定する代替軽自動車

既に法附則第五十七条第一項の規 定の適用を受けた同項に規 定する代替軽自動車

既に法 附則第五十三条の二第三項 の規定の適用を受けた同項 に規定する他の自動車

既に法 附則第五十三条の二第二項 の規定の適用を受けた同項に規定 する代替自動車

既に法附則第 五十三条の二第一項の規定 の適用を受けた同項に規定 する代替自動車

台数、自動 車登録番号又は車両番号及 び車台番号
（9）（8）（7）（6）（5）（4）（3）（2）（1）

ニ

ホ

ヘ

ト

チ

既に平成二十四年改 正前の地方税法附則第五十二条第 二項の規定の適用を受けた 同項に規定す

九九頁

イからト までに規定するもののほか、申請 軽自動車が対象区域内用途 廃止等自動車等に代わるも

第三号イに規定す る引取業者に引き渡し、又 は解体した日

当該対象区域内 用途廃止等自動車等の用途 を廃止し、法附則第五十七条第二 項第二号イ若しくは

る場合には、同号に規定 する移動させた日

当該対象区域内用途廃 止等自動車等が法附則第五 十七条第二項第三号に掲げる自動 車等に該当す

る場合には、同号に規定する自 動車等持出困難区域の指定 を解除する旨の公示があつ た日

当 該対象区域内用途廃止等自 動車等が法附則第五十七条 第二項第二号に掲げる自動 車等に該当す

等持 出困難区域を指定する旨の 公示があつた日における所在地

当該対象 区域内用途廃止等自動車等 の法附則第五十七条第二項 各号又は第三項に規定する 自動車

の自動車

平成二十四年 改正前の地方税法附則第五十二条 第三項の規定の適用を受け た同項に規定する他

る代替自動車

（10）
（11）

二
イ

ロ

ハ

のと認めるに際し 、法附則第五十七条第二項又は第 三項に規定する道府県知事 が必要と認める事項
次に掲げる いずれかの書類

政令附則 第三十二条の二第二項に規定する 主たる定置場所在の道府県 の知事が法附則第五十四条

第七項に規 定する対象区域内自動車等 が対象区域内用途廃止等自 動車等に該当することとなつたこ
とを証する 書類

政 令附則第三十五条第十項に 規定する主たる定置場所在の市町 村の長が法附則第五十八条 第十三

項に 規定する対象区域内自動車 等が対象区域内用途廃止等 自動車等に該当することと なつたことを
証する書類
次に掲げる場合の区分 に応じ、次に定める書類

から

までにおいて「登録事項 等証明書」という。）であ つて解体した自動車等が対

道 路運送車両法第二十二条第一項に 規定する登録事項等

対象区域内用途廃止等自動 車等が法附則第五十七条第 二項第二号に掲げる自動車 等（用途を廃

証明書（

（4）

一〇〇頁

象区域内 用途廃止等自動車等に該当するこ ととなつたことを証するも の又は同法第七十二条の三

（2）

止したものを除 く。）に該当する場合

（1）

に規定する軽自 動車検査ファイルに記録されてい る事項を証明した書面（

から

までにおいて

（4）

登録事項等証明書であ つて用途を廃止した自動車 等が対

対象区域内用 途廃止等自動車等が法附則 第五十七条第二項第三号に 掲げる自動車等（用途を廃

き渡した ことを証する書類又は当該 自動車等を解体したことを 証する書類

等に該当 することとなつたことを証するも の及び当該自動車等を同号 イに規定する引取業者に引

「検査記録事項 等証明書」という。）であ つて解体した自動車等が対 象区域内用途廃止等自動車

（2）

一〇一頁

対象区域内用 途廃止等自動車等が法附則第五十 七条第二項第三号に掲げる 自動車等（用途を廃

当と認める書類 。以下この号において同じ 。）

ない場合には、 当該移動させた日を確認す るため同項又は同条第三項に規定 する道府県知事が適

日を証する書類（当該 移動させた日を証する書類 をやむを得ない理由により 提出することができ

とを証するもののうち 用途を廃止した日の記載が されているもの及び同号に規定す る移動させた

書であつて用途を廃止した自 動車等が対象区域内用途廃 止等自動車等に該当するこ ととなつたこ

象 区域内用途廃止等自動車等 に該当することとなつたこ とを証するもの又は検査記 録事項等証明

止 したものに限る。）に該当 する場合

（2）
（3）

三

止したものを除 く。）に該当する場合

登録事項 等証明書であつて解体した 自動車等が対象区域

内用途廃止等自 動車等に該当することとな つたことを証するもの又は 検査記録事項等証明書であ

つて解体 した自動車等が対象区域内用途廃 止等自動車等に該当するこ ととなつたことを証するも

の、同号 に規定する移動させた日を 証する書類及び当該自動車 等を同号イに規定する引取業者に

までに掲げる場合以外の 場合

（3）

登録事項等証明書であつて 用途を廃止した自動車等が

引き渡し たことを証する書類又は当 該自動車等を解体したこと を証する書類
から

（1）

その適用を受 けようとする者が相続人等に該当 する旨を証する書類

一〇二頁

うとする場合には、 前二号に掲げるもののほか 、戸籍の謄本又は法人に係 る登記事項証明書その他の

の号において「相続 人等」という。）が、法附 則第五十七条第二項又は第三項の 規定の適用を受けよ

政令附則第三十四 条第三項第二号及び第三号 又は同条第四項第二号及び 第三号に掲げる者（以下こ

ことを証するもののう ち用途を廃止した日の記載 がされているもの

明書であつて用途を廃止した 自動車等が対象区域内用途 廃止等自動車等に該当する こととなつた

対 象区域内用途廃止等自動車 等に該当することとなつた ことを証するもの又は検査 記録事項等証

（4）

政令 附則第三十四条第一項に規 定する者が法附則第五十八 条第一項の規定の適用を受けよう

（政令附則第三 十五条第九項に規定する総務省令 で定める書類）
第二十六条

とする場 合における政令附則第三十五条第 九項に規定する総務省令で 定める書類は、次に掲げる 書類と

法附則第五十八条第一 項の規定の適用を受けよう とする三輪以上の軽自動車（以下 この項におい

自家用のいずれであるかの別

災自 動車等の自動車登録番号又 は車両番号及び主たる定置 場並びに当該被災自動車等 が営業用又は

被 災自動車等の所有者の氏名 又は名称及び住所又は本店若しく は主たる事務所の所在地、 当該被

次に 掲げる事項を記載した書類

する。
一
イ

ロ

て「申請軽自動車」とい う。）の所有者の氏名又は 名称、住所又は本店若しく は主たる事務所の所

在地及び個人番号 又は法人番号（個人番号又 は法人番号を有しない者にあつて は、氏名又は名称及

び住所又は本店若 しくは主たる事務所の所在 地。以下この条において同 じ。）、当該申請軽自動車

の車両番号 、車台番号、種別及び主たる定置 場並びに当該申請軽自動車 が営業用又は自家用のいず

一〇三頁

ハ

れであるかの別

当該被災自動車 等の所有者につき、次に掲 げる自動車等がある場合に は、その台数、自動車登録

一〇四頁

既に平成二十 四年改正前の地方税法附則第五十 二条第二項の規定の適用を 受けた同項に規定す

既に三十一年十月旧 法附則第五十二条第三項の 規定の適用を受けた同項に 規定する他の自動車

既に三十一年十月旧 法附則第五十二条第二項の 規定の適用を受けた同項に規定す る代替自動車

既に三十一年十月旧法附則 第五十二条第一項の規定の 適用を受けた同項に規定す る代替自動車

既に法附則第五十七条第三 項の規定の適用を受けた同 項に規定する他の三輪以上の軽自 動車

既に法附則第五十七条第二項の規 定の適用を受けた同項に規 定する代替軽自動車

既に法 附則第五十七条第一項の規 定の適用を受けた同項に規 定する代替軽自動車

既に法 附則第五十三条の二第三項 の規定の適用を受けた同項に規定 する他の自動車

既に法附則第 五十三条の二第二項の規定 の適用を受けた同項に規定 する代替自動車

既に法附則第 五十三条の二第一項の規定 の適用を受けた同項に規定 する代替自動車

番号又は車 両番号及び車台番号
（10）（9）（8）（7）（6）（5）（4）（3）（2）（1）

二

三

る代替自動車

平成二十四年改正前 の地方税法附則第五十二条 第三項の規定の適用を受け た同項に規定する他

の自動車

イからハ までに規定するもののほか 、申請軽自動車が被災自動 車等に代わるものと認めるに際し
、法附則第 五十八条第一項に規定する 市町村長が必要と認める事 項

申請軽自動車について法 附則第五十八条第一項の規定の適 用を受けたことを道府県知 事が証する書

一〇五頁

所の所在地若 しくは当該自動車等の主たる定置 場所在地の道府県知事若し くは市町村長が証する書類

は損壊した自動車等 が被災自動車等であること について当該自動車等が滅 失し、若しくは損壊した場

前号に規定 する書類をやむを得ない理 由により提出することができない 場合には、滅失し、若しく

であつて滅失し、又は損壊 した自動車等が被災自動車 等であることを証するもの

れている事項を証明した書 面（第四項第二号において 「軽自動車検査記録事項等証明書 」という。）

録事項等証明書」という。）若し くは同法第七十二条の三に 規定する軽自動車検査ファ イルに記録さ

類又は 道路運送車両法第二十二条 第一項に規定する登録事項 等証明書（第四項第二号ニ において「登

ニ

（11）

２

四

、被災自動車等の所 有者が法第四百六十三条の十九第 一項の規定に基づき条例の 定めるところにより

同項に規定する申告 書若しくは報告書（当該所 有者が被災自動車等の所有 者でなくなつた旨の記載が

あるものに限 る。）を提出した際に交付される 受付書又は被災自動車等の 主たる定置場所在地の市町

村長が当該所 有者が被災自動車等の所有 者でなくなつたことについ て証する書類

政令 附則第三十四条第一項第二 号及び第三号に掲げる者（ 以下この号において「相続 人等」という

。）が 、法附則第五十八条第一項 の規定の適用を受けようとする場 合には、第二号の道府県知 事が証

する書 類を提出する場合を除き、 前三号に掲げるもののほか 、戸籍の謄本又は法人に係 る登記事項証

明書その他のその適用を受けよう とする者が相続人等に該当 する旨を証する書類

政令附則第三十五条 第一項に規定する者が法附 則第五十八条第二項の規定の適用 を受けようとする場

被災二輪自動車 等（法附則第五十八条第二 項に規定する被災二輪自動 車等をいう。以下この項に

次に掲げる 事項を記載した書類

合における政令附則第 三十五条第九項に規定する 総務省令で定める書類は、 次に掲げる書類とする。
一
イ

おいて同じ 。）の所有者（法第四百四十四条 第一項に規定する場合には 、同項に規定する買主。以

一〇六頁

ロ

ハ

下この項において 同じ。）の氏名又は名称及び住所 又は本店若しくは主たる事 務所の所在地並びに
当該被災二輪自動 車等の車両番号又は標識番 号及び主たる定置場

法附則第 五十八条第二項の規定の適用を受 けようとする同項に規定す る二輪自動車等（以下この

項において 「申請二輪自動車等」とい う。）の所有者の氏名又は 名称、住所又は本店若しくは主た

る事務所の 所在地及び個人番号又は法 人番号並びに当該申請二輪 自動車等の車両番号又は標 識番号
、車 台番号、種別及び主たる定 置場

当 該被災二輪自動車等の所有 者につき、既に法附則第五 十八条第二項の規定の適用 を受けた被災

二輪自動車等に代わるものと市 町村長が認める同項に規定 する二輪自動車等、同条第 六項（平成二

十四年改正法附則第十五 条第二項の規定により読み 替えて適用される場合を含む。以 下このハ及び

第五項第一号ハにおいて 同じ。）の規定の適用を受 けた法附則第五十八条第六 項に規定する対象区

域内用途廃止等二 輪自動車等に代わるものと 市町村長が認める二輪自動車等若 しくは同条第七項（

平成二十四年改正 法附則第十五条第二項の規 定により読み替えて適用さ れる場合を含む。以下この

ハ及び第五 項第一号ハにおいて同じ。）の規 定の適用を受けた法附則第 五十八条第七項に規定する

一〇七頁

二

ニ

他の二輪自動車等 又は平成二十四年改正前の地方税 法附則第五十七条第六項（ 地方税法等改正法附

則第二条の規定に より読み替えて適用される 場合又は平成二十四年改正 法附則第十二条第三項の規

定によりな お従前の例によることとされる場 合を含む。以下このハ及び 第五項第一号ハにおいて同

じ。）の規 定の適用を受けた平成二十 四年改正前の地方税法附則 第五十七条第六項に規定する対象

区域内用途 廃止等二輪自動車等に代わ るものと市町村長が認める 二輪自動車等若しくは同条 第七項

（地 方税法等改正法附則第二条 の規定により読み替えて適用され る場合又は平成二十四年改 正法附

則第 十二条第四項の規定により なお従前の例によることと される場合を含む。以下こ のハ及び第五

項第一号ハにおいて同じ。）の 規定の適用を受けた平成二 十四年改正前の地方税法附 則第五十七条

第七項に規定する他の二 輪自動車等がある場合には その台数、車両番号又は標識番号 及び車台番号

イからハまでに規定す るもののほか、申請二輪自 動車等が被災二輪自動車等 に代わるものと認め

るに際し、法附則 第五十八条第二項に規定す る市町村長が必要と認める事項

被災二輪自 動車等が二輪の小型自動車 の場合には、道路運送車両 法第七十二条の三に規定す る二輪

自動車検査フ ァイルに記録されている事項を証 明した書面（第五項第三号 において「二輪自動車検査

一〇八頁

三

四

記録事項等証明書」 という。）であつて滅失し、又は 損壊した二輪の小型自動車 が被災二輪自動車等
であることを証する もの

前号 に規定する書類をやむを得ない理 由により提出することがで きない場合又は被災二輪自 動車等

が原動機付自 転車及び軽自動車（二輪の ものに限る。）の場合には 、滅失し、若しくは損壊した法附

則第五十八条 第二項に規定する二輪自動 車等が被災二輪自動車等で あることについて当該二輪 自動車

等が滅 失し、若しくは損壊した場 所の所在地若しくは当該二輪自動 車等の主たる定置場所在地 の市町

村長が 証する書類、被災二輪自動 車等の所有者が法第四百六 十三条の十九第一項の規定 に基づき条例

で定めるところにより同項に規定 する申告書若しくは報告書 （当該所有者が被災二輪自 動車等の所有

者でなくなつた旨の記載が あるものに限る。）を提出 した際に交付される受付書又は被 災二輪自動車

等の主たる定置場所在地の 市町村長が当該所有者が被 災二輪自動車等の所有者で なくなつたことにつ
いて証する書類

政令附則第 三十五条第一項第二号及び 第三号に掲げる者（以下こ の号において「相続人等」 という

。）が、法附 則第五十八条第二項の規定の適用 を受けようとする場合には 、前三号に掲げるもののほ

一〇九頁

３

か、戸籍の謄本又は 法人に係る登記事項証明書その他 のその適用を受けようとす る者が相続人等に該
当する旨を証する書 類

政令附 則第三十五条第二項に規定する者 が法附則第五十八条第三項 の規定の適用を受けようと する場

法附則第五十八条第三 項の規定の適用を受けよう とする小型特殊自動車（以 下この項において「

びに当該被災小型特殊自 動車の標識番号及び主たる 定置場

。以下この項において同じ。） の氏名又は名称及び住所又 は本店若しくは主たる事務 所の所在地並

項に おいて同じ。）の所有者（ 法第四百四十四条第一項に 規定する場合には、同項に 規定する買主

被 災小型特殊自動車（法附則 第五十八条第三項に規定する被災 小型特殊自動車をいう。以 下この

次に 掲げる事項を記載した書類

合におけ る政令附則第三十五条第九 項に規定する総務省令で定 める書類は、次に掲げる書類とす る。
一
イ

ロ

申請小型特殊自動 車」という。）の所有者の 氏名又は名称、住所又は本店若し くは主たる事務所の

所在地及び個人番 号又は法人番号並びに当該 申請小型特殊自動車の標識 番号、車台番号、種別及び
主たる定置 場

一一〇頁

ハ

当該被災小型特 殊自動車の所有者につき、既に法 附則第五十八条第三項の規 定の適用を受けた被

災小型特殊自動車 に代わるものと市町村長が 認める小型特殊自動車、同 条第八項（平成二十四年改

正法附則第 十五条第二項の規定により読み替 えて適用される場合を含む 。以下このハ及び第六項第

一号ハにお いて同じ。）の規定の適用 を受けた法附則第五十八条 第八項に規定する対象区域内用途

廃止等小型 特殊自動車に代わるものと 市町村長が認める小型特殊 自動車若しくは同条第九項 （平成

二十 四年改正法附則第十五条第 二項の規定により読み替えて適用 される場合を含む。以下こ のハ及

び第 六項第一号ハにおいて同じ 。）の規定の適用を受けた 法附則第五十八条第九項に 規定する他の

小型特殊自動車又は平成二十四 年改正前の地方税法附則第 五十七条第八項（地方税法 等改正法附則

第二条の規定により読み 替えて適用される場合又は 平成二十四年改正法附則第十二条 第五項の規定

によりなお従前の例によ ることとされる場合を含む 。以下このハ及び第六項第 一号ハにおいて同じ

。）の規定の適用 を受けた平成二十四年改正 前の地方税法附則第五十七条第八 項に規定する対象区

域内用途廃止等小 型特殊自動車に代わるもの と市町村長が認める小型特 殊自動車若しくは同条第九

項（地方税 法等改正法附則第二条の規定によ り読み替えて適用される場 合又は平成二十四年改正法

一一一頁

二

三

ニ

附則第十二条第六 項の規定によりなお従前の例によ ることとされる場合を含む 。以下このハ及び第

六項第一号ハにお いて同じ。）の規定の適用 を受けた平成二十四年改正 前の地方税法附則第五十七

条第九項に 規定する他の小型特殊自動車があ る場合にはその台数、標識 番号及び車台番号

イからハ までに規定するもののほか 、申請小型特殊自動車が被 災小型特殊自動車に代わるものと

認めるに際 し、法附則第五十八条第三 項に規定する市町村長が必 要と認める事項

滅失し、若しくは損壊し た小型特殊自動車が被災小型特殊 自動車であることについて 当該小型特殊

自動車 が滅失し、若しくは損壊し た場所の所在地若しくは当 該小型特殊自動車の主たる 定置場所在地

の市町村長が証する書類、被災小 型特殊自動車の所有者が法 第四百六十三条の十九第一 項の規定に基

づき条例で定めるところに より同項に規定する申告書 若しくは報告書（当該所有者が被 災小型特殊自

動車の所有者でなくなつた 旨の記載があるものに限る 。）を提出した際に交付さ れる受付書又は被災

小型特殊自動車の主 たる定置場所在地の市町村 長が当該所有者が被災小型特殊自 動車の所有者でなく
なつたことについて 証する書類

政令 附則第三十五条第二項第二号及び 第三号に掲げる者（以下こ の号において「相続人等」 という

一一二頁

４

。）が、法附則第五 十八条第三項の規定の適用を受け ようとする場合には、前二 号に掲げるもののほ

か、戸籍の謄本又は 法人に係る登記事項証明書 その他のその適用を受けよ うとする者が相続人等に該
当する旨を証 する書類

政令附 則第三十四条第三項又は第 四項に規定する者が法附則 第五十八条第四項又は第五項の規 定の適

用を受け ようとする場合における政 令附則第三十五条第九項に 規定する総務省令で定める 書類は、次に

対象区域内用途廃止等自動車 等の法附則第五十七条第二 項各号又は第三項に規定す る自動車等持

次に掲げる事項を記載し た書類

掲 げる書類とする。
一
イ

出困難区域を指定する旨 の公示があつた日における 所有者（法第四百四十四条第一項 に規定する場

合には、同項に規定する 買主。以下この号において 同じ。）の氏名又は名称及 び住所又は本店若し

くは主たる事務所 の所在地、当該対象区域内 用途廃止等自動車等の自動車登録 番号又は車両番号、

車台番号及び主た る定置場並びに当該対象区 域内用途廃止等自動車等が 営業用又は自家用のいずれ
であるかの 別

一一三頁

ロ

ハ

法附則第五十八 条第四項又は第五項の規定の適用 を受けようとする軽自動車 （二輪のものを除く

。以下この項にお いて「申請軽自動車」とい う。）の所有者の氏名又は 名称、住所又は本店若しく

は主たる事 務所の所在地及び個人番号又は法 人番号、当該申請軽自動車 の車両番号、車台番号、種

別及び主た る定置場並びに当該申請軽 自動車が営業用又は自家用 のいずれであるかの別

当該対象 区域内用途廃止等自動車等 の所有者につき、次に掲げ る自動車等がある場合には 、その

一一四頁

既に三十一年 十月旧法附則第五十二条第一項の 規定の適用を受けた同項に 規定する代替自動車

既に法附則第五十七 条第三項の規定の適用を受 けた同項に規定する他の三 輪以上の軽自動車

既に法附則第五十七 条第二項の規定の適用を受 けた同項に規定する代替軽自動車

既に法附則第五十七条第一 項の規定の適用を受けた同 項に規定する代替軽自動車

既に法附則第五十三条の二 第三項の規定の適用を受け た同項に規定する他の自動車

既に法附則第五十三条の二第二項 の規定の適用を受けた同項 に規定する代替自動車

既に法 附則第五十三条の二第一項 の規定の適用を受けた同項 に規定する代替自動車

台数 、自動車登録番号又は車両 番号及び車台番号
（7）（6）（5）（4）（3）（2）（1）

ニ

ホ

ヘ

ト

既に三十一年十月旧 法附則第五十二条第二項の規定の 適用を受けた同項に規定す る代替自動車

既に三十一年十月旧 法附則第五十二条第三項の 規定の適用を受けた同項に 規定する他の自動車

既に平成二十 四年改正前の地方税法附則第五十 二条第二項の規定の適用を 受けた同項に規定す

一一五頁

当該対象 区域内用途廃止等自動車等の用途 を廃止し、法附則第五十七 条第二項第二号イ若しくは

る場合には、同号 に規定する移動させた日

当該対象区域内 用途廃止等自動車等が法附 則第五十七条第二項第三号に掲げ る自動車等に該当す

る場合には、同号に規定 する自動車等持出困難区域 の指定を解除する旨の公示 があつた日

当該対象区域内用途廃 止等自動車等が法附則第五 十七条第二項第二号に掲げる自動 車等に該当す

等持出困難区域を指定する旨の 公示があつた日における所 在地

当 該対象区域内用途廃止等自 動車等の法附則第五十七条 第二項各号又は第三項に規 定する自動車

の 自動車

平成二十四年 改正前の地方税法附則第五 十二条第三項の規定の適用 を受けた同項に規定する他

る代替自 動車

（10）（9）（8）
（11）

二

チ

イ

ロ

ハ

ニ

第三号イに規定す る引取業者に引き渡し、又は解体 した日

イからトまでに 規定するもののほか、申請 軽自動車が対象区域内用途 廃止等自動車等に代わるも

のと認める に際し、法附則第五十八条第四項 又は第五項に規定する市町 村長が必要と認める事項
次に 掲げるいずれかの書類

申請軽自 動車について法附則第五十 七条第二項又は第三項の規 定の適用を受けたことをこ れらの
規定 に規定する道府県知事が証 する書類

政 令附則第三十二条の二第二 項に規定する主たる定置場 所在の道府県の知事が法附 則第五十四条

第七項に規定する対象区域内自 動車等が対象区域内用途廃 止等自動車等に該当するこ ととなつたこ
とを証する書類

政令附則第三十五条第 十項に規定する主たる定置 場所在の市町村の長が法附 則第五十八条第十三

項に規定する対象 区域内自動車等が対象区域 内用途廃止等自動車等に該当する こととなつたことを
証する書類
次に掲げ る場合の区分に応じ、次に定める 書類

一一六頁

当該対象区域内用途 廃止等自動車等が法附則第五十七 条第二項第二号に掲げる自 動車等（用途

登録事項等証明書であつ て解体した自動車等が対象

登録 事項等証明書であつて用途 を廃止した自動車等

一一七頁

該移動さ せた日を証する書類をやむを得な い理由により提出すること ができない場合には、当該

て「用途廃止登 録事項等証明書」という。 ）及び同号に規定する移動 させた日を証する書類（当

が対象区域内用 途廃止等自動車等に該当す ることとなつたことを証するもの （以下この号におい

を廃止したものに限る 。）に該当する場合

当該対象区域内用途廃止等 自動車等が法附則第五十七 条第二項第三号に掲げる自動車等 （用途

を解体したことを証する書類

十 三条の二第二項第二号イに 規定する引取業者に引き渡 したことを証する書類又は 当該自動車等

七 項において「解体軽自動車 検査記録事項等証明書」という。 ）及び当該自動車等を法附 則第五

が対象区 域内用途廃止等自動車等に 該当することとなつたこと を証するもの（以下この号 及び第

体登録事 項等証明書」という。）又 は軽自動車検査記録事項等 証明書であつて解体した自動車等

区域内用 途廃止等自動車等に該当すること となつたことを証するもの （以下この号において「解

を廃止したもの を除く。）に該当する場合

（1）
（2）

三

移動させた日を 確認するため法附則第五十八条第 四項又は第五項に規定する 市町村長が適当と認

める書類）（以 下この号において「持出日 証明書類」という。）又は 軽自動車検査記録事項等証

明書であ つて用途を廃止した自動車等が対 象区域内用途廃止等自動車 等に該当することとなつた

ことを証 するもの（以下この号及び 第七項において「用途廃止 軽自動車検査記録事項等証明書」

という。 ）のうち用途を廃止した日 の記載がされているもの及 び持出日証明書類

解体登録事 項等証明書又は解体軽自動 車検査記録事

当該対 象区域内用途廃止等自動車 等が法附則第五十七条第二項第三 号に掲げる自動車等（用途

から

までに掲げる場合 以外の場合

（3）

用途廃止登録 事項等証明書又は用途廃止 軽自動車検査

一一八頁

において「相 続人等」という。）が、法附則第 五十八条第四項又は第五項 の規定の適用を受けようと

政令附則第 三十四条第三項第二号及び 第三号又は第四項第二号及 び第三号に掲げる者（以下 この号

記録事項等証明 書のうち用途を廃止した日 の記載がされているもの

（1）

証する書類又は当該自 動車等を解体したことを証 する書類

項等証明書、持出日証明書類 及び当該自動車等を同号イ に規定する引取業者に引き 渡したことを

を 廃止したものを除く。）に 該当する場合

（3）
（4）

５

する場合には、前二 号に掲げるもののほか、戸籍の謄 本又は法人に係る登記事項 証明書その他のその
適用を受けようとす る者が相続人等に該当する 旨を証する書類

政令附 則第三十五条第四項又は第五項に 規定する者が法附則第五十 八条第六項又は第七項の規 定の適

用を受け ようとする場合における政 令附則第三十五条第九項に 規定する総務省令で定める書類は 、次に

対 象区域内用途廃止等二輪自 動車等（法附則第五十八条 第六項に規定する対象区域 内用途廃止等

次に掲げる事項を記載し た書類

掲げる書 類とする。
一
イ

二輪自動車等をいう。以下この 項及び第八項において同じ 。）の同条第六項各号又は 第七項に規定

する自動車等持出困難区 域を指定する旨の公示があ つた日における所有者（法第四百 四十四条第一

項に規定する場合には、 同項に規定する買主。以下 この号において同じ。）の 氏名又は名称及び住

所又は本店若しく は主たる事務所の所在地並 びに当該対象区域内用途廃止等二 輪自動車等の車両番

号又は標識番号、 車台番号及び主たる定置場 （当該対象区域内用途廃止 等二輪自動車等が原動機付

自転車又は 軽自動車（二輪のものに限る。） であつた場合には、当該対 象区域内用途廃止等二輪自

一一九頁

ロ

ハ

動車等の車両番号 又は標識番号及び主たる定置場）

法附則第五十八 条第六項又は第七項の規定 の適用を受けようとするこ れらの規定に規定する二輪

自動車等（ 以下この号において「申請二輪自 動車等」という。）の所有 者の氏名又は名称、住所又

は本店若し くは主たる事務所の所在地 及び個人番号又は法人番号 並びに当該申請二輪自動車等の車
両番号又は 標識番号、車台番号、種別 及び主たる定置場

当 該対象区域内用途廃止等二 輪自動車等の所有者につき、既に 法附則第五十八条第二項の 規定の

適用 を受けた同項に規定する被 災二輪自動車等に代わるも のと市町村長が認める二輪 自動車等、同

条第六項の規定の適用を受けた 同項に規定する対象区域内 用途廃止等二輪自動車等に 代わるものと

市町村長が認める二輪自 動車等若しくは同条第七項 の規定の適用を受けた同項に規定 する他の二輪

自動車等又は平成二十四 年改正前の地方税法附則第 五十七条第六項の規定の適 用を受けた同項に規

定する対象区域内 用途廃止等二輪自動車等に 代わるものと市町村長が認める二 輪自動車等若しくは

同条第七項の規定 の適用を受けた同項に規定 する他の二輪自動車等があ る場合にはその台数、車両
番号又は標 識番号及び車台番号

一二〇頁

二

ニ

ホ

当該対象区域内 用途廃止等二輪自動車等の法附則 第五十八条第六項各号又は 第七項に規定する自
動車持出困難区域 を指定する旨の公示があつ た日における所在地

当該対象 区域内用途廃止等二輪自動車等が 法附則第五十八条第六項第 二号に掲げる二輪自動車等

に該当する 場合には、同号に規定する 自動車等持出困難区域の指 定を解除する旨の公示があつた日

当該対象 区域内用途廃止等二輪自動 車等が法附則第五十八条第 六項第三号に掲げる二輪自 動車等

当 該対象区域内用途廃止等二 輪自動車等の用途を廃止し 、又は解体した日

ヘ

ト

イからトまでに規定するもの のほか、申請二輪自動車等 が対象区域内用途廃止等二 輪自動車等に

に該 当する場合には、同号に規 定する移動させた日

チ

代わるものと認めるに際 し、法附則第五十八条第六 項又は第七項に規定する市町村長 が必要と認め
る事項

原動機付自 転車及び軽自動車（二輪の ものに限る。）について法附則第 五十八条第六項又は第七項

対象区域 内用途廃止等二輪自動車等が法附 則第五十八条第六項第一号 に掲げる二輪自動車等に該

の規定の適用を受け ようとする場合には、次に 掲げる場合の区分に応じ、 次に定める書類
イ

一二一頁

ロ

ハ

当する場合

政令 附則第三十五条第十項に規定する 主たる定置場所在の市町村 の長が法附則第五十

八条第十三項に規 定する対象区域内二輪自動 車等が対象区域内用途廃止 等二輪自動車等に該当する

こととなつ たことを証する書類（以下この項 において「対象区域内用途 廃止等二輪自動車等証明書

」という。 ）又は対象区域内用途廃止 等二輪自動車等について用 途を廃止した日以後再使用及び譲
渡しないこ とを約する書面（以下この 号において「誓約書」とい う。）

対象区域内用途廃 止等二輪自動車等証明書又 は当該二輪自

対象区域内用途廃 止等二輪自動車等証明書又 は誓約

次に掲げる場合の 区分に応じ、次に定める書 類

対 象区域内用途廃止等二輪自 動車等が法附則第五十八条第六項 第二号に掲げる二輪自動車 等に該

当する場合

次に掲げる場合の区分に応じ、 次に定める書類

一二二頁

対象区域内用途 廃止等二輪自動車等が法附 則第五十八条第六項第三号 に掲げる二輪自動車等に該

動車等を解体し たことを証する書類

当該二輪自動車等を解体し た場合

当該二輪自動車等の用途を廃止し た場合

当す る場合

書

（1）
（2）

三

当該二輪自動車等の 用途を廃止した場合

対象区域内 用途廃止等二輪自動車等証 明書又は誓約

確認する ため同項又は同条第七項に 規定する市町村長が適当と 認める書類）（以下

及び第三号

対象区域内用途廃止等二輪自動 車等証明書又は当該二輪自

ハにおい て「持出日証明書類」とい う。）
当該二 輪自動車等を解体した場合

動 車等を解体したことを証す る書類及び持出日証明書類

二輪の小型自動車につい て法附則第五十八条第六項 又は第七項の規定の適用を 受けようとする場合

対象 区域内用途廃止等二輪自動 車等証明書又は二輪自動車検査記 録事項等証明書であ

一二三頁

たことを証 するもの（以下この号及び第八項 第三号において「用途廃止 二輪自動車検査記録事項等

つて用途を廃止し た二輪の小型自動車が対象 区域内用途廃止等二輪自動 車等に該当することとなつ

当する場合

対象区域内用途廃止等 二輪自動車等が法附則第五 十八条第六項第一号に掲げ る二輪自動車等に該

には、次に掲げる場合の区 分に応じ、次に定める書類
イ

（2）

を証する 書類をやむを得ない理由により提 出することができない場合 には、当該移動させた日を

書及び法附則第 五十八条第六項第三号に規 定する移動させた日を証す る書類（当該移動させた日

（1）
（2）

ロ

ハ

証明書」という。 ）のうち用途を廃止した日の記載 がされているもの

対象区域内用途廃止等二 輪自動車等証明書又は用途

次に掲げる場合の区分に応じ、 次に定める書類

対象区域内用途 廃止等二輪自動車等が法附 則第五十八条第六項第二号 に掲げる二輪自動車等に該
当する場合
当該二輪自動 車等の用途を廃止した場合

対象区域内用途廃止等二輪自動 車等証明書又は二輪自動車

次に 掲げる場合の区分に応じ、 次に定める書類

対象 区域内用途廃止等二輪自動 車等証明書又は用途

一二四頁

廃止二輪 自動車検査記録事項等証明書のう ち用途を廃止した日の記載 がされているもの及び持出

当該二輪自動車等の 用途を廃止した場合

当する場合

対象区域内用途廃止等 二輪自動車等が法附則第五 十七条第六項第三号に掲げ る二輪自動車等に該

動車検査記録事項等証 明書」という。）及び当該 二輪自動車等を解体したことを証 する書類

に該当することとなつたこと を証するもの（以下この号 及び第八項第三号において 「解体二輪自

検 査記録事項等証明書であつ て解体した二輪の小型自動 車が対象区域内用途廃止等 二輪自動車等

当該二 輪自動車等を解体した場合

廃止二輪 自動車検査記録事項等証明 書のうち用途を廃止した日 の記載がされているもの

（1）
（2）
（1）

６

一

日証明書類
当該二輪自動車等を 解体した場合

対象区域内 用途廃止等二輪自動車等証 明書又は解体二輪自

動車検査 記録事項等証明書、当該二輪自動 車等を解体したことを証す る書類及び持出日証明書類

政令 附則第三十五条第四項第二 号及び第三号又は第五項第 二号及び第三号に掲げる者（以下 この号

において「相 続人等」という。）が、法 附則第五十八条第六項又は 第七項の規定の適用を受け ようと

する場 合には、前三号に掲げるも ののほか、戸籍の謄本又は法人に 係る登記事項証明書その他 のその
適用を 受けようとする者が相続人 等に該当する旨を証する書 類

政令附則第三十五条第七項 又は第八項に規定する者が 法附則第五十八条第八項又 は第九項の規定の適

イ

一二五頁

等小型特殊 自動車をいう。以下この項及び第 九項において同じ。）の同 条第八項各号又は第九項に

対象区域内用途 廃止等小型特殊自動車（法 附則第五十八条第八項に規 定する対象区域内用途廃止

次に掲げる 事項を記載した書類

掲げる書類とする。

用を受けようとする場 合における政令附則第三十 五条第九項に規定する総務省令で 定める書類は、次に

四

（2）

ロ

ハ

規定する自動車等 持出困難区域を指定する旨の公示 があつた日における所有者 （法第四百四十四条

第一項に規定する 場合には、同項に規定する 買主。以下この号において 同じ。）の氏名又は名称及

び住所又は 本店若しくは主たる事務所の所在 地並びに当該対象区域内用 途廃止等小型特殊自動車の
標識番号並 びに主たる定置場

法附則第 五十八条第八項又は第九項 の規定の適用を受けようと する小型特殊自動車（以下 この号

にお いて「申請小型特殊自動車 」という。）の所有者の氏名又は 名称、住所又は本店若しく は主た

る事 務所の所在地及び個人番号 又は法人番号並びに当該申 請小型特殊自動車の標識番 号、車台番号
、種別及び主たる定置場

当該対象区域内用途廃 止等小型特殊自動車の所有 者につき、既に法附則第五十八条 第三項の規定

の適用を受けた同項に規 定する被災小型特殊自動車 に代わるものと市町村長が 認める小型特殊自動

車、同条第八項の 規定の適用を受けた同項に 規定する対象区域内用途廃止等小 型特殊自動車に代わ

るものと市町村長 が認める小型特殊自動車若 しくは同条第九項の規定の 適用を受けた同項に規定す

る他の小型 特殊自動車又は平成二十四年改正 前の地方税法附則第五十七 条第八項の規定の適用を受

一二六頁

ニ

ホ

けた同項に規定す る対象区域内用途廃止等小型特殊 自動車に代わるものと市町 村長が認める小型特

殊自動車若しくは 同条第九項の規定の適用を 受けた同項に規定する他の 小型特殊自動車がある場合
にはその台 数、標識番号及び車台番号

当該対象 区域内用途廃止等小型特殊 自動車の法附則第五十八条 第八項各号又は第九項に規定する
自動車等持 出困難区域を指定する旨の 公示があつた日における所 在地

当 該対象区域内用途廃止等小 型特殊自動車が法附則第五十八条 第八項第二号に掲げる小型 特殊自

動車 に該当する場合には、同号 に規定する自動車等持出困 難区域の指定を解除する旨 の公示があつ
た日

当該対象区域内用途廃 止等小型特殊自動車が法附 則第五十八条第八項第三号に掲げ る小型特殊自

当該対象区域内 用途廃止等小型特殊自動車 の用途を廃止し、又は解体した日

ヘ

ト

イからトまでに 規定するもののほか、申請 小型特殊自動車が対象区域 内用途廃止等小型特殊自動

動車に該当する場合には 、同号に規定する移動させ た日

チ

車に代わる ものと認めるに際し、法附則第五 十八条第八項又は第九項に 規定する市町村長が必要と

一二七頁

二

三

四

認める事項

対象区域内 用途廃止等小型特殊自動車 が法附則第五十八条第八項 第一号に掲げる小型特殊自動車に

該当する場合 には、政令附則第三十五条第十項 に規定する主たる定置場所 在の市町村の長が法附則第

五十八条第十 三項に規定する対象区域内 小型特殊自動車が対象区域 内用途廃止等小型特殊自動車に該

当することと なつたことを証する書類（ 以下この項において「対象 区域内用途廃止等小型特殊 自動車

証明書 」という。）又は対象区域 内用途廃止等小型特殊自動車につ いて用途を廃止した日以後 再使用

及び譲 渡しないことを約する書面 （以下この項において「誓 約書」という。）

対象区域内用途廃止等小 型特殊自動車が法附則第五 十八条第八項第二号に掲げ る小型特殊自動車に

該当する場合で、当該小型 特殊自動車の用途を廃止し たときにあつては対象区域内用途 廃止等小型特

殊自動車証明書又は誓約書 、当該小型特殊自動車を解 体したときにあつては対象 区域内用途廃止等小
型特殊自動車証明書 又は当該小型特殊自動車を 解体したことを証する書類

対象区域内 用途廃止等小型特殊自動車 が法附則第五十八条第八項 第三号に掲げる小型特殊自 動車に

該当する場合 で、当該小型特殊自動車の用途を 廃止したときにあつては対 象区域内用途廃止等小型特

一二八頁

７

五

殊自動車証明書又は 誓約書及び同号に規定する移動さ せた日を証する書類（当該 移動させた日を証す

る書類をやむを得な い理由により提出すること ができない場合にあつては 、当該移動させた日を確認

するため同項 又は同条第九項に規定する市町村 長が適当と認める書類）（ 以下この号において「持出

日証明書類」 という。）、当該小型特殊 自動車を解体したときにあ つては対象区域内用途廃止等小型

特殊自動車証 明書又は当該小型特殊自動 車を解体したことを証する 書類及び持出日証明書類

政令附則第三十五条第七 項第二号及び第三号又は第八項第 二号及び第三号に掲げる者 （以下この号

におい て「相続人等」という。） が、法附則第五十八条第八 項又は第九項の規定の適用 を受けようと

する場合にあつては、前各号に掲 げるもののほか、戸籍の謄 本又は法人に係る登記事項 証明書その他
のその適用を受けようとす る者が相続人等に該当する 旨を証する書類

対象区域内軽自動車 等（法附則第五十八条第十 三項に規定する対象区域内 軽自動車等をいう。以下こ

の条において同 じ。）のうち軽自動車（二 輪のものを除く。以下この項にお いて同じ。）の所有者（法

第四百四十四条 第一項に規定する場合には 、同項に規定する買主。以 下この項において同じ。） が当該

対象区域 内軽自動車等の主たる定置場所在 の市町村の長に提出しなけ ればならない政令附則第三 十五条

一二九頁

当該対象 区域内用途廃止等自動車等の用途 を廃止し、法附則第五十七 条第二項第二号イ若しくは

る場合には、同号 に規定する移動させた日

当該対象区域内 用途廃止等自動車等が法附 則第五十七条第二項第三号に掲げ る自動車等に該当す

る場合には、同号に規定 する自動車等持出困難区域 の指定を解除する旨の公示 があつた日

当該対象区域内用途廃 止等自動車等が法附則第五 十七条第二項第二号に掲げる自動 車等に該当す

域を指定する旨の公示があつた 日における所在地

当 該対象区域内用途廃止等自 動車等の法附則第五十八条 第十三項に規定する自動車 等持出困難区

途廃 止等自動車等が営業用又は 自家用のいずれであるかの別

該対象区域 内用途廃止等自動車等の車 両番号、車台番号及び主た る定置場並びに当該対象区 域内用

有者の氏名 又は名称、住所又は本店若 しくは主たる事務所の所在 地及び個人番号又は法人番号、当

対象区域 内用途廃止等自動車等（三輪以上 の軽自動車に限る。以下こ の項において同じ。）の所

次に掲げる 事項を記載した書類

第十項に規定す る総務省令で定める書類は、次に 掲げる書類とする。
一
イ

ロ

ハ

ニ

ホ

一三〇頁

二

三

四

ヘ

第三号イに規定す る引取業者に引き渡し、又は解体 した日

イからホまでに 規定するもののほか、法附 則第五十八条第十三項に規 定する対象区域内自動車等

が対象区域 内用途廃止等自動車等に該当する こととなつたと認めるに際 し、当該対象区域内自動車
等の主たる 定置場所在の市町村の長が 必要と認める事項

対象 区域内用途廃止等自動車等 が法附則第五十七条第二項 第一号の規定に該当する自 動車等であつ
た場合 には、用途廃止軽自動車検 査記録事項等証明書

対象区域内用途廃止等自 動車等が法附則第五十七条 第二項第二号に掲げる自動 車等に該当する場合

で、当該自動車等の用途を廃止し たときにあつては用途廃止 軽自動車検査記録事項等証 明書、当該自

動車等を同号イに規定する 引取業者（以下この号にお いて「引取業者」という。）に引 き渡したとき

にあつては解体軽自動車検 査記録事項等証明書及び当 該自動車を引取業者に引き 渡したことを証する

書類（次号において 「引取証明書」という。） 、当該自動車等を解体したときに あつては解体軽自動
車検査記録事項等証 明書及び当該自動車等を解 体したことを証する書類

対象 区域内用途廃止等自動車等が法附 則第五十七条第二項第三号 に掲げる自動車等に該当す る場合

一三一頁

８

で、当該自動車等の 用途を廃止したときにあつては用 途廃止軽自動車検査記録事 項等証明書及び同号

に規定する移動させ た日を証する書類（当該移 動させた日を証する書類を やむを得ない理由により提

出することが できない場合には、当該移動させ た日を確認するため当該自 動車等の主たる定置場所在

の市町村の長 が適当と認める書類）（以 下この号において「持出日 証明書類」という。）、当該自動

車等を同項第 三号イに規定する引取業者 に引き渡したときにあつて は解体軽自動車検査記録事 項等証

明書、 引取証明書及び持出日証明 書類、当該自動車等を解体したと きにあつては解体軽自動車 検査記

録事項 等証明書、当該自動車等を 解体したことを証する書類 及び持出日証明書類

対象区域内軽自動車等のう ち二輪自動車等（法附則第 五十八条第二項に規定する 二輪自動車等をいう

。以下この項において 同じ。）の所有者（法第四 百四十四条第一項に規定する場合 には、同項に規定す

る買主。以下この項に おいて同じ。）が当該対象 区域内軽自動車等の主たる 定置場所在の市町村の長に

提出しなければ ならない政令附則第三十五 条第十項に規定する総務省令で定 める書類は、次に掲げる書

次に 掲げる事項を記載した書類

類とする。
一

一三二頁

イ

ロ

ハ

ニ

ヘ

対象区域内用途 廃止等二輪自動車等の所有者の氏 名又は名称、住所又は本店 若しくは主たる事務

所の所在地及び個 人番号又は法人番号並びに 当該対象区域内用途廃止等 二輪自動車等の車両番号又

は標識番号 、車台番号及び主たる定置場（当 該対象区域内用途廃止等二 輪自動車等が原動機付自転

車又は軽自 動車（二輪のものに限る。 ）であつた場合には、当該 対象区域内用途廃止等二輪自動車
等の車両番 号又は標識番号及び主たる 定置場）

当 該対象区域内用途廃止等二 輪自動車等の法附則第五十八条第 十三項に規定する自動車持 出困難
区域 を指定する旨の公示があつ た日における所在地

当該対象区域内用途廃止等二 輪自動車等が法附則第五十 八条第六項第二号に掲げる 二輪自動車等

に該当する場合には、同 号に規定する自動車等持出 困難区域の指定を解除する旨の公 示があつた日

当該対象区域内用途廃 止等二輪自動車等が法附則 第五十八条第六項第三号に 掲げる二輪自動車等
に該当する場合に は、同号に規定する移動さ せた日

イからホまでに 規定するもののほか、法附 則第五十八条第十三項に規 定する対象区域内二輪自動

車等が対象 区域内用途廃止等二輪自動車等に 該当することとなつたと認 めるに際し、当該対象区域

一三三頁

二

内二輪自動車等の 主たる定置場所在の市町村の長が 必要と認める事項

当該二輪自 動車等が原動機付自転車又 は軽自動車（二輪のものに 限る。）である場合には、次に掲

対象区域内用途廃止等二 輪自動車等について用途を 廃止した日以後再使用及び 譲渡し

対象区域内用途廃止等 二輪自動車等が法附則第五 十八条第六項第三号に掲げ る二輪自動車等に該

体したときにあつては当 該二輪自動車等を解体した ことを証する書類

当する場合で、当該二輪自動車 等の用途を廃止したときに あつては誓約書、当該二輪 自動車等を解

対 象区域内用途廃止等二輪自 動車等が法附則第五十八条 第六項第二号に掲げる二輪 自動車等に該

ない ことを約する書面（以下こ の号において「誓約書」という。 ）

当する場合

対象区域 内用途廃止等二輪自動車等 が法附則第五十八条第六項 第一号に掲げる二輪自動車等に該

げる場合の区 分に応じ次に定める書類
イ

ロ

ハ

当する場合で、当 該二輪自動車等の用途を廃 止したときにあつては誓約書及び 同号に規定する移動

させた日を証する 書類（当該移動させた日を 証する書類をやむを得ない 理由により提出することが

できない場 合には、当該移動させた日を確認 するため当該二輪自動車等 の主たる定置場所在の市町

一三四頁

三
類
イ

ロ

ハ

村の長が適当と認 める書類）（以下このハにおいて 「持出日証明書類」という 。）、当該二輪自動

車等を解体したと きにあつては当該二輪自動 車等を解体したことを証す る書類及び持出日証明書類

当該 二輪自動車等が二輪の小型自動車 である場合には、次に掲げ る場合の区分に応じ次に定 める書

用途廃止二輪自動 車検査記録事項等証明書

対象区域 内用途廃止等二輪自動車等 が法附則第五十八条第六項 第一号に掲げる二輪自動車 等に該
当す る場合

対 象区域内用途廃止等二輪自 動車等が法附則第五十八条 第六項第二号に掲げる二輪 自動車等に該

当する場合で、当該二輪自動車 等の用途を廃止したときに あつては用途廃止二輪自動 車検査記録事

項等証明書、当該二輪自 動車等を解体したときにあ つては解体二輪自動車検査記録事 項等証明書及
び当該二輪自動車等を解 体したことを証する書類

対象区域内用途 廃止等二輪自動車等が法附 則第五十八条第六項第三号に掲げ る二輪自動車等に該

当する場合で、当 該二輪自動車等の用途を廃 止したときにあつては用途 廃止二輪自動車検査記録事

項等証明書 及び同号に規定する移動させた日 を証する書類（当該移動さ せた日を証する書類をやむ

一三五頁

９

を得ない理由によ り提出することができない場合に は、当該移動させた日を確 認するため当該二輪

自動車等の主たる 定置場所在の市町村の長が 適当と認める書類）（以下 このハにおいて「持出日証

明書類」と いう。）、当該二輪自動車等を解 体したときにあつては解体 二輪自動車検査記録事項等

証明書、当 該二輪自動車等を解体した ことを証する書類及び持出 日証明書類

対象区 域内軽自動車等のうち小型 特殊自動車の所有者（法第 四百四十四条第一項に規定 する場合には

、 同項に規定する買主。以下 この項において同じ。）が当該対 象区域内軽自動車等の主た る定置場所在

の 市町村の長に提出しなけれ ばならない政令附則第三十 五条第十項に規定する総務 省令で定める書類は

当該対象 区域内用途廃止等小型特殊自動車 の法附則第五十八条第十三 項に規定する自動車等持出

号及び主たる定置 場

務所の所在地及び 個人番号又は法人番号並び に当該対象区域内用途廃止等小型 特殊自動車の標識番

対象区域内用途廃止等 小型特殊自動車の所有者の 氏名又は名称、住所又は本 店若しくは主たる事

次に掲げる事項を 記載した書類

、次に掲げる書類とする。
一
イ

ロ

一三六頁

二

ハ

困難区域を指定す る旨の公示があつた日における所 在地

当該対象区域内 用途廃止等小型特殊自動車 が法附則第五十八条第八項 第二号に掲げる小型特殊自

動車に該当 する場合には、同号に規定する自 動車等持出困難区域の指定 を解除する旨の公示があつ
た日

当該対象 区域内用途廃止等小型特殊 自動車が法附則第五十八条 第八項第三号に掲げる小型 特殊自

当 該対象区域内用途廃止等小 型特殊自動車の用途を廃止 し、又は解体した日

ニ

ホ

イからホまでに規定するもの のほか、法附則第五十八条 第十三項に規定する対象区 域内小型特殊

動車 に該当する場合には、同号 に規定する移動させた日

ヘ

自動車が対象区域内用途 廃止等小型特殊自動車に該 当することとなつたと認めるに際 し、当該対象

区域内小型特殊自動車の 主たる定置場所在の市町村 の長が必要と認める事項

対象区域内 用途廃止等小型特殊自動車 が法附則第五十八条第八項第一号 に掲げる小型特殊自動車に

該当する場合には、 対象区域内用途廃止等小型 特殊自動車について用途を 廃止した日以後再使用及び
譲渡しないこ とを約する書面（以下この項にお いて「誓約書」という。）

一三七頁

三

四

対象区域内 用途廃止等小型特殊自動車が法附 則第五十八条第八項第二号 に掲げる小型特殊自動車に

該当する場合で、当 該小型特殊自動車の用途を 廃止したときにあつては誓 約書、当該小型特殊自動車

を解体したと きにあつては当該小型特殊自動車 を解体したことを証する書 類

対象 区域内用途廃止等小型特殊 自動車が法附則第五十八条 第八項第三号に掲げる小型特殊自 動車に

該当する場合 で、当該小型特殊自動車の 用途を廃止したときにあつ ては誓約書及び同号に規定 する移

動させ た日を証する書類（当該移 動させた日を証する書類をやむを 得ない理由により提出する ことが

できな い場合には、当該移動させ た日を確認するため当該小 型特殊自動車の主たる定置 場所在の市町

村の長が適当と認める書類）（以 下この号において「持出日 証明書類」という。）、当 該小型特殊自

」を「

金
附
寄
の
１

ち
う
の
１

）」を加 え、「

」に改める。

金
附
寄
る
な
と
象
対
の
除
控
例
特

挿入
」の次に 「（

、

動車を解体したときにあつ ては当該小型特殊自動車を 解体したことを証する書類及び持 出日証明書類
第三号様式別表裏面中 「

（別添①）

第五号の四様式 を次のように改める。
第五号の四様式

第五号の 五の二様式中「

十
赤
本
日
は
又

一三八頁

金
附
寄
る
す
対
に
区
別
特

象
対
除
控
例
特

」を「

金
附
寄
る
す
対
に
部
支
の
社
字
外
以
象
対
除
控
例
特
）」に改める。

（

314

、

）

し
若
村
町
市

金
附
寄
る
す
対
に
区
別
特
は
く
挿入

挿入

挿入
」を「

37

県
府
道
都
は
又
金
附
寄
る
す
対
に
部
支
の
社
字
十
赤
本
日
は
く
し
若

（

（別添②）

第十六号 の四十二様式の次に次の一様式を 加える。
第十六号 の四十三様式

（別添 ③）

第三十三 号の四様式を次のように改 める。
第 三十三号の四様式

（ 別添④）

第 三十三号の四様式の次に次 の一様式を加える。
第三十三号の四の二様式

第五十五号の七様式備 考中「

金
附
寄
る
す
対
に
体
団
方
地

第
法
税
方
地

２
の
条

第

７
の
条

項
２
第

金
附
寄
象
対
除
控
例
特
る
す
定
規
に

」に改める。

地方税法施 行規則等の一部を改正する 等の省令（平成二十八年総 務省令第三十九号）の一部 を次の

（地方税法施行規 則等の一部を改正する等の 省令の一部改正）
第二条

ように改正 する。

一三九頁

第一条のうち、 地方税法施行規則第八条の六十の 次に十五条を加える改正規 定（同令第九条に係る部分

に限る。）中「第 七十八条第一項」を「第百 四十五条第一項」に、「第 二十一条第一号」を「第十八条第

一号」に、 「第二十一条第八号」を「第十八 条第八号」に改め、同改正 規定（同令第九条の十三第 一項に

係る部分に 限る。）中「とは、」の下 に「前年度末までに」を加 え、「最近の国勢調査」を「国勢 調査の

うち最近の もの」に改め、同改正規定 （同令第九条の十三第二項 に係る部分に限る。）中「 により」の下

に「 前年度末までに」を加え、 「最近の国勢調査」を「国勢調査 のうち最近のもの」に改め 、同令第十五

条の 七の次に七条を加える改正 規定（同令第十五条の八に 係る部分に限る。）中「第 七十八条第一項」を

「第百四十五条第一項」に、「 第二十一条第一号」を「第 十八条第一号」に、「第二 十一条第八号」を「

第十八条第八号」に改め 、同令第十六条の見出し及 び同条の改正規定の次に次のよう に加える。

第二十四条の三十九第一項 第七号の二中「第百二十二 条第一項」を「第百六十条 第一項」に改め、同

項第七号の三中 「第百二十二条第二項」を 「第百六十条第二項」に改め、同 項第七号の四中「第百五十
二条第一項」を 「第百七十七条の十三第一 項」に改める。

第一条中 地方税法施行規則附則第四条の八 の次に二条を加える改正規 定（同令附則第四条の九の 二に係

一四〇頁

る部分に限る。） を次のように改める。

福島県南相馬市、双葉郡 楢葉町、富岡町、川内村、 大熊町、双葉町、浪江町及 び葛尾

（福島県南相馬市等 に係る人口の定義の特例）
第四条の 九の二

村並びに相馬 郡飯舘村に対する平成三十 一年度及び平成三十二年度 における第九条の十三第一項及び

第二項の規定 （第九条の十一第三項及び 第六項の規定の人口に係る 部分に限る。）の適用につ いては

、次の 表の上欄に掲げる第九条の 十三の規定中同表の中欄に掲げる 字句は、それぞれ同表の下 欄に掲

前年度末までに官報で 公示された国勢調

市町村 の人口に、平成二十七年九月三十 日

平成二 十二年の国勢調査の結果に よる当該

げる字 句とする。この場合におい て、同条第一項後段及び第 三項の規定は、適用しない 。
第一項

査のうち最近のものの 結果による人口

において住民基本台帳法（ 昭和四十二年法

律第八十一号）に基 づき住民基本台帳に記

載されている者の数 を平成二十二年九月三

十日において 同法に基づき住民基本台帳に

一四一頁

第二項

記載されている者の 数で除して得た率（次

項において「特例率 」という。）を乗じて

得た人口（次 項において「特例人口」とい

に より前年度末までに

昼 間人口（従業地、通学地に よる人口が

平成二十二年 の国勢調査

により

特例昼間人口 （

う。）

国 勢調査のうち最近のもの

従業地、通学 地による人口に特例率を乗 じ

特例昼間人口から特例人口

特例人 口

て得た人口をいう。以下こ の項

当該人口をいう。以下この項 及び次項

常住人口（当該国勢調 査の結果による官
報で公示された 人口をいう。以下この項
及び次項におい て同じ。）
昼間人口 から常住人口

一四二頁

同 項の人口

特例人口

第一条中 地方税法施行規則附則第四 条の八の次に二条を加える改正規 定の次に次のように加える 。

附則第五条の見出し 中「附則第十二条の三第一 項」を「附則第十二条の三 」に、「可燃性天然ガス」

を「メタノール 」に改め、同条第一項を削り、同 条第二項中「附則第十二条 の三第一項」を「附則第十

二条の三」に改め、「 係る」の下に「第九条の二 第一項に規定する」を加え、同項 を同条第一項とし、

同 条第三項中「附則第十二条 の三第一項」を「附則第十 二条の三」に改め、同項を 同条第二項とし、同
条 第四項及び第五項を削る。

第一条中 地方税法施行規則附則第五 条の二の二を削る改正規定 の次に次のように加える。

附則第八条の三の三 の見出し中「附則第三十条 第一項」を「附則第三十条 」に、「可燃性天然ガス」

を「メタノール 」に改め、同条第一項を削 り、同条第二項中「附則第三十条 第一項」を「附則第三十条

」に、「自動車検査証 」を「第十五条の九第一項 に規定する自動車検査証（ 第四項において「自動車検

査証」という。）」に改め、 同項を同条第一項とし、同 条第三項中「附則第三十条 第一項」を「附則第

三 十条」に改め、同項を同条 第二項とし、同条第四項中 「附則第三十条第一項」を「附則 第三十条」に

一四三頁

改め、同項を同 条第三項とし、同条第五項中「附 則第三十条第一項」を「附 則第三十条」に改め、同項
を同条第四項と する。
附則第八条の 三の四を削る。
附則第五 条を次のように改める。
（地方自 治法施行規則の一部改正）

地方自治法施行規則（ 昭和二十二年内務省令第二十九号 ）の一部を次のように改正 する。

別記歳 入歳出予算の款項の区分及 び目の区分の歳入の表都道 府県の項の欄及び目の欄中

第五 条

「

８

７
税
取
引
油
軽

税
得
取
車
動
自
を

１

１

税
取
引
油
軽

税
得
取
車
動
自

一四四頁

９

税
車
動
自
１

税
車
動
自

「

「
10

８

７
税
車
動
自

税
取
引
油
軽
」を「

税
区
鉱

２

１

割
別
種

割
能
性
境
環

税
取
引
油
軽
11

１
」に改め、「

税
区
鉱

９

」

」

に改め、同表都道府 県の項の欄中

15

割
能
性
境
環

」に改め、同表市

」の項まで

税
る
よ
に
法
旧

」を「

」の項から「

税
産
資
定
固

を一号ずつ繰り 上げ、同表市町村の目の欄 中「

１

税
車
動
自
軽

町村の欄中
「

を

一四五頁

７

金
付
交
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得
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動
自
１

金
付
交
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取
車
動
自
１

１

金
付
交
税
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取
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自

金
付
交
割
能
性
境
環

金
付
交

２

１

２

１

税
得
取
車
動
自
る
よ
に
法
旧

金
付
交
税
得
取
車
動
自

金
付
交

金
付
交
税
得
取
車
動
自

金
付
交
割
能
性
境
環
１

１

金
付
交
割
能
性
境
環

改め、同表の備考２中

７

「

金
付
交
税
得
取
車
動
自
７

「

税
得
取
車
動
自
る
よ
に
法
旧

」

に

」

を

一四六頁

」

金
付
交
割
能
性
境
環
１

を

に

」

２

１

税
得
取
車
動
自
る
よ
に
法
旧

金
付
交
税
得
取
車
動
自

」

一四七頁

金
付
交

金
付
交
税
得
取
車
動
自

金
付
交
割
能
性
境
環
１

１

金
付
交
税
得
取
車
動
自

金
付
交
割
能
性
境
環
７

金
付
交
割
能
性
境
環

９

「

、

９

「

「

に

」
金
付
交
割
能
性
境
環
１

金
付
交
割
能
性
境
環
１

２

１

税
得
取
車
動
自
る
よ
に
法
旧

金
付
交
税
得
取
車
動
自

金
付
交
割
能
性
境
環

金
付
交

１

金
付
交
税
得
取
車
動
自

金
付
交
割
能
性
境
環

９

９

「

改 める。

を

「

別記歳 入歳出予算の款項の区分及 び目の区分の歳出の表都道 府県の項の欄及び目の欄中

」

」

に改める。

一四八頁

別記歳入予算に係る 節の区分の表款の区分の欄中「

」を「

金
付
交
税
得
取
車
動
自

」に

金
付
交
割
能
性
境
環

改める。

地方 揮発油譲与税法施行規則（ 昭和三十一年総理府令第七 号）の一部を次のように改正する 。

（地方揮発 油譲与税法施行規則の一部改正）
第三条
第六条の 次に次の一条を加える。

法第二条第七項の 自家用の乗用車の台数の算 定は、毎年度、前年の四月 一日現在において行

（ 自家用の乗用車の台数の算 定）
第六 条の二

則

うものとする。
附

この省令は 、平成三十一年十月一日か ら施行する。ただし、次の各号に 掲げる規定は、当該各号に

（施行期日）
第一条

第二条 の規定

公布の日

定める日から施行 する。
一

一四九頁

二

三

第一条中地方 税法施行規則第二条に四項を加え る改正規定、同令第二条の 二第二項及び第四項並びに

第二条の三の二 から第二条の三の七までの 改正規定並びに同令第三号 様式別表裏面、第五号の四様式、

第五号の 五の二様式及び第五十五号の七様 式備考の改正規定並びに次 条の規定並びに附則第八条 の規定

（総務省 関係法令に係る行政手続等 における情報通信の技術の 利用に関する法律施行規則（平成 十五年

総務省令 第四十八号）別表地方税法 （昭和二十五 年法律第二百二十六号）の 項の改正規定（「第四十五

条 の 二 第 五 項 」 の 下 に 「及 び 第 六 項 」 を 加 え 、 「第 六 項 ま で 」 を 「第 七 項 ま で」 に 、 「 第 三 百 十 七 条 の

二 第五項及び第六項」を「第 三百十七条の二第五項から 第七項まで」に改める部分 に限る。）及び同表

地方税法施行規則の項の改正 規定（「第三条の三の二第 一項及び第二項」の下に「 、第三条の三の三第

二項及び第四項」を、 「第五条第三項」の下に「 、第五条の二の二第一項及び第三 項」を、「第十条の

平成三十二 年一月一日

二第三項」の下に「、 第十条の二の八第二項及び 第四項（これらの規定を第 一条において準用する場合
を含む。）」を 加える部分に限る。 ）に限る。）

第一条中地方 税法施行規則第一条の二の 改正規定、同令第一条の九 の五を同令第一条の九の七 とし、

同令第一 条の九の四を同令第一条の九の六 とし、同令第一条の九の三 の次に二条を加える改正規 定、同

一五〇頁

令第三条の三の 二の次に一条を加える改正規定、 同令第三条の四第二項第二 号、第三条の四の二第一項

第四号及び第三 条の四の三第二項第二号の 改正規定、同令第四条の六 の次に一条を加える改正規定、同

令第四条 の七の次に一条を加える改正規定 、同令第五条の二第二項第 二号の改正規定、同条を同 令第五

条の二の 三とし、同令第五条の次に 二条を加える改正規定、同 令第五条の四第二項第二号の改正 規定、

同令第十 条の二の十一を削り、同令 第十条の二の十を同令第十 条の二の十一とする改正規 定、同令第十

条 の二の九第二項第二号の改 正規定、同条を同令第十条の二の 十とする改正規定、同令第 十条の二の八

第 二項第二号の改正規定、同 条を同令第十条の二の九と する改正規定並びに同令第 十条の二の七の次に

一条を加える改正規定並びに 同令附則第三条の二を削り 、同令附則第三条の二の二 を同令附則第三条の

二とし、同条の次に一 条を加える改正規定及び同 令附則第三条の二の七第二項第三 号ロの改正規定並び

に附則第五条の規定及 び附則第八条の規定（総務 省関係法令に係る行政手続 等における情報通信の技術

の利用に関する 法律施行規則別表地方税法 （昭和二十五年法律第二百二十六 号）の項の改正規定（ 「第

四十項及び第四 十一項」を「 第四十項、第四十一 項、第五十項、第五十一項 及び第五十七項」に改め、

「 第 七 十 二 条 の 三 十 一」 の 下 に 「 、 第 七 十 二 条 の 三 十 二 の 二 第 一 項 、 第 二 項 及 び 第 八 項」 を 加 え 、 「 及

一五一頁

び 第三十七項（」を「、第三十七項、第四 十六項、第四十七項及び第五十三 項（」に改め、「 第三十七

項については第 七百三十四条第三項におい て」の下に「 、第三百二十一条の 八第四十六項、第四十七項

平成三十二年

平成三十四年一月 一日

及び第五 十三項については第一条第二項に おいて」を加える部 分に限る。）に限る。）

第一条 中地方税法施行規則第十条 の二の三第二項第二号の改 正規定

四月一日
四
第三条の規定

平成四十六 年四月一日

五

第一条中地方税法施行規則 附則第 六条第七十七項の改正規定

号 ）附則第一条第二号に掲げ る規定の施行の日

農地 中間管理事業の推進に関す る法律

六

等の一部を改正する法律（平 成三十一年法律第

前条第二号に掲げ る規定による改正後の地方 税法施行規則第五十五号の 七様式の適用については、

（道府県民税及び市町村 民税に関する経過措置）
第二条

31

」

額
の
金
附
寄
象
対
除
控
例
特

金
附
寄
る
げ
掲
に
号
１
第
条
同
び
及
額
の
金
附
寄
象
対
除
控
例
特

た
し
出
支
に
前
日
１
月
６
年

額
の

」とする。

（

平成三十二年度分 の個人の道府県民税及び市 町村民税に限り、同様式備考中「
とあるのは、「
）
。

一五二頁

る
限
に
の
も

成
平

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。附則第七条において「平成二

（事業税に関する 経過措置）
第三条

十八年地方 税法等改正法」という。）附則第 六条第五項に規定する市町 村民税の法人税割額及び都 民税の

法人税割額 は、毎年度、地方自治法（ 昭和二十二年法律第六十七 号）第二百三十三条第一項の規定 により

調製された 市町村の決算に係る市町村 民税の法人税割額のうち標 準税率をもって算定された 額で当該年度

前三 年度内（交付時期が八月で ある場合には、当該年度の前年度 前三年度内。以下この条に おいて同じ。

）の 各年度に係るものを合算し たものの三分の一の数値を 乗じて得た額及び同項の規 定により調製された

都の決算に係る都民税の法人税 割額（地方税法第五条第二 項第一号に掲げる税のうち 同法第七百三十四条

第二項（第二号に係る部 分に限る。）の規定により 都が課する都民税の法人税割額を いう。）のうち標準

税率をもって算定された 額で当該年度前三年度内の 各年度に係るものを合算し たものの三分の一の数値を
乗じて得た額とす る。

第一 条の規定による改正後の地方税法 施行規則（以下この条にお いて「新規則」という。） 第七条

（地方消費税に関 する経過措置）
第四条

一五三頁

の二の八及び附則 第三条の二の三の規定は、平成三 十一年九月から十一月まで の期間を徴収取扱費算定期

間（地方税法施行 令の一部を改正する政令（ 平成二十六年法律第三百十 六号）による改正後の地方税法施

行令（昭和 二十五年政令第二百四十五号）第 三十五条の十七第一項及び 附則第六条の十一第一項に 規定す

る徴収取扱 費算定期間をいう。以下こ の条において同じ。）とす る徴収取扱費（社会保障の安定財 源の確

保等を図る 税制の抜本的な改革を行う ための地方税法及び地方交 付税法の一部を改正する法 律（平成二十

四年 法律第六十九号。以下この 条において「地方税法等改正法」 という。）第二条の規定に よる改正後の

地方 税法（昭和二十五年法律第 二百二十六号）第七十二条 の百十三第一項及び附則第 九条の十四第一項に

規定する徴収取扱費をいう。以 下この条において同じ。） の支払から適用する。この 場合において、地方

税法等改正法附則第二条 の規定によりなお従前の例 によることとされた地方消費税又 は地方税法等改正法

附則第八条の規定により なお従前の例によることと された地方消費税の納付額 の払込みがあるときは、新

規則第七条の二の 八及び附則第三条の二の三 の規定の適用については、新規則 第七条の二の八第一項中「

政令」とあるのは 「地方税法施行令の一部を 改正する政令（平成二十六 年政令第三百十六号。附則 第三条

の二の三第 一項において「改正令」という。 ）附則第四条第一項後段の 規定により読み替えて適用 される

一五四頁

２

３

政令」と、新規則 附則第三条の二の三第一項中「政 令」とあるのは「改正令附 則第四条第一項後段の規定
により読み替えて 適用される政令」とする。

平成三十 一年九月から十一月までの期間を 徴収取扱費算定期間とする 徴収取扱費の支払について の新規

則第七条の 二の八及び附則第三条の二 の三の規定の適用について は、新規則第七条の二の八第一項 中「政

令」とある のは「地方税法施行令の一 部を改正する政令（平成二 十六年政令第三百十六号。 附則第三条の

二の 三第一項において「改正令 」という。）附則第四条第二項の 規定により読み替えて適用 される政令」

と、 新規則附則第三条の二の三 第一項中「政令」とあるの は「改正令附則第四条第二 項の規定により読み
替えて適用される政令」とする 。

地方税法等改正法附則 第二条の規定によりなお従 前の例によることとされた地方消 費税又は地方税法等

改正法附則第八条の規定 によりなお従前の例による こととされた地方消費税の 納付額の払込みがある場合

における平成三十 一年九月から十一月までの 期間を徴収取扱費算定期間とする 徴収取扱費の支払について

の第一項後段の規 定により読み替えて適用さ れる新規則第七条の二の八 及び附則第三条の二の三の 規定の

適用につい ては、これらの規定中「附則第四 条第一項後段」とあるのは 、「附則第四条第三項」と する。

一五五頁

４

５

平成三十一年十 二月から平成三十二年二月までの 期間を徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の支払に

ついての新規則第 七条の二の八及び附則第三 条の二の三の規定の適用に ついては、新規則第七条の二の八

第一項中「 政令」とあるのは「地方税法施行 令の一部を改正する政令（ 平成二十六年政令第三百十 六号。

附則第三条 の二の三第一項において「 改正令」という。）附則第 四条第四項の規定により読み替え て適用

される政令 」と、新規則附則第三条の 二の三第一項中「政令」と あるのは「改正令附則第四 条第四項の規
定に より読み替えて適用される 政令」とする。

地 方税法等改正法附則第二条 の規定によりなお従前の例 によることとされた地方消 費税又は地方税法等

改正法附則第八条の規定により なお従前の例によることと された地方消費税の納付額 の払込みがある場合

における平成三十一年十 二月から平成三十二年二月 までの期間を徴収取扱費算定期間 とする徴収取扱費の

支払についての第一項後 段の規定により読み替えて 適用される新規則第七条の 二の八及び附則第三条の二

の三の規定の適用 については、これらの規定 中「附則第四条第一項後段」とあ るのは、「附則第四条第四

平成 三十二年四月一日前に設立された 法人である事業者（地方税 法第七十二条の七十七第一 号に規

項」とする。
第五条

一五六頁

定する事業者をい う。以下この条において同じ。） で同日以後最初に開始する 課税期間（同法第七十二条

の七十八第三項に 規定する課税期間をいう。 ）において所得税法等の一 部を改正する法律（平成三十年法

律第七号） 第五条の規定による改正後の消費 税法（昭和六十三年法律第 百八号）第四十六条の二第 二項に

規定する特 定法人に該当する事業者（ 地方税法第七十二条の八十 七各項並びに第七十二条の八十八 第一項

及び第二項 の事業者に限る。）は、当 該課税期間開始の日以後一 月以内に第一条の規定によ る改正後の地

方税 法施行規則附則第三条の二 の二第一項の規定によりその例に よるものとされる国税関係 法令に係る行

政手 続等における情報通信の技 術の利用に関する省令（平 成十五年財務省令第七十一 号）第四条第一項の
届出を行わなければならない。

地方自治法施行規 則（昭和二十二年内務省令 第二十九号）の一部を次の ように改正する。

（地方自治法施行規則の 一部改正）
第六条

地方税法施行規則（昭和二 十九年総理府令第二十三号 ）第七条の二の規定は、法 第二百

第二十二条の五 の次に次の一条を加える。
第二十二条の六

八十二条 第二項に規定する事業所統計の最 近に公表された結果による 各市町村（特別区を含む。 ）の従

一五七頁

業者数について 準用する。

平成 二十八年地方税法等改正法附則第 三十六条第四項に規定する 市町村民税の法人税割額及 び都民

（地方自治法施行 規則の一部改正に伴う経過 措置）
第七条

税の法人税 割額は、毎年度、地方自治 法第二百三十三条第一項の 規定により調製された市町村の決 算に係

る市町村民 税の法人税割額のうち標準 税率をもって算定された額 で当該年度の前年度前三年 度内の各年度

に係 るものを合算したものの三 分の一の数値を乗じて得た額及び 同項の規定により調製され た都の決算に

係る 都民税の法人税割額（地方 税法第五条第二項第一号に 掲げる税のうち同法第七百 三十四条第二項（第

二号に係る部分に限る。）の規 定により都が課する都民税 の法人税割額をいう。）の うち標準税率をもっ

て算定された額で当該年 度前三年度内の各年度に係 るものを合算したものの三分の一 の数値を乗じて得た
額とする。

総務省関係 法令に係る行政手続等にお ける情報通信の技術の利用 に関する法律施行規則の一 部を次

（総務省関係法令 に係る行政手続等における 情報通信の技術の利用に関する法 律施行規則の一部改正）
第八条

のように改 正する。

一五八頁

別 表 地 方 税 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 二 十 六 号 ） の 項 中 「 第 四 十 五 条 の 二 第 五 項」 の 下 に 「 及 び 第 六

項」を加え、「 第四十項及び第 四十一項」を「第四十項、第四十 一項、第五十項、第五十一 項及び第五十

七項 」に改め、「第七十二条の 三十一」の下に「、第七十 二条の三十二の二第一項、第二項 及び第八項」

を加え、「 第百五十一条 第二項、第百五十二条第一 項、第百五十五条第四項、 第百六十五条第一項」を「

第百五十一 条第四項、第百六十条第一 項及び第二項、第百六十一 条第一項及び第二項、第百 七十三条第一

項 、 第 百 七 十 七 条 の 十 一 第 二 項 、 第 百 七 十 七 条 の 十 三 第 一 項 、 第 百 七 十 七 条 の 十 九 」 に 、 「 第 六 項 ま で」

を 「 第 七 項 ま で」 に 、 「 第 三 百 十 七 条 の 二 第 五 項 及 び 第 六 項 」 を 「 第 三 百 十 七 条 の 二 第 五 項 か ら 第 七 項 ま

で」に、「及び 第三十七項（」を「、 第三十七項、第四十六項、第四十 七項及び第五十三項（ 」に改め、

「第三十七項については 第七百三十四条第三項にお いて」の下に「 、第三百二十一条の八第 四十六項、第

四十七項及び第五十三項 については第一条第二項に おいて 」を加え、「第四百四十六条第二項、第 四百四

十七条第一項、第 四百五十条第三項、第四百 五十七条第一項」を「第四百四十 八条第三項、第四百五十四

条第一項及び第二 項、第四百五十五条第一項 及び第二項、第四百六十三 条の五第一項、第四百六十 三条の

十八第二項 、第四百六十三条の十九第一項、 第四百六十三条の二十五第 一項」に改め、同表地方税 法施行

一五九頁

令の項中「 、第四十二条の四の 二第一項」を削り、「第五十二条の十八 第一項」を「第五十二条の二十一

第一項 」に、「第三十四条第九 項」を「第三十五条第九項 」に改め、同表地方税法施 行規則の項中「第三

条の三の二 第一項及び第二項」の下に「、第 三条の三の三第二項及び第 四項」を、「第五条第三項 」の下

に「、第五 条の二の二第一項及び第三 項」を、「第八条の五十一 第一項」の下に「、第九条の五」 を、「

第十条の二 第三項」の下に「、第十条 の二の八第二項及び第四項 （これらの規定を第一条に おいて準用す

る場 合を含む。）」を、「）、 第十五条」の下に「、第十五条の 二（第一条において準用す る場合を含む
。） 」を加える。

一六〇頁

