
事 務 連 絡 

令 和 元 年 11月 14日 

 

 

 各都道府県税務担当課 

 各都道府県市町村担当課 

 

 

総務省自治税務局企画課 

 

 

第198回国会において成立した他の法律による地方税法の一部改正

等について 

 

 

 第198回国会において成立した他の法律による地方税法の一部改正等が別表

１のとおり行われたほか、地方税関係法令及び国税関係法令について、別表２

のとおり改正されましたのでお知らせします。 

 本事務連絡は、平成30年10月１日から令和元年９月30日までの間に公布され

た法令を対象としています。 

 なお、貴都道府県内の市（区）町村に対しても御連絡願います。 

 

御中 



【別表 １】

１．地方税法の一部改正を伴う法律
法令名 公布年月日 法令番号 施行期日 地方税関係税目等

1
森林環境税及び森林環境
譲与税に関する法律

平31.3.29 法律第３号
原則として、平31.4.1
（地方税法の改正は令
6.1.1）

総則
道府県民税
市町村民税
固定資産税

2
大学等における修学の支
援に関する法律

令1.5.17 法律第８号

原則として、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
の消費税法の一部を改正す
る等の法律（平成二十四年
法律第六十八号）附則第一
条第二号に掲げる規定の施
行の日の属する年の翌年の
四月一日までの間において
政令で定める日（※）
（地方税法の改正も同日）

固定資産税

3
道路運送車両法の一部を
改正する法律

令1.5.24 法律第14号

原則として、公布の日から
起算して一年を超えない範
囲内において政令で定める
日（※）
（地方税法の改正も同日）

自動車税
軽自動車税

4

情報通信技術の活用によ
る行政手続等に係る関係
者の利便性の向上並びに
行政運営の簡素化及び効
率化を図るための行政手
続等における情報通信の
技術の利用に関する法律
等の一部を改正する法律

令1.5.31 法律第16号

原則として、公布の日から
起算して九月を超えない範
囲内において政令で定める
日（※）
（地方税法の改正も一部を
除き同日）

固定資産税
事業税
地方税関係手続用
電子情報処理組織
による地方税関係
申告等の特例等
地方税共同機構

5

中小企業の事業活動の継
続に資するための中小企
業等経営強化法等の一部
を改正する法律

令1.6.5 法律第21号
原則として、令1.7.16
（地方税法の改正も同日）

不動産取得税

6

成年被後見人等の権利の
制限に係る措置の適正化
等を図るための関係法律
の整備に関する法律

令1.6.14 法律第37号

原則として、公布の日から
起算して三月を経過した日
（地方税法の改正は公布の
日から起算して六月を経過
した日）

固定資産税
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（※印は、令和元年９月30日時点において、施行期日を定める政令が制定されていないことを示している。）



２．地方税法施行令の一部改正を伴う政令
法令名 公布年月日 法令番号 施行期日 地方税関係税目等

1

 卸売市場法及び食品流
通構造改善促進法の一部
を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備及び
経過措置に関する政令

平30.10.17 政令第293号
原則として、平30.10.22
（地方税法施行令の改正も
同日)

固定資産税
特別土地保有税
事業所税
不動産取得税

2

独立行政法人郵便貯金・
簡易生命保険管理機構法
の一部を改正する法律の
一部の施行に伴う関係政
令の整理に関する政令

平31.3.20 政令第40号 平31.4.1
道府県民税
不動産取得税

3

建築基準法の一部を改正
する法律の施行に伴う関
係政令の整備等に関する
政令

令1.6.19 政令第30号
原則として、令1.6.25
（地方税法施行令の改正も
同日）

事業所税

4

不正競争防止法等の一部
を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整理に関
する政令

令1.6.28 政令第44号 令1.7.1 軽油引取税

5

大学等における修学の支
援に関する法律の施行に
伴う関係政令の整備及び
経過措置に関する政令

令1.6.28 政令第50号
大学等における修学の支援
に関する法律の施行の日

固定資産税

6

中小企業の事業活動の継
続に資するための中小企
業等経営強化法等の一部
を改正する法律の施行に
伴う関係政令の整備等に
関する政令

令1.7.12 政令第58号 令1.7.16 不動産取得税

7
農地中間管理事業の推進
に関する法律施行令等の
一部を改正する政令

令1.9.11 政令第102号
原則として、令1.11.1
（地方税法施行令の改正も
同日）

固定資産税

３．地方税法施行規則の一部改正を伴う省令
法令名 公布年月日 法令番号 施行期日 地方税関係税目等

1

不正競争防止法等の一部
を改正する法律の施行に
伴う総務省関係省令の整
理に関する省令

令1.6.28 総務省令第19号 令1.7.1

事業所税
電子計算機を使用
して作成する地方
税関係帳簿の保存
方法等の特例
様式等



【別表 ２】

４．国税関係（法律）
法令名 公布年月日 法令番号 施行期日

1 所得税法等の一部を改正する法律 平31.3.29 法律第６号 原則として、平31.4.1

５．国税関係（政令）
法令名 公布年月日 法令番号 施行期日

1
所得税法施行令の一部を改正する
政令

平31.3.29 政令第95号 原則として、平31.4.1

2
法人税法施行令等の一部を改正す
る政令

平31.3.29 政令第96号 原則として、平31.4.1

3
地方法人税法施行令の一部を改正
する政令

平31.3.29 政令第97号 平31.4.1

4
相続税法施行令の一部を改正する
政令

平31.3.29 政令第98号 原則として、平31.4.1

5
消費税法施行令の一部を改正する
政令

平31.3.29 政令第99号 原則として、平31.4.1

6
地方揮発油税法施行令等の一部を
改正する政令

平31.3.29 政令第100号 原則として、令16.4.1

7
国税通則法施行令の一部を改正す
る政令

平31.3.29 政令第101号 原則として、令2.4.1

8
租税特別措置法施行令等の一部を
改正する政令

平31.3.29 政令第102号 原則として、平31.4.1

9

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
関する法律施行令の一部を改正す
る政令

平31.3.29 政令第103号 原則として、平31.4.1

10

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
等に関する法律施行令等の一部を
改正する政令

平31.3.29 政令第104号 平31.4.1
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11
租税特別措置の適用状況の透明化
等に関する法律施行令の一部を改
正する政令

平31.3.29 政令第105号 原則として、平31.4.1

12
東日本大震災の被災者等に係る国
税関係法律の臨時特例に関する法
律施行令の一部を改正する政令

平31.3.29 政令第106号 原則として、平31.4.1

13
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の
適用の特別措置等に関する政令の
一部を改正する政令

平31.3.29 政令第107号 原則として、平31.4.1

14

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
る法律及び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
用等に関する法律の施行に伴う関
係法律の整備等に関する法律の施
行に伴う財務省関係政令の整備に
関する政令等の一部を改正する政
令

平31.3.29 政令第108号 原則として、平31.4.1



６．国税関係（省令）
法令名 公布年月日 法令番号 施行期日

1
租税特別措置法施行規則の一部を
改正する省令

平30.10.17 財務省令第65号 平30.10.22

2
租税特別措置法施行規則の一部を
改正する省令

平30.11.30 財務省令第68号 平30.12.1

3

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
等に関する法律の施行に関する省
令の一部を改正する省令

平30.11.30
総務省令
財務省令
第６号

平30.11.30

4

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
等に関する法律の施行に関する省
令の一部を改正する省令

平30.12.28
総務省令
財務省令
第７号

平30.12.28

5

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
関する法律施行規則の一部を改正
する省令

平31.3.29
総務省令
財務省令
第５号

原則として、平31.4.1

6

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
等に関する法律の施行に関する省
令の一部を改正する省令

平31.3.29
総務省令
財務省令
第６号

平31.4.1

7
所得税法施行規則等の一部を改正
する省令

平31.3.29 財務省令第６号 原則として、平31.4.1

8
法人税法施行規則の一部を改正す
る省令

平31.3.29 財務省令第７号 原則として、平31.4.1

9
相続税法施行規則等の一部を改正
する省令

平31.3.29 財務省令第８号 原則として、平31.4.1

10
登録免許税法施行規則の一部を改
正する省令

平31.3.29 財務省令第９号 平31.4.1

11
消費税法施行規則の一部を改正す
る省令

平31.3.29 財務省令第10号 原則として、平31.4.1

12
自動車重量税法施行規則の一部を
改正する省令

平31.3.29 財務省令第11号 令1.7.1

13
国税通則法施行規則の一部を改正
する省令

平31.3.29 財務省令第12号 原則として、令2.4.1

14
国税徴収法施行規則の一部を改正
する省令

平31.3.29 財務省令第13号 令1.7.1



15
租税特別措置法施行規則等の一部
を改正する省令

平31.3.29 財務省令第14号 原則として、平31.4.1

16
税理士法施行規則の一部を改正す
る省令

平31.3.29 財務省令第15号 原則として、平31.4.1

17

内国税の適正な課税の確保を図る
ための国外送金等に係る調書の提
出等に関する法律施行規則等の一
部を改正する省令

平31.3.29 財務省令第16号 原則として、平31.4.1

18

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
等に関する法律に基づく租税条約
に基づく認定に関する省令の一部
を改正する省令

平31.3.29 財務省令第17号 平31.4.1

19
租税特別措置の適用状況の透明化
等に関する法律施行規則の一部を
改正する省令

平31.3.29 財務省令第18号 原則として、平31.4.1

20
東日本大震災の被災者等に係る国
税関係法律の臨時特例に関する法
律施行規則の一部を改正する省令

平31.3.29 財務省令第19号 平31.4.1

21
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の
適用の特別措置等に関する省令の
一部を改正する省令

平31.3.29 財務省令第20号 令1.7.1

22

電子計算機を使用して作成する国
税関係帳簿書類の保存方法等の特
例に関する法律施行規則の一部を
改正する省令

平31.3.29 財務省令第21号 原則として、令1.9.30

23
相続税の物納財産収納後の手続等
に関する省令の一部を改正する省
令

平31.3.29 財務省令第22号 令1.7.1

24
国税質問検査章規則の一部を改正
する省令

平31.3.29 財務省令第23号 原則として、平31.4.1

25
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
する省令の一部を改正する省令

平31.3.29 財務省令第24号 原則として、平31.4.1

26
法人税法施行規則の一部を改正す
る省令

平31.4.12 財務省令第31号 原則として、平31.4.12



27
地方法人税法施行規則の一部を改
正する省令

平31.4.12 財務省令第32号 原則として、平31.4.12

28
租税特別措置の適用状況の透明化
等に関する法律施行規則の一部を
改正する省令

平31.4.12 財務省令第33号 原則として、平31.4.12

29
復興特別法人税に関する省令の一
部を改正する省令

平31.4.12 財務省令第34号 平31.4.12

30
租税特別措置法施行規則等の一部
を改正する省令

令1.6.28 財務省令第13号 原則として、令1.7.1

31
租税特別措置法施行規則及び法人
税法施行規則の一部を改正する省
令

令1.7.12 財務省令第17号 令1.7.16

32
所得税法施行規則の一部を改正す
る省令

令1.9.30 財務省令第27号 令1.10.1



【別表 ２】

１．地方税関係（法律）
法令名 公布年月日 法令番号 施行期日

1 地方税法等の一部を改正する法律 平31.3.29 法律第２号 原則として、平31.4.1

２．地方税関係（政令）
法令名 公布年月日 法令番号 施行期日

1
地方税法施行令等の一部を改正す
る政令

平31.3.29 政令第87号 原則として、平31.4.1

2
地方税法施行令の一部を改正する
政令

令1.6.21 政令第32号 原則として、令1.6.26

３．地方税関係（省令）
法令名 公布年月日 法令番号 施行期日

1
地方税法施行規則及び自動車重量
譲与税法施行規則の一部を改正す
る省令

平31.3.29 総務省令第38号 原則として、平31.4.1

2
地方税法施行規則等の一部を改正
する省令

平31.3.29 総務省令第39号 原則として、令1.10.1

3
地方税法施行規則等の一部を改正
する省令

令1.5.7 総務省令第２号 令1.5.7

4
地方税法施行規則の一部を改正す
る省令

令1.7.5 総務省令第23号 原則として、令1.7.5
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