議案第43号
葛飾区 特別区税 条例の一部を 改正する 条例
上記の議案 を提出す る。
令和３年 ６月７日
提出者

葛 飾区長

青

木

克

德

（提案理由）
地方税法の 改正に伴 い、所要の改 正をする 必要があるの で、本案 を提出いたし ます。

葛飾区 特別区税 条例の一部を 改正する 条例
葛飾区特別区 税条例（ 昭和39年葛飾 区条例第 49号）の一部 を次のよ うに改正する 。
第10条第２ 項中「及 び扶養親族」 の次に「 （年齢16歳未 満の者及 び控除対象扶 養親族に
限る。以下こ の項にお いて同じ。） 」を加え る。
第14条第１ 号中「扶 養親族」の次 に「（年 齢16歳未満の 者及び控 除対象扶養親 族に限る 。
）」を加える 。
第20条第１ 項第２号 及び第３号中 「寄附金 （」の次に「 出資に関 する業務に充 てられる
ことが明らか なものを 除き、」を加 え、同項 第４号中「を 除く。」 を「及び出資 に関する
業務に充てら れること が明らかなも のを除き 、」に改め、 同項第５ 号及び第６号 中「寄附
金（」の次に 「出資に 関する業務に 充てられ ることが明ら かなもの を除き、」を 加え、同
項第７号中「 を除く。 」を「及び出 資に関す る業務に充て られるこ とが明らかな ものを除
き、」に改め 、同項第 ８号中「寄附 金（」の 次に「出資に 関する業 務に充てられ ることが
明らかなもの を除き、 」を加え、同 項第10号 中「もの」の 次に「及 び出資に関す る業務に
充てられるこ とが明ら かなもの」を 加える。
第 24条 の ２ 第 ４ 項 中 「 所 得 税 法 第 198条 第 ２ 項 に 規 定 す る 納 税 地 の 所 轄 税 務 署 長 の 承 認
を受けている 」を「令 第48条の９の ７の２に おいて準用す る令第８ 条の２の２に 規定する
要件を満たす 」に改め 、「次条第４ 項」の次 に「及び第36条の９第 ３項」を加え る。
第24条の３ 第１項中 「控除対象扶 養親族を 除く」を「年 齢16歳未 満の者に限る 」に改め 、
同 条 第 ４ 項 中 「 所 得 税 法 第 203条 の ６ 第 ６ 項 に 規 定 す る 納 税 地 の 所 轄 税 務 署 長 の 承 認 を 受
けている」を 「令第48条の９の７の ３におい て準用する令 第８条の ２の２に規定 する要件
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を満たす」に 改める。
第36条の８ 第１項第 １号中「本条 、次条第 ２項及び」を 「この条 、次条第２項 及び第３
項並びに」に 改める。
第36条の９ に次の２ 項を加える。
３

第１項の 退職手当 等の支払を受 ける者は 、退職所得申 告書の提 出の際に経由 すべき退
職手当等の支 払をする 者が令第48条 の18にお いて準用する 令第８条 の２の２に規 定する
要件を満たす 場合には 、施行規則で 定めると ころにより、 当該退職 所得申告書の 提出に
代えて、当該 退職手当 等の支払をす る者に対 し、当該退職 所得申告 書に記載すべ き事項
を電磁的方法 により提 供することが できる。

４

前項の規 定の適用 がある場合に おける第 ２項の規定の 適用につ いては、同項 中「退職
所得申告書が 」とある のは「退職所 得申告書 に記載すべき 事項を」 と、「支払を する者
に受理された とき」と あるのは「支 払をする 者が提供を受 けたとき 」と、「受理 された
時」とあるの は「提供 を受けた時」 とする。
付則第２条 の４第１ 項中「及び扶 養親族」 の次に「（年 齢16歳未 満の者及び控 除対象扶

養親族に限る 。以下こ の項において 同じ。） 」を加える。
付則第３条 中「令和 ４年度」を「 令和９年 度」に改める 。
付則第５条 の２の２ 第２項中「同 条第２項 」の次に「又 は第３項 」を、「同条 第４項」
の次に「又は 第５項」 を加える。
付則第６条 第１項中 「以下この条 」を「次 項から第８項 まで」に 改め、同条第 ２項中「 、
当該軽自動車 が平成31年４月１日か ら令和２ 年３月31日ま での間に 初回車両番号 指定を受
けた場合には 令和２年 度分の軽自動 車税の種 別割に限り」 を削り、 同条第３項中 「この項
及び次項」を 「この条 」に改め、「 、当該ガ ソリン軽自動 車が平成 31年４月１日 から令和
２年３月31日 までの間 に初回車両番 号指定を 受けた場合に は令和２ 年度分の軽自 動車税の
種別割に限り 」を削り 、同条第４項 中「、当 該ガソリン軽 自動車が 平成31年４月 １日から
令和２年３月31日まで の間に初回車 両番号指 定を受けた場 合には令 和２年度分の 軽自動車
税の種別割に 限り」を 削り、同条に 次の３項 を加える。
６

法附則第30条第２ 項第１号及び 第２号に 掲げる三輪以 上の軽自 動車（自家用 の乗用の
ものを除く。 ）に対す る第39条の規 定の適用 については、 当該軽自 動車が令和３ 年４月
１日から令和 ４年３月 31日までの間 に初回車 両番号指定を 受けた場 合には令和４ 年度分

2

の軽自動車税 の種別割 に限り、当該 軽自動車 が令和４年４ 月１日か ら令和５年３ 月31日
までの間に初 回車両番 号指定を受け た場合に は令和５年度 分の軽自 動車税の種別 割に限
り、第２項の 表の左欄 に掲げる同条 の規定中 同表の中欄に 掲げる字 句は、それぞ れ同表
の右欄に掲げ る字句と する。
７

法附則第30条第７ 項の規定の適 用を受け る三輪以上の ガソリン 軽自動車（営 業用の乗
用のものに限 る。）に 対する第39条 の規定の 適用について は、当該 ガソリン軽自 動車が
令和３年４月 １日から 令和４年３月31日まで の間に初回車 両番号指 定を受けた場 合には
令和４年度分 の軽自動 車税の種別割 に限り、 当該ガソリン 軽自動車 が令和４年４ 月１日
から令和５年 ３月31日 までの間に初 回車両番 号指定を受け た場合に は令和５年度 分の軽
自動車税の種 別割に限 り、第３項の 表の左欄 に掲げる同条 の規定中 同表の中欄に 掲げる
字句は、それ ぞれ同表 の右欄に掲げ る字句と する。

８

法附則第30条第８ 項の規定の適 用を受け る三輪以上の ガソリン 軽自動車（前 項の規定
の適用を受け るものを 除き、営業用 の乗用の ものに限る。 ）に対す る第39条の規 定の適
用については 、当該ガ ソリン軽自動 車が令和 ３年４月１日 から令和 ４年３月31日 までの
間に初回車両 番号指定 を受けた場合 には令和 ４年度分の軽 自動車税 の種別割に限 り、当
該ガソリン軽 自動車が 令和４年４月 １日から 令和５年３月31日まで の間に初回車 両番号
指定を受けた 場合には 令和５年度分 の軽自動 車税の種別割 に限り、 第４項の表の 左欄に
掲げる同条の 規定中同 表の中欄に掲 げる字句 は、それぞれ 同表の右 欄に掲げる字 句とす
る。
付則第６条 の２第１ 項中「第５項 」を「第 ８項」に改め る。
付則第18条 に次の１ 項を加える。

２

所得割の 納税義務 者が前年分の 所得税に つき新型コロ ナウイル ス感染症特例 法第６条
の２第１項の 規定の適 用を受けた場 合におけ る付則第３条 の５の２ 第１項の規定 の適用
については、 同項中「 令和15年度」 とあるの は「令和17年 度」と、 「令和３年」 とある
のは「令和４ 年」とす る。
付

則

（施行期日）
第１条

この 条例は、 公布の日から 施行する 。ただし、次 の各号に 掲げる規定は 、当該各

号に定める日 から施行 する。
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⑴

第20条 第１項の 改正規定及び 付則第３ 条の改正規定 並びに次 条第１項の規 定

令和

４年１月１日
⑵

第10条 第２項、 第14条第１号 及び第24条の３第１項 の改正規 定並びに付則 第２条の
４第１項の改 正規定並 びに次条第４ 項の規定

令和６年１ 月１日

（特別区民税 に関する 経過措置）
第２条

この 条例によ る改正後の葛 飾区特別 区税条例（以 下「新条 例」という。 ）第20条

第１項の規定 は、所得 割の納税義務 者がこの 条例の施行の 日（以下 この条におい て「施
行日」という 。）以後 に支出する同 項に規定 する寄附金又 は金銭に ついて適用し 、所得
割の納税義務 者が施行 日前に支出し たこの条 例による改正 前の葛飾 区特別区税条 例（次
項及び第３項 において 「旧条例」と いう。） 第20条第１項 に規定す る寄附金又は 金銭に
ついては、な お従前の 例による。
２

新条例第24条の２ 第４項の規定 は、施行 日以後に行う 同項に規 定する電磁的 方法によ
る同項に規定 する申告 書に記載すべ き事項の 提供について 適用し、 施行日前に行 った旧
条例第24条の ２第４項 に規定する電 磁的方法 による同項に 規定する 申告書に記載 すべき
事項の提供に ついては 、なお従前の 例による 。

３

新条例第24条の３ 第４項の規定 は、施行 日以後に行う 新条例第 24条の２第４ 項に規定
する電磁的方 法による 新条例第24条 の３第４ 項に規定する 申告書に 記載すべき事 項の提
供について適 用し、施 行日前に行っ た旧条例 第24条の２第 ４項に規 定する電磁的 方法に
よる旧条例第24条の３ 第４項に規定 する申告 書に記載すべ き事項の 提供について は、な
お従前の例に よる。

４

新条例の 規定中個 人の特別区民 税に関す る部分は、令 和６年度 以後の年度分 の特別区
民税について 適用し、 令和５年度分 までの特 別区民税につ いては、 なお従前の例 による 。

（軽自動車税 に関する 経過措置）
第３条

新条 例の規定 中軽自動車税 の種別割 に関する部分 は、令和 ３年度以後の 年度分の

軽自動車税の 種別割に ついて適用し 、令和２ 年度分までの 軽自動車 税の種別割に ついて
は、なお従前 の例によ る。
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