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第１条 我孫子市税条例の一部改正の主な内容

番号 条番号 該当項目・改正内容 施行期日

１ 第２４条

個人の市民税の非課税の範囲

非課税措置について、寡夫を対象から除き、ひとり親を対象に追加

全てのひとり親家庭の子どもに対して公平な税制を実現する観点から、「親の婚姻履歴の有無による不公

平」と「男性ひとり親と女性ひとり親の間の不公平」を同時に解消するための措置です。

なお住民基本台帳に内縁関係として届出をしている場合（住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」

の記載がある場合）は対象外です。

令和３年１月１日

２ 第３４条の２

所得控除

所得控除について、ひとり親控除を追加する等の所要の措置

婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にする子（前年の総所得金額等が 48 万円以下）を有する単

身者について、同一の「ひとり親控除」（控除額 30 万円）が適用されます。

子以外の扶養親族を持つ寡婦及び扶養親族がいない死別女性については、引き続き控除額26 万円が適用

されますが、新たに所得制限（500 万円以下（年収 678 万円））が設定されます。

令和３年１月１日

３ 第３６条の２
市民税の申告

地方税法の改正に伴う条文の整理
令和３年１月１日

４ 第９４条

たばこ税の課税標準

重量比例課税が適用されている１本当たり１グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、本数課税方式へ見

直しを図る。

現行は重量に比例して課税されていますが、令和２年１０月から本数課税になります。経過措置として

0.7 グラム未満のものに対して、紙巻たばこ 0.7 本に換算します。

令和２年１０月１日

５ 附則第２条の２

延滞金の割合等の特例

租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備

国税における見直しと同様、地方税の還付加算金等について、市中金利の実勢を踏まえ、その割合の引下

げを行います。延滞金については、遅延利息としての性格や滞納を防止する機能、回収リスクの観点から、

その水準が維持されます。

延滞金における特例基準割合は「延滞金特例基準割合」という名称に変更されます。

令和３年１月１日
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６ 附則第２条の２の２

納期限の延長に係る延滞金の特例

租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴う規定の整備

国税における見直しと同様、地方税の還付加算金等について、市中金利の実勢を踏まえ、その割合の引下

げを行います。徴収の猶予等、納期限の延長の場合については、国税の延滞税・利子税と同様に割合の引下

げが行われます。

令和３年１月１日

内容 特例 令和元年分 見直し案

延滞金 法定納期限を徒過し履行

遅滞となった場合に遅延

利息として課されるもの

特例基準割合（平均貸

付割合＋1％）＋7.3%

年 8.9% ％に変更なし（名称を

「延滞金特例基準割

合」に変更

１か月以内等 早期納付を促す観点から

低い利率

特例基準割合（平均貸

付割合＋1％）＋１%

年 2.6% ％に変更なし（名称を

「延滞金特例基準割

合」に変更

納期限の延長 法人住民税及び法人事業

税について納期限の延長

があった場合に課される

もの

特例基準割合（平均貸

付割合＋1％）

年 1.6％ 平均貸付割合＋0.5％

７ 附則第２条の２の３
公益法人等に係る市民税の課税の特例

地方税法の改正に伴う条文の整理
令和３年１月１日

８ 附則第７条

読替規定

地方税法の改正に伴う条文の整理（固定資産税の課税標準の適用について）

中小事業者等が所有する償却資産及び事業家屋に係る固定資産税が令和３年度課税の１年分に限り軽減

されます。

公布日
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９
附則第７条の２第２

１項

法附則第 15 条第２項第１号等の条例で定める割合

第７条の２第 18 項で規定されている対象（機械及び装置、器具及び備品、工具、建物附属設備）の他に

事業用家屋と構築物を新たに追加。固定資産税が課されることとなった年度から３年度間は固定資産税をゼ

ロとする。

事業用家屋は取得価格の合計額が 300 万円以上の先端設備等とともに導入されたもの。

構築物は旧モデル比で生産性が年平均 1％以上向上する一定のもの。

事業用家屋・構築物ともに中小企業者等の認定先端設備等導入計画に位置付けられたもの。

固定資産税をゼロにしている理由

新型コロナウイルス感染症拡大により、売上高が減少する事業者が多い中、新たに設備投資する中小企業・

小規模事業者を支援することが必要であるため、ゼロに設定した。

公布日

１０ 附則第１２条の３

軽自動車税の環境性能割の非課税

軽自動車税環境性能割の税率を１％分軽減する特例期間を６か月延長し、令和３年３月３１日までに取得

したものを対象とする。

令和元年１０月 1日から、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。税率は、燃費性能等

に応じて決められ、軽自動車の場合は 0～2％になります。なお新車・中古車を問わず対象ですが取得額が

５０万円以下の場合は課税されません。この措置による減収額については全額国費で補填されます。

公布日

１１ 附則第１４条

長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

地方税法の改正に伴う条文の整理 令和３年１月１日

１２ 附則第１４条の２

優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例

地方税法の改正に伴う条文の整理 令和３年１月１日

１３ 附則第２１条

新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例

イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄した者への寄附金控除の適用

所得税において寄附金控除の対象となるもののうち、住民の福祉の増進に寄与するとして市の条例で定め

るものについて、個人住民税の税額控除の対象とする。

令和３年１月１日

１４ 附則第２２条

新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例

住宅ローン控除の適用要件の弾力化に係る個人住民税における対応

現行

・住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から

令和３年１月１日
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控除。※控除限度額（所得税の課税総所得額等の７％（最高１３．６５万円）※令和３年１２月末入居分ま

での措置

・住宅ローン控除による個人住民税の減収額は、地方特例交付金により全額国費で補填

対応案

・所得税において新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた住宅ローン控除の適用要件を弾力化する措置

が講じられる場合には、当該措置の対象者についても、住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれ

なかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税から控除する。なお特例の適用期限を令和15 年度から令

和 16 年度までの１年間延長する。

・今回の適用要件の弾力化による措置分についても、全額国費で対応する。

第２条 我孫子市税条例の一部改正の主な内容

１ 第１９条

納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金

地方税法の改正に伴う条文の整理 令和４年４月１日

２ 第２０条

年当たりの割合の基礎となる日数

地方税法の改正に伴う条文の整理 令和４年４月１日

３ 第２３条

市民税の納税義務者等

地方税法の改正に伴う条文の整理 令和４年４月１日

４ 第３１条

均等割の税率

法人税法において通算法人ごとに申告等を行うこととする（連結納税の廃止）ことに伴う規定の整理 令和４年４月１日

５ 第４８条

法人の市民税の申告納付

通算法人について課税標準を法人税額とする（個人帰属法人税の廃止）ことに伴う規定の削除、法人税に

おいて通算法人ごとに申告等を行うこととする（連結納税の廃止）ことに伴う規定の整理、及び地方税法第

３２１条の改正に伴う条文の整理

地方税においては、現行の基本的な枠組みを維持しつつ、国税の見直しに併せて所要の措置が講じられま

す。法人税においては、企業グループを一つの納税単位とする連結納税制度から、各法人を納税単位とする

令和４年４月１日
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連結納税制度（現行制度）

親会社 → 所得と所得又は所得と

欠損を通算

法人税額の調整

→ 申告・納税 → 税務当局
子会社Ａ →

子会社Ｂ →

↓

グループ通算制度（改正後）

親会社 → 所得と所得又は所得と

欠損を通算

法人税額の調整

→ 申告・納税 → 税務当局

→ 申告・納税 → 税務当局

→ 申告・納税 → 税務当局

子会社Ａ →

子会社Ｂ →

グループ通算制度に移行することとされていますが、法人住民税法人税割については、引き続き、企業グル

ープ内の法人の損益通算の影響が及ばないようにする等の措置が講じられます。

６ 第５０条
法人の市民税に係る不足税額の納付の手続

法人税において通算法人ごとに申告等を行うこととする（連結納税の廃止）ことに伴う規定の整理
令和４年４月１日

７ 第５２条

法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金

法人税において通算法人ごとに申告等を行うこととする（連結納税の廃止）ことに伴う規定の削除 令和４年４月１日

８ 第９４条

たばこ税の課税標準

重量比例課税が適用されている１本当たり１グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、本数課税方式へ見

直しをして最低税率を設定する。

令和２年１０月から令和３年９月までの経過措置（0.7 グラム未満が対象）を経て、令和３年１０月から

令和３年１０月１日
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第３条 我孫子市税条例の一部を改正する条例(平成２７年条例第３６号）の一部改正の主な内容

第４条 我孫子市税条例等の一部を改正する条例(平成２９年条例第５号）の一部改正の主な内容

第５条 我孫子市税条例の一部を改正する条例(平成３０年条例第１号）の一部改正の主な内容

第６条 我孫子市税条例等の一部を改正する条例(平成３０年条例第２０号）の一部改正の主な内容

１グラム未満のものに対して、紙巻たばこ１本に換算されます。

９
附則第２条の２第２

項

延滞金の割合等の特例

地方税法の改正に伴う条文の整理 令和４年４月１日

10 附則第７条
読替規定

地方税法の改正に伴う引用項番の整理
令和３年１月１日

11
附則第７条の２第２

１項

法附則第 15 条第２項第１項等の条例で定める割合

地方税法の改正に伴う引用項番の整理
令和３年１月１日

１ 附則第６条

改元に伴う条文の整理

制度に変更はありませんが、改元対応するものです。 公布日

１
附則第１条及び附則

第３条

改元に伴う条文の整理

制度に変更はありませんが、改元対応するものです。 公布日

１ 附則１、附則２

改元に伴う条文の整理

制度に変更はありませんが、改元対応するものです。 公布日
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第７条 我孫子市税条例等の一部を改正する条例(平成３１年条例第１０号）の一部改正の主な内容

第８条 我孫子市税条例等の一部を改正する条例(令和元年条例第２号）の一部改正の主な内容

１

附則第１条、附則第

２条、附則第６条、

附則第８条及び附則

第１０条

改元に伴う条文の整理

制度に変更はありませんが、改元対応するものです。 公布日

１
附則第１条から附則

第 4条

改元に伴う条文の整理

制度に変更はありませんが、改元対応するものです。 公布日

１ 第 24条

個人の市民税の非課税の範囲

地方税法の改正に伴う改正の取消 公布日


