
令和３年３月第１回臨時会



令和３年大府市議会第１回臨時会提出議案 

【報 告】 

報告第 ２号  専決処分の報告について（損害賠償） 

【条 例】 

議案第２２号  大府市税条例等の一部改正について 

議案第２３号  大府市都市計画税条例の一部改正について 

議案第２４号  大府市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正について 

【補正予算】 

議案第２５号  令和２年度大府市一般会計補正予算（第１８号） 

議案第２６号  令和３年度大府市一般会計補正予算（第１号） 
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【報 告】 

報告第 ２号  専決処分の報告について（損害賠償） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、議会の指定

した専決処分事項（昭和４６年大府市議決第６１号）について専決処分したので、同条第

２項の規定により報告するもの 

・損害賠償について

  令和３年１月１３日横根町名高地内の市道名高山線において、事故の相手方の運転する普

通自動車が対向車とすれ違うため、道路左側の路側帯を通行したところ、集水ますと路面

との間に生じていた段差に乗り上げ、その衝撃で浮き上がった左右の後輪がフェンダー部と

接触し、当該フェンダー部を固定する治具及び当該左右の後輪を損傷した事故に対し、

５６,３６４円を賠償したもの

（担当課等） 

 建設管理課 

【条 例】 

議案第２２号  大府市税条例等の一部改正について 

議案第２３号  大府市都市計画税条例の一部改正について 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の一部改正に伴い、条例を改正するもの 

※「令和３年度市税条例等の改正の概要」参照

（担当課等） 

税務課 

議案第２４号  大府市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正について 

児童扶養手当法施行令（昭和３６年政令第４０５号）の一部改正に伴い、条例を改正す

るもの 

（内 容） 

・助成判定所得の算定に当たり、障害基礎年金等を所得に含めないこととするための規定

の整備

（施行期日等） 

公布の日から施行し、令和３年３月１日から適用する。 
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（担当課等） 

 保険医療課 

【補正予算】 

議案第２５号  令和２年度大府市一般会計補正予算（第１８号） 

※「第１回臨時会補正予算の概要」参照

議案第２６号  令和３年度大府市一般会計補正予算（第１号） 

※「第１回臨時会補正予算（令和３年度分）の概要」参照

3



  

令和３年度市税条例等の改正の概要 

 

○ 個 人 市 民 税 

１ 住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長 

新型コロナウイルス感染症の影響により入居が遅れた方の住宅借入金等特別税

額控除の特例（消費税１０％改正時に創設された負担軽減措置）の適用期限をさら

に１年間延長するもの 

 「令和１６年度分まで」 → 「令和１７年度分まで」 

 ２ 扶養親族申告書等の提出に係る手続規定の整備 

給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の電子提出における税

務署長の承認を廃止するとともに、退職所得申告書の電子提出を可能とするもの 

 

○ 固 定 資 産 税 

１ 土地に係る負担調整措置の適用期限の延長 

   「令和２年度まで」 → 「令和５年度まで」 

２ 令和３年度における課税の特例措置の創設 

  令和３年度に限り、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度

の税額に据え置く措置を講ずる。 

３ 地域決定型地方税制特例措置の拡充 

 （１）雨水貯留浸透施設に係る課税標準の特例措置の拡充【特定都市河川浸水被害

対策法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 号）の施行の日から施行】 

    条例で定める特例割合を３分の１（現行：４分の３）に拡充するとともに、

適用期限を３年間延長するもの 

 （２）生産性革命の実現に向けた固定資産税に係る特例措置の延長 

    条例で定める特例割合を引き続き「零」にするとともに、適用期限を２年間

延長するもの 

 

○ 軽 自 動 車 税 

１ 環境性能割の臨時的軽減措置の適用期限の延長 

消費税１０％改正時に創設された税率を１％軽減する特例措置の適用期限を９

か月延長するもの（新型コロナウイルス感染症に係る経済対策として延長されたも

のの再延長） 

「令和３年３月３１日までに取得」 → 「令和３年１２月３１日までに取得」 

 ２ 種別割のグリーン化特例（軽課）の見直し 

５０％軽減及び２５％軽減の対象を営業用乗用車に限定した上で、適用期限を２

年間延長するもの（軽減は、取得の翌年度のみ） 

「令和３年３月３１日までに取得」 → 「令和５年３月３１日までに取得」 

 

○ 都 市 計 画 税 

固定資産税の１及び２と同様 

※一部を除き、令和３年４月１日施行 
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議案第22号関係 

大府市税条例の一部改正新旧対照表 

第１条 

新 旧 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） 

第35条の３の２  略 第35条の３の２  略 

２・３  略 ２・３  略 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給

与支払者が令第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

件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、

当該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定

めるものをいう。次条第４項及び第51条の９第３項において同じ。）により提供す

ることができる。 

４ 給与所得者は、第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経由すべき給

与支払者が所得税法第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

ている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代えて、当

該給与支払者に対し、当該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組

織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定め

るものをいう。次条第４項において同じ。）により提供することができる。 

５  略 ５  略 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） 

第35条の３の３  略 第35条の３の３  略 

２・３  略 ２・３  略 

４ 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年

金等支払者が令第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

要件を満たす場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対し、当該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 公的年金等受給者は、第１項の規定による申告書の提出の際に経由すべき公的年

金等支払者が所得税法第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

を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該申告書の提出に代え

て、当該公的年金等支払者に対し、当該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。 

５  略 ５  略 

（特別徴収税額） （特別徴収税額） 

第51条の８ 第51条の７の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 

第51条の８ 第51条の７の規定により徴収すべき分離課税に係る所得割の額は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる税額とする。 

(１) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第１項の規定による申告書（以

下この条、次条第２項及び第３項並びに第51条の10第１項において「退職所得申

告書」という。）に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきこと

が確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの（次号及び次条第１項におい

て「支払済みの他の退職手当等」という。）がない旨の記載がある場合 その支

払う退職手当等の金額について第51条の３及び第51条の４の規定を適用して計算

(１) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条第１項の規定による申告書（以

下本条、次条第２項及び第51条の10第１項において「退職所得申告書」という。）

に、その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退

職手当等で既に支払がされたもの（次号及び次条第１項において「支払済みの他

の退職手当等」という。）がない旨の記載がある場合 その支払う退職手当等の

金額について第51条の３及び第51条の４の規定を適用して計算した税額 
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新 旧 

した税額 

(２)  略 (２)  略 

２  略 ２  略 

（退職所得申告書） （退職所得申告書） 

第51条の９  略 第51条の９  略 

２  略 ２  略 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（環境性能割の税率） （環境性能割の税率） 

第74条の４ 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。 

第74条の４ 次の各号に掲げる三輪以上の軽自動車に対して課する環境性能割の税率

は、当該各号に定める率とする。 

(１) 法第451条第１項（同条第４項又は第５項において準用する場合を含む。）の

規定の適用を受けるもの 100分の１ 

(１) 法第451条第１項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの 100分の１ 

(２) 法第451条第２項（同条第４項又は第５項において準用する場合を含む。）の

規定の適用を受けるもの 100分の２ 

(２) 法第451条第２項（同条第４項において準用する場合を含む。）の規定の適用

を受けるもの 100分の２ 

(３)  略 (３)  略 

附 則 附 則 

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第10条の２  略 第10条の２  略 

２  略 ２  略 

 ３ 法附則第15条第８項に規定する条例で定める割合は、４分の３とする。 

３ 法附則第15条第27項第１号イに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第15条第30項第１号イに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第15条第27項第１号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第15条第30項第１号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 
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新 旧 

５ 法附則第15条第27項第１号ニに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

６ 法附則第15条第30項第１号ニに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

６ 法附則第15条第27項第２号イに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第15条第30項第２号イに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第15条第27項第２号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第15条第30項第２号ロに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、３分の２とする。 

８ 法附則第15条第27項第３号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第15条第30項第３号ハに規定する設備について同号に規定する条例で定め

る割合は、２分の１とする。 

９ 法附則第15条第34項に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 10 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

10 法附則第15条第35項に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 11 法附則第15条第39項に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

11 法附則第15条第46項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。  

 12 法附則第15条第41項に規定する条例で定める割合は、零とする。 

12  略 13  略 

13  略 14  略 

（土地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の特

例に関する用語の意義） 

（土地に対して課する平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例に関する用語の意義） 

第11条 次条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。 

第11条 次条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞ

れ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。 

(１)～(５)  略 (１)～(５)  略 

(６) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第６項（附則第13条の場

合には法附則第19条第２項において準用する法附則第18条第６項、附則第13条の

３の場合には法附則第19条の４第３項において準用する法附則第18条第６項） 

(６) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第18条第６項（附則第13条の場

合には法附則第19条第２項において準用する法附則第18条第６項、附則第13条の

３の場合には法附則第19条の４第３項において準用する法附則第18条第２項） 

(７)  略 (７)  略 

(８) 平成５年度適用市街化区域農地 法附則第19条の３第５項 (８) 平成５年度適用市街化区域農地 法附則第19条の３第４項 

（令和４年度又は令和５年度における土地の価格の特例） （令和元年度又は令和２年度における土地の価格の特例） 

第11条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると

認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格（法附則

第17条の２第１項に規定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の

課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合におけ

る当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第57条の２の規定にかかわら

ず、令和４年度分又は令和５年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法

附則第17条の２第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録され

第11条の２ 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると

認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価格（法附則

第17条の２第１項に規定する修正前の価格をいう。）を当該年度分の固定資産税の

課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合におけ

る当該土地に対して課する固定資産税の課税標準は、第57条の２の規定にかかわら

ず、令和元年度分又は令和２年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法

附則第17条の２第１項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録され
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新 旧 

たものとする。 たものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和４年度適用土地又は令和４年度類似適用

土地であって、令和５年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこ

ととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第57条の２の規

定にかかわらず、修正された価格（法附則第17条の２第２項に規定する修正された

価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第17条の２第２項に規定する令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用

土地であって、令和２年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないこ

ととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第57条の２の規

定にかかわらず、修正された価格（法附則第17条の２第２項に規定する修正された

価格をいう。）で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の

特例） 

（宅地等に対して課する平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の

特例） 

第12条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固

定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に

同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に100分の５を乗じて

得た額を加算した額（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産

税の課税標準額）（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又

は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当

該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「宅地

等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額

とする。 

第12条 宅地等に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の額

は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固

定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に

同条に定める率を乗じて得た額。以下この条において同じ。）に100分の５を乗じて

得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３

又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「宅

地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税

額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び令和５年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第

15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定

に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同項の規定

にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等

に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15

条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令和５年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得た額（当該宅地

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得た額
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等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条

の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな

るべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかか

わらず、当該固定資産税額とする。 

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条

から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の

規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係

る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定に

かかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は

法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前

年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」という。）とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係

る平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定に

かかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税

の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は

法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、前

年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当

該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお

ける固定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令

和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に

10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349

条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平

成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかか

わらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に

10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349

条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）とする。 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税に関する特

例） 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する固定資産税に関する特

例） 

第12条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 号）附則第14条の

規定に基づき、令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税については、

法附則第18条の３（法附則第21条の２第２項において準用する場合を含む。）の規

定を適用しないこととする。 

第12条の２ 地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第３号）附則第22条の

規定に基づき、平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税については、

法附則第18条の３（法附則第21条の２第２項において準用する場合を含む。）の規

定を適用しないこととする。 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

（農地に対して課する平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の特

例） 

第13条 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産税の額は、

当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産

第13条 農地に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定資産税の額は、

当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産

9
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税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額。

以下この項において同じ。）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担

水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額（令和３年度分

の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）を当該農地に係る

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該農地調整固定

資産税額とする。 

税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受

ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右

欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産

税額」という。）を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

表  略 表  略 

（市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の固定資産税の特例） （市街化区域農地に対して課する平成６年度以降の各年度分の固定資産税の特例） 

第13条の２ 市街化区域農地に係る平成６年度以降の各年度分の固定資産税に限り、

平成５年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の

額は、附則第13条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標

準となるべき価格の３分の１の額を課税標準となるべき額とした場合における税額

とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成５年度適用市街化区域農地以外の

市街化区域農地に対して課する次の表の左欄に掲げる各年度分の固定資産税の額

は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の

３分の１の額に同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とし

た場合における税額とする。 

第13条の２ 市街化区域農地に係る平成６年度以降の各年度分の固定資産税に限り、

平成５年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して課する固定資産税の

額は、附則第13条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課税標

準となるべき価格の３分の１の額を課税標準となるべき額とした場合における税額

とする。ただし、当該市街化区域農地のうち平成５年度適用市街化区域農地以外の

市街化区域農地に対して課する次の表の左欄に掲げる各年度分の固定資産税の額

は、当該市街化区域農地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の

３分の１の額に同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とし

た場合の税額とする。 

 表  略  表  略 

２・３  略 ２・３  略 

４ 令和２年度分の固定資産税について大府市税条例等の一部を改正する条例（令和３

年大府市条例第 号）による改正前の大府市税条例（以下「令和３年改正前の条例」と

いう。）附則第13条の２第３項において準用する同条第１項ただし書の規定の適用を受

けた市街化区域農地に対して課する令和３年度分の固定資産税の額は、前項の規定に

より算定した当該市街化区域農地に係る令和３年度分の固定資産税額が、当該市街化

区域農地に係る令和２年度分の固定資産税に係る令和３年改正前の条例附則第13条の

２第３項において準用する同条第１項ただし書に規定する固定資産税の課税標準とな

るべき額を当該市街化区域農地に係る令和３年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き額とした場合における固定資産税額を超える場合には、当該固定資産税額とする。 

 

（市街化区域農地に対して課する固定資産税の減額） （市街化区域農地に対して課する固定資産税の減額） 

第13条の３ 市街化区域農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定 第13条の３ 市街化区域農地に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の固定
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資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の

固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格の３分の１の額に100分の５を乗じて得た額を加算した額

（令和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）（当

該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第

15条から第15条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下

「市街化区域農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該市街化区

域農地調整固定資産税額とする。 

資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の

固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格の３分の１の額に100分の５を乗じて得た額を加算した額

（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附

則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該市

街化区域農地調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和４年度分及び令和５年度分

の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、

当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の３

分の１の額に10分の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資

産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を

受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定にかかわらず、

当該固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成30年度から令和２年度まで

の各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資

産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格の３分の１の額に10分の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該年度

分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３までの規

定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規定に

かかわらず、当該固定資産税額とする。 

（免税点の適用に関する特例） （免税点の適用に関する特例） 

第14条 附則第12条、第13条、第13条の２又は第13条の３の規定の適用がある各年度

分の固定資産税に限り、第59条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、

附則第12条、第13条又は第13条の３の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化

区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額によるものとし、附則第13条の２の規定の適用を受ける市街化区域農地

（附則第13条の３の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。）については附則

第13条の２第１項（同条第３項において準用する場合を含む。）又は第４項に規定

するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。 

第14条 附則第12条、第13条、第13条の２又は第13条の３の規定の適用がある各年度

分の固定資産税に限り、第59条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、

附則第12条、第13条又は第13条の３の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化

区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき額によるものとし、附則第13条の２の規定の適用を受ける市街化区域農地

（附則第13条の３の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く。）については同条

第１項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとする。 

（特別土地保有税の課税の特例） （特別土地保有税の課税の特例） 

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附則第11条第

２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の３の２又は法附則

第15条 附則第12条第１項から第５項までの規定の適用がある宅地等（附則第11条第

２号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の３、第349条の３の２又は法附則
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第15条から第15条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課する令

和３年度から令和５年度までの各年度分の特別土地保有税については、第123条第１

号及び第130条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、

「当該年度分の固定資産税に係る附則第12条第１項から第５項までに規定する課税

標準となるべき額」とする。 

第15条から第15条の３までの規定の適用がある宅地等を除く。）に対して課する平

成30年度から令和２年度までの各年度分の特別土地保有税については、第123条第１

号及び第130条中「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは、

「当該年度分の固定資産税に係る附則第12条第１項から第５項までに規定する課税

標準となるべき額」とする。 

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年１月１日

から令和６年３月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税につい

ては、第123条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不

動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用がな

いものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて

得た額」とし、「令第54条の38第１項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38

第１項に規定する価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用がないものとした場

合における価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。 

２ 法附則第11条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18年１月１日

から令和３年３月31日までの間にされたものに対して課する特別土地保有税につい

ては、第123条第２号中「不動産取得税の課税標準となるべき価格」とあるのは「不

動産取得税の課税標準となるべき価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用がな

いものとした場合における課税標準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて

得た額」とし、「令第54条の38第１項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38

第１項に規定する価格（法附則第11条の５第１項の規定の適用がないものとした場

合における価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とする。 

３～５  略 ３～５  略 

（軽自動車税の環境性能割の非課税） （軽自動車税の環境性能割の非課税） 

第15条の３ 法第451条第１項第１号（同条第４項又は第５項において準用する場合を

含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条において

同じ。）に対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から令和

３年12月31日までの間（附則第15条の７第３項において「特定期間」という。）に

行われたときに限り、第73条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割

を課さない。 

第15条の３ 法第451条第１項第１号（同条第４項において準用する場合を含む。）に

掲げる三輪以上の軽自動車（自家用のものに限る。以下この条において同じ。）に

対しては、当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から令和３年３月31

日までの間（附則第15条の７第３項において「特定期間」という。）に行われたと

きに限り、第73条第１項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さない。 

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） （軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例） 

第15条の３の２  略 第15条の３の２  略 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第１項（同条第２項又は第３項において準

用する場合を含む。）又は法第451条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第

４項又は第５項において準用する場合を含む。）の適用を受ける三輪以上の軽自動

車に該当するかどうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第29条

の９第３項に規定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づ

き当該判断をするものとする。 

２ 県知事は、当分の間、前項の規定により行う軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

に関し、三輪以上の軽自動車が法第446条第１項（同条第２項において準用する場合

を含む。）又は法第451条第１項若しくは第２項（これらの規定を同条第４項におい

て準用する場合を含む。）の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するかどうか

の判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第29条の９第３項に規定する

国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をするもの

とする。 

３・４  略 ３・４  略 

（軽自動車税の種別割の税率の特例） （軽自動車税の種別割の税率の特例） 
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第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

最初の法第444条第３項に規定する車両番号の指定（次項から第８項までにおいて

「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して14年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第75条の規定の適用については、

当分の間、次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。 

第16条 法附則第30条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自動車が

最初の法第444条第３項に規定する車両番号の指定（次項から第５項までにおいて

「初回車両番号指定」という。）を受けた月から起算して14年を経過した月の属す

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係る第75条の規定の適用については、

当分の間、次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。 

 表  略  表  略 

２ 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に対する第75

条の規定の適用については、当該軽自動車が令和２年４月１日から令和３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３年度分の軽自動車税の種別

割に限り、次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。 

２ 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に対する第75

条の規定の適用については、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、当該軽自動車が令和２年４月１日から令和３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３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の表

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。 

 表  略  表  略 

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる法第446条第１項第３号に規定す

るガソリン軽自動車（以下この条において「ガソリン軽自動車」という。）のうち

三輪以上のものに対する第75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２年４月１日から令和３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３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次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。 

３ 法附則第30条第３項第１号及び第２号に掲げる法第446条第１項第３号に規定す

るガソリン軽自動車（以下この項及び次項において「ガソリン軽自動車」という。）

のうち三輪以上のものに対する第75条の規定の適用については、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、当該ガソリン軽自動車が令

和２年４月１日から令和３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３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次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。 

 表  略  表  略 

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上

のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第75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２年４月１日から令和３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３年度分の軽自動車税の種別割に限

り、次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。 

４ 法附則第30条第４項第１号及び第２号に掲げるガソリン軽自動車のうち三輪以上

のもの（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第75条の規定の適用に

ついては、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、当該ガソリン軽自動車が令和２年４月１日から令和３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３年度分の軽自動車税の種別割に限り、次の

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。 
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 表  略  表  略 

５  略 ５  略 

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75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75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75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。 

 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第２項から第８項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に規

定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をす

るものとする。 

（軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例） 

第16条の２ 市長は、軽自動車税の種別割の賦課徴収に関し、三輪以上の軽自動車が

前条第２項から第５項までの規定の適用を受ける三輪以上の軽自動車に該当するか

どうかの判断をするときは、国土交通大臣の認定等（法附則第30条の２第１項に規

定する国土交通大臣の認定等をいう。次項において同じ。）に基づき当該判断をす

るものとする。 

２～４  略 ２～４  略 

（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） （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） 
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第25条  略 第25条  略 

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附則第７条の３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。 

 

 

大府市税条例等の一部を改正する条例（令和２年大府市条例第23号）の一部改正新旧対照表 

第２条 

新 旧 

第46条第１項中「第４項、第19項、第22項及び第23項」を「第31項、第34項及び第

35項」に、「第10項、第11項及び第13項」を「第９項、第10項及び第12項」に、「第

４項、第19項及び第23項」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条第34

項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第66条の７第５項及び

第11項又は第68条の91第４項及び第10項」を「第66条の７第４項及び第10項」に、「第

321条の８第24項」を「第321条の８第36項」に改め、同条第３項中「第66条の９の３

第４項及び第10項又は第68条の93の３第４項及び第10項」を「第66条の９の３第３項

及び第９項」に、「第321条の８第25項」を「第321条の８第37項」に改め、同条第４

項中「第321条の８第26項」を「第321条の８第38項」に改め、同条第５項中「第321

条の８第22項」を「第321条の８第34項」に、「同条第21項」を「同条第33項」に、「、

第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に改め、

同条第６項中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同条

第34項」に、「第321条の８第23項」を「第321条の８第35項」に改め、同条第７項各

号列記以外の部分中「第321条の８第22項」を「第321条の８第34項」に、「、第４項

又は第19項」を「又は第31項」に改め、同項第２号中「第321条の８第23項」を「第321

条の８第35項」に改め、同条第９項を削り、同条第10項中「第321条の８第42項」を「第

321条の８第60項」に、「同条第42項」を「同条第60項」に、「第12項」を「第11項」

に改め、同項を同条第９項とし、同条第11項を同条第10項とし、同条第12項中「第10

項」を「第９項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「第10項」を「第９

項」に、「第75条の４第２項」を「第75条の５第２項」に改め、同項を同条第12項と

し、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項中「第13項」を「第12項」に、「第10

項」を「第９項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16項中「第13項前段」を「第

12項前段」に、「第321条の８第51項」を「第321条の８第69項」に、「第10項」を「第

第46条第１項中「第４項、第19項、第22項及び第23項」を「第31項、第34項及び第

35項」に、「第10項、第11項及び第13項」を「第９項、第10項及び第12項」に、「第

４項、第19項及び第23項」を「第31項及び第35項」に、「同条第22項」を「同条第34

項」に、「第３項」を「第２項後段」に改め、同条第２項中「第66条の７第５項及び

第11項又は第68条の91第４項及び第10項」を「第66条の７第４項及び第10項」に、「第

321条の８第24項」を「第321条の８第36項」に改め、同条第３項中「第66条の９の３

第４項及び第10項又は第68条の93の３第４項及び第10項」を「第66条の９の３第３項

及び第９項」に、「第321条の８第25項」を「第321条の８第37項」に改め、同条第４

項中「第321条の８第26項」を「第321条の８第38項」に改め、同条第５項中「第321

条の８第22項」を「第321条の８第34項」に、「同条第21項」を「同条第33項」に、「、

第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同条第35項」に改め、

同条第６項中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第22項」を「同条

第34項」に、「第321条の８第23項」を「第321条の８第35項」に改め、同条第７項各

号列記以外の部分中「第321条の８第22項」を「第321条の８第34項」に、「、第４項

又は第19項」を「又は第31項」に改め、同項第２号中「第321条の８第23項」を「第321

条の８第35項」に改め、同条第９項を削り、同条第10項中「第321条の８第42項」を「第

321条の８第52項」に、「同条第42項」を「同条第52項」に、「第12項」を「第11項」

に改め、同項を同条第９項とし、同条第11項を同条第10項とし、同条第12項中「第10

項」を「第９項」に改め、同項を同条第11項とし、同条第13項中「第10項」を「第９

項」に、「第75条の４第２項」を「第75条の５第２項」に改め、同項を同条第12項と

し、同条第14項を同条第13項とし、同条第15項中「第13項」を「第12項」に、「第10

項」を「第９項」に改め、同項を同条第14項とし、同条第16項中「第13項前段」を「第

12項前段」に、「第321条の８第51項」を「第321条の８第61項」に、「第10項」を「第
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９項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項中「第13項後段」を「第12項後段」

に、「第15項」を「第14項」に、「第75条の４第３項若しくは第６項（同法第81条の

24の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第75条の５第３項若しくは第６

項」に、「第10項」を「第９項」に改め、同項を同条第16項とする。 

９項」に改め、同項を同条第15項とし、同条第17項中「第13項後段」を「第12項後段」

に、「第15項」を「第14項」に、「第75条の４第３項若しくは第６項（同法第81条の

24の３第２項において準用する場合を含む。）」を「第75条の５第３項若しくは第６

項」に、「第10項」を「第９項」に改め、同項を同条第16項とする。 

第48条第２項中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同

条第35項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、

第４項又は第19項」を「又は第31項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定する

申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全

支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第12号の６の７に規定する連結親法人を

いう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が

法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。

次項第２号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第19項」を「又

は第31項」に、「第48条の15の５第４項」を「第48条の15の４第４項」に改める。 

第48条第２項中「、第４項又は第19項」を「又は第31項」に、「同条第23項」を「同

条第35項」に、「、第２項又は第４項」を「又は第２項」に改め、同条第３項中「、

第４項又は第19項」を「又は第31項」に改め、「（同条第２項又は第４項に規定する

申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、当該連結子法人との間に連結完全

支配関係がある連結親法人（法人税法第２条第12号の６の７に規定する連結親法人を

いう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が

法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。

次項第２号において同じ。）」を削り、同条第４項中「、第４項又は第19項」を「又

は第31項」に改める。 

第50条第３項中「第48条の15の５第４項」を「第48条の15の４第４項」に改め、同

条第４項から第６項までを削る。 

第50条第４項から第６項までを削る。 

 

附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 附則第３条の２第２項中「及び第４項」を削る。 

附則第４条第１項中「及び第４項」及び「又は法人税法第81条の24第１項の規定により

延長された法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限」を削り、同条第２項中「又

は法第321条の８第４項に規定する連結法人税額の課税標準の算定期間」を削る。 
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議案第23号関係 
大府市都市計画税条例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

附 則 附 則 

（法附則第15条第34項の条例で定める割合）  （法附則第15条第38項の条例で定める割合） 

２ 法附則第15条第34項に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 ２ 法附則第15条第38項に規定する条例で定める割合は、２分の１とする。 

 （法附則第15条第35項の条例で定める割合） （法附則第15条第39項の条例で定める割合） 

３ 法附則第15条第35項に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 ３ 法附則第15条第39項に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の

特例） 

（宅地等に対して課する平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の

特例） 

４ 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画

税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税につい

て法第702条の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定め

る率を乗じて得た額。以下同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した額（令和

３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は法附

則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額に

これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地等調整

都市計画税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。 

４ 宅地等に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の額は、当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画

税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画税につい

て法第702条の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定め

る率を乗じて得た額。以下同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した額（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は法

附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「宅地等調

整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該宅地等調整都市計画税額とす

る。 

５ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る令和４年度分及び令和５年度分の宅地

等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得た額（当該商

業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は法

附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該

額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合

には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

５ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度から令和２年度までの各年

度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の６を乗じて得た

額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除

く。）又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額

を超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

６ 附則第４項の規定の適用を受ける宅地等に係る令和４年度分及び令和５年度分の

宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当

６ 附則第４項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度から令和２年度までの

各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地
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該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得た額（当該

宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は法

附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合に

は、附則第４項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の２を乗じて得

た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除

く。）又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満

たない場合には、附則第４項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

７ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係

る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第４項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３

（第18項を除く。）又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）とする。 

７ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6以上0.7以下のものに係

る平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第４項の規

定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計

画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の３

（第18項を除く。）又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商

業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）とする。 

８ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る令

和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第４項の規定に

かかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第349条の３（第18項を除く。）又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という。）とする。 

８ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7を超えるものに係る平

成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則第４項の規定に

かかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税について法

第349条の３（第18項を除く。）又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合

における都市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という。）とする。 

（農地に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

（農地に対して課する平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の特

例） 

９ 農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該

農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税

に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３（第18項を除く。）又は法附則第15条から第15条の３までの規

定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額。以下この項において同じ。）に、当該農地の当該年度の次の表の左

欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額

（令和３年度分の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）を

９ 農地に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該

農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税

に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地が当該年度分の固定資産税に

ついて法第349条の３（第18項を除く。）又は法附則第15条から第15条の３までの規

定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「農
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新 旧 

当該農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額（以下「農地調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当

該農地調整都市計画税額とする。 

地調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整都市計画税額と

する。 

 表  略  表  略 

11 市街化区域農地に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税の

額は、前項の規定により大府市税条例附則第13条の２の規定の例により算定した当

該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該

年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域

農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に

100分の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の都市計画税にあっては、前

年度分の都市計画税の課税標準額）（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産

税について法第349条の３（第18項を除く。）又は法附則第15条から第15条の３まで

の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「市街化区域農地調整都

市計画税額」という。）を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税額

とする。 

11 市街化区域農地に係る平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税の

額は、前項の規定により大府市税条例附則第13条の２の規定の例により算定した当

該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の当該

年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該市街化区域

農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に

100分の５を乗じて得た額を加算した額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資

産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は法附則第15条から第15条の３ま

での規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「市街化区域農地調整

都市計画税額」という。）を超える場合には、当該市街化区域農地調整都市計画税

額とする。 

12 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る令和４年度分及び令和５年度分

の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、

当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格の３

分の２の額に10分の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資

産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は法附則第15条から第15条の３ま

での規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定

める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合には、前項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

12 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成30年度から令和２年度まで

の各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計

画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべ

き価格の３分の２の額に10分の２を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該年度

分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は法附則第15条から第

15条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合に

は、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

15 法附則第15条第１項、第10項、第15項、第17項から第19項まで、第21項、第22項、

第26項、第29項、第33項から第35項まで、第37項から第39項まで若しくは第43項、

第15条の２第２項、第15条の３又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画

税に限り、第２条第２項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は法附則

第15条から第15条の３まで若しくは第63条」とする。 

15 法附則第15条第１項、第13項、第18項、第20項から第22項まで、第24項、第25項、

第29項、第33項、第37項から第39項まで、第42項から第44項まで若しくは第48項、

第15条の２第２項、第15条の３又は第63条の規定の適用がある各年度分の都市計画

税に限り、第２条第２項中「又は第33項」とあるのは「若しくは第33項又は法附則

第15条から第15条の３まで若しくは第63条」とする。 

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税に関する特 （用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対して課する都市計画税に関する特
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新 旧 

例） 例） 

16 地方税法等の一部を改正する法律（令和３年法律第 号）附則第14条の規定に基

づき、令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画税については、法附則

第25条の３（法附則第27条の４の２第２項において準用する場合を含む。）の規定

を適用しないこととする。 

16 地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第３号）附則第22条の規定に基

づき、平成30年度から令和２年度までの各年度分の都市計画税については、法附則

第25条の３（法附則第27条の４の２第２項において準用する場合を含む。）の規定

を適用しないこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第24号関係 

大府市母子家庭等医療費の助成に関する条例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（受給資格者） （受給資格者） 

第２条  略 第２条  略 

２  略 ２  略 

３ 前項第１号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令第３条第１項並

びに第４条第１項及び第２項の規定の例による。 

３ 前項第１号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、児童扶養手当法（昭

和36年法律第238号）による児童扶養手当に係る所得の範囲及びその額の計算方法の

例による。 
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議案第２５号関係 

 
 

 

 

1 総 括 

 

第１回臨時会に提出する令和２年度大府市一般会計補正予算（第18号）の内容は、次

のとおりである。 

歳入では、新型コロナウイルス感染症対策に係る歳出予算の財源を振り替えるため、

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金199,677千円を増額し、新型コロナ

ウイルス感染症対策基金繰入金199,677千円を減額するものである。 

繰越明許費においては、老人福祉施設整備事業及び新型コロナウイルスワクチン接種

事業を新たに設定するものである。 
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２  予 算 規 模

　　　（単位　：　千円、％）

計 令和元年度３月 Ａ　-　Ｂ

Ａ 補正後予算額 Ｂ Ｃ

一　般　会　計 47,655,334 0 47,655,334 32,407,328 15,248,006 47.1

特　別　会　計 8,577,111 0 8,577,111 10,620,429 △2,043,318 △19.2

国民健康保険 7,237,108 0 7,237,108 7,372,780 △135,672 △1.8

公共下水道 ― ― ― 2,079,805 △2,079,805 皆減

農業集落排水 ― ― ― 26,816 △26,816 皆減

後期高齢者医療 1,340,003 0 1,340,003 1,141,028 198,975 17.4

企　業　会　計 6,060,146 0 6,060,146 2,789,448 3,270,698 117.3

　水道事業 2,691,287 0 2,691,287 2,789,448 △98,161 △3.5

　下水道事業 3,368,859 0 3,368,859 ― 3,368,859 皆増

　合　　　　　　計 62,292,591 0 62,292,591 45,817,205 16,475,386 36.0

会　　計　　名 補正前の予算額 補正予算額 Ｃ/Ｂ×100
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３　　一　般　会　計
　（1）　歳　　入

款 補正前の予算額 補正予算額 計

千円 　千円 千円

１５　国庫支出金 14,169,064 199,677 14,368,741 新型コロナウイルス感染症対応地方創生 199,677
臨時交付金（１０／１０）増額

１９　繰入金 4,463,013 △199,677 4,263,336 新型コロナウイルス感染症対策基金繰入金 △199,677
減額

計 47,655,334 0 47,655,334

　（2）　繰越明許費 （単位：千円）

款

３　民生費

４　衛生費

補  正  予  算  額  の  説  明

千円

計 35,198

１　社会福祉費 老人福祉施設整備事業 31,902

１　保健衛生費 新型コロナウイルスワクチン接種事業 3,296

項 事業名 金額
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４　基金の状況
（単位：千円）

積立見込額 決算剰余金 取崩見込額 積立見込額 取崩見込額

財政調整基金 5,376,836 10,206 998,024 2,624,949 3,760,117 3,760,117

奨学基金 43,619 3,300 3,596 43,323 43,323

図書購入基金 8,000 8,000 8,000

減債基金 134,125 41 134,166 134,166

緑化基金 171,580 110 4,954 166,736 166,736

文化振興基金 39,288 1,000 5,275 35,013 35,013

国際交流基金 89,624 2,192 87,432 87,432

スポーツ振興基金 61,170 1,994 59,176 59,176

協働のまちづくり推進基金 15,378 650 1,599 14,429 14,429

公共施設等整備基金 1,537,104 6,863 200,000 1,343,967 1,343,967

みちづくり基金 749,165 653 186,528 563,290 563,290

子ども・子育て応援基金 110,574 1,023 36,329 75,268 75,268

ふるさとおおぶ応援基金 239,748 1,800,061 232,550 1,807,259 1,807,259

新型コロナウイルス感染症対策基金 ― 2,188,459 1,363,047 825,412 △199,677 1,025,089

合 計 8,576,212 4,012,366 998,024 4,663,013 8,923,589 0 △199,677 9,123,266

※端数処理（四捨五入）の関係上、表内の合計が一致しない場合があります。

今回補正額

令和2年度中増減見込額 令和2年度末
残高見込額

区 分
令和元年度末

残高
令和2年度中増減見込額 令和2年度末

残高見込額

今回補正前
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議案第２６号関係 

 
 

 

 

1 総 括 

 

第１回臨時会に提出する令和３年度大府市一般会計補正予算（第１号）は、補正予算

額が163,188千円の増額で、補正後の予算規模は、33,036,188千円となる。 

補正内容は、次のとおりである。 

歳出では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯

の実情を踏まえた国の新たな緊急支援策として、子育て世帯生活支援特別給付金を迅速

に支給するため、子育て世帯生活支援特別給付金124,850千円等を新たに計上し、子育

て世帯生活支援特別給付金給付事業に係る印刷製本費124千円、通信運搬費765千円等を

増額するほか、新型コロナウイルスワクチンの接種に要する費用として、新型コロナウ

イルスワクチン給与事業に係る時間外勤務手当18,562千円、新型コロナウイルスワクチ

ン接種事業に係る自動車借上料7,289千円等を新たに計上し、会場借上料1,930千円、施

設用備品2,187千円等を増額するものである。 

歳入では、新型コロナウイルス感染症セーフティネット強化交付金128,003千円を新

たに計上するとともに、新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金8,229千円及び

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金26,956千円をそれぞれ増額す

るものである。 
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２  予 算 規 模

　（単位　：　千円、％）

計 令和2年度 Ａ　-　Ｂ

Ａ 当初予算額 Ｂ Ｃ

一　般　会　計 32,873,000 163,188 33,036,188 32,456,000 580,188 1.8

特　別　会　計 8,594,083 0 8,594,083 8,571,732 22,351 0.3

国民健康保険 7,247,712 0 7,247,712 7,237,669 10,043 0.1

後期高齢者医療 1,346,371 0 1,346,371 1,334,063 12,308 0.9

企　業　会　計 5,710,334 0 5,710,334 6,078,440 △368,106 △6.1

　水道事業 2,547,871 0 2,547,871 2,690,287 △142,416 △5.3

　下水道事業 3,162,463 0 3,162,463 3,388,153 △225,690 △6.7

　合 計 47,177,417 163,188 47,340,605 47,106,172 234,433 0.5

会　　計　　名 補正前の予算額 補正予算額 Ｃ/Ｂ×100
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３　　一　般　会　計
（1） 歳　　入

款 補正前の予算額 補正予算額 計

千円 　千円 千円

１５　国庫支出金 4,298,631 163,188 4,461,819 新型コロナウイルスワクチン接種対策費 8,229
負担金増額
新型コロナウイルス感染症セーフティネット 128,003
強化交付金
新型コロナウイルスワクチン接種体制確保 26,956
事業費補助金増額

計 32,873,000 163,188 33,036,188

（2） 歳　　出
款 補正前の予算額 補正予算額 計

千円 　千円 千円

３　民生費 13,363,443 128,003 13,491,446 児童福祉総務給与事業
　時間外勤務手当増額 726
子ども未来課任用職員管理事業
　任用職員報酬増額 1,145
　任用職員期末手当増額 192
　費用弁償増額 39
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業
　消耗品費増額 10
　印刷製本費増額 124
　通信運搬費増額 765
　手数料 152
　子育て世帯生活支援特別給付金 124,850

４　衛生費 2,760,368 35,185 2,795,553 新型コロナウイルスワクチン給与事業
　時間外勤務手当 18,562
新型コロナウイルスワクチン接種事業
　通信運搬費増額 1,332

ワクチン接種予約システム環境整備委託料 989
自動車借上料 7,289
会場借上料増額 1,930
施設用備品（１件１００万円以上） 2,896
施設用備品増額 2,187

計 32,873,000 163,188 33,036,188

補  正  予  算  額  の  説  明

千円

補  正  予  算  額  の  説  明

千円
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