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2022/６/16 税務部 市民税課 

【議案第 78号】郡山市税条例等の一部を改正する条例 

１ 改正の要旨 

地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、郡山市税条例及び郡山市手数料条例について、所要の改正を
行う。 

２ 改正の背景等 

(1) 郡山市税条例の改正 

①個人市民税 上場株式等の配当所得等に係る課税方式に係る改正（施行日：令和６年１月１日） 

②個人市民税 個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備（施行日：令和５年１月１日） 

区分 改正の背景、目的及び効果 改正内容 

法改正 

【背景】 
金融所得課税の適正化を図るため、当該所得に係る申

告等に関し、所要の改正が行われた。 
【課税方式選択の規定の改正】 

内容 改正前 改正後 
上場株式等の配
当所得等に係る
課税方式の適用 

確定申告書とは
別の課税方式を
市に申告するこ
とで選択可 

確定申告書に記
載の課税方式と
異なる方式は選
択不可 

 
【規定の整備】 
・条例第 17条・第 23条の２・附則第 16条の３・附則第 18
条の４・附則第 18条の５ 

【目的】 
金融所得課税において、現行制度上、個人住民税は、

所得税と異なる課税方式が選択可能であったが、公平性
の観点から、所得税の課税方式（源泉徴収による申告不
要・総合課税・申告分離課税のいずれか）と一致させる
よう改正する。 
【効果】 
金融所得課税の適正化に資するとともに、課税根拠の

明確化が図られる。 

区分 改正の背景、目的及び効果 改正内容 

法改正 

【背景】 
退職所得については、当該所得があった場合の申告書

等に記載する情報に差異があり、税情報を適正に把握す
ることに不都合が生じていた。 

【次の申告書等に退職手当に関する情報を記載】 

申告書等 改正前 改正後 

扶養親族申告書 

給与支払報告書 

公的年金等支払報
告書 

退職手当等を有
する一定の配偶
者及び扶養親族
の氏名等の記載
なし 

退職手当等を有す
る一定の配偶者及
び扶養親族の氏名
等を記載する。 

 
【規定の整備】 
・条例第 27条の２・第 27条の３ 

【目的】 
退職所得については、配偶者控除、扶養控除適用の判

定に用いる合計所得金額に所得税では含めるが、個人住
民税では含めないため、申告書等に退職所得に関する情
報を記載することにより課税の適正化を図る。 

【効果】 
地方団体に必要な賦課課税情報が正確に把握されるこ

とにより、適正な税の賦課に資する。 
２ 
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③個人市民税 住宅ローン控除の延長等に伴う改正（施行日：令和５年１月１日） 

④固定資産税（償却資産）の特例措置の縮減及び延長（施行日：公布の日） 

 
 
 
 
 
 

区分 改正の背景、目的及び効果 改正内容 

法改正 

【背景】 
現下の経済状況を踏まえ、住宅ローン控除の適用期限

の延長等、所要の見直しが行われた。 
【住宅ローン控除の規定の改正】 

内容 改正前 改正後 
居住年 平成 26年４月～ 

令和３年 12月 
令和４年１月～ 
令和７年 12月 

控除限度額 所得税の課税総所
得金額等の７％ 
（最高 13.65万円） 

所得税の課税総所
得金額等の５％
（最高 9.75万円） 

・この措置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する。 

 
【規定の整備】 
附則第７条の３の２ 

【目的】 
所得税の住宅ローン控除の適用者について、その対象

住宅の居住開始年を令和７年まで延長し、所得税控除か
ら控除しきれなかった額を、所得税の課税総所得金額の
５％（最高 9.75 万円）の控除限度額の範囲内で、個人住
民税から控除する。 

【効果】 
住宅取得者の経済的負担の緩和及び税負担の公平性が

図られる。 

区分 改正の背景、目的及び効果 改正内容 

法改正 

【背景】 
公害防止用設備（下水道除害施設）に係る特例措置に

ついて、適用対象・課税標準の縮減と適用期限の延長の
見直しが行われた。 

 
【下水道除害施設の特例措置の改正】 

内容 改正前 改正後 
適用対象 下水道排水区域に

設置する場合 
新たに下水道排水
区域となったこと
により設置義務が
生じる場合 

適用期限 令和４年３月 31 日
まで 

令和６年３月 31 日
まで（２年延長） 

課税標準 価格に４分の３を
乗じて得た額 

価格に５分の４を
乗じて得た額 

・国が示す参酌基準の５分の４とする。 
（価格に４/５を参酌して７/10以上９/10以下の範囲内） 

 
【規定の整備】 
附則第 10条の２ 

【目的】 
公害防止用設備（下水道除害施設）に係る課税標準の

特例措置について、適用対象者と参酌基準の見直しを行
った上、その適用期限を２年延長する。 

【効果】 
下水道排水区域に公害防止用設備（償却資産）を設置

する者に行う特例措置の延長及び対象者の見直すことに
よる事業者負担の適正化及び下水道排水区域の円滑な促
進に寄与する。 

３ 
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⑤固定資産税・都市計画税（土地）の特例措置の創設（施行日：公布の日） 

⑥その他、地方税法等の改正に伴う、引用条項ズレの修正等所要の改正 

(2) 郡山市手数料条例の改正 

固定資産課税台帳の閲覧及び記載事項証明書・納税証明書交付時のＤＶ被害者等の保護（施行日：令和６年４月１日） 

 

区分 改正の背景、目的及び効果 改正内容 

法改正 

【背景】 
大規模な水災害の発生を想定し、流域治水の実効性を

高めるため、都道府県知事等（中核市の長を含む）が
「貯留機能保全区域」を指定する制度が創設された。 

 
【新規の特例措置】 
「貯留機能保全区域」指定の土地に次の措置を講じる。 

特例内容 
特例期間 最初の３年度分 
課税標準 価格に４分の３を乗じて得た額 

 
・国が示す参酌基準の４分の３とする。 
（価格に３/４を参酌して２/３以上５/６以下の範囲内） 

 
【規定の整備】 

附則第 10条の２ 

【目的】 
「貯留機能保全区域」の指定を受けた土地に係る固定

資産税及び都市計画税の課税標準を軽減する特例措置を
創設する。 
【効果】 
貯留機能保全区域の指定に係る土地に軽減税率が適用

されることにより、円滑な指定の促進が図られる。 

区分 改正の背景、目的及び効果 改正内容 

法改正 

【背景】 
民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第24号

）による不動産登記法の改正により、登記簿に登記さ
れる事項が新たに追加されること等により、登記所か
ら市町村への通知事項が拡大され、その中で、新たに
ＤＶ被害者等保護を目的とした事項が追加された。 

閲覧・交付時に、次の措置を講じる。 
閲覧・交付 措置内容 

固定資産課税台帳の閲覧 
記載事項証明書の交付 
納税証明書の交付 

住所に代わる事項を記載する。 

 
※現在、本市では、ＤＶ被害者等の保護のため、申出を行っ
た本人以外への閲覧・交付はしていない。 

 
【規定の整備】 
条例別表第１ 第２号から第４号まで 

【目的】 
固定資産課税台帳の閲覧及び記載事項証明書・納税

証明書の交付において、ＤＶ被害者等である旨の申出
を行った者の住所を記載する代わりに、登記所から通
知される「住所に代わる事項」を記載する。 
【効果】 
 ＤＶ被害者等の適正な保護に資する。 

４ 
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【専決第８号】令和４年３月16日の福島県沖を震源とする地震による災害の被災者に対する市民税等の減免に関する条例 

１ 制定の要旨 

 令和４年３月16日の福島県沖を震源とする地震により被害を受けた納税義務者の市民税等の減免を実施する。 

２ 制定の背景等 

３ 減免する税目及び減免対象期間  

区分 制定の背景、目的及び効果 制定内容 

市独自 

【背景】 

令和４年３月16日に福島県沖を震源とする地震が発生し、

甚大な被害を及ぼしている。 
・減免する税目及び減免対象期間 下記３のとおり 

・減免基準の根拠（国通知等） 下記４のとおり 

・減免割合 下記５のとおり 

【目的】 

地震災害により甚大な被害を受け、担税能力等を喪失した

と認められる者に対して、市民税等を減免する。 

【効果】 

税務における災害被害者の救済。 

税  目 減免対象期間 申請期限 

個 人 市 民 税 
・令和３年度分のうち令和４年３月16日以降に納期の末日が到来するもの 

・令和４年度分 ・納期限の７日前 

※３/16～５/30 の納期限は 

５/31まで延長 

・同日までに申請が困難な特別

な事由があるときは、この限

りでない。 

固 定 資 産 税 

都 市 計 画 税 
令和４年度分 

事 業 所 税 
令和４年度分から令和６年度分のうち 

令和４年４月１日から令和６年３月 31日までに終了する事業年度分 

国民健康保険税 
令和３年度分から令和４年度分のうち 

令和４年３月分から令和５年２月分までの月割に相当する額 

５ 
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４ 減免基準の根拠（国基準等）  

５ 減免割合 

６ 施行日 

公布の日（令和４年３月 28日） 

税  目 減免基準の根拠 

個 人 市 民 税 
固 定 資 産 税 
都 市 計 画 税 

「災害被災者に対する地方税の減免措置等について」 

（平成 31年４月１日 総税企第 51号 一部改正） 

事 業 所 税 
「令和３年２月 13 日の福島県沖を震源とする地震による災害の被災者に対する市民税等の減免に関する条例」  

（令和３年郡山市条例第 20号）と同基準 

国民健康保険税 
「災害により被災した国民健康保険被保険者に係る国民健康保険料（税）等の取扱いについて」 

（令和４年３月 17日 厚生労働省（総務省） 再周知） 

税  目 減免割合 

個 人 市 民 税 

・死亡、生活保護（生活扶助）となった場合：全部免除  障害者となった場合：９/10減免 
・住宅又は家財の損害の程度と合計所得金額に応じて    １/８～10/10減免 
・農作物の減収が３/10以上の場合：合計所得金額に応じて ２/10～10/10減免 
※ 合計所得金額 1,000万円以下が対象（死亡、生活保護（生活扶助）及び障害者となった場合を除く）、
最も免除額が高い規定を適用 

固 定 資 産 税 
都 市 計 画 税 

・土地     ：被害面積に応じて ４/10～10/10減免 
・家屋・償却資産：損害程度に応じて ４/10～10/10減免 

事 業 所 税 事業を休止した期間の月数に応じて減免 

国民健康保険税 

・死亡となった場合：全部免除  障害者となった場合：９/10減免 
・住宅又は家財の損害の程度と合計所得金額に応じて     １/８～10/10減免 
・農作物の減収が３/10以上の場合：合計所得金額に応じて ２/10～10/10減免 
※ 合計所得金額 1,000 万円以下が対象（死亡及び障害者となった場合を除く）、最も免除額が高い規定
を適用 

６ 
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【専決第 10号】郡山市税条例等の一部を改正する条例 

１ 改正の要旨 

地方税法等の一部を改正する法律による地方税法の一部改正に伴い、郡山市税条例及び郡山市手数料条例について、所要の改正を
行う。 

２ 改正の背景等 

 (1)郡山市税条例の改正 

固定資産税・都市計画税（土地）の負担調整措置（施行日：令和４年４月１日） 

 

(2)郡山市手数料条例の改正 

固定資産税課税台帳の閲覧及び記載事項証明書交付時の DV被害者等の保護（施行日：令和４年４月１日） 

 

 

区分 改正の背景、目的及び効果 改正内容 

法改正 

【背景】 
・令和４年度地方税制改正 

【課税標準額の上昇幅の規定の改正】 

内容 改正前 改正後 
令和４年度の
課税標準額の 
上昇幅 

評価額の５％ 評価額の 2.5％ 
 

【目的】 
・景気回復に万全を期すため、土地に係る固定資産税及び都市
計画税の負担調整措置について、激変緩和の観点から、令和
４年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を、評価
額の2.5％とする。 

【効果】 
・固定資産税・都市計画税の上昇幅の抑制 

区分 改正の背景、目的及び効果 改正内容 

法改正 

【背景】 
民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第24号

）による不動産登記法の改正により、登記簿に登記さ
れる事項が新たに追加されること等により、登記所か
ら市町村への通知事項が拡大され、その中で、新たに
ＤＶ被害者等保護を目的とした事項が追加された。 

閲覧・交付時に次の措置を講じる。 

閲覧・交付 措置内容 
固定資産課税台帳の閲覧 
記載事項証明書の交付 
納税証明書の交付 

地方税法の規定による措置を講
じる。（登記所からの通知事項
を記載する措置） 

具体的な措置内容（登記所からのＤＶ被害者等保護を目的とし
た事項を記載する措置）は、総務省令で定める。 

【目的】 
 個人情報の適正な取り扱い 
【効果】 
 ＤＶ被害者等の適正な保護 

７ 


