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福岡市市税条例の一部を改正する条例案

 地方税法等の改正に伴い，福岡市市税条例（以下「市税条例」という。）の一部を改正す

る必要があることから，条例改正を行うもの。 

１  改正内容 

（1）徴収の猶予制度の特例の創設に伴う規定の整備（附則第 38条）

地方税法の改正により，令和２年２月から一定の期間に収入が大幅に減少した場合

において，徴収を猶予することができる特例が設けられることに伴い，市税条例にお

いて規定の整備を行うもの。 

（2）イベントを中止等した主催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

に伴う規定の整備（附則第 39条） 

地方税法の改正により，文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し，

観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合に，放棄した金額が個人住民税にお

ける寄附金控除の対象とされることに伴い，市税条例において規定の整備を行うもの。 

（3）福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する条例の一部改正に伴う

規定の整備（附則第 27条） 

上記条例の改正に伴い，市税条例において規定の整備を行うもの。 

（4）その他規定の整備（附則第 27条）

地方税法の改正に伴い生じた項ずれ等について，規定の整備を行うもの。

２ 施行期日 

（1）附則第 27条及び附則第 38条 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・公布の日

（2）附則第 39条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・令和３年１月１日

議案第 120 号 
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地方税法及び市税条例の改正概要 

新型コロナウイルス感染症の影響等により，令和２年２月から納期限までの一

定の期間に，収入が大幅に減少した場合，申請に基づき，無担保かつ延滞金なし

で１年間，徴収を猶予することができる特例が設けられるもの。

現行制度 特  例 

事業につき著しい損失を受けた場合で，

一時に納付・納入することができないと認

められるときに，徴収を猶予。 

令和２年２月から納期限までの一定の期間

において収入が大幅に減少（前年同期比で概

ね 20％以上の減）した場合に徴収を猶予。 

原則として，担保の提供が必要。 担保の提供は不要。 

延滞金は軽減（年 1.6％）。 延滞金は免除。 

※令和２年２月１日から令和３年１月 31日までに納期限が到来する地方税について適用

地方税法及び市税条例の改正概要 

新型コロナウイルス感染症の影響により，一定の文化芸術・スポーツイベント

を中止等した主催者に対し，観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合に，

地方団体が条例で定めるところにより，放棄した金額を個人住民税の寄附金控除

の対象とするもの。 

※令和２年２月１日から令和３年１月 31 日までに日本国内で開催する予定のイベントが対象

徴収の猶予制度の特例の創設に伴う規定の整備 

イベントを中止等した主催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に伴う規定の整備 
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①申請

②特例対象の認定

④払戻請求権を放棄

③条例等による指定

福
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⑤証明書の交付
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者

個人住民税
寄附金

税額控除適用

所得税の税額控除⑥確定申告書

又は

市・県民税申告書の提出
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新旧対照表

福岡市市税条例（昭和36年福岡市条例第53号） 

改 正 前 改 正 後 

本則 （略） 本則 （略） 

附 則 附 則 

（法附則第15条第２項第１号等に規定する条

例で定める割合） 

（法附則第15条第２項第１号等に規定する条

例で定める割合） 

第27条 （略） 第27条 （略） 

２ 法附則第15条第２項第２号に規定する条例

で定める割合は，２分の１とする。 

３ 法附則第15条第２項第６号に規定する条例

で定める割合は，４分の３とする。 

２ 法附則第15条第２項第５号に規定する条例

で定める割合は，４分の３とする。 

４ （略） ３ （略） 

５ 法附則第15条第29項に規定する条例で定め

る割合は，２分の１とする。 

４ 法附則第15条第26項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号に規定する条例

で定める割合は３分の２とし，同項第２号及び

第３号に規定する条例で定める割合は２分の

１とする。 

５ 法附則第15条第27項第１号に規定する条例

で定める割合は３分の２とし，同項第２号及び

第３号に規定する条例で定める割合は２分の

１とする。 

７ 法附則第15条第31項第１号に規定する条例

で定める割合は３分の２とし，同項第２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28項第１号に規定する条例

で定める割合は３分の２とし，同項第２号に規

定する条例で定める割合は２分の１とする。 

８ 法附則第15条第33項第１号に規定する条例

で定める割合は３分の２とし，同項第２号に規

定する条例で定める割合は４分の３とし，同項

第３号に規定する条例で定める割合は２分の

１とする。 

７ 法附則第15条第30項第１号に規定する条例

で定める割合は３分の２とし，同項第２号に規

定する条例で定める割合は４分の３とし，同項

第３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38項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34項に規定する条例で定め

る割合は，３分の２とする。 

10 法附則第15条第44項に規定する条例で定め

る割合は，３分の１とする。 

９ 法附則第15条第38項に規定する条例で定め

る割合は，３分の１とする。 

11 法附則第15条第45項に規定する条例で定め

る割合は，３分の２とする。 

10 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。 

12 法附則第15条第47項に規定する条例で定め

る割合は，零とする。 

11 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。 
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改 正 前 改 正 後 

13 （略） 12 （略） 

13 法附則第62条に規定する条例で定める割合

は，零とする。 

 （新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予

の特例） 

第38条 法附則第59条第３項において準用する

法第15条の２第８項に規定する条例で定める

期間は，第６条の３第６項に規定する期間とす

る。 

 （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） 

第39条 法附則第60条第３項に規定する条例で

定める放棄は，市長が指定した行事に係る放棄

とする。 
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議案第122号 福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する条

例の一部を改正する条例案について 

名   称 
福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する条例の一部

を改正する条例案

改正理由 
地方税法の一部改正に鑑み，新型コロナウイルス感染症等に係る課税の

特例の適用がある先端設備等を定める等の必要があるによる。

改正内容 

１ 定義（第２条） 

（１）引用している地方税法の条文の項ズレに伴う改正。（第３号）

（２）「家屋及び構築物」を，地方税法附則第 62条に規定する政令で定め

る先端設備等に該当する事業の用に供する家屋及び構築物と定義する

ことを規定。（第４号）

２ 課税の特例（第４条） 

福岡市市税条例（昭和 36 年福岡市条例第 53 号）で定めるところによ

り，課税の特例の適用を受ける対象に，家屋及び構築物を追加することを

規定。

３ 本条例失効時の経過措置（附則第２項） 

（１）改元に伴う所要の改正。

（２）本条例が失効する際現に課税の特例の適用があるものは本条例失効

後も効力を有するものとして，家屋及び構築物を追加することを規定。 

施行期日 公布の日

【参考資料】令和２年４月 経済振興委員会 議案説明資料（抜粋）
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福岡市中小企業の生産性向上のための設備投資の促進に関する条例の一部を改正する条例案 新旧対照表

現  行 改 正 案

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる

用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1)・(2)  略 

(3) 特定機械装置等 地方税法(昭和 25 年法

律第 226 号)附則第 15 条第 47 項に規定する

政令で定める先端設備等に該当する機械装

置等をいう。

（課税の特例） 

第４条 特定機械装置等については，福岡市市

税条例（昭和 36 年福岡市条例第 53 号）で定

めるところにより，課税の特例の適用がある

ものとする。 

附 則 

 （失効） 

２ この条例は，平成 33 年３月 31 日限り，そ

の効力を失う。ただし，この条例の失効の際現

に第４条の規定による課税の特例の適用があ

る特定機械装置等については，同日後もなお

その効力を有する。

（定義） 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる

用語の意義は，それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1)・(2)  略 

(3) 特定機械装置等 地方税法(昭和 25 年法

律第 226号)附則第 15条第 41項に規定する

政令で定める先端設備等に該当する機械装

置等をいう。

(4) 家屋及び構築物 地方税法附則第 62 条

に規定する政令で定める先端設備等に該

当する事業の用に供する家屋及び構築物

をいう。 

（課税の特例） 

第４条 特定機械装置等並びに家屋及び構築物

については，福岡市市税条例（昭和 36年福岡

市条例第 53 号）で定めるところにより，課税

の特例の適用があるものとする。 

附 則 

（失効） 

２ この条例は，令和３年３月 31日限り，その

効力を失う。ただし，この条例の失効の際現

に第４条の規定による課税の特例の適用があ

る特定機械装置等並びに家屋及び構築物につ

いては，同日後もなおその効力を有する。 
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固定資産税の特例措置の拡充について 
〜福岡市中⼩企業の⽣産性向上のための設備投資の促進に関する条例の⼀部を改正する条例案 〜 

１ 中⼩企業の設備投資に係る固定資産税の特例措置 
平成 30 年５⽉ 16 ⽇に成⽴した「⽣産性向上特別措置法」において、市町村の認定を受け

た中⼩企業者の新規設備投資（先端設備等）については、「地⽅税法」（平成 30 年３⽉ 28 ⽇改
正）の規定により、固定資産税の課税標準を、設備取得から３年間、ゼロから２分の１で市町
村の条例で定める割合に軽減する特例措置が講じられた。 

これらの法改正等を受け、福岡市では、「福岡市中⼩企業の⽣産性向上のための設備投資の
促進に関する条例」を制定し、また、固定資産税の課税標準を、設備取得から３年間、市町村
の条例で定める割合を「ゼロ」とする、福岡市市税条例の改正を⾏った。 

  
 

  

 

  
  

２ 拡充内容 
 国は、地⽅税法を改正し、固定資産税の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影
響を受けながらも新規に設備投資を⾏う中⼩事業者等を⽀援する観点から、適⽤対象を拡充し
た。 

対象資産 

現⾏ 改正後 
機械及び装置、器具及び備品、 
⼯具、建物附属設備 

機械及び装置、器具及び備品、 
⼯具、建物附属設備、 
事業⽤家屋及び構築物 

※事業⽤家屋は取得価額の合計額 300 万
円以上の先端設備等とともに導⼊され
たもの

【特例措置の概要】（福岡市） 
○対象者

中⼩事業者等のうち、先端設備等導⼊計画の認定を受けた者
○対象設備

⽣産性向上に資する指標が旧モデル⽐で年平均１％以上向上する
設備（機械及び装置、器具及び備品、⼯具、建物附属設備）

○特例措置
※固定資産税の課税標準を投資後３年間ゼロに軽減

※固定資産税：通常、評価額の 1.4％
○期間

平成 30 年６⽉から令和２年度まで
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度
(H30年度) (R元年度) (R2年度) (R3年度) (R4年度) (R5年度)
○計画認定 【軽減】

○計画認定 【軽減】

○計画認定 【軽減】

＜制度の流れ＞

①協議

③申請

⑤設備導⼊

⑥固定資産税
の特例措置

②同意

④認定

国 
（導⼊促進指針策定） 

市町村 
（導⼊促進基本計画策定） 

中⼩企業者 
（先端設備等導⼊計画策定） 

令和２年４月 経済振興委員会 条例案説明補足資料
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３ 「福岡市中⼩企業の⽣産性向上のための設備投資の促進に関する条例」改正 
及び「福岡市市税条例」の改正 

国の地⽅税法改正に伴い、「福岡市中⼩企業の⽣産性向上のための設備投資の促進に関する
条例」を改正し、市内中⼩企業者の先端設備導⼊による⽣産性向上を⽀援するため、福岡市市
税条例の定めるところにより課税の特例が受けられる対象資産に、事業⽤家屋及び構築物を追
加する。また、固定資産税の課税標準を、設備取得から３年間、市町村の条例で定める割合を
ゼロとするため、福岡市市税条例を改正する。 

＜参考＞ 
○地⽅税法

附則 第 62 条
「中⼩事業者等が（略）認定先端設備等導⼊計画（略）に従つて取得（略）をした（略）先

端設備等（略）に該当する事業の⽤に供する家屋及び構築物（略）で政令で定めるものに
対して課する固定資産税の課税標準は、（略）当該家屋及び構築物に対して新たに固定資
産税が課されることとなつた年度から三年度分の固定資産税に限り、当該家屋及び構築物
に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に零以上⼆分の⼀以下の範囲内において市
町村の条例で定める割合を乗じて得た額とする。」

○福岡市市税条例
附則 第 27 条第 13 項
「法附則第 62 条に規定する条例で定める割合は、零とする。」を追加。
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