
○美咲町税条例施行規則 

平成１７年３月２２日 

規則第４５号 

第１章 総則 

第１節 通則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下「法」という。）

第３条第２項及び美咲町税条例（平成１７年美咲町条例第５９号。以下「条例」と

いう。）第６条の規定に基づき、条例の実施のための手続その他その施行に必要な

事項を定めるものとする。 

（徴税吏員等の任命） 

第２条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員は、町長が住民税務課、徴収対策室及び

総合支所住民福祉課に勤務する職員のうちからこれを任命する。 

２ 前項に規定するもののほか、町長は必要があると認めるときは、美咲町職員のう

ちからこれを任命することができる。 

（徴税吏員等の証票） 

第３条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関する調査及び徴収金に関する滞納処分を行

う場合にあっては当該徴収税員であることを証明する徴税吏員証を、町税に関する

犯則事件の調査を行う場合にあっては当該職務を定めて指定された職員であること

を証明する町税犯則事件調査吏員証を、それぞれ携帯し、関係人の請求があったと

きは、これを呈示しなければならない。 

２ 固定資産評価員及び固定資産評価補助員は、固定資産の実施調査を行う場合にあ

っては、それぞれ固定資産評価員及び固定資産評価補助員であることを証明する証

票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。 

（証票の様式） 

第４条 前条に規定する徴税吏員及び固定資産評価員等の証票の様式は、次の表に定

めるところによる。 

証票の名称 根拠法令 様式 

徴税吏員証 法第２９８条、第３５３条、第４４８条、第４

７０条、第５８８条、第６７４条、第７０１条

の５及び第７０７条並びにその例によること

とされている国税徴収法（昭和３４年法律第１

４７号）第１４７条 

第１号 

町税犯則事件調査吏員証 法第２２条の１２ 第２号 

固定資産評価員証 法第３５３条第３項 第３号 

固定資産評価補助員証 法第３５３条第３項 第４号 

第２節 賦課徴収 



（徴収金の納付又は納入の方法） 

第５条 納税者又は特別徴収義務者が徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付書、

納入書、納税通知書又は納付（納入）通知書（地方税共同機構から得た納付情報に

より納付するものを除く。）によって会計管理者（出納員を含む。以下本条におい

て「会計管理者等」という。）又は町が指定する指定金融機関（指定代理金融機関

及び収納代理金融機関を含む。）に払い込まなければならない。ただし、納税者又

は特別徴収義務者が徴収金の滞納により財産の差押えを受けた後に徴収金を納付し、

納入するときは、会計管理者等に払い込まなければならない。 

（徴収金に関する文書に誤記がある場合の措置） 

第６条 町長は、納税通知書その他の徴収金を徴収するための文書を発した場合にお

いて、当該文書に誤記があるため変更を要するときは、納付又は納入前に限り、当

該文書を発した後直ちにこれを返付させ、再調して交付することができる。 

２ 町長は、前項の場合において必要があると認められる限度において当該文書に係

る地方税の納期限を変更しなければならない。 

（納付又は納入の委託に使用できる有価証券の種類） 

第７条 法第１６条の２第１項に規定する町長が定める有価証券は、次に掲げるもの

とする。 

（１） 小切手 

（２） 約束手形 

（３） 為替手形 

２ 法第１６条の２第３項の規定により再委託する金融機関は、晴れの国岡山農業協

同組合とする。 

（納期限後に納付し、又は納入する延滞金の減免） 

第８条 納期限後に納付し、又は納入する延滞金は、法第１５条の９の規定による免

除のほか、次の各号のいずれかに該当する場合においても、その該当する事実に基

づき延滞金を納付し、又は納入することができないと認められるときは、その認め

られる金額を限度として、これを減額し、又は免除するものとする。 

（１） 納税者又は特別徴収義務者が死亡したとき。 

（２） 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による生活扶助又は医療

扶助を受けているとき。 

（３） 納税者若しくは特別徴収義務者である法人が解散し、又は納税者若しくは

特別徴収義務者が破産の宣告を受けたとき。 

（４） 納税通知書の送達の事実を納税者において知ることができない正当な理由

があるとき。 

（５） その他前各号に掲げるもののほか、これらに類する特別の事情があるとき。 

（不足税額に係る延滞金の減免） 

第９条 更正又は決定の通知その他納税通知書の送達の事実を納税者において知るこ

とができない正当な理由があるときは、町長は、不足税額（更正若しくは決定によ



り生ずる不足額又は賦課されるべきであった税額をいう。）に係る延滞金を減額し、

又は免除するものとする。 

（納税証明書の枚数の計算） 

第１０条 条例第１８条の４第３項の規定による納税証明書の枚数の計算については、

次の各号に掲げる事項ごとに１枚と計算し、証明事項が２以上の年度又は税目にわ

たるときは、それぞれ年度又は税目ごとに１枚と計算するものとする。 

（１） 地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「政令」という。）第

６条の２１第１項第１号及び第２号に掲げる事項 

（２） 政令第６条の２１第１項第３号に掲げる事項 

（３） 政令第６条の２１第１項第４号に掲げる事項 

（固定資産課税台帳の閲覧の回数の計算） 

第１０条の２ 条例第７３条の２の規定による固定資産課税台帳の閲覧の回数計算に

ついては、次に掲げる事項ごとに１枚につき１回と計算し、閲覧事項が２以上の年

度にわたるときは、それぞれ年度ごとに１枚につき１回と計算するものとする。 

（１） 政令第５２条の１４に掲げる事項 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の枚数の計算） 

第１０条の３ 条例第７３条の３の規定による固定資産課税台帳に記載されている事

項の証明書の枚数の計算については、次に掲げる事項ごとに１枚につき１枚と計算

し、証明事項が２以上の年度にわたるときは、それぞれ年度ごとに１枚につき１枚

と計算するものとする。 

（１） 政令第５２条の１５に掲げる事項 

（賦課徴収に関する文書の様式） 

第１１条 町税の賦課徴収に関する文書（法第１章総則に係る文書及び各税に共通の

文書（犯則事件に係る文書を除く。）に限る。）の様式は、次の表の左欄に掲げる

ものについて、それぞれ同表の右欄に掲げるところによる。 

文書の名称 根拠法令 様式 

納付書 条例第２条第３号 第５号 

納入書 条例第２条第４号 第６号 

相続人代表指定（変更）

届 

法第９条の２第１項、政令第２条第６項 第７号 

相続人代表者指定通知書 法第９条の２第２項 第８号 

納付（納入）通知書 法第１１条第１項 第９号 

納付（納入）催告書 法第１１条第２項 第１０号 

納期限変更告知書 法第１３条の２第３項、政令第６条の２の３ 第１１号 

優先質権等の証明書 法第１４条の９第３項、第１４条の１１第２

項、第１４条の１３第２項、第１４条の１４第

２項、第１４条の１５第２項、政令第６条の４ 

第１３号 



担保権付財産が譲渡され

た場合の徴収通知書 

法第１４条の１６第４項 第１４号 

担保権付財産が譲渡され

た場合の交付要求書 

法第１４条の１６第５項 第１５号 

担保の目的でされた仮登

記（仮登録）財産差押通

知書 

法第１４条の１７第２項 第１６号 

譲渡担保権者の物的納税

責任に関する告知書 

法第１４条の１８第２項前段（同条第５項後段

の告知を含む。）、政令第６条の８第１項 

第１７号 

譲渡担保権者の物的納税

責任に関する通知書 

法第１４条の１８第２項後段、政令第６条の８

第２項 

第１８号 

徴収猶予（期間延長）申

請書 

法第１５条の２ 第１９号 

徴収猶予（期間延長）承

認（不承認）通知書 

法第１５条の２の２ 第２０号 

徴収の猶予等に係る差押

解除申請書 

法第１５条の２の３第２項、第１５条の６の２

第１項、同条第２項、第１５条の７第３項 

第２１号 

徴収の猶予等に係る差押

解除通知書 

法第１５条の２の３第２項、第１５条の５の３

第１項、第１５条の６の３第１項、第１５条の

７第３項 

第２２号 

町民税法人税割徴収猶予

申請書 

法第１５条の２ 第２３号 

弁明を求める通知書 法第１５条の３第２項 第２４号 

徴収猶予取消通知書 法第１５条の３第３項 第２５号 

換価の猶予（期間延長）

申請書 

法第１５条の６の２第１項、同条第２項 第２６号 

換価の猶予決定通知書 法第１５条の５の２第３項、第１５条の６の２

第３項 

第２７号 

換価の猶予（期間延長）

承認通知書 

法第１５条の６の２第３項 第２８号 

換価の猶予（期間延長）

不承認通知書 

同上 第２９号 

換価の猶予取消通知書 法第１５条の５の３第２項、第１５条の６の３

第２項 

第３０号 

滞納処分の停止通知書 法第１５条の７第２項 第３１号 

納税義務消滅通知書 法第１５条の７第４項、同条第５項、第１８条 第３２号 

滞納処分の停止取消通知

書 

法第１５条の８第２項 第３３号 



担保提供書 法第１６条第１項、政令第６条の１０ 第３４号 

増担保等の提供請求書 法第１６条第３項 第３５号 

保全担保提供命令書 法第１６条の３第１項 第３６号 

保全担保に係る抵当権設

定通知書 

法第１６条の３第４項 第３７号 

保全担保の解除通知書 法第１６条の３第７項、同条第８項 第３８号 

保全差押金額決定通知書 法第１６条の４第２項 第３９号 

保全差押の場合の交付要

求書 

法第１６条の４第９項 第４０号 

保全差押の場合の交付要

求通知書 

同上 第４１号 

過誤納金還付（充当）通

知書 

法第１７条、第１７条の２ 第４２号 

第２次納税義務者の納付

（納入）金を還付（充当）

したときの過誤納金還付

（充当）通知書 

政令第６条の１３第２項 第４３号 

延滞金減免申請書 法第１５条の９第２項、同条第３項、第３２１

条の１２第４項、第３２６条第３項、第３６８

条第３項、第３６９条第２項、第４５５条第２

項、第４８１条第３項、第４８２条第３項、第

６０７条第３項、第６０８条第２項、第７０１

条の１０第３項、第７０１条の１１第２項、第

７２０条第３項、第７２３条第２項 

第４４号 

公示送達書 法第２０条の２、条例第１８条 第４５号 

徴収嘱託書 法第２０条の４ 第４６号 

徴収受託通知書（嘱託市

町村あて分） 

法第２０条の４ 第４７号 

徴収受託通知書（納税者

あて分） 

法第２０条の４ 第４８号 

納税証明請求書 法第２０条の１０ 第４９号 

申告（申請、請求、提出、

納付納入）期限延長承認

申請書 

法第２０条の５の２、条例第１８条の２ 第５０号 

申告（申請、請求、提出、

納付納入）期限延長承認

（不承認）通知書 

同上 第５１号 

町税減免申請書 法第３２３条、第３６７条、第４６３条の２３、第５２号 



第６０５条の２ 

町税減免決定通知書 同上 第５３号 

納税管理人申告書 法第３００条、第３５５条、第５９０条 第５４号 

第３節 犯則取締 

（犯則事件に係る文書の様式） 

第１２条 町税に関する犯則事件に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞ

れ同表の右欄に掲げるところによる。 

文書の名称 根拠法令 様式 

臨検、捜索、差押許可状

交付請求書 

法第２２条の４ 第５５号 

差押（領置）物件公売代

金供託通知書 

法第２２条の１５、第２２条の１６ 第５６号 

通告書 法第２２条の２８ 第５７号 

告発事件送付書 法第２２条の２６、第２２条の２７ 第５８号 

告発書 同上 第５９号 

差押（領置）物件引継通

知書 

法第２２条の３０ 第６０号 

違反の心証を得ない旨の

通知書 

法第２２条の３１ 第６１号 

第２章 普通税 

第１節 町民税 

（町民税に係る文書の様式） 

第１３条 町民税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に

掲げるところによる。 

文書の名称 根拠法令 様式 

町民税県民税申告書 条例第３６条の２第２項 第６２号 

特別徴収税額の納期の特

別承認申請書 

法第３２１条の５の２、条例第４６条の３ 第６３号 

特別徴収税額の納期の特

例の要件を欠いた場合の

届出書 

条例第４６条の４ 第６４号 

給与支払者の異動に伴う

特別徴収継続申出書 

条例第４４条第５項 第６５号 

町民税県民税納入書 条例第４６条、第５３条の７ 第６６号 

町民税県民税の月割額納

入計算書 

条例第４６条 第６７号 

町民税更正（決定）通知 法第３２１条の１１第４項 第６８号 



書 

（特別徴収税額を納入すべき金融機関の指定） 

第１４条 法第３２１条の５第４項の規定により、町が指定する金融機関は、次に掲

げるものとする。 

（１） 晴れの国岡山農業協同組合 

（２） 株式会社中国銀行 

（３） 郵便貯金銀行及び日本郵便株式会社法（平成１７年法律第１００号）第２

条第４項に規定する郵便局 

（４） 株式会社トマト銀行 

（５） 株式会社鳥取銀行 

（６） 中国労働金庫 

（７） 津山信用金庫 

（町民税の減免） 

第１４条の２ 条例第５１条第１項に規定する町民税の減免は、次の各号に定めると

ころにより必要と認める者に対して当該年度分の税額のうち、減免申請があった日

以後に納期限の到来するものについて軽減し、又は免除することができる。 

（１） 条例第５１条第１項第１号に該当する者 免除 

（２） 条例第５１条第１項第２号に該当する者 

貧困により生活保護法の規定による保護以外の公私の扶助を受けている者で、

生活保護法の規定による保護を受けている者との均衡上必要があると認められる

者 免除 

（３） 条例第５１条第１項第３号に該当する者 

学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条又は第８３条第１項に規定する

学校の学生又は生徒で前年中の合計所得金額が自己の勤労による所得のみからな

り、かつ、均等割のみを課される者 免除 

（４） 条例第５１条第１項第４号に該当する公益法人 

民法（明治２９年法律第８９号）第３４条に規定する公益法人で収益事業を営

まないもの 免除 

（５） 条例第５１条第１項第５号に該当する者 

ア 火災、震災、風水害その他これらに類する災害（以下「災害」という。）に

より死亡した個人に係る町民税の納税義務者 免除 

イ 災害により障害者（（法第２９２条第１項第９号）に規定する障害者をいう。）

となった個人に係る町民税の納税義務者 所得割の額に１００分の９０を乗じ

て得た額の軽減 

（６） 条例第５１条第１項第６号に該当する者 

ア 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する法

人で収益事業を営まないもの 免除 

イ 特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する法人で収益事業を営むもの 



当該収益事業における益金の額を超えない事業年度（当該法人が条例第５１条

第１項の規定により町民税を申告納付すべき最初の年度以降３箇年度の間に限

る。）において免除 

２ 前項の規定によって、年度中途で減免を行う場合にあっては、未到来の納期に係

る税額に限り、既に納付し、又は納入されている税額についての減免又は還付はし

ないものとする。 

第２節 固定資産税 

（固定資産税に係る文書の様式） 

第１５条 固定資産税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右

欄に掲げるところによる。 

文書の名称 根拠法令 様式 

固定資産税納税通知書 条例第６８条第１項 第６９号 

固定資産の価格決定通知

書 

法第４１１条第１項 第７０号 

固定資産の価格決定（修

正）通知書 

法第４１７条第１項 第７１号 

新築住宅に対する固定資

産税の減額申告書 

条例附則第１０条の３ 第７２号 

固定資産税の非課税申告

書 

条例第５５条、第５６条、第５７条、第５８条、

第５８条の２ 

第７３号 

区分所有に係る家屋の補

正の方法の申出書 

条例第６３条の２ 第７４号 

住宅用地申告書 条例第７４条 第７５号 

（固定資産に関する地籍図等の様式） 

第１６条 条例第７３条の規定による地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図

及び固定資産売買記録簿の様式並びにその記載事項は、様式第７６号から様式第７

８号までによる。 

（固定資産税の減免） 

第１６条の２ 条例第７１条第１項第４号に規定する固定資産税の減免は、次の各号

に定めるところにより必要と認める者に対し、減免申請があった日以後に納期限の

到来するものについて減免することができる。 

（１） 生活保護法の規定による保護を受けている者と同等と認められる者（居住

者全員が住民税非課税の世帯） 

（２） 失業又は倒産等により、その年の所得が皆無となった者又ははなはだしく

減少したため生活が著しく困難となったと認められる者 

（３） その他特に減免の措置を必要と町長が認めた者 

第３節 軽自動車税 



（軽自動車税の減免） 

第１７条 条例第８９条第１項に定める公益のため直接専用するものと認める軽自動

車等とは、次に該当するものが所有し、公益性があると認められる事業目的のため

直接専用する軽自動車等とする。ただし、収益事業目的のため使用する場合がある

ものを除く。 

（１） 社会福祉法に定められた社会福祉法人 

２ 条例第９０条第１項第１号の規定により軽自動車税の減免を受けている者は、そ

の減免事由に変更がない場合に限り、翌年度以降は新たに同条第２項の申告書を提

出することを要しないものとする。 

（身体障害者及び精神障害者の範囲） 

第１７条の２ 条例第９０条に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者のうち町長

が必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、次のア及びイの表の左欄に

掲げる障害区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則

（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に定める障害の級別に該当する障害

を有するもの 

ア 軽自動車を所有し、かつ、運転する者が身体障害者自身の場合 

障害の区分 障害の級別 

視覚障害 １級から３級までの各級及び４級の１ 

聴覚障害 ２級及び３級 

平衡機能障害 ３級 

体幹不自由 １級から３級までの各級及び５級 

音声機能障害 ３級（喉頭摘出による音声機能障害がある

場合に限る） 

上肢不自由 １級及び２級 

下肢不自由 １級から６級までの各級 

乳幼児期以前の非進行性

脳病変による運動機能障

害 

上肢機能 １級及び２級 

（２級のうち一上肢のみの場合を除く） 

移動機能 １級から６級までの各級 

心臓機能障害 １級及び３級 

じん臓機能障害 １級及び３級 

呼吸器機能障害 １級及び３級 

ぼうこう又は直腸の機能障害 １級及び３級 

小腸の機能障害 １級及び３級 

肝臓機能障害 １級から３級までの各級 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 １級から３級までの各級 

イ 軽自動車を所有する者が身体障害者と生計を一にする者の場合及び軽自動車



を運転する者が身体障害者と生計を一にする者の場合 

障害の区分 障害の級別 

視覚障害 １級から３級までの各級及び４級の１ 

聴覚障害 ２級及び３級 

平衡機能障害 ３級 

体幹不自由 １級から３級までの各級 

音声機能障害 ３級（喉頭摘出による音声機能障害がある

場合に限る） 

上肢不自由 １級及び２級 

下肢不自由 １級から３級までの各級 

乳幼児期以前の非進行性

脳病変による運動機能障

害 

上肢機能 １級及び２級 

（２級のうち一上肢のみの場合を除く） 

移動機能 １級から３級までの各級 

（３級のうち一下肢のみの場合を除く） 

心臓機能障害 １級及び３級 

じん臓機能障害 １級及び３級 

呼吸器機能障害 １級及び３級 

ぼうこう又は直腸の機能障害 １級及び３級 

小腸の機能障害 １級及び３級 

肝臓機能障害 １級から３級までの各級 

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害 １級から３級までの各級 

（２） 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち、次のア及びイの表の左欄に掲

げる障害区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法（大正１２年法律第４

８号）別表第１号表の２又は第１号表の２又は第１号表の３に定める障害の級別

に該当する障害を有するもの 

ア 軽自動車を所有し、かつ、運転する者が身体障害者自身の場合 

障害の区分 障害の程度又は傷病の程度 

視覚障害 特別項症から第４項症までの各項症 

聴覚障害 特別項症から第４項症までの各項症 

平衡機能障害 特別項症から第４項症までの各項症 

音声機能障害 特別項症から第２項症までの各項症（咽頭

摘出による音声機能障害がある場合に限

る） 

上肢不自由 特別項症から第３項症までの各項症 

下肢不自由 特別項症から第６項症までの各項症及び第

１款症から第３款症までの各款症 

体幹不自由 特別項症から第６項症までの各項症及び第



１款症から第３款症までの各款症 

心臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

じん臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

肝機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

小腸の機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

呼吸器機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

イ 軽自動車を所有する者が身体障害者と生計を一にする者の場合及び軽自動車

を運転する者が身体障害者と生計を一にする者の場合 

障害の区分 障害の程度又は傷病の程度 

視覚障害 特別項症から第４項症までの各項症 

聴覚障害 特別項症から第４項症までの各項症 

平衡機能障害 特別項症から第４項症までの各項症 

音声機能障害 特別項症から第２項症までの各項症（咽頭

摘出による音声機能障害がある場合に限

る） 

上肢不自由 特別項症から第３項症までの各項症 

下肢不自由 特別項症から第３項症までの各項症 

体幹不自由 特別項症から第４項症までの各項症 

心臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

じん臓機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

肝機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

ぼうこう又は直腸の機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

小腸の機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

呼吸器機能障害 特別項症から第３項症までの各項症 

２ 条例第９０条に規定する精神に障害を有し歩行が困難な者のうち町長が必要と認

めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（１） 療育手帳の交付を受けている者のうち、療育手帳制度の実施について（昭

和４８年９月２７日児発第７２５号厚生省児童家庭局長通知）第三・１（１）に

定める重度の障害を有するもの 

（２） 精神障害者保健福祉手帳（通院医療費の公費負担番号が記載されているも

のに限る。）の交付を受けている者のうち、精神保健及び精神障害者福祉に関す

る法律施行令（昭和２５年政令第１５５号）第６条第３項に定める１級の障害を

有するもの 

（軽自動車税減免申請書の受理） 

第１７条の３ 町長は、条例第９０条の規定による申請書を受理したときは、身体障

害者手帳、戦傷病者手帳又は療育手帳に軽自動車税減免申請済印を押印するものと



する。 

（軽自動車税に係る文書等の様式） 

第１７条の４ 軽自動車税に係る次の表の左欄に掲げる文書等の様式は、それぞれ同

表の右欄に掲げるところによる。 

文書の名称 根拠法令 様式 

軽自動車税納税通知書 条例第８５条 第７９号 

軽自動車税申告（廃車申

告）書 

条例第８７条第１項、同条第３項 第８０号 

軽自動車税変更申告書 条例第８７条第２項 第８１号 

原動機付自転車、小型特

殊自動車標識 

条例第９１条第１項、同条第２項 第８２号 

原動機付自転車、小型特

殊自動車標識交付証明書 

条例第９１条第３項 第８３号 

原動機付自転車、小型特

殊自動車標識交付申請書 

条例第９１項第１項、同条第２項 第８４号 

原動機付自転車、小型特

殊自動車標識再交付申請

書 

条例第９１条第８項 第８５号 

軽自動車減免申請書 条例第８９条、第９０条 第８６号 

（標識の交付替え） 

第１８条 町長は、必要があると認めるときは、期日を定めて原動機付自転車及び小

型特殊自動車の標識の交付替えを行うことができる。 

２ 前項の規定によって、交付替えを行ったときは、旧標識が無効となる期日を公告

するものとする。 

第４節 削除 

第１９条 削除 

第５節 削除 

第２０条 削除 

第６節 削除 

第２１条 削除 

第７節 特別土地保有税 

（特別土地保有税に係る文書の様式） 

第２２条 特別土地保有税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表

の右欄に掲げるところによる。 

文書の名称 根拠法令 様式 

特別土地保有税非課税土

地（特例譲渡）認定徴収

政令第５４条の４２第３項、同条第５項 第９７号 



猶予通知書 

特別土地保有税非課税土

地（特例譲渡）認定不承

認通知書 

同上 第９８号 

特別土地保有税納税義務

の免除に係る期間、徴収

猶予の延長承認通知書 

政令第５４条の４３第２項 第９９号 

特別土地保有税納税義務

の免除に係る期間の延長

不承認通知書 

同上 第１００号 

特別土地保有税非課税土

地（特例譲渡）納税義務

免除確認通知書 

法第６０１条、第６０２条、第６０３条 第１０１号 

特別土地保有税徴収猶予

取消通知書 

法第６０１条、第６０２条 第１０２号 

特別土地保有税更正（決

定）通知書 

法第６０６条第４項 第１０３号 

特別土地保有税の算定基

礎となる固定資産税評価

格（照会） 

政令第５４条の３８ 第１０４号 

特別土地保有税の算定基

礎となる固定資産税評価

格通知書 

同上 第１０５号 

第３章 目的税 

（入湯税に係る文書の様式） 

第２３条 入湯税に係る次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ同表の右欄に

掲げるところによる。 

文書の名称 根拠法令 様式 

入湯税申告書 条例第１４５条第３項 第１０６号 

第４章 雑則 

（過料の決定通知） 

第２４条 条例第２６条、第３６条の４、第６５条、第７５条、第８８条、及び第１

３３条の規定によって過料を科する場合は、過料決定書（様式第１０７号）を交付

するものとする。 

（文書等の様式） 

第２５条 法並びにこれに基づく政令及び省令、条例及びこの規則の規定により作成

する文書、帳票及び標識の様式は、町長が別に定める。 



（事務取扱いの細目） 

第２６条 この規則で定めるもののほか、町税の賦課及び徴収に関し必要な事務取扱

いの細目については、別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、平成１７年３月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の前日までに、合併前の町税条例施行規則（平成１１年中央町規

則第７号）、町税に関する条例施行規則（昭和５４年旭町規則第１号）又は柵原町

税条例施行規則（昭和５０年柵原町規則第１９５号）の規定によりなされた処分、

手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。 

（環境性能割の減免対象） 

３ 条例附則第１５条の３に規定する軽自動車は、次に掲げるもののうち町長が必要

と認めるものとする。 

ア 身体に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの（以下この項

において「身体障害者」という。）が運転する軽自動車であって当該身体障害者

が取得するもの 

イ 精神に障害を有し歩行が困難な者であって町長が別に定めるもの（以下この項

において「精神障害者等」という。）が運転する軽自動車であって当該精神障害

者等が取得するもの（当該精神障害者等が軽自動車を取得することができないこ

とについて特別の事情があると町長が認める場合には、当該精神障害者等と生計

を一にする者が取得するものを含む。） 

ウ 身体障害者又は精神障害者等（以下「身体障害者等」という。）と生計を一に

する者が当該身体障害者等の通学、通院、通所、生業その他これらに類するもの

（次号において「通学等」という。）のために運転する軽自動車であって当該身

体障害者等が取得するもの（当該身体障害者等が軽自動車を取得することができ

ないことについて特別の事情があると町長が認める場合には、当該身体障害者等

と生計を一にする者が取得するものを含む。次号において同じ。） 

エ 身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護

する者が当該身体障害者等の通学等のために運転する軽自動車であって当該身体

障害者等が取得するもの 

オ 構造上身体障害者等の利用に供する軽自動車であって町長が別に定める構造を

有するもの 

カ 特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定する特定

非営利活動法人が当該特定非営利活動法人の設立当初の役員又は社員から無償で

取得し、かつ、当該設立の日から３月以内に道路運送車両法（昭和２６年法律第

１８５号）第６７条第１項の規定により所有者の変更について自動車検査証の記

入を受けた軽自動車であって、特定非営利活動促進法第１１条第１項第３号の規



定により当該法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に現に供さ

れているもの 

キ 前各号に掲げるもののほか、天災その他特別の事情があると町長が認める軽自

動車 

附 則（平成１８年８月３０日規則第４０号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１９年３月２８日規則第２２号） 

この規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成１９年８月３０日規則第４７号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成１９年４月１日から適用する。 

附 則（平成１９年９月２８日規則第５２号） 

この規則は、平成１９年１０月１日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日規則第９号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年４月３０日規則第２７号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則（平成２１年６月２２日規則第２８号） 

この規則は、平成２１年６月２２日から施行し、平成２１年４月１日から適用する。 

附 則（平成２２年５月１３日規則第１５号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年４月１９日規則第１７号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２５年４月１日から適用する。 

附 則（平成２５年５月１３日規則第２２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２６年１２月２６日規則第３５号） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年１２月１５日規則第４９号） 

（施行期日） 

この規則は、公布の日から施行し、平成２８年４月１日から適用する。 

附 則（平成２９年８月１７日規則第２７号）抄 

（施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の各規則の規定は、平

成２９年７月１日から適用する。 

附 則（平成２９年１０月２５日規則第３５号） 

この規則は、平成２９年１１月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１１月６日規則第５４号） 

（施行期日） 

この規則は、公布の日から施行し、平成３０年４月１日から適用する。 



附 則（平成３０年１２月５日規則第６１号） 

この規則は、平成３１年１０月１日から施行する。 

附 則（平成３１年３月３１日規則第１０号） 

この規則は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月２０日規則第３６号） 

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第７条及び第１４条の改正規定は、

令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月３０日規則第１９号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和２年８月３１日規則第３２号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日規則第１８号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は令和３年４月１

日から適用する。 

 


