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議案第５９号

令和２年度南砺市一般会計補正予算（第１号） 

令和２年度南砺市一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１０１，０８２千円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２，６５１，０８２千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

令和２年４月２４日提出 

南砺市長 田 中 幹 夫 
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　第１表

      歳　入 （単位：千円）

款 項

16. 国庫支出金 2,792,667  63  2,792,730  

 2. 国庫補助金 1,438,983  63  1,439,046  

20. 繰入金 1,198,142  101,019  1,299,161  

 1. 繰入金 1,198,142  101,019  1,299,161  

32,550,000  101,082  32,651,082  

歳　入　歳　出　予　算　補　正

補正前の額 補正額 計

歳　　　入　　　合　　　計
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      歳　出 （単位：千円）

款 項

 4. 衛生費 2,980,822  1,695  2,982,517  

 1. 保健衛生費 2,113,877  1,695  2,115,572  

 7. 商工費 1,218,449  32,000  1,250,449  

 1. 商工費 1,218,449  32,000  1,250,449  

10. 教育費 3,333,792  67,387  3,401,179  

 1. 教育総務費 262,163  67,387  329,550  

32,550,000  101,082  32,651,082  

補正前の額 補正額 計

歳　　　出　　　合　　　計
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１．総　括                                歳 入 歳 出 予 算 事 項 別 明 細 書
      （１）歳　入

（単位：千円）

款

16. 国庫支出金 2,792,667     63     2,792,730     

20. 繰入金 1,198,142     101,019     1,299,161     

32,550,000     101,082     32,651,082     

補　正　前　の　額 補　正　額 計

歳　　　入　　　合　　　計

令和 2年度 南砺市 一般会計 補正予算 (第 １号)
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（２）歳 出
（単位：千円）

 4. 衛生費 2,980,822 1,695 2,982,517 63 1,632 

 7. 商工費 1,218,449 32,000 1,250,449 32,000 

10. 教育費 3,333,792 67,387 3,401,179 67,387 

32,550,000 101,082 32,651,082 63 101,019 歳　　出　　合　　計

款 補正前の額 補正額 計

補正額の財源内訳

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他
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　２．　歳　入
　第 16 款    国庫支出金 　第  2 項    国庫補助金 （単位：千円）

 10   1 母子保健衛生費補助金[1/2] 63
衛生費国庫補助金 1,541 63 1,604 保健衛生費補助金 63

　第 20 款    繰入金 　第  1 項    繰入金 （単位：千円）

  1   1 財政調整基金繰入金 101,019
基金繰入金 1,198,142 101,019 1,299,161 財政調整基金繰入金 101,019

説　　明
区　分 金額

計 1,198,142 101,019 1,299,161

目 補正前の額 補　正　額 計
節

計 1,438,983 63 1,439,046

目 補正前の額 補　正　額 計
節

説　　明
区　分 金額
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　３．　歳　出
　第  4 款    衛生費 　第  1 項    保健衛生費 （単位：千円）

  2  10   3(00230) マスク等購入 1,567

予防費 156,187 1,567 157,754 需用費 1,567 感染症予防費 1,567 1,567

  6  10   1(00242) （国補） 妊婦に対するマスク配
母子保健費 76,668 128 76,796 需用費 18 すこやか親子 128 63 65 布事業

 11 支援事業費 ・消耗品 18

役務費 110 ・マスク郵送料 110

　第  7 款    商工費 　第  1 項    商工費 （単位：千円）

  2  18   3(00398) あなたのお店応援しま
商工振興費 441,463 32,000 473,463 負担金補助 32,000 商工振興費 32,000 32,000 すサポート交付金事業

及び交付金 22,000

金額

補正額の財源内訳

説明
区　分 金額

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

1,632

目
補正前 
の額

補正額 計

節

事業名

1,695 632,115,572

65

計 2,113,877 1,695

1,567

目計 128 63

目計 1,567

金額
補正額の財源内訳

説明
区　分 金額

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

目
補正前 
の額

補正額 計
節

事業名

新型コロナウイルス感
染症の影響に伴う事業

継続緊急支援補助金
10,000

32,00032,0001,250,449

32,000

計 1,218,449 32,000

目計 32,000
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　第 10 款    教育費 　第  1 項    教育総務費 （単位：千円）

  2  10   7(01193) なんとっ子健康応援商

事務局費 200,420 67,387 267,807 需用費 220 なんとっ子健 67,387 67,387 品券支給事業
 11 康応援商品券 ・事務費 20
役務費 2,937 支給事業費 ・送付用封筒印刷 200

 12 ・通信費 2,937
委託料 390 ・封入作業業務委託料
 19 390

扶助費 63,840 ・なんとっ子健康応援
商品券購入 63,840

67,38767,387329,550

67,387

計 262,163 67,387

目計 67,387

金額
補正額の財源内訳

説明
区　分 金額

特定財源
一般財源

国県支出金 地方債 その他

目
補正前 
の額

補正額 計
節

事業名

1
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議案第６０号

令和２年度南砺市病院事業会計補正予算（第１号）

 　（総則）

第１条 　令和２年度南砺市病院事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

　（収益的収入及び支出の補正）

第２条 　令和２年度南砺市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収入及び支出

　の予定額を次のとおり補正する。

収　　入 （科目）

第１款　　南砺市民病院事業収益 千円 千円 千円

　第２項　　医業外収益 千円 千円 千円

第２款　　公立南砺中央病院事業収益 千円 千円 千円

　第２項　　医業外収益 千円 千円 千円

収入合計 千円 千円 千円

支　　出 （科目）

第１款　　南砺市民病院事業費用 千円 千円 千円

　第１項　　医業費用 千円 千円 千円

第２款　　公立南砺中央病院事業費用 千円 千円 千円

　第１項　　医業費用 千円 千円 千円

支出合計 千円 千円 千円

　（資本的収入及び支出の補正）

第３条 　予算第４条本文括弧書中「不足する額394,759千円」を「不足する額397,839千円」に改め、資本的

　収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

収　　入 （科目）

第１款　　南砺市民病院事業資本的収入 千円 千円 千円

　第３項　　補助金 千円 千円 千円

第２款　　公立南砺中央病院事業資本的収入 千円 千円 千円

　第３項　　補助金 千円 千円 千円

収入合計 千円 千円 千円

支　　出　　　　　　（科目）（科目）

第１款　　南砺市民病院事業資本的支出 千円 千円 千円

　第１項　　建設改良費 千円 千円 千円

第２款　　公立南砺中央病院事業資本的支出 千円 千円 千円

　第１項　　建設改良費 千円 千円 千円

支出合計 千円 千円 千円

　　令和２年４月２４日提出

南砺市長　　田　中　幹　夫

730,351

1,138,184

220,057 578 220,635

（既決予定額） （補正予定額） （計）

504,631 12,496 517,127

177,851 12,496 190,347

606,936 578 607,514

3,948,422

1,318

1,318

3,995,838 3,997,156

842 2,642,844

2,708,0282,707,186

419,963 1,316 421,279

453,775 841 454,616

2,719,695

842

2,718,854

（既決予定額）

841

9,994 740,345

（計）（補正予定額）

3,947,104

（既決予定額） （補正予定額） （計）

3,996,666 1,316 3,997,982

6,743,900 2,157 6,746,057

6,735,382 6,737,5422,160

1,125,110

393,942

2,750 578 3,328

（計）

323,444 9,416 332,860

（既決予定額） （補正予定額）

2,642,002

13,074

2,750

393,364 578

9,416 12,166
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令和２年度 南砺市病院事業会計補正予算（第１号）実施計画

収　　　入
既決予定額 補正予定額 計

千円 千円 千円
1 南砺市民病院 3,996,666 1,316 3,997,982
事業収益

2 医業外収益 419,963 1,316 421,279

3 補助金 11,298 1,316 12,614 保健衛生施設等施設・設備整
備費補助金

1,316 千円

2 公立南砺中央病院 2,718,854 841 2,719,695
事業収益

2 医業外収益 453,775 841 454,616

3 補助金 2,413 841 3,254 保健衛生施設等施設・設備整
備費補助金

841 千円

支　　　出
既決予定額 補正予定額 計

千円 千円 千円
1 南砺市民病院事業 3,995,838 1,318 3,997,156
費用

1 医業費用 3,947,104 1,318 3,948,422

3 経費 574,133 1,318 575,451 消耗品費 1,318 千円

2 公立南砺中央病院 2,707,186 842 2,708,028
事業費用

1 医業費用 2,642,002 842 2,642,844

3 経費
一般・医療型療養 497,612 842 498,454 消耗品費 842 千円

款 項 目 備　　　　　　　考

収益的収入及び支出の補正

款 項 目 備　　　　　　　考

1
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収　　　入
既決予定額 補正予定額 計

千円 千円 千円
1 323,444 9,416 332,860

3 補助金 2,750 9,416 12,166

1 補助金 2,750 9,416 12,166 保健衛生施設等施設・設備整備
費補助金

9,416 千円

2 公立南砺中央病院 393,364 578 393,942
事業資本的収入

3 補助金 2,750 578 3,328

1 補助金 2,750 578 3,328 保健衛生施設等施設・設備整備
費補助金

578 千円

支　　　出
既決予定額 補正予定額 計

千円 千円 千円
1 504,631 12,496 517,127

1 建設改良費 177,851 12,496 190,347

1 医療機械器具整
備事業費

177,851 12,496 190,347 医療機械器具購入費 12,496 千円

2 606,936 578 607,514

1 建設改良費 220,057 578 220,635

2 医療機械器具整
備事業費

172,449 578 173,027 医療機械器具購入費 578 千円

公立南砺中央病院
事業資本的支出

南砺市民病院事業
資本的支出

款 項 目 備　　　　　　　考

資本的収入及び支出の補正

款 項 目 備　　　　　　　考

南砺市民病院事業
資本的収入

1
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（単位：千円）
１．南砺市民病院事業
業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失） △ 490
減価償却費 271,099
固定資産除却費 3,000
長期前受金戻入 △ 23,300
賞与引当金の増減（△は減少） 11,979
貸倒引当金の増減（△は減少） 3,093
未収金の増減（△は増加） 0
たな卸資産の増減（△は増加） △ 193
受取利息 △ 100
支払利息 39,488
小計 304,576
利息の受取額 100
利息の支払額 △ 39,488
業務活動によるキャッシュ・フロー 265,188

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 174,178
無形固定資産の取得による支出 0
国庫補助金等による収入 13,482
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 160,696

財務活動によるキャッシュ･フロー
企業債による収入 138,800
企業債の償還による支出 △ 326,780
リース債務の返済による支出 0
一般会計からの出資による収入 181,894
財務活動によるキャッシュ･フロー △ 6,086

資金増減額 98,406
資金期首残高 1,466,486
資金期末残高 1,564,892

２．公立南砺中央病院事業
業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失） △ 9,179
減価償却費 159,874
固定資産除却費 7,598
長期前受金戻入 △ 21,854
賞与引当金の増減（△は減少） 5,918
貸倒引当金の増減（△は減少） 0
未収金の増減（△は増加） 0
未払金の増減（△は減少） 0
受取利息 △ 20
支払利息 59,566
小計 201,903
利息の受取額 20
利息の支払額 △ 59,566
業務活動によるキャッシュ・フロー 142,357

令和2年度南砺市病院事業会計補正予算（第１号）予定キャッシュ・フロー計算書
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）
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投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △ 195,070
無形固定資産の取得による支出 △ 5,559
国庫補助金等による収入 4,169
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 196,460

財務活動によるキャッシュ･フロー
企業債による収入 187,100
企業債の償還による支出 △ 311,279
リース債務の返済による支出 0
その他の他会計借入金による収入 0
その他の他会計借入金の返済による支出 △ 75,600
一般会計からの出資による収入 203,514
財務活動によるキャッシュ･フロー 3,735

資金増減額 △ 50,368
資金期首残高 634,891
資金期末残高 584,523

３．病院統括事業
業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失） △ 3,977
減価償却費 378
就学資金返還免除額 3,600
賞与引当金の増減（△は減少） 65
未収金の増減（△は増加） 0
未払金の増減（△は減少） 0
支払利息 33
小計 99
利息の支払額 △ 33
業務活動によるキャッシュ・フロー 66

投資活動によるキャッシュ・フロー
修学資金貸付による支出 △ 10,800
修学資金貸付の償還による収入 1,940
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 8,860

財務活動によるキャッシュ･フロー
企業債の償還による支出 △ 2,743
一般会計からの出資による収入 11,603
企業債による収入 0
財務活動によるキャッシュ･フロー 8,860

資金増減額 66
資金期首残高 45,032
資金期末残高 45,098
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承認第２号

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下記のこ

とについて専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

令和２年４月２４日提出 

南砺市長 田 中 幹 夫 

記 

専決第３号 令和元年度南砺市一般会計補正予算（第６号） 
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専決第３号

令和元年度南砺市一般会計補正予算（第６号） 

令和元年度南砺市一般会計補正予算（第６号）は、次に定めるところによる。 

 （繰越明許費の補正） 

第１条 繰越明許費の追加及び変更は、「第１表 繰越明許費補正」による。 

令和２年３月２５日

南砺市長 田 中 幹 夫 
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第１表

（追加） （単位：千円）

事業名

2. 総務費 1. 総務管理費 災害対策費　

8. 土木費 4. 都市計画費 都市計画管理費　

（変更） （単位：千円）

補正前 補正後

8. 土木費 2. 道路橋梁費 道路橋梁施設整備費　 175,248 185,000

款 項 事業名
金　額

繰　越　明　許　費　補　正

款 項 金　　額

3,624

5,550
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承認第３号 

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、南砺市

税条例等の一部改正について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

りこれを報告し、承認を求める。 

令和２年４月２４日提出 

南砺市長 田 中 幹 夫 

19



専決第４号 

南砺市税条例等の一部改正について 

南砺市税条例等の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和２年３月３１日 

                         南砺市長 田 中 幹 夫 

南砺市税条例等の一部を改正する条例 

令和２年３月３１日 

南砺市条例第２４号 

（南砺市税条例の一部改正） 

第１条 南砺市税条例（平成１６年南砺市条例第５４号）の一部を次のように改正す

る。 

第３６条の３の２の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項中第３号を削り、第４号を同項第３号とする。 

第３６条の３の３の見出し中「扶養親族等申告書」を「扶養親族申告書」に改

め、同条第１項中「若しくは単身児童扶養者である者」を削り、同項中第３号を

削り、第４号を第３号とする。 

第４８条第２項中「第６６条の７第４項及び第１０項」を「第６６条の７第５

項及び第１１項」に改める。 

第５４条第２項中「登録されている」を「登録がされている」に改め、同条第
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４項中「によって」を「により」に、「においては」を「には」に改め、「これ

を」を削り、「課する」を「課することができる。」に改め、同項に後段として

次のように加える。 

この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじめ、そ

の旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第５４条第７項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改め、

同項を同条第８項とし、同条第６項中「によって」を「により」に、「第４９条

の２」を「第４９条の３」に、「みなす」を「みなすことができる」に改め、同

項を同条第７項とし、同条第５項中「によって」を「により」に、「において

は」を「には」に、「登録されている」を「登録がされている」に、「みなす」

を「みなすことができる」に改め、同項を同条第６項とし、同条第４項の次に次

の１項を加える。 

５ 法第３４３条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資産の所有者の存在

が不明である場合（前項に規定する場合を除く。）には、その使用者を所有者

とみなして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することが

できる。この場合において、市は、当該登録をしようとするときは、あらかじ

め、その旨を当該使用者に通知しなければならない。 

第６１条第９項及び第１０項中「第３４９条の３第１２項」を「第３４９条の

３第１１項」に改める。 

第６１条の２の見出し及び同条第１項中「第３４９条の３第２８項」を「第３

４９条の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９条の３第２９項」を「第

３４９条の３第２８項」に改め、同条第３項中「第３４９条の３第３０項」を

「第３４９条の３第２９項」に改める。 

第７４条の２の次に次の１条を加える。 

（現所有者の申告） 

第７４条の３ 現所有者（法第３８４条の３に規定する現所有者をいう。以下こ

の条及び次条において同じ。）は、現所有者であることを知った日の翌日から 

３月を経過した日までに次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなけ

ればならない。 

（１）土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次号に規定する個人と

の関係及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係） 
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（２）土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋

補充課税台帳に登記又は登録がされている個人が死亡している場合におけ

る当該個人の住所及び氏名 

（３）その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

第７５条第１項中「又は」を「若しくは」に、「によって」を「により、又は

現所有者が前条の規定により」に、「においては」を「には」に改める。 

第９６条第３項を同条第４項とし、同条第２項中「前項」を「第１項（法第４

６９条第１項第３号又は第４号に係る部分に限る。）」に、「第１６条の２の

３」を「第１６条の２の３第２項」に、「提出しない場合には、適用しない」を

「提出している場合に限り、適用する」に改め、同項を同条第３項とし、同条第

１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の規定は、

卸売販売業者等が、同条第１項第１号又は第２号に掲げる製造たばこの売渡し

又は消費等について、第９８条第１項又は第２項の規定による申告書に前項

（法第４６９条第１項第１号又は第２号に係る部分に限る。）の適用を受けよ

うとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し、かつ、施行規則第１６条の２

の３第１項に規定する書類を保存している場合に限り、適用する。 

第９８条第１項中「第９６条第２項」を「第９６条第３項」に改める。 

第１３１条第６項中「第５４条第６項」を「第５４条第７項」に改める。 

附則第８条第１項中「令和３年度」を「令和６年度」に改める。 

附則第１０条中「又は法附則第１５条」を「又は附則第１５条」に改める。 

附則第１０条の２第２項を削り、同条第３項中「附則第１５条第２項第６号」

を「附則第１５条第２項第５号」に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項を

同条第３項とし、同条第５項中「附則第１５条第３３項第１号イ」を「附則第１

５条第３０項第１号イ」に改め、同項を同条第４項とし、同条第６項中「附則第

１５条第３３項第１号ロ」を「附則第１５条第３０項第１号ロ」に改め、同項を

同条第５項とし、同条中第７項を削り、同条第８項中「附則第１５条第３３項第

１号ニ」を「附則第１５条第３０項第１号ハ」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第９項中「附則第１５条第３３項第１号ホ」を「附則第１５条第３０項第１

号ニ」に改め、同項を同条第７項とし、同条第１０項中「附則第１５条第３３項

第２号イ」を「附則第１５条第３０項第２号イ」に改め、同項を同条第８項とし、

同条第１１項中「附則第１５条第３３項第２号ロ」を「附則第１５条第３０項第
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２号ロ」に改め、同項を同条第９項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１０ 法附則第１５条第３０項第２号ハに規定する設備について同号に規定する市

の条例で定める割合は４分の３とする。 

附則第１０条の２第１２項中「附則第１５条第３３項第３号イ」を「附則第１

５条第３０項第３号イ」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第１３項中「附

則第１５条第３３項第３号ロ」を「附則第１５条第３０項第３号ロ」に改め、同

項を同条第１２項とし、同条第１４項中「附則第１５条第３３項第３号ハ」を

「附則第１５条第３０項第３号ハ」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１

５項中「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同項を同

条第１４項とし、同条第１６項中「附則第１５条第４４項」を「附則第１５条第

３８項」に改め、同項を同条第１５項とし、同条第１７項中「附則第１５条第４

５項」を「附則第１５条第３９項」に改め、同項を同条第１６項とし、同条第１

８項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４１項」に改め、同項を同

条第１７項とし、同条第１９項を同条第１８項とする。 

附則第１１条の２第２項中「平成３１年度適用土地又は平成３１年度類似適用

土地」を「令和元年度適用土地又は令和元年度類似適用土地」に改める。 

附則第１２条、第１３条及び第１５条第１項中「又は法」を「又は」に改める。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「令和２年度」を「令和５年度」に改め

る。 

（南砺市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 南砺市税条例等の一部を改正する条例（令和元年南砺市条例第２３号）の一

部を次のように改正する。 

第３条のうち、南砺市税条例第２４条第１項第２号の改正規定を削る。 

附則第１条第３号を次のように改める。 

（３）削除 

附則第１条第４号中「中南砺市税条例附則第１６条第１項の改正規定、同条に

１項を加える改正規定、同条例附則第１６条の２第１項の改正規定」を削る。 

附則第３条を次のように改める。 

第３条 削除 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、第１条の規定による改正後の南砺市税条例

（以下「新条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は、令和２年度

以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和元年度分までの個人の市民税

については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」

という。）以後に支払を受けるべき同項に規定する給与について提出する同項及

び同条第２項に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税

法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定する公的年金等（同

法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。）について提出する新条例

第３６条の３の３第１項に規定する申告書について適用する。 

（固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

令和２年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和元年度分までの固定

資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第５４条第４項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について

適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。 

３ 新条例第５４条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について

適用する。 

４ 新条例第７４条の３の規定は、施行日以後に、同条に規定する現所有者であるこ

とを知った者について適用する。 

５ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に取得された地方税法等の

一部を改正する法律（令和２年法律第５号）第１条の規定による改正前の地方税

法（昭和２５年法律第２２６号。以下「旧法」という。）附則第１５条第２項に

規定する施設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例によ

る。 

６ 平成３０年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附

則第１５条第３３項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して課する

固定資産税については、なお従前の例による。 

７ 平成２８年４月１日から令和２年３月３１日までの間に新たに取得された旧法附

則第１５条第４０項に規定する家屋及び償却資産に対して課する固定資産税につ
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いては、なお従前の例による。 
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承認第４号 

専決処分の承認を求めることについて 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、南砺市国

民健康保険税条例の一部改正について別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の

規定によりこれを報告し、承認を求める。 

令和２年４月２４日提出 

南砺市長 田 中 幹 夫 
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専決第５号 

南砺市国民健康保険税条例の一部改正について 

南砺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のとおり専決処分する。 

令和２年３月３１日 

南砺市長 田 中 幹 夫 

南砺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

令和２年３月３１日 

南砺市条例第２５号 

南砺市国民健康保険税条例（平成１７年南砺市条例第６号）の一部を次のように改

正する。 

第２条第２項ただし書中「６１万円」を「６３万円」に改め、同条第４項ただし書

中「１６万円」を「１７万円」に改める。

第２３条各号列記以外の部分中「６１万円」を「６３万円」に、「１６万円」を

「１７万円」に改め、同条第２号中「２８万円」を「２８万５，０００円」に改め、

同条第３号中「５１万円」を「５２万円」に改める。 

附則第７項及び第８項中「第３５条の２第１項」の次に「、第３５条の３第１項」

を加える。 

附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、附則第７項及び第８項の

改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律（令和２年法律第１２号）附則第

１項第１号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の１月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の南砺市国民健康保険税条例の規定は、令和２年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 
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