千葉市市税条例の 一部を改正する条 例、千葉市国民健 康保険条例及び
千葉市介護保険条 例の一部を改正す る条例、千葉市国 家戦略特別区域外
国人滞在施設経営 事業に関する条例 の一部を改正する 条例、母子及び父
子家庭等の医療費 の助成に関する条 例の一部を改正す る条例、千葉市立
小学校設置条例の 一部を改正する条 例、千葉市立中学 校設置条例の一部
を改正する条例、 千葉市地域公共交 通活性化協議会設 置条例の 一部を改
正する条例、千葉 市営住宅条例の一 部を改正する条例 及び千葉市都市公
園条例の一部を改 正する条例をここ に公布する。
令和２年９月 ２４日
千葉市長

熊

谷

俊

人

千葉市条例第３０ 号
千葉市市税条例の 一部を改正する条 例
千葉市市税条例 （昭和４９年千葉 市条例第６号）の 一部を次のように
改正する。
第９条第１項中 「各号の一」を「 各号のいずれか」 に改める。
第１２条第１項の表第１号オ中「第２９２条第１項第４号の５」を
「第２９２条第１ 項第４号の２」に 改める。
第１４条の２第 １項中「又は各連 結事業年度」を削 り、同条第２項中
「の規定によって 申告納付すべき法 人にあっては同項 」及び「、同条第
４項の規定によっ て申告納付すべき 法人にあっては同 項に規定する連結
法人額の課税標準 の算定期間の末日 現在」を削る。
第１５条中第３項 を第４項とし、第 ２項を第３項とし 、第１項を第２
項とし、同条に第 １項として次の１ 項を加える。
第１０条第１ 号に掲げる者は、 ３月１５日までに 、法第３１７条の
２第１項各号に掲 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。ただし 、法第３１７条の ６第１項又は第４ 項の規定により
給与支払報告書又 は公的年金等支払 報告書を提出する 義務がある者か
ら１月１日現在に おいて給与又は公 的年金等の支払を 受けている者で
前年中において給 与所得以外の所得 又は公的年金等に 係る所得以外の
所得を有しなかっ たもの（公的年金 等に係る所得以外 の所得を有しな
かった者で社会保 険料控除額（令第 ４８条の９の７で 定めるものを除
く。）、小規模企 業共済等掛金控除 額、生命保険料控 除額、地震保険
料控除額、勤労学 生控除額、配偶者 特別控除額（所得 税法第２条第１
項第３３号の４に 規定する源泉控除 対象配偶者に係る ものを除く。）
若しくは法第３１ ４条の２第４項に 規定する扶養控除 額の控除 又はこ
れらと併せて雑損 控除額若しくは医 療費控除額の控除 、法第３１３条
第８項に規定する 純損失の金額の控 除、同条第９項に 規定する純損失
若しくは雑損失の 金額の控除若しく は法第３１４条の ７第１項及び第
１１項の規定によ り控除すべき金額 の控除を受けよう とするものを除
く。）及び前年 の合計所得金額が ４５万円以下 の者 については、この
限りでない。

第１８条の６第２ 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 長は、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１８条の６第５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６項とし、同条第４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５項と し、同条第３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４項と し、同条第２項の 次に次の１項を加
える。
３

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 、市長は、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１８条の９の見 出し及び同条第１ 項中「第３４９条 の３第２８項」

を「第３４９の３第２７項」に改め、同条第２項中「第３４９の３第
２９項」を「第３ ４９の３第２８項 」に改め、同条第 ３項中「第３４９
の３第３０項」を 「第３４９の３第 ２９項」に改める 。
第２６条の２の 次に次の１条を加 える。
（現所有者の申告 ）
第２６条の３

現 所有者（法第３８ ４条の３に規定す る現所有者をいう 。

以下この条及び第 ４９条第１項第 ２ 号において同じ。 ）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）
（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）前２号に掲 げるもののほか、 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４０条第２項中 「第１８条の６第 ４項」を「第１８ 条の６第５項」
に改める。
第４９条第１項第２号中「第１５条第２項若しくは第３項」を「第
１５条第３項若し くは第４項」に、 「軽自動車税」を 「現所有者が正当
な理由がなくて第 ２６条の３の規定 による申告書を同 条に規定する期限
までに提出しなか った場合、環境性 能割の納税義務者 が正当な理由がな
くて第２８条の７ の規定により提出 すべき申告書若し くは報告書につい
て同条に規定する 期限までに申告し 、又は提出しなか った場合、種別割 」
に改める。
附則第５条第１項中「法附則第６１条及び法附則第６２条」を「第
６３条及び第６４条」に改め、同条第３項を削り、同条第４項中「第
１５条第２項第６ 号」を「第１５条 第２項第５号」に 改め、同項を同条
第３項とし、同条 第５項を同条第４ 項とし、同条第６ 項中「第１５条第
３３項第１号」を 「第１５条第３０ 項第１号」に改め 、同項を同条第５
項とし、同条第７ 項中「第１５条第 ３３項第２号」を 「第１５条第３０
項第２号」に改め 、同項を同条第６ 項とし、同条第８ 項中「第１５条第
３３項第３号」を 「第１５条第３０ 項第３号」に改め 、同項を同条第７
項とし、同条第９ 項中「第１５条第 ３８項」を「第１ ５条第３４項」に
改め、同項を同条第８項とし、同条第１０項を削り、同条第１１項中
「第１５条第４４ 項」を「第１５条 第３８項」に改め 、同項を同条第９
項とし、同条第１ ２項中「第１５条 第４５項」を「第 １５条第３９項」
に改め、同項を同 条第１０項とし、 同条第１３項中「 第１５条第４７項 」
を「第１５条第４ １項」に改め、同 項を同条第１１項 とし、同条第 １４
項を同条第１２項 とし、同条第１５ 項中「第６２条」 を「第６４条」に

改め、同項を同条 第１３項とする。
附則に次の１条を 加える。
（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 の対象）
第１７条

法附則 第６０条第３項に 規定する条例で定 める放棄は、新型

コロナウイルス感 染症等の影響に対 応するための国税 関係法律の臨時
特例に関する法律 （令和２年法律第 ２５号）第５条第 ４項に規定する
指定行事の同条第 １項に規定する中 止等により生じた 同項に規定する
入場料金等払戻請 求権の全部又は一 部の放棄（地方税 法等の一部を改
正する法律（令和 ２年法律第２６号 ）附則第３条の規 定により当該放
棄とみなされる寄 附金の支出を含む 。）とする。
附

則

（施行期日）
第１条

この条例 は、令和３年１月 １日から施行する 。ただし、次の各

号に掲げる規定は 、当該各号に定め る日から施行する 。
（１）第９条第１ 項の改正規定、 第 １８条の６第３項 から第５項までの
改正規定（同条第３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」に改める部分、同条第４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」に改める部分及び同
条第５項中「第１０条の２の１２」を「第１０条の２の１５」に改
める部分に限る。）、第１８条の９（見出しを含む。）の改正規定
及び附則第５条の改正規定 （同条第１項及び第１５項の改正規定を
除く。）

公布の 日

（２）第１２条第 １項の表 第１号オ の改正規定及び第 １４条の２の改正
規定

令和４年４ 月１日

（市民税に関す る経過措置）
第２条

この条例 による改正後の千 葉市市税条例（以 下「新条例」とい

う。）第１４条の ２の規定は、令和 ４年４月１日以後 に開始する事業
年度（所得税法等 の一部を改正する 法律（令和２年法 律第８号）第３
条の規定（同法附 則第１条第５号ロ に掲げる改正規定 に限る。）によ

る改正前の法人税 法（昭和４０年法 律第３４号。以下 この条において
「４年旧法人税法 」という。）第２ 条第１２号の７に 規定する連結子
法人（次項におい て「連結子法人と いう。」）の連結 親法人事業年度
（４年旧法人税法 第１５条の２第１ 項に規定する連結 親法人事業年度
をいう。次項にお いて同じ。）が同 日前に開始した事 業年度を除く。）
分の法人の市民税 について適用する 。
２

令和４年４月 １日前に開始した 事業年度（連結子 法人の連結親法人
事業年度が同日前 に開始した事業年 度を含む。）分の 法人の市民税及
び同日前に開始し た連結事業年度（ ４年旧法人税法第 １５条の２第１
項に規定する連結 事業年度をいう。 以下この項におい て同じ。）（連
結子法人の連結親 法人事業年度が同 日前に開始した連 結事業年度を含
む。）分の法人の 市民税については 、なお従前の例に よる。

３

新条例第１５ 条第１項の規定は 、令和３年度以後 の年度分の個人の
市民税について適 用し、令和２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。
（固定資産税に関 する経過措置）

第３条

新条例第 １８条の６第２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。
２

新条例第１８ 条の６第３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。

３

新条例第２６ 条の３の規定は、 この条例の施行の 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。

４

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２ ５年法律第２２６ 号。次項におい
て「旧法」という 。）附則第１５条 第２項第２号に掲 げる施設又は設
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。

５

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 税については、な お従前の例による 。

千葉市条例第３１ 号
千葉市国民健康保 険条例及び千葉市 介護保険条例 の一 部を改正す
る条例
（千葉市国民健康 保険条例の一部改 正）
第１条

千葉市国 民健康保険条例（ 昭和６１年千葉市 条例第１０号）の

一部を次のように 改正する。
第３２条第１項中「一に」を「いずれかに」に、「６月以内」を
「１年以内」に改 める。
（千葉市介護保 険条例の一部改正 ）
第２条

千葉市介 護保険条例（平成 １２年千葉市条例 第１２号）の一部

を次のように改正 する。
第１０条第１ 項中「６月以内」 を「１年以内」に 改める。
附

則

この条例は、令和 ２年１０月１日か ら施行する。

千葉市条例第３２ 号
千葉市国家戦略特 別区域外国人滞在 施設経営事業に関 する 条例の
一部を改正する条 例
千葉市国家戦略特 別区域外国人滞在 施設経営事業に関 する 条例（平成
２９年千葉市条例 第３４号）の一部 を次のように改正 する。
第３条第１項中「 第１３条第４項」 を「第１３条第５ 項」に改める。
第４条を削り、第 ５条を第４条とす る。
附

則

この条例は、公布 の日から施行する 。

千葉市条例第３３ 号
母子及び父子家庭 等の医療費の助成 に関する条例の一 部を改正す
る条例
母子及び父子家庭 等の医療費の助成 に関する条例（昭 和５５年千葉市
条例第１２号）の 一部を次のように 改正する。
題名を次のよう に改める。
ひとり親家 庭等の医療費の助 成に関する条例
第１条中「母子 又は父子の家庭」 を「ひとり親家庭 」に改める。
第２条第１項中「 母子又は父子の家 庭」を「ひとり親 家庭」に改め、
同条第２項中「者」の次に「又は２０歳未満で児童扶養手当法施行令
（昭和３６年政令 第４０５号）別表 第１に定める程度 の障害の状態にあ
る者」を加え、同 条第３項中「父及 び母」を「母及び 父」に改め、 同条
に次の２項を加え る。
４

この条例にお いて「養育者」と は、次に掲げる児 童と同居して、こ
れを監護し、かつ 、その生計を維持 する者であって、 児童福祉法（昭
和２２年法律第１ ６４号）第６条の ３第８項に規定す る小規模住居型
児童養育事業を行 う者又は同法第６ 条の４に規定する 里親以外のもの
をいう。

（１）父母のない 児童
（２）母及び父が 監護しない第１項 に規定するひとり 親家庭の児童
５

この条例にお いて「医療機関」 とは、国民健康保 険法（昭和３３年
法律第１９２号） 又は規則で定める 社会保険各法（以 下「社会保険各
法」という。）の 規定により療養等 を取り扱う病院、 診療所若しくは
薬局又はその他の 者をいう。
第３条第１項中「 （昭和３３年法律 第１９２号）」、 「規則で定める」

及 び 「 (以 下 「 社 会 保 険 各 法 」 と い う 。 )」 を 削 り 、 「 母 子 又 は 父 子 の
家庭」を「ひとり 親家庭」に改め、 同項に次の２号を 加える。
（４）養育者
（５）養育者が養育する前条第４項各号に掲げる児童（次項において
「養育者が養育す る児童」という。 ）
第３条第２項ただ し書中「第４号又 は第５号」を「第 ３号又は第４号」

に改め、同項第２ 号を削り、同項第 ３号を同項第２号 とし、同項第４号
中「母子又は父子 の家庭」を「ひと り親家庭」に、「 父母のない児童と
生計を一にしてい る者（以下「母子 家庭の母等」とい う。） 」を「養育
者（次号において 「ひとり親家庭の 親等」という。） 」に、「及び当該
父母のない児童」 を「、当該養育者 及び当該養育者が 養育する児童」に
改め、同号を同項 第３号とし、同項 第５号中「 父母の ない児童と生計を
一にしている者」を「ひとり親家庭の親等（市長が別に定める者を除
く。）」に、「母 子家庭の母等」を 「ひとり親家庭の 親等」に、 「母子
又は父子の家庭」 を「ひとり親家庭 」に、「及び当該 父母のない児童」
を「、当該養育者 及び当該養育者が 養育する児童」に 改め、 同号を同項
第４号とし、同条 第３項中「前項第 ４号及び第５号」 を「 前項第３号及
び第４号」に改め る。
第５条及び第６条 を次のように改め る。
（助成の方法）
第５条

助成は、 次条第１項に規定 する受給券が医療 機関に提示された

上で、医療を受け た場合において、 助成する額を当該 医療機関に支払
うことによって行 うものとする。
２

前項の助成が 受けられない場合 で、市長が必要が あると認めたとき
は、助成する額を 対象者又はその保 護者に支給するこ とにより助成を
行うことができる 。

３

前項の助成は 、規則で定めると ころにより、対象 者 又はその保護者
の申請に基づき、 月を単位として行 うものとする。
（受給券）

第６条

助成を受 けようとする者は 、規則で定めると ころにより、市長

に申請して対象者 であることを証す る書類（次項にお いて「受給券」
という。）の交付 を受けなければな らない。
２

受給券は、規 則で定めるところ により、更新する ものとする。
附

則

（施行期日）
１

この条例は、 令和２年１１月１ 日から施行する。

（経過措置）
２

この条例によ る改正後の ひとり 親家庭等の医療費 の助成に関する 条
例の規定は、この 条例の施行の日以 後の治療に係る医 療費の助成につ
いて適用し、同日 前の治療に係る医 療費の助成につい ては、なお従前
の例による。
（子どもの医療費 の助成に関する条 例 の一部改正）

３

子どもの医療 費の助成に関する 条例（昭和４５年 千葉市条例第３６
号）の一部を次の ように改正する。
第３条第２項第２ 号中「母子及び父 子家庭等の医療費 の助成に関す
る条例」を「ひと り親家庭等の医療 費の助成に関する 条例 」に改める。
（千葉市行政手続 における特定の個 人を識別するため の番号の利用等
に関する法律に基 づく個人番号の利 用に関する条例の 一部改正）

４

千葉市行政手 続における特定の 個人を識別するた めの番号の利用等
に関する法律に基 づく個人番号の利 用に関する条例（ 平成２７年千葉
市条例第６３号） の一部を次のよう に改正する。
別表４の項中「母 子及び父子家庭等 の医療費の助成に 関する条例」
を「ひとり親家庭 等の医療費の助成 に関する条例 」に 、「母子及び父
子家庭等の医療費 の助成に関する事 務」を「ひとり親 家庭等の医療費
の助成に関する事 務」に改める。

千葉市条例第３４ 号
千葉市立小学校設 置条例の一部を改 正する条例
千葉市立小学校設 置条例（昭和３９ 年千葉市条例第１ ５号）の一部を
次のように改正す る。
第２条の表千葉市 立大宮台小学校の 項を削る。
附

則

この条例は、令和 ３年４月１日から 施行する。

千葉市条例第３５ 号
千葉市立中学校設 置条例の一部を改 正する条例
千葉市立中学校設 置条例（昭和３９ 年千葉市条例第１ ６号）の一部を
次のように改正す る。
第２条の表千葉市 立高洲第一中学校 の項及び千葉市立 高洲第二中学校
の項を削り、同表 に次のように加え る。
千葉市立高洲中学 校
附

千葉市美浜区高洲 ２丁目３番１８号

則

この条例は、令和 ３年４月１日から 施行する。

千葉市条例第３６ 号
千葉市地域公共交 通活性化協議会設 置条例 の一部を改 正する条例
千葉市地域公共 交通活性化協議会 設置条例 （平成３ １年千葉市条例第
２４号）の一部を 次のように改正す る。
第２条第１号中「 地域公共交通網形 成計画」を「地域 公共交通計画」
に改める。
附

則

この条例は、公 布の日又は持続可 能な運送サービス の提供の確保に資
する取組を推進す るための地域公共 交通の活性化及び 再生に関する法律
等の一部を改正す る法律 （令和２年 法律第３６号）の 施行の日のいずれ
か遅い日から施行 する。

千葉市条例第３７ 号
千葉市営住宅条例 の一部を改正する 条例
千葉市営住宅条 例（昭和３６年千 葉市条例第５号） の一部を次のよう
に改正する。
別表の公営住宅の 表大宮町第１団地 の項及び別表のそ の他住宅の表大
宮町第１団地の項 を削る。
附

則

この条例は、令 和２年１１月１日 から施行する。

千葉市条例第３８ 号
千葉市都市公園条 例の一部を改正す る条例
第１条

千葉市都 市公園条例（昭和 ３４年千葉市条例 第２０号）の一部

を次のように改正 する。
別表第２千葉市蘇 我スポーツ公園の 項を次のように改 める。
千 葉 市 蘇 我 蘇我球技場

千葉市蘇我球技 千葉市蘇我球技

スポーツ公

場条例に定める 場条例に定める

園

ところによる。

ところによる。

多目的広場

年末年始以外の 午前９時から午

庭球場

日

後９時まで

第１多目的グラ
ウンド
円形野球場
第２多目的グラ

午前９時から午

ウンド

後５時まで

第１駐車場

午前８時３０分

第２駐車場

から午後９時

第３駐車場

３０分まで

別表第９第１項 第３号を次のよう に改める。
（３）附属施設利 用料金
区分

入 場 料 の 類 を 徴 入場料の類を徴
収しない場合

拡声装置

午前９時から午

収する場合

１，１００円

２，２００円

５２０円

１，１００円

１３０円

２６０円

後５時まで
午後５時から午
後９時まで
時間外(１時間
につき)
照明設備
備考

１時間につき

３，２００円

時間外と は、第９条第４項 の規定により供用 時間以外の時間

に供用する場合に おける当該供用時 間以外の時間をい う。以下同
じ。
第２条

千葉市都 市公園条例の一部 を次のように改正 する。

附則第６項中「第 ２多目的グラウン ド（南）及び円形 野球場の指定
管理者の指定（平 成３２年３月３１ 日以前を期間の終 期とするものに
限る。）」を「第 ３多目的グラウン ドの指定管理者の 指定（令和７年
３月３１日以前を 期間の終期とする ものに限る。）」 に改める。
別表第２千葉市蘇 我スポーツ公園の 項を次のように改 める。
千 葉 市 蘇 我 蘇我球技場

千葉市蘇我球技 千葉市蘇我球技

スポーツ公

場条例に定める 場条例に定める

園

ところによる。

ところによる。

多目的広場

年末年始以外の 午前９時から午

庭球場

日

後９時まで

第１多目的グラ
ウンド
円形野球場
第２多目的グラ

午前９時から午

ウンド

後５時まで

第３多目的グラ
ウンド
第１駐車場

午前８時３０分

第２駐車場

から午後９時

第３駐車場

３０分まで

別表第３千葉市蘇 我スポーツ公園の 項を次のように改 める。
千葉市蘇我スポー ツ公園

多目的広場
庭球場
第１多目的グラウ ンド
第２多目的グラウ ンド
円形野球場
第３多目的グラウ ンド

第１駐車場
第２駐車場
第３駐車場
別表第９に次の１ 項を加える。
20

千葉市蘇我スポーツ公園第３多 目的グラウンド

（１）専用使用利 用料金
区分

半日

１日

時間外（１時
間につき）

ア マ チ 全面

２２，５００

４５，０００

円

円

７，０００円

１４，０００

ュアが
使用す グラウン
るとき

ドゴルフ

５，６２０円
１，７５０円

円

場のみ
ア マ チ 全面

４５，０００

９０，０００

１１，２５０

円

円

円

ュア以
外が使
用する
とき
備考
１

専用使用利用料金を適用する場合は、５０人以上の参加が 見
込まれるパークゴ ルフ、ターゲット バードゴルフ及び グラウン
ドゴルフの大会で 使用する場合又は 市長が別に定める 場合に限
る。

２

半日とは、午 前９時から午後１ 時まで又は午後１ 時から午後
５時までをいい、 半日を超過して使 用する場合は、１ 時間につ
き時間外（１時間 につき）の金額を 適用する。

３

１日とは、午 前９時から午後５ 時までをいう。

（２）個人使用利 用料金
ア

パー クゴルフ及びター ゲットバードゴル フ
区分

金額

１回につき

１日

一般

３００円

９００円

小・中・高校生

１５０円

４５０円

備考
１

１回とは、９ ホールを２周りま で使用することを いう。

２

１日とは、午 前９時から午後５ 時までをいう。
イ

グラウ ンドゴルフ
区分

金額
２時間以内

２時間を超えた場
合１時間につき

一般

３００円

１５０円

小・中・高校生

１５０円

７０円

附
１

則

この条例は、 規則で定める日か ら施行する。ただ し、次項の規定は
公布の日から、第 １条の規定は令和 ３年４月１日から 施行する。

２

第２条の規定 による改正後の附 則第６項前段の規 定による 千葉市蘇
我スポーツ公園の 第３多目的グラウ ンドの指定管理者 の指定の手続 は、
この条例の施行の 日前においても行 うことができる。

