










新 条 例

（固定資産税の納税義務者等）

第36条　固定資産税は、固定資産（土地、家屋及び償却資産を総称する。以

下固定資産税について同じ。）に対し、その所有者（質権又は100年より永

い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又

は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。）に課する。

2　前項の所有者とは、土地又は家屋については、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所有者‾（建物の区分所有等に関する法律（昭

和37年法律第69号）第2条第3項の専有部分の属する家屋（同法第4条

第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。）については、当該

家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者（以下「区分所有者」という。）と

する。以下固定資産税について同様とする。）として登記又は登録されている

者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が

賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されて

いる法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法’

第348条第1項の者が、同日前に所有者でなくなっているときは、同日に

おいて、当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。

3　第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者と

して登録されている者をいう。

4　固定資産の所有者の所在が、震災、風水害、火災その他の事由によって不

明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産

課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する。

5　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による土地区画整理事業（農

住組合法（昭和55年法律第86号）第8条第1項の規定により土地区画整

理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街

地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成9年法律第49号）第
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旧 条 例

（固定資産税の納税義務者等）

第36条　固定資産税は、固定資産（土地、家屋及び償却資産を総称する。以

下固定資産税について同じ。）に対し、その所有者（質権又は100年より永

い存続期間の定めのある地上権の目的である土地については、その質権者又

は地上権者とする。以下固定資産税について同じ。）に課する。

2　前項の所有者とは、土地又は家屋については、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所有者（建物の区分所有等に関する法律（昭

和37年法律第69号）第2条第3項の専有部分の属する家屋（同法第4条

第2項の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。）については、当該

家屋に係る同法第2条第2項の区分所有者（以下「区分所有者」という。）と

する。以下固定資産税について同様とする。）として登記又は登録されている

者をいう。この場合において、所有者として登記又は登録されている個人が

賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者として登記又は登録されて

いる法人が同日前に消滅しているとき、又は所有者として登記されている法

第348条第1項の者が、同日前に所有者でなくなっているときは、同日に

おいて、当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。

3　第1項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者と

して登録されている者をいう。

4　固定資産の所有者の所在が、震災、風水害、火災その他の事由によって不

明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産

課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課する。

5　土地区画整理法（昭和29年法律第119号）による土地区画整理事業（農

住組合法（昭和55年法律第86号）第8条第1項の規定により土地区画整

理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街

地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成9年法律第49号）第
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新 条 例

46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地に

おける防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並び

に大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭

和50年法律第67号）による住宅街区整備事業を含む。以下この項におい

て同じ。）又は土地改良法（昭和24年法律第195号）による土地改良事業

の施行に係る土地については、法令若しくは規約等の定めるところによって

仮換地、一時利用地、その他の仮に使用し、若しくは収益することができる

土地（以下この項において「仮換地等」と総称する。）の指定があった場合又

は土地区画整理法による土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2

（農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に

関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における

住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する

場合を含む。）の規定によって管理する土地で、当該施行者以外の者が仮に使

用するもの（以下この項において「仮使用地」という。）がある場合において

は、当該仮換地等又は仮使用地について使用し、又は収益することができる

こととなった日から換地処分の公告がある日又は換地計画の認可の公告があ

る日までの間は、仮換地等にあっては当該仮換地等に対応する従前の土地に

ついて登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている

者をもって、仮使用地にあっては土地区画整理法による土地区画整理事業の

施行者以外の仮使用地の使用者をもってそれぞれ当該仮換地等又は仮使用地

に係る第1項の所有者とみなし、換地処分の公告があった日又は換地計画の

認可の公告があった日から換地又は保留地を取得した者が登記簿に当該換地

又は保留地に係る所有者として登記される日までの間は当該換地又は保留

地を取得した者をもって当該換地又は保留地に係る同項の所有者とみなす。
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旧 条 例

46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地に

おける防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並び

に大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭

和50年法律第67号）による住宅街区整備事業を含む。以下この項におい

て同じ。）又は土地改良法（昭和24年法律第195号）による土地改良事業

（独立行政法大森林総合研究所が独立行政法大森林総合研究所法（平成11

年法律第198号）附則第9条第1項又は第11条第1項の規定により行う

旧独立行政法入線資源機構法（平成14年法律第130号）第11条第1項

第7号イの事業又は旧農用地整備公団法（昭和49年法律第43号）第19

条第1項第1号イの事業を含む。）の施行に係る土地については、法令若し

くは規約等の定めるところによって仮換地、一時利用地、その他の仮に使用

し、若しくは収益することができる土地（以下この項において「仮換地等」

と総称する。）の指定があった場合又は土地区画整理法による土地区画整理事

業の旛行者が同法第100条の2（農住組合法第8条第1項及び密集市街地

における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用す

る場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別

措置法第83条において準用する場合を含む。）の規定によって管理する土地

で、当該施行者以外の者が仮に使用するもの（以下この項において「仮使用

地」という。）がある場合においては、当該仮換地等又は仮使用地について使

用し、又は収益することができることとなった日から換地処分の公告がある

日又は換地計画の認可の公告がある日までの間は仮換地等にあっては当該

仮換地等に対応する従前の土地について登記簿又は土地補充課税台帳に所有

者として登記又は登録されている者をもって、仮使用地にあっては土地区画

整理法による土地区画整理事業の施行者以外の仮便用地の使用者をもってそ

れぞれ当該仮換地等又は仮使用地に係る第1項の所有者とみなし、換地処分
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6　家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行親則第10

条の2の10で定めるもの／を含む。）であって、家屋の所有者以外の者がその

事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したこ

とにより家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この項において「特

定附帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事業の用に供するこ

とができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有

者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産と

みなして固定資産税を課する。

（特別土地保有税の納税義務者等）

第110条　特別土地保有税は土地又はその取得に対し、当該土地の所有者

又は取得者（以下本節において「土地の所有者等」という。）に課する。

2　この節の規定中、土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は土

地の所有者等が所有する土地で、法第599条第1項の競走により申告納付

すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年

を経過したものについては、適用しない。

3　特殊関係者、（法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この

項において同じ。）が取得した、又は所有する土地について令第54条の1

2第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有

する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4　土地区画整理法による土地区画整理事業（農住組合法第8条第1項の規定
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旧 条 例

の公告があった日又は換地計画の認可の公告があった日から換地又は保留地

を取得した者が登記簿に当該換地又は保留地に係る所有者として登記される

日までの間は、当該換地又は保留地を取得した者をもって当該換地又は保宮

地に係る同項の所有者とみなす。

6　家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その他施行規則第10

条の2の10で定めるものを含む。）であって、家屋の所有者以外の者がその

事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、当該家屋に付合したこ

とにより家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この項において「特

定附帯設備」という。）については、当該取り付けた者の事業の用に供するこ

とができる資産である場合に限り、当該取り付けた者をもって第1項の所有

者とみなし、当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以外の資産と

みなして固定資産税を課する。

（特別土地保有税の納税義務者等）

第110条　特別土地保有税は、土地又はその取得に対し、当該土地の所有者

又は取得者（以下本節において「土地の所有者等」という。）に課する。

2　この節の規定中、土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、土

地の所有者等が所有する土地で、法第599条第1項の規定により申告納付

すべき日の属する年の1月1日において当該土地の取得をした日以後10年

を経過したものについては、適用しない。

3　特殊関係者（法第585条第4項に規定する特殊関係者をいう。以下この

項において同じ。）が取得した、又は所有する土地について令第54条の1

2第2項各号に掲げる事情がある場合における当該土地は、特殊関係者を有

する者及び当該特殊関係者の共有物とみなす。

4　土地区画整理法による土地区画整理事業（農住組合法第8条第1項の規定
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により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の

事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第

1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防

災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市

地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法による住宅街

区整備事業を含む。次項において同じ。）又は土地改良法による土地改良事

業の施行に係る土地について法令の定めるところによって仮換地又は一時利

用地（以下この項において「仮換地等」という。）の指定があった場合にお

いて、当該仮換地等である土地について使用し、又は収益することができる

こととなった日以後においては、当該仮換地等である土地に対応する従前の

土地（以下この項において「従前の土地」という。）の取得又は所有をもっ

て当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当該従前の土地の取得

者又は所有者を第1項の土地の所有者又は取得者とみなして、特別土地保有

税を課する。

、5　土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土

地区画整理事業の施行者が同法第100条の2（農住組合法第8条第1項及

び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項に

おいて適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進

に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。）の親定によっ

て管理する土地（以下この項において「保留地予定地等」という。）がある

場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処

分の公告がある日までの間、当該保留地予定地等である土地について使用し、

若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する
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旧 条 例

により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の

事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第

1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防

災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市

地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によ′る住宅街

区整備事業を含む。次項において同じ。）又は土地改良法による土地改良事

業（独立行政法大森林総合研究所が独立行政法大森林総合研究所法附則第9

条第1項の規定により行う旧独立行政法入線資源機構法第11条第1項第7

イの事業を ）の施行に係る土地について法令の定めるところによっ

て仮換地又は一時利用地（以下この項において「仮換地等」という。）の指

定があった場合において、当該仮換地等である土地について使用し、又は収

益することができることとなった日以後においては、当該仮換地等である土

地に対応する従前の土地（以下この項において「従前の土地」という。）の

取得又は所有をもって当該仮換地等である土地の取得又は所有とみなし、当

該従前の土地の取得者又は所有者を第1項の土地の所有者又は取得者とみな

して、特別土地保有税を課する。

5　土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土

地区画整理事業の施行者が同法第100条の2（農住組合法第8条第1項及

び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項に

おいて適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進

に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。）の規定によっ

て管理する土地（以下この項において「保留地予定地等」という。）がある

場合において、当該施行者以外の者が、当該土地区画整理事業に係る換地処

分の公告がある日までの間、当該保留地予定地等である土地について使用し、

若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する
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当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結され

たとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留

地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益する

ことができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効

力が発生した日として令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保

留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、当該保留地予定地等

である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者又は取得

者とみなして、特別土地保有税を課する。

附則第3条（東村山市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

附　則（昭和39年東村山市条例第2号）

5　附則第3項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成24年度から平成26

年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画

税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価

格に10分の2を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第349条の3（第20項を除く。）又は法附則第15条から第15

条の3までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税

の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合に

あっては、附則第3項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

6　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0．6以上0．7以

下のものに係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計画税
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当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結され

たとき又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留

地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し、若しくは収益する

ことができることを目的とする契約が締結されたときは、それらの契約の効

力が発生した日として令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保

留地予定地等である土地の取得がされたものとみなし、当該保留地予定地等

である土地を取得することとされている者を第1項の土地の所有者又は取得

者とみなして、特別土地保有税を課する。

附則第3条（東村山市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

附　則（昭和39年東村山市条例第2号）

5　登主要の規定の適用を受ける宅地等に係る平成24年度から平成26年度

までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に

10分の2を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第349条の3（第20項を除く。）又は法附則第15条から第15条の

3までの競走の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあっ

ては、笠五重の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

6　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0．6以上0．7以

下のものに係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計画税
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の額は、附則第3項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市

計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度

分の固定資産税について法第349条の3（第20項を除く。）又は法附則

第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、

当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等

に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における

都市計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）とする。

7　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0．7を超えるもの

に係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計画税の額は、

附則第3項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画

税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額（当該商業地等が

当該年度分の固定資産税について法第349条の3（第20項を除く。）又

は法附則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という。）とする。

27項項 29項 37項若しくは 38項、第15条

の2第2項又は第15条の3の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限

り、第120条第2項中「又は第28項」とあるのは「若しくは第28項又

は法附則第15条から第15条の3まで」とする。
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の額は、笠五重の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画

税に係る前年度分の都市計画説の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の

固定資産税について法第349条の3（第20項を除く。ノ）又は法附則第1

5条から第15条の3までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当

該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」という。）とする。

7　商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0・7を超えるもの

に係る平成24年度から平成26年度までの各年度分の都市計画税の額は、

箆主要の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た額（当該商業地等が当該

年度分の固定資産税について法第349条の3（第20項を除く。）又は法

附則第15条から第15条の3までの規定の通用を受ける商業地等であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都

市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という。）とする。

14　法附則第15条第1項 18項から 26項まで

32項若しくは 36項、第15条の2第2項又は

第15条の3の規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第120条

第2項中「又は第28項」とあるのは「若しくは第28項又は法附則第15

条から第15条の3まで」とする。

－17－



新 条 例

附　則

（施行期日）

第1条　この条例は、平成25年4月1日から施行する。

（固定資産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、この条例による改正後の東村山市税条

例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、平成2

5年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成24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　平成25年4月1日前に地方税法の一部を改正する法律（平成25年法律

第3号）第1条の規定による改正後の地方税法（昭和25年法律第226号）

附則第15条の9第1項に規定する耐震基準適合住宅に係る耐震改修（当該

耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。）に

係る契約が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了する場合における新条

例附則第11項の6の4の規定の適用については、同項中「書類及び」とあ

るのは、「書類及び当該耐震改修に係る契約をした日を証する書類並びに」

とする。

（東村山市税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第3条　東村山市税条例の一部を改正する条例（昭和39年東村山市条例第2

号）の一部を次のように改正する。

附則第5項から附則第7項までの規定中「第3項」を「附則第3項」に改

める。

附則第14項中「、第5項、第14項、第18項から第26項まで、第2

8項、第30項、第32項若しくは第36項」を「、第12項、第16項か

ら第24項まで、第26項、第27項、第29項、第33項、第37項若し

くは第38項」に改める。
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