
令和２年５月八戸市議会臨時会 

提 出 議 案 



５ 月 市 議 会 臨 時 会 に 付 議 す べ き 事 件 

議案第80号 令和２年度八戸市一般会計補正予算 別冊 

議案第81号 八戸市保健所条例の一部を改正する条例の一部を改 

正する条例の制定について ３ 

議案第82号 処分事件の報告及びその承認を求めることについて ５ 

 （令和元年度八戸市一般会計補正予算の処分） 

議案第83号 処分事件の報告及びその承認を求めることについて ７ 

 （令和２年度八戸市一般会計補正予算の処分） 

議案第84号 処分事件の報告及びその承認を求めることについて ９ 

（八戸市市税条例等の一部を改正する条例の制定 

の処分） 



－３－

議案第81号 

 八戸市保健所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について 

八戸市保健所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり制定する。 

令和２年５月８日 提出 

八戸市長 小 林 眞 

理 由 

保健所の位置の変更を延期するためのものである。 



－４－

八戸市保健所条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例 

 八戸市保健所条例の一部を改正する条例（令和２年八戸市条例第21号）の一部を次のよう

に改正する。 

附則中「令和２年６月１日」を「規則で定める日」に改める。 

 附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



－５－

議案第82号 

 処分事件の報告及びその承認を求めることについて 

地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり処分したから報告し、承認を求める。 

令和２年５月８日 提出 

八戸市長 小 林 眞 

理 由 

 地方交付税、新型コロナウイルス感染症対策事業費等の増額、地方消費税交付金等の減額、

財政調整基金の積立て及び市債の決定のため、令和元年度八戸市一般会計補正予算を定める

ことを処分したものについて、その承認を求めるものである。 



－６－

処分第19号 

令和元年度八戸市一般会計補正予算を定めることの処分について 

 令和元年度八戸市一般会計補正予算を次のとおり定めることを地方自治法第179条第１項の

規定により処分する。 

令和２年３月31日 

八戸市長 小 林 眞 

令和元年度八戸市一般会計補正予算 別冊 



－７－

議案第83号 

 処分事件の報告及びその承認を求めることについて 

地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり処分したから報告し、承認を求める。 

令和２年５月８日 提出 

八戸市長 小 林 眞 

理 由 

 八戸市新型コロナウイルス対策支援金及び雇用調整助成金申請費補助金の給付等を行うた

め、令和２年度八戸市一般会計補正予算を定めることを処分したものについて、その承認を

求めるものである。 



－８－

処分第21号 

令和２年度八戸市一般会計補正予算を定めることの処分について 

 令和２年度八戸市一般会計補正予算を次のとおり定めることを地方自治法第179条第１項の

規定により処分する。 

令和２年４月28日 

八戸市長 小 林 眞 

令和２年度八戸市一般会計補正予算 別冊 



－９－

議案第84号 

 処分事件の報告及びその承認を求めることについて 

地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり処分したから報告し、承認を求める。 

令和２年５月８日 提出 

八戸市長 小 林 眞 

理 由 

 地方税法の一部改正に伴い、肉用牛の売却による農業所得等に係る個人市民税の課税の特

例の適用期限の延長、償却資産に係る固定資産税の課税標準の特例に関する規定の整備その

他所要の改正をすることを処分したものについて、その承認を求めるためのものである。 



 －１０－ 

処分第18号 

 

   八戸市市税条例等の一部を改正する条例の制定の処分について 

 八戸市市税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり制定することを地方自治法第179条

第１項の規定により処分する。 

 

  令和２年３月31日 

 

                   八戸市長  小  林     眞 

 

 

 

 

 

 



 －１１－ 

八戸市市税条例等の一部を改正する条例 

 

 （八戸市市税条例の一部改正） 

第１条 八戸市市税条例（昭和25年八戸市条例第25号）の一部を次のように改正する。 

第24条の２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号を第３号とする。 

第24条の２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28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32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、同条第７項中「第10条の２の12」を「第10条の２の15」に改める。 

第35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35条の２の２の見出し及び同条第１項中「第349条の３第28項」を「第349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77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469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79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79条第１項中「第77条第２項」を「第77条第３項」に改める。 

附則第４条中「平成34年度」を「令和４年度」に改める。 

附則第５条の３の２第１項中「平成45年度」を「令和15年度」に、「平成33年」を「令

和３年」に改める。 



 －１２－ 

附則第６条第１項中「平成33年度」を「令和６年度」に改める。 

附則第８条中「第34条の３第８項」を「第35条第８項」に、「又は法」を「又は」に改

める。 

附則第８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項中「附則第15条第33項第１

号イ」を「附則第15条第30項第１号イ」に改め、同項を同条第３項とし、同条第５項中

「附則第15条第33項第１号ロ」を「附則第15条第30項第１号ロ」に改め、同項を同条第４

項とし、同条第６項を削り、同条第７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５項とし、同条第８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６項とし、同条第９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７

項とし、同条第10項中「附則第15条第33項第２号ロ」を「附則第15条第30項第２号ロ」に

改め、同項を同条第８項とし、同項の次に次の１項を加える。 

９ 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町村の条例で

定める割合は、４分の３とする。 

附則第８条の２第11項中「附則第15条第33項第３号イ」を「附則第15条第30項第３号

イ」に改め、同項を同条第10項とし、同条第12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11項とし、同条第13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12項とし、同条第

14項を削り、同条第15項中「附則第15条第43項」を「附則第15条第38項」に改め、同項を

同条第13項とし、同条第16項中「附則第15条第44項」を「附則第15条第39項」に改め、同

項を同条第14項とし、同条第17項中「附則第15条第46項」を「附則第15条第41項」に改め、

同項を同条第15項とし、同条第18項を同条第16項とする。 

附則第９条の見出し中「平成32年度」を「令和２年度」に改める。 

附則第９条の２の見出し中「平成31年度又は平成32年度」を「令和元年度又は令和２年

度」に改め、同条第１項中「平成31年度分又は平成32年度分」を「令和元年度分又は令和

２年度分」に改め、同条第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、「平成32年度分」を「令和２年

度分」に改める。 

  附則第10条の見出し中「平成32年度」を「令和２年度」に改め、同条中「平成32年度」

を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。 

附則第10条の３中「平成32年度」を「令和２年度」に改める。 



 －１３－ 

附則第11条の見出し中「平成32年度」を「令和２年度」に改め、同条中「平成32年度」

を「令和２年度」に、「又は法」を「又は」に改める。 

附則第13条第１項中「又は法」を「又は」に、「平成32年度」を「令和２年度」に改め、

同条第２項中「平成33年３月31日」を「令和３年３月31日」に改める。 

附則第15条の２第１項及び第２項中「平成32年度」を「令和５年度」に改める。 

附則第20条第２項中「平成33年度」を「令和３年度」に改める。 

附則第21条第１項中「平成35年度」を「令和５年度」に改める。 

 （八戸市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 八戸市市税条例等の一部を改正する条例（令和元年八戸市条例第25号）の一部を次

のように改正する。 

  第２条中八戸市市税条例第17条の２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。 

⑶ 削除 

附則第１条第４号中「（前号に掲げる改正規定を除く。）」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。 

（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八戸市市税条例（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24条の２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24条の２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24条の２の３第１項に規定する申告

書について適用する。 



 －１４－ 

（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 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。次項及び第４項において「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。 

３ 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。 

４ 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。 

（八戸市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 八戸市市税条例の一部を改正する条例（平成27年八戸市条例第52号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則第３条第２項第３号中「平成31年９月30日」を「令和元年９月30日」に改め、同条

第13項中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改め、同条第14項の表第５項の

項中「平成31年10月31日」を「令和元年10月31日」に改め、同表第６項の項中「平成32年

３月31日」を「令和２年３月31日」に改める。 

第５条 八戸市市税条例の一部を改正する条例（平成29年八戸市条例第８号）の一部を次の

ように改正する。 

  附則第１条第２号中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改める。 

  附則第２条中「31年新条例」を「元年新条例」に改める。 

  附則第４条第１項中「31年新条例」を「元年新条例」に改め、同条第２項中「31年新条

例」を「元年新条例」に、「平成32年度」を「令和２年度」に、「平成31年度分」を「令

和元年度分」に改める。 

（八戸市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第６条 八戸市市税条例等の一部を改正する条例（平成29年八戸市条例第39号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第２項中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。 



 －１５－ 

第７条 八戸市市税条例等の一部を改正する条例（平成30年八戸市条例第51号）の一部を次

のように改正する。 

  附則第１条第３号中「平成31年10月１日」を「令和元年10月１日」に改め、同条第４号

中「平成32年４月１日」を「令和２年４月１日」に改め、同条第５号中「平成32年10月１

日」を「令和２年10月１日」に改め、同条第６号中「平成33年１月１日」を「令和３年１

月１日」に改め、同条第７号中「平成33年10月１日」を「令和３年10月１日」に改め、同

条第８号中「平成34年10月１日」を「令和４年10月１日」に改める。 

  附則第２条第１項中「平成31年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中「平成33年

度」を「令和３年度」に、「平成32年度分」を「令和２年度分」に改める。 

  附則第６条中「平成31年９月30日」を「令和元年９月30日」に改める。 

  附則第８条第１項中「平成32年10月１日」を「令和２年10月１日」に改め、同条第２項

中「平成32年11月２日」を「令和２年11月２日」に改め、同条第３項中「平成33年３月31

日」を「令和３年３月31日」に改め、同条第４項及び第５項中「32年新条例」を「２年新

条例」に改める。 

  附則第10条第１項中「平成33年10月１日」を「令和３年10月１日」に改め、同条第２項

中「平成33年11月１日」を「令和３年11月１日」に改め、同条第３項中「平成34年３月31

日」を「令和４年３月31日」に改め、同条第４項及び第５項中「33年新条例」を「３年新

条例」に改める。 

 （八戸市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第８条 八戸市市税条例の一部を改正する条例（平成31年八戸市条例第15号）の一部を次の

ように改正する。 

附則第１条中「同年６月１日」を「令和元年６月１日」に改める。 

附則第２条第１項中「平成31年度」を「令和元年度」に改め、同条第２項中「平成32年

度」を「令和２年度」に、「平成31年度分」を「令和元年度分」に改め、同条第３項中

「平成32年度分」を「令和２年度分」に改め、同項の表第21条の６第１項の項及び附則第

７条の２の項中「平成31年６月１日」を「令和元年６月１日」に改める。 

附則第３条中「平成31年度」を「令和元年度」に改める。 

附則第４条中「平成31年度分」を「令和元年度分」に改める。 
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