
地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律

平成11年 3月31日法律第17号

改正：令和 2年 4月30日法律第26号（地方税法等の一部を改正する法律）

改正前 改正後

-本則-

施行日：令和 3年 4月 1日

（地方特例交付金の交付）

第二条 地方特例交付金は、都道府県及び市

町村（特別区を含む。以下同じ。）に対して

交付するものとする。

２ 地方特例交付金の種類は、個人住民税減

収補 特例交付金（個人の道府県民税の所得

割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入

金等特別税額控除による減収額を埋めるため

に当分の間の措置として交付する交付金をい

う。以下同じ。）、自動車税減収補 特例交

付金（自動車税の環境性能割の自動車税税率

特例等による減収額を埋めるために令和元年

度及び令和二年度において交付する交付金を

いう。以下同じ。）及び軽自動車税減収補

特例交付金（軽自動車税の環境性能割の軽自

動車税税率特例等による減収額を埋めるため

に令和元年度及び令和二年度において交付す

る交付金をいう。以下同じ。）とする。

３ 毎年度分として交付すべき地方特例交付

金の総額は、当該年度における次条第一項に

規定する個人住民税減収補 特例交付金総額

（令和元年度及び令和二年度の各年度にあっ

ては、当該個人住民税減収補 特例交付金総

額に当該年度における第三条の二第一項に規

定する自動車税減収補 特例交付金総額及び

当該年度における第三条の三第一項に規定す

る軽自動車税減収補 特例交付金総額を加算

した額◆追加◆）とする。

４ 毎年度分として各都道府県又は各市町村

に対して交付すべき地方特例交付金の額は、

当該年度において次条第二項の規定により交

（地方特例交付金の交付）

第二条 地方特例交付金は、都道府県及び市

町村（特別区を含む。以下同じ。）に対して

交付するものとする。

２ 地方特例交付金の種類は、個人住民税減

収補 特例交付金（個人の道府県民税の所得

割及び個人の市町村民税の所得割の住宅借入

金等特別税額控除による減収額を埋めるため

に当分の間の措置として交付する交付金をい

う。以下同じ。）、自動車税減収補 特例交

付金（自動車税の環境性能割の自動車税税率

特例等による減収額を埋めるために令和元年

度及び令和二年度において交付する交付金を

いう。以下同じ。）及び軽自動車税減収補

特例交付金（軽自動車税の環境性能割の軽自

動車税税率特例等による減収額を埋めるため

に令和元年度から令和三年度までの各年度に

おいて交付する交付金をいう。以下同じ。）

とする。

３ 毎年度分として交付すべき地方特例交付

金の総額は、当該年度における次条第一項に

規定する個人住民税減収補 特例交付金総額

（令和元年度及び令和二年度の各年度にあっ

ては当該個人住民税減収補 特例交付金総額

に当該年度における第三条の二第一項に規定

する自動車税減収補 特例交付金総額及び当

該年度における第三条の三第一項に規定する

軽自動車税減収補 特例交付金総額を加算し

た額、令和三年度にあっては当該個人住民税

減収補 特例交付金総額に当該年度における

同項に規定する軽自動車税減収補 特例交付
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付すべき個人住民税減収補 特例交付金の額

（令和元年度及び令和二年度の各年度にあっ

ては、当該額に当該年度において第三条の二

第二項又は第三項の規定により交付すべき自

動車税減収補 特例交付金の額及び当該年度

において第三条の三第二項の規定により交付

すべき軽自動車税減収補 特例交付金の額を

加算した額◆追加◆）とする。

金総額を加算した額）とする。

４ 毎年度分として各都道府県又は各市町村

に対して交付すべき地方特例交付金の額は、

当該年度において次条第二項の規定により交

付すべき個人住民税減収補 特例交付金の額

（令和元年度及び令和二年度の各年度にあっ

ては当該額に当該年度において第三条の二第

二項又は第三項の規定により交付すべき自動

車税減収補 特例交付金の額及び当該年度に

おいて第三条の三第二項の規定により交付す

べき軽自動車税減収補 特例交付金の額を加

算した額、令和三年度にあっては当該額に当

該年度において同項の規定により交付すべき

軽自動車税減収補 特例交付金の額を加算し

た額）とする。

-本則-

施行日：令和 3年 4月 1日

（軽自動車税減収補 特例交付金の額）

第三条の三 令和元年度及び令和二年度の各

年度分として交付すべき軽自動車税減収補

特例交付金の総額は、各市町村における当該

年度の軽自動車税の環境性能割の軽自動車税

税率特例等による減収見込額の合計額に相当

する額として予算で定める額（以下「軽自動

車税減収補 特例交付金総額」という。）と

する。

２ 令和元年度及び令和二年度の各年度分と

して各市町村に対して交付すべき軽自動車税

減収補 特例交付金の額は、軽自動車税減収

補 特例交付金総額を、総務省令で定めると

ころにより、各市町村の軽自動車税減収見込

額（軽自動車税税率特例等による当該年度分

の軽自動車税の環境性能割の収入の減少の見

込額として総務省令で定めるところにより算

定した額をいう。）により按分した額とする

。

（軽自動車税減収補 特例交付金の額）

第三条の三 令和元年度から令和三年度まで

の各年度分として交付すべき軽自動車税減収

補 特例交付金の総額は、各市町村における

当該年度の軽自動車税の環境性能割の軽自動

車税税率特例等による減収見込額の合計額に

相当する額として予算で定める額（以下「軽

自動車税減収補 特例交付金総額」という。

）とする。

２ 令和元年度から令和三年度までの各年度

分として各市町村に対して交付すべき軽自動

車税減収補 特例交付金の額は、軽自動車税

減収補 特例交付金総額を、総務省令で定め

るところにより、各市町村の軽自動車税減収

見込額（軽自動車税税率特例等による当該年

度分の軽自動車税の環境性能割の収入の減少

の見込額として総務省令で定めるところによ

り算定した額をいう。）により按分した額と

する。

-本則-

施行日：令和 3年 4月 1日
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（地方特例交付金の交付時期）

第五条 地方特例交付金は、毎年度、次の表

の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄

に定める額を交付する。ただし、四月におい

て交付すべき地方特例交付金については、当

該年度において交付すべき地方特例交付金の

額が前年度の地方特例交付金の額に比して著

しく減少することとなると認められる地方公

共団体又は当該年度において地方特例交付金

の交付を受けないこととなると認められる地

方公共団体に対しては、同表の下欄に定める

額の全部又は一部を交付しないことができる

。

〔注：ここに表示されていた表は出力されま

せんでした。この表はオンライン画面でご覧

下さい〕

２ 令和元年度における前項の規定の適用に

ついては、同項の表四月の項中「個人住民税

減収補 特例交付金の額」とあるのは「地方

特例交付金の額」と、「前年度の個人住民税

減収補 特例交付金総額」とあるのは「前年

度の地方特例交付金の総額」とし、令和二年

度における前項の規定の適用については、同

項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「

得た額に、都道府県にあっては、前年度の当

該都道府県に対する自動車税減収補 特例交

付金の額に当該年度の自動車税減収補 特例

交付金総額の前年度の自動車税減収補 特例

交付金総額に対する割合を乗じて得た額を、

市町村にあっては、前年度の当該市町村に対

する自動車税減収補 特例交付金の額に当該

年度の自動車税減収補 特例交付金総額の前

年度の自動車税減収補 特例交付金総額に対

する割合を乗じて得た額及び前年度の当該市

町村に対する軽自動車税減収補 特例交付金

の額に当該年度の軽自動車税減収補 特例交

付金総額の前年度の軽自動車税減収補 特例

交付金総額に対する割合を乗じて得た額の合

（地方特例交付金の交付時期）

第五条 地方特例交付金は、毎年度、次の表

の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄

に定める額を交付する。ただし、四月におい

て交付すべき地方特例交付金については、当

該年度において交付すべき地方特例交付金の

額が前年度の地方特例交付金の額に比して著

しく減少することとなると認められる地方公

共団体又は当該年度において地方特例交付金

の交付を受けないこととなると認められる地

方公共団体に対しては、同表の下欄に定める

額の全部又は一部を交付しないことができる

。

〔注：ここに表示されていた表は出力されま

せんでした。この表はオンライン画面でご覧

下さい〕

２ 令和元年度における前項の規定の適用に

ついては、同項の表四月の項中「個人住民税

減収補 特例交付金の額」とあるのは「地方

特例交付金の額」と、「前年度の個人住民税

減収補 特例交付金総額」とあるのは「前年

度の地方特例交付金の総額」とし、令和二年

度における前項の規定の適用については、同

項の表四月の項中「得た額」とあるのは、「

得た額に、都道府県にあっては、前年度の当

該都道府県に対する自動車税減収補 特例交

付金の額に当該年度の自動車税減収補 特例

交付金総額の前年度の自動車税減収補 特例

交付金総額に対する割合を乗じて得た額を、

市町村にあっては、前年度の当該市町村に対

する自動車税減収補 特例交付金の額に当該

年度の自動車税減収補 特例交付金総額の前

年度の自動車税減収補 特例交付金総額に対

する割合を乗じて得た額及び前年度の当該市

町村に対する軽自動車税減収補 特例交付金

の額に当該年度の軽自動車税減収補 特例交

付金総額の前年度の軽自動車税減収補 特例

交付金総額に対する割合を乗じて得た額の合
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算額を、それぞれ加算した額」とする。

３ 当該年度の国の予算の成立しないことそ

の他の事由により、前二項の規定により難い

場合における地方特例交付金の交付時期及び

交付時期ごとに交付すべき額については、国

の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度

の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省

令で定めるところにより、特例を設けること

ができる。

４ 地方公共団体が前三項の規定により各交

付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が

当該年度分として交付を受けるべき地方特例

交付金の額を超える場合には、当該地方公共

団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付し

なければならない。

５ 第一項及び第二項の場合において、四月

一日以前一年内及び四月二日から当該年度の

地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付

されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又

は境界変更があった場合における前年度の関

係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定

方法は、総務省令で定める。

算額を、それぞれ加算した額」とし、令和三

年度における前項の規定の適用については、

同項の表四月の項中「得た額」とあるのは、

「得た額（市町村にあっては、当該額に前年

度の当該市町村に対する軽自動車税減収補

特例交付金の額に当該年度の軽自動車税減収

補 特例交付金総額の前年度の軽自動車税減

収補 特例交付金総額に対する割合を乗じて

得た額を加算した額）」とする。

３ 当該年度の国の予算の成立しないことそ

の他の事由により、前二項の規定により難い

場合における地方特例交付金の交付時期及び

交付時期ごとに交付すべき額については、国

の暫定予算の額及びその成立の状況、前年度

の地方特例交付金の額等を参酌して、総務省

令で定めるところにより、特例を設けること

ができる。

４ 地方公共団体が前三項の規定により各交

付時期に交付を受けた地方特例交付金の額が

当該年度分として交付を受けるべき地方特例

交付金の額を超える場合には、当該地方公共

団体は、その超過額を遅滞なく、国に還付し

なければならない。

５ 第一項及び第二項の場合において、四月

一日以前一年内及び四月二日から当該年度の

地方特例交付金の四月に交付すべき額が交付

されるまでの間に地方公共団体の廃置分合又

は境界変更があった場合における前年度の関

係地方公共団体の地方特例交付金の額の算定

方法は、総務省令で定める。

-改正法･附則・題名- ～令和 2年 4月30日 法律 第26号～

施行日：令和 3年 4月 1日

◆追加◆ 附 則（令和二・四・三〇法二六）抄

-改正法･附則- ～令和 2年 4月30日 法律 第26号～

施行日：令和 3年 4月 1日

◆追加◆ （施行期日）

第一条 この法律は、公布の日から施行する

。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各
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号に定める日から施行する。

一 〔省略〕

二 〔前略〕第四条の規定〔中略〕 令和三

年四月一日

-改正法･附則- ～令和 2年 4月30日 法律 第26号～

施行日：令和 3年 4月 1日

◆追加◆ （政令への委任）

第五条 この附則に定めるもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で

定める。

*******
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