
平成21年第3回廿日市市議会（第2回臨時会）条例案新旧対照表
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廿日市市税条例等の一部を改正する条例
廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例
廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

廿　日　市　市



報告第3号

○廿日市市税条例（昭和31年条例第29号）

廿日市市税条例等の一部を改正する条例案新旧対照表

（下線の部分は改正部分）

改正後

（市民税の申告）

第36条の2　（略）

2　（略）

3　（略）

4　給与所得等以外の所得を有しなかった者（第1項又は前項の規定によ

って第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。）は、雑損控除

額若しくは医療費控除額の控除、法第313粂第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又

は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、3月15日

までに、施行規則第5号の5様式、第5号の5の2様式又は第5号の6

様式による申告書を市長に提出しなければならない。

5～8　（略）

（個人の市民税の徴収の方法）
第38条　個人の市民税は、第44条、第47条の2第1項

、第47条の5又は第53条の5の規定によって特
別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によっ

て徴収する。
2（略）

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収）

第47条の2　個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前

年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において

老齢等年金給付（法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以

下この節において同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の者（特別

徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められるもの

（市民税の申告）

第36条の2　（略）

2　（略）

3　（略）

4　給与所得等以外の所得を有しなかった着く第1項又は前項の規定によ

って第1項の申告書を提出する義務を有する者を除く。）は、雑損控除

額若しくは医療費控除額の控除、法第313粂第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又

は寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合においては、3月15日

までに、施行規則第5号の5様式　　　　　　　　　　又は第5号の6

様式に享る申告書を市長に提出しなければならない。

5～8　（略）

（個人の市民税の徴収の方韓）
第38粂　個人の市民税は、第44条、第47条の2第1項若し

くは第2項 、第47条の5又は第53条の5の規定によって特
別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によっ
て徴収する。

2（略）

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収）

第47条の2　個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前

年中において公的年金等の支払を受けた者であり、かつ、同日において

老齢等年金給付（法第321条の7の2第1項の老齢等年金給付をいう。以

下この節において同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の者（特別

徴収の方法によって徴収することが著しく困難であると認められるもの
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改正後 改正前

として次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金

所得者」という。）である場合においては、当該納税義務者の前年中の

公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（当該納税

義務者に係る均等割額を第44粂第1項の規定により特別徴収の方法によ

って徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得剖額。

以下この粂及び第47条の5において同じ。）の2分の1に相当する額（以

下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。）を当該年

度の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付

から当該老齢専年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収す

る。

（1）当該年度の初日の属する年の1月1日以後引き続き市の区域内に

住所を有する者でない者

（2）当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他

の市の行う介護保険の介護保険法（平成9年法律第123号）第135粂第

5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

（3）特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度に

おいて当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる

者

2　前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当

該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得

割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除した

額を第40粂第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の

として次に掲げるものを除く。以下この節において「特別徴収対象年金

所得者」という。）である場合においては、当該納税義務者の前年中の

公的年金等に係る所得に係る所得割析及び均等割額の合算額（当該納税

義務者に係る均等割額を第44粂第1項の規定により特別徴収の方法によ

って徴収する場合においては、公的年金等に係る所得に係る所得割額。

以下この粂及び第47条の5において同じ。）の2分の1に相当する額（以

下この節において「年金所得に係る特別徴収税額」という。）を当該年

度の10月1日から翌年の3月31日までの間に支払われる老齢等年金給付

から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法によって徴収す

る。

（1）当該年度の初日の属する年の1月1日以後引き続き市の区域内に

住所を有する者でない者

（2）当該年度分の老齢等年金給付の年額が18万円未満である者その他

の市の行う介護保険の介護保険法（平成9年法律第123号）第135粂第

5項に規定する特別徴収対象被保険者でない者

（3）特別徴収の方法によって徴収することとした場合には当該年度に

おいて当該老齢等年金給付の支払を受けないこととなると認められる

者

2　前項の特別徴収対象年金所得者について、当該特別徴収対象年金所得

者の前年中の所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得があ

る場合（第44粂第2項ただし書に規定する場合を除く。）においては、

当該給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を前

項の規定によって特別徴収の方法によって徴収すべき年金所得に係る特

別徴収税額に加算して特別徴収の方法によって徴収する。

第1項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち

当該特別徴収対象年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所

得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴収税額を控除し

た額を第40粂第1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年
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改正後 改正前

9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴収

する。

（特別徴収義務者）

第47条の3　前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別

徴収税額

の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者

に対して特別徴収対象年金給付（法第321条の7の4第2項の特別徴収対

象年金給付をいう。以下この節において同じ。）の支払をする者（以下

この節において「年金保険者」という。）とする。

（年金所得に係る仮特別徴収税額等）

第47条の5　当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の

3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2

項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者

について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9

月30日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象

年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割

額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額（当該年度の前年度に

おいて第47条の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収され

た年金所得に係る特別徴収税額

に相当する額をいう。以下この節において同じ。）

を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において

特別徴収対象年金給付ゐ支払をする際、特別徴収の方法に．よって徴収す

る。

2　当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前

項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者について

の9月30日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法によって徴

収する。

（特別徴収義務者）

第47条の3　前条第1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別

徴収税額（同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得

以外の所得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収する場合にあ

っては、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。）

の特別徴収義務者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者

に対して特別徴収対象年金給付（法第321条の7の4第2項の特別徴収対

象年金給付をいう。以下この節において同じ。）の支払をする者（以下

この節において「年金保険者」という。）とする。

（年金所得に係る仮特別徴収税額等）

第47条の5　当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の

3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第2

項の支払回数割特別徴収税額を徴収されていた特別徴収対象年金所得者

について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9

月30日までの間において支払われる場合においては、当該特別徴収対象

年金所得者の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割

額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額（当該年度の前年度に

おいて第47条の2第1項の規定により特別徴収の方法によって徴収され

た年金所得に係る特別徴収税額（同条第2項の規定により当該年金所得

に係る特別徴収税額に加算した所得割額がある場合にあっては、当該所

得剖鱒を鱒除した額）に由当する額をいう。以下この節において同じ。）
を、当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において

特別徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収す

る。

2　当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において前

項の規定による特別徴収が行われた特別徴収対象年金所得者について
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改正後 改正前

は、第47条の2第1項の規定の適用がある場合における同項

並びに第47条の3及び前条の規定の適用にあっては、第47条の2第

1項中「の2分の1に相当する栃」とあるのは、「から第47条の5第1

項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、旦重

畳旦塁の規定は、適用しない。

3　第47条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について

準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴

収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第47条の3

中「前条第1項」とあるのは「第47条の5第1項」

と、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」

とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10

月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月

30日」と読み替えるものとする。

第56条　法第348粂第2項第9号、第9号の2又は第12号の固定資産につい

て同項本文の娩定の適用を受けようとする者は、土地については第1号

及び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産について

は第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を当該土地、家屋又

は償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭和24年法律第270号）第64

条第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しく

は社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和23年法律第20

5号）第31条の公的医療機関の開設者、令第49条の10第1項に規定す

る医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型

法人（法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この

条において同じ。）に岬（非営利
型法人に該当するものに限る。）＋、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康福

は、第47条の2第1項の規定の適用がある場合における同項及び同条第

旦墓並びに第47条の3及び前条の親定の適用にあっては、第47条の2第

1項中「の2分の1に相当する街」とあるのは、「から第47条の5第1

項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額を控除した額」とし、旦重

畳旦墓の規定は、適用しない。

3　第47条の3及び前条の規定は、第1項の規定による特別徴収について

準用する。この場合において、これらの規定中「年金所得に係る特別徴

収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税額」と、第47条の3

中「（同条第2項の規定により給与所得及び公的年金等に係る所得以外

の所得に係る所得割額を特別徴収の方韓によって徴収する場合にあって

は、当該所得割額を加算した額とする。以下この節において同じ。）」

とあるのは「（同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。

以下同じ。）lと、前条第1項及び第2項中「支払回数割特別徴収税額」

とあるのは「支払回数割仮特別徴収税額」と、同項中「の属する年の10

月1日から翌年の3月31日」とあるのは「からその日の属する年の9月

別日」と読み替えるものとする。

第56粂　法第348粂第2項第9号　　　　又は第12号の固定資産について

同項本文の競走の適用を受けようとする者は、土地については第1号及

び第2号に、家屋については第3号及び第4号に、償却資産については

第5号及び第6号に掲げる事項を記載した申告書を当該土地、家屋又は

償却資産が学校法人若しくは私立学校法（昭和24年法律第270号）第64

粂第4項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、宗教法人若しく

は社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財

団法人、公的医療機関の開設者若しくは令第49条の10に規定する医療法

人
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改正後 改正前

祉機構、健康保険組合若しくは健康保険組合連合会若しくは国家公務員共済

組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護臥歯科衛生士、

歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の

養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を

設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で

博物館法（昭和26年法律第兆5号）第2条第1項の博物館を設置するもの

又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの

（以下この条において「学校法人等」という。）の所有に属しないもの

である場合においては当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等に

無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に提出しな

ければならない。

（1）～（6）

第58条　法第3朋条第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について

同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、

家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第

5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。

（1）土地の所在、地番、地目及び地横並びにその用途

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面横並びにその用途

（3）直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

（4）償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

（5）直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

第58条の2　法第3亜粂第2項第11号の5の固定資産について同項本文の規

で看護師、准看護師、歯科衛生士、

歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学療法士若しくは作業療法士の

養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を

設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で

博物館法（昭和26年法律第285号）第2粂第1項の博物館を設置するもの

又は公益社団法人若しくは公益財団法人で学術の研究を目的とするもの

（以下この条において「学校法人等」という。）の所有に属しないもの

である場合においては当該土地、家屋又は僕却資産を当該学校法人等に

無料で使用させていることを証明する書面を添付して、市長に捏出しな

ければならない。

（1）～（6）

第58条　法第348粂第2項第11号の3及び第11号の4の固定資産について

同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地については第1号に、

家屋については第2号及び第3号に、償却資産については第4号及び第

5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。

（1）土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面横並びにその用途

（3）直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

（4）償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

（5）直接病院等又は家畜診療所の用に供し始めた時期

を受けようとする者は、土地については第1号に、家屋については第2号及
第3号に、 却資産については第4号及び第5号に掲げる事項を記載した申
書を市長に提出しなければならない この場合において、当該固定資産が社
医療法人の所有に属しないものである場合においては、当該固定資産を社会
療法人に無料で使用させていることを証明する書面を添付しなければならな

土工L

（1）土地の所在、地番、地目及び地横並びにその用途
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改正後 改正前

（2） 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面横並びにその用途

（3） 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供 し始めた時期

（4） 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途

（5） 直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供 し始めた時期

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けな くなった固定資産の所有者 （固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった固定資産の所有者

がすべ き申告） がすべ き申告）

第59粂　 法第348条第 2 項第 3 号、第 9 号から第10号の 7 まで、第11号の3 第59粂　 法第348粂第2 項第 3 号、第 9 号から第10号の7 まで、第11号の3 三．

から第11号の 5 まで又は第12号の固定資産として同項本文の規定の適用 第11号の4 又は第12号の固定資産として同項本文の規定の適用を受けて

を受けていた固定資産について、当該各号に’掲げる用途に供 しないこと いた固定資産について、当該各号に掲げる用途に供 しないこととなった

となった場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該 場合又は有料で使用させることとなった場合においては、当該固定資産

固定資産の所有者は、その旨を直ちに市長に申告 しなければならない。

（卸売販売業者等の売渡 し又は消費等とみなす場合）

の所有者は、その旨を直ちに市長に申告 しなければならない。

（卸売販売業者等の売渡 し又は消費等 とみなす場合）

第93条　 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等か らの買受けの委 第93粂　 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等からの買受けの萎

託 により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡 しを受けた場合にお 託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡 しを受けた場合にお

いて、当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡 いて、当該卸売販売業者等が当該委託を した者に当該製造たばこの引渡

しを したときは、当該卸売販売業者等が当該引渡 しの時に当該製造たば しをしたときは、当該卸売販売業者等が当該引渡 しの時に当該製造たば

こを当該委託をした者に売 り渡 したものとみなして、前条第 1 項又は第 こを当該委託をした者に売 り渡 したものとみな して、前条第 1 項又は第

2 項の規定を適用する。 2 項の規定を適用する。

2　 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対 し、民法 （明治29 2　 卸売販売業者等が、小売販売業者又は消費者等に対 し、民法

年法律第89号）第482条に規定する他の給付又は同法第549粂若 しくは第 第482条に規定する他の給付又は同法第549条若 しくは第

553条に規定する贈与若 しくは同法第586粂第 1 項に規定する交換に係る 553条に規定す る贈与若 しくは同法第586条第 1 項に規定す る交換に係る

財産権の移転 として製造たばこの引渡 しをした場合には、当該卸売販売 財産権の移転として製造たばこの引渡 しをした場合には、当該卸売販売

業者等が当該引渡 しの時に当該製造たばこを当該引渡 しを受けた者に売 業者等が当該引渡 しの時に当該製造たばこを当該引渡 しを受けた者に売

り渡 したものとみな して、前条第 1 項又は第 2 項の規定を適用する。 り渡 したものとみな して、前条第 1項又は第 2 項の規定を適用する。

3 ～4 （略） 3 ～4 （略）
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改正後 改正前

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例）

附　則

第8粂　昭和57年度から平成21年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25粂第1項各号に

掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その

売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛である場合にお

いて、第36条の2第1項の規定による申告書　くその投出期限後において

市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時ま

でに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）にその肉用牛の売却に係る同法第25粂第1項に規定する事業所得

の明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次

項において同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額（前年

の劣33条第1項に規定する総所得金額に係る市民税の所得割の額から、

当該事業所得がないものとして計算した場合における同項の総所得金額

に係る市民税の所得割の額を控除した額とする。）を免除する。

2　前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第25粂第1項各号に掲げる売却の方法により

当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その売却した肉用牛のうちに

同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものが含まれている場合

（その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛に該当し

ないものである場合を含む。）において、第36条の2第1項の規定によ

る申告書にその肉用牛の売却に係る同法第25粂第2項第2号に規定する

事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の3まで、第34

条の6から第34条の8まで、附則第7粂第1項、附則第7条の3第1項

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例）

附　則

第8粂　昭和57年度から平成21年度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25粂第1項各号に

掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、その

売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛である場合にお

いて、第36条の2第1項の親定による申告書（その提出期限後において

市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時ま

でに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。次項において同

じ。）にその肉用牛の売却に係る同法第25粂第1項に規定する事業所得

の明細に関する事項の記載があるとき（これらの申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。次

項において同じ。）は、当該事業所得に係る市民税の所得割の額（前年

の第33条第1項に規定する総所得金額に係る市民税の所得割の額から、

当該事業所得がないものとして計算した場合における同項の総所得金額

に係る市民税の所得割の額を控除した額とする。）を免除する。

2　前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者

が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により

当該各号に定める肉用牛を売却し、かつ、卓の売却した肉用牛のうちに

同項に規定する免税対象飼育牛に該当しないものが含まれている場合

（その売却した肉用牛がすべて同項に規定する免税対象飼育牛に該当し

ないものである場合を含む。）において、第36条の2第1項の規定によ

る申告書にその肉用牛の売却に係る同法第25粂第2項第2号に規定する

事業所得の明細に関する事項の記載があるときは、その者の前年の総所

得金額に係る市民税の所得割の額は、第33条から第34条の3まで、第34

条の6から第34条の8まで、附則第7粂第1項、附則第7条の3第1項
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及び前条の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることがで

きる。

（1）租税特別措置法第25粂第2項第1号に規定する売却価額の合計額

に100分の0．9を乗じて計算した金額

（2）租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額が

ないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、

第33条から第34条の3まで、第34条の6から第34条の8まで、附則第

7粂第1項、附則第7条の3第1項及び前条　　　の競走により計算

した所得割の額に相当する金額

3　前項の規定の適用がある場合における第34条の9第1項の規定の適用

については、同項中「前3条」とあるのは、「前3条並びに附則第8条

第2項」とする。

（読替規定）

第10条　法附則第15条、第15条の2又は第15条の3 の規定

の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第61条第8項中「又は第349

条の5」とあるのは「若しくは第349条の5又は法附則第15条、第15条の

2若しくは第15条の3　　　　　　　」とする。

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告）

第10条の2　法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これら

の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月

31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）納税義務者の住所及び氏名又は名称

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、■構造及び床面構

（3）家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した

及び前条の規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とすることがで

きる。

（1）租税特別措置法第25粂第2項第1号に規定する売却価額の合計額

に100分の0．9を乗じて計算した金額

（2）租税特別措置法第25条第2項第2号に規定する事業所得の金額が

ないものとみなして計算した場合における前年の総所得金額につき、

第33条から第34条の3まで、第34条の6から第34条の8まで、附則第

7粂第1項、附則第7条の3第1項及び前条第1項の規定により計算

した所得割の額に相当する金額

3　前項の娩定の適用がある場合における第34条の9第1項の規定の適用

については、同項中「前3粂」とあるのは、「前3条並びに附則第8粂

第2項」とする。

（読替規定）

第10条　法附則第15条、第15条の2、第15条の3又は第39粂 5項の規定

の適用がある各年度分の固定資産税に限り、第61粂第8項中「又は第349

条の5」とあるのは「若しくは第349条の5又は法附則第15条、第15条の

2、第15 の3若しくは第39粂第5項」とする。

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする

者がすべき申告）

第10条の2　法附則第15条の6第1項又は第2項の住宅について、これら

の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1月

31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）納税義務者の住所及び氏名又は名称

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

（3）家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供した
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年月日

2 法附則第15条の7 第 1項又は第2 項の住宅について、これらの規定の

年月日

適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の1 月3 1 日ま

でに次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則に規定する書類を添付

して市長に提出しなければならない。

（1） 納税義務者の住所及び氏名又は名称

（2 ） 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

（3 ） 家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家屋を居住の用に供 した

年月日

（4 ） 当該年度の初日の属する年の1 月3 1 日を経過 した後に申告書を

提出する場合には、同日までに提出することができなかった理由

3 法附則第15条の8 第3 項の家屋について、同項の規定の適用を受けよ 2　 法附則等15条の8 第3 鱒の家屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該年度の初日の属する年の1 月31日までに次に掲げる うとする者は、当該年度の初日の属する年の1 月31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。 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） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 （1） 納税義務者の住所及び氏名又は名称

（2 ） 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面横並びに令附則第12 （2 ） 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面横並びに令附則第12

条第17項に規定する従前の権利に対応する部分の床面積 粂第17項に規定する従前の権利に対応する部分の床面横

（3 ） 家屋の建築年月日及び登記年月日 （3 ） 家屋の建築年月日及び登記年月日

4　 法附則第15条の8 第4 項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受 3　 法附則第15条の8 第4 項の貸家住宅について、同項の規定の適用を受

けようとする者は、当該年度の初日の属する年の 1月31日までに次に掲 けようとする者は、当該年度の初日の属する年の 1月31日までに次に掲

げる事項を記載 し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律 （平成 げる事項を記載し、かつ、高齢者の居住の安定確保に関する法律 （平成

13年法律第26号）第31条の規定による認定を受けた旨を証する書類及び 13年法律第26号）第31条の規定による認定を受けた旨を証する書類及び

当該貸家住宅の建設に要する費用について令附則第12粂第21項第2 号に 当該貸家住宅の建設に要する費用について同法第41粂第 1項の規定によ

規定する　　　　 補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を る地方公共団体の補助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を

市長に提出しなければならない。 市長に提出しなければならない。

（1） 納税義務者の住所及び氏名又は名称 （1） 納税義務者の仕所及び氏名又は名称

（2 ） 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積 （2 ） 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

（3 ） 家屋の建築年月日及び登記年月日 （3 ） 家屋の建築年月日及び登記年月日
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改正後 改正前

5　法附則第15条の8第5項の家屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31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）納税義務者の住所及び氏名又は名称

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに令附則第12

粂第22項の規定により読み替えて適用される同条第17項に規定する従

前の権利に対応する部分の床面積

（3）家屋の建築年月日及び登記年月日

6　法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の競走の

適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完

了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震

改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12

条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提

出しなければならない。

（1）納税義務者の住所及び氏名又は名称

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面構

（3）家屋の建築年月日及び登記年月日

（4）耐震改修が完了した年月日

（5）耐震改修に要した費用

（6）耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する

場合には、3月以内に提出することができなかった理由

7　法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高

齢者等居住改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとす

る者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第8項

査豊に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

（1）納税義務者の住所及び氏名又は名称

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、床面横及び人の居住の用に供する

4　法附則第15条の8第5項の家屋について、同項の規定の適用を受けよ

うとする者は、当該年度の初日の属する年の1月31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）納税義務者の住所及び氏名又は名称

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面横並びに令附則第12

粂第22項の規定により読み替えて適用される同条第17項に規定する従

前の権利に対応する部分の床面積

（3）家屋の建築年月日及び登記年月日

5　法附則第15条の9第1項の耐震基準適合住宅について、同項の規定の

適用を受けようとする者は、当該耐震基準適合住宅に係る耐震改修が完

了した日から3月以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に当該耐震

改修に要した費用を証する書類及び当該耐震改修後の家屋が令附則第12

条第24項に規定する基準を満たすことを証する書類を添付して市長に提

出しなければならない。

（1）納税義務者の住所及び氏名又は名称

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積

（3）家屋の建築年月日及び登記年月日

（4）耐震改修が完了した年月日

（5）耐震改修に要した費用

（6）耐震改修が完了した日から3月を経過した後に申告書を提出する

場合には、3月以内に提出することができなかった理由

6　法附則第15条の9第4項の高齢者等居住改修住宅又は同条第5項の高

齢者等居住改修専有部分について、これらの競走の適用を受けようとす

る者は、同条第4項に規定する居住安全改修工事が完了した日から3月

以内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第7項

全量に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
（1）納税義務者の住所及び氏名又は名称

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する
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改正後 改正前

部分の床面積

（3）家屋の建築年月日及び登記年月日

（4）令附則第12粂第28項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当

該者が同項各号のいずれに該当するかの別

（5）居住安全改修工事が完了した年月日

（6）居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12粂第29項に規定

する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

（7）居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を

提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

8　法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損

失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者

は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から3月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第9項各

豊に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

（1）納税義務者の住所及び氏名又は名称＿

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する

部分の床面積

（3）家屋の建築年月日及び登記年月日

（4）熱損失防止改修工事が完了した年月日

（5）熟損失防止改修工事に要した費用

（6）熱損失防止改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書

を提出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

部分の床面横

（3）家屋の建築年月日及び登記年月日

（4）令附則第12粂第28項に掲げる者に該当する者の住所、氏名及び当

該者が同項各号のいずれに該当するかの別

（5）居住安全改修工事が完了した年月日

（6）居住安全改修工事に要した費用並びに令附則第12粂第29項に規定

する補助金等、居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

（7）居住安全改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書を

撞出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

7　法附則第15条の9第9項の熱損失防止改修住宅又は同条第10項の熱損

失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者
は、同条第9項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から3月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第8項各

量に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

（1）納税義務者の住所及び氏名又は名称

（2）家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人の居住の用に供する
部分の床面積

（3）家庭の建築年月日及び登記年月日

（4）熱損失防止改修工事が完了した年月日

（5）熟損失防止改修工事に要した費用

（6）熱損失防止改修工事が完了した日から3月を経過した後に申告書

を碍出する場合には、3月以内に提出することができなかった理由

（阪神・淡路大震災に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者

がすべき申告等）

第10条の3　法附則第16条の2第10項の規定の適用を受けようとする者

は、卿こ掲げる事項を記載
し、かつ、施行規則附則第7条め2第13項第1号に掲げる書類を添付し

た申告書を市長に提出しなければならない。
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改正前

（土地に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定

資産税の特例に関する用語の意義）

第11条　次条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

（1）農地　法附則第17粂第1号

（2）宅地等　法附則第17条第2号

（3）住宅用地　法附則第17条第3号

（1）納税義務者の住所及び氏名又は名称並びに当該納税義務者が令附

則第12条の2第11項第2号から第4号までに掲げる者である場合にあ

っては、同項第1号に掲げる者との関係

（2）法附則第16条の2第10項の規定の適用を受けようとする家屋（次

号において「特例適用家産」という。）の所在、家産番号、種類、構

造及び床面積（法附則第15条の8第3項又は第5項の規定の適用を受

けようとする場合にあっては、前条第2項第2号又は第4項第2号に

掲げる事項）

（3）特例適用家屋を取得し、又は改築した年月日（法附則第15条の6

第1項若しくは第2項又は第15条の8第3項から第5項までの規定の

適用を受けようとする場合にあっては、前条第1項第3号、第2項第

3号又は第4 第3号に掲げる事項）

（4）令附則第12条の2第11項第1号に規定する被災家屋（次号におい

て「被災家屋」という。）の床面積

－（5）被災家屋が共有物である場合にあっては、当該家屋に係る各共有

者の持分の割合

（6）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

2　法附則 16条の2第10項の規定の適用を受ける家屋に係る平成17年度

から平成20年度までの各年度分の固定資産税については、前条第1項か

ら第4項までの規定は適用しない。

（土地に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定

資産税の特例に関する用語の意義）

第11粂　次条から附則第14条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。

（1）農地　法附則第17条第1号

（2）宅地等　法附則第17粂第2号
（3）住宅用地　法附則第17粂第3号
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（4）商業地等　法附則第17粂第4号

（5）負担水準　法附則第17粂第8号イ

（6）前年度分の固定資産税の課税標準額　法附則第18条第7項（附則

第13条の場合にあっては、法附則第19粂第2項において準用する法附

則第18条第7項）

（7）市街化区域農地　法附則第19条の2第1項

（平成22年度又は平成23年度における土地の価格の特例）

第11条の2　市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値

を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の

修正前の価格（法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をい

う。）を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の

課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課す

る固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、平成22年度分

又は平成23年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第

17条の2第1項に競走する修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録

されたものとする。

2　法附則第17条の2第2項に規定する平成22年度適用土地又は平成22年

度頼似通用土地であって、平成23年度分の固定資産税について前項の規

定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産

税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、修正された価格（法附則

第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。）で土地課税台帳

等に登録されたものとする。

（4）商業地等　法附則第17条第4号

（5）負担水準　法附則第17粂第8号イ

（6）前年度分の固定資産税の課税標準額　法附則第18粂第7項（附則

第13条の場合にあっては、法附則第19粂第2項において準用する法附

則第18粂第7項）

（7）市街化区域農地　法附則第19条の2第1項

（平成19年度又は平成20年度における土地の価格の特例）

11条の2　市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値

を有すると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の

修正前の価格（法附則第17条の2第1項に規定する修正前の価格をい

う。）を当該年度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の

課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課す

る固定資産税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、平成19年度分

又は平成20年度分の固定資産税に限り、 当該土地の修正価格（法附則第

17条の2第1項に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳等に登録

されたものとする。

2　法附則第17条の2第2項に規定する平成19年度適用土地又は平成19年

度類似適用土地であって、平成20年度分の固定資産税について前項の規

定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産

税の課税標準は、第61条の規定にかかわらず、修正された価格（法附則

第17条の2第2項に規定する修正された価格をいう。）で土地課税台帳

等に登録されたものとする。

（平成19年度又は平成20年度における鉄軌道用地の価格の特例）

第11条の3 法附則第17条の3第1項に規定する鉄軌道用地に対して課す

る平成19年度分の固定資産税の課税標準は、第61粂第2項又は第4項の

規定にかかわらず、当該鉄軌道用地に沿接する土地又は付近の土地に係

る平成18年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する
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価格で土地課税台帳等に登録 されたものとするハ

2　 法附則第17条の 3 第7 項に規定する特例土地に対 して課す る平成20年

（宅地等に対 して課す る平成2 1年度から平成23年度までの各年度分の固

度分の固定資産税の課税標準は、第61粂第 3 項又は第 5 項の規定にかか

わらず、当該特例土地に係る平成19年度分の固定資産税の課税標準の基

礎 となった価格で土地課税台帳等に登録された ものとする。ただ し、特

例土地について平成20年度に係る固定資産税の賦課期 日において地 目の

変換その他 これに類する特別の事情があるため、又は他の市町村の区域

の全部若 しくは一部を編入 したため、平成19年度分の固定資産税の課税

標準の基礎 となった価格によることが不適当であるか又は市内を通 じて

固定資産税の課税上著 しく均衡を失すると市長が認める場合において

は、当該特例土地に対 して課す る平成20年度分の固定資産税の課税標準

は、当該特例土地に類似す る土地に係 る平成19年度分の固定資産税の課

税標準の基礎 となった価格に比準する価格で土地課税台帳等に登録され

たものとする。

（宅地等に対 して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固

定資産税の特例） 定資産税の特例）

第12粂　 宅地等に係 る平成2 1年度から平成23年度までの各年度分の固定資 ＿第12粂　 宅地等に係る平成18年度から平成20年度 までの各年度分の固定資

産税の額は、当該宅地等に係 る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地 産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地

等の当該年度分の固定資産税に係 る前年度分の固定資産税の課税標準額 等の当該年度分の固定資産税 に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準 となるべ き価 に、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ き価

格 （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 の 2 の 格 （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 の 2 の

規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を 規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を

乗 じて得た額。以下 この条において同 じ。）に100分の5 を乗 じて得た額 乗 じて得た額。以下この条 において同 じ。）に100分の5 を乗 じて得た額

を加算 した額 （当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349粂 を加算 した額 （当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349粂

の3 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 の3 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 であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗 じて得た街）を当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした 該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準 となるべき額とした

場合における固定資産税額 （以下 「宅地等調整固定資産税額」という。） 場合における固定資産税額 、（以下 「宅地等調整固定資産税額」という。）
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を超える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2　前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成21年度か

ら平成23年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等

調整固定資産税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあっては10分の8、

商業地等にあっては10分の6を乗じて得た額（当該住宅用地又は商業地

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住宅用地又は商業地等である

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）を当該住宅

用地又は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額を超える場合にあっては、同項の規

定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3　第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成21年度から平成23年度

呈三の各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産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固定資産税の課税標

準となるべき板とした場合における固定資産税額に満たない場合にあっ

ては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4　住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0．8以上のもの

に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の額は、

第1項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産

税額が、当該住宅用地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定

資産税の課税標準額（当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について

法第349条の3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

ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率

を嘩える場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

2　前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成18年度か

ら平成20年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等

調整固定資産税額が、当該住宅用地又は商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に、住宅用地にあっては10分の8、

商業地等にあっては10分の6を乗じて得た額（当該住宅用地又は商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第錮9条の3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住宅用地又は商業地等である

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）を当該住宅

用埠耳は商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

額とした場合における固定資産税額を超える場合にあっては、同項の規

定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

3　第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成18年度から平成20年度

呈三の各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産

税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産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

税について法第鋼9条の3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

を乗じて得た街）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合にあっ

ては、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

4　住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0．8以上のもの

に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の 固定資産税の額は、

第1項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産

税額が、当該住宅用地の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定

資産税の課税標準額（当該住宅用地が当該年度分の固定資産税について

法第349条の3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

ける住宅用地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率
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改正後 改正前

を乗じて得た額）を当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額とした場合における固定資産税額（以下「住宅用地据

置固定資産税額」という。）を超える場合には、当該住宅用地据置固定

資産税額とする。

5　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21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の

額は、第1項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（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

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額とする。

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0．7を超えるも

のに係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税の頓

は、第1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固定

資産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

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額とする。

第12条の2　地方税法等の一部を改正する法律（平成21年法律第9号）附

則第9粂第1項の規定に基づき、平成21 度から平成23年度までの各年

度分の固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないこ

を乗じて得た額）を当該住宅用地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき衝とした場合における固定資産税額（以下「住宅用地据

置固定資産税額」という。）を超える場合には、当該住宅用地据置固定

資産税額とする。

5　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18年度から平成20 度までの各年度分の固定資産税の

額は、第1項の競走にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第別9条の3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

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資

産税額とする。

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0．7を超えるも

のに係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第1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固定

資産税の課税標準となるべき価格に10分の7を乗じて得た砺（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

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固

定資産税額とする。

第12条の2　削除

第12条の3　地方税法等の一部を改正する法律（平成15年法律第9号）附

則第13条の規定に基づき、平成15年度から平成17年度までの各年度分の

固定資産税については、法附則第18条の3の規定を適用しないこととす
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改正後 改正前

ととする。 る。

（農地に対 して課す る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定 （農地に対 して課する平成 18年度か ら平成20年度までの各年度分の固定

資産税の特例） 資産税の特例）

第13条　 農地に係 る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産 第13条　 農地に係る平成18年度か ら平成20年度までの各年度分の固定資産

税の額は、当該農地 に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係 税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係

る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額 る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額

（当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3 又は法附 （当該農地が当該年度分の固定資産税について法第349条の3 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農地であるときは、 則第15条から第15条の3 までの親定の適用を受ける農地であるときは、

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）に、当該農 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）に、当該農

地の当該年度の次の蓑の左欄に掲げる負担水準の区分に応 じ、同義甲右 地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応 じ、同義の右

欄に掲げる負担調整率を乗 じて得た額を当該農地に係 る当該年度分の固 欄 に掲げる負担調整率を乗 じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準 となるべ き顔 とした場合における固定資産税額 （以 定資産税の課税標準となるべき額 とした場合における固定資産税額 （以

下 「農地調整固定資産税額」 という。）を超える場合には、当該農地調 下 「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該農地調

整固定資産税額とす る。 整固定資産税額とする。

負担水準の区分　　　　　　　　　 負担調整率 負担水準の区分　　　　　　　　　 負担調整率

0．9以上のもの　　　　　　　　　　　　　　　　　 1．025 0－9以上のもの　　　　　　　　　　　　　　　　　 1．025

0．8以上0．9未満のもの　　　　　　　　　　　　　 1．05 0．8以上0．9未満のもの　　　　　　　　　　　　 1．05

0．7以上0．8未満のもの　　　　　　　　　　　　　 1．075 0．7以上0．8未満のもの　　　　　　　　　　　　　 1．075

0．7未満のもの　 1．1

（特別土地保有税の課税の特例）

0．7未満のもの　 1．1 －

第13条の3 削除

（特別土地保有税の課税の特例）

第15条の 2　 附則第12粂第 1 項から第 6 項までの規定の適用がある宅地等 第15条の2　 附則第12粂第 1 項から第 6 項までの規定の適用がある宅地等

（附則第11粂第 2 号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の 3 、第 （附則第11条第 2 号に掲げる宅地等をいうものとし、法第349条の 3 、第

349条の3 の2 又は法附則第15条から第15条の3 までの競定の適用があ 349条の 3 の 2 又は法附則第15条から第15条の3 までの規定の適用があ

る宅地等を除 く。）に対 して課す る平成21年度から平成23年度までの各 る宅地等を除 く。）に対 して課する平成18年度か ら平成20年度までの各

年度分の特別土地保有税については、第137条第 1 号及び第140条の5 中 年度分の特別土地保有税については、第137粂第 1 号及び第140条の5 中
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改正後 改正前

「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは「当

該年度分の固定資産税に係る附則第12条第1項から第6項までに規定す

る課税標準となるべき額」とする。

2　法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18

年1月1日から平成24年3月31日までの間にされたものに対して課する

特別土地保有税については、第137条第2号中「不動産取得税の課税標準

となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格

（法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における

課税標準となるべき価格をいう。）に2分の1を乗じて得た額」とし、

「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第1

項に規定する価格（法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものと

した場合における価格をいう。）に2分の1を乗じて得た額」とする。

3　当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年（当該土地の取得の日

が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年）の末日の属

する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の

課税標準は、第134条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれ

か低い金額とする。

4　前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第8条の5第1項に規定

する額（当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定

める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額）をいう。

（1）宅地評価土地（宅地及び法附則第17粂第4号に規定する宅地比準

土地をいう。以下同じ。）　当該宅地評価土地に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に1．428を乗じて得た額

（2）宅地評価土地以外の土地　当該宅地評価土地以外の土地に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の

属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率（土

地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令

（平成3年大歳省令第33号）第2条の規定により国税局長が国税局及

「当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格」とあるのは「当

該年度分の固定資産税に係る附則第12粂第1項から第6項までに競走す

る課税標準となるべき額」とする。

2　法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成18

年1月1日から平成21年3月31日までの間にされたものに対して課する

特別土地保有税については、第137粂第2号中「不動産取得税の課税標準

となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格

（法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものとした場合における

課税標準となるべき価格をいう。）に2分の1を乗じて得た額」とし、

「令第54条の38第1項に規定する価格」とあるのは「令第54条の38第1

項に娩定する価格（法附則第11条の5第1項の規定の適用がないものと

した場合における価格をいう。）に2分の1を乗じて得た額」とする。

3　当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年（当該土地の取得の日

が1月1日である場合にあっては、同日の属する年の翌年）の末日の属

する年度以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の

課税標準は、第134条第1項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれ

か低い金額とする。

4　前項の「修正取得価額」とは、施行規則附則第8条の5第1項に競走

する額（当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、当該各号に定

める額を超えない場合にあっては、当該各号に掲げる額）をいう。

（1）宅地評価土地（宅地及び法附則第17条第4号に規定する宅地比準

土地をいう。以下同じ。）　当該宅地評価土地に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に1．428を乗じて得た額

（2）宅地評価土地以外の土地　当該宅地評価土地以外の土地に係る当

該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の

属する年の前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率（土

地評価審議会に係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令

（平成3年大歳省令第33号）第2条の規定により国税局長が国税局及

－lR　－



改正後 改正前

び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する

事項において定められている倍率をいう。以下同じ。）を乗じ、さら

に1．25を乗じて得た額

5　法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別

土地保有税については、第137粂第1号（第1項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）中「控除した額」とあるのは、「控除した額

の3分の1に相当する額」とする。

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例）

第16条の4　市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28

条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には」当分の

間、当該事業所得及び雑所得については、第33粂及び第34条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の

金額（法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額をいう。以下この項において同じ。）に対し、次に掲げる金額のうち

いずれか多い金額に相当する市民税の所得割を課する。

（1）土地等に係る事業所得等の金額（第3項第1号の規定により読み

替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用

後の金額。次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」とい

う。）の100分の7．2に相当する金額

（2）土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金

額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割

の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した

金額の100分の110に相当する金額

2　前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の

3第6項に規定するものについては、適用しない。

3　第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

び税務署において閲覧に供するものとされている土地の評価に関する

事項において定められている倍率をいう。以下同じ。）を乗じ、さら

に1．25を乗じて得た額

5　法附則第31条の3第3項の規定の適用がある土地に対して課する特別

土地保有税については、第137粂第1号（第1項の規定により読み替えて

適用される場合を含む。）中「控除した額」とあるのは、「控除した額

の3分の1に相当する額」とする。

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の課税の特例）

第16条の4　市民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28

条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当分の

間、当該事業所得及び雑所得については、第33粂及び第34条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の土地等に係る事業所得等の

金額（法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金

額をいう。以下この項において同じ。）に対し、次に掲げる金額のうち

いずれか多い金額に相当する市民税の所得割を評する。

（1）土地等に係る事業所得等の金額（第3項第1号の規定により読み

替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用

後の金軌次号において「土地等に係る課税事業所得等の金額」とい

う。）の100分の7．2に相当する金額

（2）土地等に係る課税事業所得等の金額と当該年度分の課税総所得金

額との合計額を当該課税総所得金額とみなして計算した場合の所得割

の額から、当該年度分の課税総所得金額に係る所得割の額を控除した

金額の100分の110に相当する金額

2　前項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条の

3第6項に規定するものについては、適由しない。

3　第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ
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るのは、「総所得金額、附則第16条の4第1項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」とする。

（2）第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7粂

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7

第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の

4第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段、第別

条の8、第別条の9第1項、附則第7粂第1項及び附則第7条の3第

1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4

第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第16条の4第1項

の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則

第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第16

条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

（3）第北条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の4第1項に競走す

る土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に親定す

る土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市

民税の所得割の額」とする。

4　第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第需条

の3第8項に規定するものについては、適用しない。

るのは、「総所得金額、附則第16条の4第1項に規定する土地等に係

る事業所得等の金頓」とする。

（2）第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7粂

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7粂第1項及

び附則第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、

同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。

（3）第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の4第1項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第28条の4第1項

に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第16条の4第1項に規定す

る土地等に係る事業所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第16条の4第1項の規定による市

民税の所得割の額」とする。

4　第1項の規定は、同項に規定する事業所得又は雑所得で法附則第33条

の3第8項に規定するものについては、適用しない。
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（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

第17粂　当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31粂

第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、

第㍊粂及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中

の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第㍊条の4第

1項若しくは第2項、第34条第1項、第別条の2第1項、第別条の3第

1項、第箔粂第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規

定の適用により同法第31粂第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規

定により読み替えて適用される第別条の2の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額。以下「課税長期議渡所得金額」という。）の100

分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2　前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得に

ついて所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同

法第㍊条第3項の譲渡所得の金額（同項に規定する譲渡所得の特別控除

額の控除をしないで計算したところによる。）をいい、附則第18粂第1

項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとき

は、法附則第35粂第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を

限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3　第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは「総所得金額、附則第17条第1項に規定する長期譲渡所得の金

額」とする。

（2）第別条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7粂

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第別条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第17粂第1項

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

17条　当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31粂

第1項に規定する譲渡所得を有する場合には、当該譲渡所得については、

第33粂及び第34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中

の長期譲渡所得の金額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第33条の4第

1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第

1項、第35条第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規

定の適用により同法第31粂第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第3項第1号の規

定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額。以下「課税長期読渡所得金額」という。）の100

分の3に相当する金額に相当する市民税の所得割を諌する。

2　前項に規定する長期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得に

ついて所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同

法第33条第3項の譲渡所得の金額（同項に規定する譲渡所得の特別控除

額の控除をしないで計算したところによる。）をいい、附則第18条第1

項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとき

は、法附則第35粂第5項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を

限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3　第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは「総所得金額、附則第17粂第1項に規定する長期譲渡所得の金

額」とする。

（2）第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7粂

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第17粂第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第

1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7粂第1項及び附
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に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段、第34条の8、第34条の

9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第17粂第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第17粂第1項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の街」

とあるのは「所得割の額並びに附則第17粂第1項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。

（3）第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17条第1項に規定する長

期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山

林所得金額若しくは租税特別措置法第31粂第1項に規定する長期譲渡

所得の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第17粂第1項に規定する

長期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第17粂第1項の規定による市民税の所得割の額」

とする。

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る市民税の課税の特例）

第17条の2　昭和63年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の

基因となる土地等（租税特別措置法第31粂第1項に規定する土地等をい

う。以下この条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。

以下この条において同じ。）をした場合において、・当該譲渡が、優良住

宅地等のための譲渡（法附則第34条の2第4項に規定する優良住宅地等

のための譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第1項に規定する

則第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7

第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の砺及び附則第17条

第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及

び附則第7条の4中「所得割の析」とあるのは「所得割の額並びに附

則第17条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

（3）第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第17粂第1項に規定する長

期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山

林所得金額若しくは租税特別措置法第31条第1項に規定する長期譲渡

所得の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは、「山林所得金額並びに附則第17条第1項に規定する

長期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第17粂第1項の規定による市民税の所得割の額」

とする。

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に

係る市民税の課税の特例）

第17条の2　昭和63年度から平成21年度ま での各年度分の個人の市民税に

限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡所得の

基因となる土地等（租税特別措置法第31粂第1項に規定する土地等をい

う。以下この条において同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。

以下この条において同じ。）をした場合において、当該譲渡が、優良住

宅地等のための譲渡（法附則第34条の2第4項に規定する優良住宅地等

のための譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第1項に規定する
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譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。以下この条にお

いて同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

（1）課税長期譲渡所得金額が2，000万円以下である場合　当該課税長

期譲渡所得金額の100分の2．4に相当する金額

（2）課税長期譲渡所得金額が2．000万円を超える場合　次に掲げる金

額の合計額

ア　48万円

イ　当該課税長期譲渡所得金額から2，000万円を控除した金額の100分

の3に相当する金額

2　前項の規定は、昭和63年度から平成26年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の2第5項に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。）

に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期

譲渡所得金宅引こ対して課する市民税の所得割について準用する。この場

合において、当該譲渡が法附則第34条の2第9項の規定に該当すること

となる場合においては、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲

渡ではなかったものとみなす。

3　第1項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所得

割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条か

ら第33条の4まで、第34条から第35条まで、第36条の2、第36条の5、

第37条、第37条の4から第37条の7まで又は第37条の9の2から第37条

の9の4までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1

項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住

宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

譲渡所得（次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。以下この条にお

いて同じ。）に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得

割の額は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応

じ当該各号に定める金額に相当する額とする。

（1）課税長期譲渡所得金額が2．000万円以下である場合　当該課税長

期譲渡所得金額の100分の2．4に相当する金額

（2）課税長期譲渡所得金額が2，000万円を超える場合　次に掲げる金

額の合計額

ア　48万円

イ　当該課税長期譲渡所得金額から2．000万円を控除した金額の100分

の3に相当する金額

2　前項の規定は、昭和63年度から平成21年度までの各年度分の個人の市

民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第1項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において、当該譲渡が確定優

良住宅地等予定地のための譲渡（法附則第34条の2第5項に規定する確

定優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項において同じ。）

に該当するときにおける前条第1項に規定する譲渡所得に係る課税長期

譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割について準用する。この場

合において、当該譲渡が法附則第34条の2第9項の規定に該当すること

となる場合においては、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲

渡ではなかったものとみなす。

3　第1項（前項において準用する場合を含む。）の場合において、所得

割の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第33条か

ら第33条の4まで、第34条から第35条まで、第36条の2、第36条の5、

第37条、第37条の4から第37条の7まで又は第37条の9の2から第37条

の9の4までの規定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第1

項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確定優良住

宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。
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（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

第18条　当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32粂

第1項に規定する譲渡所得（同条第2項に規定する譲渡による所得を含

む。）を有する場合には、当該譲渡所得については、第33粂及び第34条

の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の

金額に対し、課税短期譲渡所得金額（短期譲渡所得の金額（同法第33条

の4第1項若しくは第2項、第34粂第1項、第34条の2第1項、第34条

の3第1項、第35粂第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これ

らの規定の適用により同法第32粂第1項に規定する短期譲渡所得の金額

から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1

号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）をいう。）の100分の5．4に相当する金額に

相当する市民税の所得割を課する。

2　前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得に

ついて所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同

法第33条第3項の譲渡所得の金額（同項に規定する譲渡所得の特別控除

額の控除をしないで計算したところによる。）をいい、附則第17粂第1

項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとき

は、法附則第34条第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を

限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3　第1項に規定する譲渡所得で法附則第35粂第7項に規定するものに係

る第1項の規定の適用については、同項中「100分の5．4」とあるのは、

「100分の3」とする。

4　第1項の場合において、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうち

に法附則第35条第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の

部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつ

き第1項の計算を行うものとする。

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

第18粂　当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32粂

第1項に規定する譲渡所得（同条第2項に規定する譲渡による所得を含

む。）を有する場合には、当該譲渡所得については、第33粂及び第34条

の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の

金額に対し、課税短期譲渡所得金額（短期譲渡所得の金額（同法第33条

の4第1項若しくは第2項、第34粂第1項、第34条の2第1項、第34条

の3第1項、第35粂第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これ

らの規定の適用により同法第32粂第1項に規定する短期譲渡所得の金額

から控除する金額を控除した金額とし、これらの金額につき第5項第1

号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額）をいう。）の100分の5．4に相当する金額に

相当する市民税の所得割を課する。

2　前項に規定する短期譲渡所得の金額とは、同項に規定する譲渡所得に

ついて所得税法その他所得税に関する法令の規定の例により計算した同

法第33粂第3項の譲渡所得の金額（同項に規定する譲渡所得の特別控除

額の控除をしないで計算したところによる。）をいい、附則第17粂第1

項に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるとき

は、法附則第34粂第4項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を

限度として当該損失の金額を控除した後の金額をいう。

3　第1項に規定する譲渡所得で法附則第35粂第7項に規定するものに係

る第1項の規定の適用については、同項中「100分の5．4」とあるのは、

「100分の3」とする。

4　第1項の場合におい七、同項に規定する課税短期譲渡所得金額のうち

に法附則第35粂第7項に規定する譲渡所得に係る部分の金額とその他の

部分の金額とがあるときは、これらの金額を区分してそのそれぞれにつ

き第1項の計算を行うものとする。
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5　第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは「総所得金額、附則第18粂第1項に規定する短期譲渡所得の金

額」とする。

（2）第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の領」とあるのは「所得割の額及び附

則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18粂第1項

に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段、第錮条の8、第34条の

9第1項、附則第7粂第1項及び附則第7条の3第1項中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額並びに附則第18条第1項の規定による市

民税の所得割の額」と、第別条の7第1項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の砺及び附則第18粂第1項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第18粂第1項の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とする。

（3）第北条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18粂第1項に規定する短

期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山

林所得金額若しくは租税特別措置法第32粂第1項に規定する短期譲渡

所得の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18粂第1項に規定する短

期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第18粂第1項の規定による市民税の所得割の額」

とする。

第1項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは「総所得金額、附則第18条第1項に規定する短期譲渡所得の金

額」とする。

（2）第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7粂

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第18粂第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第

1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7粂第1項及び附

則第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第18粂第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7

第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第18条

第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及

び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第18条第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

（3）第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第18粂第1項に規定する短

期譲渡所得の金額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「、山

林所得金額若しくは租税特別措置法第32粂第1項に規定する短期譲渡

所得の金額」とする。

（4■）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第18条第1項に規定する短

期譲渡所得の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第18粂第1項の規定による市民税の所得割の額」

とする。
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（株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第19条　当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条

の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該

株式等に係る譲渡所得等については、第33条及び第34条の3の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の

金額として令附則第18条第6項に定めるところにより計算した金額（当

該市民税の所得割の納税義務者が法第23粂第1項第16号に規定する特定

株式等譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」

という。）に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額（第33粂第6項の規定により同条第5項の規定の適用

を受けないものを除く。）を除外して算定するものとする。以下この項

及び附則第19条の3において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）

に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額（株式等に係る譲渡所得等

の金額（第2項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の100分の3

に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2　前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは、「総所得金額、附則第19粂第1項に規定する株式等に係る譲

渡所得等の金額」とする。

（2）第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第19条第1項の規定による市民税の所得割の析」と、第34条の7第1

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項

に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段、第別条の8、

第別条の9第1項、附則第7粂第1項及び附則第7条の3第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19粂第1項の規定に

（株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

19粂　当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条

の10第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、当該

株式等に係る譲渡所得等については、第33条及び第34条の3の規定にか

かわらず、他の所得と区分し、前年中の当該株式等に係る譲渡所得等の

金額として令附則第18粂第6項に定めるところにより計算した金額（当

該市民税の所得割の納税義務者が法第23粂第1項第16号に規定する特定

株式等譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」

という。）に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡所得金額

に係る所得の金額（第33条第6項の規定により同条第5項の規定の適用

を受けないものを除く。）を除外して算定するものとする。以下この項

及び附則第19条の3において「株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）

に対し、株式等に係る課税譲渡所得等の金額（株式等に係る譲渡所得等

の金額（第2項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の

規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の100分の3

に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。

2　前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは、「総所得金額、附則第19粂第1項に規定する株式等に係る譲

渡所得等の金額」とする。

（2）第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7粂

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第19粂第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第

1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及び附

則第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第19粂第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7

第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第19条
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よる市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第19粂第1項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第19粂第・1項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」とする。

（3）第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19粂第1項に規定する株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とある

のは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規

定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19条第1項に規定する株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第19粂第1項の規定による市民税の所

得割の宅削　とする。

（先物取引に係る雉所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第20条の2　当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第

41条の14第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該

事業所得及び雑所得については、第33条及び第34条の3の規定にかかわ

らず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額及び雑所得の金

額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額（以下こ

の項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。）に対し、先

物取引に係る課税雑所得等の金額（先物取引に係る雑所得等の金額（次

項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）をいう。）の100分の3に相当する金

額に相当する市民税の所得割を課する。

2　前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

第1項の規定による市民税の所得割の準の合計額」と、同条第2項及
び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第19条第‾1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

（3）第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第19粂第1項に規定する株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」とある

のは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第37条の10第1項に規

定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第19粂第1項に規定する株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並び七附則第19条第1項の規定による市民税の所

得割の額」とする。

（先物取引に係る稚所得等に係る個人の市民税の課税の特例）

第20条の2　当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第

41条の14第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には、当該

事業所得及び雑所得については、第33粂及び第34条の3の規定にかかわ

らず、他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額及び雑所得の金

額として令附則第18条の7に定めるところにより計算した金額（以下こ

の項において「先物取引に係る雑所得等の金額」という。）に対し、先

物取引に係る課税雑所得等の金額（先物取引に係る雑所得等の金額（次

項第1号の規定により読み替えて適用される第34条の2の規定の適用が

ある場合には、その適用後の金額）をいう。）の100分の3に相当する金

額に相当する市民税の所得割を課する。

2　前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
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（1）第別条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは、「総所得金額、附則第20条の2第1項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額」とする。

（2）第別条の6から第34条の8まで、第別条の9第1項、附則第7粂

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の街」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第別条の7

第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の

2第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段、第34

条の8、第別条の9第1項、附則第7粂第1項及び附則第7条の3第

1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2

第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第別条の7第1項後段

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の2第1項

の規定による市民税の所得割．の額の合計額」と、同条第2項及び附則
第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20

条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

（3）第詭条の規定の適用にういては、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の2第1項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市

民税の所得割の額」とする。

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは、「総所得金額、附則第20条の2第1項に規定する先物取引に

係る雑所得等の金額」とする。

（2）第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7粂

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

7第1項前段、第34条の8、第34条の9第1項、附則第7粂第1項及

び附則第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、

同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。

（3）第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の2第1項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と、「若しくは山林所得金額」と

あるのは「、山林所得金額若しくは租税特別措置法第41条の14第1項

に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」■とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の2第1項に規定す

る先物取引に係る雑所得等の金額」と、同条第2項中「所得割の額」．

とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の2第1項の規定による市

民税の所得割の額」とする。

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民税の課税の特
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例）

第20条の4　所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法

律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。）第3条の2の2第10

項に規定する条約適用利子等については、第33粂及び第34条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適

用利子等の額（以下この項において「条約適用利子等の額」という。）

に対し、条約適用利子等の額（次項第1号の規定により読み替えられた

第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に100分の

．5の税率から同法第3条の2の2第1項に規定する限度税率（第3項に

おいて「限度税率」という。）を控除して得た率に5分の3を乗じて得

た率（当該納税義務者が同条第3項の規定の適用を受ける場合には、100

分の3の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課す

る。

2　前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは、「総所得金額、附則第20条の4第1項に規定する条約適用利

子等の額」とする。

（2）第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7粂

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7

第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の

4第1項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段、第錮条の8、第

別条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第1項の規

定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第1項の規定によ

例）

第20条の4　所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約の実施に伴

う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法

律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。）第3条の2の2第10

項に規定する条約適用利子等については、第33粂及び第34条の3の規定

にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同項に規定する条約適

用利子等の額（以下この項において「条約適用利子等の額」という。）

に対し、条約適用利子等の額（次項第1号の規定により読み替えられた

第34条の2の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）に100分の

5－の税率から同法第3条の2の2第1項に規定する限度税率（第3項に

おいて「限度税率」という。）を控除して得た率に5分の3を乗じて得

た率（当該納税義務者が同条第3項の娩定の適用を受ける場合には、100

分の3の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の所得割を課す

る。

2　前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の娩定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは、「総所得金額、附則第2P条の4第1項に規定する条約適用利

子等の額」とする。

（2）第34条の6から等34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

7第1項前段、
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第34条の8、第34条の9第1項、附則第7条第1項及

び附則第7条の3第1項中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額」と、第

34条の7第1項後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、

同条第2項及び附則第7条の4中「所得割の額」とあるのは「所得割



改正後 改正前

る市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第1

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」とする。

（3）第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の4第1項に規定す

る条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額若しくは租税条約実施特例法第3条の2第16項に

規定する特例利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定

収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等

に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補てん

金等に係る雑所得等の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条許1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定す

る条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第20条の4第1項の規定による市民税の所得

割の額」とする。

3　所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約実施特例法第3条の

2の2第12項に規定する条約適用配当等（次項において「条約適用配当

等」という。）については、第33粂第3項及び第4項の規定は適用しな

い。この場合において、当該条約適用配当等については、第33粂及び第

34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第

3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額（以下この項におい

て「条約適用配当等の額」という。）に対し、条約適用配当等の額（第

5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）に100分の5の税率から限度税率を控除し

て得た率に5分の3を乗じて得た率（当該納税義務者が同法第3条の2

の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率）を乗じて

計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。

の額並びに附則第20条の4第1項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。

（3）第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の4第1項に規定す

る条約適用利子等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額若しくは租税条約実施特例法第3条の2第16項に

規定する特例利子に係る利子所得の金額、同条第18項に規定する特定

収益分配に係る配当所得の金額、同条第22項に規定する特定懸賞金等

に係る一時所得の金額若しくは同条第24項に規定する特定給付補てん

金等に係る雑所得等の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第1項に規定す

る条約適用利子等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第20条の4第1項の規定による市民税の所得

割の額」とする。

3　所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約実施特例法第3条の

2の2第12項に規定する条約適用配当等（次項において「条約適用配当

等」という。）については、第33条第3項及び第4項の規定は適用しな

い。この場合において、当該条約適用配当等については、第33粂及び第

34条の3の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中の同法第

3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額（以下この項におい

て「条約適用配当等の額」という。）に対し、条約適用配当等の額（第

5項第1号の規定により読み替えられた第34条の2の規定の適用がある

場合には、その適用後の金額）に100分の5の税率から限度税率を控除し

て得た率に5分の3を乗じて得た率（当該納税義務者が同法第3条の2

の2第3項の規定の適用を受ける場合には、100分の3の税率）を乗じて

計算した金額に相当する市民税の所得割を課する。
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4　前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4

月1日の属する年度分の第36条の2第1項の規定による申告書（その提

出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに提出された

もの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含

む。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（こ

れらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。

5　第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは、「総所得金額、附則第20条の4第3項に規定する条約適用配

当等の額」とする。

（2）第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7条

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の4第3項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の7

第1項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の

4第3項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段、第別条の8、第

別条の9第1項、附則第7条第1項及び附則第7条の3第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第3項の規

定による市民税の所得割の額」と、第別条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20条の4第3項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第3

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、第34条の9第1項

中「第33条第4項」とあるのは「附則第20条の4第4項」とする。

（3）第お灸の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の4第3項に規定す

る条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若

4　前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年の翌年の4

月1日の属する年度分の第36条の2第1項の規定による申告書（その提

出期限後において市民税の納税通知書が送達される時までに捷出された

もの及びその時までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含

む。）に前項後段の規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（こ

れらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると

市長が認めるときを含む。）に限り、適用する。

5　第3項後段の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

（1）第34条の2の規定の適用については、同条中「総所得金額」とあ

るのは、「総所得金額、附則第20条の4第3項に規定する条約適用配

当等の額」とする。

（2）第34条の6から第34条の8まで、第34条の9第1項、附則第7粂

第1項、附則第7条の3第1項及び附則第7条の4の規定の適用につ

いては、第34条の6中「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第20条の4第3項の規定による市民税の所得割の額」と、第34条の

7第1項前段

、第34条の8、第

34条の9第1項、附則第7粂第1項及び附則第7条の3第1項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第3項の規

定による市民税の所得割の額」と、第34条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則第20兵の4第3項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と、同条第2項及び附則第7条の4

中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第20条の4第3

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と、第34条の9第1項

中「第33粂第4項」とあるのは「附則第20条の4第4項」とする。

（3）第35条の規定の適用については、同条中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又は附則第20条の4第3項に規定す

る条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金額」とあるのは「若
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改正後 改正前

しくは山林所得金額若しくは租税条約実施特例法第3条の2第20項＿に

規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項に規定す

る条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第20条の4第3項の規定による市民税の所得

割の額」とする。

6　租税条約実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合

（第3項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第34条の9の

規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若

しくは附則第20条の4第3項に規定する条約適用配当等（以下「条約適

用配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する

年度分の第36条の2第1項の規定による申告書（その提出期限後におい

て市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時

までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。）にこの項の

規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明

細に関する事項の記載がある場合（これらの申告書にこれらの記載がな

いことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）

であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった

条約適用配当等の額について租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税

条約実施特例法」という。）第3条の2の2第1項の規定及び法第2章

第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第33粂第6項」

と、同条第3項ヰ「法第37条の4」とあるのは「租．税条約実施特例法第

3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」

とする。

しくは山林所得金額若しくは租税条約実施特例法第3条の2第20項に

規定する申告不要特定配当等に係る配当所得の金額」とする。

（4）附則第5条の規定の適用については、同条第1項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第20条の4第3項に競走す

る条約適用配当等の額」と、同条第2項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第20条の4第3項の規定による市民税の所得

割の額」とする。

6　租税条約実施特例法第3条の2の2第1項の規定の適用がある場合

（第3項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第34条の9の

規定の適用については、同条第1項中「又は同条第6項」とあるのは「若

しくは附則第20灸の4第3項に規定する条約適用配当等（以下「条約適

用配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する

年度分の第36条の2第1項の規定による申告書（その提出期限後におい

て市民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時

までに提出された第36条の3第1項の確定申告書を含む。）にこの項の

規定の適用を受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明

細に関する事項の記載がある場合（これらの申告書にこれらの記載がな

いことについてやむを得ない理由があると市長が認めるときを含む。）

であって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった

粂綺適用配当等の額について租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税

条約実施特例法」という。）第3条の2の2第1項の規定及び法第2章

第1節第5款の規定により配当割額を課されたとき、又は第33粂第6項」

と、同条第3項中「法第37条の4」とあるのは「租税条約実施特例法第

3条の2の2第9項の規定により読み替えて適用される法第37条の4」

とする。
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○廿日市市税条例の一部を改正する条例（平成20年条例第26号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（施行期日）
第1粂　この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

日から施行する。
（1）附則第19条の5第4項の改正規定（「第37条の12の2第5項」を「第

37条の12の2第11項」に改める部分に限る。）、附則第20条の改正競

及び附則第20条の4の改正規定（第3項の改正規定に限る。）並びに迭会
第17項及び第18項の規定　平成21年1月1日

（2）第19条、第33条、第34条の2及び第34条の8の改正規定、同条を第
34条の9とする改正規定、第34条の7の改正規定、同条を第34条の8と
する改正規定、第34条の6の次に1条を加える改正規定、第36条の2、
38条、第41粂並びに第44条から第47条までの改正規定並びに同条の次に
5条を加える改正規定並びに附則第4条の次に1条を加える改正規定、附則
第5条、第6条、第7条及び第7条の3の改正規定、同条の次に1条を加え
る改正規定、附則第8条第2項の改正規定（「同項に規定する」を削り、「も
のが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の
合計が2．000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれ
ている」に改める部分を除く。）、同条第3項の改正規定、附則第16条の
4、第17条、第18条、第19条第2項、第19条の2及び第20条の2の改
正規定、附則第20条の4の改正規定（第3項の改正規定を除く。）並びに
附則第20条の5の改正規定並びに次条第1項から第4項までの規定　平成
21年4月1日

（3）附則第8条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定（「同項に規定する」
を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉
用牛の頭数の合計が2，000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼
育牛が含まれている」に改める部分に限る。）、附則第16条の3の改正規
定、附則第19条の5（「第37条の12の2第5項」を「第37条の12の2
第11項」に改める部分を除く。）の改正規定、同条を附則第19条の6とす
る改正規定及び附則第19条の4の次に1条を加える改正規定並びに次条第
5項から第11項までの規定　平成22年1月1日

（4）‾附則第19条第1項及び第19条の3の改正規定並びに次粂第12項から第
16項までの規定　平成 22年4月1日

（5）第51粂及び第56条の改正規定並びに附則に1条を加える改正規定並びに

（施行期日）
第1粂　この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める

日から施行する。
（1）附則第19条の5第4項の改正規定（「第37条の12の2第5項」を「第

37条の12の2第11項」に改める部分に限る。）、附則第20条の改正規定

及び附則第20条の4の改正規定（第3項の改正規定に限る。）並びに迭条
第19項及び第20項の規定　平成21年1月1日

（2）第19条、第33条、第34条の2及び第34条の8の改正規定、同条を第
34条の9とする改正規定、第34条の7の改正規定、同条を第34条の8と

する改正規定、第34条の6の次に1条を加え．る改正規定、第36条の2、
38条、第41条並びに第胡条から第47条までの改正規定並びに同条の次に
5条を加える改正規定並びに附則第4条の次に1条を加える改正規定、附則
第5条、第6条、第7粂及び第7条の3め改正規定、同条の次に1条を加え
る改正規定、附則第8粂第2項の改正規定（「同項に規定する」を削り、「も
のが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の
合計が2，000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれ
ている」に改める部分を除く。）、同条第3項の改正規定、附則第16条の
4、第17条、第18条、第19粂第2項、第19条の2及び第20条の2の改
正規定、附則第20条の4の改正規定（第3項の改正規定を除く。）並びに
附則第20条の5の改正規定並びに次条第1項から第4項までの規定　平成
21年4月1日

（3）附則第8条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定（「同項に規定する」
を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉
用牛の頭数の合計が2．000頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼
育牛が含まれている」に改める部分に限る。）、附則第16条の3の改正規
定、附則第19条の5（「第37条の12の2第5項」を「第37条の12の2

第11項」に改める部分を除く。）の改正規定、同条を附則第19条の6とす
る改正規定及び附則第19条の4の次に1条を加える改正規定並びに次条第
5項から第13項までの規定　平成 22年1月1日

（4）附則第19粂第1項及び第19条の3の改正規定並びに次条第14項から第
18項までの規定　平成22年4月1日

（5）第51条及び第56条の改正規定並びに附則に1条を加える改正規定並びに
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改正後 改正前

附則第 3 条の規定　 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 （平成 18 附則第3 条の規定　 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 （平成 18

年法律第 48 号）の施行の日 （平成 20 年 12 月 1 日） 年法律第 48 号）の施行の日 （平成 20年 12 月 1 日）

（個人の市民税に関する経過措置） （個人の市民税に関する経過措置）

第2 条　 改正後の廿日市市税条例 （以下 「新条例」という。）第 47 条の2 から第2 粂　 改正後の廿 日市市税条例 （以下 「新条例」 という。）第 47 条の2 から

第 47条の6 までの規定は、平成 21年度以後の年度分の個人の市民税について 第 47条の6 までの規定は、‾平成 21年度以後の年度分の個人の市民税について

適用する。 適用する。

2　 新条例第 34 条の7 及び附則第 7 条の4 の規定は、市民税の所得割の納税義 2　 新条例第 34 条の7 及び附則第 7 条の4 の規定は、市民税の所得割の納税義

務者が平成 20年 1 月 1 日以後に支出する新条例第34条の7 第 1 項各号に掲し 務者が平成 20年 1 月 1 日以後に支出する新条例第34条の7 第 1項各号に掲し

る寄附金について適用する。 る寄附金について適用する。

3　 新条例附則第4 条の2 の規定は、租税特別措置法 （昭和 32年法律第 26 号）3　 新条例附則第4 条の2 の規定は、租税特別措置法 （昭和 32年法律第 26 号）

第 40 条第2 項又は第3 項の規定による同条第 1項後段の承認の取消しが平成 第 40 粂第2 項又は第3 項の規定による同条第 1 項後段の承認の取消しが平成

20年 12 月 1 日以後にされる場合について適用する。 20 年 12 月 1 日以後にされる場合について適用する。

4　 平成 21年 4 月 1 日から同年 12 月 31 日までの間における新条例附則第7 条 4　 平成 21年 4 月 1 日から同年 12 月 31 日までの間における新条例附則第 7 条

の4 の規定の適用については、同条中 「附則第 16 条の3 第 1 項、附則第 16 の 4 の規定の適用については、同条中 「附則第 16 条の3 第 1項、附則第 16

の 4 第 1項」とあるのは 「附則第 16条の4 第 1 項」と、同条第5 号中 「附則 の4 第 1項」とあるのは 「附則第 16 条の4 第 1項」と、同条第5 号中 「附則

第 16 条の3 第 1 項、附則第 17 条第 1 項」とあるのは 「附則第 17 粂第 1 項」 第 16 条の3 第 1項、附則第 17粂第 1 項」とあるのは 「附則第 17 粂第 1 項」

とする。 とする。

5　 新条例附則第 8 粂第 1 項及び第2 項の規定は、平成 22 年度以後の年度分の 5　 新条例附則第8 条第 1 項及び第2 項の規定は、平成 22年度以後の年度分の

個人の市民税について適用し、改正前の廿日市市税条例 （以下 「旧条例」とい 個人の市民税について適用 し、改正前の廿日市市税条例 （以下 「旧条例」とい

う。）附則第8 粂第 1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成 21 う。）附則第 8 粂第 1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成 21

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。 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。

6　 市民税の所得割の納税義務者が、平成 21年 1 月 1 日から平成 23 年 12 月 31 6　 市民税の所得割の納税義務者が、平成 21年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31

且までの間に支払を受けるべき新条例附則第 16 条の3 第 1 項に規定する上場 且 までの間に支払を受けるべき新条例附則第 16 条の3 第 1 項に規定する上場

株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得に 株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得に

ついては、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額 （同 ついては、同項前段の規定により、上場株式等に係る課税配当所得の金額 （同

項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下 この項に 項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項に

おいて同じ。）に対して課する市民税の所得割の額は、同条第 1項前段の規 おいて同じ。）に対 して課する市民税の所得割の額は、同条第 1項前段の規

にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の1 0 0 分の 1．8 にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相

に相当する額とする。 当する額とする。
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改正後 改正前

（1 ） （2 ） 削除

7 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第 16 条の3 第 3 項の規定

（1 ） 上場株式等に係る課税配当所得の金額が 100 万円以下である場合　 当該

　 上場株式等に係る課税配当所得の金額の 100 分の 1．8 に相当する金額

（2 ） 上場株式等に係る課税配当所得の金額が 100 万円を超える場合 次に掲

げる金額の合計額

ア 1 万 8．000 円

イ 当該上場株式等に係る課税配当所得の金額から 100 万円を控除した金

額の 100分の3 に相当する金額

7 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第 16 条の3 第3 項の規定

の適用については、同項第 1 号中 「附則第 16 条の3 第 1 項」とあるのは、 「 の適用については、同項第 1 号中 「附則第 16条の3 第 1 項」とあるのは、 「附

則第 16 条の3 第 1項 （廿日市市税条例の一部を改正する条例 （平成 20年条例 則第 16 条の3 第 1項 （廿日市市税条例の一部を改正する条例 （平成 20 年条例

第 26 号）附則第2 条第 6 項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。）」 第 26 号）附則第2 条第6 項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。）」

とする。 とする。

8　 新条例附則第 19 条の6 第 1 項又は第4 項の規定の適用がある場合における 8　 新条例附則第 19 条の6 第 1 項又は第4 項の規定の適用がある場合における

第 6 項の規定の適用については、同項中 「同項前段の規定により」とあるのは、 第6 項の規定の適用については、同項中 「同項前段の規定により」とあるのは、

「新条例附則第 19 条の6 第3 項又は第5 項の規定により読み替えられた新条 「新条例附則第 19 条の6 第 3 項又は第5 項の規定により読み替えられた新粂

例附則第 16 条の3 第 1項前段の規定により」とする。 例附則第 16 条の3 第 1 項前段の規定により」とする。

9　 新条例附則第 19 条の5 の規定は、平成 22 年 1 月 1 日以後に市民税の所得剖 9　 新条例附則第 19 条の5 の規定は、平成 22 年 1 月 1 日以後に市民税の所得割

の納税義務者が交付を受ける同条第 1項に規定する源泉徴収選択口座内配当 の納税義務者が交付を受ける同条第 1 項に規定する源泉徴収選択口座内配当

等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 につ 等 （次項及び第 12項において 「源泉徴収選択口座内配当等」という。）につ

いて適用する。 いて適用する。

（削除） 10　市民税の所得割の納税義務者が新条例第33粂第4 項の規定により平成22

1 月 1 日から同年 12 月 31 日までの期間 （第 12 項において 「特例期間」とい

う。）内に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等に係る所得についての記

をした同条第4 項に規定する申告書を提出する場合には、新条例附則第 19粂

の5 第2 項の規定にかかわらず、当該申告書には、当該源泉徴収選択口座内

当等に係る源泉徴収選択口座 （同項に規定する源泉徴収選択口座をいう。以

この項及び第 12項において 「源泉徴収選択口座」という。）において前年中

に交付を受けた次の各号に掲げる源泉徴収選択 口座内配当等の区分に応じ当

該各号に定める所得についての記載を行うものとする。

（1） 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、その年中に同

の支払者から支払を受けるべき新条例附則第 16 条の3 第 1項に規定する上
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改正後 改正前

10　新条例附則第 19 条の6 の規定は、平成 22 年度以後の年度分の個人の市民

場株式等の配当等の額の総額が 1 万円以下であるものとして地方税法施行

令及び国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部を改正する政令 （平成

20 年政令第 152 号n 以下 「平成 20年改正令」という。）附則第 7 粂第 10
項で定めるもの （以下この項及び第 12項において 「少額配当等」というh ）

■当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に

交付を受けたすべての少額配当等に係る所得

（2 ） 前年中に交付を受けた源泉徴収選択口座内配当等のうち、少額配当等以

のもの （以下この項及び第 12項において －「少額配当等以外の配当等」とい

う。） 当該源泉徴収選択口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において剛

年中に交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得

11 新条例附則第 19 条の6 の規定は、平成 22年度以後の年度分の個人の市民
について適用し、平成 21年度分までの個人の市民税に係る旧条例附則第 19 について適用 し、平成 2 1年度分までの個人の市民税に係る旧条例附則第 19

の 5 第 1項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例に の5 第 1 項の規定による譲渡所得等の金額の計算については、なお従前の例に

よる。 よる。

（削除）

11 平成 22年 1 月 1 日から同年3 月3 1 日までの間における新条例附則第 19 粂

12　市民税の所得割の納税義務者が新条例附則第 19 条の6 第 1項の規定により

申告する上場株式等に係る譲渡損失の金額のうちに地方税法等の一部を改正

する法律 （平成 20 年法律第 21号。以下 「新法」という。）附則第3 条第 16

項の特別徴収義務者が同項の規定により特例期間内に交付をした源泉徴収選

択口座内配当等について徴収 して納入すべき県民税の配当割の額の計算上当

該源泉徴収選択口座内配当等の額から控除 した同項各号に掲げる金額がある

場合には、新条例附則第 19 条の6 第 2 項の規定にかかわらず、新条例第 33
第 4 項に規定する申告書には、当該控除した次の各号に掲げる金額の区分に じ

じ当該各号に定める所得についての記載を行うものとする。

（1） 当該控除した金額のうち少額配当等の額から控除した額 当該源泉徴収

選択 口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に交付を受けた

すべての少額配当等に係る所得

（2 ） 当該控除 した金額のうち少額配当等以外の配当等の頓から控除した街

当該源泉徴収選択 口座内配当等に係る源泉徴収選択口座において前年中に

交付を受けたすべての少額配当等以外の配当等に係る所得

13 平成 22 年 1 月 1 日から同年3 月 31 日までの間における新条例附則第 19 条
の6 第 5 項の規定の適用については、同項中 「並びに附則第 19 条第 1 項の娩 の6 第5 項の規定の適用については、同項中 「並びに附則第 19 条第 1項の娩

定の適用について」とあるのは 「、附則第 19 条第 1 項並びに附則第 19 条の3 定の適用について」とあるのは 「、附則第 19条第 1 項並びに附則第 19 条の3
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改正後 改正前

の規定の適用について」と、 「とする」とあるのは 「と、附則第 19 条の3 中 の規定の適用について」と、 「とする」とあるのは 「と、附則第 19 条の3 中

「計算 した金額 （」とあるのは 「計算 した金額 （附則第 19 条の6 第4 項の規 「計算した金額 （」とあるのは 「計算した金額 （附則第 19 条の6 第4 項の娩

定の適用がある場合には、■その適用後の金額。」とする」 とする。 定の適用がある場合には、その適用後の金額。」とする」とする。

12　市民税の所得割の納税義務者が平成 21年 1 月 1 日前に行った旧条例附則第 14　市民税の所得割の納税義務者が平成 21年 1 月 1 日前に行った旧条例附則第

19 条の3 に規定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係 19 条の3 に娩定する上場株式等の譲渡に係る同条に規定する上場株式等に係

る譲渡所得等の金額に対して課する平成 21年度分までの個人の市民税につい る譲渡所得等の金額に対して課する平成 21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。 ては、なお従前の例による。

13　市民税の所得割の納税義務者が、平成 21年 1 月 1 日から平成 23 年 12 月 3115　市民税の所得割の納税義務者が、平成 21年 1 月 1 日から平成 22 年 12 月 31

且までの間に新法第 1 条の規定による改正後の地方税法（昭和 25年法律第 22 旦享での間に新法第 1 条の規定による改正後の地方税法（昭和 25 年法律第 22

号）附則第 35 条の2 の6 第 12 項に規定する上場株式等 （以下この項において 号）附則第 35 条の2 の6 第 12項に規定する上場株式等 （以下この項において

「上場株式等」という。）の譲渡 （新条例附則第 19 条の2 第2 項に規定する 「上場株式等」という。）の譲渡 （新条例附則第 19 条の2 第2 項に規定する

譲渡をいう。）のうち租税特別措置法第 37 条の 12 の 2 第 2 項各号に掲げる 譲渡をいう。）のうち租税特別措置法第 37条の 12 の 2 第 2 項各号に掲げる

場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲 場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲

所得及び雑所得 （同法第 32 条第2 項の規定に該当する譲渡所得を除く。）に 所得及び雑所得 （同法第 32 粂第2 項の規定に該当する譲渡所得を除く。）に

ついては、新条例附則第 19 条第 1 項の規定により同項に規定する株式等に係 ついては、新条例附則第 19 粂第 1項の規定により同項に規定する株式等に係

る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲 る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲

所得の金額及び雑所得の金額として地方税法施行令及び国有資産等所在市町

村交付金法施行令の一部を改正する政令 （平成2 0 年政令第 1 5 2 号）附則

7 条第 1 0 項に定めるところにより計算した金額 （以下この項において 「上

所得の金額及び雑所得の金額として平成 20 年改正令附則第7 条第 11項　に定めるところにより計算した金額 （以下 この項において 「上

株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に対して課する市民税の所得割の 株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に対して課する市民税の所得割の

額は、新条例附則第 19 条第 1項の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税 額は、新条例附則第 19 条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合

譲渡所得等の金額 （上場株式等に係る譲渡所得等の金額 （次項の規定により‾

み替えて適用される新条例附則第 1 9 条第 2 項の規定により読み替えて適用

される新条例第3 4 条の2 の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）

をいう。）の1 0 0 分の 1 ． 8 ）に相当する金額とする。

（1 ） ・ （2 ） 削除

の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する金額とする。

（1） 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額 （上場株式等に係る譲渡所得等

の金額 （次項の規定により読み替えて適用される新条例附則第 19粂第2 項

の規定により読み替えて適用される新条例第 34 条の2 の規定の適用がある
場合には、その適用後の金額）をいう。以下この項において同じn ）が50

万円以下である場合 当該上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額の 100

分の 1．8 に相当する金額

（2 ） 上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額が 500 万円を超える場合 次に

掲げる金額の合計額
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報告第4号

廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市都市計画税条例（昭和42年条例第6号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

附　則

1　この条例は、公布の目から施行し、昭和42年度分の都市計画税から適用

する。

（宅地等に対して諜する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都

市計画税の特例）

2　宅地等に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当

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に、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（当該宅

地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以

下同じ。）に100分の5を乗じて得た額を加算した額（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（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、

当該宅地等調整都市計画税額とする。

3　前項の規定の適用を受ける住宅用地又は商業地等に係る平成21年度か

ら平成23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、当該住宅用地又は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、住宅用地にあっては10分の8、商業地

等にあっては10分の6を乗じて得た額（当該住宅用地又は商業地等が当該

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

附　則

1　この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の都市計画税から適用

する。

（宅地等に対して課する平成18年度から 成20年度までの各年度分の都

市計画税の特例）

2　宅地等に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税

の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当

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に、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（当該宅

地等が当該年度分の都市計画税について法第702条の3の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以

下同じ。）に100分の5を乗じて得た額を加算した額（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（以下「宅地等調毛都市計画税額」という。）を超える場合には、

当該宅地等調整都市計画税額とする。

3　前項の規定の適用を受ける住宅用地文は商業地等に係る平成18年度か

ら平成20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、当該住宅用地又は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、住宅用地にあっては10分の8、商業地

等にあっては10分の6を乗じて得た額（当該住宅用地又は商業地等が当該

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
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改正後 改正前

則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地

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

該住宅用地又は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を超える場合にあっては、前項

の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4　附則第2項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成21年度から平成㍑

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2項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。

5　住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0．8以上のものに

係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、附則

第2項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税

額が、当該住宅用地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（当該住宅用地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

定の適用を受ける住宅用地であるときは、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）を当該住宅用地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

「住宅用地据置都市計画税額」という。）を超える場合には、当

該住宅用地据置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21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の

則第15条から第15条の3までの規定の適用を受ける住宅用地又は商業地

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

該住宅用地又は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を超える場合にあっては、前項

の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4　附則第2項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成18年度から平成20

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2項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。

5　住宅用地のうち当該住宅用地の当該年度の負担水準が0．8以上のものに

係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税の街は、附則

第2項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る当該年度分の都市計画税

額が、当該住宅用地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（当該住宅用地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

定の適用を受ける住宅用地であるときは、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）を当該住宅用地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（以下三旦項

において「住宅用地据置都市計画税額」という。）を超える場合には、当

該住宅用地据置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18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税の
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改正後 改正前

額は、附則第2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までの娩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21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の額は、附

則第2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とする。

（農地に対して課する平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市

計画税の特例）

8　農地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計画税の

額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該

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（当該農地

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農地であると

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）に、当

該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地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「農地調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整

額は、附則第2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∵っいて法第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18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税の額は、附

則第2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とする。

（農地に対して課する平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市

計画税の特例）

8　農地に係る平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計画税の

額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る当該

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（当該農地

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農地であると

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）に、当

該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の

右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき街とした場合における都市計画税額（以

下「農地調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該農地調整
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改正後 改正前

都市計画税額 とする。 都市計画税額とする。

負担水準の区分　　　　　　　　　　 負担調盤率 負担水準の区分　　　　　　　　 ・負担調整率

0．9以上のもの　　　　　　　　　　　　　　　　　 1．025 0．9以上のもの　　　　　　　　　　　　　　　　　 1．025

0．8以上0．9未満のもの　　　　　　　　　　　　　 1．05 0．8以上0．9未満のもの　　　　　　　　　　　　　 1．05

0．7以上0．8未満のもの　　　　　　　　　　　　 1．075 0．7以上0．8未満のもの　　　　　　　　　　　　 1．075

0．7未満のもの　　　　　　　　　　　　　　　　 1．1 0．7未満のもの　　　　　　　　　　　　　　　　 1．1

12　法附則第15条第 2 項、第13項、第28項、第29項、第33項、第36項、第37 12　法附則第15条第 2 項、第13項、第28項、第30項、第34項、第37項、第38

項、第39項、第40項、第42項から第45項まで、第47項、第49項から第55 項、第40項、第4 1項、・第43項か ら第48項まで、第51項、第53項から第59

項まで若 しくは第57項、第15条の 2 第 2 項又は第15条の3 の規定の適用が 項まで若 しくは第61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 2 条第 2 項中 「又は第31項から第33 ある各年度分の都市計画税に限 り、第2 粂第 2 項中 「又は第31項から第33

項まで」とあるのは 「若 しくは第31項から第33項まで又は法附則第15条か 項 まで」とあるのは 「若 しくは第31項から第33項まで又は法附則第 15条か

ら第15条の3 まで」とする。 ら第15条の3 まで」 とする。

13　地方税法等の一部を改正する法律 （平成2 1年法律第 9 号）附則第 9 粂第 13　地方税法等の一部を改正する法律 （平成18年法律第 7 号）附則第15条第

土塁の規定に基づき、平成21年度から平成23年度までの各年度分の都市計 上里の規定に基づき、平成18年度から平成20年度までの各年度分の都市計

画税については、法附則第25条の 3 の規定を適用 しないこととする。 画税については、法附則第25条の3 の規定を適用 しないこととする。
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報告第5号

廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例案新旧対照表
○廿日市市国民健康保険税条例（昭和35年条例第18号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正 後 改正前

（課 税額 ） （課税額）

第 2 粂　 （略） 第 2 条　 （略）

2 ・3　 （略） 2 ・3　 （略）

4　 第 1 項 の介護納 付金課 税額 は、介護納付金課税被保険者 （国民健康 保険 4　 第 1 項 の介葦納付金課税額 は、介護納付金課税被保 険者 （国民健康 保険

の被 保険者の うち介護保 険法 第 9 粂第 2 号 に規定す る被保険者で あるもの の被保 険者 のうち介護保険法 第 9 粂第 2 号 に規定す る被保 険者 であるもの

をい う。以下同 じ。 ）であ る世帯主 （前条第 2 項 の世帯主 を除 く。）及び をいう。以下 同 じ。）であ る世帯主 （前条第 2 項の世 帯主を除 く。）及び

その世帯 に属す る介護納付金課税被保 険者 につ き算定 した所得割額及 び資 そ の世 帯に属す る介護納付金課税被保険者 につ き算定 した所得割額及 び資

産割額並 びに被保険者均等割額及 び世帯別平等割額 の合算額 とす る。 ただ 産割額 並びに被保 険者均等割額及び世帯別平等割額 の合算額 とする。 ただ

し、 当該合算額が 10万 円を超 える場合 におい ては、介 蕎納 付金課税額 は、 し、当該合算額 が 9 万 円を超 える場合 においては、介護納付金 課税額 は、

10万 円 とす る。 9 万円 とす る。

（国 民健康保険税 の減額） （国民健康 保険税 の減額）

第 19粂　 次 の各号 のいずれ かに掲 げ る国民健康保険税 の納税 義務者 に対 して 第 19粂　 次の各号のいず れかに掲 げる国民健康保 険税 の納税義務者 に対 して

課す る国民健康保 険税 の額 は、第 2 条 第 2 項 本文 の基 礎課税額か らア及び 課す る国民健康保 険税 の額 は、 第 2 粂 第 2 項本 文の基礎課税額 からア及び

イに掲 げる額 を減額 して得 た碩 （当該 減額 して得 た額が47万円 を超え る場 イに掲 げる額 を減額 して得 た額 （当該 減額 して得た額 が47万 円を超 える場

合 には、■47万 円） 、同条第 3 項 本文の後期高齢者支援金等課税額か らり及 合 には、47万 円）、 同条第 3 項 本文の後期 高齢者支援金等課税額か らり及

び工に掲 げる額 を減額 して得 た額 （当該減額 して得た額が 12万 円を超える びエに掲 げる額 を減額 して得た砺 （当該減額 して得た額が12万 円を超 える

場合 には、12万円）並 びに同条第 4 項本文 の介護納付金課税額 か らオ及び 場 合には、 12万 円）並び に同条第 4 項 本文の介護納付金課税額 か らオ及 び

カに掲 げ る額 を減 額 して得 た額 （当該減額 して得 た額 が10万 円を超 える場 カに掲 げ る額 を減額 して得た額 （当該減額 して得た額が 9 万円を超 える場

合 には、ユ旦互巴） の合算額 とす る。 合には、 9 万円） の合算額 とす る。

（1 ）～ （3 ）　 （略） （1 ）～ （3 ）　 （略）

2　 （削除） 2　 市長 は、 国民健康保険税 の納税義務者 につい て、 当該納税義務者 又はそ

の世 帯 に属 する被保 険者 の前年 か らの所得 の状況 の著 しい変化その他 の事

情 によ り前 項第 3 号の規定 に よる減額 が適当でない と認 める場合 には、当

該減額 を行わない もの とす る。
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改正後 改正前

附　則

1　（略）

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

2　当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法（昭和40年法律第33号）第35

粂第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する

公的年金等控除額（年齢65歳以上である者に係るものに限る。）の控除を

受けた場合における第19条　　　の規定の適用については、同項中「法第

703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5第

1項に規定する総所得金額（所得税法第35条第3項に規定する公的年金等

に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額か

ら15万円を控除した金宅削こよるものとする。）」とする。

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

3　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3

条、第5条の3、第6粂及び第19条　　　の規定の適用については、第3

粂第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34粂第4項に規定する長期譲渡所得の金額

（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の4第1項若しくは第2

項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35粂第1項

又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第

31粂第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金

額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合

計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」

と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第19粂

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則

附　則

1　（略）

（公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

2　当分の間、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しく

は特定同一世帯所属者が、前年中に所得税法（昭和40年法律第33号）第35

粂第3項に規定する公的年金等に係る所得について同条第4項に規定する

公的年金等控除額（年齢65歳以上である者に係るものに限る。）の控除を

受けた場合における第19粂第1項の規定の適用については、同項中「法第

703条の5第1項に規定する総所得金額」とあるのは、「法第703条の5第

・1項に規定する総所得金額（所得税法第35粂第3項に規定する公的年金等

に係る所得については、同条第2項第1号の規定によって計算した金額か

ら15万円を控除した金額によるものとする。）」とする。

（長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例）

3　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第34粂第4項の譲渡所得を有する場合における第3

条、第5条の3、第6粂及び第19条第1項の規定の適用については、第3

粂第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額

（租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第33条の4第1項若しくは第2

項、第34粂第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35粂第1項

又は第36条の娩定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第

31粂第1項に娩定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金

額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。）の合

計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額（」

と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」と、第19粂第

1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則
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第34粂第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

4　（略）

（株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

5　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第35条の2第6項の株式等に係る譲渡所得等を有する

場合における第3条、第5条の3、第6粂及び第19条　　　の規定の適用

については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同

条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

第19粂　　　中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並び

に法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と

する。

6・7　（略）

（先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

8　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得又は雑所得を有する場合

における第3条、第5条の3、第6粂及び第19条　　　の規定の適用につ

いては、第3粂第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条

2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、第19

粂 中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

9　（略）

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

第別条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

4　（略）

（株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）

5　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第部条の2第6項の株式等に係る譲渡所得等を有する

場合における第3条、第5条の3、第6条及び第19粂第1項の規定の適用

については、第3翠第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得

等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同

条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第詭条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、

第19粂第1項中「及び山林所得金額」とあるのは 「及び山林所得金額並び

に法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と

する。

6・7　（略）

（先物取引に係る雑所得等に係る国鱒健康保険税の課税の特例）

8　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得又は雑所得を有する場合

における第3条、第5条の3、第6粂及び第19粂第1項の規定の適用につ

いては、第3粂第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の

金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第

2項中「又iま山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、塵週

粂第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

9　（略）

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例）
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10　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合

における第3条、第5条の3、第6粂及び第19条1　の規定の適用につ

いては、第3粂第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第

2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、星建

条　　　中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法

附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）

11世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」と

いう。）第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、

第5条の3、第6条及び第19条　　　の規定の適用については、第3条第

1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」

という。）第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額

から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計板（」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に

規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第3

条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第19集　　　中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例

法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

10　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が法附則第㍊条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合

における第3条、第5条の3、第6粂及び第19条第1項の規定の適用につ

いては、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得

金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の

金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第

2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附

則第㍊条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、屋週

条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金敵並びに法

附則第幻条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

（条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例）

11世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特

例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」と

いう。）第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条、

第5条の3、第6粂及び第19条第1 項の規定の適用については、第3粂第

1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」

という。）第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額

から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第10項に

規定する条約適用利子等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第3

条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」と、第19粂第1項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例

法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。
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（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

12　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適

用配当等に係る配当所得を有する場合における第3条、第5条の3、第6

条及び第19条　　　の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。）第3

条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条

の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約

適用配当等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第3条の2の2第

12項に規定する条約適用配当等の額」と、第19条　　　中「及び山林所得

金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の

‾2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

13～18　（略）

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

12　世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一

世帯所属者が租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適

用配当等に係る配当所得を有する場合における第3条、第5条の3、第6

粂及び第19条第1項の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林

所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに

租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する

法律（昭和44年法律第46号。以下「租税条約実施特例法」という。）第3

条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条

の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林

所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約

適用配当等の額の合計額（」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は租税条約実施特例法第3条の2の2第

12項に規定する条約適用配当等の額」と、第19条第1項中「及び山林所得

金頓」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約実施特例法第3条の

2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

13～18　　（略）
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