
平成22年第3回廿日市市議会（第2回定例会）条例案新旧対照表

報告第　8　号

報告第　9　号

報告第10号

議案第43号

議案第44号
議案第45号

専決処分につき承認を求めることについて
（廿日市市税条例の一部を改正する条例）

専決処分につき承認を求めることについて

（廿日市市都市計画税条例の一部を改正する条例）
専決処分につき承認を求めることについて

（廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の
一部を改正する条例

廿日市市税条例の一部を改正する条例
廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例

廿　日　市　市





報告第8号

廿日市市税条例の一部を改正する条例案新旧対照表
○廿日市市税条例（昭和31年条例第29号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（給与所得 に係 る個人の市民税 の特別徴 収） （給 与所得に係 る個 人の市民税 の特別徴収）

第44条　 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 第44条　 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 て給 与の支払 を受 けた者 であ り、かつ、 同 日において給与 の支払を受 おいて給与の支払 を受け た者 であ り、 かつ、 同 日において給与の支払 を受

けて いる者 （次の各号 に掲 げ る者 の うち特別徴収 の方法 によって徴 収す る けてい る者 （次の各号 に掲 げる者 の うち特別 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 るものを除 く。以下 この条 において 「 こ とが著 しく困難 である と認 め られ るもの を除 く。以下 この条 におい て 「給

与所得者 」 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 与所得者」 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

給与 所得 に係 る所得割額 及び均等割額 の合 算額 を特別徴 収の方法 によっ て 給与所得 に係 る所得割額及 び均 等割額 の合算額 を特別徴収 の方法 に よって

徴収 す る。 徴収 す る。

（1 ） 支給期 間が 1 月 を超 える期間 によ り定め られてい る給与 のみ の支払 （1 ） 支給期 間が 1 月 を超 え る期間 によ り定 め られてい る給与 のみの支払

を受け る者 を受 け る者

（2 ） 外 国航 路を航行す る船舶 に乗 り組む船員 で不定期 に給与 の支払 を受 （2 ） 外国航 路を航行す る船舶 に乗 り組む船員 で不定期 に給 与の支払 を受

け る者 け る者

2　 前項の納税 義務者 につい て、 当該納税 義務者 の前年 中の所得 に給 与所 得 2　 前項 の納税義務者 につい て、 当該納税義 務者 の前年 中の所得 に給与所得

以外 の所得 があ る場 合においては、 当該給与所 及び公的年金等 に係 る所得 以外 の所得 があ る場合 において は、 当該給与 所

得　　　　　　　　　　　　 以外 の所得 に係 る所得割額 を同項 の規定 によ 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 き給与所 得に係 る所得割 額及び均等 っ て特別徴収 の方法 によって徴収 すべ き給与所得 に係 る所得割額及 び均 等

割額 の合算額 に加算 して特別徴 収の方法 によって徴 収す る。 ただ し、第36 割額 の合算額 に加 算 して特 別徴収の方法 によっ て徴収す る。 ただ し、第36

条 の 2 第 1 項 の申告書 に給 与所得　　　　　　　　　　　 以外 の所得 に 条 の 2 第 1 項 の申告書 に給 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 を普通徴 収の方法 によっ て徴 収 されたい 旨の記載 がある とき 係 る所得割額 を普 通徴 収の方法 によって徴収 され たい旨の記載 が ある とき

は、 この限 りでない。 は、 この限 りでない。

3　 前項 本文 の規定 によって給与所得者 の給 与所得 3　 前項本文の規定 によって給与所得者 の給 与所得及 び公的年 金等 に係 る所

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 ることとな 盈 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 こととな

った後 にお いて、当該給与所得者 について給与所得 っ た後 にお いて、 当該給与所得者 について給与所得 及び公的年金等 に係 る

以外 の所 得 に係 る所得割額 の全部 又 は一部 を特別徴 収の方法 によって 所得以外 の所得 に係 る所得割額 の全 部又 は一部 を特 別徴収の方法 によっ て

徴 収す る ことが適 当で ない と認 め られ る特別 の事情 が生 じたため 当該給与 徴収す るこ とが適 当でない と認 め られ る特 別 の事情が生 じたため当該給 与

・l
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改正後 改正前

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

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条第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）～（3）　（略）

2　　（略）

（法人の市民税の申告納付）

第48粂　　（略）

2～5　　（略）

6　法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出す

る義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの

が、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人と

の問に連結完全支配関係 （同法第2粂第12号の7の7に規定する連結完全

支配関係をいう。第50粂第3項及び第52粂第2項において同じ。）がある

連結子法人（同法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。第

50粂第3項及び第52条第2項において同じ。）（連結申告法人（同法第2

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）～（3）　（略）

2　　（略）

（法人の市民税の申告納付）

第48粂　　（略）

2－5　　（略）

6　法人税法第81条の22第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出す

る義務がある法人で同法第81条の24第1項の規定の適用を受けているもの

が、同条第4項の規定の適用を受ける場合には、当該法人及び当該法人と

の間に連結完全支配関係（同法第2粂第12号の7の5に規定する連結完全

支配関係をいう。第50粂第3項及び第52粂第2項において同じ。）がある

連結子法人（同法第2条第12号の7の3に規定する連結子法人をいう。第

50粂第3項及び第52粂第2項において同じ。）（連結申告法人（同法第2
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改正後 改正前

条第16号に規定する連結 申告法人をいう。第52粂第 2 項において同 じ。） 条第16号に規定す る連結申告法人をいう。第52粂第 2 項において同 じ。）

に限る。）については、同法第81条の24第 4 項の規定の適用に係 る当該申 に限る。） については、同法第81条の24第 4 項の規定の適用 に係る当該申

告書 に係る連結法人税額 （法第32 1条の8 第 4 項に規定する連結法人税額を 告書に係る連結法人税額 （法第32 1条の 8 第4 項に規定する連結法人税額を

いう。以下 この項及び第52条第 2 項において同 じ。）の課税標準の算定期 いう。以下本項　 及び第52条第 2 項において同 じ。）の課税標準の算定期

間 （当該法人の連結事業年度に該当す る期間に限る。第52粂第 2 項におい 間 （当該法人の連結事業年度に該当する期間に限る。第52粂第 2 項におい

て同 じ。）に限 り、当該連結法人税額 に係る個別帰属法人税額を課税標準 て同 じ。）に限 り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準

として算定 した法人税割額及びこれ と併せて納付すべき均等割額 について として算定 した法人税割顎及びこれ と併せて納付すべき均等割額 について

は、当該連結法人税額について法人税法第81条の24第 1 項の規定の適用が は、当該連結法人税額について法人税法第81条の24第 1 項の規定の適用が

ないものとみな して、第18条の2 の規定を適用することができる。

（特別土地保有税の課税の特例）

ない ものとみなして、第18条の2 の規定を適用することができる。

（読替規定）

第15粂 法附則第3 1条の2 第 1項の規定の適用がある土地に係 る特別土地保

有税 については、第136条中 「又は第587条第 2 項」とあるのは 「若 しくは

第587粂第 2 項又は法附則第3 1条の2 第 1 項」 とす る。

（特別土地保有税の課税の特例）

第15条　　　　 （略） 第15条の2　　 （略）

2 ～ 5 （略）

（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例）

2 ～ 5 （略）

（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等の実施に伴 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

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 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 「租税条約等実施特例法」という。）第 3 条の2 の2 第10項 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 に規定する条約適用利子等については、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、その前年中の同項に規定す る条約適用利子 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、 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、
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改正後 改正前

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）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）及び（2）　　（略）

（3）第請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等実施特例法第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）　　（略）

3　所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約等実施特例法第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、第㍊粂及び第別条の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）に川0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

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）及び（2）　　（略）

（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）　　（略）

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、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
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改正後 改正前

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 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。 市民税の所得割を課する。

4　　 （略） 4　　 （略）

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。 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 ）及び （2 ）　　 （略） （1 ）及び （2 ）　　 （略）

（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 （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 項に規定する粂 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 「苦 しく 紛適用配当等の額」 と、 「若 しくは山林所得金額」とあるのは 「苦 しく

は山林所得金額若 しくは租税条約等実施特例法第 3 条の 2 第20項に規定 は山林所得金額若 しくは担税条約実施特例法　 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。 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　　 （略） 4　　 （略）

6　 租税条約等実施特例法第3 条の2 の2 第 1 項の規定の適用がある場合 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 （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 の娩

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 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 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 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 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 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 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 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 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 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

っいて租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等 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

に関する法律 （昭和44年法律第46号。以下 「租税条約等実施特例法」とい 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 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条第 6 項」と、同条第 3 項中 「法第 り配当割額を課されたとき、又は第33条第 6 項」 と、同条第 3 項中 「法第
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改正後 改正前

37条の4 」とあるのは 「租税条約等実施特例法第3 条の2 の2 第 9 項の規 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。

（保険料 に係る個人の市民税の課税の特例）

定により読み替えて適用され る法第37条の 4 」とする。

（保険料 に係る個人の市民税の課税の特例）

第20条の 5　 所得割の納税義務者が支払った又は控除される保険料 （租税粂 第20条の 5　 所得割の納税義務者が支払った又は控除される保険料 （租税粂

約等実施特例法第 5 条の2 第 1 項 に規定する保険料をいう。）については、 約実施特例法　 第 5 条の 2 第 1 項に規定す る保険料をいう。）については、

法第3 14条の2 第 1 項第 3 号に規定す る社会保険料とみなして、この条例の 法第314条の2 第 1 項第 3 号に規定する社会保険料とみなして、この条例の

規定を適用する。 規定を適用する。

2　　 （略） 2　　 （略）
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報告第9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 附則

12　法附則第 15条第 1 項、第 9 項 、第 23項 、第26項 、第30項、第31項 、第33 12　法 附則 第15粂第 2 項、第 13項、第28項、第29項、第33項、第36項、第37

項 か ら第36項 まで、第38項、第40項 、第41項、第43項若 しくは第46項 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 15条 の 2 第 2 項 又は第 15条の 3 の規定の適 用があ 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 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3 1項か ら第33項 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 から まで」 とあるのは 「若 しくは第3 1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。 第 15条 の 3 まで」 とす る。
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報告第10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）

第2粂　（略）

2　前項の基礎課税額は、世帯主（前条第2項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する国民健康保険の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。ただし、

当該合算額が旦旦互巴を超える場合においては、基礎課税額は、旦9夏日とする。

3　第1項の後期高齢者支援金等課税額は、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国民健康保険の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。ただし、当該合算額が1墨互巴を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、ユ旦互Bとする。

4　（略）

（国民健康保険税の減額）

第19条　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額（当該減額して得た額が亘旦互巴を超える場

合には、50万円）、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からウ及

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週互巴を超える

場合には、土星互巴）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

合には、10万円）の合算額とする。

・卜 法第703条の5　　　に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、33万円

義務者

ア～カ　（略）

を超えない世帯に係る納税

（課税宅酎

第2粂　（略）

2　前項の基礎課税額は、世帯主（前条第2項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する国民健康保険の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剖額の合算額とする。ただし、

当該合算額が堂夏日を超える場合においては、基礎課税額は、些互巴とする。

3　第1項の後期高齢者支援金等課税額は、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国民健康保険の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。ただし、当該合算額が1旦互巴を超える場合においては、後期高齢

者支援金等課税額は、過重巴とする。

4　（略）

（国民健康保険税の減額）

第19条　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

イに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が些互巴を超える場

合には、生互巴）、同条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額からり及

びエに掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が1旦互巴を超える

場合には、・遁互巴）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

合には、10万円）の合算額とする。

（1）法第703条の5第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、法第314条の2第2項に規定する金額を超えない世帯に係る納税

義務者

ア～カ　（略）
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改正後 改正前

（2 ） 法第703条の 5　　　 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合 （2 ） 法第703条の5 第 1項 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、33万円　　　　　　　　　　　　　 に被保険者 （当該納税義務 算額が、法第314条の2 第 2 項 に規定する金額に被保険者 （当該納税義務

者を除 く。）及び特定同一世帯所属者 （当該納税義務者を除 く。） 1 人 者を除 く。）及び特定同一世帯所属者 （当該納税義務者を除く。） 1 人

につき24万5，000円を加算 した金額を超えない世帯に係る納税義務者 （別 につき24万5，000円を加算 した金額を超えない世帯 に係る納税義務者 （削

号に該当する者を除く。） 号に該当する者を除 く。）

ア～カ　 （略） ア～カ　 （略）

（3 ） 法第703条の5　　　 に規定する総所得金額及び山林所得金額の合 （3 ） 法第703条の 5 第 1 項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合

算額が、33万円　　　　　　　　　　　　　 に被保険者及び特定同一世 算額が、法第314条の2 第 2 項 に規定する金額に被保険者及び特定同一世

帯所属者 1 人につき35万円を加算 した金額を超えない世帯に係 る納税義 帯所属者 1 人につき35万円を加算 した金額を超えない世帯に係る納税義

務者 （前 2 号に該当する者を除く。） 務者 （前 2 号に該当する者を除 く。）

ア～ カ　 （略） ア～カ　 （略）

（特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例）

第 19条の 2 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属す

（新設）

（国民健康保険税に関する申告）

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特例対象被保険

者等 （法第703条の5 の2 第 2 項に規定す る特例対象被保険者等をいう。第

20条の2 において同 じ。）である場合における第 3 粂及び前条の規定の適

用については、第 3 条第 1 項中 「規定する総所得金額」とあるのは 「規定

する総所得金額 （第19条の2 に規定す る特例対象被保険者等の総所得金額

に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所

得税法 （昭和40年法律第33号）第28粂第2 項の規定によって計算 した金額

の100分の30に相当する金額によるものとする。次項 において同 じ。）」と、

「同条第 2 項」とあるのは 「法第3 14条の2 第 2 項」と、前条第 1 号中 「総

所得金額」 とあるのは 「総所得金額 （次条に規定する特例対象被保険者等

の総所得金額 に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得に

ついては、所得税法第28条第 2 項の規定によって計算 した金額の100分の3

に相当する金額によるものとす る。次号及び第 3 号において同じ。）」 と

する。

（国民健康保険税に関する申告）
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改正後

第20条　（略）

（特例対象被保険者等に係る申告）

第20条の2　国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯や属す

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特例対象被保険

者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が

必要と認め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。

2　前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資

格者証 （雇用保険法施行規則（昭和50年労働省令第3号）第17条の2第1

項第1号に規定するものをいう。 ）その他の特例対象被保険者等であるこ

との事実を証明する書類を提示しなければならない。

附　則

（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 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、

5　　　に規定する総所得金額」とあるのは、

同条中「法第703条の

「法第703条の5　　　に

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

を控除した金額によるものとする。）」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）

13　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等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（昭和崩年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」

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条の規定の適用については、第3粂第1

第20条　（略）

（新設）

附　則

（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

条第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l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（所得税法第北条第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

を控除した金額によるものとする。）」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）

13　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条の規定の適用については、第3条第1
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改正後 ‾ 改正前

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 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等の実施に伴 う所得税法、法人税法及び地方税法 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 「租税条約等実施特例 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

塗」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 迭」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3 14条の2 第 2 項」と、 「及び山林所得金額の合計額 （」とあ 計額から法第3 14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等実施特例法第3 条の2 の2 第 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 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等実施特 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粂中 塑造第 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等実 「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。 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。

（条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例） （条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例）

14　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 14　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等実施特例法第 3 条の2 の2 第12項 に規定す る条約 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 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 6 条及び第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重畳 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直選

条約等の実施に伴 う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法 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

謹 （昭和44年法律第46号。以下 「租税条約等実施特例法」という。）第 3 聾 （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粂 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 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等実施特例法第 3 条の2 の2 第12項に規定する条 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 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等実施特例法第 3 条の2 の 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粂中 「及び山林所得金 2 第12項に規定する条約適用配当等の額」 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租税条約等実施特例法第 3 条の 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。 2 の2 第12項 に規定する条約適用配当等の額」とする。
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議案第43号
職員の育児休業等に関する条例及び職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○職員の育児休業に関する条例（平成4年3月27日条例第9号）【第1粂関係】　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（育児休業をすることができない職員）
第2条　育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。
（削る）

（削る）

上土ユ　（略）
吏迫　（略）

（削る）

（削る）

（育児休業法第2条第 1項ただし書の人事院規則で定める期間を基準と
して条例で定める期間）

第2条の2　育児休業法第2条第1項ただ し書の人事院規則で定める期

間を基準として条例で定める期間は、 57日間とする。

（育児休業法第2条第 1項ただし書の条例で定める特別の事情）

第3条　育児休業法第2粂第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げ

る事情とする。
（1）育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した

ことにより当該育児休業の承認が効力を失い、 又は第5条に規定す

る事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された

後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは国会に規定する
承認に係る子が死亡し、又は養子縁組等により職員と別居すること
となったこと。

（2）・（3）（略）
（4）育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係

る子について既にしたものを除く。）の終了後、 3月以上の期間を

経過したこと（当該育児休業をした職員が、 当該育児休業の承認の

（育児休業をすることができない職員）
第2条　育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員

とする。
（1）非常勤職員
（2）臨時的に任用される職員

L⊇ユ　（略）

臼ユ　（略）
（5）育児休業により養育しようとする子にっいて、配偶者が育児休業

法その他の法律により育児休業をしている職員

（6）前号に掲げる職員のほか、職員が育児休業により養育しようとす
る子を当該職員以外の当該子の親が常態として養育することができ

る場合における当該職員

（新設）

（再度の育児休業をすることができる特別の事情）

第3粂　育児休業法第2条第1項の条例で定める特別の事情は、次に掲げ
る事情とする。

（1）育児休業をしている職員が産前の休業を始め、若しくは出産した
ことにより当該育児休業の承認が効力を失い、又は第5粂第2号に
掲げる事由に　　　　　　　　当該育児休業の承認が取り消された

後、当該産前の休業若しくは出産に係る子若しくは旦量に規定する
承認に係る子が死亡し、又は毒子縁組等により職員と別居すること
となったこと。

（2）・（3）（略）
（4）育児休業（この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係

る子について既にしたものを除く。）の終了後、当該育児休業をし
た職員の配偶者（当該子の親であるものに限る。）が3月以上の期

ー15一



改正後 改正前

請求の際育児休業により当該子を着育するための計画について規則

で定める育児休業等計画書 （以下「育児休業等計画書」 という。）

により任命権者に申 し出た場合に限る。）。

（5）配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこ
とその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が
生じたことにより当該育児休業に係る子について－育児休業を
しなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

（育児休業の承認の取消事由）
第5粂　育児休業法第5粂第2項の条例で定める事由は、 育児休業を

いる職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認

しようとするときとする。

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給）
第7条　職員の給与に関する条例（昭和31年条例第15号。以下「給与条
例」という。）第23粂第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業を

している職員のうち、基準日以前旦旦■以内の期間において勤務した機
関（規則で定めるこれに相当する期間を含む。）がある職員には、当該

基準日に係る期末手当を支給する。
2　給与条例第24粂第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をし

ている職員のうち、基準日以前旦且＿以内の期間において勤務した期間
がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。
（育児短時間勤務をすることができない職員）

第8条　育児休業法第10粂第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職
員とする。
（削る）
（削る）
（1）（略）

間にわたり当該子を育児休業その他の規則で定める方法によ
したこと（当該職員が、当該育児休業の請求の際両親が当該方法に
より当該子を養育するための計 画について育児休業等計画書により

任命権者に申 し出た場合に限る。）

（5）配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこ
とその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が
生じたことにより当該育児休業に係る子について亘塵旦育児休業を
しなければその毒青に著しい支障が生じることとなったこと。

（育児休業の承認の取消事由）

第5条　育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、 次に掲げる事由

とする。

職員が育児休業により養育 している子を当該職員以外の当該子の

親が常態として養育する ことができることとなったこと。

育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子

に係る育児休業の承認を行うこととなったこと。

（育児休業をしている職員の期末手当等の支給）
第7条　職員の給与に関する条例（昭和31年条例第15号。以下「給与条
例」という。）第23粂第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業を

している職員のうち、基準日以前旦畳旦以内の期間において勤務した機
関（規則で定めるこれに相当する期間を含む。）がある職員には、当該・
基準日に係る期末手当を支給する。

2　給与条例第24粂第1項に規定するそれぞれの基準日に育児休業をし

ている職員のうち、基準日以前旦塵旦以内の期間において勤務した期間
がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。

（育児短時間勤務をすることができない職員）
第8粂　育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職

員とする。
（1）非常勤職員
（2） 臨時的に任用される職員
（3）（略）

・日、ミ



改正前

〔⊇ユ　（略）
（削る）

（削る）

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合
に育児短時間勤務をすることができる特別の事情）
第9条　育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情

は、次に掲げる事情とする。

（1）育児短時間勤務（育児休業法第10条第1項に規定する育児短時
間勤務をいう。以下同じ。）をしている職員が産前の休業を始め、

若しくは出直したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失
い、又は第12粂第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育

児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出
産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養
子縁組等により当該職員と別居することとなったこと。

（2）・（3）（略）
（4）育児短時間勤務の承認が、 第12粂第2号に掲げる事由に該当し

たことにより取り消されたこと。

（5）育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短
時間勤務に係る子について既にしたものを除く。）の終了後、旦旦
以上の期間を経過したこと（当該育児短時間勤務をした職員

が、当該育児短時間勤務

の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計
画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限

る。）。

（6）（略）

し4ユ　（略）

（5）育児短時間勤務（育児休業法第10粂第1項に規定する育児短時間
勤務をいう。以下同じ。）をすることにより養育しようとする子に

ついて、配偶者が育児休業法その他の法律により育児休業をしてい

互選旦

∪迫　前号に掲げる職員のほか、職員が育児短時間勤務をすることによ
り養育しようとする時間において、育児短時間勤務をすることによ

り養育しようとする子を当該職員以外の当該子の親が養育すること
ができる場合における当該職員

（育児短時間勤務の終了の目の翌日から起算して1年を経過しない場合
に育児短時間勤務をすることができる特別の事情）

第9粂　育児休業法第10粂第1項ただし書の条例で定める特別の事情
は、次に掲げる事情とする。
（1）育児短時間勤務を

している職員が産前の休業を始め、若
しくは出産したことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失
い、又は第12粂第2号に掲げる事由に該当したことにより当該育

児短時間勤務の承認が取り消された後、当該産前の休業若しくは出
産に係る子若しくは同号に規定する承認に係る子が死亡し、又は養
子縁組等により当該職員と別居することとなったこと。

（2）・（3）（略）
（4）‾育児短時間勤務の承認が、第12条第3号に掲げる事由に該当し

たことにより取り消されたこと。

（5）育児短時間勤務（この号の規定に該当したことにより当該育児短
時間勤務に係る子について既にしたものを除く。）の終了後、当該
育児短時間勤務をした職員の配偶者（当該子の親であるものに限
る。）が3月以上の期間にわたり当該子を育児休業その他の規則で
定める方法により葺育したこと（当該職員が、当該育児短時間勤務
の請求の際両親が当該方法により当該子を養育するための計画につ

いて育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。）。
（6）（略）
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改正後 改正前

（育児短時間勤務の承認の取消事由） （育児短時間勤務の承認の取消事 由）

第 12 条　 育児休業法第 12 条において準用する同法第 5 条第 2 項の条例で 第 12 粂　 育児休業法第 12 条 において準用する同法第 5 粂第 2 項の条例で

定める事由は、次に掲げる事 由とする。 定める事由は、次に掲げる事 由とする。

（削る）

（1 ） （略）

艮 ユ 職員が育児短時間勤務により養育 している子を、当該育児短時間

勤務をす ることにより養育 している時間に、当該職員以外の当該子

の親が養育することができることとなったこと。

上呈上 （略）

（2 ） （略） 上萱ユ　 （略）

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員）

第 16 粂　 育児休業法第 19 粂第 1 項の条例で定める職員は、育児短時間勤 第 16 条　 育児休業法第 19 条第 1 項の条例で定める職員は、次に掲げる

務又は育児休業法第 17 条の規定による短時間勤務 をしている職員とす 職員とす

る。 る。

（削る）

（削る）

（削る）

（削る）

（部分休業の承認）

（1 ）非常勤職員 （地方公務員法 （昭和 25 年法律第 261 号）第 28 条の

5 第 1 項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除 く。）

（2 ）育児短時間勤務又は育児休業法第 17 条の規定による短時間勤務 を

している職員

上呈上 部分休業により養育 しようとする子について、配偶者が育児休業

法その他の法律により育児休業を している職員

上皇ユ 前号に掲げる職員のほか、職員が部分休業により養育 しようとす

る時間において、葺育 しようとする子を当該職員以外の当該子の親

が養育することができる場合における当該職員

（部分休業の承認）

第 17 粂　 部分休業 （育児休業法第 19 条第 1 項に規定す る部分休業をい 第 17 粂　 部分休業

う。以下同 じ。）の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わ りにおい の承認は、正規の勤務時間の始め又 は終わ りにおい

て、30 分を単位 として行うものとす る。 て、30 分を単位として行うものとする。

2 ・3　 （略） 2 ・3　 （略）
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○職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成7年3月28日条例第3号）【第2粂関係】　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限）
第8条の2　（略）
2　任命権者は、3歳に満たない子のある職員が、 規則で定めるところに

より、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員

の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除
き、前条第2項に規定する勤務（災害その他避けることのできない事由
に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。） をさせてはならない。

3　任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員

が、規則で定めるところにより、当該

子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処
理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月に
っいて24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定す

る勤務
をさせてはならない。

4　第1項及び前項の規定は、第15条第1項に規定する日常生活を営む
のに支障がある者（以下この項において「要介護者」という。）を介護
する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学

の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親である
ものが、深夜（午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下こ
の項において同じ。）において常態として当該子を養育することができ
るものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除
く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要

介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介
護」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後10時から翌日の午前
5時までの間をいう。）における」と、前項中「小学校就学の始期に達
するまでの子のある職員

が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者
のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読

（育児休業をすることができない職員）

第8条の2　（略）
（新設）

2　任命権者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 （職員の

配偶者で当該子の親であるものが、常態として当該子を養育することが
できるものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除

く。以下この項において同じ。）が、規則で定めるところにより、当該

子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処
理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月に
ついて24時間、1年について150時間を超えて、前条第2項に規定す

る勤務（災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除

く且」をさせてはならない。
3　前2項　　　　の規定は、第15粂第1項に規定する日常生活を営む
のに支障がある者（以下この項において「要介護者」という。）を介護
する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学
の始期に達するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親である

ものが、深夜（午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下こ
の項において同じ。）において常態として当該子を養育することができ
るものとして規則で定める者に該当する場合における当該職員を除
く。）が、規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要

介護者のある職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介
護」と、「深夜における」とあるのは「深夜（午後10時から翌日の午前
5時までの間をいう。）における」と、前項中「小学校就学の始期に連
するまでの子のある職員（職員の配偶者で当該子の親であるものが、常
態として当該子を葺育することができるものとして規則で定める者に該
当する場合における当該職員を除く。以下この項において同じ。）が、

規則で定めるところにより、当該子を養育」とあるのは「要介護者のあ
る職員が、規則で定めるところにより、当該要介護者を介護」と読み替
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改正後 改正前

み替えるものとする。 えるものとする。

附　 則 附　 則

（大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置） （大野町及び宮島町の編入に伴う経過措置）

第8 粂　 （略） 第8 条　 （略）

2　 （略） 2　 （略）

3　 第8 条の2 第3 項又は同条第4 項の規定による育児又は介護を行う職 3　 第8 条の2 第2 項又は同条第3 項の規定による育児又は介護を行う職

員の時間外勤務の制限に係る期間及び時間外勤務の時間は、旧大野町粂 員の時間外勤務の制限に係る期間及び時間外勤務の時間は、旧大野町粂

例又は旧宮島町条例の規定に基づき請求がなされた育児又は介護を行う 例又は旧宮島町条例の規定に基づき請求がなされた育児又は介護を行う

職員の時間外勤務の制限に係る期間及び時間外勤務の時間を通算する。 職員の時間外勤務の制限に係る期間及び時間外勤務の時間を通算する。
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議案第44号

廿日市市税条例の一部を改正する条例案新旧対照表
○廿日市市税条例（昭和31年条例第29号）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金）

第19条　納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の2若しく

は第46条の5（第53条の7の2において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第47条の4第1項（第47条の5第3項において準用す

る場合を含む。 以下この条において同じ。）、第48条第1項（法第321条の

8第22項及び第23項の申告書に係る部分を除く。）、第53条の7、第67条、

第83粂第2項、第98粂第1項若しくは第2項、第102条第2項、第105条、

第139条第1項又は第145粂第3項に規定する納期限後にその税金を納付

し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその

納期限（納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。以

下第1号及び第2号において同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの

期間の日数に応じ、年14．6パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、当該各号に掲げる期間については、年7．3パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は

納入書によって納入しなければならない。

（1）　（略）

（2）第48条第1項の申告書（法第321条の8第1項、第2項、 第4項又は

第19項　　　　の規定による申告書に限る。）、第98条第1項若しくは

第2項の申告書又は第139粂第1項の申告書に係る税額（第4号に掲げる

税額を除く。）　当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日ま

での期間

（3） 第48粂第1項の申告書（法第321条の 8第22項及び第23項の申告書を

除く。）、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申

告書でその提出期限後に提出したものに係る税額　当該提出した日まで

の期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間

（納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金）

第19条　納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の2若しく

は第46条の5（第53条の7の2において準用する場合を含む。以下この条

において同じ。）、第47条の4第1項（第47条の5第3項において準用す

る場合を含む。以下この条において同じ。）、第48条第1項（法第321条の

8第27項及び第28項の申告書に係る部分を除く。）、第53条の7、第67条、

第83条第2項、第98条第1項若しくは第2項、第102条第2項、第105条、

第139条第1項又は第145条第3項に規定する納期限後にその税金を納付

し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその

納期限（納期限の延長のあったときは、その延長された納期限とする。以

下第1号及び第2号において同じ。）の翌日から納付又は納入の日までの

期間の日数に応じ、年14．6パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に応

じ、当該各号に掲げる期間については、年7．3パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は

納入書によって納入しなければならない。

（1）　（略）

（2）第48粂第1項の申告書（法第321条の8第1項、第2項、第4項、第

5項又は第24項の規定による申告書に限る。）、第98条第1項若しくは

第2項の申告書又は第139粂第1項の申告書に係る税額（第4号に掲げる

税額を除く。）　当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日ま

での期間

（3）第48粂第1項の申告書（法第321条の8第27項及び第28項の申告書を

除く。）、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申

告書でその提出期限後に提出したものに係る税額　当該提出した目まで

の期間又はその日の翌日から1月を経過する目までの期間

：土



改正後 改正前

（4 ） （略）

（均等割の税率）

（4 ） （略）

（均等割の税率）

第31条　　 （略） 第31粂　　 （略）

2　　 （略） 2　　 （略）

3　 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額 に、法第312粂第 3 項第 1 号 3　 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312粂第3 項第 1 号

の法人税額の課税標準の算定期間、同項第 2 号　　 の連結事業年度開始の の法人税額の課税標準の算定期間、同項第 1 号の2 の連結事業年度開始の

日から6 月の期間若 しくは同項第 3 号　　 の連結法人税額の課税標準の算 日から6 月の期間若 しくは同項第 1号の3 の連結法人税額の課税標準の算

定期間又は同項第 4 号　　　　　　　　　　　　　　　　 の期間中におい 定期間、同項第 2 号の均等割額の算定期間又は同項第 3 号の期間中におい

て事務所、事業所又は寮等を有 していた月数を乗 じて得た額を12で除 して て事務所、事業所又は寮等を有 していた月数を乗じて得た額を12で除 して

算定するものとする。この場合における月数は、暦 に従って計算 し、 1 月 算定す るものとする。この場合における月数は、暦に従って計算 し、 1 月

に満たない ときは 1 月とし、 1 月に満たない端数を生 じたときは切 り捨て に満たないときは 1 月とし、 1 月に満たない端数を生 じたときは切 り捨て

る。

第36条の3 （略）

る。

第36条の3 （略）

2　 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項 （施行規則垂旦 2　 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項 （施行規則星旦

条の3 第 1項　　 に掲げる事項 を除 く。）のうち法第317条の2 第 1 項各号 条の3 第 1 項各号に掲げる事項を除 く。）のうち法第317条の2 第 1 項各号

又は第 3 項 に規定する事項 に相 当するもの及び次項の規定により付記 され 又は第 3 項に規定する事項に相当す るもの及び次項の規定により付記され

た事項 は、前条第 1 項又は第 3 項か ら第 5 項までの規定による申告書 に記 た事項は、前条第 1項又は第3 項から第 5 項 までの規定による申告書に記

載 されたものとみなす。 載されたものとみなす。

3 （略）

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書）

第36条の3 の2 所得税法第194粂第 1 項の規定により同項に規定する申告

3　　 （略）

書を提出 しなければならない者 （以下 この条において 「給与所得者」 とい

う。）で市内に住所を有す るものは、当該申告書の提出の際に経由すべき

同項の給与等の支払者 （以下この条において 「給与支払者」という。）か

ら毎年最初に給与の支払を受ける日の前 日までに、施行規則で定めるとこ
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改正後 改正前

ろにより、次に掲げる事項を記載 した申告書を、当該給与支払者を経由し

て、市長に提出しなければな らない。

（1 ） 当該給与支払者の氏名又は名称

（2 ） 扶養親族の氏名

（3 ） その他施行規則で定める事項

2 前項又は法第317条の 3 の 2 第 1 項の規定による申告書を提出した給与

所得者で市内に住所を有するものは、その年の中途において当該申告書に

記載 した事項について異動を生 じた場合にはこ前項又は法第317条の3 の2

第 1 項の給与支払者からその異動を生 じた目後最初に給与の支払を受ける

日の前 日までに、施行規則で定めるところにより、その異動の内容その他

施行規則で定める事項を記載 した申告書を、当該給与支払者を経由して、

市長に提出 しなければならない。

3 前 2 項の場合において、これらの規定による申告書がその提出の際に経

由すべき給与支払者 に受理されたときは、その申告書は、その受理 された

日に市長に提出されたものとみなす。

4 給与所得者は、第 1 項及び第 2 項の規定による申告書の提出の際に経由

すべき給与支払者が所得税法第198粂第 2 項に規定す る納税地の所轄税務

署長の承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、当該

申告書の提出に代えて、当該給与支払者に対 し、当該申告書に記載すべき

事項を電磁的方法 （電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用す る方法であって施行規則で定めるものをいう。次粂第 4 項に

おいて同じ。）により提供す ることができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第 3 項の規定の適用については、

同項中 「申告書が」とあるのは 「申告書に記載すべき事項を」 と、 「給与

支払者に受理されたとき」とあるのは 「給与支払者が提供 を受けたとき」

と、 「受理された 日」とあるのは 「提供を受けた日」とする。

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書）
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改正後 改正前

第36条の3 の3　 所得税法第203条の 5 第 1 項の規定により同項に規定する

，ノ　ノ

申告書を提出しなければならない者 （以下 この条において 「公的年金等受

給者」という。）で市内に住所を有す るものは、当該 申告書の提出の際に

経由すべき同項の公的年金等の支払者 （以下 この条において 「公的年金等

支払者」 という。）から毎年最初に同項に規定する公的年金等の支払を受

ける日の前 日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を

記載 した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけ

ればならない。

（1 ） 当該公的年金等支払者の名称

（2 ） 扶毒親族の氏名

（3 ） その他施行規則で定める事項

2 前項の規定による申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合に

おいて、当該申告書に記載すべ き事項がその年の前年において当該公的年

金等支払者を経由して提出した同項又は法第3 17条の3 の3 第 1 項の規定

による申告書に記載 した事項 と異動がないときは、公的年金等受給者は、

当該公的年金等支払者が所得税法第203条の5 第 2 項に規定す る国税庁長

官の承認を受けている場合に限 り、施行規則で定めるところにより、前項

の規定 により記載すべき事項 に代えて当該異動がない旨を記載 した同項の

規定による申告書 を提出することができる。

3 第 1項の場合において、同項の規定による申告書がその提出の際に経由

すべき公的年金等支払者に受理されたときは、その申告書は、その受理さ

れた日に市長に提出されたものとみなす。

4 公的年金等受給者は、第 1 項の規定による申告書の提出の際に経由すべ

き公的年金等支払者が所得税法第203条の5 第 4 項に規定する納税地の所

轄税務署長の承認を受けている場合には、施行規則で定めるところにより、
当該申告書の提出に代えて、当該公的年金等支払者に対 し、当該申告書た

記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

5 前項の規定の適用がある場合における第 3 項の規定の適用については、
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同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と、「公的

金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を受

けたとき」と、「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。

（法人の市民税の申告納付）

第48条　市民税を申告納付する義務がある法人は法第321条の8第1項、第2

項、第4項、第19項、第22項及び第23項　　　　の規定による申告書を、

同条第1項、第2項、第4項、第19項及び第23項　　　　の申告納付にあ

ってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第22項の申告納付

にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1

項後段及び第3項の規定によって提出があったものとみなされる申告書に

係る税金を施行規則第22号の4様式による納付書によって納付しなければ

ならない。

2　法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人又は外国法人

が、法の施行地外にその源泉がある所得について、外国の法人税等を課さ

れた場合においては、法第321条の8第24項及び令第48条の13に規定すると

ころにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額

から控除する。

3　法第321条の8第22項の申告書（同条第21項の規定による申告書を含む。

以下この項において同じ。）に係る税金を納付する場合においては、当該

税金に係る同条第1項、 第2項、第4項又は第19項　　　　の納期限（納

期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。）の翌日から

納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14．6パーセント（申告書

を提出した日（同条第23項の規定の適用がある場合で当該申告書がその掟

出期限前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又はその期間の

末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7．3パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第

22号の4様式による納付書によって納付しなければならない。

（法人の市民税の申告納付）

第48条　市民税を申告納付する義務がある法人は法第321条の8第1項、第2

項、第4項、第5項、第24項、第27項及び第28項の規定による申告書を、

同条第1項、第2項、第4項、第5項、第24項及び第28項の申告納付にあ

ってはそれぞれこれらの規定による納期限までに、同条第27項の申告納付

にあっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第1

項後段及び第3項の規定によって提出があったものとみなされる申告書に

係る税金を施行規則第22号の4様式による納付書によって納付しなければ

ならない。

2　法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人又は外国法人

が、法の施行地外にその源泉がある所得について、外国の法人税等を課さ

れた場合においては、法第321条の8第29項及び令第48条の13に規定すると

ころにより、控除すべき額を前項の規定により申告納付すべき法人税割額

から控除する。

3　法第321条の8第27項の申告書（同条第26項の規定による申告書を含む。

以下杢旦＿＿＿において同じ。）に係る税金を納付する場合においては、当該

税金に係る同条第1項、第2項、第4項、第5項又は第24項の納期限（納

期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。）の翌日から

納付の日までの期間の日数に応じ、当該税額に年14．6パーもント（申告書

を提出した日（同条第28項の規定の適用がある場合で当該申告書がその掟

出期限前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又はその期間の

末日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7．3パーセン

ト）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第

22号の4様式による納付書によって納付しなければならない。
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4　前項の場合において、法人が法第321条の8第1項、第2項、第4項又は

第19項　　　　の申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に提

出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から1年を経過する日

後に同条第22項の申告書を提出したときは、詐欺その他不正の行為により

市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正

があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を

経過する日の翌日から当該申告書を提出した日 （法第321条の8第23項の

定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提出されたときは、

当該申告書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間か

ら控除する。

5　法人税法第74粂第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義

務がある法人で同法第75条の2第1項（同法第145条において準用する場合

を含む。以下三旦塁及び第52粂第1項において同じ。）の規定の適用を受

けているものについて、同法第75条の2第7項（同法第145条において準用

する場合を含む。以下三旦墓において同じ。）の規定の適用がある場合に

は、同法第75条の2第7項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額

の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法

人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額

について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第18条の2の規

定を適用することができる。

6　　（略）

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）

第50条　　（略）

2　前項の場合においては、その不足税額に法第321条の8第1項、第2項、

第4項又は第19項 の納期限（同条第23項の申告納付に係る法人税

割に係る不足税額についても同条第1項、 第2項又は第4項　　　　の納

期限によるものとする。なお、納期限の延長があったときは、その延長さ

4　前項の場合において、法人が法第321条の8第1項、第2項、 第4項、第

5項又は第24項の申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に捷

出された場合には、当該申告書の提出期限）の翌日から1年を経過する日

後に同条第27項の申告書を提出したときは、詐欺その他不正の行為により

市民税を免れた法人が法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正

があるべきことを予知して当該申告書を提出した場合を除き、当該1年を

経過する日の翌日から当該申告書を提出した日 （法第321条の8第28項の規

定の適用がある場合で当該申告書がその掟出期限前に提出されたときは、

当該申告書の提出期限）までの期間は、延滞金の計算の基礎となる期間か

ら控除する。

5　法人税法第74条第1項の規定によって法人税に係る申告書を提出する義

務がある法人で同法第75条の2第1項（同法第145条において準用する場合

を含む。以下杢塁＿及び第52粂第1項において同じ。）の規定の適用を受
けているものについて、同法第75条の2第7項（同法第145条において準用

する場合を含む。以下杢盈＿において同じ。）の規定の適用がある場合に

は、同法第75条の2第7項の規定の適用に係る当該申告書に係る法人税額

の課税標準の算定期間に限り、当該法人税額を課税標準として算定した法

人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額については、当該法人税額

について同条第1項の規定の適用がないものとみなして、第18条の2の規

定を適用することができる。

6　　（略）

（法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）

第50条　　（略）

2　前項の場合においては、その不足税額に法第321条の8第1項、第2項、

第4項、第5項又は第24項の納期限（同条第28項の申告納付に係る法人税

割に係る不足税額についても同条第1項、第2項、第4項又は第5項の納

期限によるものとする。なお、納期限の延長があったときは、その延長さ
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れた納期限とする。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14．

パーセント（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経

過する日までの期間については年7．3パーセント）の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して、納付しなければならない。

3　前項の場合において、法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正

の通知をした日が、法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項

の申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出された場

合には、当該申告書の提出期限）の翌日から1年を経過する日後であると

きは、詐欺その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年

を経過する日の翌日から当該通知をした日（法人税に係る修正申告書を提

出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと（同条第2項又は

第4項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあっては、当該連

結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第2粂第

12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下三旦亘において同じ。）

若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書

を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと）による更正

に係るものにあっては、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が

更正若しくは決定の通知をした日）までの期間は、延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。

（固定資産税の納税義務者等）

第54条　　（略）

2～5　　（略）

6　公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第23条第1項の規定によって使

用する埋立地若しくは干拓地（以下この項において「埋立地等」という。）

又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等（同法第42粂第2

項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。）

で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されて

れた納期限とする。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14．6

パーセント（前項の納期限までの期間又は当該納期限の翌日から1月を経

過する日までの期間については年7．3パーセント）の割合を乗じて計算した

金額に相当する延滞金額を加算して、納付しなければならない。

3　前項の場合において、法第321条の11第1項又は第3項の規定による更正

の通知をした日が、法第321条の8第1項、第2項、第4項、第5項又は第

担塁の申告書を提出した日（当該申告書がその提出期限前に提出された場

合には、当該申告書の提出期限）の翌日から1年を経過する日後であると

きは、詐欺その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、当該1年

を経過する日の翌日から当該通知をした日（法人税に係る修正申告書を提

出し、又は法人税に係る更正若しくは決定がされたこと（同条第2項又は

第4項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあっては、当該連

結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法人（法人税法第2条第

12号の7の2に規定する連結親法人をいう。以下杢星＿において同じ。）

若しくは連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書

を提出し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと）による更正

に係るものにあっては、当該修正申告書を投出した日又は国の税務官署が

更正若しくは決定の通知をした日）までの期間は、延滞金の計算の基礎と

なる期間から控除する。

（固定資産税の納税義務者等）

第54条　　（略）

2～5　　（略）

6　公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第23条第1項の規定によって使

用する埋立地若しくは干拓地（以下この項において「埋立地等」という。）

又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立地等（同法第42粂第2

項の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項において同じ。）

で工作物を設置し、その他土地を使用する場合と同様の状態で使用されて
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いるもの（埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除

く。）については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋

立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区

及び合併特例区（以下この項において「都道府県等」という。）

以外の者が同法第23条第1項の規定によって使用する埋立地等にあって

は、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有

者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定によって使用し、又は国が埋

立て若しくは干拓によって造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は

国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限

り、当該埋立地等を使用する者（土地改良法第87条の2第1項の規定によ

り国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使

用する者で令第49条の2に規定するものを除く。）をもって当該埋立地等

に係る第1項の所有者とみなす。

7　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星四

条の2の11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。

（たばこ税の税率）

第95条　たばこ税の税率は、 1，000本につき4， 618円とする。

（たばこ税の税率の特例）

第16条の2　たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価

法（昭和40年法律第122号）第1粂第1項に規定する紙巻たばこ3級品の当

いるもの（埋立て又は干拓に関する工事に関して使用されているものを除

く。）については、これらの埋立地等をもって土地とみなし、これらの埋

立地等のうち、都道府県、市町村、特別区、これらの組合、財産区」塑去

開発事業団及び合併特例区（以下この項において「都道府県等」という。）

以外の者が同法第23粂第1項の規定によって使用する埋立地等にあって

は、当該埋立地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第1項の所有

者とみなし、都道府県等が同条第1項の規定によって使用し、又は国が埋

立て若しくは干拓によって造成する埋立地等にあっては、都道府県等又は

国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の者に使用させている場合に限

り、当該埋立地等を使用する者（土地改良法第87条の2第1項の規定によ

り国又は都道府県が行う同項第1号の事業により造成された埋立地等を使

用する者で令第49条の2に規定するものを除く。）をもって当該埋立地等

に係る第1項の所有者とみなす。

7　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簑週

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。

（たばこ税の税率）

第95条　たばこ税の税率は、 1，000本につき3．298円とする。

（たばこ税の税率の特例）

第16条の2　たばこ事業法附則第2条の規定による廃止前の製造たばこ定価

法（昭和40年法律第122号）第1条第1項に規定する紙巻たばこ3級品の当
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該廃止の時における品目と同一である喫煙用の紙巻たば こに係るたばこ税 該廃止の時における品 目と同一である喫煙用の紙巻たばこに係るたばこ税

の税率は、第95条の規定にかかわ らず、当分の間、1．000本につきと上皇狙巴 の税率は、第95条の規定にかかわ らず、当分の間、1，000本につきL 堕皇巴

とする。 とする。

2 （略）

（非課税 口座内上場株式等の譲渡に係 る市民税の所得計算の特例）

2 （略）

第19条の 3 削除第19条の3　 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37

条の14第 5 項第 2 号に規定す る非課税上場株式等管理契約 （次項において

「非課税上場株式等管理契約」という。）に基づき同条第 1 項に規定する

非課税 口座内上場株式等 （その者が2 以上の同条第 5 項第 1 号に規定する

非課税 口座 （以下 この条において 「非課税 口座」という。）を有する場合

には、それぞれの非課税 口座 に係る非課税 口座内上場株式等。以下 この粂

において同じ。）の譲渡 をした場合には、令附則第18条の6 の2 第 3 項で

定めるところにより、当該非課税 口座内上場株式等の譲渡による事業所得

の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 と当該非課税 口座内上場株式等

以外の同法第37条の10第 2 項に規定す る株式等の譲渡 による事業所得の金

額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額 とを区分 して、これらの金額を計算

するものとする。

2　 租税特別措置法第37条 の14第 4 項各号 に掲 げ る事 由 により、非課税

口座 か らの非課税 口座 内上場株式等 の一部又 は全部の払 出 し（振替 に

よるものを含 む。以下 この項 において同 じ。）があった場合 には、当

該払 出 しがあった非課税 口座 内上場株式等 につい ては、そ の事由が生

じた時 に、令附則第 18条の 6 の 2 第 2 項 で定 め る金額 （以下 この項 に

おい て 「払 出 し時 の金額」とい う。）によ り非課税 上場株式等管理契

約 に基づ く譲渡が あった もの と、同法第37条の 14第 4 項第 1 号 に掲げ

る移管、返還 又は廃 止によ る非課税 口座 内上場株式等 の払出 しがあっ

た非課税 口座 を開設 し、又は開設 していた市 民税 の所得割の納税義務

者 については、 当該移管 、返還 又は廃止 による払 出 しがあった時 に、
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改正後 改正前

その払 出 し時の金額 を もって当該移管、返還 又は廃止 による払 出 しが

あった非課税 口座 内上場株式等 の数 に相 当す る数の当該非課税 口座

内上場株式等 と同一銘柄 の同法第3 7条 の11の 3 第 2 項 に規定す る上

場株 式等の取得 を した もの とそれぞれ みな して、前項及び附則第 19

条の規定その他 のこの条例の規定 を適 用す る。
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議案第45号

廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市地区計画区域内建築物等の制限に関する条例（昭和63年条例第23号） （下線の部分は改正部分）

改 正 後 改 正 前

別 表 第 1 （第 2 条 関 係 ） 別 表 第 1 （第 2 条 関 係 ）

名　 称　　　　　　　　　　　　　 区　 域 名　 称　　　　　　　　　　　　　　 区　 域

（略 ） （略 ）

芸 孟 孟 孟 孟 孟 孟 宗 蓋 慧 喜 芸 書 芸 書 … 誓 書 … 書 芸 ≡ ≡ 書 芸 ≡ 蔓 萎 喜 蔓

域　 区 域

別 表 第 2 （第 3 条 、 第 4 条 、 第 5 条 、 第 6 条 、 第 6 条 の 2 、 第

（略 ） （略 ）

別 表 第 2 （第 3 条 、 第 4 条 、 第 5 条 、 第 6 条 、 第 6 条 の 2 、 第

6 条 の 3 関 係 ） 6 条 の 3 関 係 ）

地区
整備
計画
区域
の名
称

計画
区

の名

ア イ ウ エ オ カ
豊富 計冨　 ア　　 イ　　 ウ　　 エ　　 オ　　 カ

築 してはなら
ない建築物

築物の
敷地面積
の最低限

建築物の外壁等の
面の位置の制限

建築物及び
建築物の各
部分の高さ
の最高限度

容積率の最
高限度

ベい率の
最高限度

芸宴 の名 な票差妄芸なら 害悪芸 慧警笠冨芸芸芸の 霊芝雷言 霊悪霊の最 最芸㌫芸の

称　 の離 限　 警芸諾 孟

（略）l（略）l （略） l （略） （略） （略） （略） （略）
（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略）

エコ

ライ

フス

テ－

ジ接

尾地

区地

区整

次に矧げる建築

以外のもの

130平方メ

ートノk た

　　 ま

これに代わる柱の面カ

塵艶 轟き

9メートル

（l） 住宅

（2） 住宅で事務

だし、、（

派出丸 公1項の計画図に示す壁

所、店添その他▼衆電話所そ の位置の制限があ

れらに顆する用

途を兼ねるもの

のうち鱗

の他これら通論境界線まで

に類する の最鵬 も 1 メ

第1拗 トルとし、当該制限
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改 正後 改 正 前

計

画区

の3に規定する に紛 ‾る ナる範　をを　顎

築物

（劫 集会所

旬）巡査紙

公益上必 囲lという。ただし、

域 な建築物に次の各号のいずれ糾

ついては、 する場合を除く。

公衆電吉所その

他これらに顆す

この限り （1） 自動車車車その

はなしヽ 他これに類する

る令第1碑

に規定する公益

上必要な建築物

（5）前各号の

物に附属するも

の（繍 1

に妃定する建築

塑艶 ユ＿

に供し 軒の高さカ

2．6メートノ肌

かつ、育願 に

る建染頭数粍平方

メートノ以 下であ

旦きし

（2）隅切り醐 1限

範欝に係る外壁又鼻

これに代わる紘

一亡臆の長さの合計カ

3メートノ似 下であ

旦迫
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