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議案第５１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

○廿日市市税条例（昭和３１年条例第２９号）【第１条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料） （市民税の納税管理人に係る不申告に関する過料）

第26条 前条第２項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第１項

の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人に

ついて正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者を 、

10万円以下の過料に処する。

第26条 前条第２項の認定を受けていない市民税の納税義務者で同条第１項

の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人に

ついて正当な事由がなくて申告しなかつた場合においては、その者に対し、

３万円以下の過料に処する。

２及び３ （略） ２及び３ （略）

（寄附金税額控除） （寄附金税額控除）

第34条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、

当該寄附金の額の合計額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額

及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、

当該100分の30に相当する金額）が2,000円を超える場合には、その超える

金額の100分の６に相当する金額（当該納税義務者が前年中に第１号に掲げ

る寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合にあつ

ては、当該100分の６に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下こ

の項において「控除額」という。）をその者の第34条の３及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、

当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割

の額に相当する金額とする。

第34条の７ 所得割の納税義務者が、前年中に次に掲げる寄附金を支出し、

当該寄附金の額の合計額（当該合計額が前年の総所得金額、退職所得金額

及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には、

当該100分の30に相当する金額）が5,000円を超える場合には、その超える

金額の100分の６に相当する金額（当該納税義務者が前年中に第１号に掲げ

る寄附金を支出し、当該寄附金の額の合計額が5,000円を超える場合にあつ

ては、当該100分の６に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下こ

の項において「控除額」という。）をその者の第34条の３及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、

当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割

の額に相当する金額とする。

(１)～(２) （略） (１)～(２) （略）

(３) 所得税法第78条第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金（同条第３

項 の規定に

より同条第２項 に規定する特定寄附金とみなされるものを含

む。）並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の18の２第

２項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち、次に掲げるもの

(３) 所得税法第78条第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金（同条第３

項及び租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第41条の18の３の規定に

より所得税法第78条第２項に規定する特定寄附金とみなされるものを含

む。）非営利活動に関する寄附金（その寄附をした者に特別の利益が及

ぶと認められるもの及び次号（昭和32年法律第のうち、次に掲げるもの

ア及びイ （略） ア及びイ （略）
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改正後 改正前

２ 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同

項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額

の５分の３に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の第34条の３及び

前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超

えるときは、当該100分の10に相当する金額）とする。

２ 前項の特例控除額は、同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した同

項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち5,000円を超える金額に、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た金額

の５分の３に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の第34条の３及び

前条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の10に相当する金額を超

えるときは、当該100分の10に相当する金額）とする。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

第36条の３ （略） 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（施行規則第２

条の３第１項に規定する事項を除く。）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。

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（施行規則第２

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載

されたものとみなす。

３ （略） ３ （略）

（市民税に係る不申告に関する過料） （市民税に係る不申告に関する過料）

第36条の４ 市民税の納税義務者が 第36条の２第１項、第２項若しくは

第３項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなか

つた場合又は同条第７項若しくは第８項の規定によつて申告すべき事項に

ついて正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者を

、10万円以下の過料に処する。

第36条の４ 市民税の納税義務者のうち第36条の２第１項、第２項若しくは

第３項の規定によつて提出すべき申告書を正当な理由がなくて提出しなか

つた場合又は同条第７項若しくは第８項の規定によつて申告すべき事項に

ついて正当な理由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対

し、３万円以下の過料に処する。

２及び３ （略） ２及び３ （略）

（退職所得申告書の不提出に関する過料） （退職所得申告書の不提出に関する過料）

第53条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な

理由がなくて提出しなかつた場合には、その者を 、10万円以下の過料

に処する。

第53条の10 分離課税に係る所得割の納税義務者が退職所得申告書を正当な

理由がなくて提出しなかつた場合には、その者に対し、３万円以下の過料

に処する。
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改正後 改正前

２及び３ （略） ２及び３ （略）

（固定資産税の課税標準） （固定資産税の課税標準）

第61条 （略） 第61条 （略）

２～８ （略） ２～８ （略）

９ 住宅用地（法第349条の３の２第１項に規定する住宅用地をいう。以下こ

の条及び第74条において同じ。）に対して課する固定資産税の課税標準は、

第１項から第６項まで及び法第349条の３第12項の規定にかかわらず、当該

住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額とす

る。

９ 住宅用地（法第349条の３の２第１項に規定する住宅用地をいう。以下こ

の条及び第74条において同じ。）に対して課する固定資産税の課税標準は、

第１項から第６項まで及び法第349条の３第11項の規定にかかわらず、当該

住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額とす

る。

10 小規模住宅用地（法第349条の３の２第２項に規定する小規模住宅用地を

いう。以下この項において同じ。）に対して課する固定資産税の課税標準

は、第１項から第６項まで及び前項並びに法第349条の３第12項の規定にか

かわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価

格の６分の１の額とする。

10 小規模住宅用地（法第349条の３の２第２項に規定する小規模住宅用地を

いう。以下この項において同じ。）に対して課する固定資産税の課税標準

は、第１項から第６項まで及び前項並びに法第349条の３第11項の規定にか

かわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課税標準となるべき価

格の６分の１の額とする。

（固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料） （固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料）

第65条 前条第２項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第

１項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理

人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者

を 、10万円以下の過料に処する。

第65条 前条第２項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第

１項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理

人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者

に対し、３万円以下の過料に処する。

２及び３ （略） ２及び３ （略）

（固定資産に係る不申告に関する過料） （固定資産に係る不申告に関する過料）

第75条 固定資産の所有者（法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。）

が第74条又は法第383条の規定によつて申告すべき事項について正当な事

由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者を 、10万円以下

の過料に処する。

第75条 固定資産の所有者（法第386条に規定する固定資産の所有者をいう。）

が第74条又は法第383条の規定によつて申告すべき事項について正当な事

由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、３万円以下

の過料に処する。



- 4 -

改正後 改正前

２及び３ （略） ２及び３ （略）

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料） （軽自動車税に係る不申告等に関する過料）

第88条 軽自動車等の所有者等又は第80条第２項に規定する軽自動車等の売

主が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由

がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者を 、10万

円以下の過料に処する。

第88条 軽自動車等の所有者等又は第80条第２項に規定する軽自動車等の売

主が前条の規定によつて申告し、又は報告すべき事項について正当な理由

がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては、その者に対し、３万

円以下の過料に処する。

２及び３ （略） ２及び３ （略）

（たばこ税に係る不申告に関する過料）

第100条の２ たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第98条第１項又

は第２項の規定による申告書を当該各項に規定する申告書の提出期限まで

に提出しなかつた場合においては、その者を、10万円以下の過料に処する。

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納

期限は、その発付の日から10日以内とする。

（鉱産税に係る不申告に関する過料）

第105条の２ 鉱産税の納税者が正当な事由がなくて前条の規定による申告

書を同条に規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合において

は、その者を、10万円以下の過料に処する。

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納

期限は、その発付の日から10日以内とする。

（鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料） （鉱産税の納税管理人に係る不申告に関する過料）

第107条 前条第２項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第１

項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人

第107条 前条第２項の認定を受けていない鉱産税の納税義務者で同条第１

項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人
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改正後 改正前

について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者を

、10万円以下の過料に処する。

について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に

対し、３万円以下の過料に処する。

２及び３ （略） ２及び３ （略）

（特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料） （特別土地保有税の納税管理人に係る不申告に関する過料）

第133条 前条第２項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で

同条第１項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納

税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者

を 、10万円以下の過料に処する。

第133条 前条第２項の認定を受けていない特別土地保有税の納税義務者で

同条第１項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納

税管理人について正当な理由がなくて申告をしなかつた場合には、その者

に対し、３万円以下の過料に処する。

２及び３ （略） ２及び３ （略）

（特別土地保有税に係る不申告に関する過料）

第139条の２ 特別土地保有税の納税義務者が正当な事由がなくて前条第１

項の規定による申告書を同項に規定する申告書の提出期限までに提出しな

かつた場合においては、その者を、10万円以下の過料に処する。

２ 前項の過料の額は、情状により、市長が定める。

３ 第１項の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納

期限は、その発付の日から10日以内とする。

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免）

第139条の３ 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のう

ち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取

得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

第139条の２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する土地又はその取得のう

ち、市長において必要があると認めるものについては、その所有者又は取

得者に対して課する特別土地保有税を減免することができる。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

２及び３ （略） ２及び３ （略）

（入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反に関する罪） （入湯税の特別徴収義務者に係る帳簿記載の義務違反に関する罪）

第151条 前条第１項の規定によつて、帳簿に記載すべき事項について正当な第151条 前条第１項の規定によつて、帳簿に記載すべき事項について正当な
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改正後 改正前

事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第２項

の規定によつて保存すべき帳簿を１年間保存しなかつた場合においては、

その者を 、３万円以下の罰金 に処する。

事由がなくて記載をせず、若しくは虚偽の記載をした場合又は同条第２項

の規定によつて保存すべき帳簿を１年間保存しなかつた場合においては、

その者に対し、３万円以下の罰金刑に処する。

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がそ

の法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その

行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。

２ 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がそ

の法人又は人の業務に関して前項の違反行為をした場合においては、その

行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同項の罰金刑に処する。

附則 附則

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） （寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第７条の４ 第34条の７の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者

が、同条第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は第

34条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山

林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得につ

いて、附則第16条の３第１項、附則第16条の４第１項、附則第17条第１項、

附則第18条第１項、附則第19条第１項又は附則第20条の２第１項の規定の

適用を受けるときは、第34条の７第２項に規定する特例控除額は、同項第

２号及び第３号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した

同条第１項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金

額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合（当該

各号に掲げる場合の２以上に該当するときは、当該各号に定める割合のう

ち最も低い割合）を乗じて得た金額の５分の３に相当する金額（当該金額

が当該納税義務者の第34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の所

得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の10に相

当する金額）とする。

第７条の４ 第34条の７の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義務者

が、同条第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は第

34条の３第２項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山

林所得金額を有しない場合であつて、当該納税義務者の前年中の所得につ

いて、附則第16条の３第１項、附則第16条の４第１項、附則第17条第１項、

附則第18条第１項、附則第19条第１項又は附則第20条の２第１項の規定の

適用を受けるときは、第34条の７第２項に規定する特例控除額は、同項第

２号及び第３号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した

同条第１項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち5,000円を超える金

額に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める割合（当該

各号に掲げる場合の２以上に該当するときは、当該各号に定める割合のう

ち最も低い割合）を乗じて得た金額の５分の３に相当する金額（当該金額

が当該納税義務者の第34条の３及び第34条の６の規定を適用した場合の所

得割の額の100分の10に相当する金額を超えるときは、当該100分の10に相

当する金額）とする。

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略）
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改正後 改正前

（寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例）

第７条の５ 租税特別措置法第４条の５第１項の規定の適用がある場合にお

ける第34条の７第１項及び第２項並びに前条の規定の適用については、第

34条の７第１項各号列記以外の部分及び第２項並びに前条中「掲げる寄附

金」とあるのは、「掲げる寄附金（租税特別措置法第４条の５第１項の規

定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に

充てられたものとして規則で定めるところにより計算した金額に相当する

部分を除く。）」とする。

（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） （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）

第８条 昭和57年度から平成27年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

法附則第６条第４項に規定する場合特別措置法第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、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（次項において「免税対象

飼育牛」という。）である場合（その売却した肉用牛の頭数の合計が2,000

頭以内である場合に限る。）において、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。次項において同じ。）に肉用牛 の売却に係る租税特別措置

法第25条第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。

第８条 昭和57年度から平成24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、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（次項において「免税対象

飼育牛」という。）である場合（その売却した肉用牛の頭数の合計が2,000

頭以内である場合に限る。）において、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。次項において同じ。）にその肉用牛の売却に係る同法

あ第25条第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、法附則第６条第５項に

規定する場合特別措置法第25条第１項各号に掲げる売却の方法により当該

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
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改正後 改正前

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免税対

象飼育牛に該当しない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

ている場合（その売却した肉用牛がすべて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

に肉用牛 の売却に係る租税特別措置法第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条第１項、附則第７条の３第１項、附則

第７条の３の２第１項及び附則第７条の４の規定にかかわらず、法附則第

６条第５項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

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免税対

象飼育牛に該当しない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

ている場合（その売却した肉用牛がすべて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条第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条第１項、附則第７条の３第１項、附則

第７条の３の２第１項及び前条 の規定にかかわらず、次に掲げる

金額ああああああああああの合計額とすることができる。

(１) 租税特別措置法第25条第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条第

１項、附則第７条の３第１項、附則第７条の３の２第１項及び前条の規

定により計算した所得割の額に相当する金額

３ （略） ３ （略）

（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）

（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 （略） 第10条の２ （略）

２及び３ （略） ２及び３ （略）

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13年法

律第26号）第７条第１項の登録 を受けた旨を証する書類及び当該貸家

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
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改正後 改正前

住宅の建設に要する費用について令附則第12条第21項第２号に規定する補

助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければ

ならない。

住宅の建設に要する費用について令附則第12条第21項第２号に規定する補

助を受けている旨を証する書類を添付した申告書を市長に提出しなければ

ならない。

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略）

５～６ （略） ５～６ （略）

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項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならない。

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９項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならない。

(１)～(７) （略） (１)～(７) （略）

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項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならない。

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10項各号に掲げ

る書類を添付して市長に提出しなければならない。

(１)～(６) （略） (１)～(６) （略）
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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）【第２条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

附則 附則

（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 （略） 第２条 （略）

２～５ （略） ２～５ （略）

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25年12月31

日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項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金

額の100分の1.8に相当する額とする。

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

日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項前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金

額の100分の1.8に相当する額とする。

７～12 （略） ７～12 （略）

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25年12月31

日までの間に新法第１条の規定による改正後の地方税法（昭和25年法律第

226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

掲げる上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、譲渡所得及び雑所得（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、譲渡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20

年政令第152号）附則第７条第10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「上場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

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31

日までの間に新法第１条の規定による改正後の地方税法（昭和25年法律第

226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

掲げる上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、譲渡所得及び雑所得（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、譲渡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20

年政令第152号）附則第７条第10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「上場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
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改正後 改正前

わらず、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条

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。）の100分の1.8に相当する

金額とする。

わらず、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条

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。）の100分の1.8に相当する

金額とする。

14～17 （略） 14～17 （略）

18 平成21年１月１日から平成25年12月31日までの期間内に新条例附則第20

条の４第３項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規

定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100

分の５」とあるのは「100分の３」と、「100分の３」とあるのは「100分の

1.8」とする。

18 平成21年１月１日から平成23年12月31日までの期間内に新条例附則第20

条の４第３項に規定する所得割の納税義務者が支払を受けるべき同項に規

定する条約適用配当等に係る同項の規定の適用については、同項中「100

分の５」とあるのは「100分の３」と、「100分の３」とあるのは「100分の

1.8」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２１年条例第１９号）【第３条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

附則 附則

（経過措置） （経過措置）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 平成22年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての廿

日市市税条例等の一部を改正する条例(平成23年条例第 号)による改正後

の廿日市市税条例第34条の７第１項第３号の規定の適用については、同号

中「同条第３項 」とあるのは、「同条第３項及び 所得税法等の

一部を改正する法律（平成20年法律第23号）附則第55条の規定によりなお

その効力を有することとされる同法第８条の規定による改正前の租税特別

措置法第41条の18の２第１項」とする。

２ 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税についての新

条例第34条の７第１項第３号 ああ

あああああああああああああああああああの規定の適用については、同号

中「第41条の18の３」とあるのは、「第41条の18の３並びに所得税法等の

一部を改正する法律（平成20年法律第23号）附則第55条の規定によりなお

その効力を有することとされる同法第８条の規定による改正前の租税特別

措置法第41条の18の２第１項」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２２年条例第１０号）【第４条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

附則 附則

（施行期日） （施行期日）

第１条 （略） 第１条 （略）

(１) （略） (１) （略）

(２) 附則第19条の３の改正規定及び次条第４項の規定 平成27年１月１

日

(２) 附則第19条の３の改正規定及び次条第４項の規定 平成25年１月１

日

(３) （略） (３) （略）

（市民税に関する経過措置） （市民税に関する経過措置）

第２条 （略） 第２条 （略）

２及び３ （略） ２及び３ （略）

４ 新条例附則第19条の３の規定は、平成27年度以後の年度分の個人の市民

税について適用する。

４ 新条例附則第19条の３の規定は、平成25年度以後の年度分の個人の市民

税について適用する。

５ （略） ５ （略）
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議案第５２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）【第１条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（納税義務者等） （納税義務者等）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準と

なるべき価格（法第349条の３第10項から第12項まで、第23項、第24項、第

26項又は第28項、第29項又は第31項から33項までの規定の適用を受ける土

地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて

得た額）をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資

産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

２ 前項の「価格」とは、当該土地又は家屋に係る固定資産税の課税標準と

なるべき価格（法第349条の３第９項から第11項まで、第23項、第24項、第

26項、第27項、第29項又は第31項から第33項までの規定の適用を受ける土

地又は家屋にあつては、その価格にそれぞれ当該各項に定める率を乗じて

得た額）をいい、前項の「所有者」とは、当該土地又は家屋に係る固定資

産税について法第343条において所有者又は所有者とみなされる者をいう。

３・４ （略） ３・４ （略）

附則

12 法附則第15条第１項、第６項、第16項、第22項から第30項まで、第32項

若しくは第35項 5、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28項から第33項まで」とあるのは「若し

くは第28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。

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

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5、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。
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○廿日市市都市計画税条例（昭和４２年条例第６号）【第２条関係】 （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

附則

12 法附則第15条第１項、第６項、第16項、第22項から第30項まで、第32項

、第35項若しくは第37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28項」とあ

るのは「若しくは第28項又は法附則第15条から第15条の３まで」とする。

附則

12 法附則第15条第１項、第６項、第16項、第22項から第30項まで、第32項

若しくは第35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28項」とあ

るのは「若しくは第28項又は法附則第15条から第15条の３まで」とする。
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議案第５３号

廿日市市公民館条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市公民館条例（昭和４７年条例第２号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（開館時間）

第４条 公民館の開館時間は、午前９時から午後９時30分までとする。ただ

し、教育委員会は、必要があると認めるときは、開館時間を変更すること

ができる。

第４条及び第５条 削除

（休館日）

第５条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会は、必

要があると認めるときは、休館日以外の日に公民館の全部若しくは一部を

休館し、又は休館日に公民館の全部若しくは一部を開館することができる。

(1) 次号に掲げる公民館以外の公民館にあつては、次に掲げる日

ア 国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号。以下「祝日法」とい

う。）第２条に規定する日

イ 12月29日から翌年の１月３日までの日（アに掲げる日を除く。）

(2) 津田公民館にあつては、次に掲げる日

ア 月曜日。ただし、月曜日が祝日法に規定する休日（以下「休日」とい

う。）に当たるときは、その直後の休日でない日

イ 12月29日から翌年の１月３日までの日（アに掲げる日を除く。）

（指定管理者による管理等）

第13条 公民館の管理は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第

３項の規定により、法人その他の団体であつて教育委員会が指定するもの

（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。

２ 指定管理者による管理を行う公民館の施設を利用する者が納付する利用

料金は、当該指定管理者の収入とする。

３ 第４条から第９条まで、第10条第１項から第３項まで、第11条及び前条

並びに別表第１及び別表第２の規定は、第１項の規定により指定管理者に

公民館の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、次の
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改正後 改正前

表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる

字句と読み替えるものとする。

教育委員会 指定管理者第４条及び第

５条 認めるときは 認めるときは、あらかじめ教育委員会の

承認を得て

使用 利用第６条第１項

教育委員会 指定管理者

教育委員会 指定管理者第６条第２項

使用 利用

使用者 利用者第７条

教育委員会 指定管理者

教育委員会 指定管理者第８条

使用 利用

使用者 利用者

教育委員会 指定管理者

第９条第１項

使用 利用

使用 利用第９条第２項

使用者 利用者

使用する者 利用する者第 10 条第１

項 使用料 利用料金

使用する場合

の使用料

利用する場合の利用料金第 10 条第２

項

別表第１のと

おりとする

別表第１の各表に定める額を上限とし

て、指定管理者が市長の承認を受けて定

める額とする

使用する場合

の使用料

利用する場合の利用料金第 10 条第３

項

別表第２のと

おりとする

別表第２に定める額を上限として、指定

管理者が市長の承認を受けて定める額

とする

第 11 条 市長 指定管理者
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改正後 改正前

使用料 利用料金

使用料 利用料金第 12 条

市長 指定管理者

別表第１ 使用する場合

の使用料

利用する場合の利用料金

別表第１の１

の表

基本使用料 基本利用料金

使用者 利用者

使用する場合 利用する場合

使用料 利用料金

別表第１の１

の表の備考１

定める額に 定める額を上限として、指定管理者が定

める利用料金の額に

使用許可時間 利用許可時間

使用時間 利用時間

使用する場合 利用する場合

教育委員会 指定管理者

使用料 利用料金

別表第１の１

の表の備考２

使用区分に係

る基本使用料

利用区分に係る基本料金を上限として

指定管理者が定める利用料金

使用する場合 利用する場合

教育委員会 指定管理者

使用料 利用料金

使用許可時間 利用許可時間

別表第１の１

の表の備考３

定める基本使

用料

定める基本利用料金を上限として指定

管理者が定める利用料金

使用する場合 利用する場合

教育委員会 指定管理者

別表第１の１

の表の備考４

使用料 利用料金

定める額 定める額を上限として指定管理者が定
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改正後 改正前

める利用料金の額

別表第１の１

の表の備考５

使用料 利用料金

使用する場合 利用する場合

教育委員会 指定管理者

使用料 利用料金

使用時間 利用時間

別表第１の１

の表の備考６

市長 指定管理者が市長の承認を受けて

別表第１の２

の表から 14

の表まで

基本使用料 基本利用料金

別表第１の15

の表

基本使用料 基本利用料金

使用時間 利用時間

教育委員会 指定管理者

別表第１の15

の表の備考２

使用区分に係

る基本使用料

利用区分に係る基本利用料金を上限と

して指定管理者が定める利用料金

別表第１の１

６の表から１

８の表まで

基本使用料 基本利用料金

別表第２ 使用する場合

の使用料

利用する場合の利用料金

別表第２の表 使用料 利用料金

（指定管理者の指定の申請）

第14条 指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定めるところに

より、申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添付して教育委員会

に提出しなければならない。

（指定管理者の指定）

第15条 教育委員会は、前条の規定による申請があつたときは、次に掲げる

基準によつて申請の内容を総合的に審査し、当該申請に係る公民館の指定
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改正後 改正前

管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て当該指定管理者として指定す

るものとする。

(1) 事業計画書の内容が、公民館の利用者の平等な利用を確保できるもの

であること。

(2) 事業計画書の内容が、公民館の効用を最大限に発揮させるものである

とともに、地域の実情に適合したものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有し

ているものであること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、公民館の設置の目的を達成するために十

分な能力を有しているものであること。

（指定管理者が行う業務）

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公民館の利用の許可に関する業務

(2) 利用料金の徴収に関する業務

(3) 公民館の施設、設備及び物品の維持管理に関する業務

(4) 前３号に掲げるもののほか、公民館の運営に関して教育委員会が必要

と認める業務

（事業報告書の作成及び提出）

第17条 指定管理者は、規則で定めるところにより、事業報告書を作成し、

教育委員会に提出しなければならない。

（業務報告の聴取等）

第18条 教育委員会は、公民館の管理の適正を期するため、指定管理者に対

し、定期に、又は臨時に、その管理の業務及び経理の状況に関する報告を

求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。

（指定の取消し等）

第19条 教育委員会は、指定管理者が第17条の規定に従わないとき、前条の

規定による報告をせず、調査を拒み、又は指示に従わないときその他指定

管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続する
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改正後 改正前

ことが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定め

て管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

２ 市は、前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務

の全部若しくは一部の停止を命じたことによつて、指定管理者に損害が生

じることがあつても、これに対して賠償する義務を負わない。

（委任） （委任）

第20条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、

教育委員会が定める。

第13条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理に関し必要な事項は、

教育委員会が定める。
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議案第５４条

廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市廃棄物の減量の推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例（平成６年条例第２号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（許可申請手数料等） （許可申請手数料等）

第26条 次の各号に掲げる者は、申請の際、当該各号に定める手数料を納付

しなければならない。

第26条 次の各号に掲げる者は、申請の際、当該各号に定める手数料を納付

しなければならない。

(１)～(５) （略） (１)～(５) （略）

(６) 法第９条の２の４第１項の規定による認定を受けようとする者

１件につき 33,000円

(７) 法第９条の２の４第２項の規定による認定の更新を受けようとする

者 １件につき 20,000円

(８) （略） (６) （略）

(９) （略） (７) （略）

(10) （略） (８) （略）

(11) 次条第３項の規定により許可証等の再交付を受けようとする者 １ (９) 次条第２項の規定により許可証の再交付を受けようとする者

件につき 2,000円 １件につき 2,000円

２ （略） ２ 既納の手数料は、還付しない。

（許可証等の交付） （許可証の交付）

第27条 市長は、法第７条第１項及び第６項、第８条第１項並びに第９条の

５第１項並びに浄化槽法第35条第１項の許可をしたときは、許可証を交付

する。

第27条 市長は、法第７条第１項及び第６項、第８条第１項並びに第９条の

５第１項並びに浄化槽法第35条第１項の許可をしたときは許可証を交付す

る。

２ 市長は、法第９条の２の４第１項の認定又は同条第２項の認定の更新を

したときは、許可証を交付する。

３ 第１項の規定により許可証の交付を受けた者又は前項の規定により認定

証の交付を受けた者は、当該交付を受けた許可証又は認定証（以下「許可

証等」という。）を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に再交付の

申請をし、許可証等の再交付を受けなければならない。

２ 前項の規定により許可証の交付を受けた者

は、当該交付を受けた許可証

を紛失し、又はき損したときは、直ちに市長に再交付の申

請をし、許可証の再交付を受けなければならない。
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議案第５５号

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年条例第２２号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

（災害弔慰金を支給する遺族） （災害弔慰金を支給する遺族）

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲

とし、その順位は、次に掲げるとおりとする

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第３条第２項の遺族の範囲

とし、その順位は、次に掲げるとおりとする

(１) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持して

いた遺族（兄弟姉妹を除く。以下この項において同じ。）を先にし、そ

の他の遺族を後にする。

(１) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持して

いた遺族 を先にし、そ

の他の遺族を後にする。

(２) （略） (２) （略）

(３) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しな

い場合であつて兄弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹（死亡者の死亡当

時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。）とする。

(３) （新設）

２～４ （略） ２～４ （略）
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議案第５６号

廿日市市スポーツ振興審議会条例の一部を改正する条例案新旧対照表

○廿日市市スポーツ振興審議会条例（平成２年条例第４号） （下線の部分は改正部分）

改正後 改正前

廿日市市スポーツ推進審議会条例

（設置）

第１条 スポーツ基本法（平成 23年法律第 78 号）第 31 条の規定に基づき、

廿日市市スポーツ推進審議会を置く。

（組織）

第２条 審議会は、委員 12 人以内で組織する。

２ 審議会の委員は、スポーツの推進に関し識見を有する者のうちから、

教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。

（削る）

第３条～第７条 （略）

廿日市市スポーツ振興審議会条例

（趣旨）

第１条 この条例は、スポーツ振興法（昭和 36年法律第 141 号。以下「法」

という。）第 18条第２項及び第５項の規定に基づき、スポーツ振興審議

会の設置、委員の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。

（設置）

第２条 法第 18条第２項の規定に基づき、廿日市市にスポーツ振興審議会

（以下「審議会」という。）を置く。

（委員の定数）

第３条 審議会の委員の定数は、12 人以内とする。

第４条～第８条 （略）



- 28 -


