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議案第７２号 

廿日市市個人情報保護条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市個人情報保護条例（平成１２年条例第２２号）【第１条関係】                           （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

目次 目次 

第１章 （略） 第１章 （略） 

第２章 個人情報の適正な取扱いの確保（第６条―第11条の３） 第２章 個人情報の適正な取扱いの確保（第６条―第11条    ） 

第３章～第７章 （略） 第３章～第７章 （略） 

附則 附則 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ この条例において「特定個人情報」とは、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年法律第27号。以下「番

号法」という。）第２条第５項に規定する個人番号（以下「個人番号」とい

う。）（個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号

その他の符号であって、住民票コード（住民基本台帳法（昭和42年法律第8

1号）第７条第13号に規定する住民票コードをいう。）以外のものを含む。）

をその内容に含む個人情報をいう。 

（新設） 

５ この条例において「保有特定個人情報」とは、実施機関の職員が職務上作

成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に

利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公

文書に記録されているものに限る。 

（新設） 

６ （略） ４ （略） 

７ （略） ５ （略） 

（収集の制限等） （収集の制限等） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

３ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければ

ならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(１)～(３) （略） (１)～(３) （略） 



‐2‐ 

改正後 改正前 

(４) 人  の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない

と認められるとき。 

(４) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない

と認められるとき。 

(５)・(６) （略） (５)・(６) （略） 

４・５ （略） ４・５ （略） 

（利用及び提供の制限） （利用及び提供の制限） 

第11条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報（保有特定個

人情報を除く。以下この条において同じ。）を当該実施機関内において利用

し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

第11条 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有個人情報            

                                        を当該実施機関内において利

用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(１) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

(２) 法令等に定めがあるとき。 

(３) 出版、報道等により公にされているとき。 

(１) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

(２) 法令等に定めがあるとき。 

(３) 出版、報道等により公にされているとき。 

(４) 人  の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない

と認められるとき。 

(４) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため、緊急かつやむを得ない

と認められるとき。 

(５)～(７) （略） (５)～(７) （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第11条の２ 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の利用目的以外の目的

のために保有特定個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。

ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合に保有特定

個人情報を利用する場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得

ることが困難であるときは、この限りでない。 

（新設） 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を利用するとき

は、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなけれ

ばならない。 

（新設） 

第11条の３ 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除

き、特定個人情報を提供してはならない。 

（新設） 

（開示を請求できる者） （開示を請求できる者） 

第12条 （略） 第12条 （略） 

２ 開示請求は、保有特定個人情報を除く保有個人情報については未成年者又

は成年被後見人の法定代理人が、保有特定個人情報については未成年者若し

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をす

ることができる。法定代理人が、保有特定個人情報については未成年者若し
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改正後 改正前 

くは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人が、本人に代わ

ってすることができる。 

くは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人が、本人に代わ

ってすることができる。 

（開示請求の手続） （開示請求の手続） 

第13条 （略） 第13条 （略） 

２ 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に

係る保有個人情報の本人であること（前条第２項の規定による開示請求にあ

っては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人又は委任による代

理人であること）を証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提

出し、又は提示しなければならない。 

２ 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に

係る保有個人情報の本人又はその法定代理人であること                

                                 

       を証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提

出し、又は提示しなければならない。 

３ （略） ３ （略） 

（保有個人情報の開示義務） （保有個人情報の開示義務） 

第13条の２ 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人

情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが

含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しな

ければならない。 

第13条の２ 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人

情報に次の各号に掲げる情報（以下「不開示情報」という。）のいずれかが

含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しな

ければならない。 

(１) （略） (１) （略） 

(２) 開示請求者（第12条第２項の規定により未成年者若しくは成年被後見

人の法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって開示請求

をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第４号、第16条第１

項並びに第19条第２項において同じ。）の生命、健康、生活又は財産を

害するおそれがある情報 

(２) 開示請求者（第12条第２項の規定により未成年者又は  成年被後見

人の法定代理人又は本人の委任による代理人が本人に代わって開示請求

をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第４号、第16条第１

項並びに第19条第２項において同じ。）の生命、健康、生活又は財産を

害するおそれがある情報 

(３)～(７) （略） (３)～(７) （略） 

（開示の実施） （開示の実施） 

第17条 保有個人情報の開示は、実施機関が第14条第２項の規定による通知書

により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者

は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人である

こと（第12条第２項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有

個人情報の本人の法定代理人又は委任による代理人であること）を証明する

ために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければな

らない。 

第17条 保有個人情報の開示は、実施機関が第14条第２項の規定による通知書

により指定する日時及び場所において行う。この場合において、開示請求者

は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る保有個人情報の本人又はそ

の法定代理人であること                      

                            を証明する

ために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければな

らない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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改正後 改正前 

（利用停止を請求できる者） （利用停止を請求できる者） 

第24条の４ 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに

該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、

当該各号に定める措置の請求（以下「利用停止請求」という。）をすること

ができる。 

第24条の４ 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに

該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、

当該各号に定める措置の請求（以下「利用停止請求」という。）をすること

ができる。 

(１)  次のいずれかに該当する場合 当該保有個人情報の利用の停止又 

 は消去 

  ア 第７条第１項から第３項までの規定に違反して収集されたもので 

あるとき。 

 イ 第11条第１項及び第２項又は第11条の２の規定に違反して利用され

ているとき。 

 ウ 番号法第20条の規定に違反して収集され、又は保管されているとき。 

  エ 番号法第28条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル 

（番号法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイルをいう。以下同

じ。）に記録されているとき。 

（１） 第７条第１項から第３項までの規定に違反して収集されたとき、又 

は第11条第１項及び第２項の規定に違反して利用されているとき 当 

該保有個人情報の利用の停止又は消去 

 

 

 

 

 

 

 

（２） 第11条第１項及び第２項又は第11条の３の規定に違反して提供されて

いるとき 当該保有個人情報の提供の停止 

（２） 第11条第１項及び第２項又は第11条の３の規定に違反して提供されて

いるとき 当該保有個人情報の提供の停止 

２ （略） ２ （略） 

（廿日市市個人情報保護運営審議会） （廿日市市個人情報保護運営審議会） 

第36条 （略） 第36条 （略） 

２ 審議会は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務を行う。 （新設） 

(１)  実施機関の諮問に応じ、番号法第２７条第１項に規定する評価書に記

載された特定個人情報ファイルの取扱いに関する事項について調査審

議し、意見を述べること。 

（新設） 

(２)  特定個人情報ファイルの取扱いに関する重要事項について調査審議

し、意見を述べること。 

（新設） 

３・４ （略） ２・３ （略） 

（他の制度との調整等） （他の制度との調整等） 

第38条 法令又は他の条例（廿日市市情報公開条例を除く。）に、保有個人情

報の開示、訂正又は利用停止に関する手続の規定があるときは、その定める

ところによる。ただし、特定保有個人情報の開示に関する手続については、

第38条 法令又は他の条例（廿日市市情報公開条例を除く。）に、保有個人情

報の開示、訂正又は利用停止に関する手続の規定があるときは、その定める

ところによる。ただし、特定保有個人情報の開示に関する手続については、
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改正後 改正前 

この限りでない。 この限りでない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 
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○廿日市市個人情報保護条例【第２条関係】                                       （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ この条例において「情報提供等記録」とは、番号法第23条第１項及び第２

項に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。 

（新設） 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

８ （略） ７ （略） 

第11条の２ 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の利用目的以外の目的

のために保有特定個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。

ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合に保有特定

個人情報（情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。）を利用する

場合であって、本人の同意があり、又は補任の同意を得ることが困難である

ときは、この限りでない。 

第11条の２ 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務の利用目的以外の目的

のために保有特定個人情報を当該実施機関内において利用してはならない。

ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合に保有特定

個人情報（情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。）を利用する

場合であって、本人の同意があり、又は補任の同意を得ることが困難である

ときは、この限りでない。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を利用するとき

は、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなけれ

ばならない。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により保有特定個人情報を利用するとき

は、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することがないようにしなけれ

ばならない。 

（事案の移送） （事案の移送） 

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報（情報提供等記録を除く。）

が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関におい

て開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関

と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この

場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送し

た旨を書面により通知しなければならない。 

第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報                        

  が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関にお

いて開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機

関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。こ

の場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送

した旨を書面により通知しなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（事案の移送） （事案の移送） 

第24条の２ 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報（情報提供等記録を除

く。）が第15条第３項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他

の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、

第24条の２ 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報                    

      が第15条第３項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他

の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、
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改正後 改正前 

当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送するこ

とができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対

し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送するこ

とができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正請求者に対

し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

（保有個人情報の提供先への通知） （保有個人情報の提供先への通知） 

第24条の３ 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報（情報提供等記録を

除く。）の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当

該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するも

のとする。 

第24条の３ 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報（情報提供等記録を

除く。）の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当

該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するも

のとする。 

２ 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合に

おいて、必要があると認めるときは、総務大臣及び番号法第19条第７号に規

定する情報照会者又は情報提供者（当該訂正に係る情報提供等記録に記録さ

れた者であって、当該実施機関以外の者に限る。）に対し、遅滞なく、その

旨を書面により通知するものとする。 

（新設） 

（利用停止を請求できる者） （利用停止を請求できる者） 

第24条の４ 何人も、自己を本人とする保有個人情報（情報提供等記録を除

く。）が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、実施機関に対し、

当該各号に定める措置の請求（以下「利用停止請求」という。）をすること

ができる。 

第24条の４ 何人も、自己を本人とする保有個人情報（情報提供等記録を除

く。）が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、実施機関に対し、

当該各号に定める措置の請求（以下「利用停止請求」という。）をすること

ができる。 

(１)・（２）（略）  （１）・（２）（略） 

２ （略） ２ （略） 
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議案第７３号 

職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○職員の再任用に関する条例（平成２０年条例第３０号）                               （下線の部分は改正部分） 

 改正後 改正前 

附 則 附 則 

１・２ （略）  １・２ （略）  

３ 厚生年金保険法（昭和29年法律第115号）附則第７条の３第１項第４号

    に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の左欄に

掲げる期間における第４条の規定の適用については、前項の規定にかか

わらず、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

３ 地方公務員等共済組合法（昭和37年法律第152号）附則第18条の２第１

項第１号に規定する特定警察職員等である職員に対する次の表の左欄に

掲げる期間における第４条の規定の適用については、前項の規定にかか

わらず、同条中「65年」とあるのは、同表の左欄に掲げる区分に応じそ

れぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで 61年 

平成22年４月１日から平成25年３月31日まで 62年 

平成25年４月１日から平成28年３月31日まで 63年 

平成28年４月１日から平成31年３月31日まで 64年 
 

平成21年４月１日から平成22年３月31日まで 61年 

平成22年４月１日から平成25年３月31日まで 62年 

平成25年４月１日から平成28年３月31日まで 63年 

平成28年４月１日から平成31年３月31日まで 64年 
 

４～８ （略） ４～８ （略）  
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議案第７４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 

 （徴収猶予に係る市の徴収金の分割納付又は分割納入の方法）  

第８条 地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第15条第３

項の規定による分割納付又は分割納入は、同条第１項又は第２項の規定によ

る徴収の猶予（以下この条において「徴収の猶予」という。）をする期間内

において、当該徴収の猶予に係る金額を各月（市長がやむを得ない事情があ

ると認めるときは、その期間内の市長が指定する月。以下この節において同

じ。）ごとに分割して納付し、又は納入する方法により行うものとする。 

第８条から第17条まで 削除 

２ 法第15条第５項の規定による分割納付又は分割納入は、同条第４項の規定

による徴収の猶予をした期間の延長（以下「徴収の猶予期間の延長」という。）

をする期間内において、当該徴収の猶予に係る金額を各月ごとに分割して納

付し、又は納入する方法により行うものとする。 

 

３ 市長は、第１項又は前項に規定する方法により当該徴収の猶予に係る金額

を分割して納付し、又は納入させるときは、分割して納付させる場合につい

ては各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を、分割して納入させる場合

については各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を定めるものとする。 

 

４ 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長を受けた者がその納付期限

又は納入期限までに納付し、又は納入することができないことにつきやむを

得ない理由があると認めるときは、前項の規定により定めた各納付期限及び

各納付期限ごとの納付金額又は各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額

を変更することができる。 

 

５ 市長は、第３項の規定により各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又

は各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を定めたときは、その旨、当該

各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又は当該各納入期限及び各納入

期限ごとの納入金額その他必要な事項を当該徴収の猶予を受けた者又は当

該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。 

 

６ 市長は、第４項の規定により各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又

は各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を変更したときは、その旨、そ

の変更後の各納付期限及び納付期限ごとの納付金額又は各納入期限及び各
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改正後 改正前 

納入期限ごとの納入金額その他必要な事項を当該変更を受けた者に通知し

なければならない。 

 （徴収猶予の申請手続）  

第９条 法第15条の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

 

(１) 法第15条第１項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該

当する事実に基づき市の徴収金を一時に納付し、又は納入することがで

きない事情の詳細 

 

(２) 納付し、又は納入すべき市の徴収金の年度、種類、納期限及び金額  

(３) 前号の金額のうち当該猶予を受けようとする金額  

(４) 当該猶予を受けようとする期間  

 (５) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか（分

割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては、

分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の各

納入期限及び各納入期限ごとの納入金額を含む。） 

 

 (６) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が３月を

超える場合には、提供しようとする法第16条第１項各号に掲げる担保の

種類、数量、価額及び所在（その担保が保証人の保証であるときは、保

証人の氏名及び住所又は居所）その他担保に関し参考となるべき事項（担

保を提供することができない特別の事情があるときは、その事情） 

 

２ 法第15条の２第１項に規定する条例で定める書類は、次に掲げる書類とす

る。 

 

(１) 法第15条第１項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類  

(２) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類  

(３) 猶予を受けようとする日前１年間の収入及び支出の実績並びに同日以

後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類 

 

(４) 猶予を受けようとする金額が100万円を超え、かつ、猶予期間が３月を

超える場合には、地方税法施行令（昭和25年政令第245号。以下「令」と

いう。）第６条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関

し必要となる書類 
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改正後 改正前 

３ 法第15条の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

 

(１) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない事情の詳細  

(２) 第１項第２号から第６号までに掲げる事項  

４ 法第15条の２第２項及び第３項に規定する条例で定める書類は、第２項第

２号から第４号までに掲げる書類とする。 

 

５ 法第15条の２第３項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とす

る。 

 

(１) 猶予期間の延長を受けようとする市の徴収金の年度、種類、納期限及

び金額 

 

(２) 猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付し、又は納入することがで

きないやむを得ない理由 

 

(３) 猶予期間の延長を受けようとする期間  

(４) 第１項第５号及び第６号に掲げる事項  

６ 法第15条の２第４項に規定する条例で定める書類は、第２項第４号に掲げ

る書類とする。 

 

７ 法第15条の２第８項に規定する条例で定める期間は、20日とする。  

（職権による換価の猶予の手続等）  

第10条 法第15条の５第２項において読み替えて準用する法第15条第３項の

規定による分割納付又は分割納入は、法第15条の５第１項の規定による換価

の猶予（同項に規定する申請による換価の猶予を除く。以下この条において

「職権による換価の猶予」という。）をする期間内において、当該職権によ

る換価の猶予に係る金額（令第６条の９の３第１項に定める額を限度とす

る。次項において同じ。）を各月ごとに分割して納付し、又は納入する方法

により行うものとする。 

 

２ 法第15条の５第２項において読み替えて準用する法第15条第５項の規定

による分割納付又は分割納入は、法第15条の５第２項において読み替えて準

用する法15条第４項の規定による職権による換価の猶予をした期間の延長

をする期間内において、当該職権による換価の猶予に係る金額を各月ごとに

分割して納付し、又は納入する方法により行うものとする。 
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改正後 改正前 

３ 第８条第３項から第６項までの規定は、法第15条の５第２項において読み

替えて準用する法第15条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、

又は納入させる場合について準用する。 

４ 法第15条の５の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、次に

掲げる書類とする。 

(１) 前条第２項第２号から第４号までに掲げる書類 

(２) 分割納付又は分割納入をさせるために必要となる書類 

 （申請による換価の猶予の申請手続等）  

第11条 法第15条の６第１項に規定する条例で定める期間は、６月とする。  

２ 法第15条の６第３項において読み替えて準用する法第15条第３項の規定

による分割納付又は分割納入は、法第15条の６第１項の規定による換価の猶

予（以下この条において「申請による換価の猶予」という。）をする期間内

において、当該申請による換価の猶予に係る金額（令第６条の９の３第２項

において読み替えて準用する同条第１項に定める額を限度とする。）を各月

ごとに分割して納付し、又は納入する方法により行うものとする。 

 

３ 法第15条の６第３項において読み替えて準用する法第15条第５項の規定

による分割納付又は分割納入は、法第15条の６第３項において準用する法第

15条第４項の規定による申請による換価の猶予をした期間の延長をする期

間内において、当該申請による換価の猶予に係る金額を各月ごとに分割して

納付し、又は納入する方法により行うものとする。 

 

４ 第８条第３項から第６項までの規定は、法第15条の６第３項において読み

替えて準用する法第15条第３項又は第５項の規定により、分割して納付し、

又は納入させる場合について準用する。 

 

５ 法第15条の６の２第１項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

 

(１) 市の徴収金を一時に納付し、又は納入することにより事業の継続又は

生活の維持が困難となる事情の詳細 

 

(２) 第９条第１項第２号から第４号まで及び第６号に掲げる事項  

(３) 分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額又は分割納入の

各納入期限及び各納入期限ごとの納入金額 

 

６ 法第15条の６の２第１項及び第２項に規定する条例で定める書類は、第９  
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改正後 改正前 

条第２項第２号から第４号までに掲げる書類とする。 

７ 法第15条の６の２第２項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項

とする。 

 

(１) 第９条第１項第６号に掲げる事項  

(２) 第９条第５項第１号から第３号までに掲げる事項  

(３) 第５項第３号に掲げる事項  

８ 法第15条の６の２第３項において準用する法第15条の２第８項に規定す

る条例で定める期間は、20日とする。 

 

 （担保を徴する必要がない場合）  

第12条 法第16条に規定する条例で定める場合は、猶予に係る金額が100万円

以下である場合、猶予期間が３月以内である場合又は担保を徴することがで

きない特別の事情がある場合とする。 

 

第13条から第17条まで 削除  

（公示送達） （公示送達) 

第18条 法                        第20条の２

の規定による公示送達は、廿日市市公告式条例(昭和31年条例第１号)第２条

に規定する掲示場に掲示して行うものとする。 

第18条 地方税法（昭和25年法律第226号。以下「法」という。）第20条の２

の規定による公示送達は、廿日市市公告式条例(昭和31年条例第１号)第２条

に規定する掲示場に掲示して行うものとする。 

 （市民税の納税義務者等）  （市民税の納税義務者等） 

第23条 （略） 第23条 （略） 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人（以下

この節において「外国法人」という。）に対するこの節の規定の適用につい

ては、恒久的施設（法第292条第１項第14号  に規定する恒久的施設をい

う。）をもつて、その事務所又は事業所とする。 

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人（以下

この節において「外国法人」という。）に対するこの節の規定の適用につい

ては、恒久的施設（法人税法第２条第12号の18に規定する恒久的施設をい

う。）をもつて、その事務所又は事業所とする。 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、令  

                         第47条に規定する

収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。

第31条第２項の表の第１号において「人格のない社団等」という。）又は法

人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の

市民税に関する規定を適用する。 

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ、地方税

法施行令（昭和25年政令第245号。以下「令」という。）第47条に規定する

収益事業を行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。

第31条第２項の表の第１号において「人格のない社団等」という。）又は法

人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、この節の規定中法人の

市民税に関する規定を適用する。 

 （所得割の課税標準）  （所得割の課税標準） 

http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
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改正後 改正前 

第33条 （略） 第33条 （略） 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づ

く政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭和40年法

律第33号）その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第２項

又は第３項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつ

て算定する。ただし、同法第60条の２から第60条の４までの規定の例によら

ないものとする。 

２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額は、法又はこれに基づ

く政令で特別の定めをする場合を除くほか、それぞれ所得税法（昭和40年法

律第33号）その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第２項

又は第３項の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額の計算の例によつ

て算定する。                            

         

３～６ （略） ３～６ （略） 

 （市民税の申告）  （市民税の申告） 

第36条の２ （略） 第36条の２ （略） 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、

新たに第23条第１項第３号又は第４号の者に該当することとなつた者に、当

該該当することとなつた日から５日以内に、その名称、代表者又は管理人の

氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又

は寮等の所在、法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に規定

する法人番号をいう。以下同じ。）、当該該当することとなつた日その他必

要な事項を申告させることができる。 

８ 市長は、市民税の賦課徴収について必要があると認める場合においては、

新たに第23条第１項第３号又は第４号の者に該当することとなつた者に、当

該該当することとなつた日から５日以内に、その名称、代表者又は管理人の

氏名、主たる事務所又は事業所の所在、当該市内に有する事務所、事業所又

は寮等の所在あああああああああああああああああああああああああああ

あああああああああああああああああああああああああああああああああ

ああああああああああああああああ、当該該当することとなつた日その他必

要な事項を申告させることができる。 

 （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）  （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） 

第36条の３の３ （略） 第36条の３の３ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

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５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、当該申告書に記載す

べき事項を電磁的方法により提供することができる。 

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、当該申告書に記載す

べき事項を電磁的方法により提供することができる。 

５ （略） ５ （略） 

 （市民税の減免）  （市民税の減免） 

第51条 （略） 第51条 （略） 



- 17 - 

改正後 改正前 

２ 前項の規定によつて市民税の減免を受けようとする者は、納期限前７日ま

でに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によつて市民税の減免を受けようとする者は、納期限前７日ま

でに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする事由を証明

する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）

又は法人番号 

（新設） 

(２)・(３) （略） (１)・(２) （略） 

３ （略） ３ （略） 

 （施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出）  （施行規則第15条の3第2項の規定による補正の方法の申出） 

第63条の２ 施行規則第15条の３第２項の規定による補正の方法の申出は、当

該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月31日までに次に掲げる事項を

記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

第63条の２ 施行規則第15条の３第２項の規定による補正の方法の申出は、当

該家屋に係る区分所有者の代表者が毎年１月31日までに次に掲げる事項を

記載した申出書を市長に提出して行わなければならない。 

(１) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定す

る個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に

限る。以下この節において同じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

(１) 代表者の住所及び氏名                     

                                

                                

                                

                        

 (２)～(４) （略）  (２)～(４) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （法第352条の２第５項及び第６項の規定による固定資産税額のあん分の申

出） 

 （法第352条の２第５項及び第６項の規定による固定資産税額のあん分の申

出） 

第63条の３ 法第352条の２第５項の規定による同条第１項第１号に掲げる要

件に該当する同項に規定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該当し

ないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納

税義務者の代表者が毎年１月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

第63条の３ 法第352条の２第５項の規定による同条第１項第１号に掲げる要

件に該当する同項に規定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に該当し

ないものに係る固定資産税額のあん分の申出は、同項に規定する共用土地納

税義務者の代表者が毎年１月31日までに次に掲げる事項を記載した申出書

を市長に提出して行わなければならない。 

(１) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

(１) 代表者の住所及び氏名                     

                             

 (２)～(５) （略） (２)～(５) （略） 

http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


- 18 - 

改正後 改正前 

２ 法第352条の２第６項に規定する特定被災共用土地（以下この項及び次項

において「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額のあん分の申

出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者（第５号及び第４

項において「特定被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が法第349

条の３の３第１項に規定する被災年度（以下この項及び第74条の２において

「被災年度」という。）の翌年度又は翌々年度(法第349条の３の３第１項に

規定する避難の指示等（第74条の２において「避難の指示等」という。）が

行われた場合において、法第349条の３の３第１項に規定する避難等解除日

（以下この項及び第74条の２において「避難等解除日」という。）の属する

年が法第349条の３の３第１項に規定する被災年（第74条の２において「被

災年」という。）の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から

避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を経過する日を賦課期日とす

る年度までの各年度）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、第４号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に

提出して行わなければならない。 

２ 法第352条の２第６項に規定する特定被災共用土地（以下この項及び次項

において「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額のあん分の申

出は、同条第6項に規定する特定被災共用土地納税義務者（第５号及び第４

項において「特定被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が法第349

条の３の３第１項に規定する被災年度（以下この項及び第74条の２において

「被災年度」という。)の翌年度又は翌々年度（法第349条の３の３第１項に

規定する避難の指示等(第74条の２において「避難の指示等」という。）が

行われた場合において、法第349条の３の３第１項に規定する避難等解除日

（以下この項及び第74条の２において「避難等解除日」という。）の属する

年が法第349条の３の３第１項に規定する被災年（第74条の２において「被

災年」という。）の翌年以後の年であるときは、当該被災年度の翌年度から

避難等解除日の属する年の１月１日以後３年を経過する日を賦課期日とす

る年度までの各年度)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、第４号に掲げる事実を証する書類を添付した申出書を市長に

提出して行わなければならない。 

(１) 代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又

は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

(１) 代表者の住所及び氏名                     

                             

(２)～(６) （略） (２)～(６) （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

 （固定資産税の減免）  （固定資産税の減免） 

第71条 （略） 第71条 （略） 

２ 前項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前７

日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事

由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によつて固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前７

日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事

由を証明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、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、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)～(５) （略）  (２)～(５) （略） 

３ （略） ３ （略） 

 （不均一課税による固定資産税の軽減）  （不均一課税による固定資産税の軽減） 

第71条の２ （略） 第71条の２ （略） 

２ （略） ２ （略） 
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改正後 改正前 

３ 第１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請書に登録を証する書類その

他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。申請書

に記載した事項に異動を生じたときも、また同様とする。 

３ 第１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請書に登録を証する書類その

他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。申請書

に記載した事項に異動を生じたときも、また同様とする。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、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)～(４) （略）  (２)～(４) （略） 

４ （略） ４ （略） 

 （住宅用地の申告）  （住宅用地の申告） 

第74条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係

る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項

に異動がない場合を除き、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。 

第74条 賦課期日において、住宅用地を所有する者は、当該年度の前年度に係

る賦課期日から引き続き当該住宅用地を所有し、かつ、その申告すべき事項

に異動がない場合を除き、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) 住宅用地の所有者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

(１) 住宅用地の所有者の住所及び氏名又は名称            

                                 

(２)～(４) （略） (２)～(４) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （被災住宅用地の申告）  （被災住宅用地の申告） 

第74条の２ 法第349条の３の３第１項(同条第２項において準用する場合及

び同条第３項(同条第４項において準用する場合を含む。)の規定により読み

替えて適用される場合を含む。第５号及び次項において同じ。)の規定の適

用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が

行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年で

あるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日

以後３年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)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、第４号に掲げる事実を

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。 

第74条の２ 法第349条の３の３第１項(同条第２項において準用する場合及

び同条第３項(同条第４項において準用する場合を含む。)の規定により読み

替えて適用される場合を含む。第５号及び次項において同じ。)の規定の適

用を受けようとする者は、被災年度の翌年度又は翌々年度(避難の指示等が

行われた場合において、避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後の年で

あるときは、当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属する年の１月１日

以後３年を経過する日を賦課期日とする年度までの各年度)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、第４号に掲げる事実を

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) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称）並び

に当該納税義務者が令第52条の13第１項第３号から第５号まで又は第３

項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあつては、同条第１項

(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第52条の13第１項第３号から第５号まで又は第３

項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあつては、同条第１項
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改正後 改正前 

第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との

関係 

第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との

関係 

(２)～(６) （略） (２)～(６) （略） 

２ （略） ２ （略） 

 （軽自動車税の減免）  （軽自動車税の減免） 

第89条 （略） 第89条 （略） 

２ 前項の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前７

日までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号

に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を

添付し、これを市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前７

日までに、当該軽自動車等について減免を受けようとする税額及び次の各号

に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする事由を証明する書類を

添付し、これを市長に提出しなければならない。 

 (１) （略） (１) （略） 

 (２) 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏

名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。

次条において同じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない

者にあつては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名

称） 

(２) 軽自動車等の所有者等の住所又は氏名若しくは名称        

                                

                                

                                

                                

   

 (３)～(８) （略）  (３)～(８) （略） 

３ （略） ３ （略） 

 （身体障害者等に対する軽自動車税の減免）  （身体障害者等に対する軽自動車税の減免） 

第90条 （略） 第90条 （略） 

２ 前項第１号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期

限   までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

第15条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和

38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

で、身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳と

する。以下この項において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が

定めるところにより交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」

という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第

123号）第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この

項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和3

２ 前項第１号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期

限前７日までに、市長に対して、身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

第15条の規定により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和

38年法律第168号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者

で、身体障害者手帳の交付を受けていないものにあつては、戦傷病者手帳と

する。以下この項において「身体障害者手帳」という。）、厚生労働大臣が

定めるところにより交付された療育手帳（以下この項において「療育手帳」

という。）又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第

123号）第45条の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳（以下この

項において「精神障害者保健福祉手帳」という。）及び道路交通法（昭和3
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改正後 改正前 

5年法律第105号）第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者

等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成され

る世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項において

「運転免許証」という。）を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した

申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければ

ならない。 

5年法律第105号）第92条の規定により交付された身体障害者又は身体障害者

等と生計を一にする者若しくは身体障害者等（身体障害者等のみで構成され

る世帯の者に限る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この項において

「運転免許証」という。）を提示するとともに、次に掲げる事項を記載した

申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を添付して、提出しなければ

ならない。 

 (１) 減免を受ける者の氏名、住所及び個人番号（個人番号を有しない者に

あつては、氏名及び住所）並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計

を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係 

 (１) 減免を受ける者の氏名及び住所                 

            並びに減免を受ける者が身体障害者等と生計

を一にする者である場合には、当該身体障害者等との関係 

 (２)～(６) （略）  (２)～(６) （略） 

３ 第１項第２号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納

期限   までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽

自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提

出)をするとともに、第89条第２各号に掲げる事項を記載した申請書を提出

しなければならない。 

３ 第１項第２号の規定によつて軽自動車税の減免を受けようとする者は、納

期限前７日までに、市長に対して、当該軽自動車等の提示(市長が、当該軽

自動車等の提示に代わると認める書類の提出がある場合には、当該書類の提

出)をするとともに、第89条第２各号に掲げる事項を記載した申請書を提出

しなければならない。 

４ （略） ４ （略） 

 （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 （略） 第139条の３ （略） 

２ 前項の規定によつて特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限

前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとす

る事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によつて特別土地保有税の減免を受けようとする者は、納期限

前７日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとす

る事由を証明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、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあつては、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)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

３ （略） ３ （略） 

 （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告）  （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次

に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があつ

た場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。 

第149条 鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに、次

に掲げる事項を市長に申告しなければならない。申告した事項に異動があつ

た場合においては、直ちにその旨を申告しなければならない。 
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改正後 改正前 

(１) 住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号

（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。）又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、住所又は事務所若しくは事業

所の所在地及び氏名又は名称） 

(１) 住所及び氏名又は名称                     

                                

                                

                                

             

 (２)・(３) （略）  (２)・(３) （略） 

   附 則    附 則 

 （納期限の延長に係る延滞金の特例）  （納期限の延長に係る延滞金の特例） 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89号）第15条第１項（第１号

に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.

5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定め

られる日の前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規定により第52条に

規定する延滞金の割合を同項に規定する特例基準割合とする年に含まれる

期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」と

いう。）内（法人税法第75条の２第１項（同法第144条の８あにおいて準用

する場合を含む。）の規定により延長された法第321条の８第１項に規定す

る申告書の提出期限又は法人税法第81条の24第１項の規定により延長され

た法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセン

ト以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日

が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第52条の規定によ

る延滞金については、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該

延長された申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準

日の到来する市民税に係る第52条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割

合は、同条及び前条第２項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割

合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセ

ントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数

を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当該合

計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセ

ントの割合）とする。 

第４条 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89号）第15条第１項（第１号

に係る部分に限る。）の規定により定められる商業手形の基準割引率が年5.

5パーセントを超えて定められる日からその後年5.5パーセント以下に定め

られる日の前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規定により第52条に

規定する延滞金の割合を同項に規定する特例基準割合とする年に含まれる

期間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において「特例期間」と

いう。）内（法人税法第75条の２第１項（同法第145条第１項において準用

する場合を含む。）の規定により延長された法第321条の８第１項に規定す

る申告書の提出期限又は法人税法第81条の24第１項の規定により延長され

た法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限が当該年5.5パーセン

ト以下に定められる日以後に到来することとなる市民税に係る申告基準日

が特例期間内に到来する場合における当該市民税に係る第52条の規定によ

る延滞金については、当該年5.5パーセントを超えて定められる日から当該

延長された申告書の提出期限までの期間内）は、特例期間内にその申告基準

日の到来する市民税に係る第52条に規定する延滞金の年7.3パーセントの割

合は、同条及び前条第２項の規定にかかわらず、当該年7.3パーセントの割

合と当該申告基準日における当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセ

ントの割合を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得た数

を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを合計した割合（当該合

計した割合が年12.775パーセントの割合を超える場合には、年12.775パーセ

ントの割合）とする。 

２ （略） ２ （略） 

第７条の３の２ 平成22年度から平成41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分の所得税につき租税特別措置法第41

第７条の３の２ 平成22年度から平成39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分の所得税につき租税特別措置法第41
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改正後 改正前 

条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成11年から平

成18年まで又は平成21年から平成31年までの各年である場合に限る。）にお

いて、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第

６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより控除すべき額を、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から控除する。 

条又は第41条の２の２の規定の適用を受けた場合（居住年が平成11年から平

成18年まで又は平成21年から平成29年までの各年である場合に限る。）にお

いて、前条第１項の規定の適用を受けないときは、法附則第５条の４の２第

６項（同条第９項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）に規定

するところにより控除すべき額を、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から控除する。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

 （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）  （法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第10条の２ （略） 第10条の２ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

６ 法附則第15条の８第４項の条例で定める割合は、３分の２とする。  （新設） 

 （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３ 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。 

第10条の３ 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、氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特

定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規

定する個人番号をいい、当該書類を提出する者の同項に規定する個人番

号に限る。以下この条において同じ。）又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあつては、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)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

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に施行規則附則第7条第2項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。 

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に施行規則附則第7条第2項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、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、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)～(４) （略） (２)～(４) （略） 

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うと 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うと

http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
http://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


- 24 - 

改正後 改正前 

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。 

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、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、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)・(３) （略） (２)・(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。 

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) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、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)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

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。 

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、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、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)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

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(平成25年４月１日前に当該耐震改修

(当該耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)

に係る契約が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了した場合にあつて

は、これらの書類に加えて当該耐震改修に係る契約を締結した日を証する書

類)を添付して市長に提出しなければならない。 

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(平成25年４月１日前に当該耐震改修

(当該耐震改修に要した費用の額が30万円以上50万円以下のものに限る。)

に係る契約が締結され、同日以後に当該耐震改修が完了した場合にあつて

は、これらの書類に加えて当該耐震改修に係る契約を締結した日を証する書

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、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、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               
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改正後 改正前 

(２)～(６) （略） (２)～(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。 

(１) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、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)～(７) （略） (２)～(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) 納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、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)～(６) （略） (２)～(６) （略） 

９ 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋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施行規則附則第７条第

11項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律(平成７年法律第123号)第７条又は附則第３条第１項の規定

による報告の写し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。 

９ 法附則第15条の10第１項の耐震基準適合家屋について、同項の規定の適用

を受けようとする者は、当該耐震基準適合家屋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施行規則附則第７条第

11項に規定する補助に係る補助金確定通知書の写し、建築物の耐震改修の促

進に関する法律(平成７年法律第123号)第７条又は附則第３条第１項の規定

による報告の写し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、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番

号又は法人番号を有しない者にあつては、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)～(６) （略） (２)～(６) （略） 

  （たばこ税の税率の特例） 

第16条の２ 削除 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級品の当該
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改正後 改正前 

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2,495円とす

る。 

 ２ 前項の規定の適用がある場合における第98条第１項から第４項までの規

定の適用については、同条第１項中「第34号の２様式」とあるのは「第48

号の５様式」と、同条第２項中「第34号の２の２様式」とあるのは「第48

号の６様式」と、同条第３項中「第34号の２の６様式」とあるのは「第48

号の９様式」と、同条第４項中「第34号の２様式又は第34号の２の２様式」

とあるのは「第48号の５様式又は第48号の６様式」とする。 
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議案第７５号 

廿日市市手数料条例の一部を改正する条例案新旧対照表 

○廿日市市手数料条例（平成１２年条例第２号）【第１条関係】                              （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

(１) 一般関係 (１) 一般関係 

事務の種類 単位 手数料 備   考 

（略） 

住民基本台帳カードの交付

又は再交付 

１件 500円 １申請をもって１件

とする。 

通知カードの再交付 

（通知カードの追記欄の余

白がなくなったときその他

再交付することについてや

むを得ない理由があると市

長が認める場合を除く。） 

１件 500円 １申請をもって１件

とする。 

（略）    
 

事務の種類 単位 手数料 備   考 

（略） 

住民基本台帳カードの交付

又は再交付 

１件 500円 １申請をもって１件

とする。 

（新設） 

（略）    
 

(２)～(８) （略） (２)～(８) （略） 
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○廿日市市手数料条例【第２条関係】                                          （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

(１) 一般関係 (１) 一般関係 

事務の種類 単位 手数料 備   考 

（略） 

（削る） 

通知カードの再交付 

（通知カードの追記欄の余

白がなくなったときその他

再交付することについてや

むを得ない理由があると市

長が認める場合を除く。） 

１件 500円 １申請をもって１件

とする。 

個人番号カードの再交付 

（個人番号カードの追記欄

の余白がなくなったときそ

の他再交付することについ

てやむを得ない理由がある

と市長が認める場合を除

く。） 

１件 800円 １申請をもって１件

とする。 

（略）    
 

事務の種類 単位 手数料 備   考 

（略） 

住民基本台帳カードの交付

又は再交付 

１件 500円 １申請をもって１件

とする。 

通知カードの再交付 

（通知カードの追記欄の余

白がなくなったときその他

再交付することについてや

むを得ない理由があると市

長が認める場合を除く。） 

１件 500円 １申請をもって１件

とする。 

（新設） 

（略）    
 

(２)～(８) （略） (２)～(８) （略） 
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議案第７６号 

廿日市市国民健康保険税条例等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）【第１条】                            （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（国民健康保険税の減免） （国民健康保険税の減免） 

第21条 （略） 第21条 （略） 

２ 前項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限

前７日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理

由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定によつて国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限

前７日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理

由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(１) 氏名、住所及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をい 

う。） 

(１) 氏名及び住所                                                 

                                                               

う。）  

(２)・(３) （略） (２)・(３) （略） 

３ （略） ３ （略） 
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○廿日市市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成２５年条例第２８号）【第２条】                  （下線の部分は改正部分） 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。ただし、附則第14項の改正

規定（「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限

る。）は、平成28年１月１日から施行する。 

１ この条例は、平成29年１月１日から施行する。ただし、附則第11項の改正

規定（「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限

る。」は平成28年１月１日から施行す る。 
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