
条 例 番 号 条     例     名 

条例第４１号 さいたま市区の設置等に関する条例及びさいたま市コミュニティ

施設条例の一部を改正する条例 
【平成２９年７月６日公布 所管課：区政推進部】

条例第４２号 さいたま市職員退職手当条例の一部を改正する条例 
【平成２９年７月６日公布 所管課：職員課】

条例第４３号 さいたま市市税条例の一部を改正する条例 
【平成２９年７月６日公布 所管課：税制課】

条例第４４号 さいたま市教職員退職手当条例の一部を改正する条例 
【平成２９年７月６日公布 所管課：教職員人事課】

条例第４５号 さいたま市立学校設置条例及びさいたま市図書館条例の一部を改

正する条例 
【平成２９年７月６日公布 所管課：学事課】

条例第４６号 さいたま市立小学校における教員の指導の事実等に関する第三者

調査委員会条例を廃止する条例 
【平成２９年７月６日公布 所管課：教職員人事課】

条例第４７号 さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一

部を改正する条例 
【平成２９年７月６日公布 所管課：子育て支援政策課】

条例第４８号 さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 
【平成２９年７月６日公布 所管課：国民健康保険課】



さいたま市条例第４１号 

さいたま市区の設置等に関する条例及びさいたま市コミュニティ施設条例の一

部を改正する条例 

 （さいたま市区の設置等に関する条例の一部改正） 

第１条 さいたま市区の設置等に関する条例（平成１４年さいたま市条例第６６号）

の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

名 称 区 域 

 ［略］ 

緑区 大字大崎、大字大牧、大字大間木、

大字大谷口（２９４３番地１から２

９８６番地１まで）、大字上野田、

大字北原、大字玄蕃新田、道祖土１

丁目から道祖土４丁目まで、芝原１

丁目から芝原３丁目まで、大字下野

田、大字下山口新田、大字新宿、太

田窪１丁目及び太田窪３丁目、大字

大道、大字大門、大字代山、大字高

畑、大字寺山、大字中尾、大字中野

田、大字南部領辻、大字 見新田、

原山１丁目から原山４丁目まで、馬

場１丁目及び馬場２丁目、東浦和１

丁目から東浦和９丁目まで、東大門 

１丁目から東大門３丁目まで、松木

１丁目から松木３丁目まで、大字間

宮、大字三浦、美園１丁目から美園

６丁目まで、大字見沼、大字三室、

大字宮後、宮本１丁目及び宮本２丁

目並びに山崎１丁目 

岩槻区 大字相野原、愛宕町、大字飯塚、大 

字岩槻、大字上野、上野１丁目から

上野６丁目まで、大字浮谷、大字裏

慈恩寺、大字大口、大字太田、太田 

名 称 区 域 

 ［略］ 

緑区 大字大崎、大字大牧、大字大間木、

大字大谷口（２９４３番地１から２

９８６番地１まで）、大字上野田、

大字北原、大字玄蕃新田、道祖土１

丁目から道祖土４丁目まで、芝原１

丁目から芝原３丁目まで、大字下野

田、大字下山口新田、大字新宿、太

田窪１丁目及び太田窪３丁目、大字

大道、大字大門、大字代山、大字高

畑、大字寺山、大字中尾、大字中野

田、大字南部領辻、大字 見新田、

原山１丁目から原山４丁目まで、馬

場１丁目及び馬場２丁目、東浦和１

丁目から東浦和９丁目まで、東大門 

１丁目から東大門３丁目まで、松木

１丁目から松木３丁目まで、大字間 

宮、大字三浦、大字見沼、大字三室、

大字宮後、宮本１丁目及び宮本２丁

目並びに山崎１丁目 

岩槻区 大字相野原、愛宕町、大字飯塚、大 

字岩槻、大字上野、上野１丁目から

上野６丁目まで、大字浮谷、大字裏

慈恩寺、大字大口、大字太田、太田 



 １丁目から太田３丁目まで、大字大

戸、大字大野島、大字大森、大字大

谷、大字尾ヶ崎、大字尾ヶ崎新田、

大字表慈恩寺、大字釣上、大字釣上

新田、大字加倉、加倉１丁目から加

倉５丁目まで、大字掛、大字柏崎、

大字金重、大字鹿室、上里１丁目及

び上里２丁目、大字黒谷、大字古ヶ 

場、古ヶ場１丁目及び古ヶ場２丁目、

大字小溝、大字笹久保、大字笹久保

新田、大字慈恩寺、城南１丁目から

城南５丁目まで、城町１丁目及び城

町２丁目、大字真福寺、大字末田、

諏訪１丁目から諏訪５丁目まで、大

字高曽根、大字徳力、仲町１丁目及

び仲町２丁目、大字長宮、並木１丁

目及び並木２丁目、大字新方須賀、

西原、西原台１丁目及び西原台２丁 

目、西町１丁目から西町５丁目まで、

大字野孫、原町、東岩槻１丁目から

東岩槻６丁目まで、東町１丁目及び

東町２丁目、日の出町、府内１丁目

から府内４丁目まで、大字平林寺、

大字本宿、本町１丁目から本町６丁 

目まで、本丸１丁目から本丸４丁目

まで、大字馬込、大字増長、美園東

１丁目から美園東３丁目まで、大字

南下新井、大字南 、大字南平野、 

南平野１丁目から南平野５丁目まで、

大字箕輪、宮町１丁目及び宮町２丁

目、美幸町、大字村国、大字谷下並

びに大字横根 

 １丁目から太田３丁目まで、大字大

戸、大字大野島、大字大森、大字大

谷、大字尾ヶ崎、大字尾ヶ崎新田、

大字表慈恩寺、大字釣上、大字釣上

新田、大字加倉、加倉１丁目から加

倉５丁目まで、大字掛、大字柏崎、

大字金重、大字鹿室、上里１丁目及

び上里２丁目、大字黒谷、大字古ヶ 

場、古ヶ場１丁目及び古ヶ場２丁目、

大字小溝、大字笹久保、大字笹久保

新田、大字慈恩寺、城南１丁目から

城南５丁目まで、城町１丁目及び城

町２丁目、大字真福寺、大字末田、

諏訪１丁目から諏訪５丁目まで、大

字高曽根、大字徳力、仲町１丁目及

び仲町２丁目、大字長宮、並木１丁

目及び並木２丁目、大字新方須賀、

西原、西原台１丁目及び西原台２丁 

目、西町１丁目から西町５丁目まで、

大字野孫、原町、東岩槻１丁目から

東岩槻６丁目まで、東町１丁目及び

東町２丁目、日の出町、府内１丁目

から府内４丁目まで、大字平林寺、

大字本宿、本町１丁目から本町６丁 

目まで、本丸１丁目から本丸４丁目

まで、大字馬込、大字増長、大字南

下新井、大字南 、大字南平野、南

平野１丁目から南平野５丁目まで、

大字箕輪、宮町１丁目及び宮町２丁

目、美幸町、大字村国、大字谷下並

びに大字横根 

 （さいたま市コミュニティ施設条例の一部改正） 

第２条 さいたま市コミュニティ施設条例（平成１３年さいたま市条例第２１２号）

の一部を次のように改正する。 

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

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 位 置 

 ［略］ 

さいたま市美園コミ

ュニティセンター 

さいたま市緑区美園４丁

目１９番地１ 

名 称 位 置 

 ［略］ 

さいたま市美園コミ

ュニティセンター 

さいたま市緑区大字下野

田６５５番地 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 



さいたま市条例第４２号 

   さいたま市職員退職手当条例の一部を改正する条例

さいたま市職員退職手当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号）の一部を次の

ように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （失業者の退職手当）  （失業者の退職手当）

第１６条 ［略］ 第１６条 ［略］

２～９ ［略］ ２～９ ［略］

１０ 第１項、第３項又は前項に規定する場合のほ

か、これらの規定による退職手当の支給を受ける

者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法

第２４条から第２８条までの規定による基本手当

の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に

従い、第１項又は第３項の退職手当を支給するこ

とができる。

１０ 第１項、第３項又は前項に規定する場合のほ

か、これらの規定による退職手当の支給を受ける

者に対しては、次に掲げる場合には、雇用保険法

第２４条から第２８条までの規定による基本手当

の支給の例により、当該基本手当の支給の条件に

従い、第１項又は第３項の退職手当を支給するこ

とができる。

 ［略］  ［略］

 その者が次のいずれかに該当する場合 

  ア 特定退職者であって、雇用保険法第２４条

の２第１項各号に掲げる者に相当する者とし

て規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、

市長が同項に規定する指導基準に照らして再

就職を促進するために必要な職業安定法（昭

和２２年法律第１４１号）第４条第４項に規

定する職業指導を行うことが適当であると認

めたもの 

  イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生

労働省令で定める理由により就職が困難な者

であって、同法第２４条の２第１項第２号に

掲げる者に相当する者として規則で定める者

に該当し、かつ、市長が同項に規定する指導

基準に照らして再就職を促進するために必要

な職業安定法第４条第４項に規定する職業指

導を行うことが適当であると認めたもの

 ［略］  ［略］

 ［略］  ［略］

１１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定 １１ 第１項、第３項及び第５項から前項までに定



めるもののほか、第１項又は第３項の規定による

退職手当の支給を受けることができる者で次の各

号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当

該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保

険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病

手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費

の支給の条件に従い支給する。

めるもののほか、第１項又は第３項の規定による

退職手当の支給を受けることができる者で次の各

号の規定に該当するものに対しては、それぞれ当

該各号に掲げる金額を、退職手当として、雇用保

険法の規定による技能習得手当、寄宿手当、傷病

手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費

の支給の条件に従い支給する。

～  ［略］ ～  ［略］

 公共職業安定所、職業安定法第４条第８項に

規定する特定地方公共団体若しくは同法第１８

条の２に規定する職業紹介事業者の紹介した職

業に就くため、又は市長が雇用保険法の規定の

例により指示した同法第５８条第１項に規定す

る公共職業訓練等を受けるため、その住所又は

居所を変更する者 同条第２項に規定する移転

費の額に相当する金額

 公共職業安定所の紹介した職業に就くため、

又は市長が雇用保険法の規定の例により指示し

た同法第５８条第１項に規定する公共職業訓練

等を受けるため、その住所又は居所を変更する

者 同条第２項に規定する移転費の額に相当す

る金額

 ［略］  ［略］

１２～１７ ［略］ １２～１７ ［略］

  附 則    附 則

１～１５ ［略］ １～１５ ［略］

１６ 平成３４年３月３１日以前に退職した職員に

対する第１６条第１０項の規定の適用については、

 次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる

字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み

替えるものとする。

読み替え

る規定

読み替えられ

る字句

読み替える字

句

第１６条

第１０項

第２８条まで 第２８条まで

及び附則第５

条

第１６条

第１０項

第２号

イ 雇用保険

法第２２条

第２項に規

定する厚生

労働省令で

定める理由

により就職

が困難な者

であって、

同法第２４

条の２第１ 

項第２号に

掲げる者に

相当する者

として規則

で定める者

に該当し、

かつ、市長

イ 雇用保険

法第２２条

第２項に規

定する厚生

労働省令で

定める理由

により就職

が困難な者

であって、

同法第２４

条の２第１

項第２号に

掲げる者に

相当する者

として規則

で定める者

に該当し、

かつ、市長



 が同項に規

定する指導

基準に照ら

して再就職

を促進する

ために必要

な職業安定

法第４条第

４項に規定

する職業指

導を行うこ

とが適当で

あると認め

たもの

 が同項に規

定する指導

基準に照ら

して再就職

を促進する

ために必要

な職業安定

法第４条第

４項に規定

する職業指

導を行うこ

とが適当で

あると認め

たもの

ウ 特定退職

 者であって、

 雇用保険法

附則第５条

第１項に規

定する地域

 内に居住し、

 かつ、市長

が同法第２

４条の２第

１項に規定

する指導基

準に照らし

て再就職を

促進するた

めに必要な

職業安定法

第４条第４

項に規定す

る職業指導

を行うこと

が適当であ

ると認めた

もの（アに

掲げる者を

除く。）

附 則

（施行期日等）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１６条第１１項第５号の改正及

び附則第４項の規定は、平成３０年１月１日から施行する。

２ この条例による改正後のさいたま市職員退職手当条例（以下「新条例」という。



）第１６条第１０項（第２号に係る部分に限り、新条例附則第１６項の規定により

読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。）の規定は、平成２９年４月

１日から適用する。

 （経過措置）

３ 新条例第１６条第１０項の規定は、退職した職員（さいたま市職員退職手当条例

（以下この項及び次項において「条例」という。）第２条第１項に規定する職員（

同条第２項の規定により職員とみなされる者を含む。）をいう。次項において同じ。

）のうち、条例第１６条第１項第２号に規定する所定給付日数から同項に規定する

待期日数を減じた日数分の同項の規定による退職手当又は同号の規定の例により雇

用保険法（昭和４９年法律第１１６号）の規定を適用した場合におけるその者に係

る同号に規定する所定給付日数に相当する日数分の同条第３項の規定による退職手

当の支給を受け終わった日が平成２９年４月１日以後である者について適用する。

４ 退職した職員で雇用保険法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第１４号）

第４条の規定による改正後の職業安定法（昭和２２年法律第１４１号。以下この項

において「改正後職業安定法」という。）第４条第８項に規定する特定地方公共団

体又は改正後職業安定法第１８条の２に規定する職業紹介事業者の紹介により職業

に就いたものに対しては、新条例第１６条第１１項（第５号に係る部分に限り、条

例第１６条第１５項において準用する場合を含む。）の規定は、当該退職した職員

が当該紹介により職業に就いた日が平成３０年１月１日以後である場合について適

用する。



さいたま市条例第４４号 

さいたま市教職員退職手当条例の一部を改正する条例

さいたま市教職員退職手当条例（平成２９年さいたま市条例第２２号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （失業者の退職手当）  （失業者の退職手当）

第２４条 教職員に係る失業者の退職手当の支給に

ついては、さいたま市職員の例による。

第２４条 教職員に係る失業者の退職手当について

は、さいたま市職員退職手当条例（平成１３年さ

いたま市条例第４６号。以下「市職員退職手当条

例」という。）第１６条の規定を準用する。この

場合において、同条中「職員」とあるのは「教職

員」と、「市長」とあるのは「委員会」と、同条

第２項中「職員等」とあるのは「教職員等」と読

み替えるものとする。

 （退職をした者の退職手当の返納） （退職をした者の退職手当の返納）

第２９条 退職をした者に対し当該退職に係る一般

の退職手当等の額が支払われた後において、次の

各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係

る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、

第２６条第１項に規定する事情のほか、当該退職

をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退

職手当等の支給を受けていなければ第２４条にお

いてその例によることとされるさいたま市職員退

職手当条例（平成１３年さいたま市条例第４６号。

以下「市職員退職手当条例」という。）第１６条

第３項、第６項又は第８項の規定による退職手当

の支給を受けることができた者（次条第１項及び

第３１条において「失業手当受給可能者」という。

）であった場合にあっては、これらの規定により

算出される金額（次条第１項及び第３１条におい

て「失業者退職手当額」という。）を除く。）の

全部又は一部の返納を命じる処分を行うことがで

きる。

第２９条 退職をした者に対し当該退職に係る一般

の退職手当等の額が支払われた後において、次の

各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係

る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、

第２６条第１項に規定する事情のほか、当該退職

をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退

職手当等の額（当該退職をした者が当該一般の退

職手当等の支給を受けていなければ第２４条にお

いて読み替えて準用する市職員退職手当条例第１

６条第３項、第６項又は第８項の規定による退職

手当の支給を受けることができた者（次条第１項

及び第３１条において「失業手当受給可能者」と

いう。）であった場合にあっては、これらの規定

により算出される金額（次条第１項及び第３１条

において「失業者退職手当額」という。）を除く。

）の全部又は一部の返納を命じる処分を行うこと

ができる。

  ～  ［略］   ～  ［略］ 



２ 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が

第２４条においてその例によることとされる市職

員退職手当条例第１６条第１項、第５項又は第７

項の規定による退職手当の額の支払を受けている

場合（受けることができる場合を含む。）におけ

る当該退職に係る一般の退職手当等については、

当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定

による処分を行うことができない。

２ 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が

第２４条において読み替えて準用する市職員退職

手当条例第１６条第１項、第５項又は第７項の規

定による退職手当の額の支払を受けている場合（

受けることができる場合を含む。）における当該

退職に係る一般の退職手当等については、当該退

職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による

処分を行うことができない。 

３～６ ［略］ ３～６ ［略］ 

   附 則 附 則

１～２１ ［略］ １～２１ ［略］

 （失業者の退職手当に係る在職期間の適用限度）

２２ 退職した教職員（第２条第１項に規定する教

職員（同条第２項及び附則第５項の規定により教

職員とみなされる者を含む。）をいう。）のうち、

その者が退職した際勤務していた当該地方公共団

体の事務を雇用保険法（昭和４９年法律第１１６

号）第５条第１項に規定する適用事業とみなした

ならば雇用保険法等の一部を改正する法律（平成

２８年法律第１７号）第２条の規定による改正前

の雇用保険法第６条第１号に掲げる者に該当する

ものにつき、第２４条において準用する市職員退

職手当条例第１６条第５項又は第６項の勤続期間

を計算する場合における第１８条の規定の適用に

ついては、さいたま市職員退職手当条例の一部を

改正する条例（平成２８年さいたま市条例第４９

号）附則第２項の規定を準用する。

２２ ［略］ ２３ ［略］

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



さいたま市条例第４７号 

さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例

さいたま市児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例（平成２４年さいたま

市条例第６６号）の一部を次のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

目次 目次

 第１章～第１１章 ［略］  第１章～第１１章 ［略］

 第１２章 児童心理治療施設（第８９条―第９

６条）

 第１２章 情緒障害児短期治療施設（第８９条

―第９６条）

 第１３章～第１５章 ［略］  第１３章～第１５章 ［略］

 附則  附則

 （給付金として支払を受けた金銭の管理）  （給付金として支払を受けた金銭の管理）

第１６条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施

 設、児童心理治療施設及び児童自立支援施設は、

 当該施設の設置者が入所中の児童に係る児童福

祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３

年厚生省令第６３号。以下「児童福祉施設省令

」という。）第１２条の２に規定する厚生労働

大臣が定める給付金（以下この条において「給

付金」という。）の支給を受けたときは、給付

金として支払を受けた金銭を次に掲げるところ

により管理しなければならない。

第１６条 乳児院、児童養護施設、障害児入所施

設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援

施設は、当該施設の設置者が入所中の児童に係

る児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（

昭和２３年厚生省令第６３号。以下「児童福祉

施設省令」という。）第１２条の２に規定する

厚生労働大臣が定める給付金（以下この条にお

いて「給付金」という。）の支給を受けたとき

は、給付金として支払を受けた金銭を次に掲げ

るところにより管理しなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 （苦情への対応）  （苦情への対応）

第２０条 ［略］ 第２０条 ［略］

２ 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児

童発達支援センター、児童心理治療施設及び児

童自立支援施設は、前項の必要な措置として、

苦情の公正な解決を図るために、苦情の解決に

当たって当該児童福祉施設の職員以外の者を関

与させなければならない。

２ 乳児院、児童養護施設、障害児入所施設、児

童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設

及び児童自立支援施設は、前項の必要な措置と

して、苦情の公正な解決を図るために、苦情の

解決に当たって当該児童福祉施設の職員以外の

者を関与させなければならない。

３・４ ［略］ ３・４ ［略］



   第１２章 児童心理治療施設    第１２章 情緒障害児短期治療施設

 （設備の基準）  （設備の基準）

第８９条 児童心理治療施設の設備の基準は、次

のとおりとする。

第８９条 情緒障害児短期治療施設の設備の基準

は、次のとおりとする。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 （職員）  （職員）

第９０条 児童心理治療施設には、医師、心理療

 法担当職員、児童指導員、保育士、看護師、個

 別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養士及び

 調理員を置かなければならない。ただし、調理

 業務の全部を委託する施設にあっては、調理員

 を置かないことができる。

第９０条 情緒障害児短期治療施設には、医師、

 心理療法担当職員、児童指導員、保育士、看護

 師、個別対応職員、家庭支援専門相談員、栄養

士及び調理員を置かなければならない。ただし、

 調理業務の全部を委託する施設にあっては、調

 理員を置かないことができる。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは

精神保健福祉士の資格を有する者、児童心理治

療施設において児童の指導に５年以上従事した

者又は法第１３条第３項各号のいずれかに該当

する者でなければならない。

４ 家庭支援専門相談員は、社会福祉士若しくは

精神保健福祉士の資格を有する者、情緒障害児

短期治療施設において児童の指導に５年以上従

事した者又は法第１３条第３項各号のいずれか

に該当する者でなければならない。

５・６ ［略］ ５・６ ［略］

 （児童心理治療施設の長の資格等）  （情緒障害児短期治療施設の長の資格等）

第９１条 児童心理治療施設の長は、次の各号の

いずれかに該当し、かつ、児童福祉施設省令第

７４条第１項に規定する厚生労働大臣が指定す

る者が行う児童心理治療施設の運営に関し必要

な知識を習得させるための研修を受けた者であ

って、人格が高潔で識見が高く、児童心理治療

施設を適切に運営する能力を有するものでなけ

ればならない。

第９１条 情緒障害児短期治療施設の長は、次の

各号のいずれかに該当し、かつ、児童福祉施設

省令第７４条第１項に規定する厚生労働大臣が

指定する者が行う情緒障害児短期治療施設の運

営に関し必要な知識を習得させるための研修を

受けた者であって、人格が高潔で識見が高く、

情緒障害児短期治療施設を適切に運営する能力

を有するものでなければならない。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 児童心理治療施設の職員として３年以上勤

務した者

 情緒障害児短期治療施設の職員として３年

以上勤務した者

 ［略］  ［略］

２ 児童心理治療施設の長は、２年に１回以上、

その資質の向上のための児童福祉施設省令第７

４条第２項に規定する厚生労働大臣が指定する

者が行う研修を受けなければならない。ただし、

 やむを得ない理由があるときは、この限りでな

い。

２ 情緒障害児短期治療施設の長は、２年に１回

以上、その資質の向上のための児童福祉施設省

令第７４条第２項に規定する厚生労働大臣が指

定する者が行う研修を受けなければならない。

ただし、やむを得ない理由があるときは、この

限りでない。

 （心理療法、生活指導及び家庭環境の調整）  （心理療法、生活指導及び家庭環境の調整）

第９２条 児童心理治療施設における心理療法及

び生活指導は、児童の社会的適応能力の回復を

図り、児童が、当該児童心理治療施設を退所し

た後、健全な社会生活を営むことができるよう

第９２条 情緒障害児短期治療施設における心理

療法及び生活指導は、児童の社会的適応能力の

回復を図り、児童が、当該情緒障害児短期治療

施設を退所した後、健全な社会生活を営むこと



にすることを目的として行わなければならない。 ができるようにすることを目的として行わなけ

ればならない。

２ 児童心理治療施設における家庭環境の調整は、

 児童の保護者に当該児童の状態及び能力を説明

するとともに、当該児童の家庭の状況に応じ、

親子関係の再構築等が図られるように行わなけ

ればならない。

２ 情緒障害児短期治療施設における家庭環境の

調整は、児童の保護者に当該児童の状態及び能

力を説明するとともに、当該児童の家庭の状況

に応じ、親子関係の再構築等が図られるように

行わなければならない。

 （自立支援計画の策定）  （自立支援計画の策定）

第９３条 児童心理治療施設の長は、前条第１項

に規定する目的を達成するため、入所中の個々

の児童について、当該児童やその家庭の状況等

を勘案して、その自立を支援するための計画を

策定しなければならない。

第９３条 情緒障害児短期治療施設の長は、前条

第１項に規定する目的を達成するため、入所中

の個々の児童について、当該児童やその家庭の

状況等を勘案して、その自立を支援するための

計画を策定しなければならない。

 （業務の質の評価等）  （業務の質の評価等）

第９４条 児童心理治療施設は、法第４３条の２

に規定する業務の質の評価を自ら行うとともに、

 定期的に外部の者による評価を受けて、それら

の結果を公表し、常にその改善を図らなければ

ならない。

第９４条 情緒障害児短期治療施設は、法第４３

条の２に規定する業務の質の評価を自ら行うと

ともに、定期的に外部の者による評価を受けて、

 それらの結果を公表し、常にその改善を図らな

ければならない。

 （児童と起居を共にする職員）  （児童と起居を共にする職員）

第９５条 児童心理治療施設における児童と起居

を共にする職員については、第６３条の規定を

準用する。

第９５条 情緒障害児短期治療施設における児童

と起居を共にする職員については、第６３条の

規定を準用する。

 （関係機関との連携）  （関係機関との連携）

第９６条 児童心理治療施設の長は、児童の通学

する学校及び児童相談所並びに必要に応じ児童

家庭支援センター、児童委員、保健所、保健セ

ンター等関係機関と密接に連携して児童の指導

及び家庭環境の調整に当たらなければならない。

第９６条 情緒障害児短期治療施設の長は、児童

の通学する学校及び児童相談所並びに必要に応

じ児童家庭支援センター、児童委員、保健所、

保健センター等関係機関と密接に連携して児童

の指導及び家庭環境の調整に当たらなければな

らない。

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。

 （家庭支援専門相談員の要件に関する経過措置）

２ この条例の施行前に、この条例による改正前のさいたま市児童福祉施設の設備及

び運営の基準に関する条例第９０条第４項に規定する情緒障害児短期治療施設にお

いて児童の指導に従事した者については、この条例による改正後のさいたま市児童

福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第９０条第４項に規定する児童心理治



療施設において児童の指導に従事した者とみなす。

 （児童心理治療施設の長の要件に関する経過措置）

３ この条例の施行前に、この条例による改正前のさいたま市児童福祉施設の設備及

び運営の基準に関する条例第９１条第１項第３号に規定する情緒障害児短期治療施

設の職員として勤務した者については、この条例による改正後のさいたま市児童福

祉施設の設備及び運営の基準に関する条例第９１条第１項第３号に規定する児童心

理治療施設の職員として勤務した者とみなす。



さいたま市条例第４５号 

   さいたま市立学校設置条例及びさいたま市図書館条例の一部を改正する条例

 （さいたま市立学校設置条例の一部改正） 

第１条 さいたま市立学校設置条例（平成１３年さいたま市条例第１１３号）の一部

を次のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

別表（第２条関係） 

小学校 

名 称 位 置 

［略］ 

さいたま市立美園小

学校 

さいたま市緑区美園

５丁目３３番地 

別表（第２条関係） 

小学校 

名 称 位 置 

［略］ 

さいたま市立美園小

学校 

さいたま市緑区大字

大門４３５９番地 

［略］ ［略］ 

 （さいたま市図書館条例の一部改正）

第２条 さいたま市図書館条例（平成１３年さいたま市条例第１２３号）の一部を次

のように改正する。

  次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を

当該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

（名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名 称 位 置 

（名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとす

る。 

名 称 位 置 



［略］ 

さいたま市立美園図

書館 

さいたま市緑区美園

４丁目１９番地１ 

［略］ 

さいたま市立美園図

書館 

さいたま市緑区大字

下野田６５５番地 

２ ［略］ ２ ［略］ 

附 則

この条例は、公布の日から施行する。



さいたま市条例第４６号 

さいたま市立小学校における教員の指導の事実等に関する第三者調査委員会条

例を廃止する条例 

 さいたま市立小学校における教員の指導の事実等に関する第三者調査委員会条例（

平成２６年さいたま市条例第８１号）は、廃止する。 

附  則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による廃止前のさいたま市立小学校における教員の指導の事実等に関す

る第三者調査委員会条例に規定する委員であった者に係る同条例第６条に規定する

守秘義務については、なお従前の例による。 
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さいたま市条例第４３号 

さいたま市市税条例の一部を改正する条例

さいたま市市税条例（平成１３年さいたま市条例第６７号）の一部を次のように改

正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

 （所得割の課税標準）  （所得割の課税標準）

第１９条 ［略］ 第１９条 ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた

年の翌年の４月１日の属する年度分の特定配当等

申告書（市民税の納税通知書が送達される時まで

に提出された次に掲げる申告書をいう。以下この

項において同じ。）に特定配当等に係る所得の明

細に関する事項その他施行規則に定める事項の記

載があるとき（特定配当等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。）は、当該特定配当等に係る

所得の金額については、適用しない。ただし、第

１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書が

いずれも提出された場合におけるこれらの申告書

に記載された事項その他の事情を勘案して、この

項の規定を適用しないことが適当であると市長が

認めるときは、この限りでない。

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた

年の翌年の４月１日の属する年度分の第２８条第

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２９条

第１項の確定申告書を含む。）に特定配当等に係

る所得の明細に関する事項その他施行規則に定め

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。）は、当該特定配当

等に係る所得の金額については、適用しない。

 第２８条第１項の規定による申告書

 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項

の規定により前号に掲げる申告書が提出された

ものとみなされる場合における当該確定申告書

に限る。）

５ ［略］ ５ ［略］

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る

所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分

の特定株式等譲渡所得金額申告書（市民税の納税

通知書が送達される時までに提出された次に掲げ

る申告書をいう。以下この項において同じ。）に

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関す

る事項その他施行規則に定める事項の記載がある

とき（特定株式等譲渡所得金額申告書にその記載

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額に係る

所得が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分

の第２８条第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２９条第１項の確定申告書を含む。）に特

定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する

事項その他施行規則に定める事項の記載があると
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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。）は、当該特定株式等譲

渡所得金額に係る所得の金額については、適用し

ない。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号

に掲げる申告書がいずれも提出された場合におけ

るこれらの申告書に記載された事項その他の事情

を勘案して、この項の規定を適用しないことが適

当であると市長が認めるときは、この限りでない。

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。）は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の金額については、適用しない。

 第２８条第１項の規定による申告書

 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項

の規定により前号に掲げる申告書が提出された

ものとみなされる場合における当該確定申告書

に限る。）

（所得割の税率） （所得割の税率）

第２１条 所得割の額は、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の合計額に、１

００分の８を乗じて得た金額とする。

第２１条 所得割の額は、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の合計額に、１

００分の６を乗じて得た金額とする。

２ ［略］ ２ ［略］

 （調整控除）  （調整控除）

第２４条 所得割の納税義務者については、その者

の第２１条の規定による所得割の額から、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

金額を控除する。

第２４条 所得割の納税義務者については、その者

の第２１条の規定による所得割の額から、次の各

号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める

金額を控除する。

 当該納税義務者の第２１条第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

林所得金額の合計額（以下この条において「合

計課税所得金額」という。）が２００万円以下

である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少

ない金額の１００分の４に相当する金額

 当該納税義務者の第２１条第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

林所得金額の合計額（以下この条において「合

計課税所得金額」という。）が２００万円以下

である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少

ない金額の１００分の３に相当する金額

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 当該納税義務者の合計課税所得金額が２００

万円を超える場合 アに掲げる金額からイに掲

げる金額を控除した金額（当該金額が５万円を

下回る場合には、５万円とする。）の１００分

の４に相当する金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額が２００

万円を超える場合 アに掲げる金額からイに掲

げる金額を控除した金額（当該金額が５万円を

下回る場合には、５万円とする。）の１００分

の３に相当する金額

  ア・イ ［略］   ア・イ ［略］

 （寄附金税額控除）  （寄附金税額控除）

第２４条の２ 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８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円を超える場合には、当該１００分の８

第２４条の２ 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っては、当該１００
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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。）を当該納

税義務者の第２１条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。

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２１条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。

  ～  ［略］   ～  ［略］

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）  （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第２５条の２ 所得割の納税義務者が、第１９条第

４項に規定する特定配当等申告書に記載した特定

配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特

定配当等の額について法第２章第１節第５款の規

定により配当割額を課された場合又は同条第６項

に規定する特定株式等譲渡所得金額申告書に記載

した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の

計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額につ

いて同節第６款の規定により株式等譲渡所得割額

を課された場合には、当該配当割額又は当該株式

等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、

第２１条及び前３条の規定を適用した場合の所得

割の額から控除する。

第２５条の２ 所得割の納税義務者が、第１９条第

４項の申告書に記載した特定配当等に係る所得の

金額の計算の基礎となった特定配当等の額につい

て法第２章第１節第５款の規定により配当割額を

課された場合又は同条第６項の申告書に記載した

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算

の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について

法第２章第１節第６款の規定により株式等譲渡所

得割額を課された場合には、当該配当割額又は当

該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金

額を、第２１条及び前３条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］

 （法人の市民税の申告納付）  （法人の市民税の申告納付）

第４５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１

９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

定により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

書により納付しなければならない。

第４５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１

９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

定により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 法の施行地に本店若しくは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、法第３２

１条の８第２４項に規定する外国の法人税等を課

された場合には、同項及び令第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。

２ 法の施行地に本店若しくは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、法第３２

１条の８第２４項に規定する外国の法人税等を課

された場合においては、同項及び令第４８条の１

３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項に規定する申告書（

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

には、当該税金に係る同条第１項、第２項、第４

項又は第１９項に規定する納期限（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。

３ 法第３２１条の８第２２項に規定する申告書（

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項に規定する納期限（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
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第５項第１号において同じ。）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において、当該申告書

がその提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

当する延滞金額を加算して施行規則第２２号の４

様式による納付書により納付しなければならない。

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

合において、当該申告書がその提出期限前に提出

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額を加算し

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。

４ ［略］ ４ ［略］

５ 第３項の場合において、法第３２１条の８第２

２項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当該

修正申告書に係る市民税について同条第１項、第

２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以

下この項において「当初申告書」という。）が提

出されており、かつ、当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額を減少させる更正（これに類す

るものを含む。以下この項において「減額更正」

という。）があった後に、当該修正申告書が提出

されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）について

は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間（

詐偽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項若しくは第３項の規

定による更正があるべきことを予知して提出した

修正申告書に係る市民税又は令第４８条の１６の

２第３項に規定する市民税にあっては、第１号に

掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎とな

る期間から控除する。

５ 第３項の場合において、法第３２１条の８第２

２項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当該

修正申告書に係る市民税について同条第１項、第

２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以

下この項において「当初申告書」という。）が提

出されており、かつ、当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額を減少させる更正（これに類す

るものを含む。以下この項において「減額更正」

という。）があった後に、当該修正申告書が提出

されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）について

は、次に掲げる期間（詐偽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

項若しくは第３項の規定による更正があるべきこ

とを予知して提出した修正申告書に係る市民税又

は令第４８条の１６の２第３項に規定する市民税

にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延

滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

  ・  ［略］   ・  ［略］

６ 法人税法第７４条第１項又は第１４４条の６第

１項の規定により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１４４条の８において準用する場合を含む。以

下この項及び第４８条第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７

５条の２第９項（同法第１４４条の８において準

用する場合を含む。以下この項において同じ。）

の規定の適用がある場合には、同法第７５条の２

第９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８条の規定を適用することができ

る。

６ 法人税法第７４条第１項又は第１４４条の６第

１項の規定により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１４４条の８において準用する場合を含む。以

下この項及び第４８条第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７

５条の２第７項（同法第１４４条の８において準

用する場合を含む。以下この項において同じ。）

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８条の規定を適用することができ

る。

７ 法人税法第８１条の２２第１項の規定により法 ７ 法人税法第８１条の２２第１項の規定によって
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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条第１２号の７の７に規定する

連結完全支配関係をいう。第４６条第３項及び第

４８条第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に規定する連結子法人

をいう。第４６条第３項及び第４８条第２項にお

いて同じ。）（連結申告法人（同法第２条第１６

号に規定する連結申告法人をいう。第４８条第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

告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間に

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は、当該連結

法人税額について同法第８１条の２４第１項の規

定の適用がないものとみなして、第８条の規定を

適用することができる。

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条第１２号の７の７に規定す

る連結完全支配関係をいう。第４６条第３項及び

第４８条第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に規定する連結子法

人をいう。第４６条第３項及び第４８条第２項に

おいて同じ。）（連結申告法人（同法第２条第１

６号に規定する連結申告法人をいう。第４８条第

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

申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間

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は、当該連

結法人税額について同法第８１条の２４第１項の

規定の適用がないものとみなして、第８条の規定

を適用することができる。

 （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）  （法人の市民税に係る不足税額の納付の手続）

第４６条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条

の１２の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

は、当該不足税額を当該通知書の指定する期限ま

でに、施行規則第２２号の４様式による納付書に

より納付しなければならない。

第４６条 法人の市民税の納税者は、法第３２１条

の１２の規定に基づく納付の告知を受けた場合に

おいては、当該不足税額を当該通知書の指定する

期限までに、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 前項の場合においては、その不足税額に法第３

２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項

に規定する納期限（同条第２３項の申告納付に係

る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条

第１項、第２項又は第４項に規定する納期限とし、

納期限の延長があった場合には、その延長された

納期限とする。第４項第１号において同じ。）の

翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年１

４．６パーセント（前項に規定する納期限までの

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。

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第３

２１条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項

に規定する納期限（同条第２３項の申告納付に係

る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条

第１項、第２項又は第４項に規定する納期限とし、

納期限の延長があった場合には、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、年１４．６パーセント（前項に規

定する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 ［略］ ３ ［略］

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加

させる更正（これに類するものを含む。以下この

項において「増額更正」という。）があったとき

（当該増額更正に係る市民税について法第３２１

条の８第１項、第２項、第４項又は第１９項に規

定する申告書（以下この項において「当初申告書

」という。）が提出されており、かつ、当該当初

申告書の提出により納付すべき税額を減少させる

更正（これに類するものを含む。以下この項にお

いて「減額更正」という。）があった後に、当該

４ 第２項の場合において、法第３２１条の８第２

２項に規定する申告書（以下この項において「修

正申告書」という。）の提出があったとき（当該

修正申告書に係る市民税について同条第１項、第

２項、第４項又は第１９項に規定する申告書（以

下この項において「当初申告書」という。）が提

出されており、かつ、当該当初申告書の提出によ

り納付すべき税額を減少させる更正（これに類す

るものを含む。以下この項において「減額更正」

という。）があった後に、当該修正申告書が提出
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増額更正があったときに限る。）は、当該増額更

正により納付すべき税額（当該当初申告書に係る

税額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達

するまでの部分に相当する税額に限る。）につい

ては、前項の規定にかかわらず、次に掲げる期間

（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法

人についてされた当該増額更正により納付すべき

市民税又は令第４８条の１５の５第４項に規定す

る市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。

）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出

により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税

額（還付金の額に相当する税額を含む。）に達す

るまでの部分に相当する税額に限る。）について

は、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為によ

り市民税を免れた法人が提出した修正申告書に係

る市民税又は令第４８条の１５の５第３項に規定

する市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限

る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除

する。

 ［略］  ［略］

 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正

が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更

正によるものを除く。）である場合又は法人税

に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づく

ものに限る。）によるものである場合には、当

該減額更正の通知をした日の翌日から起算して

１年を経過する日）の翌日から当該増額更正の

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

 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正

が、更正の請求に基づくもの（法人税に係る更

正によるものを除く。）である場合又は法人税

に係る更正（法人税に係る更正の請求に基づく

ものに限る。）によるものである場合には、当

該減額更正の通知をした日の翌日から起算して

１年を経過する日）の翌日から当該修正申告書

に係る更正の通知をした日までの期間

 （固定資産税の課税標準）  （固定資産税の課税標準）

第６８条 ［略］ 第６８条 ［略］

２～７ ［略］ ２～７ ［略］

８ 法第３４９条の３又は第３４９条の３の４の規

定の適用を受ける固定資産に対して課する固定資

産税の課税標準は、前各項の規定にかかわらず、

法第３４９条の３又は第３４９条の３の４に定め

る額とする。

８ 法第３４９条の３の規定の適用を受ける固定資

産に対して課する固定資産税の課税標準は、前各

項の規定にかかわらず、法第３４９条の３に定め

る額とする。

９・１０ ［略］ ９・１０ ［略］

 （法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割

合）

第６８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。

法第３４９条の３第２８項 ２分の１

法第３４９条の３第２９項 ２分の１

法第３４９条の３第３０項 ２分の１

 （施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の

３の２第４項及び第５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７１条 施行規則第１５条の３第３項並びに第１

５条の３の２第４項及び第５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

第７１条 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
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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。

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。

  ・  ［略］   ・  ［略］

 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有

者の家屋に係る建物の区分所有等に関する法律

第１４条第１項から第３項までの規定による割

合

 区分所有者の住所及び氏名並びに各区分所有

者の家屋の区分所有者全員の共有に属する共用

部分に係る建物の区分所有等に関する法律第１

４条第１項から第３項までの規定による割合

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

 （法第３５２条の２第５項及び第６項の規定によ

る固定資産税額の按
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

る固定資産税額の案分の申出）

第７２条 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按分の申出は、

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７２条 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案分の申出は、

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。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 法第３５２条の２第１項の規定により按分す

る場合に用いられる割合に準じて定めた割合及

び当該割合の算定方法

 法第３５２条の２第１項の規定により案分す

る場合に用いられる割合に準じて定めた割合及

び当該割合の算定方法

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按分

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８３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３４

９条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

８３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８３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８３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日から起算して３年を経過する日を賦課期日

とする年度までの各年度とし、法第３４９条の３

の３第１項に規定する被災市街地復興推進地域（

第８３条の２において「被災市街地復興推進地域

」という。）が定められた場合（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を除く。同条

において同じ。）には、当該被災年度の翌年度か

ら被災年の１月１日から起算して４年を経過する

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案分

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８３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３４

９条の３の３第１項に規定する避難の指示等（第

８３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８３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８３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。
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日を賦課期日とする年度までの各年度とする。）

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。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 法第３５２条の２第３項の規定により按分す

る場合に用いられる割合に準じて定めた割合及

び当該割合の算定方法

 法第３５２条の２第３項の規定により案分す

る場合に用いられる割合に準じて定めた割合及

び当該割合の算定方法

３ 法第３５２条の２第７項の規定により特定被災

共用土地とみなされた法第３４９条の３の３第３

項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の

按分の申出については、前項中「同条第６項」と

あるのは「同条第７項の規定により読み替えて適

用される同条第６項」と、「特定被災共用土地納

税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者

」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項

に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用

土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地

等に対応する従前の土地である特定被災共用土地

に」として、前項の規定を適用する。

３ 法第３５２条の２第７項の規定により特定被災

共用土地とみなされた法第３４９条の３の３第３

項に規定する特定仮換地等に係る固定資産税額の

案分の申出については、前項中「同条第６項」と

あるのは「同条第７項の規定により読み替えて適

用される同条第６項」と、「特定被災共用土地納

税義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者

」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「次項

に規定する特定仮換地等の」と、「特定被災共用

土地に」とあるのは「次項に規定する特定仮換地

等に対応する従前の土地である特定被災共用土地

に」として、前項の規定を適用する。

４ ［略］ ４ ［略］

 （被災住宅用地の申告）  （被災住宅用地の申告）

第８３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日から起算して３年を経過する

日を賦課期日とする年度までの各年度とし、被災

市街地復興推進地域が定められた場合には、当該

被災年度の翌年度から被災年の１月１日から起算

して４年を経過する日を賦課期日とする年度まで

の各年度とする。）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８３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。

  ～  ［略］   ～  ［略］

２ 法第３４９条の３の３第１項の規定の適用を受

ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度

分（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日から起算して３年を経過

する日を賦課期日とする年度までの各年度分とし、

被災市街地復興推進地域が定められた場合には、

２ 法第３４９条の３の３第１項の規定の適用を受

ける土地に係る被災年度の翌年度分又は翌々年度

分（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分）の固定資産

税については、前条の規定は、適用しない。
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当該被災年度の翌年度から被災年の１月１日から

起算して４年を経過する日を賦課期日とする年度

までの各年度分とする。）の固定資産税について

は、前条の規定は、適用しない。

 （事業所税の賦課徴収に関する申告の義務）  （事業所税の賦課徴収に関する申告の義務）

第１４８条 ［略］ 第１４８条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 前２項の規定により申告をした事項に異動が生

じた場合においては、その異動が生じた日から１

月以内にその旨その他必要な事項を市長に申告し

なければならない。

３ 前項の規定により申告をした事項に異動が生じ

た場合においては、その異動が生じた日から１月

以内にその旨その他必要な事項を市長に申告しな

ければならない。

   附 則    附 則

 （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等）  （個人の市民税の所得割の非課税の範囲等）

第１１条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者

のうち、その者の前年の所得について第１９条の

規定により算定した総所得金額、退職所得金額及

び山林所得金額の合計額が、３５万円にその者の

同一生計配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数

を乗じて得た金額（その者が同一生計配偶者又は

扶養親族を有する場合には、当該金額に３２万円

を加算した金額）以下であるものに対しては、第

１４条第１項の規定にかかわらず、市民税の所得

割（分離課税に係る所得割を除く。）を課さない。

第１１条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者

のうち、その者の前年の所得について第１９条の

規定により算定した総所得金額、退職所得金額及

び山林所得金額の合計額が、３５万円にその者の

控除対象配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数

を乗じて得た金額（その者が控除対象配偶者又は

扶養親族を有する場合には、当該金額に３２万円

を加算した金額）以下であるものに対しては、第

１４条第１項の規定にかかわらず、市民税の所得

割（分離課税に係る所得割を除く。）を課さない。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

 （読替規定）  （読替規定）

第１８条 法附則第１５条から第１５条の３の２ま

での規定の適用がある各年度分の固定資産税に限

り、第６８条第８項中「又は第３４９条の３の４

」とあるのは、「若しくは第３４９条の３の４又

は法附則第１５条から第１５条の３の２まで」と

する。

第１８条 法附則第１５条、第１５条の２又は第１

５条の３の規定の適用がある各年度分の固定資産

税に限り、第６８条第８項中「法第３４９条の３

」とあるのは「法第３４９条の３又は法附則第１

５条、第１５条の２若しくは第１５条の３」とす

る。

 （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１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。

第１８条の２ 次の表の左欄に掲げる規定に規定す

る市町村の条例で定める割合は、それぞれ同表の

右欄に定めるものとする。

 ［略］

法附則第１５条第２９項  ［略］

法附則第１５条第３０項

法附則第１５条第３２項第１号

法附則第１５条第３２項第２号  ［略］

法附則第１５条第３７項  ［略］

 ［略］

法附則第１５条第３０項  ［略］

法附則第１５条第３１項

法附則第１５条第３３項第１号

法附則第１５条第３３項第２号  ［略］

法附則第１５条第３６項 ３分の２

法附則第１５条第３９項  ［略］

法附則第１５条第４０項 ４分の３
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法附則第１５条第３９項  ［略］

法附則第１５条第４４項 ２分の１

法附則第１５条第４５項 ３分の２

 ［略］

法附則第１５条第４２項  ［略］

 ［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１９条 ［略］ 第１９条 ［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３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、かつ、施行規則附則

第７条第２項に掲げる書類を添付した申告書を市

長に提出しなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

３ 法附則第１５条の８第１項又は第２項の貸家住

宅の敷地の用に供する土地について、令附則第１

２条第９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に施行規則附則

第７条第４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。

３ 法附則第１５条の８第１項又は第２項の貸家住

宅の敷地の用に供する土地について、令附則第１

２条第９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、施行規則附則第

７条第３項各号に掲げる書類を添付した申告書を

市長に提出しなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

４ ［略］ ４ ［略］

５ 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

げる事項を記載した申告書に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１号ロに規定する補助を受けて

いる旨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。

５ 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。

  ～  ［略］   ～  ［略］

６ 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。

６ 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。

 ［略］  ［略］

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面

積並びに令附則第１２条第２４項において準用

する同条第１７項に規定する従前の権利に対応

する部分の床面積

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面

積並びに令附則第１２条第２２項の規定により

読み替えて適用される同条第１７項に規定する

従前の権利に対応する部分の床面積

 ［略］  ［略］

７ 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

７ 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
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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

２６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。

した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載し、

かつ、当該耐震改修に要した費用を証する書類及

び当該耐震改修後の家屋が令附則第１２条第２４

項に規定する基準を満たすことを証する書類を添

付した申告書を市長に提出しなければならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

８ 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、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者

等居住改修専有部分に係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。

８ 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、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者

等居住改修専有部分に係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、かつ、施行規則附則第７条第８項各号に掲げ

る書類を添付した申告書を市長に提出しなければ

ならない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 令附則第１２条第３０項に掲げる者に該当す

る者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいず

れに該当するかの別

 令附則第１２条第２８項に掲げる者に該当す

る者の住所、氏名及び当該者が同項各号のいず

れに該当するかの別

 ［略］  ［略］

 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則

第１２条第３１項に規定する補助金等、居宅介

護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

 居住安全改修工事に要した費用並びに令附則

第１２条第２９項に規定する補助金等、居宅介

護住宅改修費及び介護予防住宅改修費

 ［略］  ［略］

９ 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、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止

改修専有部分に係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。

９ 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、当該熱損失防止改修住宅又は当該熱損失防止

改修専有部分に係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、

かつ、施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付した申告書を市長に提出しなければなら

ない。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則

第１２条第３８項に規定する補助金等

 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則

第１２条第３６項に規定する補助金等

 ［略］  ［略］

１０ 法附則第１５条の９の２第１項に規定する特

定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、当該特定耐震基準適合住

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施行規則附則

第７条第１１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。

 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

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面

  積

 家屋の建築年月日及び登記年月日
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 耐震改修が完了した年月日

 耐震改修に要した費用

 耐震改修が完了した日から３月を経過した後

に申告書を提出する場合には、３月以内に提出

することができなかった理由

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特

定熱損失防止改修住宅又は同条第５項に規定する

特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これ

らの規定の適用を受けようとする者は、法附則第

１５条の９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１２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。

 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

ない者にあっては、住所及び氏名又は名称）

 家屋の所在、家屋番号、種類、床面積及び人

の居住の用に供する部分の床面積

 家屋の建築年月日及び登記年月日

 熱損失防止改修工事が完了した年月日

 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則

第１２条第３８項に規定する補助金等

 熱損失防止改修工事が完了した日から３月を

経過した後に申告書を提出する場合には、３月

以内に提出することができなかった理由

１２ 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１４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２６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。

１０ 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。

  ～  ［略］   ～  ［略］

 施行規則附則第７条第１４項に規定する補助

の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修に要した費用

 施行規則附則第７条第１１項に規定する補助

の算定の基礎となった当該耐震基準適合家屋に

係る耐震改修に要した費用

 ［略］  ［略］

（軽自動車税の税率の特例） （軽自動車税の税率の特例）

第３２条 ［略］ 第３２条 ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

３ 法附則第３０条第４項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用い

るものに限る。以下この条（第５項を除く。）に

３ 法附則第３０条第４項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（ガソリンを内燃機関の燃料として用い

るものに限る。次項において同じ。）に対する第
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おいて同じ。）に対する第９１条の規定の適用に

ついては、当該軽自動車が平成２８年４月１日か

ら平成２９年３月３１日までの間に初回車両番号

指定を受けた場合には、平成２９年度分の軽自動

車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げ

る字句とする。

９１条の規定の適用については、当該軽自動車が

平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には、平

成２９年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄

に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

 ［略］  ［略］ 

４ ［略］ ４ ［略］

５ 法附則第３０条第６項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第９１条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成２９年４月１日から平成

３０年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が平成３０年４月１日から平成

３１年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３１年度分の軽自動車税に限

り、第２項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

６ 法附則第３０条第７項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車に対する第９１条の規定の適用について

は、当該軽自動車が平成２９年４月１日から平成

３０年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３０年度分の軽自動車税に限

り、当該軽自動車が平成３０年４月１日から平成

３１年３月３１日までの間に初回車両番号指定を

受けた場合には平成３１年度分の軽自動車税に限

り、第３項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

７ 法附則第３０条第８項各号に掲げる３輪以上の

軽自動車（前項の規定の適用を受けるものを除く。

）に対する第９１条の規定の適用については、当

該軽自動車が平成２９年４月１日から平成３０年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成３０年度分の軽自動車税に限り、当

該軽自動車が平成３０年４月１日から平成３１年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた

場合には平成３１年度分の軽自動車税に限り、第

４項の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。

 （軽自動車税の賦課徴収の特例）  （軽自動車税の賦課徴収の特例）

第３２条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から第７項

までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に

該当するかどうかの判断をするときは、国土交通

大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において

第３２条の２ 市長は、軽自動車税の賦課徴収に関

し、３輪以上の軽自動車が前条第２項から第４項

までの規定の適用を受ける３輪以上の軽自動車に

該当するかどうかの判断をするときは、国土交通

大臣の認定等（法附則第３０条の２第１項に規定

する国土交通大臣の認定等をいう。次項において
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同じ。）に基づき当該判断をするものとする。 同じ。）に基づき当該判断をするものとする。

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

 （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例）

 （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課

税の特例）

第３６条の２ 当分の間、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８条の４第１項

に規定する上場株式等の配当等（以下この項にお

いて「上場株式等の配当等」という。）を有する

場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所

得及び配当所得については、第１９条第１項及び

第２項並びに第２１条の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等

に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として

令附則第１６条の２の１１第３項で定めるところ

により計算した金額（以下この項において「上場

株式等に係る配当所得等の金額」という。）に対

し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額（上

場株式等に係る配当所得等の金額（第３項第１号

の規定により読み替えて適用される第２０条の規

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４に相当する金額に相当す

る市民税の所得割を課する。この場合において、

当該上場株式等の配当等に係る配当所得について

は、附則第１５条第１項の規定は、適用しない。

第３６条の２ 当分の間、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８条の４第１項

に規定する上場株式等の配当等（以下この項にお

いて「上場株式等の配当等」という。）を有する

場合には、当該上場株式等の配当等に係る利子所

得及び配当所得については、第１９条第１項及び

第２項並びに第２１条の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、前年中の当該上場株式等の配当等

に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として

令附則第１６条の２の１１第３項で定めるところ

により計算した金額（以下この項において「上場

株式等に係る配当所得等の金額」という。）に対

し、上場株式等に係る課税配当所得等の金額（上

場株式等に係る配当所得等の金額（第３項第１号

の規定により読み替えて適用される第２０条の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）を

いう。）の１００分の３に相当する金額に相当す

る市民税の所得割を課する。この場合において、

当該上場株式等の配当等に係る配当所得について

は、附則第１５条第１項の規定は、適用しない。

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４

第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下

この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所

得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等

の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する

年度分の市民税について特定上場株式等の配当等

に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けよ

うとする旨の記載のある第１９条第４項に規定す

る特定配当等申告書を提出した場合（次に掲げる

場合を除く。）に限り適用するものとし、市民税

の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべ

き特定上場株式等の配当等に係る配当所得につい

て同条第１項及び第２項並びに第２１条の規定の

適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中

に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等

に係る配当所得について、前項の規定は、適用し

ない。

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４

第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下

この項において「特定上場株式等の配当等」とい

う。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所

得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等

の支払を受けるべき年の翌年の４月１日の属する

年度分の市民税について特定上場株式等の配当等

に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けよ

うとする旨の記載のある第１９条第４項に規定す

る申告書を提出した場合に限り適用するものとし、

市民税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受

けるべき特定上場株式等の配当等に係る配当所得

について同条第１項及び第２項並びに第２１条の

規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が

前年中に支払を受けるべき他の特定上場株式等の

配当等に係る配当所得について、前項の規定は、

適用しない。

 第１９条第４項ただし書の規定の適用がある

場合

 第１９条第４項第１号に掲げる申告書及び同

項第２号に掲げる申告書がいずれも提出された

場合におけるこれらの申告書に記載された事項

その他の事情を勘案して、前項の規定を適用し

ないことが適当であると市長が認めるとき。

３ ［略］ ３ ［略］
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 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の

課税の特例）

 （土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税の

課税の特例）

第３７条 市民税の所得割の納税義務者が前年中に

租税特別措置法第２８条の４第１項に規定する事

業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、

当該事業所得及び雑所得については、第１９条及

び第２１条の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額（法

附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額をいう。以下この項において同

じ。）に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多

い金額に相当する市民税の所得割を課する。

第３７条 市民税の所得割の納税義務者が前年中に

租税特別措置法第２８条の４第１項に規定する事

業所得又は雑所得を有する場合には、当分の間、

当該事業所得及び雑所得については、第１９条及

び第２１条の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、前年中の土地等に係る事業所得等の金額（法

附則第３３条の３第５項に規定する土地等に係る

事業所得等の金額をいう。以下この項において同

じ。）に対し、次に掲げる金額のうちいずれか多

い金額に相当する市民税の所得割を課する。

 土地等に係る事業所得等の金額（第３項第１

号の規定により読み替えて適用される第２０条

の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額。次号において「土地等に係る課税事業所得

等の金額」という。）の１００分の９．６に相

当する金額

 土地等に係る事業所得等の金額（第３項第１

号の規定により読み替えて適用される第２０条

の規定の適用がある場合には、その適用後の金

額。次号において「土地等に係る課税事業所得

等の金額」という。）の１００分の７．２に相

当する金額

 ［略］  ［略］

２～４ ［略］ ２～４ ［略］

 （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

 ）

 （長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

 ）

第３８条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３１条第１項に規定する譲渡

所得を有する場合には、当該譲渡所得については、

第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対

し、長期譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項又は第３６条の規定に該当す

る場合には、これらの規定の適用により同法第３

１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額とし、これらの金額に

つき第３項第１号の規定により読み替えて適用さ

れる第２０条の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」と

いう。）の１００分の４に相当する金額に相当す

る市民税の所得割を課する。

第３８条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３１条第１項に規定する譲渡

所得を有する場合には、当該譲渡所得については、

第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、他の

所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の金額に対

し、長期譲渡所得の金額（同法第３３条の４第１

項若しくは第２項、第３４条第１項、第３４条の

２第１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項、

第３５条の２第１項又は第３６条の規定に該当す

る場合には、これらの規定の適用により同法第３

１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額とし、これらの金額に

つき第３項第１号の規定により読み替えて適用さ

れる第２０条の規定の適用がある場合には、その

適用後の金額。以下「課税長期譲渡所得金額」と

いう。）の１００分の３に相当する金額に相当す

る市民税の所得割を課する。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例）

 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した

場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例）

第３９条 昭和６３年度から平成３２年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項

に規定する土地等をいう。以下この条において同

じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下

第３９条 昭和６３年度から平成２９年度までの各

年度分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務

者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の基

因となる土地等（租税特別措置法第３１条第１項

に規定する土地等をいう。以下この条において同

じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下
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この条において同じ。）をした場合において、当

該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３

４条の２第１項に規定する優良住宅地等のための

譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第１

項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受け

る譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る

課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所

得割の額は、前条第１項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める金額に相当する額とする。

この条において同じ。）をした場合において、当

該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第３

４条の２第４項に規定する優良住宅地等のための

譲渡をいう。）に該当するときにおける前条第１

項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受け

る譲渡所得を除く。以下この条において同じ。）

に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民

税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め

る金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円以下

である場合 当該課税長期譲渡所得金額の１０

０分の３．２に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円以下

である場合 当該課税長期譲渡所得金額の１０

０分の２．４に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円を超

える場合 次に掲げる金額の合計額

 課税長期譲渡所得金額が２，０００万円を超

える場合 次に掲げる金額の合計額

  ア ６４万円   ア ４８万円

  イ 当該課税長期譲渡所得金額から２，０００

万円を控除した金額の１００分の４に相当す

る金額

  イ 当該課税長期譲渡所得金額から２，０００

万円を控除した金額の１００分の３に相当す

る金額

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成３２年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための

譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定

優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下こ

の項において同じ。）に該当するときにおける前

条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡

所得金額に対して課する市民税の所得割について

準用する。この場合において、当該譲渡が法附則

第３４条の２第１０項の規定に該当することとな

るときは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地の

ための譲渡ではなかったものとみなす。

２ 前項の規定は、昭和６３年度から平成２９年度

までの各年度分の個人の市民税に限り、所得割の

納税義務者が前年中に前条第１項に規定する譲渡

所得の基因となる土地等の譲渡をした場合におい

て、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための

譲渡（法附則第３４条の２第５項に規定する確定

優良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下こ

の項において同じ。）に該当するときにおける前

条第１項に規定する譲渡所得に係る課税長期譲渡

所得金額に対して課する市民税の所得割について

準用する。この場合において、当該譲渡が法附則

第３４条の２第９項の規定に該当することとなる

場合においては、当該譲渡は確定優良住宅地等予

定地のための譲渡ではなかったものとみなす。

３ ［略］ ３ ［略］

 （居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る個人の市民税の課税の特例）

 （居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る個人の市民税の課税の特例）

第４０条 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３１条の３第１項に規定する譲

渡所得を有する場合には、当該譲渡所得について

は、附則第３８条第１項の規定により当該譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民

税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める金額に相当する額とする。

第４０条 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３１条の３第１項に規定する譲

渡所得を有する場合には、当該譲渡所得について

は、附則第３８条第１項の規定により当該譲渡所

得に係る課税長期譲渡所得金額に対し課する市民

税の所得割の額は、同項の規定にかかわらず、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定め

る金額に相当する額とする。

 課税長期譲渡所得金額が６，０００万円以下

である場合 当該課税長期譲渡所得金額の１０

０分の３．２に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が６，０００万円以下

である場合 当該課税長期譲渡所得金額の１０

０分の２．４に相当する金額

 課税長期譲渡所得金額が６，０００万円を超

える場合 次に掲げる金額の合計額

 課税長期譲渡所得金額が６，０００万円を超

える場合 次に掲げる金額の合計額

  ア １９２万円   ア １４４万円
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  イ 当該課税長期譲渡所得金額から６，０００

万円を控除した金額の１００分の４に相当す

る金額

  イ 当該課税長期譲渡所得金額から６，０００

万円を控除した金額の１００分の３に相当す

る金額

２ ［略］ ２ ［略］

 （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

 ）

 （短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例

 ）

第４１条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３２条第１項に規定する譲渡

所得（同条第２項に規定する譲渡による所得を含

む。）を有する場合には、当該譲渡所得について

は、第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額

に対し、課税短期譲渡所得金額（短期譲渡所得の

金額（同法第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定

に該当する場合には、これらの規定の適用により

同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額とし、これら

の金額につき第５項第１号の規定により読み替え

て適用される第２０条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

７．２に相当する金額に相当する市民税の所得割

を課する。

第４１条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３２条第１項に規定する譲渡

所得（同条第２項に規定する譲渡による所得を含

む。）を有する場合には、当該譲渡所得について

は、第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の短期譲渡所得の金額

に対し、課税短期譲渡所得金額（短期譲渡所得の

金額（同法第３３条の４第１項若しくは第２項、

第３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の規定

に該当する場合には、これらの規定の適用により

同法第３２条第１項に規定する短期譲渡所得の金

額から控除する金額を控除した金額とし、これら

の金額につき第５項第１号の規定により読み替え

て適用される第２０条の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）の１００分の

５．４に相当する金額に相当する市民税の所得割

を課する。

２ ［略］ ２ ［略］

３ 第１項に規定する譲渡所得で法附則第３５条第

７項に規定するものに係る第１項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の７．２」とあるの

は、「１００分の４」とする。

３ 第１項に規定する譲渡所得で法附則第３５条第

７項に規定するものに係る第１項の規定の適用に

ついては、同項中「１００分の５．４」とあるの

は、「１００分の３」とする。

４・５ ［略］ ４・５ ［略］

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例）

 （一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例）

第４２条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３７条の１０第１項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、

当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第

１９条第１項及び第２項並びに第２１条の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一

般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第

１８条第５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「一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」という。）に対し、一般株式等に係

る課税譲渡所得等の金額（一般株式等に係る譲渡

所得等の金額（次項第１号の規定により読み替え

て適用される第２０条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

４に相当する金額に相当する市民税の所得割を課

する。

第４２条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第３７条の１０第１項に規定す

る一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、

当該一般株式等に係る譲渡所得等については、第

１９条第１項及び第２項並びに第２１条の規定に

かかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該一

般株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第

１８条第５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「一般株式等に係る譲渡所

得等の金額」という。）に対し、一般株式等に係

る課税譲渡所得等の金額（一般株式等に係る譲渡

所得等の金額（次項第１号の規定により読み替え

て適用される第２０条の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額）をいう。）の１００分の

３に相当する金額に相当する市民税の所得割を課

する。

２ ［略］ ２ ［略］
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 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例）

 （上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民

税の課税の特例）

第４２条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に租税特別措置法第３７条の１１第１項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

には、当該上場株式等に係る譲渡所得等について

は、第１９条第１項及び第２項並びに第２１条の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の

当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令

附則第１８条の２第５項に定めるところにより計

算した金額（当該市民税の所得割の納税義務者が

法第２３条第１項第１７号に規定する特定株式等

譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等

譲渡所得金額」という。）に係る所得を有する場

合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額（第１９条第６項の規定により同条第５項

の規定の適用を受けないものを除く。）を除外し

て算定するものとする。以下この項において「上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に

対し、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（次項におい

て準用する前条第２項第１号の規定により読み替

えて適用される第２０条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４に相当する金額に相当する市民税の所得割を

課する。

第４２条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前

年中に租税特別措置法第３７条の１１第１項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合

には、当該上場株式等に係る譲渡所得等について

は、第１９条第１項及び第２項並びに第２１条の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の

当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額として令

附則第１８条の２第５項に定めるところにより計

算した金額（当該市民税の所得割の納税義務者が

法第２３条第１項第１７号に規定する特定株式等

譲渡所得金額（以下この項において「特定株式等

譲渡所得金額」という。）に係る所得を有する場

合には、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得

の金額（第１９条第６項の規定により同条第５項

の規定の適用を受けないものを除く。）を除外し

て算定するものとする。以下この項において「上

場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に

対し、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（次項におい

て準用する前条第２項第１号の規定により読み替

えて適用される第２０条の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額）をいう。）の１００分

の３に相当する金額に相当する市民税の所得割を

課する。

２ ［略］ ２ ［略］

 （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の

課税の特例）

 （先物取引に係る雑所得等に係る個人の市民税の

課税の特例）

第４３条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第４１条の１４第１項に規定す

る事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合に

は、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得について

は、第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、

譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第

１８条の７に定めるところにより計算した金額（

以下この項において「先物取引に係る雑所得等の

金額」という。）に対し、先物取引に係る課税雑

所得等の金額（先物取引に係る雑所得等の金額（

次項第１号の規定により読み替えて適用される第

２０条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４に相当する金

額に相当する市民税の所得割を課する。

第４３条 当分の間、所得割の納税義務者が前年中

に租税特別措置法第４１条の１４第１項に規定す

る事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合に

は、当該事業所得、譲渡所得及び雑所得について

は、第１９条及び第２１条の規定にかかわらず、

他の所得と区分し、前年中の当該事業所得の金額、

譲渡所得の金額及び雑所得の金額として令附則第

１８条の７に定めるところにより計算した金額（

以下この項において「先物取引に係る雑所得等の

金額」という。）に対し、先物取引に係る課税雑

所得等の金額（先物取引に係る雑所得等の金額（

次項第１号の規定により読み替えて適用される第

２０条の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）をいう。）の１００分の３に相当する金

額に相当する市民税の所得割を課する。

２ ［略］ ２ ［略］

 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例）

第４３条の２ 所得割の納税義務者が支払を受ける
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べき外国居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年法

律第１４４号。以下「外国居住者等所得相互免除

法」という。）第８条第２項に規定する特例適用

利子等、外国居住者等所得相互免除法第１２条第

５項に規定する特例適用利子等又は外国居住者等

所得相互免除法第１６条第２項に規定する特例適

用利子等については、第１９条及び第２１条の規

定にかかわらず、他の所得と区分し、その前年中

の外国居住者等所得相互免除法第８条第２項（外

国居住者等所得相互免除法第１２条第５項及び第

１６条第２項において準用する場合を含む。）に

規定する特例適用利子等の額（以下この項におい

て「特例適用利子等の額」という。）に対し、特

例適用利子等の額（次項第１号の規定により読み

替えられた第２０条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４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。

 第２０条の規定の適用については、同条中「

総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第４３条の２第１項に規定する特例適用利子等

の額」とする。

 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４３条の２第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第２４条の２第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第

４３条の２第１項に規定する特例適用利子等の

額」と、第２４条の２第１項前段、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第４３条の２第１項の規定による

市民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第４３条の２第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。

 第２６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４３条の２第１項に規定す

る特例適用利子等の額」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

しくは外国居住者等の所得に対する相互主義に

よる所得税等の非課税等に関する法律（昭和３

７年法律第１４４号）第７条第１０項（同法第
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１１条第８項及び第１５条第１４項において準

用する場合を含む。）に規定する特定対象利子

に係る利子所得の金額、同法第７条第１２項（

同法第１１条第９項及び第１５条第１５項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する特定対

象収益分配に係る配当所得の金額、同法第７条

第１６項（同法第１１条第１１項及び第１５条

第１７項において準用する場合を含む。）に規

定する特定対象懸賞金等に係る一時所得の金額

若しくは同法第７条第１８項（同法第１１条第

１２項及び第１５条第１８項において準用する

場合を含む。）に規定する特定対象給付補 金

等に係る雑所得等の金額」とする。

 附則第１１条の規定の適用については、同条

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第４３条の２第１項に規定す

る特例適用利子等の額」と、同条第２項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第４３条の２第１項の規定による市民税の所得

割の額」とする。

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき外国居

住者等所得相互免除法第８条第４項に規定する特

例適用配当等、外国居住者等所得相互免除法第１

２条第６項に規定する特例適用配当等又は外国居

住者等所得相互免除法第１６条第３項に規定する

特例適用配当等（次項において「特例適用配当等

」という。）については、第１９条第３項及び第

４項の規定は適用しない。この場合において、当

該特例適用配当等については、同条及び第２１条

の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その前

年中の外国居住者等所得相互免除法第８条第４項

（外国居住者等所得相互免除法第１２条第６項及

び第１６条第３項において準用する場合を含む。

）に規定する特例適用配当等の額（以下この項に

おいて「特例適用配当等の額」という。）に対し、

特例適用配当等の額（第５項第１号の規定により

読み替えられた第２０条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４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。

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係る所得

が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の特

例適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達

される時までに提出された次に掲げる申告書をい

う。以下この項において同じ。）に前項後段の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（

特例適用配当等申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）に限り、適用する。ただし、第１号に

掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれ
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も提出された場合におけるこれらの申告書に記載

された事項その他の事情を勘案して、同項後段の

規定を適用しないことが適当であると市長が認め

るときは、この限りでない。

 第２８条第１項の規定による申告書

 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項

の規定により前号に掲げる申告書が提出された

ものとみなされる場合における当該確定申告書

に限る。）

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。

 第２０条の規定の適用については、同条中「

総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第４３条の２第３項後段に規定する特例適用配

当等の額」とする。

 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４３条の２第３項後段の規定による市民税の

所得割の額」と、第２４条の２第１項中「山林

所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附

則第４３条の２第３項後段に規定する特例適用

配当等の額」と、第２４条の２第１項前段、第

２５条及び第２５条の２第１項並びに附則第１

５条第１項、第１５条の３第１項及び第１５条

の３の２第１項中「所得割の額」とあるのは「

所得割の額並びに附則第４３条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額」と、第２４

条の２第１項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第４３条の２第３項後段

の規定による市民税の所得割の額の合計額」と

する。

 第２６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４３条の２第３項後段に規

定する特例適用配当等の額」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

額若しくは外国居住者等の所得に対する相互主

義による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和３７年法律第１４４号）第７条第１４項（同

法第１１条第１０項及び第１５条第１６項にお

いて準用する場合を含む。）に規定する申告不

要特定対象配当等に係る利子所得の金額若しく

は配当所得の金額」とする。

 附則第１１条の規定の適用については、同条

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第４３条の２第３項後段に規

定する特例適用配当等の額」と、同条第２項中
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「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第４３条の２第３項後段の規定による市民

税の所得割の額」とする。

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人

の市民税の課税の特例）

 （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４４条 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１０項に

規定する条約適用利子等については、第１９条及

び第２１条の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等

の額（以下この項において「条約適用利子等の額

」という。）に対し、条約適用利子等の額（次項

第１号の規定により読み替えられた第２０条の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）に

１００分の５の税率から租税条約等実施特例法第

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４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、１０

０分の４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。

第４４条 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１０項に

規定する条約適用利子等については、第１９条及

び第２１条の規定にかかわらず、他の所得と区分

し、その前年中の同項に規定する条約適用利子等

の額（以下この項において「条約適用利子等の額

」という。）に対し、条約適用利子等の額（次項

第１号の規定により読み替えられた第２０条の規

定の適用がある場合には、その適用後の金額）に

１００分の５の税率から租税条約等実施特例法第

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、１０

０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。

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。

 ［略］  ［略］

 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４４条第１項の規定による市民税の所得割の

額」と、第２４条の２第１項中「山林所得金額

」とあるのは「山林所得金額並びに附則第４４

条第１項に規定する条約適用利子等の額」と、

第２４条の２第１項前段、第２５条及び第２５

条の２第１項並びに附則第１５条第１項、第１

５条の３第１項及び第１５条の３の２第１項中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第４４条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と、第２４条の２第１項後段中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額及び附則第４

４条第１項の規定による市民税の所得割の額の

合計額」とする。

 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２４条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第４４条第１項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２４条の２第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第４

４条第１項に規定する条約適用利子等の額」と、

同項前段、第２５条、第２５条の２第１項、附

則第１５条第１項、附則第１５条の３第１項及

び附則第１５条の３の２第１項中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第４４条

第１項の規定による市民税の所得割の額」と、

第２４条の２第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第４４条第１項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」とす

る。

 第２６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４４条第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

規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条

 第２６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４４条第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

規定する特定利子に係る利子所得の金額、同条
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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 金等に係る雑所得等の

金額」とする。

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。

 ［略］  ［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１９条第３項及び

第４項の規定は適用しない。この場合において、

当該条約適用配当等については、同条及び第２１

条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、その

前年中の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２０条の規定の適用があ

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４

を乗じて得た率（当該納税義務者が租税条約等実

施特例法第３条の２の２第３項の規定の適用を受

ける場合には、１００分の４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。

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１９条第３項及び

第４項の規定は適用しない。この場合において、

当該条約適用配当等については、第１９条及び第

２１条の規定にかかわらず、他の所得と区分し、

その前年中の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２０条の規定の適用

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（当該納税義務者が租税条約

等実施特例法第３条の２の２第３項の規定の適用

を受ける場合には、１００分の３の税率）を乗じ

て計算した金額に相当する市民税の所得割を課す

る。

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得

が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の条

約適用配当等申告書（市民税の納税通知書が送達

される時までに提出された次に掲げる申告書をい

う。以下この項において同じ。）に前項後段の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるとき（

条約適用配当等申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）に限り、適用する。ただし、第１号に

掲げる申告書及び第２号に掲げる申告書がいずれ

も提出された場合におけるこれらの申告書に記載

された事項その他の事情を勘案して、同項後段の

規定を適用しないことが適当であると市長が認め

るときは、この限りでない。

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得

が生じた年の翌年の４月１日の属する年度分の第

２８条第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２９条第１項の確定申告書を含む。）に前項後

段の規定の適用を受けようとする旨の記載がある

とき（これらの申告書にその記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）に限り、適用する。

 第２８条第１項の規定による申告書

 第２９条第１項に規定する確定申告書（同項

の規定により前号に掲げる申告書が提出された

ものとみなされる場合における当該確定申告書

に限る。）

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。

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。

 第２０条の規定の適用については、同条中「

総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第４４条第３項後段に規定する条約適用配当等

の額」とする。

 第２０条の規定の適用については、同条中「

総所得金額」とあるのは、「総所得金額、附則

第４４条第３項に規定する条約適用配当等の額

」とする。
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 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項の規定の適用については、第２４条中「

所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第４４条第３項後段の規定による市民税の所得

割の額」と、第２４条の２第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第

４４条第３項後段に規定する条約適用配当等の

額」と、第２４条の２第１項前段、第２５条及

び第２５条の２第１項並びに附則第１５条第１

項、第１５条の３第１項及び第１５条の３の２

第１項中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第４４条第３項後段の規定による

市民税の所得割の額」と、第２４条の２第１項

後段中「所得割の額」とあるのは「所得割の額

及び附則第４４条第３項後段の規定による市民

税の所得割の額の合計額」とする。

 第２４条、第２４条の２第１項、第２５条、

第２５条の２第１項、附則第１５条第１項、附

則第１５条の３第１項及び附則第１５条の３の

２第１項の規定の適用については、第２４条中

「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び附

則第４４条第３項の規定による市民税の所得割

の額」と、第２４条の２第１項中「山林所得金

額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第４

４条第３項に規定する条約適用配当等の額」と、

同項前段、第２５条、第２５条の２第１項、附

則第１５条第１項、附則第１５条の３第１項及

び附則第１５条の３の２第１項中「所得割の額

」とあるのは「所得割の額並びに附則第４４条

第３項の規定による市民税の所得割の額」と、

第２４条の２第１項後段中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第４４条第３項の

規定による市民税の所得割の額の合計額」と、

第２５条の２第１項中「第１９条第４項」とあ

るのは「附則第４４条第４項」とする。

 第２６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４４条第３項後段に規定す

る条約適用配当等の額」と、「若しくは山林所

得金額」とあるのは「若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

項に規定する申告不要特定配当等に係る利子所

得の金額若しくは配当所得の金額」とする。

 第２６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４４条第３項に規定する条

約適用配当等の額」と、「若しくは山林所得金

額」とあるのは「若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

規定する申告不要特定配当等に係る利子所得の

金額又は配当所得の金額」とする。

 附則第１１条の規定の適用については、同条

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第４４条第３項後段に規定す

る条約適用配当等の額」と、同条第２項中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則

第４４条第３項後段の規定による市民税の所得

割の額」とする。

 附則第１１条の規定の適用については、同条

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所

得金額並びに附則第４４条第３項に規定する条

約適用配当等の額」と、同条第２項中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第４

４条第３項の規定による市民税の所得割の額」

とする。

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の

規定の適用がある場合（第３項後段の規定の適用

がある場合を除く。）における第２５条の２の規

定の適用については、同条第１項中「又は同条第

６項」とあるのは「若しくは附則第４４条第３項

前段に規定する条約適用配当等（以下「条約適用

配当等」という。）に係る所得が生じた年の翌年

の４月１日の属する年度分の同条第４項に規定す

る条約適用配当等申告書にこの項の規定の適用を

受けようとする旨及び当該条約適用配当等に係る

所得の明細に関する事項の記載がある場合（条約

適用配当等申告書にこれらの記載がないことにつ

いてやむを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。）であって、当該条約適用配当等に係る

所得の金額の計算の基礎となった条約適用配当等

の額について租税条約等実施特例法第３条の２の

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（第３項後段の規定の適用

がある場合を除く。）における第２５条の２の規

定の適用については、同条第１項中「又は同条第

６項」とあるのは「若しくは附則第４４条第３項

に規定する条約適用配当等（以下「条約適用配当

等」という。）に係る所得が生じた年の翌年の４

月１日の属する年度分の第２８条第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２９条第１項の確定

申告書を含む。）にこの項の規定の適用を受けよ

うとする旨及び当該条約適用配当等に係る所得の

明細に関する事項の記載がある場合（これらの申

告書にこれらの記載がないことについてやむを得

ない理由があると市長が認めるときを含む。）で
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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１９条第６

項」と、同条第３項中「法第３７条の４」とある

のは「租税条約等実施特例法第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。

あって、当該条約適用配当等に係る所得の金額の

計算の基礎となった条約適用配当等の額について

租税条約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１９条第６項」と、同条第３項中「法第３７

条の４」とあるのは「租税条約等実施特例法第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。

 （読替規定）  （読替規定）

第５４条 法附則第１５条第１項、第１３項、第１

７項から第２４項まで、第２６項、第２７項、第

３１項、第３５項、第３９項、第４２項、第４４

項若しくは第４５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１５２条第２項中「又は第３４項

」とあるのは、「若しくは第３４項又は法附則第

１５条から第１５条の３まで」とする。

第５４条 法附則第１５条第１項、第１３項、第１

７項から第２４項まで、第２６項、第２８項、第

３２項、第３６項、第３７項、第４２項若しくは

第４５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１５２条第２項中「又は第３４項」とあるのは、

「若しくは第３４項又は法附則第１５条から第１

５条の３まで」とする。

附 則

 （施行期日）

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行す

る。

 第１９条、第２５条の２、第４５条、第４６条及び第６８条の改正、同条の次

に１条を加える改正並びに第７１条、第７２条、第８３条の２及び第１４８条の

改正並びに附則第１８条の改正、附則第１８条の２の表の改正（法附則第１５条

第４５項の項を加える改正を除く。）並びに附則第１９条、第３６条の２第２項、

第３９条第１項各号列記以外の部分及び第２項、第４４条第２項及び第４項から

第６項まで並びに第５４条の改正並びに次条第２項及び附則第３条の規定 公布

の日

 第２１条、第２４条及び第２４条の２の改正並びに附則第３６条の２第１項、

第３７条、第３８条、第３９条第１項各号及び第４０条から第４３条までの改正、

同条の次に１条を加える改正並びに附則第４４条第１項及び第３項の改正並びに

次条第１項及び第４項の規定 平成３０年１月１日

 附則第３２条第３項の改正、同条第４項の次に３項を加える改正及び附則第３
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２条の２の改正 平成３０年４月１日

 附則第１１条の改正及び次条第３項の規定 平成３１年１月１日

 附則第１８条の２の表に法附則第１５条第４５項の項を加える改正 都市緑地

法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第２６号）の施行の日又はこの条例

の公布の日のいずれか遅い日

 （市民税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後のさいたま市市税条例（以下「改正後の条例」という。

）第２１条、第２４条及び第２４条の２並びに附則第３６条の２第１項、第３７条、

第３８条、第３９条第１項各号、第４０条から第４３条の２まで並びに第４４条第

１項及び第３項の規定は、平成３０年度以後の年度分の個人の市民税について適用

し、平成２９年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

２ 改正後の条例第４５条第３項及び第５項並びに第４６条第２項及び第４項の規定

は、平成２９年１月１日以後に改正後の条例第４５条第３項又は第４６条第２項に

規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用する。

３ 改正後の条例附則第１１条の規定は、平成３１年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、平成３０年度分までの個人の市民税については、なお従前の例に

よる。

４ 改正後の条例附則第４３条の２の規定は、平成２９年１月１日以後に支払を受け

るべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法

律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定する特例適用利子等、同法第

１２条第５項に規定する特例適用利子等若しくは同法第１６条第２項に規定する特

例適用利子等又は同法第８条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２条第６

項に規定する特例適用配当等若しくは同法第１６条第３項に規定する特例適用配当

等に係る個人の市民税について適用する。

 （固定資産税に関する経過措置）

第３条 改正後の条例第６８条第８項及び附則第１８条（地方税法及び航空機燃料譲

与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第２号。第３項において「改正法」

という。）による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号。以下この項にお

いて「新法」という。）第３４９条の３の４に係る部分に限る。）の規定は、平成
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２８年４月１日以後に発生した新法第３４９条の３の３第１項に規定する震災等（

第３項において「震災等」という。）に係る新法第３４９条の３の４に規定する償

却資産に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

２ 改正後の条例第６８条の２の規定は、平成３０年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用し、平成２９年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

３ 改正後の条例第７２条第２項及び第８３条の２の規定は、平成２８年４月１日以

後に発生した震災等により滅失し、又は損壊した家屋の敷地の用に供されていた土

地に対して課する平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用し、同日前

に発生した改正法による改正前の地方税法（以下この条において「旧法」という。

）第３４９条の３の３第１項に規定する震災等により滅失し、又は損壊した家屋の

敷地の用に供されていた土地に対して課する固定資産税については、なお従前の例

による。

４ 平成２５年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に締結された旧法附則第

１５条第３６項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定倉庫に対して課する

固定資産税については、なお従前の例による。

５ 平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日までの間に新たに取得された旧法

附則第１５条第４０項に規定する機器に対して課する固定資産税については、なお

従前の例による。



さいたま市条例第４８号 

さいたま市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

さいたま市国民健康保険税条例（平成１４年さいたま市条例第２８号）の一部を次

のように改正する。

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。

改正後 改正前

   附 則    附 則

１～１９ ［略］ １～１９ ［略］

 （特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の

特例）

２０ 世帯主等が外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法律（昭

和３７年法律第１４４号）第８条第２項に規定す

る特例適用利子等、同法第１２条第５項に規定す

る特例適用利子等又は同法第１６条第２項に規定

する特例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４条、第６条、第８条及び第２１条の規定

の適用については、第４条第１項中「及び山林所

得金額の合計額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対す

る相互主義による所得税等の非課税等に関する法

律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２項（

同法第１２条第５項及び第１６条第２項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子

等の額（以下この条及び第２１条において「特例

適用利子等の額」という。）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（」とあるのは「及び山林所得金額並びに特

例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

所得金額又は特例適用利子等の額」と、第２１条

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに特例適用利子等の額」とする。

 （特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の

特例）

２１ 世帯主等が外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法律第８



条第４項に規定する特例適用配当等、同法第１２

条第６項に規定する特例適用配当等又は同法第１

６条第３項に規定する特例適用配当等に係る利子

所得、配当所得及び雑所得を有する場合における

第４条、第６条、第８条及び第２１条の規定の適

用については、第４条第１項中「及び山林所得金

額の合計額から同条第２項」とあるのは「及び山

林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相

互主義による所得税等の非課税等に関する法律第

８条第４項（同法第１２条第６項及び第１６条第

３項において準用する場合を含む。）に規定する

特例適用配当等の額（以下この条及び第２１条に

おいて「特例適用配当等の額」という。）の合計

額から法第３１４条の２第２項」と、「及び山林

所得金額の合計額（」とあるのは「及び山林所得

金額並びに特例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特例適用配当等の額」

と、第２１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特例適用配当等の額」

とする。

２２ ［略］ ２０ ［略］

２３ ［略］ ２１ ［略］

２４ ［略］ ２２ ［略］

２５ ［略］ ２３ ［略］

２６ ［略］ ２４ ［略］

   附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３０年１月１日から施行する。

 （経過措置）

２ この条例による改正後のさいたま市国民健康保険税条例附則第２０項及び第２１

項の規定は、平成３０年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成２

９年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。


