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専決処分事項の承認について 

 

 

 守谷市税条例の一部を改正する条例について，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により，別紙のとおり専決処分したので，

同条第３項の規定により報告し，承認を求める。 
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平成  年  月  日    



 

 

専 決 処 分 書 

 

 

 

 守谷市税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。 

 

 

 

平成２２年３月３１日 

 

 

守谷市長 会 田 真 一    



 守谷市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

 

   平成２２年３月３１日 

 

守谷市長 

 

 

守谷市条例第   号 

 

 

   守谷市税条例の一部を改正する条例 

 

 

 守谷市税条例（昭和３９年守谷町条例第１３８号）の一部を次のように改正

する。 

 

 第１９条各号列記以外の部分中「第３２１条の８第２７項及び第２８項」を

「第３２１条の８第２２項及び第２３項」に改め，同条第２号中「，第５項又

は第２４項」を「又は第１９項」に改め，同条第３号中「第３２１条の８第２

７項及び第２８項」を「第３２１条の８第２２項及び第２３項」に改める。 

 第３１条第３項中「同項第１号の２」を「同項第２号」に，「同項第１号の

３」を「同項第３号」に，「，同項第２号の均等割額の算定期間又は同項第

３号」を「又は同項第４号」に改める。 

 第３６条の３の次に次の２条を加える。 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定

する申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所

得者」という。）で市内に住所を有するものは，当該申告書の提出の際に

経由すべき同項の給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」

という。）から毎年最初に給与の支払を受ける日の前日までに，施行規

則で定めるところにより，次に掲げる事項を記載した申告書を，当該給

与支払者を経由して，市長に提出しなければならない。 

（１）当該給与支払者の氏名又は名称 

（２）扶養親族の氏名 

（３）その他施行規則で定める事項 



２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を提出した

給与所得者で市内に住所を有するものは，その年の中途において当該申

告書に記載した事項について異動を生じた場合には，前項又は法第３１

７条の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日後最初に給与

の支払を受ける日の前日までに，施行規則で定めるところにより，その

異動の内容その他施行規則で定める事項を記載した申告書を，当該給与

支払者を経由して，市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の場合において，これらの規定による申告書がその提出の際に

経由すべき給与支払者に受理されたときは，その申告書は，その受理さ

れた日に市長に提出されたものとみなす。 

４ 給与所得者は，第１項及び第２項の規定による申告書の提出の際に経

由すべき給与支払者が所得税法第１９８条第２項に規定する納税地の所

轄税務署長の承認を受けている場合には，施行規則で定めるところによ

り，当該申告書の提出に代えて，当該給与支払者に対し，当該申告書に

記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他

の情報通信の技術を利用する方法であって施行規則で定めるものをい

う。次条第４項において同じ。）により提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用について

は，同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と，

「給与支払者に受理されたとき」とあるのは「給与支払者が提供を受け

たとき」と，「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」とする。 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の５第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者（以下この条において「公

的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは，当該申告書

の提出の際に経由すべき同項の公的年金等の支払者（以下この条におい

て「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に同項に規定する公的年

金等の支払を受ける日の前日までに，施行規則で定めるところにより，

次に掲げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由して，

市長に提出しなければならない。 

（１）当該公的年金等支払者の名称 

（２）扶養親族の氏名 

（３）その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を公的年金

等支払者を経由して提出する場合において，当該申告書に記載すべき事

項がその年の前年において当該公的年金等支払者を経由して提出した前

項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書に記載した事項

と異動がないときは，公的年金等受給者は，当該公的年金等支払者が所

得税法第２０３条の５第２項に規定する国税庁長官の承認を受けている

場合に限り，施行規則で定めるところにより，前項又は法第３１７条の



３の３第１項の規定により記載すべき事項に代えて当該異動がない旨を

記載した前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書を提

出することができる。 

３ 第１項の場合において，同項の規定による申告書がその提出の際に経

由すべき公的年金等支払者に受理されたときは，その申告書は，その受

理された日に市長に提出されたものとみなす。 

４ 公的年金等受給者は，第１項の規定による申告書の提出の際に経由す

べき公的年金等支払者が所得税法第２０３条の５第４項に規定する納税

地の所轄税務署長の承認を受けている場合には，施行規則で定めるとこ

ろにより，当該申告書の提出に代えて，当該公的年金等支払者に対し，

当該申告書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 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定の適用について

は，同項中「申告書が」とあるのは「申告書に記載すべき事項を」と，

「公的年金等支払者に受理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者

が提供を受けたとき」と，「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」

とする。 

 第４４条第２項中「及び公的年金等に係る所得」を削り，「前項の規定」

を「同項の規定」に改め，同条第３項中「及び公的年金等に係る所得」を

削り，同条第５項を第６項とし，第４項を第５項とし，第３項の次に次の

１項を加える。 

４ 第１項の給与所得者が前年中において公的年金等の支払を受けた者で

あり，かつ，当該年度の初日において第４７条の２第１項に規定する老

齢等年金給付の支払を受けている年齢６５歳以上の者である場合におけ

る前２項の規定の適用については，これらの規定中「給与所得以外」と

あるのは，「給与所得及び公的年金等に係る所得以外」とする。 

 第４５条第１項中「前条第４項」を「前条第５項」に改める。 

 第４８条第１項中「第５項，第２４項，第２７項及び第２８項」を「第

１９項，第２２項及び第２３項」に，「第５項，第２４項及び第２８項」を

「第１９項及び第２３項」に，「同条第２７項」を「同条第２２項」に改め，

同条第２項中「第３２１条の８第２９項」を「第３２１条の８第２４項」

に改め，同条第３項中「第３２１条の８第２７項」を「第３２１条の８第

２２項」に，「同条第２６項」を「同条第２１項」に，「本項」を「この項」

に，「，第５項又は第２４項」を「又は第１９項」に，「同条第２８項」を

「同条第２３項」に改め，同条第４項中「，第５項又は第２４項」を「又

は第１９項」に，「同条第２７項」を「同条第２２項」に，「第３２１条の

８第２８項」を「第３２１条の８第２３項」に改め，同条第６項中「第２

条第１２号の７の５」を「第２条第１２号の７の７」に改める。 

 第５０条第２項中「，第５項又は第２４項」を「又は第１９項」に，「同

条第２８項」を「同条第２３項」に，「，第４項又は第５項」を「又は第４



項」に改め，同条第３項中「，第５項又は第２４項」を「又は第１９項」

に，「本項」を「この項」に改める。 

 第５４条第６項中「，地方開発事業団」を削る。 

 第５４条第７項中「第１０条の２の１０」を「第１０条の２の１１」に改め

る。 

 第９５条中「３，２９８円」を「４，６１８円」に改める。 

 附則第１１条第６号中「附則第１３条の４の２」を「附則第１３条の４」に

改める。 

 附則第１５条を削り，附則第１５条の２を附則第１５条とする。 

 附則第１６条の２第１項中「１，５６４円」を「２，１９０円」に改め

る。 

 附則第１９条の３を次のように改める。 

 （非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所得計算の特例） 
第１９条の３ 市民税の所得割の納税義務者が，前年中に租税特別措置

法第３７条の１４第５項第２号に規定する非課税上場株式等管理契約
（次項において「非課税上場株式等管理契約」という。）に基づき同条
第１項に規定する非課税口座内上場株式等（その者が２以上の同条第５
項第１号に規定する非課税口座（以下この条において「非課税口座」と
いう。）を有する場合には，それぞれの非課税口座に係る非課税口座内
上場株式等。以下この条において同じ。）の譲渡をした場合には，令附
則第１８条の６の２第３項で定めるところにより，当該非課税口座内上
場株式等の譲渡による事業所得の金額，譲渡所得の金額又は雑所得の金
額と当該非課税口座内上場株式等以外の同法第３７条の１０第２項に
規定する株式等の譲渡による事業所得の金額，譲渡所得の金額又は雑所
得の金額とを区分して，これらの金額を計算するものとする。 

２ 租税特別措置法第３７条の１４第４項各号に掲げる事由により，非課
税口座からの非課税口座内上場株式等の一部又は全部の払出し（振替に
よるものを含む。以下この項において同じ。）があった場合には，当該払
出しがあった非課税口座内上場株式等については，その事由が生じた時
に，令附則第１８条の６の２第２項で定める金額（以下この項において
「払出し時の金額」という。）により非課税上場株式等管理契約に基づく
譲渡があったものと，同法第３７条の１４第４項第１号に掲げる移管，
返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出しがあった非課税口
座を開設し，又は開設していた市民税の所得割の納税義務者については，
当該移管，返還又は廃止による払出しがあった時に，その払出し時の金
額をもって当該移管，返還又は廃止による払出しがあった非課税口座内
上場株式等の数に相当する数の当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄
の同法第３７条の１１の３第２項に規定する上場株式等の取得をしたも
のとそれぞれみなして，前項及び附則第１９条の規定その他のこの条例
の規定を適用する。 

 附則第２０条の４第１項中「租税条約の実施に伴う所得税法，法人税法

及び地方税法の特例等に関する法律」を「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」に，「租税条約実施特例



法」を「租税条約等実施特例法」に改め，同条第２項第３号，同条第３項

及び同条第５項第３号中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特例

法」に改め，同条第６項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施特

例法」に，「租税条約の実施に伴う所得税法，法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律」を「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」に改める。 

 附則第２０条の５第１項中「租税条約実施特例法」を「租税条約等実施

特例法」に改める。 

 
   附 則 
 （施行期日） 

第１条 この条例は，平成２２年４月１日から施行する。ただし，次の各

号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

（１）附則第２０条の４及び第２０条の５第１項の改正規定 平成２２年

６月１日 

（２）第１９条各号列記以外の部分，第２号及び第３号，第３１条第３項，

第４８条第１項から第４項まで，第５０条第２項及び第３項並びに第

９５条の改正規定並びに附則第１６条の２第１項の改正規定並びに次

条第８項及び附則第４条の規定 平成２２年１０月１日 

（３）第３６条の３の次に２条を加える改正規定及び第５４条第７項の改

正規定並びに次条第２項から第４項までの 規 定  平成２３年１月

１日 

（４）附則第１９条の３の改正規定及び次条第６項の規定 平成２５年

１月１日 

（５）第５４条第６項の改正規定 地方自治法の一部を改正する法律（平

成２２年法律第  号）の施行の日 

 （市民税に関する経過措置） 

第 ２ 条  別段の定めがあるものを除き，改正後の守谷市税条例（以下「新
条例」という。）の規定中個人の市民税に関する部分は，平成２２年度
以後の年度分の個人の市民税について適用し，平成２１年度分までの個
人の市民税については，なお従前の例による。 

２ 新条例第３６条の３の２の規定は，平成２３年１月１日以後に提出す
る同条第１項及び第２項に規定する申告書について適用する。 

３ 新条例第３６条の３の３の規定は，平成２３年１月１日以後に提出す

る同条第１項に規定する申告書について適用する。 

４ 平成２３年中に新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書を

提出する場合においては，同条第２項中「前項又は法第３１７条の３の

３第１項の規定による申告書に記載した事項」とあるのは，「所得税法等

の一部を改正する法律（平成２２年法律第６号）第１条の規定による改

正前の所得税法第２０３条の５第１項の規定による申告書（同条第２項

の規定により提出した同条第１項の規定による申告書を含む。）に記載し



た事項のうち前項各号又は法第３１７条の３の３第１項各号に掲げる事

項に相当するもの」として同項の規定を適用する。 

５ 平成２２年度分の個人の市民税についての新条例第４４条第２項（同

条第４項の規定により読み替えて適用する場合を除く。）の規定の適用に

ついては，同条第２項中「給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴

収の方法によって徴収されたい旨の記載があるとき」とあるのは，「給与

所得及び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の

方法によって徴収されたい旨の記載があるとき，又は当該給与所得者の

前年中の所得に公的年金等に係る所得がある場合において平成２２年４

月３０日までに給与所得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法に

よって徴収されたい旨の申出があるとき」とする。 

６ 新条例附則第１９条の３の規定は，平成２５年度以後の年度分の個人

の市民税について適用する。 

７ 別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中法人の市民税に関する

部分は，平成２２年４月１日以後に開始する事業年度分の法人の市民税

及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用

し，同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した

連結事業年度分の法人の市民税については，なお従前の例による。 

８ 新条例第１９条，第３１条，第４８条（同条第６項を除く。）及び第５

０条の規定は，平成２２年１０月１日以後に解散（合併による解散を除

く。）が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各連結事

業年度分の法人の市民税について適用し，同日前に解散（合併による解

散を除く。）が行われた場合における各事業年度分の法人の市民税及び各

連結事業年度分の法人の市民税については，なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 
第 ３ 条  別段の定めがあるものを除き，新条例の規定中固定資産税に関

する部分は，平成２２年度以後の年度分の固定資産税について適用し，
平成２１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。 

 （市たばこ税に関する経過措置） 
第 ４ 条  平成２２年１０月１日（次項及び第３項において「指定日」と

いう。）前に課した，又は課すべきであった市たばこ税については，な
お従前の例による。 

２ 指定日前に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４６５条第１項

の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１

項第１号及び第２号に規定する売渡しを除く。）が行われた製造たばこを

指定日に販売のため所持する卸売販売業者等（新条例第９２条第１項に

規定する卸売販売業者等をいう。以下この項及び第６項において同じ。）

又は小売販売業者がある場合において，これらの者が所得税法等の一部

を改正する法律（平成２２年法律第６号）附則第３９条第１項の規定に

より製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の

製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたば



こ税を課されることとなるときは，これらの者が卸売販売業者等として

当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域

内に所在する貯蔵場所，これらの者が小売販売業者である場合には市の

区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において所持さ

れるものに限る。）を指定日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業

者に売り渡したものとみなして，これらの者に市たばこ税を課する。こ

の場合における市たばこ税の課税標準は，当該売り渡したものとみなさ

れる製造たばこの本数とし，次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ

当該各号に定める税率により市たばこ税を課する。 

（１）製造たばこ（次号に掲げる製造たばこを除 く 。） １ ，０ ０ ０ 本

につき１，３２０円 

（２）新条例附則第１６条の２第１項に規定する紙巻たばこ １，０００

本につき６２６円 

３ 前項に規定する者は，同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに，地

方税法施行規則の一部を改正する省令（平成２２年総務省令 第 ２ ７ 号）

別記第２号様式による申告書を指定日から起算して１月以内に市長に提

出しなければならない。 

４ 前項の規定による申告書を提出した者は，平成２３年３月３１日まで

に，その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２

３号。第６項において「施行規則」という。）第３４号の２の５様式によ

る納付書によって納付しなければならない。 

５ 第２項の規定により市たばこ税を課する場合には，同項から前項まで

に規定するもののほか，新条例第１９条，第９４条第２項，第９８条第

４項及び第５項並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において，

新条例第１９条中「第９８条第１項若しくは第２項，」とあるのは「守谷

市税条例の一部を改正する条例（平成２２年守谷市条例第  号。以

下この条及び第２章第４節において「平成２２年改正条例」という。）附

則第４条第４項，」と，同条第２号及び第３号中「第９８条第１項若しく

は第２項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第４条第３項」と，新

条例第９４条第２項中「前項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第

４条第２項」と，新条例第９８条第４項中「施行規則第３４号の２様式

又は第３４号の２の２様式」とあるのは「地方税法施行規則の一部を改

正する省令（平成２２年総務省令第２７号）別記第２号様式」と，同条

第５項中「第１項又は第２項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第

４条第４項」と，新条例第１０１条第２項中「第９８条第１項又は第２

項」とあるのは「平成２２年改正条例附則第４条第４項」と読み替える

ものとする。 

６ 卸売販売業者等が，販売契約の解除その他やむを得ない理由により，

市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り渡した製造たばこの

うち，第２項の規定により市たばこ税を課された，又は課されるべきも



のの返還を受けた場合には，当該市たばこ税に相当する金額を，新条例

第９９条の規定に準じて，同条の規定により当該製造たばこにつき納付

された，又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控除又

は還付に併せて，当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額から控除し，

又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において，当該卸売販売

業者等が新条例第９８条第１項から第３項までの規定により市長に提出

すべき申告書には，当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量につい

ての明細を記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しなけ

ればならない。 



 

提案理由（議案第３５号） 

 

 

 提案の理由を申し上げます。 

 本案は，地方税法等の一部を改正する法律（平成２２年法律第４号）が平成

２２年３月３１日に公布されたことに伴い，守谷市税条例の一部を改正する条

例を専決処分したものです。 

 改正の主な内容は，６５歳未満の者の公的年金所得に係る個人住民税の徴収

方法の見直し，非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等

の非課税措置の創設，たばこ税の税率改正等であります。 

 よろしく御承認くださるようお願いいたします。 



                          【 参 考 資 料  】 

 

 

 
 

１．扶養控除の改正 
 

（１）16 歳未満の扶養親族に係る扶養控除（33 万円）を廃止。<法第 314条の 2> 

（２）16 歳以上 19 歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分（12 万

円）を廃止し，扶養控除の額を 33 万円とする。  <法第 314条の 2> 

   なお，19 歳以上 23 歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除（45 万円）及

び 23 歳以上 70 歳未満の扶養親族に係る扶養控除（33 万円）については，

現行どおりとする。 

（３）扶養控除見直しにおける扶養親族情報収集のための申告書提出規定の追加 

  <法第 317条の 3の 2，法第 317条の 3の 3><条例第 36条の 3の 2，条例第 36条の 3の 3> 

   《 平成 24年度分以後の個人住民税について適用 》 

 

２．同居特別障害者加算の特例の改正 
 
 扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において，扶養

控除又は配偶者控除の額に 23 万円を加算する措置（同居特別障害者加算の特

例措置）について，年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い，特別障害者控

除の額に 23 万円を加算する措置に改める。  <法第 314条の 2> 

   《 平成 24年度分以後の個人住民税について適用 》 

 

３．65歳未満の者の公的年金等所得に係る所得割の徴収方法の見直し 
 
 個人住民税の公的年金からの特別徴収制度の対象とならない 65 歳未満の公

的年金等所得を有する給与所得者について，納税の便宜等を図る観点から，公

的年金等所得に係る所得割額を，給与所得に係る均等割額及び所得割の合算額

に加算して給与所得から特別徴収の方法により徴収できるよう見直し。 

  <法第 321条の 3，法第 321条の 4><条例第 44条，条例第 45条> 

   《 平成 22年 4月 1日以後の個人住民税について適用 》 

 

４．非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措

置の新設 
 
 金融所得課税の一体化の取り組みの中で個人の株式市場への参加を促進す

る観点から，平成 24 年度から実施される上場株式等に係る税率の 20％本則税

率化にあわせて，非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得

等の非課税措置を導入する。  <法附則第 35条の 3の 2><条例第 19条の 3> 

   《 上場株式等の配当，譲渡益に対する 20％税率の適用開始時 》 

 平成２２年度 地方税法・税条例改正要旨（ 市町村税関係の主な内容 ） 



５．生命保険料控除の改正  
 生命保険料控除を改正し，各保険料控除の合計適用限度額を 7 万円とする。 

（１）平成 24 年 1 月 1 日以後に締結した保険契約等（新契約）に係る生命保

険料控除については，新たに介護医療保険料控除を設け，一般生命保険料

控除，介護医療保険料控除，個人年金保険料控除のそれぞれの適用限度額

を 2.8 万円とする。  <法第 314条の 2> 

（２）平成 23 年 12 月 31 日以前に締結した保険契約等（旧契約）に関しては，

従前の一般生命保険料控除，個人年金保険料控除（それぞれ適用限度額 3.5

万円）を適用する。  <法第 314条の 2> 

   《 平成 25年度分以後の個人住民税について適用 》 
 

６．たばこ税の税率改正  
 国民の健康の観点から，たばこの消費を抑制するため，将来に向かって税率

を引き上げていく必要があり，平成 22 年度においては，税率を次のように引

き上げる。  <法第 468条，法附則第 30条の 2><条例第 95条，条例附則第 16条の 2> 
 

【 旧 3 級品以外 】       （現 行）   （改 正） 

 道府県たばこ税 1,000 本につき 1,074 円 →  1,504 円 

 市町村たばこ税 1,000 本につき 3,298 円 →  4,618 円 

  合  計   1,000 本につき 4,372 円 →  6,122 円（＋1,750 円） 

【 旧 3 級品 】         （現 行）   （改 正） 

 道府県たばこ税 1,000 本につき  511 円 →   716 円 

 市町村たばこ税 1,000 本につき 1,564 円 →  2,190 円 

  合  計   1,000 本につき 2,075 円 →  2,906 円（＋831 円） 
 

( 参 考 ) 

 国のたばこ税とたばこ特別税を合わせた税率についても，4,372 円が 6,122

円(＋1,750 円)となり，国のたばこ税と合わせると（＋3,500 円），１本につき

3.5 円の引上げとなる。これにより税抜き価格分等の上昇も含めると 1 本当た

り 5 円程度の価格上昇となる。 

   《 平成 22年 10月 1日以後の個人住民税について適用 》 
 
７．固定資産税 
 
（１）新築住宅の特例の延長 

   （平成 22 年 3 月 31 日までに新築された住宅を対象） 

  ①一般住宅は 3 年度分 1／2 を減額， 

  ②中高層耐火住宅は 5 年度分 1／2 を減額 

      ↓↓↓↓    

   《 2年間延長し平成 24年 3月 31日までに新築された住宅を対象 》 

  <法附則第 15条の 6> 



（２）長期優良住宅の特例の延長 

   （平成 22 年 3 月 31 日までに新築された住宅を対象） 

  ①一般住宅は 5 年度分 1／2 を減額， 

  ②中高層耐火住宅は 7 年度分 1／2 を減額 

         ↓↓↓↓    

   《 2年間延長し平成 24年 3月 31日までに新築された住宅を対象 》 

  <法附則第 15条の 7①②> 
 

（３）バリアフリー改修住宅の特例の延長 

   （平成 22 年 3 月 31 日までに新築された住宅を対象） 

  1 年度分 1／3 を減額 

      ↓↓↓↓    

   《 3年間延長し平成 25年 3月 31日までに新築された住宅が対象 》 

  <法附則第 15条の 9④⑤> 
 

（４）省エネ改修住宅の特例の延長 

   （平成 22 年 3 月 31 日までに新築された住宅を対象） 

  1 年度分 1／3 を減額 

      ↓↓↓↓    

   《 3年間延長し平成 25年 3月 31日までに新築された住宅を対象 》 

  <法附則第 15条の 9⑨⑩> 

 

※なお，１ の（１）（２），２，５，７については，地方税法（法律）の改正

に伴い，個人住民税においても適用。 

 



改     正 現      行 

 （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延

滞金) 

第１９条 納税者又は特別徴収義務者は，第４０条，第４６

条，第４６条の２若しくは第４６条の５(第５３条の７の２

において準用する場合を含む。以下この条において同じ。），

第４７条の４第１項(第４７条の５第３項において準用す

る場合を含む。以下この条において同じ。），第４８条第１

項(法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書に係

る部分を除く。），第５３条の７，第６７条，第８３条第２

項，第９８条第１項若しくは第２項，第１０２条第２項，

第１０５条，第１３９条第１項又は第１４５条第３項に規

定する納期限後にその税金を納付し，又は納入金を納入す

る場合においては，当該税額又は納入金額にその納期限（納

期限の延長があったときは，その延長された納期限とする。

以下第１号及び第２号において同じ。）の翌日から納付又は

納入の日までの期間の日数に応じ，年１４．６パーセント

（次の各号に掲げる税額の区分に応じ，当該各号に掲げる

期間については，年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって

納付し，又は納入書によって納入しなければならない。 

（１） （略） 

 （納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延

滞金) 

第１９条 納税者又は特別徴収義務者は，第４０条，第４６

条，第４６条の２若しくは第４６条の５(第５３条の７の２

において準用する場合を含む。以下この条において同じ。），

第４７条の４第１項(第４７条の５第３項において準用す

る場合を含む。以下この条において同じ。），第４８条第１

項(法第３２１条の８第２７項及び第２８項の申告書に係

る部分を除く。），第５３条の７，第６７条，第８３条第２

項，第９８条第１項若しくは第２項，第１０２条第２項，

第１０５条，第１３９条第１項又は第１４５条第３項に規

定する納期限後にその税金を納付し，又は納入金を納入す

る場合においては，当該税額又は納入金額にその納期限(納

期限の延長があったときは，その延長された納期限とする。

以下第１号及び第２号において同じ。）の翌日から納付又は

納入の日までの期間の日数に応じ，年１４．６パーセント

（次の各号に掲げる税額の区分に応じ，当該各号に掲げる

期間については，年７．３パーセント）の割合を乗じて計

算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって

納付し，又は納入書によって納入しなければならない。 

（１） （略） 

参考資料守谷市税条例新旧対照表 



（２）第４８条第１項の申告書(法第３２１条の８第１項，第

２項，第４項又は第１９項の規定による申告書に限る。），

第９８条第１項若しくは第２項の申告書又は第１３９条第

１項の申告書に係る税額(第４号に掲げる税額を除く。) 

当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する日までの

期間 

（３）第４８条第１項の申告書(法第３２１条の８第２２項及

び第２３項の申告書を除く。)，第９８条第１項若しくは第

２項の申告書又は第１３９条第１項の申告書でその提出期

限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期

間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間 

（４） （略） 

 （均等割の税率） 

第３１条 （略） 

２ （略） 

３ 前項に定める均等割の額は，当該均等割の額に，法第３

１２条第３項第１号の法人税額の課税標準の算定期間，同

項第２号の連結事業年度開始の日から６月の期間若しくは

同項第３号の連結法人税額の課税標準の算定期間又は同項

第４号の期間中において事務所，事業所又は寮等を有して

いた月数を乗じて得た額を１２で除して算定するものとす

る。この場合における月数は，暦に従って計算し，１月に

（２）第４８条第１項の申告書(法第３２１条の８第１項，第

２項，第４項，第５項又は第２４項の規定による申告書に

限る。），第９８条第１項若しくは第２項の申告書又は第１

３９条第１項の申告書に係る税額(第４号に掲げる税額を

除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から１月を経過する

日までの期間 

（３）第４８条第１項の申告書(法第３２１条の８第２７項及

び第２８項の申告書を除く。)，第９８条第１項若しくは第

２項の申告書又は第１３９条第１項の申告書でその提出期

限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期

間又はその日の翌日から１月を経過する日までの期間 

（４） （略） 

 （均等割の税率） 

第３１条 （略） 

２ （略） 

３ 前項に定める均等割の額は，当該均等割の額に，法第３

１２条第３項第１号の法人税額の課税標準の算定期間，同

項第１号の２の連結事業年度開始の日から６月の期間若し

くは同項第１号の３の連結法人税額の課税標準の算定期

間，同項第２号の均等割額の算定期間又は同項第３号の期

間中において事務所，事業所又は寮等を有していた月数を

乗じて得た額を１２で除して算定するものとする。この場



満たないときは１月とし，１月に満たない端数を生じたと

きは切り捨てる。 

 

 （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定によ

り同項に規定する申告書を提出しなければならない者

（以下この条において「給与所得者」という。）で市内

に住所を有するものは，当該申告書の提出の際に経由す

べき同項の給与等の支払者（以下この条において「給与

支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受ける

日の前日までに，施行規則で定めるところにより，次に

掲げる事項を記載した申告書を，当該給与支払者を経由

して，市長に提出しなければならない。 

（１）当該給与支払者の氏名又は名称 

（２）扶養親族の氏名 

（３）その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による

申告書を提出した給与所得者で市内に住所を有するも

のは，その年の中途において当該申告書に記載した事項

について異動を生じた場合には，前項又は法第３１７条

の３の２第１項の給与支払者からその異動を生じた日

後最初に給与の支払を受ける日の前日までに，施行規則

合における月数は，暦に従って計算し，１月に満たないと

きは１月とし，１月に満たない端数を生じたときは切り捨

てる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



で定めるところにより，その異動の内容その他施行規則

で定める事項を記載した申告書を，当該給与支払者を経

由して，市長に提出しなければならない。 

３ 前２項の場合において，これらの規定による申告書が

その提出の際に経由すべき給与支払者に受理されたと

きは，その申告書は，その受理された日に市長に提出さ

れたものとみなす。 

４ 給与所得者は，第１項及び第２項の規定による申告書

の提出の際に経由すべき給与支払者が所得税法第１９

８条第２項に規定する納税地の所轄税務署長の承認を

受けている場合には，施行規則で定めるところにより，

当該申告書の提出に代えて，当該給与支払者に対し，当

該申告書に記載すべき事項を電磁的方法（電子情報処理

組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用す

る方法であって施行規則で定めるものをいう。次条第４

項において同じ。）により提供することができる。 

５ 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定

の適用については，同項中「申告書が」とあるのは「申

告書に記載すべき事項を」と，「給与支払者に受理され

たとき」とあるのは「給与支払者が提供を受けたとき」

と，「受理された日」とあるのは「提供を受けた日」と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （個人の市民税に係る公的年金受給者の扶養親族申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の５第１項の規定

により同項に規定する申告書を提出しなければならな

い者（以下この条において「公的年金等受給者」という。）

で市内に住所を有するものは，当該申告書の提出の際に

経由すべき同項の公的年金等の支払者（以下この条にお

いて「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に同

項に規定する公的年金等の支払を受ける日の前日まで

に，施行規則で定めるところにより，次に掲げる事項を

記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由して，

市長に提出しなければならない。 

（１）当該公的年金等支払者の名称 

（２）扶養親族の氏名 

（３）その他施行規則で定める事項 

２ 前項又は法第３１７条の３の３第１項の規定による

申告書を公的年金等支払者を経由して提出する場合に

おいて，当該申告書に記載すべき事項がその年の前年に

おいて当該公的年金等支払者を経由して提出した前項

又は法第３１７条の３の３第１項の規定による申告書

に記載した事項と異動がないときは，公的年金等受給者

は，当該公的年金等支払者が所得税法第２０３条の５第

２項に規定する国税庁長官の承認を受けている場合に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



限り，施行規則で定めるところにより，前項又は法第３

１７条の３の３第１項の規定により記載すべき事項に

代えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１

７条の３の３第１項の規定による申告書を提出するこ

とができる。 

３ 第１項の場合において，同項の規定による申告書がそ

の提出の際に経由すべき公的年金等支払者に受理され

たときは，その申告書は，その受理された日に市長に提

出されたものとみなす。 

４ 公的年金等受給者は，第１項の規定による申告書の提

出の際に経由すべき公的年金等支払者が所得税法第２

０３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 前項の規定の適用がある場合における第３項の規定

の適用については，同項中「申告書が」とあるのは「申

告書に記載すべき事項を」と，「公的年金等支払者に受

理されたとき」とあるのは「公的年金等支払者が提供を

受けたとき」と，「受理された日」とあるのは「提供を

受けた日」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収) 

第４４条 （略） 

２ 前項の納税義務者について，当該納税義務者の前年中の

所得に給与所得以外の所得がある場合においては，当該給

与所得以外の所得に係る所得割額を同項の規定によって特

別徴収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額

及び均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって

徴収する。ただし，第３６条の２第１項の申告書に給与所

得以外の所得に係る所得割額を普通徴収の方法によって徴

収されたい旨の記載があるときは，この限りでない。 

 

 

３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得以外の所

得に係る所得割額を特別徴収の方法によって徴収すること

となった後において，当該給与所得者について給与所得以

外の所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法

によって徴収することが適当でないと認められる特別の事

情が生じたため当該給与所得者から給与所得以外の所得に

係る所得割額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収

することとされたい旨の申出があった場合でその事情がや

むを得ないと認められるときは，市長は，当該特別徴収の

方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割

 （給与所得に係る個人の市民税の特別徴収) 

第４４条 （略） 

２ 前項の納税義務者について，当該納税義務者の前年中の

所得に給与所得及び公的年金等に係る所得以外の所得があ

る場合においては，当該給与所得及び公的年金等に係る所

得以外の所得に係る所得割額を前項の規定によって特別徴

収の方法によって徴収すべき給与所得に係る所得割額及び

均等割額の合算額に加算して特別徴収の方法によって徴収

する。ただし，第３６条の２第１項の申告書に給与所得及

び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を普通

徴収の方法によって徴収されたい旨の記載があるときは，

この限りでない。 

３ 前項本文の規定によって給与所得者の給与所得及び公的

年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額を特別徴収の

方法によって徴収することとなった後において，当該給与

所得者について給与所得及び公的年金等に係る所得以外の

所得に係る所得割額の全部又は一部を特別徴収の方法によ

って徴収することが適当でないと認められる特別の事情が

生じたため当該給与所得者から給与所得及び公的年金等に

係る所得以外の所得に係る所得割額の全部又は一部を普通

徴収の方法により徴収することとされたい旨の申出があっ

た場合でその事情がやむを得ないと認められるときは，市



額でまだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部

を普通徴収の方法により徴収するものとする。 

 

 

４ 第１項の給与所得者が前年中において公的年金等の

支払を受けた者であり，かつ，当該年度の初日において

第４７条の２第１項に規定する老齢等年金給付の支払

を受けている年齢６５歳以上の者である場合における

前２項の規定の適用については，これらの規定中「給与

所得以外」とあるのは，「給与所得及び公的年金等に係

る所得以外」とする。 

５ （略） 

６ （略） 

 （給与所得に係る特別徴収義務者の指定等） 

第４５条 前条第１項から第３項までの規定による特別徴収

に係る市民税の特別徴収義務者は，当該年度の初日におい

て同条第１項の納税義務者に対して給与の支払をする者

（法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあ

るものを含む。以下同じ。）（他の市町村内において給与の

支払をする者を含む。以下同じ。）で所得税法第１８３条の

規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付す

る義務があるものとし，前条第５項の規定による特別徴収

長は，当該特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得及

び公的年金等に係る所得以外の所得に係る所得割額でまだ

特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴

収の方法により徴収するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

４ （略） 

５ （略） 

 （給与所得に係る特別徴収義務者の指定等） 

第４５条 前条第１項から第３項までの規定による特別徴収

に係る市民税の特別徴収義務者は，当該年度の初日におい

て同条第１項の納税義務者に対して給与の支払をする者

(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあ

るものを含む。以下同じ。）（他の市町村内において給与の

支払をする者を含む。以下同じ。）で所得税法第１８３条の

規定によって給与の支払をする際所得税を徴収して納付す

る義務があるものとし，前条第４項の規定による特別徴収



に係る市民税の特別徴収義務者は，同項の当該給与所得者

に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。 

２ （略） 

 （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法人は，法第３

２１条の８第１項，第２項，第４項，第１９項，第２２項

及び第２３項の規定による申告書を，同条第１項，第２項，

第４項，第１９項及び第２３項の申告納付にあってはそれ

ぞれこれらの規定による納期限までに，同条第２２項の申

告納付にあっては遅滞なく市長に提出し，及びその申告に

係る税金又は同条第１項後段及び第３項の規定によって提

出があったものとみなされる申告書に係る税金を施行規則

第２２号の４様式による納付書によって納付しなければな

らない。 

２ 法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人

又は外国法人が，法の施行地外にその源泉がある所得につ

いて，外国の法人税等を課された場合においては，法第３

２１条の８第２４項及び令第４８条の１３に規定するとこ

ろにより，控除すべき額を前項の規定により申告納付すべ

き法人税割額から控除する。 

３ 法第３２１条の８第２２項の申告書（同条第２１項の規

定による申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る

に係る市民税の特別徴収義務者は，同項の当該給与所得者

に対して新たに給与の支払をする者となった者とする。 

２ （略） 

 （法人の市民税の申告納付） 

第４８条 市民税を申告納付する義務がある法人は，法第３

２１条の８第１項，第２項，第４項，第５項，第２４項，

第２７項及び第２８項の規定による申告書を，同条第１項，

第２項，第４項，第５項，第２４項及び第２８項の申告納

付にあってはそれぞれこれらの規定による納期限までに，

同条第２７項の申告納付にあっては遅滞なく市長に提出

し，及びその申告に係る税金又は同条第１項後段及び第３

項の規定によって提出があったものとみなされる申告書に

係る税金を施行規則第２２号の４様式による納付書によっ

て納付しなければならない。 

２ 法の施行地に主たる事務所若しくは事業所を有する法人

又は外国法人が，法の施行地外にその源泉がある所得につ

いて，外国の法人税等を課された場合においては，法第３

２１条の８第２９項及び令第４８条の１３に規定するとこ

ろにより，控除すべき額を前項の規定により申告納付すべ

き法人税割額から控除する。 

３ 法第３２１条の８第２７項の申告書（同条第２６項の規

定による申告書を含む。以下本項において同じ。）に係る税



税金を納付する場合においては，当該税金に係る同条第１

項，第２項，第４項又は第１９項の納期限（納期限の延長

があったときは，その延長された納期限とする。）の翌日か

ら納付の日までの期間の日数に応じ，当該税額に年１４．

６パーセント（申告書を提出した日（同条第２３項の規定

の適用がある場合で当該申告書がその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 前項の場合において，法人が法第３２１条の８第１項，

第２項，第４項又は第１９項の申告書を提出した日（当該

申告書がその提出期限前に提出された場合には，当該申告

書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第２

２項の申告書を提出したときは，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項又は

第３項の規定による更正があるべきことを予知して当該申

告書を提出した場合を除き，当該１年を経過する日の翌日

から当該申告書を提出した日（法第３２１条の８第２３項

の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に

提出されたときは，当該申告書の提出期限）までの期間は，

金を納付する場合においては，当該税金に係る同条第１項，

第２項，第４項，第５項又は第２４項の納期限（納期限の

延長があったときは，その延長された納期限とする。）の翌

日から納付の日までの期間の日数に応じ，当該税額に年１

４．６パーセント（申告書を提出した日（同条第２８項の

規定の適用がある場合で当該申告書がその提出期限前に提

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 前項の場合において，法人が法第３２１条の８第１項，

第２項，第４項，第５項又は第２４項の申告書を提出した

日（当該申告書がその提出期限前に提出された場合には，

当該申告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後に

同条第２７項の申告書を提出したときは，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項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知し

て当該申告書を提出した場合を除き，当該１年を経過する

日の翌日から当該申告書を提出した日（法第３２１条の８

第２８項の規定の適用がある場合で当該申告書がその提出

期限前に提出されたときは，当該申告書の提出期限）まで



延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

５ （略） 

６ 法人税法第８１条の２２第１項の規定によって法人税に

係る申告書を提出する義務がある法人で同法第８１条の２

４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５０条第３項及び第５

２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の３に規定する連結子法人をいう。第５０条

第３項及び第５２条第２項において同じ。）（連結申告法人

（同法第２条第１６号に規定する連結申告法人をいう。第

５２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（法第３２１条の８第４項に規定する連結

法人税額をいう。以下本項及び第５２条第２項において同

じ。）の課税標準の算定期間（当該法人の連結事業年度に該

当する期間に限る。第５２条第２項において同じ。）に限り，

当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準とし

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法人税法第８１

条の２４第１項の規定の適用がないものとみなして，第１

の期間は，延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。 

５ （略） 

６ 法人税法第８１条の２２第１項の規定によって法人税に

係る申告書を提出する義務がある法人で同法第８１条の２

４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５に規

定する連結完全支配関係をいう。第５０条第３項及び第５

２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の３に規定する連結子法人をいう。第５０条

第３項及び第５２条第２項において同じ。）（連結申告法人

（同法第２条第１６号に規定する連結申告法人をいう。第

５２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（法第３２１条の８第４項に規定する連結

法人税額をいう。以下本項及び第５２条第２項において同

じ。）の課税標準の算定期間（当該法人の連結事業年度に該

当する期間に限る。第５２条第２項において同じ。）に限り，

当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を課税標準とし

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法人税法第８１

条の２４第１項の規定の適用がないものとみなして，第１



８条の２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） 

第５０条 （略） 

２ 前項の場合においては，その不足税額に法第３２１条の

８第１項，第２項，第４項又は第１９項の納期限(同条第２

３項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額についても

同条第１項，第２項又は第４項納期限によるものとする。

なお，納期限の延長があったときは，その延長された納期

限とする。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ，

年１４．６パーセント（前項の納期限までの期間又は当該

納期限の翌日から１月を経過する日までの期間について

は，年７．３パーセント）の割合を乗じて計算した金額に

相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。 

３ 前項の場合において，法第３２１条の１１第１項又は第

３項の規定による更正の通知をした日が，法第３２１条の

８第１項，第２項，第４項又は第１９項の申告書を提出し

た日(当該申告書がその提出期限前に提出された場合には，

当該申告書の提出期限)の翌日から１年を経過する日後で

あるときは，詐偽その他不正の行為により市民税を免れた

場合を除き，当該１年を経過する日の翌日から当該通知を

した日（法人税に係る修正申告書を提出し，又は法人税に

係る更正若しくは決定がされたこと（同条第２項又は第４

８条の２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） 

第５０条 （略） 

２ 前項の場合においては，その不足税額に法第３２１条の

８第１項，第２項，第４項，第５項又は第２４項の納期限(同

条第２８項の申告納付に係る法人税割に係る不足税額につ

いても同条第１項，第２項，第４項又は第５項の納期限に

よるものとする。なお，納期限の延長があったときは，そ

の延長された納期限とする。）の翌日から納付の日までの期

間の日数に応じ，年１４．６パーセント（前項の納期限ま

での期間又は当該納期限の翌日から１月を経過する日まで

の期間については，年７．３パーセント）の割合を乗じて

計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなけれ

ばならない。 

３ 前項の場合において，法第３２１条の１１第１項又は第

３項の規定による更正の通知をした日が，法第３２１条の

８第１項，第２項，第４項，第５項又は第２４項の申告書

を提出した日(当該申告書がその提出期限前に提出された

場合には，当該申告書の提出期限)の翌日から１年を経過す

る日後であるときは，詐偽その他不正の行為により市民税

を免れた場合を除き，当該１年を経過する日の翌日から当

該通知をした日（法人税に係る修正申告書を提出し，又は



項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合にあって

は，当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結

親法人（法人税法第２条第１２号の７の２に規定する連結

親法人をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完

全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書

を提出し，又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこ

と）による更正に係るものにあっては，当該修正申告書を

提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の通知を

した日）までの期間は，延滞金の計算の基礎となる期間か

ら控除する。 

 

 （固定資産税の納税義務者等） 

第５４条 （略） 

２から５まで （略） 

６ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２３条第

１項の規定によって使用する埋立地若しくは干拓地（以下

この項において「埋立地等」という。）又は国が埋立て若し

くは干拓によって造成する埋立地等（同法第４２条第２項

の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項に

おいて同じ。）で工作物を設置し，その他土地を使用する場

合と同様の状態で使用されているもの（埋立て又は干拓に

関する工事に関して使用されているものを除く。）について

法人税に係る更正若しくは決定がされたこと（同条第２項

又は第４項の申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合

にあっては，当該連結子法人との間に連結完全支配関係が

ある連結親法人（法人税法第２条第１２号の７の２に規定

する連結親法人をいう。以下本項において同じ。）若しくは

連結完全支配関係があった連結親法人が法人税に係る修正

申告書を提出し，又は法人税に係る更正若しくは決定を受

けたこと）による更正に係るものにあっては，当該修正申

告書を提出した日又は国の税務官署が更正若しくは決定の

通知をした日）までの期間は，延滞金の計算の基礎となる

期間から控除する。 

 （固定資産税の納税義務者等） 

第５４条 （略） 

２から５まで （略） 

６ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２３条第

１項の規定によって使用する埋立地若しくは干拓地（以下

この項において「埋立地等」という。）又は国が埋立て若し

くは干拓によって造成する埋立地等（同法第４２条第２項

の規定による竣功通知前の埋立地等に限る。以下この項に

おいて同じ。）で工作物を設置し，その他土地を使用する場

合と同様の状態で使用されているもの（埋立て又は干拓に

関する工事に関して使用されているものを除く。）について



は，これらの埋立地等をもって土地とみなし，これらの埋

立地等のうち，都道府県，市町村，特別区，これらの組合，

財産区及び合併特例区（以下この項において「都道府県等」

という。）以外の者が同法第２３条第１項の規定によって使

用する埋立地等にあっては，当該埋立地等を使用する者を

もって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなし，都道

府県等が同条第１項の規定によって使用し，又は国が埋立

て若しくは干拓によって造成する埋立地等にあっては，都

道府県等又は国が当該埋立地等を都道府県等又は国以外の

者に使用させている場合に限り，当該埋立地等を使用する

者（土地改良法第８７条の２第１項の規定により国又は都

道府県が行う同項第１号の事業により造成された埋立地等

を使用する者で令第４９条の２に規定するものを除く。）を

もって当該埋立地等に係る第１項の所有者とみなす。 

 

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その

他施行規則第１０条の２の１１で定めるものを含む。）であ

って，家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため

取り付けたものであり，かつ，当該家屋に付合したことに

より家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この

項において「特定附帯設備」という。）については，当該取

り付けた者の事業の用に供することができる資産である場

は，これらの埋立地等をもって土地とみなし，これらの埋

立地等のうち，都道府県，市町村，特別区，これらの組合，

財産区，地方開発事業団及び合併特例区（以下この項にお

いて「都道府県等」という。）以外の者が同法第２３条第１

項の規定によって使用する埋立地等にあっては，当該埋立

地等を使用する者をもって当該埋立地等に係る第１項の所

有者とみなし，都道府県等が同条第１項の規定によって使

用し，又は国が埋立て若しくは干拓によって造成する埋立

地等にあっては，都道府県等又は国が当該埋立地等を都道

府県等又は国以外の者に使用させている場合に限り，当該

埋立地等を使用する者（土地改良法第８７条の２第１項の

規定により国又は都道府県が行う同項第１号の事業により

造成された埋立地等を使用する者で令第４９条の２に規定

するものを除く。）をもって当該埋立地等に係る第１項の所

有者とみなす。 

７ 家屋の附帯設備（家屋のうち附帯設備に属する部分その

他施行規則第１０条の２の１０で定めるものを含む。）であ

って，家屋の所有者以外の者がその事業の用に供するため

取り付けたものであり，かつ，当該家屋に付合したことに

より家屋の所有者が所有することとなったもの（以下この

項において「特定附帯設備」という。）については，当該取

り付けた者の事業の用に供することができる資産である場



合に限り，当該取り付けた者をもって第１項の所有者とみ

なし，当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以

外の資産とみなして固定資産税を課する。 

 （たばこ税の税率） 

第９５条 たばこ税の税率は，１，０００本につき４，６１

８円とする。 

 

   附 則 

 

 （土地に対して課する平成２１年度から平成２３年

度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語

の意義） 

第１１条 （略） 

（１）から（５）まで（略） 

（６）前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第

１８条第７項（附則第１３条の場合にあっては，

法附則第１９条第２項において準用する法附則第

１８条第７項，附則第１３条の３の場合にあって

は法附則第１９条の４第５項において準用する法

附則第１８条第７項，附則第１３条の４の場合に

あっては法附則第２１条の２第２項において準用

する法附則第１８条第７項，第１８条の３及び第

合に限り，当該取り付けた者をもって第１項の所有者とみ

なし，当該特定附帯設備のうち家屋に属する部分は家屋以

外の資産とみなして固定資産税を課する。 

 （たばこ税の税率） 

第９５条 たばこ税の税率は，１，０００本につき３，２９

８円とする。 

 

   附 則 

 

 （土地に対して課する平成２１年度から平成２３年

度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語

の意義） 

第１１条 （略）  

（１）から（５）まで（略） 

（６）前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第

１８条第７項（附則第１３条の場合にあっては，

法附則第１９条第２項において準用する法附則第

１８条第７項，附則第１３条の３の場合にあって

は法附則第１９条の４第５項において準用する法

附則第１８条第７項，附則第１３条の４の２の場

合にあっては法附則第２１条の２第２項において

準用する法附則第１８条第７項，第１８条の３及



１９条の４第６項から第８項までの規定） 

（７） （略） 

 

 

 

 

 

 

 （特別土地保有税の課税の特例） 

第１５条 （略） 

 （たばこ税の税率の特例） 

第１６条の２ たばこ事業法附則第２条の規定によ

る廃止前の製造たばこ定価法(昭和４０年法律第１

２２号)第１条第１項に規定する紙巻たばこ３級品

の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用

の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は，第９５条の

規定にかかわらず，当分の間，１，０００本につき

２，１９０円とする。 

2２ （略） 

 （非課税口座内上場株式等の譲渡に係る市民税の所

得計算の特例） 

第１９条の３ 市民税の所得割の納税義務者が，前年中

び第１９条の４第６項から第８項までの規定） 

（７） （略） 

(読替規定) 

第１５条 法附則第３１条の２第１項の規定の適用

がある土地に係る特別土地保有税については，第１

３６条中「又は第５８７条第２項」とあるのは「若

しくは第５８７条第２項又は法附則第３１条の２

第１項」とする。 

 （特別土地保有税の課税の特例) 

第１５条の２ （略） 

 （たばこ税の税率の特例） 

第１６条の２ たばこ事業法附則第２条の規定によ

る廃止前の製造たばこ定価法(昭和４０年法律第１

２２号)第１条第１項に規定する紙巻たばこ３級品

の当該廃止の時における品目と同一である喫煙用

の紙巻たばこに係るたばこ税の税率は，第９５条の

規定にかかわらず，当分の間，１，０００本につき

１，５６４円とする。 

2２ （略） 

 

 

第１９条の３ 削除 



に租税特別措置法第３７条の１４第５項第２号に規定

する非課税上場株式等管理契約（次項において「非課税

上場株式等管理契約」という。）に基づき同条第１項に

規定する非課税口座内上場株式等（その者が２以上の同

条第５項第１号に規定する非課税口座（以下この条にお

いて「非課税口座」という。）を有する場合には，それ

ぞれの非課税口座に係る非課税口座内上場株式等。以下

この条において同じ。）の譲渡をした場合には，令附則

第１８条の６の２第３項で定めるところにより，当該非

課税口座内上場株式等の譲渡による事業所得の金額，譲

渡所得の金額又は雑所得の金額と当該非課税口座内上

場株式等以外の同法第３７条の１０第２項に規定する

株式等の譲渡による事業所得の金額，譲渡所得の金額又

は雑所得の金額とを区分して，これらの金額を計算する

ものとする。 

２ 租税特別措置法第３７条の１４第４項各号に掲げる

事由により，非課税口座からの非課税口座内上場株式等

の一部又は全部の払出し（振替によるものを含む。以下

この項において同じ。）があった場合には，当該払出し

があった非課税口座内上場株式等については，その事由

が生じた時に，令附則第１８条の６の２第２項で定める

金額（以下この項において「払出し時の金額」という。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



により非課税上場株式等管理契約に基づく譲渡があっ

たものと，同法第３７条の１４第４項第１号に掲げる移

管，返還又は廃止による非課税口座内上場株式等の払出

しがあった非課税口座を開設し，又は開設していた市民

税の所得割の納税義務者については，当該移管，返還又

は廃止による払出しがあった時に，その払出し時の金額

をもって当該移管，返還又は廃止による払出しがあった

非課税口座内上場株式等の数に相当する数の当該非課

税口座内上場株式等と同一銘柄の同法第３７条の１１

の３第２項に規定する上場株式等の取得をしたものと

それぞれみなして，前項及び附則第１９条の規定その他

のこの条例の規定を適用する。 

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の

市民税の課税の特例） 

第２０条の４ 所得割の納税義務者が支払を受ける

べき租税条約等の実施に伴う所得税法，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１０項に規定する条約適用利子

等については，第３３条及び第３４条の３の規定に

かかわらず，他の所得と区分し，その前年中の同項

に規定する条約適用利子等の額（以下この項におい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の

市民税の課税の特例） 

第２０条の４ 所得割の納税義務者が支払を受ける

べき租税条約の実施に伴う所得税法，法人税法及び

地方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法律第

４６号。以下「租税条約実施特例法」という。）第

３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等

については，第３３条及び第３４条の３の規定にか

かわらず，他の所得と区分し，その前年中の同項に

規定する条約適用利子等の額（以下この項において



て「条約適用利子等の額」という。）に対し，条約

適用利子等の額（次項第１号の規定により読み替え

られた第３４条の２の規定の適用がある場合には，

その適用後の金額)に１００分の５の税率から同法

第３条の２の２第１項に規定する限度税率(第３項

において「限度税率」という。）を控除して得た率

に５分の３を乗じて得た率（当該納税義務者が同条

第３項の規定の適用を受ける場合には，１００分の

３の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民税

の所得割を課する。 

2２ 前項の規定の適用がある場合には，次に定めると

ころによる。 

(（１）及び（２） （略） 

(（３）第３５条の規定の適用については，同条中「又

は山林所得金額｣とあるのは「若しくは山林所得金

額又は附則第２０条の４第１項に規定する条約適

用利子等の額」と，｢若しくは山林所得金額」とあ

るのは｢若しくは山林所得金額若しくは租税条約等

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

「条約適用利子等の額」という。）に対し，条約適

用利子等の額（次項第１号の規定により読み替えら

れた第３４条の２の規定の適用がある場合には，そ

の適用後の金額)に１００分の５の税率から同法第

３条の２の２第１項に規定する限度税率(第３項に

おいて「限度税率」という。）を控除して得た率に

５分の３を乗じて得た率（当該納税義務者が同条第

３項の規定の適用を受ける場合には，１００分の３

の税率）を乗じて計算した金額に相当する市民税の

所得割を課する。 

2２ 前項の規定の適用がある場合には，次に定めると

ころによる。 

(（１）及び（２） （略） 

(（３）第３５条の規定の適用については，同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は附則第２０条の４第１項に規定する条約適

用利子等の額」と，「若しくは山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額若しくは租税条約実

施特例法第３条の２第１６項に規定する特定利子

に係る利子所得の金額，同条第１８項に規定する特

定収益分配に係る配当所得の金額，同条第２２項に

規定する特定懸賞金等に係る一時所得の金額若し



しくは同条第２４項に規定する特定給付補てん金

等に係る雑所得等の金額」とする。 

(（４） （略） 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等（次項において「条約適用配当等」

という。）については，第３３条第３項及び第４項

の規定は適用しない。この場合において，当該条約

適用配当等については，第３３条及び第３４条の３

の規定にかかわらず，他の所得と区分し，その前年

中の同法第３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等の額（以下この項において「条約適用配

当等の額」という。）に対し，条約適用配当等の額

（第５項第１号の規定により読み替えられた第３

４条の２の規定の適用がある場合には，その適用後

の金額)に１００分の５の税率から限度税率を控除

して得た率に５分の３を乗じて得た率（当該納税義

務者が同法第３条の２の２第３項の規定の適用を

受ける場合には，１００分の３の税率）を乗じて計

算した金額に相当する市民税の所得割を課する。 

4４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には，次に定

くは同条第２４項に規定する特定給付補てん金等

に係る雑所得等の金額」とする。 

(（４） （略） 

３ 所得割の納税義務者が支払を受けるべき租税条約

実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約

適用配当等（次項において「条約適用配当等」とい

う。）については，第３３条第３項及び第４項の規

定は適用しない。この場合において，当該条約適用

配当等については，第３３条及び第３４条の３の規

定にかかわらず，他の所得と区分し，その前年中の

同法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配

当等の額（以下この項において「条約適用配当等の

額」という。）に対し，条約適用配当等の額（第５

項第１号の規定により読み替えられた第３４条の２

の規定の適用がある場合には，その適用後の金額)

に１００分の５の税率から限度税率を控除して得た

率に５分の３を乗じて得た率（当該納税義務者が同

法第３条の２の２第３項の規定の適用を受ける場合

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。 

4４ （略） 

５５ 第３項後段の規定の適用がある場合には，次に定



めるところによる。 

(（１）及び（２） （略） 

（３）第３５条の規定の適用については，同条中「又

は山林所得金額」とあるのは｢若しくは山林所得金

額又は附則第２０条の４第３項に規定する条約適

用配当等の額」と，｢若しくは山林所得金額」とあ

るのは｢若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配当所得の金額」とする。 

(（４） （略） 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の

規定の適用がある場合（第３項後段の規定の適用が

ある場合を除く。）における第３４条の９の規定の

適用については，同条第１項中「又は同条第６項」

とあるのは「若しくは附則第２０条の４第３項に規

定する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」と

いう。）に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の

属する年度分の第３６条の２第１項の規定による

申告書（その提出期限後において市民税の納税通知

書が送達される時までに提出されたもの及びその

時までに提出された第３６条の３第１項の確定申

告書を含む。）にこの項の規定の適用を受けようと

めるところによる。 

（１）及び（２） （略） 

（３）第３５条の規定の適用については，同条中「又

は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金

額又は附則第２０条の４第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実

施特例法第３条の２第２０項に規定する申告不要

特定配当等に係る配当所得の金額」とする。 

(（４） （略） 

６ 租税条約実施特例法第３条の２の２第１項の規

定の適用がある場合（第３項後段の規定の適用があ

る場合を除く。）における第３４条の９の規定の適

用については，同条第１項中「又は同条第６項」と

あるのは「若しくは附則第２０条の４第３項に規定

する条約適用配当等(以下「条約適用配当等」とい

う。）に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の属

する年度分の第３６条の２第１項の規定による申

告書（その提出期限後において市民税の納税通知書

が送達される時までに提出されたもの及びその時

までに提出された第３６条の３第１項の確定申告

書を含む。）にこの項の規定の適用を受けようとす



する旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細

に関する事項の記載がある場合（これらの申告書に

これらの記載がないことについてやむを得ない理

由があると市長が認めるときを含む。）であって，

当該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基

礎となった条約適用配当等の額について租税条約

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３３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。 

 （保険料に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条の５ 所得割の納税義務者が支払った又は

控除される保険料（租税条約等実施特例法第５条の

２第１項に規定する保険料をいう。）については，

法第３１４条の２第１項第３号に規定する社会保

険料とみなして，この条例の規定を適用する。 

２ （略） 

る旨及び当該条約適用配当等に係る所得の明細に

関する事項の記載がある場合（これらの申告書にこ

れらの記載がないことについてやむを得ない理由

があると市長が認めるときを含む。）であって，当

該条約適用配当等に係る所得の金額の計算の基礎

となった条約適用配当等の額について租税条約の

実施に伴う所得税法，法人税法及び地方税法の特例

等に関する法律（昭和４４年法律第４６号。以下「租

税条約実施特例法」という。）第３条の２の２第１

項の規定及び法第２章第１節第５款の規定により

配当割額を課されたとき，又は第３３条第６項」と，

同条第３項中「法第３７条の４」とあるのは「租税

条約実施特例法第３条の２の２第９項の規定によ

り読み替えて適用される法第３７条の４」とする。 

 

 （保険料に係る個人の市民税の課税の特例） 

第２０条の５ 所得割の納税義務者が支払った又は

控除される保険料（租税条約実施特例法第５条の２

第１項に規定する保険料をいう。）については，法

第３１４条の２第１項第３号に規定する社会保険

料とみなして，この条例の規定を適用する。 

２ （略） 

 


