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守谷市税条例等の一部を改正する条例 

（守谷市税条例の一部を改正する条例） 

第 1 条 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３４条の７を次のように改める。 

（寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が，前年中に次に掲げる寄附金又は金銭

を支出した場合においては，法第３１４条の７第１項に規定するところに

より控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同項第１号に掲げる寄附金

を支出した場合にあっては，当該控除すべき金額に特例控除額を加算した

金額。以下この項において「控除額」という。）をその者の第３４条の３

及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。こ

の場合において，当該控除額が当該所得割の額を超えるときは，当該控除

額は，当該所得割の額に相当する金額とする。 

（１）法第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲げる寄附金 

（２）所得税法第７８条第２項第２号及び第３号に掲げる寄附金（同条第３

項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。）並びに租税特別

措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の２第２項に規定す

る特定非営利活動に関する寄附金（その寄附をした者に特別の利益が及

ぶと認められるものを除く。）のうち，次に掲げるもの 

   ア 茨城県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金 

   イ 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政

令（平成４年政令第１６２号）第１条の規定により主務官庁の権限に

属する事務を茨城県知事又は茨城県教育委員会が行うものとされた

同条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭 

   ウ ア及びイに掲げるもののほか，市民の福祉の増進に寄与する寄附金

で，国内に事務所を有する所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）

第２１７条第１項第４号に規定する学校法人等又は茨城県内に事務

所を有する同項第５号に規定する社会福祉法人に対するもの 

２ 前項の特例控除額は，法第３１４条の７第２項に定めるところにより計

算した金額とする。 

附則第７条の４を次のように改める。 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用を受ける市民税の所得割の納税義

務者が，法第３１４条の７第２項第２号若しくは第３号に掲げる場合に該

当する場合又は第３４条の３第２項に規定する課税総所得金額，課税退職

所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって，当該納税義務者

の前年中の所得について，附則第１６条の３第１項，附則第１６条の４第

１項，附則第１７条第１項，附則第１８条第１項，附則第１９条第１項又



は附則第２０条の２第１項の規定の適用を受けるときは，第３４条の７第

２項に規定する特例控除額は，同項の規定にかかわらず，法附則第５条の

５第２項に定めるところにより計算した金額とする。 

附則第１６条の３第３項第２号中「，附則第７条の３の２第１項及び附則

第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に，「第３４条の７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１６条の３第

１項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と，同項前段」を「第３

４条の７第１項前段」に改め，「，同条第２項及び附則第７条の４中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定によ

る市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第１６条の４第３項第２号中「，附則第７条の３の２第１項及び附則

第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に，「第３４条の７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１６条の４第

１項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と，同項前段」を「第３４

条の７第１項前段」に改め，「，同条第２項及び附則第７条の４中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第１７条第３項第２号中「，附則第７条の３の２第１項及び附則第７

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に，「第３４条の７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１７条第１項に規

定する長期譲渡所得の金額」と，同項前段」を「第３４条の７第１項前段」

に改め，「，同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１７条第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」と」を削る。 

附則第１８条第５項第２号中「，附則第７条の３の２第１項及び附則第７

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に，「第３４条の７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１８条第１項に規

定する短期譲渡所得の金額」と，同項前段」を「第３４条の７第１項前段」

に改め，「，同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」と」を削る。 

附則第１９条第２項第２号中「，附則第７条の３の２第１項及び附則第７

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に，「第３４条の７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１９条第１項に規

定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と，同項前段」を「第３４条の７第

１項前段」に改め，「，同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額並びに附則第１９条第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」と」を削る。 

附則第２０条の２第２項第２号中「，附則第７条の３の２第１項及び附則

第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に，「第３４条の７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２０条の２第

１項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と，同項前段」を「第３４

条の７第１項前段」に改め，「，同条第２項及び附則第７条の４中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０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」を削る。 

  附則第２０条の４第２項第２号中「，附則第７条の３の２第１項及び附則

第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に，「第３４条の７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２０条の４第

１項に規定する条約適用利子等の額」と，同項前段」を「第３４条の７第１

項前段」に改め，「，同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第１項の規定による市民税の所

得割の額の合計額」と」を削り，同条第５項第２号中「，附則第７条の３の

２第１項及び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に，「第

３４条の７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２０条の４第３項に規定する条約適用配当等の額」と，同項前段」を「第

３４条の７第１項前段」に改め，「，同条第２項及び附則第７条の４中「所

得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第２０条の４第３項の規定に

よる市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

 （守谷市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 守谷市税条例の一部を改正する条例（平成２０年守谷市条例第２５

号）の一部を次のように改正する。 

附則第２条中第６項を削り，第７項を第６項とし，第８項から第１０項ま

でを１項ずつ繰り上げ，同条第１１項中「第２条第１０項」を「第２条第９

項」に改め，同項を同条第１０項とし，同条第１２項中「第１０項」を「第

９項」に改め，同項を同条第１１項とし，第１３項から第１７項までを１項

ずつ繰り上げ，同条第１８項中「第２条第１７項」を「第２条第１６項」に

改め，同項を同条第１７項とし，同条第１９項中「第１７項」を「第１６項」

に改め，同項を同条第１８項とし，同条第２０項中「第１７項」を「第１６

項」に改め，同項を同条第１９項とし，第２１項を第２０項とし，第２２項

を第２１項とする。 

第３条 守谷市税条例の一部を改正する条例（平成２０年守谷市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。 

附則第２条第２項中「新条例第３４条の７」を「守谷市税条例等の一部を

改正する条例（平成２３年守谷市条例第 号）による改正後の守谷市税条例

第３４条の７」に，「同条第１項第３号中「第４１条の１８の３」とあるの

は，「第４１条の１８の３並びに」を「同条第１項第２号中「特定非営利活

動に関する寄付金」とあるのは，「特定非営利活動に関する寄付金及び」に

改め，「第４１条の１８の２第１項」の次に「に規定する特定地域雇用等促

進法人が行う地域再生法の一部を改正する法律（平成２０年法律第３６号）

附則第２条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第２条の



規定による改正前の地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第３項第

３号に規定する事業に関連する寄附金」を加える。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，公布の日から施行する。 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の守谷市税条例（以下「新条例」という。）

第３４条の７の規定は，市民税の所得割の納税義務者が平成２３年１月１日

以後に支出する新条例第３４条の７第１項各号に掲げる寄附金又は金銭に

ついて適用する。 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）から平成２３年１２月３

１日までの間における新条例第３４条の７の規定の適用については，同条第

１項第２号中「第４１条の１８の２第２項に規定する特定非営利活動に関す

る寄附金」とあるのは，「第４１条の１８の３に規定する認定特定非営利活

動法人が行う特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第１項

に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金」とする。 

（守谷市税条例の一部を改正する条例の一部改正に伴う経過措置） 

第３条 施行日から平成２３年１２月３１日までの間における改正後の守谷

市税条例の一部を改正する条例（平成２０年守谷市条例第３５号）附則第２

条第２項の規定中「守谷市税条例等の一部を改正する条例（平成２３年守谷

市条例第 号）による改正後の守谷市税条例第３４条の７」とあるのは「新

条例第３４条の７」と，「同条第１項第２号中「特定非営利活動に関する寄

附金」とあるのは，「特定非営利活動に関する寄付金」とあるのは，「同条第

１項第３号中「第４１条の１８の３」とあるのは，「第４１条の１８の３」

と，「第４１条の１８の２第１項に規定する特定地域雇用等促進法人が行う

地域再生法の一部を改正する法律（平成２０年法律第３６号）附則第２条の

規定によりなおその効力を有するものとされる同法第２条の規定による改

正前の地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第３項第３号に規定す

る事業に関連する寄附金」とあるのは｢第４１条の１８の２第１項｣とする。 



提案理由（議案第５５号） 

 

 

提案の理由を申し上げます。 

 本案は，平成２３年６月３０日に現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応

して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律（平成２３年法

律第８３号）が公布されたことに伴い，守谷市税条例等の一部改正を行うもの

です。 

 改正の主な内容は，寄付金税額控除の適用下限額の引下げ及び引用条項の整

理です。 

 よろしく御審議の上，御決議のほどお願いいたします。 

 

 

 

 

 



改     正 現      行 

 （寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が，前年中に次に掲げる

寄附金又は金銭を支出した場合においては，法第３１４条

の７第１項に規定するところにより控除すべき額（当該納

税義務者が前年中に同項第１号に掲げる寄附金を支出し

た場合にあっては，当該控除すべき金額に特例控除額を加

算した金額。以下この項において「控除額」という。）を

その者の第３４条の３及び前条の規定を適用した場合の

所得割の額から控除するものとする。この場合において，

当該控除額が当該所得割の額を超えるときは，当該控除額

は，当該所得割の額に相当する金額とする。 

（１）法第３１４条の７第１項第１号及び第２号に掲げる

寄附金 

（２）所得税法第７８条第２項第２号及び第３号に掲げる

寄附金（同条第３項の規定により特定寄附金とみなさ

れるものを含む。）並びに租税特別措置法（昭和３２年

法律第２６号）第４１条の１８の２第２項に規定する

特定非営利活動に関する寄附金（その寄附をした者に

特別の利益が及ぶと認められるものを除く。）のうち，

次に掲げるもの 

  ア 茨城県内に主たる事務所を有する法人又は団体に

対する寄附金 

  イ 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処

理等に関する政令（平成４年政令第１６２号）第１条

（寄附金税額控除） 

第３４条の７ 所得割の納税義務者が，前年中に次に掲げ

る寄附金を支出し，当該寄附金の額の合計額（当該合計

額が前年の総所得金額，退職所得金額及び山林所得金額

の合計額の１００分の３０に相当する金額を超える場合

には，当該１００分の３０に相当する金額）が５,０００

円を超える場合には，その超える金額の１００分の６に

相当する金額（当該納税義務者が前年中に第１号に掲げ

る寄附金を支出し，当該寄附金の額の合計額が５,０００

円を超える場合にあっては，当該１００分の６に相当す

る金額に特例控除額を加算した金額。以下この項におい

て「控除額」という。)をその者の第３４条の３及び前条

の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものと

する。この場合において，当該控除額が当該所得割の額

を超えるときは，当該控除額は，当該所得割の額に相当

する金額とする。 

（１）都道府県，市町村又は特別区に対する寄附金（当該

納税義務者がその寄附によって設けられた設備を専属

的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者

に及ぶと認められるものを除く。） 

（２）社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１１３条

第２項に規定する共同募金会（その主たる事務所を県

内に有するものに限る。）又は日本赤十字社に対する寄

附金（県内に事務所を有する日本赤十字社の支部にお

参考資料守谷市税条例（昭和３９年守谷町条例第１３８号）新旧対照表 



の規定により主務官庁の権限に属する事務を茨城県

知事又は茨城県教育委員会が行うものとされた同条

に規定する公益信託の信託財産とするために支出し

た金銭 

  ウ ア及びイに掲げるもののほか，市民の福祉の増進に

寄与する寄附金で，国内に事務所を有する所得税法施

行令（昭和４０年政令第９６号）第２１７条第１項第

４号に規定する学校法人等又は茨城県内に事務所を

有する同項第５号に規定する社会福祉法人に対する

もの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の特例控除額は，法第３１４条の７第２項に定め

るところにより計算した金額とする。 

 

 

 

いて収納されたものに限る。）で，令第７条の１７各号

の規定により定めるもの 

（３）所得税法第７８条第２項第２号及び第３号に掲げる 

寄附金（同条第３項及び租税特別措置法第４１条の１

８の３の規定により特定寄附金とみなされるものを含

む。）のうち，次に掲げるもの（前号に掲げる寄附金に

該当するものを除く。） 

ア 茨城県内に主たる事務所を有する法人又は団体に

対する寄附金 

イ 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処

理等に関する政令（平成４年政令第１６２号）第１

条の規定により主務官庁の権限に属する事務を茨城

県知事又は茨城県教育委員会が行うものとされた同

条に規定する公益信託の信託財産とするために支出

した金銭  

ウ ア及びイに掲げるもののほか，市民の福祉の増進

に寄与する寄附金で，国内に事務所を有する所得税

法施行令第２１７条第１項第４号に規定する学校法

人等又は茨城県内に事務所を有する同項第５号に規

定する社会福祉法人に対するもの 

２ 前項の特例控除額は，同項の所得割の納税義務者が前

年中に支出した同項第１号に掲げる寄附金の額の合計額

のうち５,０００円を超える金額に，次の各号に掲げる場

合の区分に応じ，当該各号に定める割合を乗じて得た金

額の５分の３に相当する金額（当該金額が当該納税義務

者の第３４条の３及び前条の規定を適用した場合の所得



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

割の額の１００分の１０に相当する金額を超えるとき

は，当該１００分の１０に相当する金額）とする。 

（１）当該納税義務者が第３４条の３第２項に規定する課 

税総所得金額（以下この項において「課税総所得金額」

という。）を有する場合において，当該課税総所得金額

から当該納税義務者に係る前条第１号イに掲げる金額

（以下この項において「人的控除差調整額」という。）

を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金

額について，次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ，

それぞれ同表の右欄に掲げる割合 

 

 

 

１９５万円以下の金額 

 

１００分の８５ 

１９５万円を超え３３０

万円以下の金額 

１００分の８０ 

３３０万円を超え６９５ 

万円以下の金額 

１００分の７０ 

６９５万円を超え９００ 

万円以下の金額 

１００分の６７ 

９００万円を超え１,８０ 

０万円以下の金額 

１００分の５７ 

１,８００万円を超える金

額 

１００分の５０ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合にお 

いて，当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る

人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときで

あって，当該納税義務者が第３４条の３第２項に規定

する課税山林所得金額（以下この項において「課税山

林所得金額」という。）及び同条第２項に規定する課税

退職所得金額（以下この項において「課税退職所得金

額」という。）を有しないとき １００分の９０ 

（３）当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合にお 

いて当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人

的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は

当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であ

って，当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退

職所得金額を有するとき 次のア又はイに掲げる場合

の区分に応じ，それぞれア又はイに定める割合（ア及

びイに掲げる場合のいずれにも該当するときは，当該

ア又はイに定める割合のうちいずれか低い割合） 

ア 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所

得金額の５分の１に相当する金額について，第１号

の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ，それぞれ同

表の右欄に掲げる割合 

イ 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所

得金額について，第１号の表の左欄に掲げる金額の

区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる割合 

 

 



附 則 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用を受ける市民税の

所得割の納税義務者が，法第３１４条の７第２項第２号

若しくは第３号に掲げる場合に該当する場合又は第３４

条の３第２項に規定する課税総所得金額，課税退職所得

金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって，当

該納税義務者の前年中の所得について，附則第１６条の

３第１項，附則第１６条の４第１項，附則第１７条第１

項，附則第１８条第１項，附則第１９条第１項又は附則

第２０条の２第１項の規定の適用を受けるときは，第３

４条の７第２項に規定する特例控除額は，同項の規定に

かかわらず，法附則第５条の５第２項に定めるところに

より計算した金額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例） 

第７条の４ 第３４条の７の規定の適用を受ける市民税の

所得割の納税義務者が，同条第２項第２号若しくは第３

号に掲げる場合に該当する場合又は第３４条の３第２項

に規定する課税総所得金額，課税退職所得金額及び課税

山林所得金額を有しない場合であって，当該納税義務者

の前年中の所得について，附則第１６条の３第１項，附

則第１６条の４第１項，附則第１７条第１項，附則第１

８条第１項，附則第１９条第１項又は附則第２０条の２

第１項の規定の適用を受けるときは，第３４条の７第２

項に規定する特例控除額は，同項第２号及び第３号の規

定にかかわらず，当該納税義務者が前年中に支出した同

条第１項第１号に掲げる寄附金の額の合計額のうち５,０

００円を超える金額に，次の各号に掲げる場合の区分に

応じ，当該各号に定める割合（当該各号に掲げる場合の

２以上に該当するときは，当該各号に定める割合のうち

最も低い割合）を乗じて得た金額の５分の３に相当する

金額（当該金額が当該納税義務者の第３４条の３及び第

３４条の６の規定を適用した場合の所得割の額の１００

分の１０に相当する金額を超えるときは，当該１００分

の１０に相当する金額）とする。 

（１） 第３４条の３第２項に規定する課税山林所得金額を

有する場合 当該課税山林所得金額の５分の１に相

当する金額について，第３４条の７第２項第１号の表

の左欄に掲げる金額の区分に応じ，それぞれ同表の右



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特 

例） 

第１６条の３ （略） 

２ （略） 

３ 第１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） （略） 

（２）第３４条の６から第３４条の８まで,第３４条の９第 

１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項及び

附則第７条の３の２第１項の規定の適用については，

第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額及び附則第１６条の３第１項の規定による市民税の

所得割の額」と，第３４条の７第１項前段，第３４条

欄に掲げる割合 

（２） 第３４条の３第２項に規定する課税退職所得金額を 

有する場合 当該課税退職所得金額について，第３４

条の７第２項第１号の表の左欄に掲げる金額の区分

に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる割合 

（３） 前年中の所得について附則第１６条の４第１項の規 

定の適用を受ける場合 １００分の５０ 

（４） 前年中の所得について附則第１８条第１項の規定の

適用を受ける場合 １００分の６０ 

（５） 前年中の所得について附則第１６条の３第１項，附

則第１７条第１項，附則第１９条第１項又は附則第２

０条の２第１項の規定の適用を受ける場合 １００

分の７５ 

（上場株式等に係る配当所得に係る市民税の課税の特 

 例） 

第１６条の３ （略） 

２ （略） 

３ 第１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） （略） 

（２）第３４条の６から第３４条の８まで,第３４条の９第 

１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項，附

則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４の規定の

適用については，第３４条の６中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第１６条の３第１項の規

定による市民税の所得割の額」と，第３４条の７第１



の８，第３４条の９第１項，附則第７条第１項，附則

第７条の３第１項及び附則第７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

１６条の３第１項の規定による市民税の所得割の額」

と，第３４条の７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１６条の３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。 

 

 

 

 

 

 

（３）及び（４） （略） 

（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１６条の４ （略） 

２ （略） 

３ 第１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） （略） 

（２）第３４条の６から第３４条の８まで,第３４条の９第 

１項，附則第７条第１項,附則第７条の３第１項及び附 

則第７条の３の２第１項の規定の適用については，第 

３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の額 

及び附則第１６条の４第１項の規定による市民税の所 

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１６条の３第１項に規定する上場株式等に係

る配当所得の金額」と，同項前段，第３４条の８，第

３４条の９第１項，附則第７条第１項，附則第７条の

３第１項及び附則第７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１６条の３

第１項の規定による市民税の所得割の額」と，第３４

条の７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１６条の３第１項の規定による市民

税の所得割の額の合計額」と，同条第２項及び附則第

７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並

びに附則第１６条の３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。 

（３）及び（４） （略） 

（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１６条の４ （略） 

２ （略） 

３ 第１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） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで,第３４条の９第 

１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項，附 

則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４の規定の 

適用については，第３４条の６中「所得割の額」とある 

のは「所得割の額及び附則第１６条の４第１項の規定 



得割の額」と，第３４条の７第１項前段，第３４条の 

８，第３４条の９第１項，附則第７条第１項，附則第 

７条の３第１項及び附則第７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１６ 

条の４第１項の規定による市民税の所得割の額」と，

第３４条の７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１６条の４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。 

 

 

 

 

 

 

（３）及び（４） （略） 

４ （略） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１７条 （略） 

２ （略） 

３ 第１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） （略） 

（２）第３４条の６から第３４条の８まで,第３４条の９第

１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項及び

附則第７条の３の２第１項の規定の適用については，

第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の

による市民税の所得割の額」と，第３４条の７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１６条の４第１項に規定する土地等に係る事業 

所得等の金額」と，同項前段，第３４条の８，第３４ 

条の９第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第 

１項及び附則第７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１６条の４第１ 

項の規定による市民税の所得割の額」と，第３４条の 

７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１６条の４第１項の規定による市民税の 

所得割の額の合計額」と，同条第２項及び附則第７条 

の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 

附則第１６条の４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。 

（３）及び（４） （略） 

４ （略） 

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１７条 （略） 

２ （略） 

３ 第１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） （略） 

（２）第３４条の６ら第３４条の８まで，第３４条の９第 

１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項，附 

則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４の規定の 

適用については，第３４条の６中「所得割の額」とあ 



額及び附則第１７条第１項の規定による市民税の所得

割の額」と，第３４条の７第１項前段，第３４条の８，

第３４条の９第１項，附則第７条第１項，附則第７条

の３第１項及び附則第７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１７条第

１項の規定による市民税の所得割の額」と，第３４条

の７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１７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。 

 

 

 

 

 

（３）及び（４） （略） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１８条 （略） 

２から４まで （略） 

５ 第１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）（略） 

（２）第３４条の６から第３４条の８まで,第３４条の９第 

１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項及び 

附則第７条の３の２第１項の規定の適用については， 

第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割の 

額及び附則第１８条第１項の規定による市民税の所

るのは「所得割の額及び附則第１７条第１項の規定に 

よる市民税の所得割の額」と，第３４条の７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１７条第１項に規定する長期譲渡所得の金額」と， 

同項前段，第３４条の８，第３４条の９第１項，附則 

第７条第１項，附則第７条の３第１項及び附則第７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１７条第１項の規定による市民税

の所得割の額」と,第３４条の７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１７条第１ 

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と，同 

条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とある 

のは「所得割の額並びに附則第１７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。 

（３）及び（４） （略） 

（短期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１８条 （略） 

２から４まで （略） 

５ 第１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）（略） 

（２）第３４条の６から第３４条の８まで,第３４条の９第 

１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項，附

則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４の規定の

適用については，第３４条の６中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額及び附則第１８条第１項の規定に



得割の額」と，第３４条の７第１項前段，第３４条の

８，第３４条の９第１項，附則第７条第１項，附則第

７条の３第１項及び附則第７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１８

条第１項の規定による市民税の所得割の額」と，第３

４条の７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１８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。 

 

 

 

 

 

（３）及び（４） （略） 

（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１９条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には，次に定めるところ

による。 

（１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで，第３４条の９ 

第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項及 

び附則第７条の３の２第１項の規定の適用について 

は第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割 

の額及び附則第１９条第１項の規定による,市民税の 

所得割の額」と,第３４条の７第１項前段，第３４条 

よる市民税の所得割の額」と，第３４条の７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１８条第１項に規定する短期譲渡所得の金額」と，

同項前段，第３４条の８，第３４条の９第１項，附則

第７条第１項，附則第７条の３第１項及び附則第７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１８条第１項の規定による市民税の

所得割の額」と，第３４条の７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１８条第１

項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と，同

条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第１８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。 

（３）及び（４） （略） 

（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１９条 （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には，次に定めるところ

による。 

（１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで，第３４条の９ 

第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項,附 

則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４の規定の 

適用については，第３４条の６中「所得割の額」とあ 

るのは「所得割の額及び附則第１９条第１項の規定に 

よる市民税の所得割の額」と，第３４条の７第１項中 



の８，第３４条の９第１項，附則第７条第１項，附則 

第７条の３第１項及び附則第７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１ 

９条第１項の規定による市民税の所得割の額」と，第 

３４条の７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１９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。 

 

 

 

 

 

 

（３）及び（４） （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） 

第２０条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には，次に定めるところ

による。 

（１） （略） 

（２）第３４条の６から第３４条の８まで，第３４条の９ 

第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項及 

び附則第７条の３の２第１項の規定の適用については 

，第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割 

の額及び附則第２０条の２第１項の規定による市民税 

の所得割の額」と，第３４条の７第１項前段，第３４ 

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附 

則第１９条第１項に規定する株式等に係る譲渡所得等 

の金額」と，同項前段，第３４条の８，第３４条の９ 

第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項及 

び附則第７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１９条第１項の規定に 

よる市民税の所得割の額」と，第３４条の７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１９条第１項の規定による市民税の所得割の額の合 

計額」と，同条第２項及び附則第７条の４中「所得割 

の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１９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。 

（３）及び（４） （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） 

第２０条の２ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には，次に定めるところ

による。 

（１） （略） 

（２）第３４条の６から第３４条の８まで，第３４条の９ 

 第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項， 

附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４の規定 

の適用については,第３４条の６中「所得割の額」とあ 

るのは「所得割の額及び附則第２０条の２第１項の規 

定による市民税の所得割の額」と，第３４条の７第１ 



条の８，第３４条の９第１項，附則第７条第１項，附 

則第７条の３第１項及び附則第７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 

２０条の２第１項の規定による市民税の所得割の額」 

と，第３４条の７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２０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。 

 

 

 

 

 

 

（３）及び（４） （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民 

税の課税の特例） 

第２０条の４ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には，次に定めるところ

による。 

（１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで，第３４条の９

第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項及

び附則第７条の３の２第１項の規定の適用について

は，第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得

割の額及び附則第２０条の４第１項の規定による市

民税の所得割の額」と，第３４条の７第１項前段，第

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２０条の２第１項に規定する先物取引に係る 

雑所得等の金額」と，同項前段，第３４条の８，第３ 

４条の９第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３ 

第１項及び附則第７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２０条の２第１ 

項の規定による市民税の所得割の額」と，第３４条の 

７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２０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，同条第２項及び附則第７条 

の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに 

附則第２０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。 

（３）及び（４） （略） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の市民 

税の課税の特例） 

第２０条の４ （略） 

２ 前項の規定の適用がある場合には，次に定めるところ

による。 

（１） （略） 

（２） 第３４条の６から第３４条の８まで，第３４条の９

第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項，

附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４の規

定の適用については，第３４条の６中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額及び附則第２０条の４第１項

の規定による市民税の所得割の額」と，第３４条の７



３４条の８，第３４条の９第１項，附則第７条第１項，

附則第７条の３第１項及び附則第７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２０条の４第１項の規定による市民税の所得割

の額」と，第３４条の７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２０条の４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。 

 

 

 

 

 

 

（３）及び（４） （略） 

３及び４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には，次に定める

ところによる。 

（１） （略） 

（２）第３４条の６から第３４条の８まで，第３４条の９ 

第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項及 

び附則第７条の３の２第１項の規定の適用については 

，第３４条の６中「所得割の額」とあるのは「所得割 

の額及び附則第２０条の４第３項の規定による市民税 

の所得割の額」と，第３４条の７第１項前段，第３４ 

条の８，第３４条の９第１項，附則第７条第１項，附 

則第７条の３第１項及び附則第７条の３の２第１項中 

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２０条の４第１項に規定する条約適用

利子等の額」と，同項前段，第３４条の８，第３４条

の９第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１

項及び附則第７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２０条の４第１項

の規定による市民税の所得割の額」と，第３４条の７

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２０条の４第１項の規定による市民税の

所得割の額の合計額」と，同条第２項及び附則第７条

の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに

附則第２０条の４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。 

（３）及び（４） （略） 

３及び４ （略） 

５ 第３項後段の規定の適用がある場合には，次に定める

ところによる。 

（１） （略） 

（２）第３４条の６から第３４条の８まで，第３４条の９ 

第１項，附則第７条第１項，附則第７条の３第１項， 

附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４の規定 

の適用については，第３４条の６中「所得割の額」と 

あるのは「所得割の額及び附則第２０条の４第３項の 

規定による市民税の所得割の額」と，第３４条の７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２０条の４第３項に規定する条約適用配当 



「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第 

２０条の４第３項の規定による市民税の所得割の額」 

と，第３４条の７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２０条の４第３項の規定 

による市民税の所得割の額の合計額」と，第３４条の 

９第１項中「第３３条第４項」とあるのは「附則第２ 

０条の４第４項」とする。 

 

 

 

 

 

 

（３）及び（４） （略） 

６ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等の額」と，同項前段，第３４条の８，第３４条の９ 

第１項， 附則第７条第１項，附則第７条の３第１項及 

第２項， び附則第７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２０条の４第 

３項の規定による市民税の所得割の額」と，第３４条 

の７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２０条の４第３項の規定による市民税 

の所得割の額の合計額」と，同条第２項及び附則第７ 

条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並び 

に附則第２０条の４第３項の規定による市民税の所得 

割の額の合計額」と，第３４条の９第１項中「第３３ 

条第４項」とあるのは「附則第２０条の４第４項」と 

する。 

（３）及び（４） （略） 

６ （略） 

 



 

 

改     正 現      行 

附 則 

（個人の市民税に関する経過措置） 

第２条 （略） 

２から５まで （略） 

６ （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

（個人の市民税に関する経過措置） 

第２条 （略） 

２から５まで （略） 

６ 平成２１年度から平成２６年度までの各年度分の個人 

の市民税についての新条例第３４条の７の規定の適用に

ついては，同条第１項第１２号中「第４１条の１８の３

に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活

動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第１項に規定

する特定非営利活動に係る事業」とあるのは，「第４１条

の１８の３に規定する認定特定非営利活動法人が行う特

定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第

１項に規定する特定非営利活動に係る事業及び所得税法

等の一部を改正する法律（平成２０年法律第２３号）附

則第５５条の規定によりなおその効力を有することとさ

れる同法第８条の規定による改正前の租税特別措置法第

４１条の１８の２第１項に規定する特定地域雇用等促進

法人が行う地域再生法の一部を改正する法律（平成２０

年法律第３６号）附則第２条の規定によりなおその効力

を有するものとされる同法第２条の規定による改正前の

地域再生法（平成１７年法律第２４号）第５条第３項第 

３号に規定する事業」とする。 

守谷市税条例の一部を改正する条例（平成２０年守谷市条例第２５号）新旧対照表 



６から９まで （略） 

１０ 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第

１６条の３第３項の規定の適用については，同項第１号

中「附則第１６条の３第１項」とあるのは，「附則第１

６条の３第１項（市税条例の一部を改正する条例（平成

２０年守谷市条例第２５号）附則第２条第９項の規定に

より適用される場合を含む。以下同じ。）」とする。 

１１ 新条例附則第１９条の６第１項又は第４項の規定の

適用がある場合における第９項の規定の適用について

は，同項中「同項前段の規定により」とあるのは，「新

条例附則第１９条の６第３項又は第５項の規定により読

み替えられた新条例附則第１６条の３第１項前段の規定

により」とする。 

１２から１６まで （略）  

１７ 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第

１９条第２項の規定の適用については，同項第１号中「譲

渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額（当該

株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに市税条例の一部

を改正する条例（平成２０年守谷市条例第２５号）附則

第２条第１６項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額がある場合には，当該株式等に係る譲渡所得等の

金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除

した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額）」

とする。 

１８ 新条例附則第１９条の６第４項の規定の適用がある

場合における第１６項の規定の適用については，同項中

７から１０まで （略） 

１１ 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第

１６条の３第３項の規定の適用については，同項第１号

中「附則第１６条の３第１項」とあるのは，「附則第１

６条の３第１項（市税条例の一部を改正する条例（平成

２０年守谷市条例第２５号）附則第２条第１０項の規定

により適用される場合を含む。以下同じ。）」とする。 

１２ 新条例附則第１９条の６第１項又は第４項の規定の 

適用がある場合における第１０項の規定の適用について

は，同項中「同項前段の規定により」とあるのは，「新

条例附則第１９条の６第３項又は第５項の規定により読

み替えられた新条例附則第１６条の３第１項前段の規定

により」とする。 

１３から１７まで （略） 

１８ 前項の規定の適用がある場合における新条例附則第

１９条第２項の規定の適用については，同項第１号中「譲

渡所得等の金額」とあるのは「譲渡所得等の金額（当該

株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに市税条例の一部

を改正する条例（平成２０年守谷市条例第２５号）附則

第２条第１７項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額がある場合には，当該株式等に係る譲渡所得等の

金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除

した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額）」

とする。 

１９ 新条例附則第１９条の６第４項の規定の適用がある

場合における第１７項の規定の適用については，同項中



「計算した金額（」とあるのは「計算した金額（新条例

附則第１９条の６第４項の規定の適用がある場合には，

その適用後の金額。」とする。 

１９ 新条例附則第２０条第３項の規定の適用がある場合

における第１６項の規定の適用については，同項中「計

算した金額（」とあるのは「計算した金額（新条例附則

第２０条第３項の規定の適用がある場合には，その適用

後の金額。」とする。 

２０及び２１ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「計算した金額（」とあるのは「計算した金額（新条例

附則第１９条の６第４項の規定の適用がある場合には，

その適用後の金額。」とする。 

２０ 新条例附則第２０条第３項の規定の適用がある場合

における第１７項の規定の適用については，同項中「計

算した金額（」とあるのは「計算した金額（新条例附則

第２０条第３項の規定の適用がある場合には，その適用

後の金額。」とする。 

２１及び２２ （略）  

 

 



 

 

改     正 現      行 

附 則 

（経過措置） 

第２条 （略） 

２ 平成２１年度から平成２６年度までの各年度分の個人 

の市民税についての守谷市税条例等の一部を改正する条

例（平成２３年守谷市条例第 号）による改正後の守谷

市税条例第３４条の７規定の適用については，同条第１

項第２号中「特定非営利活動に関する寄附金」とあるの

は，「特定非営利活動に関する寄附金及び所得税法等の一

部を改正する法律（平成２０年法律第２３号）附則第５

５条の規定によりなおその効力を有することとされる同

法第８条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条

の１８の２第１項に規定する特定地域雇用等促進法人が

行う地域再生法の一部を改正する法律（平成２０年法律

第３６号）附則第２条の規定によりなおその効力を有す

るものとされる同法第２条の規定による改正前の地域再

生法（平成１７年法律第２４号）第５条第３項第３号に

規定する事業に関連する寄附金」とする。 

 

 

 

 

附 則 

（経過措置） 

第２条 （略） 

２ 平成２１年度から平成２６年度までの各年度分の個人 

の市民税についての新条例第３４条の７の規定の適用に

ついては，同条第１項第３号中「第４１条の１８の３」

とあるのは，「第４１条の１８の３並びに所得税法等の一

部を改正する法律（平成２０年法律第２３号）附則第５

５条の規定によりなおその効力を有することとされる同

法第８条の規定による改正前の租税特別措置法第４１条

の１８の２第１項」とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

守谷市税条例の一部を改正する条例（平成２０年守谷市条例第３５号）新旧対照表 



 

 

 

 

 

 

 

 

 守谷市税条例守谷市税条例守谷市税条例守谷市税条例等等等等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例についてについてについてについて    

参考資料 

 平成 23 年 6 月 30 日に公布された「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢

に対応して税制の整備を図るための地方税法等の一部を改正する法律」の

改正に伴う守谷市税条例等の一部改正で，寄附金税額控除の適用下限額の

引下げ及びそれに伴う引用条項の整理を行うものです。     

(9 月議会に提出した専決処分に含まれていない寄附金控除の部分の改正） 

  

○主な改正内容 

寄附文化の裾野を広げ，より少額の寄附でも税額控除の対象とするた 

め，個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額を平成 24 年度から 2,000

円（現行 5,000 円）に引き下げる。 

 

 


