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説 明 資 料

鈴鹿市国民健康保険条例改正部分新旧対照表
○鈴鹿市税条例（附則第８項関係）
改

正

後

改

目次

前

目次
略

略

第３章

略

第１節

第３章

削除

第２節・第３節

略

第２節・第３節

略

略

（税目）
第３条

略

第１節 国民健康保険税（第131条―第145条）

略

２

正

（税目）
略

第３条

市税として課する目的税は，次に掲げるものと ２

する。

略

市税として課する目的税は，次に掲げるものと
する。
(１) 国民健康保険税

(１)・(２)

略

(２)・(３)

略

（納期限後に納付し，又は納入する税金又は納入

（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）

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 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

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

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

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

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

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

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

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１項若しくは第２項，第102条第２項，第105

条，第130条の10第１項又は第155条第３項に規定

条，第130条の10第１項，第137条又は第155条第

する納期限後にその税金を納付し，又は納入金を

３項に規定する納期限後にその税金を納付し，又

納入する場合においては，当該税額又は納入金額

は納入金を納入する場合においては，当該税額又

にその納期限（納期限の延長のあつたときは，そ

は納入金額にその納期限（納期限の延長のあつた

の延長された納期限とする。以下第１号，第２号

ときは，その延長された納期限とする。以下第１

及び第５号において同じ。）の翌日から納付又は

号，第２号及び第５号において同じ。）の翌日か

納入の日までの期間の日数に応じ，年14.6パーセ

ら納付又は納入の日までの期間の日数に応じ，年

ント（次の各号に掲げる税額の区分に応じ，第１

14.6パーセント（次の各号に掲げる税額の区分に

号から第４号までに掲げる期間並びに第５号及

応じ，第１号から第４号までに掲げる期間並びに
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び第６号に定める日までの期間については，年

第５号及び第６号に定める日までの期間につい

7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に

ては，年7.3パーセント）の割合を乗じて計算し

相当する延滞金額を加算して納付書によつて納

た金額に相当する延滞金額を加算して納付書に

付し，又は納入書によつて納入しなければならな

よつて納付し，又は納入書によつて納入しなけれ

い。

ばならない。

(１) 第40条，第46条，第46条の２若しくは第46

(１) 第40条，第46条，第46条の２若しくは第46

条の5,第47条の４第１項，第53条の7,第67条，

条の5,第47条の４第１項，第53条の7,第67条，

第83条第２項，第102条第２項，第105条又は第

第83条第２項，第102条第２項，第105条，第137

155条第３項の納期限後に納付し，又は納入す

条又は第155条第３項の納期限後に納付し，又

る税額

は納入する税額

当該納期限の翌日から１月を経過す

る日までの期間
(２)～(６)
第１節

当該納期限の翌日から１月

を経過する日までの期間

略

(２)～(６)

削除

第１節

略
国民健康保険税

（国民健康保険税の納税義務者）
第131条から第145条まで 削除

第131条 国民健康保険税（以下「保険税」という。）
は，国民健康保険の被保険者である世帯主に対し
課する。
２

国民健康保険の被保険者でない世帯主の，その
世帯内に国民健康保険の被保険者がある場合に
おいてはその世帯主を国民健康保険の被保険者
である世帯主とみなして保険税を課する。
（保険税の課税額）

第132条

保険税の課税額は，世帯主及びその世帯

に属する国民健康保険の被保険者につき算定し
た基礎課税額（保険税のうち，国民健康保険に要
する費用（高齢者の医療の確保に関する法律（昭
和57年法律第80号）の規定による後期高齢者支援
金等（以下この条において「後期高齢者支援金等」
という。）及び介護保険法（平成９年法律第123
号）の規定による納付金の納付に要する費用を除
く。）に充てるための保険税の課税額をいう。以
下同じ。）及び後期高齢者支援金等課税額（保険
税のうち，後期高齢者支援金等の納付に要する費
用に充てるための保険税の課税額をいう。以下同
じ。）並びに当該世帯主及び当該世帯に属する国
民健康保険の被保険者のうち同法第９条第２号
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に規定する被保険者であるものにつき算定した
介護納付金課税額（保険税のうち，同法の規定に
よる納付金の納付に要する費用に充てるための
保険税の課税額をいう。以下同じ。）の合算額と
する。
２

前項の基礎課税額は，世帯主（前条第２項の世
帯主を除く。）及びその世帯に属する国民健康保
険の被保険者につき算定した所得割額及び資産
割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割
額の合算額とする。ただし，当該合算額が54万円
を超える場合においては，基礎課税額は，54万円
とする。

３

第１項の後期高齢者支援金等課税額は，世帯主
（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に
属する被保険者につき算定した所得割額及び資
産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等
割額の合算額とする。ただし，当該合算額が19
万円を超える場合においては，後期高齢者支援金
等課税額は，19万円とする。

４

第１項の介護納付金課税額は，介護納付金課税
被保険者（国民健康保険の被保険者のうち介護保
険法第９条第２号に規定する被保険者であるも
のをいう。以下同じ。）である世帯主（前条第２
項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する介護
納付金課税被保険者につき算定した所得割額及
び資産割額並びに被保険者均等割額及び世帯別
平等割額の合算額とする。ただし，当該合算額が
16万円を超える場合においては，介護納付金課税
額は，16万円とする。
（国民健康保険の被保険者に係る所得割額）

第133条

前条第２項の所得割額は，賦課期日の属

する年の前年の所得に係る法第314条の２第１項
に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計
額から同条第２項の規定による控除をした後の
総所得金額及び山林所得金額の合計額（以下「基
礎控除後の総所得金額等」という。）に100分の
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7.3を乗じて算定する。
２

前項の場合における法第314条の２第１項に規
定する総所得金額又は山林所得金額を算定する
場合においては，法第313条第９項中雑損失の金
額に係る部分の規定を適用しないものとする。
（国民健康保険の被保険者に係る資産割額）

第134条 第132条第２項の資産割額は，当該年度分
の固定資産税額のうち，土地及び家屋に係る部分
の額に100分の５を乗じて算定する。
（国民健康保険の被保険者に係る被保険者均等
割額）
第135条 第132条第２項の被保険者均等割額は，被
保険者１人について29,400円とする。
（国民健康保険の被保険者に係る世帯別平等割
額）
第135条の２ 第132条第２項の世帯別平等割額は，
次の各号に掲げる世帯の区分に応じ，それぞれ当
該各号に定める額とする。
(１) 特定世帯（特定同一世帯所属者（国民健康
保険法（昭和33年法律第192号）第６条第８号
の規定により被保険者の資格を喪失した者で
あつて，当該資格を喪失した日の前日以後継続
して同一の世帯に属するものをいう。以下同
じ。）と同一の世帯に属する被保険者が属する
世帯であつて同日の属する月（以下この号にお
いて「特定月」という。）以後５年を経過する
月までの間にあるもの（当該世帯に他の被保険
者がいない場合に限る。）をいう。次号，第135
条の６及び第140条において同じ。）及び特定
継続世帯（特定同一世帯所属者と同一の世帯に
属する被保険者が属する世帯であつて特定月
以後５年を経過する月の翌月から特定月以後
８年を経過する月までの間にあるもの（当該世
帯に他の被保険者がいない場合に限る。）をい
う。第３号，第135条の６及び第140条において
同じ。）以外の世帯 22,800円
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(２) 特定世帯 11,400円
(３) 特定継続世帯 17,100円
（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支
援金等課税額の所得割額）
第135条の３ 第132条第３項の所得割額は，賦課期
日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の
総所得金額等に100分の2.9を乗じて算定する。
（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支
援金等課税額の資産割額）
第135条の４ 第132条第３項の資産割額は，当該年
度分の固定資産税額のうち，土地及び家屋に係る
部分の額に100分の３を乗じて算定する。
（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支
援金等課税額の被保険者均等割額）
第135条の５

第132条第３項の被保険者均等割額

は，被保険者１人について11,400円とする。
（国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支
援金等課税額の世帯別平等割額）
第135条の６ 第132条第３項の世帯別平等割額は，
次の各号に掲げる世帯の区分に応じ，それぞれ当
該各号に定める額とする。
(１)

特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯

8,400円
(２) 特定世帯 4,200円
(３) 特定継続世帯 6,300円
（介護納付金課税被保険者に係る所得割額）
第135条の７ 第132条第４項の所得割額は，介護納
付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金
額等に100分の３を乗じて算定する。
（介護納付金課税被保険者に係る資産割額）
第135条の８ 第132条第４項の資産割額は，介護納
付金課税被保険者に係る当該年度分の固定資産
税額のうち，土地及び家屋に係る部分の額に100
分の２を乗じて算定する。
（介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等
割額）
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第135条の９

第132条第４項の被保険者均等割額

は，介護納付金課税被保険者１人について15,000
円とする。
（介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割
額）
第135条の10 第132条第４項の世帯別平等割額は，
１世帯について7,800円とする。
（保険税の賦課期日）
第136条 保険税の賦課期日は，４月１日とする。
（徴収の方法）
第136条の２

保険税は，第139条の2,第139条の６

及び第139条の７の規定によつて特別徴収の方法
による場合を除くほか，普通徴収の方法によつて
徴収する。
（保険税の納期）
第137条

普通徴収の方法によつて徴収する保険税

の納期は，次のとおりとする。
７月１日から同月31日まで

第２期

８月１日から同月31日まで

第３期

９月１日から同月30日まで

第４期

10月１日から同月31日まで

第５期

11月１日から同月30日まで

第６期

12月１日から同月25日まで

第７期

翌年１月１日から同月31日まで

第８期

翌年２月１日から同月末日まで

第９期

翌年３月１日から同月31日まで

２

第１期

第139条の規定によつて課する保険税の納期
は，納税通知書に定めるところによる。
（保険税の納税通知書）

第138条

保険税の納税通知書の様式は，規則でこ

れを定める。
２

前項の納税通知書に記載すべき各納期の納付
額は，当該年度分の国民健康保険税額（以下「保
険税額」という。）をその納期の数で除して得た
額とする。

３

- 6 -

前項の規定により算出した額（普通徴収の方法

によつて徴収する保険税に係るものに限る。）に
100円未満の端数があるとき，又はその全額が100
円未満であるときは，その端数金額又はその全額
は，全て最初の納期に係る金額に合算するものと
する。
（保険税の納税義務の発生，消滅等に伴う賦課）
第139条

保険税の賦課期日後に納税義務が発生し

た者には，その発生した日の属する月から，月割
をもつて算定した第132条第１項の額（第140条の
規定による減額が行われた場合には，同条の保険
税の額とする。以下この条において同じ。）を課
する。
２

前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者に
は，その消滅した日（国民健康保険法第６条第１
号から第８号までのいずれかに該当することに
より納税義務が消滅した場合において，その消滅
した日が月の初日であるときは，その前日）の属
する月の前月まで，月割をもつて算定した第132
条第１項の額を課する。

３

第１項の賦課期日後に第131条第２項の世帯主
（以下次項までにおいて「２項世帯主」という。）
である保険税の納税義務者が同条第１項の世帯
主（以下次項までにおいて「１項世帯主」という。）
となつた場合には，当該１項世帯主となつた日を
第１項の賦課期日とみなして算定した当該納税
義務者に係る第132条第１項の額から当該１項世
帯主となつた者を２項世帯主とみなして算定し
た当該納税義務者に係る同項の額を控除した残
額を，当該１項世帯主となつた日の属する月か
ら，月割をもつて当該納税義務者に課する。

４

第１項の賦課期日後に１項世帯主である保険
税の納税義務者が２項世帯主となつた場合には，
当該２項世帯主となつた日を同項の賦課期日と
みなして算定した当該納税義務者に係る第132条
第１項の額を当該２項世帯主となつた者を１項
世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係
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る同項の額から控除した残額を，当該２項世帯主
となつた日（国民健康保険法第６条第１号から第
８号までのいずれかに該当することにより２項
世帯主となつた場合において，当該２項世帯主と
なつた日が月の初日であるときは，その前日）の
属する月から，月割をもつて当該納税義務者の保
険税の額から減額する。
５

第１項の賦課期日後に保険税の納税義務者の
世帯に属する被保険者（当該納税義務者を除く。
以下次項において同じ。）となつた者がある場合
には，当該被保険者となつた日を第１項の賦課期
日とみなして算定した当該納税義務者に係る第
132条第１項の額から当該被保険者となつた者が
当該世帯に属する被保険者でないものとみなし
て算定した当該納税義務者に係る同項の額を控
除した残額を，当該被保険者となつた日の属する
月から，月割をもつて当該納税義務者に課する。

６

第１項の賦課期日後に保険税の納税義務者の
世帯に属する被保険者でなくなつた者がある場
合には，当該被保険者でなくなつた日を同項の賦
課期日とみなして算定した当該納税義務者に係
る第132条第１項の額を当該被保険者でなくなつ
た者が当該世帯に属する被保険者であるものと
みなして算定した当該納税義務者に係る同項の
額から控除した残額を，当該被保険者でなくなつ
た日（国民健康保険法第６条第１号から第８号ま
でのいずれかに該当することにより被保険者で
なくなつた場合において，当該被保険者でなくな
つた日が月の初日であるときは，その前日）の属
する月から，月割をもつて当該納税義務者の保険
税の額から減額する。

７

第１項の賦課期日後に保険税の納税義務者の
世帯に属する介護納付金課税被保険者となつた
者がある場合には，当該介護納付金課税被保険者
となつた日を同項の賦課期日とみなして算定し
た当該納税義務者に係る第132条第１項の額から
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当該介護納付金課税被保険者となつた者が当該
世帯に属する介護納付金課税被保険者でないも
のとみなして算定した当該納税義務者に係る同
項の額を控除した残額を，当該介護納付金課税被
保険者となつた日の属する月から，月割をもつて
当該納税義務者に課する。
８

第１項の賦課期日後に保険税の納税義務者の
世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくな
つた者がある場合には，当該介護納付金課税被保
険者でなくなつた日を同項の賦課期日とみなし
て算定した当該納税義務者に係る第132条第１項
の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなつ
た者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険
者であるものとみなして算定した当該納税義務
者に係る同項の額から控除した残額を，当該介護
納付金課税被保険者でなくなつた日の属する月
から，月額をもつて当該納税義務者の保険税の額
から減額する。
（特別徴収）

第139条の２

当該年度の初日において，保険税の

納税義務者が老齢等年金給付（令第56条の89の２
第１項及び第２項に規定する老齢等年金給付を
いう。以下同じ。）の支払を受けている年齢65
歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主
（災害その他の特別の事情があることにより，特
別徴収の方法によつて保険税を徴収することが
著しく困難であると認めるものその他同条に規
定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」
という。）である場合においては，当該世帯主に
対して課する保険税を特別徴収の方法によつて
徴収する。
２

当該年度の初日の属する年の４月２日から８
月１日までの間に，保険税の納税義務者が特別徴
収対象被保険者となつた場合においては，当該特
別徴収対象被保険者に対して課する保険税を，特
別徴収の方法によつて徴収することができる。
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（特別徴収義務者の指定）
第139条の３

前条の規定による特別徴収に係る保

険税の特別徴収義務者は，当該特別徴収対象被保
険者に係る老齢等年金給付の支払をする者（以下
「年金保険者」という。）とする。
（特別徴収税額の納入の義務）
第139条の４

年金保険者は，支払回数割保険税額

を徴収した日の属する月の翌月の10日までに，そ
の徴収した支払回数割保険税額を納入しなけれ
ばならない。
（被保険者資格喪失等の場合の通知等）
第139条の５

年金保険者が市長から法第718条の

５第１項の規定による通知を受けた場合におい
ては，当該通知を受けた日以降，支払回数割保険
税額を徴収して納入する義務を負わない。この場
合において，年金保険者は，直ちに当該通知に係
る特別徴収対象被保険者に係る保険税徴収の実
績その他必要な事項を市長に通知しなければな
らない。
（既に特別徴収対象被保険者であつた者に係る
仮徴収）
第139条の６

当該年度の初日の属する年の前年の

10月１日からその翌年の３月31日までの間にお
ける特別徴収対象年金給付の支払の際，支払回数
割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保
険者について，当該支払回数割保険税額の徴収に
係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日か
らその日の属する年の９月30日までの間におい
て支払われる場合においては，その支払に係る保
険税額として，施行規則第24条の36に規定する額
を，特別徴収の方法によつて徴収する。
２

前項に規定する特別徴収対象被保険者につい
て，当該年度の初日の属する年の６月１日から９
月30日までの間において，支払回数割保険税額に
相当する額を徴収することが適当でない特別な
事情がある場合においては，同項の規定にかかわ
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らず，それぞれの支払に係る保険税額として，所
得の状況その他の事情を勘案して市長が定める
額を，特別徴収の方法によつて徴収することがで
きる。
（新たに特別徴収対象被保険者となつた者に係
る仮徴収）
第139条の７

次の各号に掲げる者について，それ

ぞれ当該各号に定める期間において特別徴収対
象年金給付が支払われる場合においては，その支
払に係る保険税額として，法第718条の８第２項
に規定する支払回数割保険税額の見込額（当該額
によることが適当でないと認められる特別な事
情がある場合においては，所得の状況その他の事
情を勘案して市長が定める額とする。）を，特別
徴収の方法によつて徴収するものとする。
(１)

第139条の２第２項に規定する特別徴収対

象被保険者の保険税について同項の規定によ
る特別徴収の方法によつて徴収が行われなか
つた場合の当該特別徴収対象被保険者又は当
該年度の初日の属する年の前年の８月２日か
ら10月１日までの間に特別徴収対象被保険者
となつた者

当該年度の初日からその日の属

する年の９月30日までの間
(２)

当該年度の初日の属する年の前年の10月

２日から12月１日までの間に特別徴収対象被
保険者となつた者

当該年度の初日の属する

年の６月１日から９月30日までの間
(３)

当該年度の初日の属する年の前年の12月

２日からその翌年の２月１日までの間に特別
徴収対象被保険者となつた者

当該年度の初

日の属する年の８月１日から９月30日までの
間
（普通徴収税額への繰入）
第139条の８

特別徴収対象被保険者が特別徴収対

象年金給付の支払を受けなくなつたこと等によ
り保険税を特別徴収の方法によつて徴収されな
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いこととなつた場合においては，特別徴収の方法
によつて徴収されないこととなつた額に相当す
る保険税額を，その特別徴収の方法によつて徴収
されないこととなつた日以後において到来する
第137条第１項の納期がある場合においてはそれ
ぞれの納期において，その日以後に到来する同項
の納期がない場合においては直ちに，普通徴収の
方法によつて徴収するものとする。
２

特別徴収対象被保険者について，既に年金保険
者から納入された特別徴収対象保険税額が当該
特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収
対象保険税額を超える場合（徴収すべき特別徴収
対象保険税額がない場合を含む。）において当該
特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があ
るときは，当該過納又は誤納に係る税額は，法第
17条の２の規定によつて当該特別徴収対象被保
険者の未納に係る徴収金に充当する。
（保険税の減額）

第140条

次の各号のいずれかに掲げる保険税の納

税義務者に対して課する保険税の額は，第132条
第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる
額を減額して得た額（当該減額して得た額が54
万円を超える場合には，54万円），同条第３項本
文の後期高齢者支援金等課税額からウ及びエに
掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額
が19万円を超える場合には，19万円）並びに同条
第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに
掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額
が16万円を超える場合には，16万円）の合算額と
する。
(１)

法第703条の５に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が，33万円を超えない世
帯に係る納税義務者
ア

国民健康保険の被保険者に係る被保険者
均等割額

被保険者（第131条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について

- 12 -

20,580

円
イ

国民健康保険の被保険者に係る世帯別平
等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ，それ

ぞれに定める額
（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世
帯

15,960円

（イ） 特定世帯 7,980円
（ウ）
ウ

特定継続世帯

11,970円

国民健康保険の被保険者に係る後期高齢
者支援金等課税額の被保険者均等割額

被

保険者（第131条第２項に規定する世帯主を
除く。）１人について 7,980円
エ

国民健康保険の被保険者に係る後期高齢
者支援金等課税額の世帯別平等割額

次に

掲げる世帯の区分に応じ，それぞれに定める
額
（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世
帯

5,880円

（イ） 特定世帯 2,940円
（ウ） 特定継続世帯 4,410円
オ

介護納付金課税被保険者に係る被保険者
均等割額

介護納付金課税被保険者（第131

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に
ついて 10,500円
カ

介護納付金課税被保険者に係る世帯別平
等割額 １世帯について 5,460円

(２)

法第703条の５に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が，33万円に被保険者及
び特定同一世帯所属者１人につき27万円を加
算した金額を超えない世帯に係る納税義務者
（前号に該当する者を除く。）
ア

国民健康保険の被保険者に係る被保険者
均等割額

被保険者（第131条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について

14,700

円
イ
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国民健康保険の被保険者に係る世帯別平

等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ，それ

ぞれに定める額
（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世
帯

11,400円

（イ） 特定世帯 5,700円
（ウ） 特定継続世帯 8,550円
ウ

国民健康保険の被保険者に係る後期高齢
者支援金等課税額の被保険者均等割額

被

保険者（第131条第２項に規定する世帯主を
除く。）１人について 5,700円
エ

国民健康保険の被保険者に係る後期高齢
者支援金等課税額の世帯別平等割額

次に

掲げる世帯の区分に応じ，それぞれに定める
額
（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世
帯

4,200円

（イ） 特定世帯 2,100円
（ウ） 特定継続世帯 3,150円
オ

介護納付金課税被保険者に係る被保険者
均等割額

介護納付金課税被保険者（第131

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に
ついて 7,500円
カ

介護納付金課税被保険者に係る世帯別平
等割額 １世帯について 3,900円

(３)

法第703条の５に規定する総所得金額及び

山林所得金額の合算額が，33万円に被保険者及
び特定同一世帯所属者１人につき49万円を加
算した金額を超えない世帯に係る納税義務者
（前２号に該当する者を除く。）
ア

国民健康保険の被保険者に係る被保険者
均等割額

被保険者（第131条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人について

5,880

円
イ

国民健康保険の被保険者に係る世帯別平
等割額

次に掲げる世帯の区分に応じ，それ

ぞれに定める額
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（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世
帯

4,560円

（イ） 特定世帯 2,280円
（ウ） 特定継続世帯 3,420円
ウ

国民健康保険の被保険者に係る後期高齢
者支援金等課税額の被保険者均等割額

被

保険者（第131条第２項に規定する世帯主を
除く。）１人について 2,280円
エ

国民健康保険の被保険者に係る後期高齢
者支援金等課税額の世帯別平等割額

次に

掲げる世帯の区分に応じ，それぞれに定める
額
（ア） 特定世帯及び特定継続世帯以外の世
帯

1,680円

（イ） 特定世帯 840円
（ウ） 特定継続世帯 1,260円
オ

介護納付金課税被保険者に係る被保険者
均等割額

介護納付金課税被保険者（第131

条第２項に規定する世帯主を除く。）１人に
ついて 3,000円
カ

介護納付金課税被保険者に係る世帯別平
等割額 １世帯について 1,560円

（特例対象被保険者等に係る保険税の課税の特
例）
第140条の２

保険税の納税義務者である世帯主又

はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若
しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者
等（法第703条の５の２第２項に規定する特例対
象被保険者等をいう。第141条の２において同
じ。）である場合における第133条及び前条の規
定の適用については，第133条第１項中「規定す
る総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額
（第140条の２に規定する特例対象被保険者等の
総所得金額に給与所得が含まれている場合にお
いては，当該給与所得については，所得税法第28
条第２項の規定によつて計算した金額の100分の
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30に相当する金額によるものとする。次項におい
て同じ。）」と，「同条第２項」とあるのは「法
第314条の２第２項」と，前条第１号中「総所得
金額」とあるのは「総所得金額（次条に規定する
特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が
含まれている場合においては，当該給与所得につ
いては，所得税法第28条第２項の規定によつて計
算した金額の100分の30に相当する金額によるも
のとする。次号及び第３号において同じ。）」と
する。
（保険税に関する申告）
第141条 保険税の納税義務者は，４月15日まで（保
険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は，当
該納税義務が発生した日から15日以内）に，当該
納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所
得その他市長が必要と認め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。ただし，
当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者
の前年中の所得につき法第317条の２第１項の申
告書が市長に提出されている場合又は当該納税
義務者及びその世帯に属する被保険者が同項た
だし書に規定する者（同項ただし書の条例で定め
る者を除く。）である場合においては，この限り
でない。
（特例対象被保険者等に係る申告）
第141条の２

保険税の納税義務者である世帯主又

はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若
しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者
等である場合には，当該納税義務者は，離職理由
その他の事項で市長が必要と認める事項を記載
した申告書を市長に提出しなければならない。
２

前項の申告書を提出する場合には，当該納税義
務者は，雇用保険受給資格者証（雇用保険法施行
規則（昭和50年労働省令第３号）第17条の２第１
項第１号に規定するものをいう。）その他の特例
対象被保険者等であることの事実を証明する書
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類を提示しなければならない。
第142条及び第143条 削除
（保険税の減免）
第144条

市長は保険税の納税者のうち災害その他

特別の事情により著しく納税の能力を欠き，又は
失つた者について，特に必要があると認める場合
においては，当該納税者の申請によつて保険税を
減免することができる。
２

前項の規定によつて保険税の減免を受けよう
とする者は，納期限前７日までに次に掲げる事項
を記載した申請書に減免を受けようとする事由
を証明する書類を添付して市長に提出しなけれ
ばならない。
(１) 年度・納期の別及び税額
(２) 減免を受けようとする事由

３

第１項の規定によつて保険税の減免を受けた
者は，その事由が消滅した場合においては，ただ
ちにその旨を市長に申告しなければならない。

第145条 削除
附

則

附

則

（旧鈴峰村に係る保険税の特例）
第23条から第27条まで

削除

第23条

旧鈴峰村に居住する国民健康保険の被保

険者の属する世帯主に対する課税額の限度額に
ついては，昭和42年度に限り第132条中「39,000
円」とあるのは「50,000円」とする。
第24条

旧鈴峰村における国民健康保険の被保険

者の属する世帯主に対する保険税の税率につい
ては，昭和42年度に限り第135条中「100分の2.2」
とあるのは「100分の1.6」と，「100分の13」と
あるのは「100分の15」に，「1,000円」とあるの
は「980円」と，「1,650円」とあるのは「1,500
円」とする。
第25条

昭和42年度の保険税に限り旧鈴峰村及び

合併前の鈴鹿市の区域に居住する国民健康保険
の被保険者がその区域相互間で転居した場合に
は第139条第１項及び同条第２項の規定を適用す
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る。
第26条

旧鈴峰村における国民健康保険税の納期

は，昭和42年度に限り，次のとおりとする。
第１期

５月１日から同月31日まで

第２期

８月１日から同月31日まで

第３期

11月１日から同月30日まで

第４期

翌年１月１日から同月31日まで

第27条

旧鈴峰村における国民健康保険の被保険

者の属する世帯主に対する保険税の軽減は，昭和
42年度に限り第140条中「600円」とあるのは「456
円」と，「990円」とあるのは「686円」と，「400
円」とあるのは「304円」と，「660円」とあるの
は「458円」とする。
（公的年金等に係る所得に係る保険税の課税の
特例）
第32条の３から第37条の５まで

削除

第32条の３

当分の間，世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世
帯所属者が，前年中に所得税法第35条第３項に規
定する公的年金等に係る所得について同条第４
項に規定する公的年金等控除額（年齢65歳以上で
ある者に係るものに限る。）の控除を受けた場合
における第140条の規定の適用については，同条
中「法第703条の５に規定する総所得金額」とあ
るのは，「法第703条の５に規定する総所得金額
（所得税法第35条第３項に規定する公的年金等
に係る所得については，同条第２項第１号の規定
によつて計算した金額から15万円を控除した金
額によるものとする。）」とする。
（上場株式等に係る配当所得等に係る保険税の
課税の特例）
第32条の４

世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者
が法附則第33条の２第５項の配当所得等を有す
る場合における第133条，第135条の3,第135条の
７及び第140条の規定の適用については，第133
条第１項中「及び山林所得金額」とあるのは「及
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び山林所得金額並びに法附則第33条の２第５項
に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」
と，「同条第２項」とあるのは「法第314条の２
第２項」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法附則第
33条の２第５項に規定する上場株式等に係る配
当所得等の金額」と，第140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法附
則第33条の２第５項に規定する上場株式等に係
る配当所得等の金額」とする。
（長期譲渡所得に係る保険税の課税の特例）
第33条

世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法
附則第34条第４項の譲渡所得を有する場合にお
ける第133条，第135条の3,第135条の７及び第140
条の規定の適用については，第133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法附則第34条第４
項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置
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31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。以下この項に
おいて「控除後の長期譲渡所得の金額」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
所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の
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法附則第
34条第４項に規定する長期譲渡所得の金額」と，
第140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法附則第34条第４項に規
定する長期譲渡所得の金額」とする。
（短期譲渡所得に係る保険税の課税の特例）
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第34条

前条の規定は，世帯主又はその世帯に属す

る国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世
帯所属者が法附則第35条第５項の譲渡所得を有
する場合について準用する。この場合において，
前条中「法附則第34条第４項」とあるのは「法附
則第35条第５項」と，「長期譲渡所得の金額」と
あるのは「短期譲渡所得の金額」と，「，第35
条の２第１項又は第36条」とあるのは「又は第36
条」と，「第31条第１項」とあるのは「第32条第
１項」と読み替えるものとする。
（一般株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の
課税の特例）
第35条

世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法
附則第35条の２第５項の一般株式等に係る譲渡
所得等を有する場合における第133条，第135条の
3,第135条の７及び第140条の規定の適用につい
ては，第133条第１項中「及び山林所得金額」と
あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35
条の２第５項に規定する一般株式等に係る譲渡
所得等の金額」と，「同条第２項」とあるのは「法
第314条の２第２項」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
又は法附則第35条の２第５項に規定する一般株
式等に係る譲渡所得等の金額」と，第140条中「及
び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額
並びに法附則第35条の２第５項に規定する一般
株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。
（上場株式等に係る譲渡所得等に係る保険税の
課税の特例）
第35条の２

世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者
が法附則第35条の２の２第５項の上場株式等に
係る譲渡所得等を有する場合における第133条，
第135条の3,第135条の７及び第140条の規定の適
用については，第133条第１項中「及び山林所得
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金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附
則第35条の２の２第５項に規定する上場株式等
に係る譲渡所得等の金額」と，「同条第２項」と
あるのは「法第314条の２第２項」と，同条第２
項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは
山林所得金額又は法附則第35条の２の２第５項
に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」
と，第140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法附則第35条の２の
２第５項に規定する上場株式等に係る譲渡所得
等の金額」とする。
（先物取引に係る雑所得等に係る保険税の課税
の特例）
第36条

世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法
附則第35条の４第４項の事業所得，譲渡所得又は
雑所得を有する場合における第133条，第135条の
3,第135条の７及び第140条の規定の適用につい
ては，第133条第１項中「及び山林所得金額」と
あるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35
条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所得
等の金額」と，「同条第２項」とあるのは「法第
314条の２第２項」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
は法附則第35条の４第４項に規定する先物取引
に係る雑所得等の金額」と，第140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
に法附則第35条の４第４項に規定する先物取引
に係る雑所得等の金額」とする。
（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る保険税
の課税の特例）
第37条

世帯主又はその世帯に属する国民健康保

険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法
附則第33条の３第５項の事業所得又は雑所得を
有する場合における第133条，第135条の3,第135
条の７及び第140条の規定の適用については，第
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133条第１項中「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」
と，「同条第２項」とあるのは「法第314条の２
第２項」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」と，第140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」とする。
（特例適用利子等に係る保険税の課税の特例）
第37条の２

世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者
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３条，第６
条，第８条及び第23条の規定の適用については，
第３条第１項中「山林所得金額の合計額から同条
第２項」とあるのは「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23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314条の２第２項」と，「山林所得金額の
合計額（」とあるのは「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23条中「山
林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに特
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例適用利子等の額」とする。
（特例適用配当等に係る保険税の課税の特例）
第37条の３

世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者
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16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３条，第
６条，第８条及び第23条の規定の適用について
は，第３条第１項中「山林所得金額の合計額から
同条第２項」とあるのは「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23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，「山林所得金額の合計額（」とある
のは「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23条中「山林所得金額」とあ
るのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の
額」とする。
（条約適用利子等に係る保険税の課税の特例）
第37条の４

世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者
が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133条，第135条の3,第135条の７及
び第140条の規定の適用については，第133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租税条
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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の額
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
条約適用利子等の額」と，第140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
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の額」とする。
（条約適用配当等に係る保険税の課税の特例）
第37条の５

世帯主又はその世帯に属する国民健

康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者
が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133条，
第135条の3,第135条の７及び第140条の規定の適
用については，第133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12項に規
定する条約適用配当等の額の合計額から法第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
山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条
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の２の２第12項に規定する条約適用配当等の額」
と，第140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」とする。
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議案第 82 号
説 明 資 料

鈴鹿市職員の育児休業等に関する条例改正部分新旧対照表

改

正

後

改

（育児休業をすることができない職員）
第２条

正

前

（育児休業をすることができない職員）

育児休業法第２条第１項の条例で定める 第２条

育児休業法第２条第１項の条例で定める

職員は，次に掲げる職員とする。

職員は，次に掲げる職員とする。

(１)・(２)

(１)・(２)

(３)

略

次のいずれかに該当する常時勤務するこ

(３)

略

次のいずれかに該当する常時勤務するこ

とを要しない職員（以下「非常勤職員」という。）

とを要しない職員（以下「非常勤職員」という。）

以外の非常勤職員

以外の非常勤職員

ア

ア

次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア)

略

次のいずれにも該当する非常勤職員
(ア)

略

(イ) その養育する子（育児休業法第２条第

(イ) その養育する子（育児休業法第２条第

１項に規定する子をいう。以下同じ。）が

１項に規定する子をいう。以下同じ。）が

１歳６か月に達する日（以下「１歳６か月

１歳６か月に達する日（第２条の３第３号

到達日」という。）（第２条の４の規定に

において「１歳６か月到達日」という。）

該当する場合にあっては，２歳に達する

までに，その任期（任期が更新される場合

日）までに，その任期（任期が更新される

にあっては，更新後のもの）が満了するこ

場合にあっては，更新後のもの）が満了す

と及び特定職に引き続き採用されないこ

ること及び特定職に引き続き採用されな

とが明らかでない非常勤職員

いことが明らかでない非常勤職員
(ウ)

略

(ウ)

略

イ・ウ

略

イ・ウ

略

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）
第２条の３

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日）

育児休業法第２条第１項の条例で定 第２条の３

育児休業法第２条第１項の条例で定

める日は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，

める日は，次の各号に掲げる場合の区分に応じ，

当該各号に定める日とする。

当該各号に定める日とする。

(１)

(１)

略

略

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実

(２) 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下

同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳

同じ。）が当該非常勤職員の養育する子の１歳

到達日以前のいずれかの日において当該子を

到達日以前のいずれかの日において当該子を

養育するために育児休業法その他の法律の規

養育するために育児休業法その他の法律の規

定による育児休業（以下この条及び次条におい

定による育児休業（以下この条において「国等

て「地方等育児休業」という。）をしている場

育児休業」という。）をしている場合において
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合において当該非常勤職員が当該子について

当該非常勤職員が当該子について育児休業を

育児休業をしようとする場合（当該育児休業の

しようとする場合（当該育児休業の期間の初日

期間の初日とされた日が当該子の１歳到達日

とされた日が当該子の１歳到達日の翌日後で

の翌日後である場合又は当該地方等育児休業

ある場合又は当該国等育児休業の期間の初日

の期間の初日前である場合を除く。） 当該子

前である場合を除く。） 当該子が１歳２か月

が１歳２か月に達する日（当該日が当該育児休

に達する日（当該日が当該育児休業の期間の初

業の期間の初日とされた日から起算して育児

日とされた日から起算して育児休業等可能日

休業等可能日数（当該子の出生の日から当該子

数（当該子の出生の日から当該子の１歳到達日

の１歳到達日までの日数をいう。）から規則で

までの日数をいう。）から規則で定める育児休

定める育児休業等取得日数を差し引いた日数

業等取得日数を差し引いた日数を経過する日

を経過する日より後の日であるときは，当該経

より後の日であるときは，当該経過する日）

過する日）
(３)

１歳から１歳６か月に達するまでの子を

(３)

１歳から１歳６か月に達するまでの子を

養育するため，非常勤職員が当該子の１歳到達

養育するため，非常勤職員が当該子の１歳到達

日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げ

日（当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げ

る場合に該当してする育児休業又は当該非常

る場合に該当してする育児休業又は当該非常

勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは

勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくは

これに相当する場合に該当してする地方等育

これに相当する場合に該当してする国等育児

児休業の期間の末日とされた日が当該子の１

休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳

歳到達日後である場合にあっては，当該末日と

到達日後である場合にあっては，当該末日とさ

された日（当該育児休業の期間の末日とされた

れた日（当該育児休業の期間の末日とされた日

日と当該地方等育児休業の期間の末日とされ

と当該国等育児休業の期間の末日とされた日

た日が異なるときは，そのいずれかの日））の

が異なるときは，そのいずれかの日））の翌日

翌日（当該子の１歳到達日後の期間においてこ

（当該子の１歳到達日後の期間においてこの

の号に掲げる場合に該当してその任期の末日

号に掲げる場合に該当してその任期の末日を

を育児休業の期間の末日とする育児休業をし

育児休業の期間の末日とする育児休業をして

ている非常勤職員であって，当該任期が更新さ

いる非常勤職員であって，当該任期が更新さ

れ，又は当該任期の満了後に特定職に引き続き

れ，又は当該任期の満了後に特定職に引き続き

採用されるものにあっては，当該任期の末日の

採用されるものにあっては，当該任期の末日の

翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休

翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしようとす

業の期間の初日とする育児休業をしようとす

る場合であって，次に掲げる場合のいずれにも

る場合であって，次に掲げる場合のいずれにも

該当するとき

該当するとき

ア

当該子の１歳６か月到達日

当該子について，当該非常勤職員が当該子
の１歳到達日（当該非常勤職員がする育児休
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ア

当該子の１歳６か月到達日

当該子について，当該非常勤職員が当該子
の１歳到達日（当該非常勤職員がする育児休

業の期間の末日とされた日が当該子の１歳

業の期間の末日とされた日が当該子の１歳

到達日後である場合にあっては，当該末日と

到達日後である場合にあっては，当該末日と

された日）において育児休業をしている場合

された日）において育児休業をしている場合

又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１

又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１

歳到達日（当該配偶者がする地方等育児休業

歳到達日（当該配偶者がする国等育児休業の

の期間の末日とされた日が当該子の１歳到

期間の末日とされた日が当該子の１歳到達

達日後である場合にあっては，当該末日とさ

日後である場合にあっては，当該末日とされ

れた日）において地方等育児休業をしている

た日）において国等育児休業をしている場合

場合
イ

略

イ

略

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合）
第２条の４

育児休業法第２条第１項の条例で定

める場合は，１歳６か月から２歳に達するまでの
子を養育するため，非常勤職員が当該子の１歳６
か月到達日の翌日（当該子の１歳６か月到達日後
の期間においてこの条の規定に該当してその任
期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休
業をしている非常勤職員であって，当該任期が更
新され，又は当該任期の満了後に特定職に引き続
き採用されるものにあっては，当該任期の末日の
翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休業
の期間の初日とする育児休業をしようとする場
合であって，次の各号のいずれにも該当するとき
とする。
(１) 当該子について，当該非常勤職員が当該子
の１歳６か月到達日において育児休業をして
いる場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該
子の１歳６か月到達日において地方等育児休
業をしている場合
(２)

当該子の１歳６か月到達日後の期間につ

いて育児休業をすることが継続的な勤務のた
めに特に必要と認められる場合として市長が
定める場合に該当する場合
（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規

（育児休業法第２条第１項ただし書の人事院規

則で定める期間を基準として条例で定める期間）

則で定める期間を基準として条例で定める期間）
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第２条の５

略

第２条の４

略

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定

（育児休業法第２条第１項ただし書の条例で定

める特別の事情）

める特別の事情）

第３条

育児休業法第２条第１項ただし書の条例 第３条

育児休業法第２条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情は，次に掲げる事情とする。

で定める特別の事情は，次に掲げる事情とする。

(１)～(５)

(１)～(５)

(６)

略

配偶者が負傷又は疾病により入院したこ

(６)

略

配偶者が負傷又は疾病により入院したこ

と，配偶者と別居したこと，育児休業に係る子

と，配偶者と別居したことその他の育児休業の

について児童福祉法第39条第１項に規定する

終了時に予測することができなかった事実が

保育所，就学前の子どもに関する教育，保育等

生じたことにより当該育児休業に係る子につ

の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年

いて育児休業をしなければその養育に著しい

法律第77号）第２条第６項に規定する認定こど

支障が生ずることとなったこと。

も園又は児童福祉法第24条第２項に規定する
家庭的保育事業等（以下「保育所等」という。）
における保育の利用を希望し，申込みを行って
いるが，当面その実施が行われないことその他
の育児休業の終了時に予測することができな
かった事実が生じたことにより当該育児休業
に係る子について育児休業をしなければその
養育に著しい支障が生じることとなったこと。
(７)

第２条の３第３号に掲げる場合に該当す

ること又は第２条の４の規定に該当すること。
(８)

略

(７)

第２条の３第３号に掲げる場合に該当す

ること。
(８)

略

（育児休業の期間の再度の延長ができる特別の

（育児休業の期間の再度の延長ができる特別の

事情）

事情）

第４条

育児休業法第３条第２項の条例で定める 第４条

育児休業法第３条第２項の条例で定める

特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院

特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院

したこと，配偶者と別居したこと，育児休業に係

したこと，配偶者と別居したことその他の育児休

る子について保育所等における保育の利用を希

業の期間の延長の請求時に予測することができ

望し，申込みを行っているが，当面その実施が行

なかった事実が生じたことにより当該育児休業

われないことその他の育児休業の期間の延長の

に係る子について育児休業の期間の再度の延長

請求時に予測することができなかった事実が生

をしなければその養育に著しい支障が生ずるこ

じたことにより当該育児休業に係る子について

ととなったこととする。

育児休業の期間の再度の延長をしなければその
養育に著しい支障が生じることとなったことと
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する。
（育児休業をした職員の職務復帰後における号

（育児休業をした職員の職務復帰後における号

給の調整）

給の調整）

第８条

育児休業をした職員が職務に復帰した場 第８条

育児休業をした職員が職務に復帰した場

合において，部内の他の職員との均衡上必要があ

合において，部内の他の職員との均衡上必要があ

ると認められるときは，その育児休業の期間を

ると認められるときは，その育児休業の期間を

100分の100以下の換算率により換算して得た期

100分の100以下の換算率により換算して得た期

間を引き続き勤務したものとみなして，その職務

間を引き続き勤務したものとみなして，その職務

に復帰した日，同日後における最初の職員の昇給

に復帰した日及びその日後における最初の職員

を行う日として規則で定める日（以下この条にお

の昇給を行う日として規則で定める日又はその

いて「昇給日」という。）又はその次の昇給日に，

いずれかの日に，昇給の場合に準じてその者の号

昇給の場合に準じてその者の号給を調整するこ

給を調整することができる。

とができる。
（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し

（育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算し

て１年を経過しない場合に育児短時間勤務をす

て１年を経過しない場合に育児短時間勤務をす

ることができる特別の事情）

ることができる特別の事情）

第11条

育児休業法第10条第１項ただし書の条例 第11条

育児休業法第10条第１項ただし書の条例

で定める特別の事情は，次に掲げる事情とする。

で定める特別の事情は，次に掲げる事情とする。

(１)～(６)

(１)～(６)

(７)

略

配偶者が負傷又は疾病により入院したこ

(７)

略

配偶者が負傷又は疾病により入院したこ

と，配偶者と別居したこと，育児短時間勤務に

と，配偶者と別居したことその他の育児短時間

係る子について保育所等における保育の利用

勤務の終了時に予測することができなかった

を希望し，申込みを行っているが，当面その実

事実が生じたことにより当該育児短時間勤務

施が行われないことその他の育児短時間勤務

に係る子について育児短時間勤務をしなけれ

の終了時に予測することができなかった事実

ばその養育に著しい支障が生じることとなっ

が生じたことにより当該育児短時間勤務に係

たこと。

る子について育児短時間勤務をしなければそ
の養育に著しい支障が生じることとなったこ
と。
（部分休業の承認）
第22条
２

（部分休業の承認）

略

第22条

労働基準法（昭和22年法律第49号）第67条の規 ２

略

労働基準法（昭和22年法律第49号）第67条の規

定による育児時間又は鈴鹿市職員の勤務時間，休

定による育児時間又は鈴鹿市職員の勤務時間，休

暇等に関する条例第15条の２第１項の規定によ

暇等に関する条例第15条の２の規定による介護

る介護時間の承認を受けて勤務しない職員に対

時間の承認を受けて勤務しない職員に対する部
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する部分休業の承認については，１日につき２時

分休業の承認については，１日につき２時間から

間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を

当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて

受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない

勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内

範囲内で行うものとする。

で行うものとする。
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議案第 83 号
説 明 資 料

鈴鹿市職員退職手当支給条例改正部分新旧対照表

改

正 後

改

（失業者の退職手当）

（失業者の退職手当）

第10条

略

第10条

略

２～９

略

２～９

略

10

正 前

第１項，第３項又は前項に規定する場合のほ 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

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

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

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

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

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。

ができる。

(１)

(１)

略

略

(２) その者が次のいずれかに該当する場合
ア 特定退職者であつて，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
者であつて，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

(３)・(４)
11

略

(２)・(３)

第１項，第３項及び第５項から前項までに定め 11
るもののほか，第１項又は第３項の規定による退

略

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
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職手当の支給を受けることができる者で次の各

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

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

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

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

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。

の支給の条件に従い支給する。

(１)～(４)

(１)～(４)

略

(５) 公共職業安定所，職業安定法第４条第８項

(５)

略

公共職業安定所の紹介した職業に就くた

に規定する特定地方公共団体若しくは同法第

め，又は市長が雇用保険法の規定の例により指

18条の２に規定する職業紹介事業者の紹介し

示した同法第58条第１項に規定する公共職業

た職業に就くため，又は市長が雇用保険法の規

訓練等を受けるため，その住所又は居所を変更

定の例により指示した同法第58条第１項に規

する者

定する公共職業訓練等を受けるため，その住所

相当する金額

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
(６)

略

(６)

略

12～17

略

12～17

略

附 則
１～８
９

附 則

略

１～８

平成34年３月31日以前に退職した職員に対す
る第10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

読み替えられ

読み替える字

える規

る字句

句

定
第10条第

第28条まで

10項
第10条第

第28条まで及び
附則第５条

イ

雇用保険法

イ

雇用保険法

10項第２

第22条第２項

第22条第２項

号

に規定する厚

に規定する厚

生労働省令で

生労働省令で

定める理由に

定める理由に

より就職が困

より就職が困
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略

同条第２項に規定する移転費の額に

難な者であつ

難な者であつ

て，同法第24

て，同法第24

条の２第１項

条の２第１項

第２号に掲げ

第２号に掲げ

る者に相当す

る者に相当す

る者として規

る者として規

則で定める者

則で定める者

に該当し，か

に該当し，か

つ，市長が同

つ，市長が同

項に規定する

項に規定する

指導基準に照

指導基準に照

らして再就職

らして再就職

を促進するた

を促進するた

めに必要な職

めに必要な職

業安定法第４

業安定法第４

条第４項に規

条第４項に規

定する職業指

定する職業指

導を行うこと

導を行うこと

が適当である

が適当である

と認めたもの

と認めたもの
ウ

特定退職者
であつて，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24
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
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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。）
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議案第84号
説 明 資 料

鈴鹿市税条例等改正部分新旧対照表
○鈴鹿市税条例（第１条関係）
改

正

後

改

（条例施行の細目）
第６条

正

前

（条例施行の細目）

この条例実施のための手続その他その施 第６条

この条例実施のための手続きその他その

行について必要な事項は，この条例に定めるもの

施行について必要な事項は，この条例に定めるも

のほか，規則で定める。

ののほか，規則で定める。

（課税漏れ等に係る市税の取扱い）

（課税洩等に係る市税の取扱）

第７条

課税漏れに係る市税又は詐偽その他不正 第７条

課税洩に係る市税又は詐偽その他不正の

の行為により免れた市税があることを発見した

行為により免れた市税があることを発見した場

場合においては，課税すべき年度（法人税割にあ

合においては，課税すべき年度（法人税割にあつ

つては，その課税標準の算定期間の末日現在）の

ては，その課税標準の算定期間の末日現在）の税

税率によつてその全額を直ちに賦課徴収する。

率によつてその金額を直ちに賦課徴収する。

（徴収猶予の申請手続等）

（徴収猶予の申請手続等）

第９条
２

略

第９条

法第15条の２第１項に規定する条例で定める ２

略

法第15条の２第１項に規定する条例で定める

書類は，次に掲げる書類とする。

書類は，次に掲げる書類とする。

(１)

(１)

(２)

略
財産目録その他の資産及び負債の状況を

(２)

明らかにする書類
(３)～(５)
３～８

２

財産目録その他の資産及び負債の状況を

明らかにする書額

略

(３)～(５)

略

３～８

（職権による換価の猶予の手続等）
第11条

略

略

略

（職権による換価の猶予の手続等）

略

第11条

第８条第２項から第５項までの規定は，法第15 ２

略

第８条第２項から第４項までの規定は，法第15

条の５第２項において読み替えて準用する法第

条の５第２項において読み替えて準用する法第

15条第３項又は第５項の規定により，分割して納

15条第３項又は第５項の規定により，分割して納

付し，又は納入させる場合について準用する。

付し，又は納入させる場合について準用する。

３・４

略

３・４

（申請による換価の猶予の申請手続等）

略

（申請による換価の猶予の申請手続等）

第12条

略

第12条

略

２・３

略

２・３

略

４

法第15条の６第３項において準用する法第15 ４

法第15条の６第３項において読み替えて準用

条第３項及び第５項に規定する条例で定める方

する法第15条第３項及び第５項に規定する条例

法は，申請による換価の猶予に係る金額（その納

で定める方法は，申請による換価の猶予に係る金
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付又は納入を困難とする金額として令第６条の

額（その納付又は納入を困難とする金額として令

９の３で定める額を限度とする。）を申請による

第６条の９の３で定める額を限度とする。）を申

換価の猶予をする期間内の各月（市長がやむを得

請による換価の猶予をする期間内の各月（市長が

ない事情があると認めるときにあつては，その期

やむを得ない事情があると認めるときにあつて

間内の市長が指定する月。以下この項において同

は，その期間内の市長が指定する月。以下この項

じ。）に分割して納付し，又は納入させる方法と

において同じ。）に分割して納付し，又は納入さ

する。この場合においては，その者の財産の状況

せる方法とする。この場合においては，その者の

その他の事情からみて，申請による換価の猶予を

財産の状況その他の事情からみて，申請による換

する期間内の各月に分割して納付し，又は納入さ

価の猶予をする期間内の各月に分割して納付し，

せる金額が，それぞれの月において合理的かつ妥

又は納入させる金額が，それぞれの月において合

当なものとなるようにしなければならない。

理的かつ妥当なものとなるようにしなければな
らない。

５

第８条第２項から第５項までの規定は，法第15 ５

第８条第２項から第４項までの規定は，法第15

条の６第３項において準用する法第15条第３項

条の６第３項において読み替えて準用する法第

又は第５項の規定により，分割して納付し，又は

15条第３項又は第５項の規定により，分割して納

納入させる場合について準用する。

付し，又は納入させる場合について準用する。

６～11

略

６～11

（災害等による期限の延長）
第18条の２

略

（災害等による期限の延長）

市長は，広範囲にわたる災害その他や 第18条の２

市長は，広範囲にわたる災害その他や

むを得ない理由により法又はこの条例に定める

申告，申請，請求その他書類の提出（審査請求に

申告，申請，請求その他書類の提出（審査請求に

関するものを除く。）又は納付若しくは納入（以

関するものを除く。）又は納付若しくは納入（以

下この条において「申告等」という。）に関する

下本条中「申告等」という。）に関する期限まで

期限までにこれらの行為をすることができない

にこれらの行為をすることができないと認める

と認める場合には，地域，期日その他必要な事項

場合には，地域，期日その他必要な事項を指定し

を指定して当該期限を延長するものとする。

て当該期限を延長するものとする。

２

むを得ない理由により法又はこの条例に定める

前項の指定は，市長が公示により行うものとす ２
る。

前項の指定は，市長が公示によって行うものと

３～５

する。
略

３～５

（納税証明事項）
第18条の３

略

（納税証明事項）

地方税法施行規則（昭和29年総理府令 第18条の３

地方税法施行規則（昭和29年総理府令

第23号。以下「施行規則」という。）第１条の９

第23号。以下「施行規則」という。）第１条の９

第２号に規定する事項は道路運送車両法（昭和26

第２号に規定する事項は道路運送車両法（昭和26

年法律第185号）第59条第１項に規定する検査対

年法律第185号）第59条第１項に規定する検査対

象軽自動車又は２輪の小型自動車について，天災

象軽自動車又は２輪の小型自動車について，天災

その他やむを得ない事由により，種別割を滞納し

その他やむを得ない事由により，軽自動車税を滞
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ている場合においてその旨とする。

納している場合においてその旨とする。

（納期限後に納付し，又は納入する税金又は納入

（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）

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 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

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

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

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

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

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

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81条の６第１項，

く。），第53条の７，第67条，第83条第２項，第

第83条第２項，第98条第１項若しくは第２項，第

98条第１項若しくは第２項，第102条第２項，第

102条第２項，第105条，第130条の10第１項，第

105条，第130条の10第１項，第137条又は第155

137条，第149条又は第155条第３項に規定する納

条第３項に規定する納期限後にその税金を納付

期限後にその税金を納付し，又は納入金を納入す

し，又は納入金を納入する場合においては，当該

る場合においては，当該税額又は納入金額にその

税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長の

納期限（納期限の延長のあつたときは，その延長

あつたときは，その延長された納期限とする。以

された納期限とする。以下第１号，第２号及び第

下第１号，第２号及び第５号において同じ。）の

５号において同じ。）の翌日から納付又は納入の

翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に

日までの期間の日数に応じ，年14.6パーセント

応じ，年14.6パーセント（次の各号に掲げる税額

（次の各号に掲げる税額の区分に応じ，第１号か

の区分に応じ，第１号から第４号までに掲げる期

ら第４号までに掲げる期間並びに第５号及び第

間並びに第５号及び第６号に定める日までの期

６号に定める日までの期間については，年7.3パ

間については，年7.3パーセント）の割合を乗じ

ーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当す

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して

る延滞金額を加算して納付書によつて納付し，又

納付書によつて納付し，又は納入書によつて納入

は納入書によつて納入しなければならない。

しなければならない。

(１) 第40条，第46条，第46条の２若しくは第46

(１) 第40条，第46条，第46条の２若しくは第46

条の5,第47条の４第１項，第53条の7,第67条，

条の5,第47条の４第１項，第53条の7,第67条，

第83条第２項，第102条第２項，第105条，第137

第83条第２項，第102条第２項，第105条，第137

条，第149条又は第155条第３項の納期限後に納

条又は第155条第３項の納期限後に納付し，又

付し，又は納入する税額

は納入する税額

当該納期限の翌日か

ら１月を経過する日までの期間

当該納期限の翌日から１月

を経過する日までの期間

(２) 第81条の６第１項の申告書，第98条第１項

(２)

第98条第１項若しくは第２項の申告書又

若しくは第２項の申告書又は第130条の10第１

は第130条の10第１項の申告書に係る税額（第

項の申告書に係る税額（第４号に掲げる税額を

４号に掲げる税額を除く。） 当該税額に係る

除く。） 当該税額に係る納期限の翌日から１

納期限の翌日から１月を経過する日までの期
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月を経過する日までの期間

間

(３) 第81条の６第１項の申告書，第98条第１項

(３)

第98条第１項若しくは第２項の申告書又

若しくは第２項の申告書又は第130条の10第１

は第130条の10第１項の申告書でその提出期限

項の申告書でその提出期限後に提出したもの

後に提出したものに係る税額

に係る税額

日までの期間又はその日の翌日から１月を経

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

当該提出した

過する日までの期間

間
(４)～(６)

略

(４)～(６)

（市民税の納税義務者等）
第23条

略

（市民税の納税義務者等）

市民税は，第１号の者に対しては均等割額 第23条

市民税は，第１号の者に対しては均等割額

及び所得割額の合算額によつて，第３号の者に対

及び所得割額の合算額によつて，第３号の者に対

しては均等割額及び法人税割額の合算額によつ

しては均等割額及び法人税割額の合算額によつ

て，第２号及び第４号の者に対しては均等割額に

て，第２号及び第４号の者に対しては均等割額に

よつて，第５号の者に対しては法人税割額によつ

よつて，第５号の者に対しては法人税割額によつ

て課する。

て課する。

(１)

(１)

略

(２) 市内に事務所，事業所又は家屋敷を有する

(２) 市内に事務所・事業所又は家屋敷を有する

個人で市内に住所を有しない者
(３)

略

個人で市内に住所を有しない者

略

(３)

略

(４) 市内に寮，宿泊所，クラブその他これらに

(４) 市内に寮・宿泊所・クラブその他これらに

類する施設（以下「寮等」という。）を有する

類する施設（「寮等」という。以下本号及び第

法人で市内に事務所又は事業所を有しないも

25条，第31条，第36条の２において同じ。）を

の

有する法人で市内に事務所又は事業所を有し
ないもの

(５)
２

略

(５)

略

２

（個人の市民税の非課税の範囲）
第24条
２

略

略

（個人の市民税の非課税の範囲）

略

第24条

法の施行地に住所を有する者で均等割のみを ２

略

法の施行地に住所を有する者で均等割のみを

課すべきもののうち，前年の合計所得金額が28

課すべきもののうち，前年の合計所得金額が28

万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の

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（その者が同

数に１を加えた数を乗じて得た金額（その者が控

一生計配偶者又は扶養親族を有する場合には，当

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16万８千円を加算した金額）以下である

該金額に16万８千円を加算した金額）以下である

者に対しては，均等割を課さない。

者に対しては，均等割を課さない。

（均等割の税率）

（均等割の税率）
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第31条
２

略

第31条

第23条第１項第３号又は第４号の者に対して ２

略

第23条第１項第３号又は第４号の者に対して

課する均等割の税率は，次の表の左欄に掲げる法

課する均等割の税率は，次の表の左欄に掲げる法

人の区分に応じ，それぞれ当該右欄に定める額と

人の区分に応じ，それぞれ当該右欄に定める額と

する。

する。
法人の区分

１

次に掲げる法人
ア～エ
オ

税率
年額

50,000円

法人の区分
１

略

次に掲げる法人
ア～エ

資本金等の額

オ

略

資本金等の額

（ 法 第 292 条 第 １

（ 法 第 292 条 第 １

項第４号の５に規

項第４号の５に規

定する資本金等の

定する資本金等の

額をいう。以下こ

額をいう。以下こ

の表及び第４項に

の表及び第４項に

おいて同じ。）を

おいて同じ。
）を有

有する法人（法人

する法人（法人税

税法別表第２に規

法別表第２に規定

定する独立行政法

する独立行政法人

人で収益事業を行

で収益事業を行わ

わないもの及びエ

ないもの及びエに

に掲げる法人を除

掲げる法人を除

く。以下この表及

く。以下この表及

び第４項において

び第４項において

同じ。）で資本金

同じ。）で資本金等

等 の 額 が 1,000 万

の 額 が 1,000 万 円

円以下であるもの

以下であるものの

のうち，市内に有

うち，市内に有す

する事務所，事業

る事務所・事業所

所又は寮等の従業

又は寮等の従業者

者（俸給，給料若

（俸給，給料若し

しくは賞与又はこ

くは賞与又はこれ

れらの性質を有す

らの性質を有する

る給与の支給を受

給与の支給を受け

けることとされる

ることとされる役

役員を含む。）の

員を含む。）の数の
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税率
年額

50,000円

数の合計数（次号

合計数（次号から

から第９号までに

第９号までにおい

おいて「従業者数

て「従業者数の合

の合計数」とい

計数」という。）が

う。）が50人以下

50人以下のもの

のもの
２～９
３

略

略

２～９

前項に定める均等割の額は，当該均等割の額 ３

略

略

前項に定める均等割の額は，当該均等割の額

に，法第312条第３項第１号の法人税額の課税標

に，法第312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

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

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

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

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

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つて

ものとする。この場合における月数は暦に従つて

計算し，１月に満たないときは１月とし，１月に

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。

満たない端数を生じたときは切り捨てる。

４

略

４

（個人の均等割の税率の軽減）
第32条

略
（個人の均等割の税率の軽減）

次の各号に掲げる者のいずれかに該当す 第32条

次の各号に掲げる者に対して課する均等

る納税義務者に対して課する均等割の額は，前条

割の額は，前条第１項の額からそれぞれ当該各号

第１項の額からそれぞれ当該各号に掲げる額を

に掲げる額を減額したものとする。ただし，第２

減額したものとする。ただし，第２号に掲げる者

号に掲げる者にあつては，同号の規定によつて計

に該当する納税義務者にあつては，同号の規定に

算した減額すべき額が750円を超える場合におい

より計算した減額すべき額が750円を超える場合

ては，750円とする。

には，750円とする。
(１)

均等割を納付する義務がある同一生計配

(１)

偶者又は扶養親族 300円
(２)

前号に掲げる者を２人以上有する者

均等割を納付する義務がある控除対象配

偶者又は扶養親族 300円
同

(２)

一生計配偶者又は扶養親族１人について150円

前号に掲げる者を２人以上有する者

除対象配偶者又は扶養親族

控

１人について

150円
（所得割の課税標準）
第33条

（所得割の課税標準）

所得割の課税標準は，前年の所得について 第33条

所得割の課税標準は，前年の所得について

算定した総所得金額，退職所得金額及び山林所得

算定した総所得金額・退職所得金額及び山林所得

金額とする。

金額とする。
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２

前項の総所得金額，退職所得金額又は山林所得 ２

前項の総所得金額・退職所得金額又は山林所得

金額は，法又はこれに基づく政令で特別の定めを

金額は，法又はこれに基づく政令で特別の定めを

する場合を除くほか，それぞれ所得税法（昭和40

する場合を除くほか，それぞれ所得税法（昭和40

年法律第33号）その他の所得税に関する法令の規

年法律第33号）その他の所得税に関する法令の規

定による所得税法第22条第２項又は第３項の総

定による所得税法第22条第２項又は第３項の総

所得金額，退職所得金額又は山林所得金額の計算

所得金額・退職所得金額又は山林所得金額の計算

の例によつて算定する。ただし，同法第60条の２

の例によつて算定する。ただし，同法第60条の２

から第60条の４までの規定の例によらないもの

から第60条の４までの規定の例によらないもの

とする。

とする。

３～６

略

３～６

（法人税割の税率）

略

（法人税割の税率）

法人税割の税率は，100分の7.2とす 第34条の４

第34条の４
る。

法人税割の税率は，100分の10.9とす

る。

第36条の３

第23条第１項第１号の者が，前年分の 第36条の３

第23条第１項第１号の者が，前年分の

所得税につき所得税法第２条第１項第37号の確

所得税につき所得税法第２条第１項第37号の確

定申告書（以下この条において「確定申告書」と

定申告書（以下本条において「確定申告書」とい

いう。）を提出した場合には，本節の規定の適用

う。）を提出した場合には，本節の規定の適用に

については，当該確定申告書が提出された日に前

ついては，当該確定申告書が提出された日に前条

条第１項又は第３項から第５項までの規定によ

第１項又は第３項から第５項までの規定による

る申告書が提出されたものとみなす。ただし，同

申告書が提出されたものとみなす。ただし，同日

日前に当該申告書が提出された場合は，この限り

前に当該申告書が提出された場合は，この限りで

でない。

ない。

２・３

略

２・３

略

（普通徴収に係る個人の市民税の賦課額の変更

（普通徴収に係る個人の市民税の賦課後の変更

又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収）

又は決定及びこれらに係る延滞金の徴収）

第43条

普通徴収の方法によつて徴収する個人の 第43条

普通徴収の方法によつて徴収する個人の

市民税について所得税の納税義務者が提出した

市民税について所得税の納税義務者が提出した

修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更

修正申告書又は国の税務官署がした所得税の更

正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定

正若しくは決定に関する書類を法第325条の規定

により閲覧し，その賦課した税額を変更し，若し

により閲覧し，その賦課した税額を変更し，若し

くは賦課する必要を認めた場合には，既に第35

くは賦課されるべきであつた個人の市民税を賦

条第１項第１号ただし書若しくは第２号又は第

課する必要を認めた場合には，既に第35条第１項

36条の規定を適用して個人の市民税を賦課して

第１号ただし書若しくは第２号又は第36条の規

いた場合を除くほか，直ちに変更による不足税額

定を適用して個人の市民税を賦課していた場合

又は賦課されるべきであつた税額のうちその決

を除くほか，直ちに変更による不足税額又は賦課

定があつた日までの納期に係る分（以下この条に

されるべきであつた税額のうちその決定があつ
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おいて「不足税額」という。）を追徴する。

た日までの納期に係る分（以下この条において
「不足税額」という。）を追徴する。

２～４

略

２～４

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収）
第44条

略

（給与所得に係る個人の市民税の特別徴収）

個人の市民税の納税義務者が当該年度の 第44条

個人の市民税の納税義務者が前年中にお

初日の属する年の前年中において給与の支払を

いて給与の支払を受けた者であり，かつ，当該年

受けた者であり，かつ，同日において給与の支払

度の初日において給与の支払を受けている者（次

を受けている者（次の各号に掲げる者のうち特別

の各号に掲げる者のうち特別徴収の方法によつ

徴収の方法によつて徴収することが著しく困難

て徴収することが著しく困難であると認められ

であると認められるものを除く。以下この条にお

るものを除く。以下この条及び次条において「給

いて「給与所得者」という。）である場合におい

与所得者」という。）である場合においては，当

ては，当該納税義務者の前年中の給与所得に係る

該納税義務者の前年中の給与所得に係る所得割

所得割額及び均等割額の合算額を特別徴収の方

額及び均等割額の合算額を特別徴収の方法によ

法によつて徴収する。

つて徴収する。

(１)

(１)

支払期間が１月を超える期間により定め

られている給与のみの支払を受ける者

支給期間が１月を超える期間により定め

られている給与のみの支給を受ける者

(２)

略

(２)

略

２～５

略

２～５

略

６

特別徴収の方法によつて個人の市民税を徴収 ６

特別徴収の方法によつて個人の市民税を徴収

される納税義務者が，当該年度の初日の属する年

される納税義務者が，当該年度の初日の属する年

の６月１日から12月31日までの間において給与

の６月１日から12月31日までの間において給与

の支払を受けないこととなり，かつ，その事由が

の支払を受けないこととなり，かつ，その事由が

発生した日の属する月の翌月以降の月割額を特

発生した日の属する月の翌月以降の月割額の特

別徴収の方法によつて徴収されたい旨の当該納

別徴収の方法によつて徴収されたい旨の納税義

税義務者からの申出があつた場合及び当該納税

務者からの申出があつた場合及びその事由がそ

義務者が翌年の１月１日から４月30日までの間

の年の翌年の１月１日から４月30日までの間に

において給与の支払を受けないこととなつた場

おいて発生した場合には，当該納税義務者に対し

合には，その者に対してその年の５月31日までの

てその年の５月31日までの間に支払われるべき

間に支払われるべき給与又は退職手当等で当該

給与又は退職手当等で当該月割額の全額に相当

月割額の全額に相当する金額を超えるものがあ

する金額を超えるものがあるときに限り，当該月

るときに限り，当該月割額の全額（同日までに当

割額の全額（同日までに当該給与又は退職手当等

該給与又は退職手当等の全部又は一部の支払が

の全部又は一部の支払がされないこととなつた

されないこととなつたときにあつては，同日まで

ときにあつては，同日までに支払われた当該給与

に支払われた当該給与又は退職手当等の額から

又は退職手当等の額から徴収することができる

徴収することができる額）を特別徴収の方法によ

額）を特別徴収の方法によつて徴収する。

つて徴収する。
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（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等）
第45条

（給与所得に係る特別徴収義務者の指定等）

前条第１項から第３項までの規定による 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

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

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

財団で代表者又は管理人の定めのあるもの，及び

む。以下同じ。）（他の市町村内において給与の

他の市町村内において給与の支払をする者を含

支払をする者を含む。以下同じ。）で所得税法第

む。以下同じ。）で所得税法第183条の規定によ

183条の規定によつて給与の支払をする際所得税

つて給与の支払をする際所得税を徴収して納付

を徴収して納付する義務があるものとし，前条第

する義務があるものとし，前条第５項の規定によ

５項の規定による特別徴収に係る市民税の特別

る特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は，同

徴収義務者は，同項の当該給与所得者に対して新

項の当該給与所得者に対して新たに給与の支払

たに給与の支払をする者となつた者とする。

をする者となつた者とする。

２

特別徴収に係る市民税の特別徴収義務者は，当該

略

２

（給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例）
第46条の２

略
（給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例）

第45条第１項の特別徴収義務者は，そ 第46条の２

第45条第１項の特別徴収義務者は，そ

の事務所，事業所その他これらに準ずるもので給

の事務所，事業所その他これらに準ずるもので給

与の支払事務を取り扱うもの（給与の支払を受け

与の支払事務を取り扱うもの（給与の支払を受け

る者が常時10人未満であるものに限る。以下この

る者が常時10人未満であるものに限る。以下この

条，次条及び第46条の４において「事務所等」と

条，次条及び第46条の４において「事務所等」と

いう。）につき，市長の承認を受けた場合には，

いう。）につき，市長の承認を受けた場合には，

６月から11月まで及び12月から翌年５月までの

６月から11月まで及び12月から翌年５月までの

各期間（当該各期間のうちその承認を受けた日の

各期間（当該各期間のうちその承認を受けた日の

属する期間については，その日の属する月から当

属する期間については，その日の属する月から当

該期間の最終月までの期間）に当該事務所等にお

該期間の最終日までの期間）に当該事務所等にお

いて支払つた給与について徴収した給与所得に

いて支払つた給与について徴収した給与所得に

係る特別徴収税額を，前条の規定にかかわらず，

係る特別徴収税額を，前条の規定にかかわらず，

当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納

当該各期間に属する最終月の翌月10日までに納

入することができる。

入することができる。

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額

への繰入れ）

への繰入れ）

第47条

個人の市民税の納税者が給与の支払を受 第47条

個人の市民税の納税者が給与の支払を受

けなくなつたこと等により給与所得に係る特別

けなくなつたこと等により給与所得に係る特別

徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されな

徴収税額を特別徴収の方法によつて徴収されな

いこととなつた場合においては，特別徴収の方法

いこととなつた場合においては，特別徴収の方法

によつて徴収されないこととなつた金額に相当

によつて徴収されないこととなつた金額に相当
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する税額は，特別徴収の方法によつて徴収されな

する税額は特別徴収の方法によつて徴収されな

いこととなつた日以後において到来する第40条

いこととなつた日以後において到来する第40条

第１項の納期がある場合においてはそれぞれの

第１項の納期がある場合においては，そのそれぞ

納期において，その日以後に到来する同項の納期

れの納期において，その日以後に到来する同項の

がない場合においては直ちに，普通徴収の方法に

納期がない場合においては，直ちに普通徴収の方

よつて徴収するものとする。

法によつて徴収するものとする。

２

略

２

（法人の市民税の申告納付）

略

第48条
２

（法人の市民税の申告納付）

略

第48条

法の施行地に本店若しくは主たる事務所若し ２

略

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，外国の

くは事業所を有する法人又は外国法人（法の施行

法人税等を課された場合には，法第321条の８第

地に本店若しくは主たる事務所若しくは事業所

24項及び令第48条の13に規定するところにより，

を有しない法人をいう。）が，外国の法人税等を

控除すべき額を前項の規定により申告納付すべ

課された場合には，法第321条の８第24項及び令

き法人税割額から控除する。

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。

３～７

略

３～７

（特別徴収税額）
第53条の８

略

（特別徴収税額）

第53条の７の規定により徴収すべき 第53条の８

第53条の７の規定により徴収すべき

分離課税に係る所得割の額は，次の各号に掲げる

分離課税に係る所得割の額は，次の各号に掲げる

場合の区分に応じ，当該各号に掲げる税額とす

場合の区分に応じ，当該各号に掲げる税額とす

る。

る。

(１)

(１)

退職手当等の支払を受ける者が提出した

次条第１項の規定による申告書（以下この条，

次条第１項の規定による申告書（以下本条，次

次条第２項及び第53条の10第１項において「退

条第２項及び第53条の10第１項において「退職

職所得申告書」という。）に，その支払うべき

所得申告書」という。）に，その支払うべきこ

ことが確定した年において支払うべきことが

とが確定した年において支払うべきことが確

確定した他の退職手当等で既に支払がされた

定した他の退職手当等で既に支払がされたも

もの（次号及び次条第１項において「支払済み

の（次号及び次条第１項において「支払済みの

の他の退職手当等」という。）がない旨の記載

他の退職手当等」という。）がない旨の記載が

がある場合

ある場合

その支払う退職手当等の金額に

その支払う退職手当等の金額につ

ついて第53条の３及び第53条の４の規定を適

いて第53条の３及び第53条の４の規定を適用

用して計算した税額

して計算した税額

(２)
２

退職手当等の支払を受ける者が提出した

略

略

(２)
２
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略

略

（分離課税に係る所得割の普通徴収）
第53条の12
２

（分離課税に係る所得割の普通徴収）

略

第53条の12

前項の場合には，同項の規定によつて徴収すべ ２

略

前項の場合には，同項の規定によつて徴収すべ

き税額に第53条の７又は第53条の７の２におい

き税額に第53条の７又は第53条の７の２におい

て準用する第46条の２の納期限（納期限の延長が

て準用する第46条の２の納期限（納期限の延長が

あつたときは，その延長された納期限とする。以

あつたときは，その延長された納期限とする。以

下この項において同じ。）の翌日から納付の日ま

下本項において同じ。）の翌日から納付の日まで

での期間の日数に応じ，年14.6パーセント（納期

の期間の日数に応じ，年14.6パーセント（納期限

限までの期間又は納期限の翌日から１月を経過

までの期間又は納期限の翌日から１月を経過す

する日までの期間については年7.3パーセント）

る日までの期間については年7.3パーセント）の

の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金

割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を

を加算して徴収する。

加算して徴収する。

第58条の２

法第348条第２項第11号の５の固定資 第58条の２

法第348条第２項第11号の５の固定資

産について同項本文の規定の適用を受けようと

産について同項本文の規定を受けようとする者

する者は，土地については第１号に，家屋につい

は，土地については第１号に，家屋については第

ては第２号及び第３号に，償却資産については第

２号及び第３号に，償却資産については第４号及

４号及び第５号に掲げる事項を記載した申告書

び第５号に掲げる事項を記載した申告書を市長

を市長に提出しなければならない。この場合にお

に提出しなければならない。この場合において，

いて，当該固定資産が社会医療法人の所有に属し

当該固定資産が社会医療法人の所有に属しない

ないものである場合においては，当該固定資産を

ものである場合においては，当該固定資産を社会

社会医療法人に無料で使用させていることを証

医療法人に無料で使用させていることを証明す

明する書面を添付しなければならない。

る書面を添付しなければならない。

(１)～(５)

(１)～(５)

略

（固定資産税の課税標準）
第61条
２

（固定資産税の課税標準）

略

第61条

略

３

略

２

略
略

基準年度の土地又は家屋に対して課する第３ ３

基準年度の土地又は家屋に対して課する第３

年度（第２年度の翌年度をいう。以下同じ。）の

年度（第２年度の翌年度をいう。以下同じ。）の

固定資産税の課税標準は，当該土地又は家屋に係

固定資産税の課税標準は当該土地又は家屋に係

る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎とな

る基準年度の固定資産税の課税標準の基礎とな

つた価格（第２年度において前項ただし書に掲げ

つた価格（第２年度において前項ただし書に掲げ

る事情があつたため，同項ただし書の規定によつ

る事情があつたため，同項ただし書の規定によつ

て当該土地又は家屋に対して課する第２年度の

て当該土地又は家屋に対して課する第２年度の

固定資産税の課税標準とされた価格がある場合

固定資産税の課税標準とされた価格がある場合

においては，当該価格とする。以下この項におい

においては，当該価格とする。以下本項において

て同じ。）で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

同じ。）で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に
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登録されたものとする。ただし，基準年度の土地

地又は家屋について第３年度の固定資産税の賦

又は家屋について第３年度の固定資産税の賦課

課期日において地目の変換，家屋の改築若しくは

期日において地目の変換，家屋の改築若しくは損

損壊その他これらに類する特別の事情があるた

壊その他これに類する特別の事情があるため，又

め，又は他の市町村の区域の全部若しくは一部を

は他の市町村の区域の全部若しくは一部を編入

編入したため，基準年度の固定資産税の課税標準

したため，基準年度の固定資産税の課税標準の基

の基礎となつた価格によることが不適当である

礎となつた価格によることが不適当であるか又

か又は市内を通じて固定資産税の課税上著しく

は市内を通じて固定資産税の課税上著しく均衡

均衡を失すると市長が認める場合においては，当

を失すると市長が認める場合においては，当該土

該土地又は家屋に対して課する第３年度の固定

地又は家屋に対して課する第３年度の固定資産

資産税の課税標準は，当該土地又は家屋に類似す

税の課税標準は，当該土地又は家屋に類似する土

る土地又は家屋の基準年度の価格に比準する価

地又は家屋の基準年度の価格に比準する価格で

格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録

土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に登録され

されたものとする。

たものとする。

４

に登録されたものとする。ただし，基準年度の土

第２年度において新たに固定資産税を課する ４

第２年度において新たに固定資産税を課する
こととなる土地又は家屋（以下「第２年度の土地

又は家屋」という。）に対して課する第２年度の

又は家屋」という。）に対して課する第２年度の

固定資産税の課税標準は，当該土地又は家屋に類

固定資産説の課税標準は，当該土地又は家屋に類

似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準す

似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準す

る価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に

る価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等に

登録されたものとする。

登録されたものとする。

５

こととなる土地又は家屋（以下「第２年度の土地

第２年度の土地又は家屋に対して課する第３ ５

第２年度の土地又は家屋に対して課する第３

年度の固定資産税の課税標準は，当該土地又は家

年度の固定資産税の課税標準は，当該土地又は家

屋に係る第２年度の固定資産税の課税標準の基

屋に係る第２年度の固定資産税の課税標準の基

礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税

礎となつた価格で土地課税台帳等又は家屋課税

台帳等に登録されたものとする。ただし，第２年

台帳等に登録されたものとする。ただし，第２年

度の土地又は家屋について第３年度の固定資産

度の土地又は家屋について第３年度の固定資産

税の賦課期日において地目の変換，家屋の改築若

税の賦課期日において地目の変換，家屋の改築若

しくは損壊その他これらに類する特別の事情が

しくは損壊その他これらに類する特別の事情が

あるため，又は他の市町村の区域の全部若しくは

あるため又は他の市町村の区域の全部若しくは

一部を編入したため，第２年度の固定資産税の課

一部を編入したため第２年度の固定資産税の課

税標準の基礎となつた価格によることが不適当

税標準の基礎となつた価格によることが不適当

であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上

であるか又は市内を通じて固定資産税の課税上

著しく均衡を失すると市長が認める場合におい

著しく均衡を失すると市長が認める場合におい

ては，当該土地又は家屋に対して課する第３年度

ては，当該土地又は家屋に類似する土地又は家屋

の固定資産税の課税標準は，当該土地又は家屋に

の基準年度の価格に比準する価格で土地課税台
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類似する土地又は家屋の基準年度の価格に比準

帳等又は家屋課税台帳等に登録されたものとす

する価格で土地課税台帳等又は家屋課税台帳等

る。

に登録されたものとする。
６・７
８

略

６・７

略

法第349条の３又は第349条の３の４から第349 ８ 法第349条の３・法第349条の４又は第349条の
条の５までの規定の適用を受ける固定資産に対

５の規定の適用を受ける固定資産に対して課す

して課する固定資産税の課税標準は，前各項の規

る固定資産税の課税標準は，前７項の規定にかか

定にかかわらず，法第349条の３又は第349条の３

わらず，法第349条の３，法第349条の４又は法第

の４から第349条の５までに定める額とする。

349条の５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61条の２

法第349条の３第28項に規定する市町

村の条例で定める割合は，３分の１とする。
２

法第349条の３第29項に規定する市町村の条例
で定める割合は，３分の１とする。

３

法第349条の３第30項に規定する市町村の条例
で定める割合は，３分の１とする。
（施行規則第15条の３第３項並びに第15条の３

（施行規則第15条の３第２項の規定による補正

の２第４項及び第５項の規定による補正の方法

の方法の申出）

の申出）
第63条の２

施行規則第15条の３第３項並びに第 第63条の２

施行規則第15条の３第２項の規定に

15条の３の２第４項及び第５項の規定による補

よる補正の方法の申出は，当該家屋に係る区分所

正の方法の申出は，当該家屋に係る区分所有者の

有者の代表者が毎年１月31日までに次の各号に

代表者が毎年１月31日までに次の各号に掲げる

掲げる事項を記載した申出書を市長に提出して

事項を記載した申出書を市長に提出して行わな

行わなければならない。

ければならない。
(１)・(２)
(３)

略

(１)・(２)

区分所有者の住所及び氏名並びに各区分

(３)

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

所有者の家屋の区分所有者全員の共有に属す

る法律第14条第１項から第３項までの規定に

る共用部分に係る建物の区分所有等に関する

よる割合

法律第14条第１項から第３項までの規定によ
る割合

(４)
２

略

(４)

略

２

略

略

（法第352条の２第５項及び第６項の規定による

（法第352条の２第５項及び第６項の規定による

固定資産税額の按分の申出）

固定資産税額のあん分の申出）
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第63条の３

法第352条の２第５項の規定による同 第63条の３

法第352条の２第５項の規定による同

条第１項第１号に掲げる要件に該当する同項に

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

規定する共用土地で同項第２号に掲げる要件に

あん

該当しないものに係る固定資産税額の按 分の申

該当しないものに係る固定資産税額のあん分の

出は，同項に規定する共用土地納税義務者の代表

申出は，同項に規定する共用土地納税義務者の代

者が毎年１月31日までに次の各号に掲げる事項

表者が毎年１月31日までに次の各号に掲げる事

を記載した申出書を市長に提出して行わなけれ

項を記載した申出書を市長に提出して行わなけ

ばならない。

ればならない。

(１)～(４)
(５)

２

略

(１)～(４)

法第352条の２第１項の規定により按分す

(５)

略

法第352条の２第１項の規定によりあん分

る場合に用いられる割合に準じて定めた割合

する場合に用いられる割合に準じて定めた割

及び当該割合の算定方法

合及び当該割合の算定方法

法第352条の２第６項に規定する特定被災共用 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

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

用土地」という。）に係る固定資産税額のあん分

申出は，同条第６項に規定する特定被災共用土地

の申出は，同条第６項に規定する特定被災共用土

納税義務者（第５号及び第４項において「特定被

地納税義務者（第５号及び第４項において「特定

災共用土地納税義務者」という。）の代表者が法

被災共用土地納税義務者」という。）の代表者が

第349条の３の３第１項に規定する被災年度（第

法第349条の３の３第１項に規定する被災年度

３号及び第74条の５において「被災年度」とい

（第３号及び第74条の５において「被災年度」と

う。）の翌年度又は翌々年度（法第349条の３の３

いう。）の翌年度又は翌々年度（法第349条の３の

第１項に規定する避難の指示等（第74条の５にお

３第１項に規定する避難の指示等（以下この項及

いて「避難の指示等」という。）が行われた場合

び第74条の５において「避難の指示等」という。）

において，法第349条の３の３第１項に規定する

が行われた場合において，法第349条の３の３第

避難等解除日（以下この項及び第74条の５におい

１項に規定する避難等解除日（以下この項及び第

て「避難等解除日」という。）の属する年が法第

74条の５において「避難等解除日」という。）の

349条の３の３第１項に規定する被災年（第74条

属する年が法第349条の３の３第１項に規定する

の５において「被災年」という。）の翌年以後の

被災年（以下この項及び第74条の５において「被

年であるときは，当該被災年度の翌年度から避難

災年」という。）の翌年以後の年であるときは，

等解除日の属する年の１月１日から起算して３

当該被災年度の翌年度から避難等解除日の属す

年を経過する日を賦課期日とする年度までの各

る年の１月１日以後３年を経過する日を賦課期

年度とし，法第349条の３の３第１項に規定する

日とする年度までの各年度）の初日の属する年の

被災市街地復興推進地域（第74条の５において

１月31日までに次の各号に掲げる事項を記載し，

「被災市街地復興推進地域」という。）が定めら

かつ，第４号に掲げる事実を証する書類を添付し

れた場合（避難の指示等が行われた場合におい

た申出書を市長に提出して行わなければならな

て，避難等解除日の属する年が被災年の翌年以後

い。
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の年であるときを除く。第74条の５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日までに次の各号に掲げる事
項を記載し，かつ，第４号に掲げる事実を証する
書類を添付した申出書を市長に提出して行わな
ければならない。
(１)～(５)
(６)

３

略

(１)～(５)

法第352条の２第３項の規定により按分す

(６)

略

法第352条の２第３項の規定によりあん分

る場合に用いられる割合に準じて定めた割合

する場合に用いられる割合に準じて定めた割

及び当該割合の算定方法

合及び当該割合の算定方法

法第352条の２第７項の規定により特定被災共 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

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

規定する特定仮換地等に係る固定資産税額のあ

分の申出については，前項中「同条第６項」とあ

ん分の申出については，前項中「同条第６項」と

るのは「同条第７項の規定により読み替えて適用

あるのは「同条第７項の規定により読み替えて適

される同条第６項」と，「特定被災共用土地納税

用される同条第６項」と，「特定被災共用土地納

義務者」とあるのは「特定仮換地等納税義務者」

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

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

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

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。

に」として，前項の規定を適用する。

４

略

４

（固定資産税の納税管理人）
第64条

略
（固定資産税の納税管理人）

固定資産税の納税義務者は，市内に住所， 第64条

固定資産税の納税義務者は，市内に住所，

居所，事務所又は事業所（以下この項において「住

居所，事務所又は事業所（以下本項において「住

所等」という。）を有しない場合においては，市

所等」という。）を有しない場合においては，市

内に住所等を有する者（個人にあつては，独立の

内に住所等を有する者（個人にあつては，独立の

生計を営むものに限る。）のうちから納税管理人

生計を営むものに限る。）のうちから納税管理人

を定め，これを定める必要が生じた日から10日以

を定め，これを定める必要が生じた日から10日以

内に，納税管理人申告書を市長に提出し，又は市

内に，納税管理人申告書を市長に提出し，又は市

外に住所等を有する者（個人にあつては，独立の

外に住所等を有する者（個人にあつては，独立の

生計を営むものに限る。）のうち納税に関する一

生計を営むものに限る。）のうち納税に関する一

切の事項の処理につき便宜を有するものを納税

切の事項の処理につき便宜を有するものを納税
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管理人として定めることについて納税管理人承

管理人として定めることについて納税管理人承

認申請書を市長に同日から10日以内に提出して

認申請書を市長に同日から10日以内に提出して

その承認を受けなければならない。納税管理人を

その承認を受けなければならない。納税管理人を

変更し，又は変更しようとする場合その他納税管

変更し，又は変更しようとする場合その他納税管

理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載し

理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載し

た事項に異動を生じた場合においても，また同様

た事項に異動を生じた場合においても，また同様

とし，その提出の期限は，その異動を生じた日か

とし，その提出の期限は，その異動を生じた日か

ら10日を経過した日とする。

ら10日を経過した日とする。

２

略

２

（固定資産税の納期）

略

第67条

（固定資産税の納期）

２

略

第67条

３

略

２

略

略

固定資産税額（次条第４項の規定によつて都市 ３

固定資産税額（都市計画税をあわせて徴収する

計画税をあわせて徴収する場合においては，固定

場合においては，固定資産税額と都市計画税額と

資産税額と都市計画税額との合算額とする。）が

の合算額とする。）が3,900円以下の金額であるも

3,900円以下の金額であるものについては，前２

のについては，前２項の規定にかかわらず，当該

項の規定にかかわらず，当該各項の規定によつて

各項の規定によつて定められた納期のうち納税

定められた納期のうち納税通知書で指定する一

通知書で指定する一の納期において，当該固定資

の納期において，当該固定資産税額の全額を徴収

産税額の全額を徴収する。

する。
４

略

４

（固定資産税の徴収の方法）

略

第68条
２

（固定資産税の徴収の方法）

略

第68条

法第364条第５項の固定資産について同条第２ ２

略

法第364条第５項の固定資産について同条第２
項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産

に係る法第389条第１項の規定による通知が行わ

に係る法第389条第１項の規定による通知が行わ

れなかつた場合においては，当該固定資産に係る

れなかつた場合においては，当該固定資産に係る

同法第364条第５項の仮算定税額（以下この項に

同法第364条第３項の仮算定税額（以下本項にお

おいて「仮算定税額」という。）を当該年度の納

いて「仮算定税額」という。）を当該年度の納期

期の数で除して得た額（市長が必要と認める場合

の数で除して得た額（市長が必要と認める場合に

においては，当該仮算定税額を当該年度の納期の

おいては，当該仮算定税額を当該年度の納期の数

数で除して得た額の範囲内において市長が定め

で除して得た額の範囲内において市長が定める

る額とする。）をそれぞれの納期において当該固

額とする。）をそれぞれの納期において当該固定

定資産に係る固定資産税として徴収する。

資産に係る固定資産税として徴収する。

３

項の納税通知書の交付期限までに当該固定資産

前項の規定によつて固定資産税を賦課した後 ３
において法第389条第１項の規定による通知が行

前項の規定によつて固定資産税の賦課した後
において法第389条第１項の規定による通知が行
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われ，当該通知に基いて算定した当該年度分の固

定資産税額（以下この項において「本算定税額」

定資産税（以下本項において「本算定税額」とい

という。）にすでに賦課した固定資産税額が満た

う。）にすでに賦課した固定資産税額が満たない

ない場合においては，当該通知が行われた日以後

場合においては，当該通知が行われた日以後の納

の納期においてその不足税額を徴収し，すでに徴

期においてその不足税額を徴収し，すでに徴収し

収した固定資産税額が本算定税額をこえる場合

た固定資産税額が本算定税額をこえる場合にお

においては法第17条又は第17条の２の規定の例

いては法第17条又は第17条の２の規定の例によ

によつて，その過納額を還付し，又は当該納税義

つて，その過納額を還付し，又は当該納税義務者

務者の未納に係る徴収金に充当する。

の未納に係る徴収金に充当する。

４

われ，当該通知に基いて算定した当該年度分の固

第１項の規定によつて固定資産税を賦課し，及
び徴収する場合においては，当該納税者に係る都
市計画税を併せて賦課し，及び徴収する。
（固定資産税の納税通知書）

第69条

（固定資産税の納税通知書）

第67条第３項の規定により固定資産税額 第69条

第67条第３項の規定により固定資産税額

の全額を一の納期において徴収する場合を除き，

の全額を一の納期において徴収する場合を除き，

固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の

固定資産税の納税通知書に記載すべき各納期の

納付額は，当該年度分の固定資産税額及び都市計

納付額は，当該年度分の固定資産税額をその納期

画税額をその納期の数で除して得た額とする。

の数で除して得た額とする。

（申請又は申告をしなかつたことによる固定資

（申請又は申告をしなかつたことによる固定資

産税の不足税額及び延滞金の徴収）

産税の不足税額及び延滞金の徴収）

第73条

不動産登記法（平成16年法律第123号）第 第73条

不動産登記法（平成16年法律第123号）第

36条，第37条第１項若しくは第２項，第42条，第

36条，第37条第１項若しくは第２項，第42条，第

47条第１項，第51条第１項（共用部分である旨の

47条第１項，第51条第１項（共用部分である旨の

登記又は団地共用部分である旨の登記がある建

登記又は団地共用部分である旨の登記がある建

物の場合に係る部分を除く。），第２項若しくは

物の場合に係る部分を除く。），第２項若しくは

第３項若しくは第57条の規定によつて登記所に

第３項若しくは第57条の規定によつて登記所に

登記の申請をする義務がある者又は法第383条の

登記の申請をする義務がある者又は法第383条の

規定によつて市長に申告をする義務のある者が

規定によつて市長に申告をする義務のある者が

そのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は

そのすべき申請又は申告をしなかつたこと又は

虚偽の申請又は申告をしたことにより法第417条

虚偽の申請又は申告をしたことにより法第417条

第１項の規定によつて当該固定資産の価格を決

第１項の規定によつて当該固定資産の価格を決

定し，又は修正したことに基づいてその者に係る

定し，又は修正したことに基づいてその者に係る

固定資産税額に不足税額があることを発見した

固定資産税額に不足税額があることを発見した

場合並びに法第417条第２項及び法第743条第２

場合並びに法第417条第２項及び法第743条第２

項の規定によつて通知を受けた場合においては，

項の規定によつて通知を受けた場合においては，

直ちにその不足税額のうちその決定があつた日

直ちにその不足税額のうちその決定があつた日
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までの納期に係る分（以下この条において「不足

までの納期に係る分（以下本条において「不足税

税額」という。）を追徴する。

額」という。）を追徴する。

２

略

２

（固定資産に関する地籍図等の様式等）
第74条

略
（固定資産に関する地籍図等の様式等）

固定資産に関する地籍図，土地使用図，土 第74条

固定資産に関する地籍図・土地使用図・土

壌分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記

壌分類図及び家屋見取図並びに固定資産売買記

録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料

録簿その他固定資産の評価に関して必要な資料

の様式及びその記載事項については別に定める。

の様式及びその記載事項については規則で定め
る。

（被災住宅用地の申告）
第74条の５

（被災住宅用地の申告）

法第349条の３の３第１項（同条第２ 第74条の５

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

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

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

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

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

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

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

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

する年の１月１日以後３年を経過する日を賦課

日を賦課期日とする年度までの各年度とし，被災

期日とする年度までの各年度）の初日の属する年

市街地復興推進地域が定められた場合には，当該

の１月31日までに次に掲げる事項を記載し，か

被災年度の翌年度から被災年の１月１日から起

つ，第４号に掲げる事実を証する書類を添付した

算して４年を経過する日を賦課期日とする年度

申告書を市長に提出しなければならない。

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。
(１)～(６)
２

略

(１)～(６)

法第349条の３の３第１項の規定の適用を受け ２

略

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

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

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

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

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

除日の属する年の１月１日以後３年を経過する

経過する日を賦課期日とする年度までの各年度

日を賦課期日とする年度までの各年度分）の固定
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分とし，被災市街地復興推進地域が定められた場

資産税については，前条の規定は，適用しない。

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。
（固定資産評価審査委員会の設置）
第78条

（固定資産評価審査委員会の設置）

固定資産課税台帳に登録された価格（法第 第78条

固定資産課税台帳に登録された価格（法第

389条第１項，第417条第２項又は第743条第１項

389条第１項，第417条第２項又は法第743条第１

若しくは第２項の規定によつて知事又は総務大

項若しくは第２項の規定によつて知事又は総務

臣が決定し，又は修正し，市長に通知したものを

大臣が決定し，又は修正し，市長に通知したもの

除く。）に関する不服を審査決定するために，鈴

を除く。）に関する不服を審査決定するために，

鹿市固定資産評価審査委員会を置く。

鈴鹿市固定資産評価審査委員会を置く。

（軽自動車税の納税義務者等）

（軽自動車税の納税義務者等）

第80条

軽自動車税は，３輪以上の軽自動車に対 第80条

軽自動車税は，原動機付自転車・軽自動

車・小型特殊自動車及び２輪の小型自動車（以下

割によつて，軽自動車等に対し，当該軽自動車等

軽自動車税について「軽自動車等」という。）に

の所有者に種別割によつて課する。

対し，その所有者に課する。

２

し，当該３輪以上の軽自動車の取得者に環境性能

前項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者 ２

軽自動車等の売買があつた場合において，売主

には，法第443条第２項に規定する者を含まない

が当該軽自動車等の所有権を留保しているとき

ものとする。

は，軽自動車税の賦課徴収については，買主を当
該軽自動車等の所有者とみなす。

３

軽自動車等の所有者が法第445条第１項の規定 ３

軽自動車等の所有者が法第443条第１項の規定

により種別割を課することができない者である

によつて軽自動車税を課することができない者

場合には，第１項の規定にかかわらず，その使用

である場合においては，その使用者に課する。た

者に課する。ただし，公用又は公共の用に供する

だし，公用又は公共の用に供するものについて

軽自動車等については，これを課さない。

は，これを課さない。
（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する
軽自動車税の非課税の範囲）
第80条の２

日本赤十字社が所有する軽自動車等

のうち，直接その本来の事業の用に供するもので
救急用のものに対しては，軽自動車税を課さな
い。
（軽自動車税のみなす課税）
第81条

（軽自動車税の課税免除）

軽自動車等の売買契約において売主が当 第81条

該軽自動車等の所有権を留保している場合には，

商品であつて使用しない軽自動車等に対

しては，軽自動車税を課さない。

軽自動車税の賦課徴収については，買主を前条第
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１項に規定する３輪以上の軽自動車の取得者（以
下この節において「３輪以上の軽自動車の取得
者」という。）又は軽自動車等の所有者とみなし
て，軽自動車税を課する。
２

前項の規定の適用を受ける売買契約に係る軽
自動車等について，買主の変更があつたときは，
新たに買主となる者を３輪以上の軽自動車の取
得者又は軽自動車等の所有者とみなして，軽自動
車税を課する。

３

法第444条第３項に規定する販売業者等（以下
この項において「販売業者等」という。）が，そ
の製造により取得した３輪以上の軽自動車又は
その販売のためその他運行（道路運送車両法第２
条第５項に規定する運行をいう。次項において同
じ。）以外の目的に供するため取得した３輪以上
の軽自動車について，当該販売業者等が，法第444
条第３項に規定する車両番号の指定を受けた場
合（当該車両番号の指定前に第１項の規定の適用
を受ける売買契約の締結が行われた場合を除
く。）には，当該販売業者等を３輪以上の軽自動
車の取得者とみなして，環境性能割を課する。

４

法の施行地外で３輪以上の軽自動車を取得し
た者が，当該３輪以上の軽自動車を法の施行地内
に持ち込んで運行の用に供した場合には，当該３
輪以上の軽自動車を運行の用に供する者を３輪
以上の軽自動車の取得者とみなして，環境性能割
を課する。
（日本赤十字社の所有する軽自動車等に対する
軽自動車税の非課税の範囲）

第81条の２

日本赤十字社が所有する軽自動車等

のうち，直接その本来の事業の用に供するもので
救急用のものに対しては，軽自動車税を課さな
い。
（環境性能割の課税標準）
第81条の３

環境性能割の課税標準は，３輪以上の

軽自動車の取得のために通常要する価額として
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施行規則第15条の10に定めるところにより算定
した金額とする。
（環境性能割の税率）
第81条の４

次の各号に掲げる３輪以上の軽自動

車に対して課する環境性能割の税率は，当該各号
に定める率とする。
(１)

法第451条第１項（同条第４項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けるも
の 100分の１
(２)

法第451条第２項（同条第４項において準

用する場合を含む。）の規定の適用を受けるも
の 100分の２
(３)

法第451条第３項の規定の適用を受けるも

の 100分の３
（環境性能割の徴収の方法）
第81条の５

環境性能割の徴収については，申告納

付の方法によらなければならない。
（環境性能割の申告納付）
第81条の６

環境性能割の納税義務者は，法第454

条第１項各号に掲げる３輪以上の軽自動車の区
分に応じ，当該各号に定める時又は日までに，施
行規則第33号の４様式による申告書を市長に提
出するとともに，その申告に係る環境性能割額を
納付しなければならない。
２

３輪以上の軽自動車の取得者（環境性能割の納
税義務者を除く。）は，法第454条第１項各号に
掲げる区分に応じ，当該各号に定める時又は日ま
でに，施行規則第33号の４様式による報告書を市
長に提出しなければならない。
（環境性能割に係る不申告等に関する過料）

第81条の７

環境性能割の納税義務者が前条の規

定により申告し，又は報告すべき事項について正
当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場
合には，その者に対し，10万円以下の過料を科す
る。
２

前項の過料の額は，情状により，市長が定める。
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３

第１項の過料を徴収する場合において発する
納入通知書に指定すべき納期限は，その発付の日
から10日以内とする。
（環境性能割の減免）

第81条の８

市長は，公益のため直接専用する３輪

以上の軽自動車又は第90条第１項各号に掲げる
軽自動車等（３輪以上のものに限る。）のうち必
要と認めるものに対しては，環境性能割を減免す
る。
２

前項の規定による環境性能割の減免を受ける
ための手続その他必要な事項については，規則で
定める。
（種別割の課税免除）

第81条の９

商品であつて使用しない軽自動車等

に対しては，種別割を課さない。
（種別割の税率）

（軽自動車税の税率）

次の各号に掲げる軽自動車等に対して課 第82条

第82条

次の各号に掲げる軽自動車等に対して課

する種別割の税率は，１台について，それぞれ当

する軽自動車税の税率は，１台について，それぞ

該各号に定める額とする。

れ当該各号に定める額とする。

(１)～(３)

(１)～(３)

略

（種別割の賦課期日及び納期）
第83条

略

（軽自動車税の賦課期日及び納期）

種別割の賦課期日は，４月１日とする。

第83条

軽自動車税の賦課期日は，４月１日とす

る。
種別割の納期は，５月１日から同月31日までと ２

２

軽自動車税の納期は，５月１日から同月31日ま

する。

でとする。

（種別割の徴収の方法）

（軽自動車税の徴収の方法）

第85条

種別割は，普通徴収の方法によつて徴収す 第85条

軽自動車税は，普通徴収の方法によつて徴

る。

収する。

（種別割に関する申告又は報告）

（軽自動車税に関する申告又は報告）

第87条

種別割の納税義務者である軽自動車等の 第87条

軽自動車税の納税義務者である軽自動車

所有者又は使用者（以下この節において「軽自動

等の所有者又は使用者（以下本節において「軽自

車等の所有者等」という。）は，軽自動車等の所

動車等の所有者等」という。）は，軽自動車等の

有者等となつた日から15日以内に，軽自動車及び

所有者等となつた日から15日以内に，軽自動車及

２輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつて

び２輪の小型自動車の所有者又は使用者にあつ

は施行規則第33号の４の２様式による申告書，原

ては施行規則第33号の４様式による申告書，原動

動機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は

機付自転車及び小型特殊自動車の所有者又は使
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用者にあつては施行規則第33号の５様式による

る申告書並びにその者の住所を証明すべき書類

申告書並びにその者の住所を証明すべき書類を

を市長に提出しなければならない。

市長に提出しなければならない。

２

使用者にあつては施行規則第33号の５様式によ

前項の申告書を提出した者は，当該申告事項に ２

前項の申告書を提出した者は，当該申告事項に
ついて変更があつた場合においては，その事由が

生じた日から15日以内に，当該変更があつた事項

生じた日から15日以内に，当該変更があつた事項

について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有

について軽自動車及び２輪の小型自動車の所有

者又は使用者については施行規則第33号の４の

者又は使用者については施行規則第33号の４様

２様式による申告書並びに原動機付自転車及び

式による申告書並びに原動機付自転車及び小型

小型特殊自動車の所有者又は使用者については

特殊自動車の所有者又は使用者については施行

施行規則第33号の５様式による申告書を市長に

規則第33号の５様式による申告書を市長に提出

提出しなければならない。ただし，次項の規定に

しなければならない。ただし，次項の規定により

より申告書を提出すべき場合については，この限

申告書を提出すべき場合については，この限りで

りでない。

ない。

３

ついて変更があつた場合においては，その事由が

軽自動車等の所有者等でなくなつた者は，軽自 ３

軽自動車等の所有者等でなくなつた者は，軽自
動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内

に，軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は

に，軽自動車及び２輪の小型自動車の所有者又は

使用者については施行規則第33号の４の２様式

使用者については施行規則第33号の４様式によ

による申告書並びに原動機付自転車及び小型特

る申告書，原動機付自転車及び小型特殊自動車の

殊自動車の所有者又は使用者については施行規

所有者又は使用者については施行規則第34号様

則第34号様式による申告書を市長に提出しなけ

式による申告書を市長に提出しなければならな

ればならない。

い。

４

動車等の所有者等でなくなつた日から30日以内

第81条第１項に規定する軽自動車等の売主は， ４

第80条第２項に規定する軽自動車等の売主は，

市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所

市長から当該軽自動車等の買主の住所又は居所

が不明であることを理由として請求があつた場

が不明であることを理由として請求があつた場

合には，当該請求があつた日から15日以内に次の

合には，当該請求があつた日から15日以内に次の

各号に掲げる事項を記載した報告書を市長に提

各号に掲げる事項を記載した報告書を市長に提

出しなければならない。

出しなければならない。

(１)・(２)

(１)・(２)

略

略

(３) 当該軽自動車等に係る賦払金の支払場所
(４)

略

(３)

略

(５)

略

(４)

略

(６)

略

(５)

略

（種別割に係る不申告等に関する過料）
第88条

（軽自動車税に係る不申告等に関する過料）

軽自動車等の所有者等又は第81条第１項 第88条

に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によ

軽自動車等の所有者等又は第80条第２項

に規定する軽自動車等の売主が前条の規定によ
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つて申告し，又は報告すべき事項について正当な

つて申告し，又は報告すべき事項について正当な

事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合に

事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合に

おいては，その者に対し，10万円以下の過料を科

おいては，その者に対し，10万円以下の過料を科

する。

する。

２・３

略

２・３

（種別割の減免）
第89条

略

（軽自動車税の減免）

市長は，次の各号に掲げる軽自動車等のう 第89条

市長は，次の各号に掲げる軽自動車等のう

ち必要と認めるものに対しては，種別割を減免す

ち必要と認めるものに対しては，軽自動車税を減

る。

免する。

(１)・(２)
２

略

(１)・(２)

前項の規定によつて種別割の減免を受けよう ２

略

前項の規定によつて軽自動車税の減免を受け

とする者は，納期限前７日までに，当該軽自動車

ようとする者は，納期限前７日までに，当該軽自

等について減免を受けようとする税額及び次の

動車等について減免を受けようとする税額及び

各号に掲げる事項を記載した申請書に減免を必

次の各号に掲げる事項を記載した申請書に減免

要とする事由を証明する書類を添付し，これを市

を必要とする事由を証明する書類を添付し，これ

長に提出しなければならない。

を市長に提出しなければならない。

(１)～(８)

(１)～(８)

略

第１項の規定によつて種別割の減免を受けた ３

３

略

第１項の規定によつて軽自動車税の減免を受

者は，その事由が消滅した場合においては，直ち

けた者は，その事由が消滅した場合においては，

にその旨を市長に申告しなければならない。

直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

（身体障害者等に対する種別割の減免）

（身体障害者等に対する軽自動車税の減免）

第90条

市長は，次の各号に掲げる軽自動車等のう 第90条

市長は，次の各号に掲げる軽自動車等のう

ち必要と認めるものに対しては，種別割を減免す

ち必要と認めるものに対しては，軽自動車税を減

る。

免する。

(１)・(２)
２

略

(１)・(２)

前項第１号の規定によつて種別割の減免を受 ２

略

前項第１号の規定によつて軽自動車税の減免

けようとする者は，納期限前７日までに市長に対

を受けようとする者は，納期限前７日までに市長

して，身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）

に対して，身体障害者福祉法（昭和24年法律第283

第15条の規定により交付された身体障害者手帳

号）第15条の規定により交付された身体障害者手

（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）

帳（戦傷病者特別援護法（昭和38年法律第168号）

第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受け

第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受け

ている者で身体障害者手帳の交付を受けていな

ている者で身体障害者手帳の交付を受けていな

いものにあつては，戦傷病者手帳とする。以下こ

いものにあつては，戦傷病者手帳とする。以下こ

の項において「身体障害者手帳」という。），厚

の項において「身体障害者手帳」という。），厚

生労働大臣の定めるところにより交付された療

生労働大臣の定めるところにより交付された療

育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）

育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）
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又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

（昭和25年法律第123号）第45条の規定により交

（昭和25年法律第123号）第45条の規定により交

付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項に

付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項に

おいて「精神障害者保健福祉手帳」という。）及

おいて「精神障害者保健福祉手帳」という。）及

び道路交通法（昭和35年法律第105号）第92条の

び道路交通法（昭和35年法律第105号）第92条の

規定により交付された身体障害者又は身体障害

規定により交付された身体障害者又は身体障害

者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等

者等と生計を一にする者若しくは身体障害者等

（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限

（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限

る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この

る。）を常時介護する者の運転免許証（以下この

項において「運転免許証」という。）を提示する

項において「運転免許証」という。）を提示する

とともに，次の各号に掲げる事項を記載した申請

とともに，次の各号に掲げる事項を記載した申請

書に減免を必要とする理由を証明する書類を添

書に減免を必要とする理由を証明する書類を添

付して，提出しなければならない。

付して，提出しなければならない。

(１)～(６)

(１)～(６)

３

又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

略

第１項第２号の規定によつて種別割の減免を ３

略

第１項第２号の規定によつて軽自動車税の減
免を受けようとする者は，納期限前７日までに，

に対して，当該軽自動車等の提示（市長が，当該

市長に対して，当該軽自動車等の提示（市長が，

軽自動車等の提示に代わると認める書類の提出

当該軽自動車等の提示に代わると認める書類の

がある場合には，当該書類の提出）をするととも

提出がある場合には，当該書類の提出）をすると

に，前条第２項各号に掲げる事項を記載した申請

ともに，前条第２項各号に掲げる事項を記載した

書を提出しなければならない。

申請書を提出しなければならない。

４

受けようとする者は，納期限前７日までに，市長

前条第３項の規定は，第１項の規定によつて種 ４
別割の減免を受けている者について準用する。

前条第３項の規定は，第１項の規定によつて軽
自動車税の減免を受けている者について準用す
る。

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の

（原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の

交付等）

交付等）

第91条

新たに原動機付自転車又は小型特殊自動 第91条

新たに原動機付自転車又は小型特殊自動

車に係る軽自動車等の所有者等となつた者は，市

車に係る軽自動車等の所有者等となつた者は，市

長に対し，第87条第１項の申告書を提出する際，

長に対し，第87条第１項の申告書を提出する際，

標識交付申請書を提出し，かつ，当該原動機付自

標識交付申請書を提出し，かつ，当該原動機付自

転車又は小型特殊自動車の提示（市長が，当該原

転車又は小型特殊自動車の提示（市長が，当該原

動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わ

動機付自転車又は小型特殊自動車の提示に代わ

ると認める書類の提出がある場合には，当該書類

ると認める書類の提出がある場合には，当該書類

の提出。以下この条において同じ。）をして，そ

の提出。以下本条において同じ。）をして，その

の車体に取り付けるべき標識の交付を受けなけ

車体に取り付けるべき標識の交付を受けなけれ

ればならない。ただし，市長がやむを得ない理由

ばならない。ただし，市長がやむを得ない理由が
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があると認める場合は，この限りでない。
２

あると認める場合は，この限りでない。

略

２

略

法第445条若しくは第80条第３項ただし書又は ３

３

法第443条若しくは第80条第３項ただし書又は

第81条の２の規定によつて種別割を課すること

第80条の２の規定によつて軽自動車税を課する

のできない原動機付自転車又は小型特殊自動車

ことのできない原動機付自転車又は小型特殊自

の所有者又は使用者は，その主たる定置場が，市

動車の所有者又は使用者は，その主たる定置場

内に所在することとなつたときは，その事由が発

が，市内に所在することとなつたときは，その事

生した日から15日以内に，市長に対し，標識交付

由が発生した日から15日以内に，市長に対し，標

申請書を提出し，かつ，当該原動機付自転車又は

識交付申請書を提出し，かつ，当該原動機付自転

小型特殊自動車の提示をして，その車体に取り付

車又は小型特殊自動車の提示をして，その車体に

けるべき標識の交付を受けなければならない。種

取り付けるべき標識の交付を受けなければなら

別割を課されるべき原動機付自転車又は小型特

ない。軽自動車税を課されるべき原動機付自転車

殊自動車が法第445条若しくは第80条第３項ただ

又は小型特殊自動車が法第443条若しくは第80条

し書又は第81条の２の規定によつて種別割を課

第３項ただし書又は第80条の２の規定によつて

されないこととなつたときにおける当該原動機

軽自動車税を課されないこととなつたときにお

付自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使用

ける当該原動機付自転車又は小型特殊自動車の

者についてもまた同様とする。

所有者又は使用者についてもまた同様とする。

４～７
８

略

４～７

第３項の標識及び第４項の証明書の交付を受 ８

略

第３項の標識及び第４項の証明書の交付を受

けた者は，当該原動機付自転車又は小型特殊自動

けた者は，当該原動機付自転車又は小型特殊自動

車の主たる定置場が市内に所在しないこととな

車の主たる定置場が市内に所在しないこととな

つたとき，当該原動機付自転車又は小型特殊自動

つたとき若しくは当該原動機付自転車又は小型

車を所有し，若しくは使用しないこととなつたと

特殊自動車を所有し，若しくは使用しないことと

き，又は当該原動機付自転車又は小型特殊自動車

なつたとき，又は当該原動機付自転車又は小型特

に対して種別割が課されることとなつたときは，

殊自動車に対して軽自動車税が課されることと

その事由が発生した日から15日以内に，市長に対

なつたときは，その事由が発生した日から15日以

し，その標識及び証明書を返納しなければならな

内に，市長に対し，その標識及び証明書を返納し

い。

なければならない。

９・10

略

９・10

（鉱産税の納税義務者等）
第103条

略

（鉱産税の納税義務者等）

鉱産税は，鉱物の掘採の事業に対し，そ 第103条

鉱産税は，鉱産の掘採の事業に対し，そ

の鉱物の価格を課税標準として，その鉱業者に課

の鉱物の価格を課税標準として，その鉱業者に課

する。

する。

（鉱産税の税率）

（鉱産税の税率）

第104条 鉱産税の税率は，100分の１とする。ただ 第104条 鉱産税の税率は，100分の１とする。ただ
し，鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定

し，鉱物の掘採の事業の作業場において次条に定
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める期間内に掘採された鉱物の価格の合計額が，

める期間に掘採された鉱物の価格が，200万円以

200万円以下である場合においては，当該期間に

下である場合においては，当該期間に係る鉱産税

係る鉱産税の税率は，100分の0.7とする。

の税率は，100分の0.7とする。

（鉱産税の申告納付等）

（鉱産税の申告納付等）

第105条

鉱産税の納税者は，毎月10日から同月末 第105条

鉱産税の納税者は，毎月10日から末日ま

日までに，前月１日から同月末日までの期間内に

でに，前月１日から同月末日までの期間内におい

おいて掘採した鉱物について，その課税標準額，

て掘採した鉱物について，その課税標準額・税額

税額その他必要な事項を記載した申告書を市長

その他必要な事項を記載した申告書を市長に提

に提出し，及びその申告した税金を納付書によつ

出し，及びその申告した税金を納付書によつて納

て納付しなければならない。

付しなければならない。

（鉱産税の納税管理人）

（鉱産税の納税管理人）

第106条

鉱産税の納税義務者は，市内に住所，居 第106条

鉱産税の納税義務者は，市内に住所，居

所，事務所又は事業所（以下本項において「住所

所等」という。）を有しない場合においては，市

等」という。）を有しない場合においては，市内

内に住所等を有する者（個人にあつては，独立の

に住所等を有する者（個人にあつては，独立の生

生計を営むものに限る。）のうちから納税管理人

計を営むものに限る。）のうちから納税管理人を

を定め，これを定める必要が生じた日から10日以

定め，これを定める必要が生じた日から10日以内

内に納税管理人申告書を市長に提出し，又は市外

に納税管理人申告書を市長に提出し，又は市外に

に住所等を有する者（個人にあつては，独立の生

住所等を有する者（個人にあつては，独立の生計

計を営むものに限る。）のうち納税に関する一切

を営むものに限る。）のうち納税に関する一切の

の事項の処理につき便宜を有するものを納税管

事項の処理につき便宜を有するものを納税管理

理人として定めることについて納税管理人承認

人として定めることについて納税管理人承認申

申請書を市長に同日から10日以内に提出してそ

請書を市長に同日から10日以内に提出してその

の承認を受けなければならない。納税管理人を変

承認を受けなければならない。納税管理人を変更

更し，又は変更しようとする場合その他納税管理

し，又は変更しようとする場合その他納税管理人

人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した

申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事

事項に異動を生じた場合においてもまた同様と

項に異動を生じた場合においてもまた同様とし，

し，その提出の期限は，その異動を生じた日から

その提出の期限は，その異動を生じた日から10

10日を経過した日とする。

日を経過した日とする。

２

所，事務所又は事業所（以下この項において「住

略

２

（鉱産税に係る不足税額等の納付手続）
第108条

略
（鉱産税に係る不足税額等の納付手続）

鉱産税の納税者は，法第534条，第536条 第108条 鉱産税の納税者は，法第533条第４項，第

又は第537条の規定による納付の告知を受けた場

536条第４項又は第537条第４項の規定による通

合においては，当該不足税額又は過少申告加算金

知書を受けた場合においては，当該不足税額又は

額，不申告加算金額若しくは重加算金額を，当該

過少申告加算金額・不申告加算金額若しくは重加

通知書に指定する期限までに納付書によって納

算金額を，当該通知書に指定する期限までに納付
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付しなければならない。

書によって納付しなければならない。

（特別土地保有税の納税管理人）

（特別土地保有税の納税管理人）

第130条の３

特別土地保有税の納税義務者は，市 第130条の３

特別土地保有税の納税義務者は，市

内に住所，居所，事務所又は事業所（以下本項に

において「住所等」という。）を有しない場合に

おいて「住所等」という。）を有しない場合にお

おいては，市内に住所等を有する者（個人にあつ

いては，市内に住所等を有する者（個人にあつて

ては，独立の生計を営むものに限る。）のうちか

は，独立の生計を営むものに限る。）のうちから

ら納税管理人を定め，これを定める必要が生じた

納税管理人を定め，これを定める必要が生じた日

日から10日以内に納税管理人申告書を市長に提

から10日以内に納税管理人申告書を市長に提出

出し，又は市外に住所等を有する者（個人にあつ

し，又は市外に住所等を有する者（個人にあつて

ては，独立の生計を営むものに限る。）のうち納

は，独立の生計を営むものに限る。）のうち納税

税に関する一切の事項の処理につき便宜を有す

に関する一切の事項の処理につき便宜を有する

るものを納税管理人として定めることについて

ものを納税管理人として定めることについて納

納税管理人承認申請書を市長に同日から10日以

税管理人承認申請書を市長に同日から10日以内

内に提出してその承認を受けなければならない。

に提出してその承認を受けなければならない。納

納税管理人を変更し，又は変更しようとする場合

税管理人を変更し，又は変更しようとする場合そ

その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申

の他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請

請書に記載した事項に異動を生じた場合におい

書に記載した事項に異動を生じた場合において

ても，また，同様とし，その提出の期限は，その

も，また，同様とし，その提出の期限は，その異

異動を生じた日から10日を経過した日とする。

動を生じた日から10日を経過した日とする。

２

内に住所，居所，事務所又は事業所（以下この項

略

２

（特別土地保有税の課税標準）

略

第130条の５
２

（特別土地保有税の課税標準）

略

第130条の５

無償若しくは著しく低い価額による土地の取 ２

略

無償もしくは著しく低い価額による土地の取

得又は令第54条の34第１項各号に掲げる土地の

得又は令第54条の34第１項各号に掲げる土地の

取得については，それぞれ同条第２項各号に掲げ

取得については，それぞれ同条第２項各号に掲げ

る土地の取得の区分に応じ，当該各号に定める金

る土地の取得の区分に応じ，当該各号に定める金

額を前項の土地の取得価額とみなす。

額を前項の土地の取得価額とみなす。

（特別土地保有税の免税点）

（特別土地保有税の免税点）

第130条の７ 同一の者について，法第599条第１項 第130条の７ 同一の者について，法第599条第１項
第１号の特別土地保有税にあつてはその者が１

第１号の特別土地保有税にあつてはその者が１

月１日に所有する土地（法第586条第１項若しく

月１日に所有する土地（法第586条第１項若しく

は第２項，第587条第１項又は第587条の２第１項

は第２項，第587条第１項又は第587条の２第１項

本文の規定の適用がある土地を除く。）の合計面

本文の規定の適用がある土地を除く。）の合計面

積が，法第599条第１項第２号の特別土地保有税

積が，法第599条第１項第２号の特別土地保有税

にあつてはその者が１月１日前１年以内に取得

にあつてはその者が１月１日前１年以内に取得
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した土地（当該土地の取得について法第586条第

した土地（当該土地の取得について法第586条第

１項若しくは第２項又は第587条第２項の規定の

１項若しくは第２項又は第587条第２項の規定の

適用がある土地を除く。以下この条において同

適用がある土地を除く。以下本条において同じ。）

じ。）の合計面積が，法第599条第１項第３号の

の合計面積が，法第599条第１項第３号の特別土

特別土地保有税にあつてはその者が７月１日前

地保有税にあつてはその者が７月１日前１年以

１年以内に取得した土地の合計面積が，それぞれ

内に取得した土地の合計面積が，それぞれ5,000

5,000平方メートルに満たない場合には，特別土

平方メートルに満たない場合には，特別土地保有

地保有税を課さない。

税を課さない。

（特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続）

（特別土地保有税に係る不足税額等の納付手続）

第130条の11
２

略

第130条の11

前項の場合には，その不足税額に法第599条第 ２

略

前項の場合には，その不足税額に法第599条第

１項の納期限の翌日から納付の日までの期間の

１項の納期限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（法

日数に応じ，年14.6パーセント（前項の納期限（法

第601条第３項若しくは第４項（これらの規定を

第601条第３項若しくは第４項（これらの規定を

法第602条第２項及び第603条の２の２第２項に

法第602条第２項及び第603条の２の２第２項に

おいて準用する場合を含む。），法第603条第３

おいて準用する場合を含む。），法第603条第３

項又は法第603条の２第５項の規定により徴収を

項又は法第603条の２第５項の規定により徴収を

猶予した税額にあつては，当該猶予した期間の末

猶予した税額にあつては，当該猶予した期間の末

日。以下この項において同じ。）までの期間又は

日。以下本項において同じ。）までの期間又は当

当該納期限の翌日から１月を経過する日までの

該納期限の翌日から１月を経過する日までの期

期間については，年7.3パーセント）の割合を乗

間については，年7.3パーセント）の割合を乗じ

じて計算した金額に相当する延滞金額を加算し

て計算した金額に相当する延滞金額を加算して

て納付しなければならない。

納付しなければならない。

（保険税の納税通知書）

（保険税の納税通知書）

第138条

保険税の納税通知書の様式は，別に定め 第138条

る。

保険税の納税通知書の様式は，規則でこ

れを定める。

２・３

略
附

２・３

則

附

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等）
第５条の２

略
則

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等）

当分の間，市民税の所得割を課すべき 第５条の２

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33条の

者のうち，その者の前年の所得について第33条の

規定により算定した総所得金額，退職所得金額及

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

び山林所得金額の合計額が，35万円にその者の控

一生計配偶者及び扶養親族の数に１を加えた数

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（その者が同一生計配偶者又は

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

扶養親族を有する場合には，当該金額に32万円を
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加算した金額）以下である者に対しては，第23

加算した金額）以下である者に対しては，第23

条第１項の規定にかかわらず，所得割（分離課税

条第１項の規定にかかわらず，所得割（分離課税

に係る所得割を除く。）を課さない。

に係る所得割を除く。）を課さない。

２・３

略

第７条の３の２

２・３

略

平成22年度から平成43年度まで 第７条の３の２

平成22年度から平成41年度まで

の各年度分の個人の市民税に限り，所得割の納税

の各年度分の個人の市民税に限り，所得割の納税

義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法

義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法

第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受け

第41条又は第41条の２の２の規定の適用を受け

た場合（居住年が平成11年から平成18年まで又は

た場合（居住年が平成11年から平成18年まで又は

平成21年から平成33年までの各年である場合に

平成21年から平成31年までの各年である場合に

限る。）において，前条第１項の規定の適用を受

限る。）において，前条第１項の規定の適用を受

けないときは，法附則第５条の４の２第６項（同

けないときは，法附則第５条の４の２第６項（同

条第９項の規定により読み替えて適用される場

条第９項の規定により読み替えて適用される場

合を含む。）に規定するところにより控除すべき

合を含む。）に規定するところにより控除すべき

額を，当該納税義務者の第34条の３及び第34条の

額を，当該納税義務者の第34条の３及び第34条の

５の規定を適用した場合の所得割の額から控除

５の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。

する。

２・３

略

２・３

略

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

（肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の

課税の特例）

課税の特例）

第８条

昭和57年度から平成33年度までの各年度 第８条

昭和57年度から平成30年度までの各年度

分の個人の市民税に限り法附則第６条第４項に

分の個人の市民税に限り法附則第６条第４項に

規定する場合において第36条の２第１項の規定

規定する場合において第36条の２第１項の規定

による申告書（その提出期限後において市民税の

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

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

の及びその時までに提出された第36条の３第１

項の確定申告書を含む。次項において同じ。）に

項の確定申告書を含む。次項において同じ。）に

肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第１

肉用牛の売却に係る租税特別措置法第25条第１

項に規定する事業所得の明細に関する事項の記

項に規定する事業所得の明細に関する事項の記

載があるとき（これらの申告書にその記載がない

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

ことについてやむを得ない理由があると市長が

認めるときを含む。次項において同じ。）は，当

認めるときを含む。次項において同じ。）は，当

該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除す

該事業所得に係る市民税の所得割の額を免除す

る。

る。

２・３

略

（読替規定）

２・３

略

（読替規定）
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第10条

法附則第15条から第15条の３の２までの 第10条

法附則第15条，第15条の２又は第15条の３

規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り，

の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限

第61条第８項中「又は第349条の３の４から第349

り，第61条第８項中「又は第349条の５」とある

条の５まで」とあるのは，
「若しくは第349条の３

のは「若しくは第349条の５又は法附則第15条，

の４から第349条の５まで又は法附則第15条から

第15条の２若しくは第15条の３」とする。

第15条の３の２まで」とする。
（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める

割合）

割合）

第10条の２
２～11

略

12

第10条の２

略

２～11

略
略

法附則第15条第44項に規定する市町村の条例

で定める割合は，３分の１とする。
13

略

12

略

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

（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）

の適用を受けようとする者がすべき申告）

第10条の３
２～８
９

略

第10条の３

略

２～８

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項各号に規定する書類を添付して市
長に提出しなければならない。
(１) 納税義務者の住所，氏名又は名称及び個人
番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有
しない者にあつては，住所及び氏名又は名称）
(２) 家屋の所在，家屋番号，種類，構造及び床
面積
(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(４) 耐震改修が完了した年月日
(５) 耐震改修に要した費用
(６)

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つた理由
10

法附則第15条の９の２第４項に規定する特定
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略
略

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。
(１) 納税義務者の住所，氏名又は名称及び個人
番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有
しない者にあつては，住所及び氏名又は名称）
(２) 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
(３) 家屋の建築年月日及び登記年月日
(４) 熱損失防止改修工事が完了した年月日
(５)

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
(６)

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つた理由
11

略

９

（特別土地保有税の課税の停止）
第14条の２
２

（特別土地保有税の課税の停止）

略

第14条の２

略

３

略

２

略

略

平成15年以後の各年の１月１日において土地 ３

平成15年以後の各年の１月１日において土地

の所有者が所有する第130条の12に規定する遊休

の所有者が所有する第130条の12に規定する遊休

土地（以下この項において「遊休土地」という。）

土地（以下本項において「遊休土地」という。）

に対しては，第130条の12から第130条の17までの

に対しては，第130条の12から第130条の17までの

規定にかかわらず，当分の間，平成15年度以後の

規定にかかわらず，当分の間，平成15年度以後の

年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有

年度分の遊休土地に対して課する特別土地保有

税を課さない。

税を課さない。

（軽自動車税の環境性能割の賦課徴収の特例）
第15条の２

軽自動車税の環境性能割の賦課徴収

は，当分の間，第１章第２節の規定にかかわらず，
県が，自動車税の環境性能割の賦課徴収の例によ
り，行うものとする。
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（軽自動車税の環境性能割の減免の特例）
第15条の３

市長は，当分の間，第81条の８の規定

にかかわらず，県知事が自動車税の環境性能割を
減免する自動車に相当するものとして市長が定
める３輪以上の軽自動車に対しては，軽自動車税
の環境性能割を減免する。
（軽自動車税の環境性能割の申告納付の特例）
第15条の４

第81条の６の規定による申告納付に

ついては，当分の間，同条中「市長」とあるのは，
「県知事」とする。
（軽自動車税の環境性能割に係る徴収取扱費の
交付）
第15条の５

市は，県が軽自動車税の環境性能割の

賦課徴収に関する事務を行うために要する費用
を補償するため，法附則第29条の16第１項に掲げ
る金額の合計額を，徴収取扱費として県に交付す
る。
（軽自動車税の環境性能割の税率の特例）
第15条の６

営業用の３輪以上の軽自動車に対す

る第81条の４の規定の適用については，当分の
間，次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中
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。

２

第１号

100分の１

100分の0.5

第２号

100分の２

100分の１

第３号

100分の３

100分の２

自家用の３輪以上の軽自動車に対する第81条
の４（第３号に係る部分に限る。）の規定の適用
については，同号中「100分の３」とあるのは，
「100分の２」とする。
（軽自動車税の種別割の税率の特例）

第16条

（軽自動車税の税率の特例）

法附則第30条第１項に規定する３輪以上 第16条

法附則第30条第１項に規定する３輪以上

の軽自動車に対する当該軽自動車が最初の法第

の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて道路

444条第３項に規定する車両番号の指定（以下こ

運送車両法第60条第１項後段の規定による車両

の条において「初回車両番号指定」という。）を

番号の指定（以下この条において「初回車両番号
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受けた月から起算して14年を経過した月の属す

指定」という。）を受けた月から起算して14年を

る年度以後の年度分の軽自動車税の種別割に係

経過した月の属する年度以後の年度分の軽自動

る第82条の規定の適用については，当分の間，次

車税に係る第82条の規定の適用については，当分

の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に

の間，次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の

掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句

中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げ

とする。

る字句とする。

略

略

２～７

略

２～７

略

（土地の譲渡等に係る事業所得等に係る市民税

（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）

の課税の特例）

第16条の４
２

略

第16条の４

３

略

２

略

略

第１項の規定の適用がある場合には，次に定め 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。

るところによる。

(１) 第34条の２の規定の適用については，同条

(１) 第43条の２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，

中「総所得金額」とあるのは，「総所得金額，

附則第16条の４第１項に規定する土地等に係

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」とする。

る事業所得等の金額」とする。

(２)
(３)

略

(２)

略

第35条の規定の適用については，同条中

(３) 第35条の規定の適用については，同条各号

「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山

列記以外の部分中「又は山林所得金額」とある

林所得金額又は附則第16条の４第１項に規定

のは「若しくは山林所得金額又は附則第16条の

する土地等に係る事業所得等の金額」と，「若

４第１項に規定する土地等に係る事業所得等

しくは山林所得金額」とあるのは，「，山林所

の金額」と，同条第１号中「又は山林所得金額」

得金額若しくは租税特別措置法第28条の４第

とあるのは，「，山林所得金額若しくは租税特

１項に規定する土地等に係る事業所得等の金

別措置法第28条の４第１項に規定する土地等

額」とする。

に係る事業所得等の金額」とする。

(４)
４

略

(４)

略

４

略

略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡し

（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

た場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特

例）

例）

第17条の２

昭和63年度から平成32年度までの各 第17条の２

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

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

者が前年中に前条第１項に規定する譲渡所得の
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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

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

じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下

この条において同じ。）をした場合において，当

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34

該譲渡が優良住宅地等のための譲渡（法附則第34

条の２第１項に規定する優良住宅地等のための

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

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

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

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

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

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

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。

金額に相当する額とする。

(１)・(２)

(１)・(２)

２

基因となる土地等（租税特別措置法第31条第１項

略

前項の規定は，昭和63年度から平成32年度まで ２

略

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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つたものとみなす。

ための譲渡ではなかつたものとみなす。

３

の各年度分の個人の市民税に限り，所得割の納税

略

３

略

○鈴鹿市税条例等の一部を改正する条例（第２条関係）
改
附

正

後

改

則

附

正

前

則

第７条 平成27年３月31日以前に初めて道路運送

第７条 平成27年３月31日以前に初めて道路運送

車両法第60条第１項後段の規定による車両番号

車両法第60条第１項後段の規定による車両番号

の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課

の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課
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する軽自動車税の種別割に係る鈴鹿市税条例第

する軽自動車税に係る鈴鹿市税条例第82条及び

82条及び附則第16条の規定の適用については，次

附則第16条の規定の適用については，次の表の左

の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄

欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる

に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字

字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

句とする。

る。

略

略

○鈴鹿市税条例等の一部を改正する条例（第３条関係）
改
附

正

後

改

則

附

（市たばこ税に関する経過措置）

前

則

（市たばこ税に関する経過措置）

第５条

略

第５条

略

２～６

略

２～６

略

７

正

第４項の規定により市たばこ税を課する場合 ７

第４項の規定により市たばこ税を課する場合

においては，同項から前項までに規定するものの

においては，同項から前項までに規定するものの

ほか，鈴鹿市税条例第19条，第98条第４項及び第

ほか，鈴鹿市税条例第19条，第98条第４項及び第

５項，第100条の２並びに第101条の規定を適用す

５項，第100条の２並びに第101条の規定を適用す

る。この場合において，次の表の左欄に掲げる同

る。この場合において，次の表の左欄に掲げる同

条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞ

条例の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。

れ同表の右欄に掲げる字句とする。

略

略

第19条第 第81条の６第１項の申告

略
略

書，第98条第１項若しく

３号

略

略

第19条第 第98条第１項若しくは第

略
略

２項の申告書又は第139

３号

は第２項の申告書又は第

条第１項の申告書でその

139条第１項の申告書で

提出期限

その提出期限
略
８～14

略
略

略

略
８～14
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略
略

略

鈴鹿市手数料条例

改

正

後

別表第５（第２条関係）
建築基準法（昭和25年法律第201号）関係
手数料の金額
手数料を徴収する事務

手数料の名称
区分

１～９

略

10 建築基準法第42条第１項第５号の規定

道路位置指定等審査手

１件に

に基づく道路の位置の指定，指定の変更 数料

つき

又は指定の廃止の申請に対する審査
11～15

略

16 建築基準法第48条第１項ただし書，第２

略

項ただし書，第３項ただし書，第４項た
だし書，第５項ただし書，第６項ただし
書，第７項ただし書，第９項ただし書，
第10項ただし書，第11項ただし書，第12
項ただし書又は第13項ただし書（同法第
87条第２項若しくは第３項又は第88条
第２項において準用する場合を含む。）
の規定に基づく建築等の許可の申請に
対する審査
17・18

略

19 建築基準法第53条第４項の規定に基づ

建築物の建蔽率に関す

く建築物の建蔽率に関する制限の特例

る制限の特例に係る許

に係る許可の申請に対する審査

可申請手数料

20 建築基準法第53条第５項第３号の規定

建築物の建蔽率に関す

に基づく建築物の建蔽率に関する制限

る制限の適用除外に係

の適用除外に係る許可の申請に対する

る許可申請手数料

略

略

審査
21～25

金額

略

26 建築基準法第59条第１項第３号の規定

高度利用地区における

に基づく建築物の容積率，建蔽率，建築 建築物の容積率，建蔽
面積又は壁面の位置に関する特例の許

率，建築面積又は壁面

可の申請に対する審査

の位置の特例許可申請
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略

50,000円

議案第85号
説 明 資 料

改正部分新旧対照表

改

正 前

別表第５（第２条関係）
建築基準法（昭和25年法律第201号）関係
手数料の金額
手数料を徴収する事務

手数料の名称
区分

１～９

略

10～14

略

15 建築基準法第48条第１項ただし書，第２

略

項ただし書，第３項ただし書，第４項た
だし書，第５項ただし書，第６項ただし
書，第７項ただし書，第８項ただし書，
第９項ただし書，第10項ただし書，第11
項ただし書又は第12項ただし書（同法第
87条第２項若しくは第３項又は第88条
第２項において準用する場合を含む。）
の規定に基づく建築等の許可の申請に
対する審査
16・17

略

18 建築基準法第53条第４項の規定に基づ

建築物の建ぺい率に関

く建築物の建ぺい率に関する制限の特

する制限の特例に係る

例に係る許可の申請に対する審査

許可申請手数料

19 建築基準法第53条第５項第３号の規定

建築物の建ぺい率に関

に基づく建築物の建ぺい率に関する制

する制限の適用除外に

限の適用除外に係る許可の申請に対す

係る許可申請手数料

略

略

る審査
20～24

略

25 建築基準法第59条第１項第３号の規定

高度利用地区における

に基づく建築物の容積率，建ぺい率，建 建築物の容積率，建ぺ
築面積又は壁面の位置に関する特例の

い率，建築面積又は壁

許可の申請に対する審査

面の位置の特例許可申
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略

金額

手数料
27・28

略

29 建築基準法第68条の３第１項の規定に

再開発等促進区におけ

略

基づく建築物の容積率，同条第２項の規 る建築物の容積率，建
定に基づく建築物の建蔽率又は同条第

蔽率又は高さに関する

３項の規定に基づく建築物の高さに関

制限の適用除外に係る

する制限の適用除外に係る認定の申請

認定申請手数料

に対する審査
30

略

31 建築基準法第68条の３第７項の規定に

略

基づく開発整備促進区内における同法
第48条第６項，第７項，第12項及び第14
項の適用除外の認定申請に対する審査
32～35

略

36 建築基準法第68条の５の６の規定に基

地区計画等の区域にお

づく建築物の建蔽率に関する特例の認

ける建築物の建蔽率の

定の申請に対する審査

特例認定申請手数料

37～45

略

略

46 建築基準法第86条の６第２項の規定に

一団地の住宅施設に関

略

基づく建築物の容積率，建蔽率，外壁の する都市計画に基づく
後退距離又は高さに関する制限の適用

建築物の容積率，建蔽

除外に係る認定の申請に対する審査

率，外壁の後退距離又
は高さに関する制限の
適用除外に係る認定申
請手数料

47・48

略

49 建築基準法施行規則（昭和25年建設省令 建築台帳記載事項証明
第40号）第６条の３第１項第１号，第２ 書交付手数料

１件に

300円

つき

号又は第４号に掲げる台帳に記載され
た事項を証明した書面の交付
50 建築基準法施行規則第11条の４第１項
第１号から第５号までに掲げる書類の

建築計画概要書等の写

１件に

しの交付手数料

つき

写しの交付
備考
略
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300円

請手数料
26・27

略

28 建築基準法第68条の３第１項の規定に

再開発等促進区におけ

略

基づく建築物の容積率，同条第２項の規 る建築物の容積率，建
定に基づく建築物の建ぺい率又は同条

ぺい率又は高さに関す

第３項の規定に基づく建築物の高さに

る制限の適用除外に係

関する制限の適用除外に係る認定の申

る認定申請手数料

請に対する審査
29

略

30 建築基準法第68条の３第７項の規定に

略

基づく開発整備促進区内における同法
第48条第６項，第７項，第11項及び第13
項の適用除外の認定申請に対する審査
31～34

略

35 建築基準法第68条の５の６の規定に基

地区計画等の区域にお

づく建築物の建ぺい率に関する特例の

ける建築物の建ぺい率

認定の申請に対する審査

の特例認定申請手数料

36～44

略

45 建築基準法第86条の６第２項の規定に

一団地の住宅施設に関

基づく建築物の容積率，建ぺい率，外壁 する都市計画に基づく
の後退距離又は高さに関する制限の適

建築物の容積率，建ぺ

用除外に係る認定の申請に対する審査

い率，外壁の後退距離
又は高さに関する制限
の適用除外に係る認定
申請手数料

46・47

略

略

備考
略
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略

議案第 86 号
説 明 資 料

鈴鹿市子育て応援館の設置及び管理に関する条例改正部分新旧対照表

改

正

後

改

（施設等を使用できるものの範囲）
第４条

正

前

（施設等を使用できるものの範囲）

施設等を使用できるものは，本市の区域内 第４条

施設等を使用できるものは，本市の区域内

に活動拠点を置き，主に市民で構成されている団

に活動拠点を置き，主に市民で構成されている子

体であって，子育てに関する活動を行うもののう

育て関係団体（複数の児童の保護者（児童福祉法

ち，市が登録をしたものとする。

第６条に規定する保護者をいう。）で構成される
団体であって，子育てに関する情報交換，会合等
を行うものをいう。）のうち，市が登録をしたも
のとする。
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鈴鹿市水道事業給水条

改

正

後

別表第２（第24条関係）
水道料金表
（１月につき）
基本料金

水道メーターの口径又
は用途

公衆浴場用
臨時用

水量

従量料金（１㎥につき）
料金

水量

料金

13㎜

850円

1㎥～5㎥

10円

20㎜

1,250円

6㎥～10㎥

65円

25㎜

1,850円

11㎥～20㎥

120円

40㎜

7,350円

21㎥～30㎥

165円

50㎜

13,450円

31㎥～50㎥

185円

75㎜

26,700円

51㎥～100㎥

210円

100㎜

52,000円

101㎥以上

225円

150㎜

98,500円

200㎜

173,500円

300㎜

388,500円
100㎥

4,500円

101㎥以上

125円

10㎥

5,400円

11㎥以上

485円

- 77 -

議案第87号
説 明 資 料

例改正部分新旧対照表

改

正

前

別表第２（第24条関係）
水道料金表
（１月につき）
区分
水道メーターの口径又
は用途
㎜

基本料金
水量

従量料金（１㎥につき）
料金

水量

料金

円

㎥

円

550

１～10

60

20

900

11～20

110

25

1,100

21～30

150

40

5,200

31～50

170

50

9,500

51～100

190

75

18,900

101以上

205

100

37,000

150

72,000

200

135,000

300

312,000

13

㎥

公衆浴場用

100

4,000

101以上

110

臨時用

10

4,800

11以上

430
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鈴鹿市公共下水道条例

改

正

後

別表（第18条関係）
公共下水道使用料表
（１使用月につき）
従量使用料（１㎥につき）
種別

基本使用料
水量

一般汚水

従量使用料
1㎥～5㎥

5円

6㎥～10㎥

75円

11㎥～20㎥

120円

21㎥～30㎥

155円

31㎥～50㎥

200円

51㎥～100㎥

240円

101㎥～500㎥

305円

501㎥以上

350円

1,150円

浴場汚水

1,150円

1㎥以上

21円

臨時用等

1,150円

1㎥以上

350円

備考 浴場汚水とは，公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和32年厚生省令第38号）の
適用を受ける公衆浴場の営業の用に供した汚水をいう。
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議案第88号
説 明 資 料

改正部分新旧対照表

改

正

前

別表（第18条関係）
下水道使用料
（１使用月につき）
種別

基本使用料

従量使用料（１立方メートルにつき）
10立方メートル以下の分

一般汚水

55円

10立方メートルを超え20立方メートル以下の分

100円

20立方メートルを超え30立方メートル以下の分

130円

30立方メートルを超え50立方メートル以下の分

160円

50立方メートルを超え100立方メートル以下の分

190円

100立方メートルを超え500立方メートル以下の分

230円

500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分

270円

1,000立方メートルを超える分

285円

750円

浴場汚水

750円 １立方メートルにつき

17円

臨時用等

750円 １立方メートルにつき

285円

備考 浴場汚水とは，公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和32年厚生省令第38号）の
適用を受ける公衆浴場の営業の用に供した汚水をいう。
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鈴鹿市農業集落排水処理施

改

正

後

別表第２（第13条関係）
農業集落排水処理施設使用料表
（１月につき）
従量使用料（１㎥につき）
種別

基本使用料
水量

一般汚水

従量使用料
1㎥～5㎥

5円

6㎥～10㎥

75円

11㎥～20㎥

120円

21㎥～30㎥

155円

31㎥～50㎥

200円

51㎥～100㎥

240円

101㎥～500㎥

305円

501㎥以上

350円

1,150円

浴場汚水

1,150円

1㎥以上

21円

臨時用等

1,150円

1㎥以上

350円

備考 浴場汚水とは，公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和32年厚生省令第38号）の
適用を受ける公衆浴場の営業の用に供した汚水をいう。
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議案第89号
説 明 資 料

設条例改正部分新旧対照表

改

正

前

別表第２（第13条関係）
従量使用料（１月当たり

１㎥につき）

基本使用料
水量

使用料
㎥

１

600円

～

円

10

50

11 ～ 20

100

21 ～ 30

130

31 ～ 50

150

51 ～ 100

170

101以上

190
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議案第 105 号
説 明 資 料

字の区域の変更区域位置図

Ｓ＝1/9，000

上田本里地区土地
改良事業施行区域

石薬師高等学校
石薬師小学校

上田町
国道１号
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字の区域の変更図

1/2,000

字乗倉

字北野
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字の区域の変更図

1/1,000

字乗倉

字北野

- 85 -

