議案第28号

守口市市税条例等の一部を改正する条例案

守口市市税条例等の一部を改正する条例を、次のように制定する。

令和２年６月16日提出

守口市長

記

（議 28 （ 1）

西

端

勝

樹

（議 28 （ 2）

守口市市税条例等の一部を改正する条例
（守口市市税条例の一部改正）
第１条 守口市市税条例（平成11年守口市条例第８号）の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改
第１条から第５９条まで

正

略

（固定資産税の納税義務者等）
第６０条 略

前

改
第１条から第５９条まで

正

後

略

（固定資産税の納税義務者等）
第６０条

略

２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又 ２ 前項の所有者とは、土地又は家屋については、登記簿又
は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者
は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者
（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）
（建物の区分所有等に関する法律（昭和37年法律第69号）
第２条第３項の専有部分の属する家屋（同法第４条第２項
第２条第３項の専有部分の属する家屋（同法第４条第２項
の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。）につい
の規定により共用部分とされた附属の建物を含む。）につい
ては、当該家屋に係る同法第２条第２項の区分所有者（以
ては、当該家屋に係る同法第２条第２項の区分所有者（以
下「区分所有者」という。）とする。以下固定資産税につい
下「区分所有者」という。）とする。以下固定資産税につい
て同様とする。）として登記又は登録されている者をいう。 て同様とする。）として登記又は登録がされている者をい
この場合において、所有者として登記又は登録されている
う。この場合において、所有者として登記又は登録がされ
個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所有者と
ている個人が賦課期日前に死亡しているとき、若しくは所
して登記又は登録されている法人が同日前に消滅している
有者として登記又は登録がされている法人が同日前に消滅
とき、又は所有者として登記されている法第348条第１項の
しているとき、又は所有者として登記されている法第348条
者が同日前に所有者でなくなっているときは、同日におい
第１項の者が同日前に所有者でなくなっているときは、同

て当該土地又は家屋を現に所有している者をいう。
３ 略

日において当該土地又は家屋を現に所有している者をい
う。
３

略

４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の ４ 固定資産の所有者の所在が震災、風水害、火災その他の
事由によって不明である場合においては、その使用者を所
事由により不明である場合には、その使用者を所有者とみ
有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その
なして、固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税
者に固定資産税を課する。
を課することができる。この場合において、市は、当該登
録をしようとするときは、あらかじめ、その旨を当該使用
者に通知しなければならない。
５

法第343条第５項に規定する探索を行ってもなお固定資
産の所有者の存在が不明である場合（前項に規定する場合
を除く。）には、その使用者を所有者とみなして、固定資産
課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することがで
きる。この場合において、市は、当該登録をしようとする
ときは、あらかじめ、その旨を当該使用者に通知しなけれ
ばならない。

５ 略
第６１条から第８２条の２まで

６
略

略

第６１条から第８２条の２まで

略

（現所有者の申告）
第８２条の３ 現所有者（法第384条の３に規定する現所有者
をいう。以下この条及び次条において同じ。）は、現所有者

（議 28 （ 3）

（議 28 （ 4）

であることを知った日の翌日から３月を経過した日までに
次に掲げる事項を記載した申告書を市長に提出しなければ
ならない。
(１) 土地又は家屋の現所有者の住所、氏名又は名称、次
号に規定する個人との関係及び個人番号又は法人番号
（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住
所、氏名又は名称及び同号に規定する個人との関係）
(２) 土地又は家屋の所有者として登記簿又は土地補充課
税台帳若しくは家屋補充課税台帳に登記又は登録がさ
れている個人が死亡している場合における当該個人の
住所及び氏名
(３) その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認
める事項
（固定資産に係る不申告に関する過料）

（固定資産に係る不申告に関する過料）

第８３条 市長は、固定資産の所有者（法第386条に規定する 第８３条 市長は、固定資産の所有者（法第386条に規定する
固定資産の所有者をいう。）が第82条又は法第383条の規定
固定資産の所有者をいう。）が第82条若しくは法第383条の
によって申告すべき事項について正当な事由がなくて申告
規定により、又は現所有者が前条の規定により申告すべき
をしなかった場合においては、その者に対し、10万円以下
事項について正当な事由がなくて申告をしなかった場合に
の過料を科する。
は、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
２ 略
第８４条から第１４２条まで

２
略

略

第８４条から第１４２条まで

略

附

則

第１条から第８条の２まで

附
略

則

第１条から第８条の２まで

（読替規定）

略

（読替規定）

第９条 法附則第15条から第15条の３の２まで、第61条又は 第９条 法附則第15条から第15条の３の２まで、第61条又は
第62条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、
第62条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、
第67条第８項中「又は第349条の３の４から第349条の５ま
第67条第８項中「又は第349条の３の４から第349条の５ま
で」とあるのは、
「若しくは第349条の３の４から第349条の
で」とあるのは、
「若しくは第349条の３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３の２まで、第61条
５まで又は附則第15条から第15条の３の２まで、第61条若
若しくは第62条」とする。
しくは第62条」とする。
第９条の２から第１３条まで

略

第９条の２から第１３条まで

（宅地等に対して課する平成30年度から令和２年度までの
各年度分の固定資産税の特例）

略

（宅地等に対して課する平成30年度から令和２年度までの
各年度分の固定資産税の特例）

第１４条 宅地等に係る平成30年度から令和２年度までの各 第１４条 宅地等に係る平成30年度から令和２年度までの各
年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分
年度分の固定資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分
の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税
の固定資産税額が、当該宅地等の当該年度分の固定資産税
に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等
に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等
に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格
に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格
（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349
（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349

（議 28 （ 5）

（議 28 （ 6）

条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当
該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条にお
いて同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した額（当
該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の
３又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受
ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める
率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定
資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資
産税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超え
る場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

条の３の２の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当
該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下この条にお
いて同じ。）に100分の５を乗じて得た額を加算した額（当
該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第349条の
３又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受け
る宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率
を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資
産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産
税額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える
場合には、当該宅地等調整固定資産税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度か ２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度か
ら令和２年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額
ら令和２年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額
は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る
は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該商業地等に係る
当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分
当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分
の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資
の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資
産税について法第349条の３又は法附則第15条から第15条
産税について法第349条の３又は附則第15条から第15条の
の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当
３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該
該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商
額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業
業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ
地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき
き額とした場合における固定資産税額を超える場合には、
額とした場合における固定資産税額を超える場合には、同
同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度か ３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度か
ら令和２年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額
ら令和２年度までの各年度分の宅地等調整固定資産税額

は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当
該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の
２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税
について法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３
までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額に
これらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に
係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし
た場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の
規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

は、当該宅地等調整固定資産税額が、当該宅地等に係る当
該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に10分の
２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税
について法第349条の３又は附則第15条から第15条の３ま
での規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ
れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係
る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした
場合における固定資産税額に満たない場合には、同項の規
定にかかわらず、当該固定資産税額とする。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が ４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が
0.6以上0.7以下のものに係る平成30年度から令和２年度ま
0.6以上0.7以下のものに係る平成30年度から令和２年度ま
での各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわ
での各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわ
らず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年
らず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前年
度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度
度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度
分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第15条
分の固定資産税について法第349条の３又は附則第15条か
から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等である
ら第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等であると
ときは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規
きは、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれらの規定
定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該
に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年
年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合に
度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合にお
おける固定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」
ける固定資産税額（以下「商業地等据置固定資産税額」と
という。）とする。
いう。）とする。
５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が ５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が
0.7を超えるものに係る平成30年度から令和２年度までの
0.7を超えるものに係る平成30年度から令和２年度までの

（議 28 （ 7）

（議 28 （ 8）

各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、
当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と
なるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が
当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附
則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地
等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ
て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税
の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）とする。
第１５条及び第１６条

略

（農地に対して課する平成30年度から令和２年度までの各
年度分の固定資産税の特例）

各年度分の固定資産税の額は、第１項の規定にかかわらず、
当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と
なるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が
当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は附則
第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等
であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて
得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の
課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
（以下「商業地等調整固定資産税額」という。）とする。
第１５条及び第１６条

略

（農地に対して課する平成30年度から令和２年度までの各
年度分の固定資産税の特例）

第１７条 農地に係る平成30年度から令和２年度までの各年 第１７条 農地に係る平成30年度から令和２年度までの各年
度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固
度分の固定資産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固
定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に
定資産税額が、当該農地に係る当該年度分の固定資産税に
係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該
係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農地が当該
年度分の固定資産税について法第349条の３又は法附則第
年度分の固定資産税について法第349条の３又は附則第15
15条から第15条の３までの規定の適用を受ける農地である
条から第15条の３までの規定の適用を受ける農地であると
ときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じ
きは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて
て得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げ
得た額）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる
る負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率
負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を

を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税
の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合に
は、当該農地調整固定資産税額とする。
略

乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の
課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額
（以下「農地調整固定資産税額」という。）を超える場合に
は、当該農地調整固定資産税額とする。
略

（市街化区域農地に対して課する平成30年度から令和２年
度までの各年度分の固定資産税の特例）

（市街化区域農地に対して課する平成30年度から令和２年
度までの各年度分の固定資産税の特例）

第１８条 市街化区域農地に係る平成30年度から令和２年度 第１８条 市街化区域農地に係る平成30年度から令和２年度
までの各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地
までの各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農地
に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地
に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地
の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の
の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の
課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固
課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固
定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に100
定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に100
分の５を乗じて得た額を加算した額（当該市街化区域農地
分の５を乗じて得た額を加算した額（当該市街化区域農地
が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は法
が当該年度分の固定資産税について法第349条の３又は附
附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける市街
則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける市街化
化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める
区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率
率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度
を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分
分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合におけ
の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における
る固定資産税額（以下「市街化区域農地調整固定資産税額」 固定資産税額（以下「市街化区域農地調整固定資産税額」
という。）を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定
という。）を超える場合には、当該市街化区域農地調整固定
資産税額とする。
資産税額とする。

（議 28 （ 9）

（議 28 （ 10）

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成30 ２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成30
年度から令和２年度までの各年度分の市街化区域農地調整
年度から令和２年度までの各年度分の市街化区域農地調整
固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、 固定資産税額は、当該市街化区域農地調整固定資産税額が、
当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税
当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税
標準となるべき価格の３分の１の額に10分の２を乗じて得
標準となるべき価格の３分の１の額に10分の２を乗じて得
た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につ
た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につ
いて法第349条の３又は法附則第15条から第15条の３まで
いて法第349条の３又は附則第15条から第15条の３までの
の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該
規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額
額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街
にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化
化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな
区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる
るべき額とした場合における固定資産税額に満たない場合
べき額とした場合における固定資産税額に満たない場合に
には、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 は、同項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とする。
第１９条

略

（宅地等に対して課する平成30年度から令和２年度までの
各年度分の都市計画税の特例）

第１９条

略

（宅地等に対して課する平成30年度から令和２年度までの
各年度分の都市計画税の特例）

第２０条 宅地等に係る平成30年度から令和２年度までの各 第２０条 宅地等に係る平成30年度から令和２年度までの各
年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分
年度分の都市計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分
の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税
の都市計画税額が、当該宅地等の当該年度分の都市計画税
に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等
に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等
に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格
に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格
（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702
（当該宅地等が当該年度分の都市計画税について法第702

条の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価
格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。）に100分
の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度
分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）
又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受け
る宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率
を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計
画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画
税額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える
場合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

条の３の規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該価
格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同じ。）に100分
の５を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当該年度
分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）
又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける
宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を
乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画
税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税
額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場
合には、当該宅地等調整都市計画税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度か ２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成30年度か
ら令和２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額
ら令和２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額
は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る
は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該商業地等に係る
当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分
当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分
の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資
の６を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資
産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は法附則
産税について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第
第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等
15条から第15条の３までの規定の適用を受ける商業地等で
であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて
あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得
得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の
た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課
課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を
税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超
超える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画
える場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税
税額とする。
額とする。
３

第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度か ３

第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成30年度か

（議 28 （ 11）

（議 28 （ 12）

ら令和２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額
は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当
該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の
２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税
について法第349条の３（第18項を除く。）又は法附則第15
条から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等である
ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）
を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と
なるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場
合には、第１項の規定にかかわらず、当該都市計画税額と
する。

ら令和２年度までの各年度分の宅地等調整都市計画税額
は、当該宅地等調整都市計画税額が、当該宅地等に係る当
該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に10分の
２を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税
について法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条
から第15条の３までの規定の適用を受ける宅地等であると
きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）
を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と
なるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場
合には、第１項の規定にかかわらず、当該都市計画税額と
する。

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が ４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が
0.6以上0.7以下のものに係る平成30年度から令和２年度ま
0.6以上0.7以下のものに係る平成30年度から令和２年度ま
での各年度分の都市計画税の額は、第１項の規定にかかわ
での各年度分の都市計画税の額は、第１項の規定にかかわ
らず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年
らず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前年
度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度
度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度
分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）
分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除く。）
又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受け
又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受ける
る商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定
商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に
に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年
定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度
度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合にお
分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ
ける都市計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」と
る都市計画税額（以下「商業地等据置都市計画税額」とい
いう。）とする。
う。）とする。

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が ５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が
0.7を超えるものに係る平成30年度から令和２年度までの
0.7を超えるものに係る平成30年度から令和２年度までの
各年度分の都市計画税の額は、第１項の規定にかかわらず、 各年度分の都市計画税の額は、第１項の規定にかかわらず、
当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と
当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と
なるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が
なるべき価格に10分の７を乗じて得た額（当該商業地等が
当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を
当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を
除く。）又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用
除く。）又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を
を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に
受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定
定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度
める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分
分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ
の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における
る都市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」とい
都市計画税額（以下「商業地等調整都市計画税額」という。）
う。）とする。
とする。
６ 略

６

（農地に対して課する平成30年度から令和２年度までの各
年度分の都市計画税の特例）

略

（農地に対して課する平成30年度から令和２年度までの各
年度分の都市計画税の特例）

第２１条 農地に係る平成30年度から令和２年度までの各年 第２１条 農地に係る平成30年度から令和２年度までの各年
度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都
度分の都市計画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都
市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に
市計画税額が、当該農地に係る当該年度分の都市計画税に
係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地が当該
係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農地が当該
年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除
年度分の固定資産税について法第349条の３（第18項を除
く。）又は法附則第15条から第15条の３までの規定の適用を
く。）又は附則第15条から第15条の３までの規定の適用を受
受ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定
ける農地であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に

（議 28 （ 13）

（議 28 （ 14）

に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次
の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に
掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年
度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合にお
ける都市計画税額（以下「農地調整都市計画税額」という。）
を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
略
２ 略
（市街化区域農地に対して課する平成30年度から令和２年
度までの各年度分の都市計画税の特例）

定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の次の
表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲
げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度
分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合におけ
る都市計画税額（以下「農地調整都市計画税額」という。）
を超える場合には、当該農地調整都市計画税額とする。
略
２

略

（市街化区域農地に対して課する平成30年度から令和２年
度までの各年度分の都市計画税の特例）

第２１条の２ 市街化区域農地に係る平成30年度から令和２ 第２１条の２ 市街化区域農地に係る平成30年度から令和２
年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該市街化区域
年度までの各年度分の都市計画税の額は、当該市街化区域
農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域
農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化区域
農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画
農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画
税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分
税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分
の都市計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に
の都市計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に
100分の５を乗じて得た額を加算した額（当該市街化区域農
100分の５を乗じて得た額を加算した額（当該市街化区域農
地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18
地が当該年度分の固定資産税について法第349条の３（第18
項を除く。）又は法附則第15条から第15条の３までの規定の
項を除く。）又は附則第15条から第15条の３までの規定の適
適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれ
用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれら
らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農
の規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地
地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額
に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額と

とした場合における都市計画税額（以下「市街化区域農地
調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該市街
化区域農地調整都市計画税額とする。

した場合における都市計画税額（以下「市街化区域農地調
整都市計画税額」という。）を超える場合には、当該市街化
区域農地調整都市計画税額とする。

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成30 ２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成30
年度から令和２年度までの各年度分の市街化区域農地調整
年度から令和２年度までの各年度分の市街化区域農地調整
都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、 都市計画税額は、当該市街化区域農地調整都市計画税額が、
当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税
当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税
標準となるべき価格の３分の２の額に10分の２を乗じて得
標準となるべき価格の３分の２の額に10分の２を乗じて得
た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につ
た額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税につ
いて法第349条の３（第18項を除く。）又は法附則第15条か
いて法第349条の３（第18項を除く。）又は附則第15条から
ら第15条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地で
第15条の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であ
あるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得
るときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た
た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画
額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税
税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税
の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額
額に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都
に満たない場合には、前項の規定にかかわらず、当該都市
市計画税額とする。
計画税額とする。
３ 略
第２２条から第２７条の２まで

３
略

（軽自動車税の環境性能割の非課税）

略

第２２条から第２７条の２まで

略

（軽自動車税の環境性能割の非課税）

第２７条の３ 法第451条第１項第１号（同条第４項において 第２７条の３ 法第451条第１項第１号（同条第４項において
準用する場合を含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家
準用する場合を含む。）に掲げる三輪以上の軽自動車（自家

（議 28 （ 15）

（議 28 （ 16）

用のものに限る。以下この条において同じ。）に対しては、
当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から令
和２年９月30日までの間（附則第28条の５第３項において
「特定期間」という。）に行われたときに限り、第89条第１
項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さな
い。
第２８条から第３１条まで

略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長
期譲渡所得に係る市民税の課税の特例）

用のものに限る。以下この条において同じ。）に対しては、
当該三輪以上の軽自動車の取得が令和元年10月１日から令
和３年３月31日までの間（附則第28条の５第３項において
「特定期間」という。）に行われたときに限り、第89条第１
項の規定にかかわらず、軽自動車税の環境性能割を課さな
い。
第２８条から第３１条まで

略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長
期譲渡所得に係る市民税の課税の特例）

第３２条 昭和63年度から令和２年度までの各年度分の個人 第３２条 昭和63年度から令和５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
の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第１
項に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置
項に規定する譲渡所得の基因となる土地等（租税特別措置
法第31条第１項に規定する土地等をいう。以下この条にお
法第31条第１項に規定する土地等をいう。以下この条にお
いて同じ。）の譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この
いて同じ。）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、当該譲渡が優良住
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条の２第１項に規定する
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譲渡をいう。）に該当するときにおけ
優良住宅地等のための譲渡をいう。）に該当するときにおけ
る前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受
る前条第１項に規定する譲渡所得（次条の規定の適用を受
ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期
ける譲渡所得を除く。次項において同じ。）に係る課税長期
譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条
譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割の額は、前条
第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分
第１項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(１)及び(２)

(１)及び(２)

略

略

２ 前項の規定は、昭和63年度から令和２年度までの各年度 ２ 前項の規定は、昭和63年度から令和５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
分の個人の市民税に限り、所得割の納税義務者が前年中に
前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡
前条第１項に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡
をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地
をした場合において、当該譲渡が確定優良住宅地等予定地
のための譲渡（法附則第34条の２第５項に規定する確定優
のための譲渡（法附則第34条の２第５項に規定する確定優
良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項におい
良住宅地等予定地のための譲渡をいう。以下この項におい
て同じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲
て同じ。）に該当するときにおける前条第１項に規定する譲
渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税
渡所得に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税
の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡
の所得割について準用する。この場合において、当該譲渡
が法附則第34条の２第10項の規定に該当することとなると
が法附則第34条の２第10項の規定に該当することとなると
きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡で
きは、当該譲渡は確定優良住宅地等予定地のための譲渡で
はなかったものとみなす。
はなかったものとみなす。
３ 略

３

略

以下 略
以下 略
第２条 守口市市税条例の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改

正

前

第１条から第１０２条の２まで

略

改

正

後

第１条から第１０２条の２まで

略

（議 28 （ 17）

（議 28 （ 18）

（たばこ税の課税標準）
第１０３条 略

（たばこ税の課税標準）
第１０３条

略

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙 ２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙
巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製
巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製
造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、そ
造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、そ
れぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本
れぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本
に換算するものとする。
に換算するものとする。ただし、１本当たりの重量が0.7グ
ラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻
たばこの１本をもって紙巻たばこの0.7本に換算するもの
とする。
略
略
３ 略

３

略

４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこの重量を紙巻たば ４ 第２項の表の左欄に掲げる製造たばこ（同項ただし書に
この本数に換算する場合又は前項第１号に掲げる方法によ
規定する葉巻たばこを除く。）の重量を紙巻たばこの本数に
り同号に規定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数
換算する場合又は前項第１号に掲げる方法により同号に規
に換算する場合における計算は、売渡し等に係る製造たば
定する加熱式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する
この品目ごとの１個当たりの重量に当該製造たばこの品目
場合における計算は、売渡し等に係る製造たばこの品目ご
ごとの数量を乗じて得た重量を第101条に掲げる製造たば
との１個当たりの重量に当該製造たばこの品目ごとの数量
この区分ごとに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数
を乗じて得た重量を第101条に掲げる製造たばこの区分ご
に換算する方法により行うものとする。
とに合計し、その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する
方法により行うものとする。
５から10まで

略

５から10まで

略

以下 略
以下 略
第３条 守口市市税条例の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改
第１条から第１３条まで

正

前

改

略

第１条から第１３条まで

（個人の市民税の非課税の範囲）

第１４条

(１) 略

(１)

(２) 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫（これらの者の前
年の合計所得金額が125万円を超える場合を除く。）

(２)

第１５条から第１９条まで
（所得控除）

２
略

後

略

（個人の市民税の非課税の範囲）

第１４条 略

２ 略

正

略
略

障害者、未成年者、寡婦又はひとり親（これらの者
の前年の合計所得金額が125万円を超える場合を除
く。）

略

第１５条から第１９条まで

略

（所得控除）

第２０条 所得割の納税義務者が法第314条の２第１項各号 第２０条 所得割の納税義務者が法第314条の２第１項各号
のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及
のいずれかに掲げる者に該当する場合には、同条第１項及
び第３項から第12項までの規定により雑損控除額、医療費
び第３項から第11項までの規定により雑損控除額、医療費
控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、 控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額、
生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡
生命保険料控除額、地震保険料控除額、障害者控除額、寡

（議 28 （ 19）

（議 28 （ 20）

婦（寡夫）控除額、勤労学生控除額、配偶者控除額、配偶者
特別控除額又は扶養控除額を、所得割の納税義務者につい
ては、同条第２項、第７項及び第12項の規定により基礎控
除額をそれぞれその者の前年の所得について算定した総所
得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

第２１条から第２６条まで
（市民税の申告）

略

婦控除額、ひとり親控除額、勤労学生控除額、配偶者控除
額、配偶者特別控除額又は扶養控除額を、所得割の納税義
務者については、同条第２項、第６項及び第11項の規定に
より基礎控除額をそれぞれその者の前年の所得について算
定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控
除する。
第２１条から第２６条まで

略

（市民税の申告）

第２７条 第13条第１項第１号に掲げる者は、３月15日まで 第２７条 第13条第１項第１号に掲げる者は、３月15日まで
に、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長
に、施行規則第５号の４様式（別表）による申告書を市長
に提出しなければならない。ただし、法第317条の６第１項
に提出しなければならない。ただし、法第317条の６第１項
又は第４項の規定により、給与支払報告書又は公的年金等
又は第４項の規定により、給与支払報告書又は公的年金等
支払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在にお
支払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在にお
いて給与又は公的年金等の支払を受けている者で、前年中
いて給与又は公的年金等の支払を受けている者で、前年中
において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以
において給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以
外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外
外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外
の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（施行令第48
の所得を有しなかった者で社会保険料控除額（施行令第48
条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛
条の９の７に規定するものを除く。）、小規模企業共済等掛
金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学
金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労学
生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第２条第１項第33
生控除額、配偶者特別控除額（所得税法第２条第１項第33
号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。） 号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）

若しくは法第314条の２第５項に規定する扶養控除額の控
除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の
控除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同
条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若
しくは第24条の規定により控除すべき金額（以下この条に
おいて「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようと
するものを除く。以下この条において「給与所得等以外の
所得を有しなかった者」という。）及び第14条第２項に規定
する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に
掲げる者を除く。）については、この限りでない。
２から９まで 略
第２８条から第１４２条まで
附

則

第１条及び第２条 略
（延滞金の割合等の特例）

若しくは法第314条の２第４項に規定する扶養控除額の控
除又はこれらと併せて雑損控除額若しくは医療費控除額の
控除、法第313条第８項に規定する純損失の金額の控除、同
条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若
しくは第24条の規定により控除すべき金額（以下この条に
おいて「寄附金税額控除額」という。）の控除を受けようと
するものを除く。以下この条において「給与所得等以外の
所得を有しなかった者」という。）及び第14条第２項に規定
する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（二）に
掲げる者を除く。）については、この限りでない。
２から９まで

略

略

第２８条から第１４２条まで
附

略

則

第１条及び第２条

略

（延滞金の割合等の特例）

第３条 当分の間、第10条、第35条第２項、第44条第５項、 第３条 当分の間、第10条、第35条第２項、第44条第５項、
第45条第２項、第59条第２項、第80条第２項、第107条第５
第45条第２項、第59条第２項、第80条第２項、第107条第５
項、第110条第２項、第120条第２項（第128条において準用
項、第110条第２項、第120条第２項（第128条において準用
する場合を含む。）、第122条第２項（第128条において準用
する場合を含む。）、第122条第２項（第128条において準用
する場合を含む。）、第134条第４項及び第138条第２項に規
する場合を含む。）、第134条第４項及び第138条第２項に規

（議 28 （ 21）

（議 28 （ 22）

定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセ
ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の特例基
準割合（当該年の前年に租税特別措置法（昭和32年法律第
26号）第93条第２項の規定により告示された割合に年１
パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この条にお
いて同じ。）が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、
その年（以下この条において「特例基準割合適用年」とい
う。）中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当
該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パー
セントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合
にあっては当該特例基準割合に年１パーセントの割合を加
算した割合（当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を
超える場合には、年7.3パーセントの割合）とする。

定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセ
ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の延滞金
特例基準割合（平均貸付割合（租税特別措置法（昭和32年
法律第26号）第93条第２項に規定する平均貸付割合をいう。
次項において同じ。）に年１パーセントの割合を加算した割
合をいう。以下この項において同じ。）が年7.3パーセント
の割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6
パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基
準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年
7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合
に年１パーセントの割合を加算した割合（当該加算した割
合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パー
セントの割合）とする。

２ 当分の間、第47条第１項及び第４項に規定する延滞金の ２ 当分の間、第47条第１項及び第４項に規定する延滞金の
年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、特
年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各
例基準割合適用年中においては、当該特例基準割合適用年
年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割
における特例基準割合とする。
合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中
においては、その年における当該加算した割合とする。
（納期限の延長に係る延滞金の特例）

（納期限の延長に係る延滞金の特例）

第３条の２ 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89号） 第３条の２ 当分の間、日本銀行法（平成９年法律第89号）
第15条第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定により定
第15条第１項（第１号に係る部分に限る。）の規定により定
められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超え
められる商業手形の基準割引率が年5.5パーセントを超え

て定められる日からその後年5.5パーセント以下に定めら
れる日の前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規定
により第47条第１項及び第４項に規定する延滞金の割合を
前条第２項に規定する特例基準割合とする年に含まれる期
間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において
「特例期間」という。）内（法人税法第75条の２第１項（同
法第144条の８において準用する場合を含む。）の規定によ
り延長された法第321条の８第１項に規定する申告書の提
出期限又は法人税法第81条の24第１項の規定により延長さ
れた法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限が
当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来する
こととなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来す
る場合における当該市民税に係る第47条の規定による延滞
金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日
から当該延長された申告書の提出期限までの期間内）は、
特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第47
条第１項及び第４項に規定する延滞金の年7.3パーセント
の割合は、これらの規定及び前条第２項の規定にかかわら
ず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における
当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合
を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得
た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを
合計した割合（当該合計した割合が年12.775パーセントの
割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合）とす

て定められる日からその後年5.5パーセント以下に定めら
れる日の前日までの期間（当該期間内に前条第２項の規定
により第47条第１項及び第４項に規定する延滞金の割合を
前条第２項に規定する加算した割合とする年に含まれる期
間がある場合には、当該期間を除く。以下この項において
「特例期間」という。）内（法人税法第75条の２第１項（同
法第144条の８において準用する場合を含む。）の規定によ
り延長された法第321条の８第１項に規定する申告書の提
出期限又は法人税法第81条の24第１項の規定により延長さ
れた法第321条の８第４項に規定する申告書の提出期限が
当該年5.5パーセント以下に定められる日以後に到来する
こととなる市民税に係る申告基準日が特例期間内に到来す
る場合における当該市民税に係る第47条の規定による延滞
金にあっては、当該年5.5パーセントを超えて定められる日
から当該延長された申告書の提出期限までの期間内）は、
特例期間内にその申告基準日の到来する市民税に係る第47
条第１項及び第４項に規定する延滞金の年7.3パーセント
の割合は、これらの規定及び前条第２項の規定にかかわら
ず、当該年7.3パーセントの割合と当該申告基準日における
当該商業手形の基準割引率のうち年5.5パーセントの割合
を超える部分の割合を年0.25パーセントの割合で除して得
た数を年0.73パーセントの割合に乗じて計算した割合とを
合計した割合（当該合計した割合が年12.775パーセントの
割合を超える場合には、年12.775パーセントの割合）とす

（議 28 （ 23）

（議 28 （ 24）

る。

る。

２ 略

２

第３条の３から第８条の２まで

略

略

第３条の３から第８条の２まで

（読替規定）

略

（読替規定）

第９条 法附則第15条から第15条の３の２まで、第61条又は 第９条 法附則第15条から第15条の３の２まで、第63条又は
第62条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、
第64条の規定の適用がある各年度分の固定資産税に限り、
第67条第８項中「又は第349条の３の４から第349条の５ま
第67条第８項中「又は第349条の３の４から第349条の５ま
で」とあるのは、
「若しくは第349条の３の４から第349条の
で」とあるのは、
「若しくは第349条の３の４から第349条の
５まで又は附則第15条から第15条の３の２まで、第61条若
５まで又は附則第15条から第15条の３の２まで、第63条若
しくは第62条」とする。
しくは第64条」とする。
（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）

（法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合）

第９条の２ 略

第９条の２

２から26まで

２から26まで

略

略
略

27 法附則第62条の条例で定める割合は０とする。

27

第１０条から第３０条まで

第１０条から第３０条まで

略

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）
第３１条

法附則第64条の条例で定める割合は０とする。
略

（長期譲渡所得に係る個人の市民税の課税の特例）

当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特 第３１条

当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特

別措置法第31条第１項に規定する譲渡所得を有する場合に
は、当該譲渡所得については、第19条及び第21条の規定に
かかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の
金額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第33条の４第１項
若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34
条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項又は第36
条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により
同法第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とし、これらの金額につき第３項
第１号の規定により読み替えて適用される第20条の規定の
適用がある場合には、その適用後の金額。以下「課税長期
譲渡所得金額」という。）の100分の３に相当する金額に相
当する市民税の所得割を課する。
２及び３ 略

別措置法第31条第１項に規定する譲渡所得を有する場合に
は、当該譲渡所得については、第19条及び第21条の規定に
かかわらず、他の所得と区分し、前年中の長期譲渡所得の
金額に対し、長期譲渡所得の金額（同法第33条の４第１項
若しくは第２項、第34条第１項、第34条の２第１項、第34
条の３第１項、第35条第１項、第35条の２第１項、第35条
の３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とし、これら
の金額につき第３項第１号の規定により読み替えて適用さ
れる第20条の規定の適用がある場合には、その適用後の金
額。以下「課税長期譲渡所得金額」という。）の100分の３
に相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。
２及び３

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長
期譲渡所得に係る市民税の課税の特例）

略

（優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長
期譲渡所得に係る市民税の課税の特例）

第３２条 略

第３２条

２ 略

２

略

略

３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合にお ３ 第１項（前項において準用する場合を含む。）の場合にお
いて、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、
いて、所得割の納税義務者が、その有する土地等につき、
租税特別措置法第33条から第33条の４まで、第34条から第
租税特別措置法第33条から第33条の４まで、第34条から第
35条の２まで、第36条の２、第36条の５、第37条、第37条
35条の３まで、第36条の２、第36条の５、第37条、第37条

（議 28 （ 25）

（議 28 （ 26）

の４から第37条の６まで、第37条の８又は第37条の９の規
定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に
規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確
定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみ
なす。
第３３条から第３９条まで

略

の４から第37条の６まで、第37条の８又は第37条の９の規
定の適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、第１項に
規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定する確
定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみ
なす。
第３３条から第３９条まで

略

（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特
例）
第４０条 所得割の納税義務者が、新型コロナウイルス感染
症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関
する法律（令和２年法律第25号。次条において「新型コロ
ナウイルス感染症特例法」という。）第５条第４項に規定す
る指定行事のうち、市長が指定するものの中止若しくは延
期又はその規模の縮小により生じた当該指定行事の入場料
金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利の全部
又は一部の放棄を同条第１項に規定する指定期間内にした
場合には、当該納税義務者がその放棄をした日の属する年
中に法附則第60条第４項に規定する市町村放棄払戻請求権
相当額の法第314条の７第１項第３号に掲げる寄附金を支
出したものとみなして、第24条の規定を適用する。

（新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税
額控除の特例）
第４１条 所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型
コロナウイルス感染症特例法第６条第４項の規定の適用を
受けた場合における附則第７条の３の２第１項の規定の適
用については、同項中「令和15年度」とあるのは、
「令和16
年度」とする。
第４条 守口市市税条例の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改

正

前

第１条から第１０２条の２まで

略

（たばこ税の課税標準）
第１０３条 略

改

正

後

第１条から第１０２条の２まで

略

（たばこ税の課税標準）
第１０３条

略

２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙 ２ 前項の製造たばこ（加熱式たばこを除く。）の本数は、紙
巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製
巻たばこの本数によるものとし、次の表の左欄に掲げる製
造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、そ
造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、そ
れぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本
れぞれ同表の右欄に定める重量をもって紙巻たばこの１本
に換算するものとする。ただし、１本当たりの重量が0.7グ
に換算するものとする。ただし、１本当たりの重量が１グ
ラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻
ラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻
たばこの１本をもって紙巻たばこの0.7本に換算するもの
たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算するものと
とする。
する。

（議 28 （ 27）

（議 28 （ 28）

略
３から10まで

略
略

３から10まで

略

以下 略
以下 略
第５条 守口市市税条例の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改

正

前

第１条から第９条まで 略
（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る
延滞金）

改
第１条から第９条まで

正

後

略

（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る
延滞金）

第１０条 納税者又は特別徴収義務者は、第32条、第38条、 第１０条 納税者又は特別徴収義務者は、第32条、第38条、
第39条若しくは第42条（第54条において準用する場合を含
第39条若しくは第42条（第54条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43条の４第１項（第43
む。以下この条において同じ。）、第43条の４第１項（第43
条の５第３項において準用する場合を含む。以下この条に
条の５第３項において準用する場合を含む。以下この条に
おいて同じ。）、第44条第１項（法第321条の８第22項及び第
おいて同じ。）、第44条第１項（法第321条の８第34項及び第
23項の申告書に係る部分を除く。）、第53条、第75条、第90
35項の申告書に係る部分を除く。）、第53条、第75条、第90
条の５第１項、第92条第２項、第107条第１項若しくは第２
条の５第１項、第92条第２項、第107条第１項若しくは第２
項、第111条第２項、第120条第１項、第128条の６第３項、 項、第111条第２項、第120条第１項、第128条の６第３項、
第134条第２項若しくは第３項又は第141条に規定する納期
第134条第２項若しくは第３項又は第141条に規定する納期
限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合にお
限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合には、
いては、当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延
当該税額又は納入金額にその納期限（納期限の延長があっ

長があったときは、その延長された納期限とする。以下第
１号、第２号及び第５号において同じ。）の翌日から納付又
は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント（次
の各号に掲げる税額の区分に応じ、第１号から第４号まで
に掲げる期間並びに第５号及び第６号に定める日までの期
間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した
金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付
し、又は納入書によって納入しなければならない。

たときは、その延長された納期限とする。以下第１号、第
２号及び第５号において同じ。）の翌日から納付又は納入の
日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント（次の各号
に掲げる税額の区分に応じ、第１号から第４号までに掲げ
る期間並びに第５号及び第６号に定める日までの期間につ
いては、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額に
相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は
納入書によって納入しなければならない。

(１)から(３)まで

(１)から(３)まで

略

(４)

法第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項において準
用する場合を含む。）、第603条第３項又は第603条の２
第５項の規定によって徴収を猶予した税額 当該猶予
した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から１月
を経過する日までの期間

(４)

(５)

(５)

(６)

(６)

第44条第１項の申告書（法第321条の８第１項、第２
項、第４項又は第19項の規定による申告書に限る。）に
係る税額（次号に掲げるものを除く。） 当該税額に係
る納期限の翌日から１月を経過する日
第44条第１項の申告書（法第321条の８第22項及び第
23項の申告書を除く。）でその提出期限後に提出したも
のに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から
１月を経過する日

略

法第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項において準
用する場合を含む。）、第603条第３項又は第603条の２
第５項の規定により徴収を猶予した税額 当該猶予し
た期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から１月を
経過する日までの期間
第44条第１項の申告書（法第321条の８第１項、第２
項又は第31項の規定による申告書に限る。）に係る税額
（次号に掲げるものを除く。） 当該税額に係る納期限
の翌日から１月を経過する日
第44条第１項の申告書（法第321条の８第34項及び第
35項の申告書を除く。）でその提出期限後に提出したも
のに係る税額 当該提出した日又はその日の翌日から
１月を経過する日

（議 28 （ 29）

（議 28 （ 30）

（年当たりの割合の基礎となる日数）

（年当たりの割合の基礎となる日数）

第１１条 前条、第35条第２項、第44条第５項、第45条第２ 第１１条 前条、第35条第２項、第44条第５項、第45条第２
項、第47条第１項及び第４項、第59条第２項、第80条第２
項、第47条第１項、第59条第２項、第80条第２項、第107条
項、第107条第５項、第110条第２項、第120条第２項、第122
第５項、第110条第２項、第120条第２項、第122条第２項、
条第２項、第134条第４項及び第138条第２項の規定に定め
第134条第４項及び第138条第２項の規定に定める延滞金の
る延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たり
額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、
の割合は、閏(じゆん)年の日を含む期間についても、365日
閏(じゆん)年の日を含む期間についても、365日当たりの割
当たりの割合とする。
合とする。
第１１条の２及び第１２条

略

第１１条の２及び第１２条

（市民税の納税義務者等）

略

（市民税の納税義務者等）

第１３条 略

第１３条

２ 略

２

略

略

３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあ ３ 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあ
り、かつ、施行令第47条に規定する収益事業を行うもの（当
り、かつ、施行令第47条に規定する収益事業（以下この項
該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第17条
及び第17条第２項の表第１号において「収益事業」という。）
第２項の表の第１号において「人格のない社団等」という。） を行うもの（当該社団又は財団で収益事業を廃止したもの
又は法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、 を含む。同号において「人格のない社団等」という。）又は
この節（第44条第10項から第12項までを除く。）の規定中法
法人課税信託の引受けを行うものは、法人とみなして、こ
人の市民税に関する規定を適用する。
の節（第44条第９項から第16項までを除く。）の規定中法人
の市民税に関する規定を適用する。

第１４条から第１６条まで

略

第１４条から第１６条まで

（均等割の税率）

（均等割の税率）

第１７条 略

第１７条

２ 略

２
法人の区分

１

略

略
イからニまで 略
ホ 資本金等の額（法第292条第１項第４号
の５に規定する資本金等の額をいう。以下
この表及び第４項において同じ。）を有す
る法人（法人税法別表第２に規定する独立
行政法人で収益事業を行わないもの及び
ニに掲げる法人を除く。以下この表及び第
４項において同じ。）で資本金等の額が
1,000万円以下であるもののうち、市内に
有する事務所、事業所又は寮等の従業者
（俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性
質を有する給与の支給を受けることとさ
れる役員を含む。）の数の合計数（次号から
第９号までにおいて「従業者数の合計数」
という。）が50人以下のもの

税率
略

略

略
法人の区分
１

略
イからニまで 略
ホ 資本金等の額（法第292条第１項第４号
の２に規定する資本金等の額をいう。以下
この表及び第４項において同じ。）を有す
る法人（法人税法別表第２に規定する独立
行政法人で収益事業を行わないもの及び
ニに掲げる法人を除く。以下この表及び第
４項において同じ。）で資本金等の額が
1,000万円以下であるもののうち、市内に
有する事務所、事業所又は寮等の従業者
（俸給、給料若しくは賞与又はこれらの性
質を有する給与の支給を受けることとさ
れる役員を含む。）の数の合計数（次号から
第９号までにおいて「従業者数の合計数」
という。）が50人以下のもの

（議 28 （ 31）

税率
略

（議 28 （ 32）

２から９まで

略

２から９まで

略

３ 前項に定める均等割の額は、当該均等割の額に、法第312 ３ 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準の算定期間、同項第
条第３項第１号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは
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
同項第２号の期間又は同項第３号の期間中において事務
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
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
号の期間中において事務所、事業所又は寮等を有していた
で除して算定するものとする。この場合における月数は、
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
暦に従って計算し、１月に満たないときは１月とし、１月
の場合における月数は、暦に従って計算し、１月に満たな
に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
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。
４ 略
第１８条から第４３条の７まで
（法人の市民税の申告納付）

４
略

略

第１８条から第４３条の７まで

略

（法人の市民税の申告納付）

第４４条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321 第４４条 市民税を申告納付する義務がある法人は、法第321
条の８第１項、第２項、第４項、第19項、第22項及び第23
条の８第１項、第２項、第31項、第34項及び第35項の規定
項の規定による申告書（第10項、第11項及び第13項におい
による申告書（第９項、第10項及び第12項において「納税
て「納税申告書」という。）を、同条第１項、第２項、第４
申告書」という。）を、同条第１項、第２項、第31項及び第
項、第19項及び第23項の申告納付にあってはそれぞれこれ
35項の申告納付にあってはそれぞれこれらの規定による納
らの規定による納期限までに、同条第22項の申告納付に
期限までに、同条第34項の申告納付にあっては遅滞なく市
あっては遅滞なく市長に提出し、及びその申告に係る税金
長に提出し、及びその申告に係る税金又は同条第１項後段
又は同条第１項後段及び第３項の規定により提出があった
及び第２項後段の規定により提出があったものとみなされ

ものとみなされる申告書に係る税金を施行規則第22号の４
様式による納付書により納付しなければならない。

る申告書に係る税金を施行規則第22号の４様式による納付
書により納付しなければならない。

２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有 ２ 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有
する法人（以下この条において「内国法人」という。）が、 する法人（以下この条において「内国法人」という。）が、
租税特別措置法第66条の７第５項及び第11項又は第68条の
租税特別措置法第66条の７第４項及び第10項の規定の適用
91第４項及び第10項の規定の適用を受ける場合には、法第
を受ける場合には、法第321条の８第36項及び施行令第48条
321条の８第24項及び施行令第48条の12の２に規定すると
の12の２に規定するところにより、控除すべき額を前項の
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
規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
べき法人税割額から控除する。
３ 内国法人が、租税特別措置法第66条の９の３第４項及び ３ 内国法人が、租税特別措置法第66条の９の３第３項及び
第10項又は第68条の93の３第４項及び第10項の規定の適用
第９項の規定の適用を受ける場合には、法第321条の８第37
を受ける場合には、法第321条の８第25項及び施行令第48条
項及び施行令第48条の12の３に規定するところにより、控
の12の３に規定するところにより、控除すべき額を第１項
除すべき額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割
の規定により申告納付すべき法人税割額から控除する。
額から控除する。
４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場 ４ 内国法人又は外国法人が、外国の法人税等を課された場
合には、法第321条の８第26項及び施行令第48条の13に規定
合には、法第321条の８第38項及び施行令第48条の13に規定
するところにより、控除すべき額を第１項の規定により申
するところにより、控除すべき額を第１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。
告納付すべき法人税割額から控除する。
５ 法第321条の８第22項に規定する申告書（同条第21項の規 ５ 法第321条の８第34項に規定する申告書（同条第33項の規
定による申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る
定による申告書を含む。以下この項において同じ。）に係る
税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第１項、第
税金を納付する場合には、当該税金に係る同条第１項、第
２項、第４項又は第19項の納期限（納期限の延長があった
２項又は第31項の納期限（納期限の延長があったときは、
ときは、その延長された納期限とする。第７項第１号にお
その延長された納期限とする。第７項第１号において同

（議 28 （ 33）

（議 28 （ 34）

いて同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、
当該税額に年14.6パーセント（申告書を提出した日（同条
第23項の規定の適用がある場合において、当該申告書がそ
の提出期限前に提出されたときは、当該提出期限）までの
期間又はその期間の末日の翌日から１月を経過する日まで
の期間については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算
した金額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号の４
様式による納付書により納付しなければならない。

じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、当該税
額に年14.6パーセント（申告書を提出した日（同条第35項
の規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出
期限前に提出されたときは、当該提出期限）までの期間又
はその期間の末日の翌日から１月を経過する日までの期間
については、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金
額に相当する延滞金を加算して施行規則第22号の４様式に
よる納付書により納付しなければならない。

６ 前項の場合において、法人が法第321条の８第１項、第２ ６ 前項の場合において、法人が法第321条の８第１項、第２
項、第４項又は第19項に規定する申告書を提出した日（当
項又は第31項に規定する申告書を提出した日（当該申告書
該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申
がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の提
告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第
出期限）の翌日から１年を経過する日後に同条第34項に規
22項に規定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正
定する申告書を提出したときは、詐偽その他不正の行為に
の行為により市民税を免れた法人が法第321条の11第１項
より市民税を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３
又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して当
項の規定による更正があるべきことを予知して当該申告書
該申告書を提出した場合を除き、当該１年を経過する日の
を提出した場合を除き、当該１年を経過する日の翌日から
翌日から当該申告書を提出した日（法第321条の８第23項の
当該申告書を提出した日（法第321条の８第35項の規定の適
規定の適用がある場合において、当該申告書がその提出期
用がある場合において、当該申告書がその提出期限前に提
限前に提出されたときは、当該申告書の提出期限）までの
出されたときは、当該申告書の提出期限）までの期間は、
期間は、延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。
７ 第５項の場合において、法第321条の８第22項に規定する ７ 第５項の場合において、法第321条の８第34項に規定する
申告書（以下この項において「修正申告書」という。）の提
申告書（以下この項において「修正申告書」という。）の提
出があったとき（当該修正申告書に係る市民税について同
出があったとき（当該修正申告書に係る市民税について同

条第１項、第２項、第４項又は第19項に規定する申告書（以
下この項において「当初申告書」という。）が提出されてお
り、かつ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を
減少させる更正（これに類するものを含む。以下この項に
おいて「減額更正」という。）があった後に、当該修正申告
書が提出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出に
より納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金
の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当す
る税額に限る。）については、前項の規定にかかわらず、次
に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れ
た法人が法第321条の11第１項又は第３項の規定による更
正があるべきことを予知して提出した修正申告書に係る市
民税又は施行令第48条の16の２第３項に規定する市民税に
あっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の
基礎となる期間から控除する。

条第１項、第２項又は第31項に規定する申告書（以下この
項において「当初申告書」という。）が提出されており、か
つ、当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少さ
せる更正（これに類するものを含む。以下この項において
「減額更正」という。）があった後に、当該修正申告書が提
出されたときに限る。）は、当該修正申告書の提出により納
付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の額に
相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する税額
に限る。）については、前項の規定にかかわらず、次に掲げ
る期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた法人
が法第321条の11第１項又は第３項の規定による更正があ
るべきことを予知して提出した修正申告書に係る市民税又
は施行令第48条の16の２第３項に規定する市民税にあって
は、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎と
なる期間から控除する。

(１) 略

(１)

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更
正の請求に基づくもの（法人税に係る更正によるもの
を除く。）である場合又は法人税に係る更正（法人税に
係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものであ
る場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から
起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申告
書を提出した日（法第321条の８第23項の規定の適用が

(２) 当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が、更
正の請求に基づくもの（法人税に係る更正によるもの
を除く。）である場合又は法人税に係る更正（法人税に
係る更正の請求に基づくものに限る。）によるものであ
る場合には、当該減額更正の通知をした日の翌日から
起算して１年を経過する日）の翌日から当該修正申告
書を提出した日（法第321条の８第35項の規定の適用が

（議 28 （ 35）

略

（議 28 （ 36）

ある場合において、当該修正申告書がその提出期限前
に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限）まで
の期間
８ 略
９ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人税に係る申
告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第１項の
規定の適用を受けているものが、同条第４項の規定の適用
を受ける場合には、当該法人及び当該法人との間に連結完
全支配関係（同法第２条第12号の７の７に規定する連結完
全支配関係をいう。第45条第３項及び第47条第４項におい
て同じ。）がある連結子法人（同法第２条第12号の７に規定
する連結子法人をいう。第45条第３項及び第47条第４項に
おいて同じ。）（連結申告法人（同法第２条第16号に規定す
る連結申告法人をいう。第47条第４項において同じ。）に限
る。）については、同法第81条の24第４項の規定の適用に係
る当該申告書に係る連結法人税額（法第321条の８第４項に
規定する連結法人税額をいう。以下この項及び第47条第４
項において同じ。）の課税標準の算定期間（当該法人の連結
事業年度に該当する期間に限る。第47条第４項において同
じ。）に限り、当該連結法人税額に係る個別帰属法人税額を
課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付
すべき均等割額については、当該連結法人税額について法
人税法第81条の24第１項の規定の適用がないものとみなし

ある場合において、当該修正申告書がその提出期限前
に提出されたときは、当該修正申告書の提出期限）まで
の期間
８

略

て、第７条の規定を適用することができる。
10 法第321条の８第42項に規定する特定法人である内国法 ９ 法第321条の８第52項に規定する特定法人である内国法
人は、第１項の規定により、納税申告書により行うことと
人は、第１項の規定により、納税申告書により行うことと
されている法人の市民税の申告については、同項の規定に
されている法人の市民税の申告については、同項の規定に
かかわらず、同条第42項及び施行規則で定めるところによ
かかわらず、同条第52項及び施行規則で定めるところによ
り、納税申告書に記載すべきものとされている事項（次項
り、納税申告書に記載すべきものとされている事項（次項
及び第12項において「申告書記載事項」という。）を、法第
及び第11項において「申告書記載事項」という。）を、法第
762条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組
762条第１号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組
織を使用し、かつ、地方税共同機構（第12項において「機
織を使用し、かつ、地方税共同機構（第11項において「機
構」という。）を経由して行う方法により市長に提供するこ
構」という。）を経由して行う方法により市長に提供するこ
とにより、行わなければならない。
とにより、行わなければならない。
11 略

10

略

12 第10項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載 11 第９項の規定により行われた同項の申告は、申告書記載
事項が法第762条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入
事項が法第762条第１号の機構の使用に係る電子計算機（入
出力装置を含む。）に備えられたファイルへの記録がされた
出力装置を含む。）に備えられたファイルへの記録がされた
時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。
時に同項に規定する市長に到達したものとみなす。
13 第10項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他 12 第９項の内国法人が、電気通信回線の故障、災害その他
の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用す
の理由により地方税関係手続用電子情報処理組織を使用す
ることが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規
ることが困難であると認められる場合で、かつ、同項の規
定を適用しないで納税申告書を提出することができると認
定を適用しないで納税申告書を提出することができると認
められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申
められる場合において、同項の規定を適用しないで納税申
告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、
告書を提出することについて市長の承認を受けたときは、
当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、
当該市長が指定する期間内に行う同項の申告については、

（議 28 （ 37）

（議 28 （ 38）

前３項の規定は、適用しない。法人税法第75条の４第２項
の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出し
た第10項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は
当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施
行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日まで
に、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長
に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に
行う同項の申告についても、同様とする。
14 略

前３項の規定は、適用しない。法人税法第75条の５第２項
の申請書を同項に規定する納税地の所轄税務署長に提出し
た第９項の内国法人が、当該税務署長の承認を受け、又は
当該税務署長の却下の処分を受けていない旨を記載した施
行規則で定める書類を、納税申告書の提出期限の前日まで
に、又は納税申告書に添付して当該提出期限までに、市長
に提出した場合における当該税務署長が指定する期間内に
行う同項の申告についても、同様とする。
13

略

15 第13項の規定の適用を受けている内国法人は、第10項の 14 第12項の規定の適用を受けている内国法人は、第９項の
申告につき第13項の規定の適用を受けることをやめようと
申告につき第12項の規定の適用を受けることをやめようと
するときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載し
するときは、その旨その他施行規則で定める事項を記載し
た届出書を市長に提出しなければならない。
た届出書を市長に提出しなければならない。
16 第13項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、 15 第12項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、
法第321条の８第51項の処分又は前項の届出書の提出が
法第321条の８第61項の処分又は前項の届出書の提出が
あったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日
あったときは、これらの処分又は届出書の提出があった日
の翌日以後の第13項前段の期間内に行う第10項の申告につ
の翌日以後の第12項前段の期間内に行う第９項の申告につ
いては、第13項前段の規定は適用しない。ただし、当該内
いては、第12項前段の規定は適用しない。ただし、当該内
国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、 国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、
この限りでない。
この限りでない。
17 第13項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、 16 第12項後段の規定の適用を受けている内国法人につき、
第15項の届出書の提出又は法人税法第75条の４第３項若し
第14項の届出書の提出又は法人税法第75条の５第３項若し
くは第６項（同法第81条の24の３第２項において準用する
くは第６項の処分があったときは、これらの届出書の提出

場合を含む。）の処分があったときは、これらの届出書の提
出又は処分があった日の翌日以後の第13項後段の期間内に
行う第10項の申告については、第13項後段の規定は適用し
ない。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段
の書類を提出したときは、この限りでない。

又は処分があった日の翌日以後の第12項後段の期間内に行
う第９項の申告については、第12項後段の規定は適用しな
い。ただし、当該内国法人が、同日以後新たに同項後段の
書類を提出したときは、この限りでない。

（法人の市民税の不足税額等の納付）

（法人の市民税の不足税額等の納付）

第４５条 略

第４５条

略

２ 前項の場合においては、その不足税額に法第321条の８第 ２ 前項の場合においては、その不足税額に法第321条の８第
１項、第２項、第４項又は第19項の納期限（同条第23項の
１項、第２項又は第31項の納期限（同条第35項の申告納付
申告納付に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、
に係る法人税割に係る不足税額がある場合には、同条第１
同条第１項、第２項又は第４項の納期限とし、納期限の延
項又は第２項の納期限とし、納期限の延長があった場合に
長があった場合には、その延長された納期限とする。第４
は、その延長された納期限とする。第４項第１号において
項第１号において同じ。）の翌日から納付の日までの期間の
同じ。）の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年
日数に応じ、年14.6パーセント（前項の納期限までの期間
14.6パーセント（前項の納期限までの期間又は当該納期限
又は当該納期限の翌日から１月を経過する日までの期間に
の翌日から１月を経過する日までの期間については、年7.3
ついては、年7.3パーセント）の割合を乗じて計算した金額
パーセント）の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞
に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
金額を加算して納付しなければならない。
３ 前項の場合において、法第321条の11第１項又は第３項の ３ 前項の場合において、法第321条の11第１項又は第３項の
規定による更正の通知をした日が法第321条の８第１項、第
規定による更正の通知をした日が法第321条の８第１項、第
２項、第４項又は第19項に規定する申告書を提出した日（当
２項又は第31項に規定する申告書を提出した日（当該申告
該申告書がその提出期限前に提出された場合には、当該申
書がその提出期限前に提出された場合には、当該申告書の
告書の提出期限）の翌日から１年を経過する日後であると
提出期限）の翌日から１年を経過する日後であるときは、

（議 28 （ 39）

（議 28 （ 40）

きは、詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を
除き、当該１年を経過する日の翌日から当該通知をした日
（法人税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更
正若しくは決定がされたこと（同条第２項又は第４項に規
定する申告書を提出すべき法人が連結子法人の場合には、
当該連結子法人との間に連結完全支配関係がある連結親法
人（法人税法第２条第12号の６の７に規定する連結親法人
をいう。以下この項において同じ。）若しくは連結完全支配
関係があった連結親法人が法人税に係る修正申告書を提出
し、又は法人税に係る更正若しくは決定を受けたこと。次
項第２号において同じ。）による更正に係るものにあって
は、当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正
若しくは決定の通知をした日）までの期間は、延滞金の計
算の基礎となる期間から控除する。

詐偽その他不正の行為により市民税を免れた場合を除き、
当該１年を経過する日の翌日から当該通知をした日（法人
税に係る修正申告書を提出し、又は法人税に係る更正若し
くは決定がされたことによる更正に係るものにあっては、
当該修正申告書を提出した日又は国の税務官署が更正若し
くは決定の通知をした日）までの期間は、延滞金の計算の
基礎となる期間から控除する。

４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更 ４ 第２項の場合において、納付すべき税額を増加させる更
正（これに類するものを含む。以下この項において「増額
正（これに類するものを含む。以下この項において「増額
更正」という。）があったとき（当該増額更正に係る市民税
更正」という。）があったとき（当該増額更正に係る市民税
について法第321条の８第１項、第２項、第４項又は第19項
について法第321条の８第１項、第２項又は第31項に規定す
に規定する申告書（以下この項において「当初申告書」と
る申告書（以下この項において「当初申告書」という。）が
いう。）が提出されており、かつ、当該当初申告書の提出に
提出されており、かつ、当該当初申告書の提出により納付
より納付すべき税額を減少させる更正（これに類するもの
すべき税額を減少させる更正（これに類するものを含む。
を含む。以下この項において「減額更正」という。）があっ
以下この項において「減額更正」という。）があった後に、
た後に、当該増額更正があったときに限る。）は、当該増額
当該増額更正があったときに限る。）は、当該増額更正によ
更正により納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還
り納付すべき税額（当該当初申告書に係る税額（還付金の

付金の額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相
当する税額に限る。）については、前項の規定にかかわらず、
次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免
れた法人についてされた当該増額更正により納付すべき市
民税又は施行令第48条の15の５第４項に規定する市民税に
あっては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の
基礎となる期間から控除する。

額に相当する税額を含む。）に達するまでの部分に相当する
税額に限る。）については、前項の規定にかかわらず、次に
掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税を免れた
法人についてされた当該増額更正により納付すべき市民税
又は施行令第48条の15の５第４項に規定する市民税にあっ
ては、第１号に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎
となる期間から控除する。

(１)及び(２)

(１)及び(２)

第４６条

略

略

第４６条

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金）

略

略

（法人の市民税に係る納期限の延長の場合の延滞金）

第４７条 略

第４７条

略

２及び３ 略

２及び３

略

４ 法人税法第81条の22第１項の規定により法人税に係る申
告書を提出する義務がある法人で同法第81条の24第１項の
規定の適用を受けているもの及び当該法人との間に連結完
全支配関係がある連結子法人（連結申告法人に限る。）は、
当該申告書に係る連結法人税額の課税標準の算定期間でそ
の適用に係るものの連結所得（同法第２条第18号の４に規
定する連結所得をいう。）に対する連結法人税額に係る個別
帰属法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこ
れと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には、当該

（議 28 （ 41）

（議 28 （ 42）

税額に、当該連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の
翌日以後２月を経過した日から同項の規定により延長され
た当該申告書の提出期限までの期間の日数に応じ、年7.3
パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金
額を加算して納付しなければならない。
５ 第44条第７項の規定は、前項の延滞金額について準用す
る。この場合において、同条第７項中「前項の規定にかか
わらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市
民税を免れた法人が法第321条の11第１項又は第３項の規
定による更正があるべきことを予知して提出した修正申告
書に係る市民税又は施行令第48条の16の２第３項に規定す
る市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあ
るのは、
「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納
付があった日（その日が第47条第４項の連結法人税額の課
税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より
前である場合には、同日）から第47条第４項の申告書の提
出期限までの期間」と読み替えるものとする。
６ 第45条第４項の規定は、第４項の延滞金額について準用
する。この場合において、同条第４項中「前項の規定にか
かわらず、次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により
市民税を免れた法人についてされた当該増額更正により納
付すべき市民税又は施行令第48条の15の５第４項に規定す
る市民税にあっては、第１号に掲げる期間に限る。）」とあ

るのは、
「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納
付があった日（その日が第47条第４項の連結法人税額の課
税標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より
前である場合には、同日）から同条第４項の申告書の提出
期限までの期間」と読み替えるものとする。
第４８条から第１４２条まで
附

略

第４８条から第１４２条まで

則

第１条及び第２条 略
（延滞金の割合等の特例）
第３条 略

附

略

則

第１条及び第２条

略

（延滞金の割合等の特例）
第３条

略

２ 当分の間、第47条第１項及び第４項に規定する延滞金の ２ 当分の間、第47条第１項に規定する延滞金の年7.3パーセ
年7.3パーセントの割合は、これらの規定にかかわらず、各
ントの割合は、これらの規定にかかわらず、各年の平均貸
年の平均貸付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割
付割合に年0.5パーセントの割合を加算した割合が年7.3
合が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中
パーセントの割合に満たない場合には、その年中において
においては、その年における当該加算した割合とする。
は、その年における当該加算した割合とする。
以下 略
以下 略
（守口市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）
第６条 守口市市税条例等の一部を改正する条例（令和元年守口市条例第２号）の一部を次のように改正する。
第４条を次のように改める。

（議 28 （ 43）

（議 28 （ 44）

第４条 削除
附則の規定について、次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改

正

前

附 則
（施行期日）
第１条 略
(１)及び(２) 略
(３) 第４条及び附則第３条の規定
(４) 略
第２条 略

改

令和３年１月１日

附 則
（施行期日）
第１条 略
(１)及び(２)
(３) 削除
(４) 略
第２条

以下

後

略

略

第３条 第４条の規定による改正後の守口市市税条例第14条 第３条
第１項の規定は、令和３年度以後の年度分の個人の市民税
について適用し、令和２年度分までの個人の市民税につい
ては、なお従前の例による。
以下 略

正

削除

略

附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(１) 第２条及び附則第６条の規定 令和２年10月１日
(２) 第３条並びに次条及び附則第３条の規定 令和３年１月１日

(３) 第４条及び附則第７条の規定 令和３年10月１日
(４) 第５条及び附則第４条の規定 令和４年４月１日
（延滞金に関する経過措置）
第２条 第３条の規定による改正後の守口市市税条例（以下「３年新条例」という。）附則第３条の規定は、前条第２号に掲げ
る規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例
による。
（市民税に関する経過措置）
第３条 ３年新条例第14条第１項（第２号に係る部分に限る。）、第20条及び第27条第１項の規定は、令和３年度以後の年度分
の個人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。
２ 令和３年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る３年新条例第27条第１項の規定の適用については、同項ただし書
中「地震保険料控除額」とあるのは、
「地震保険料控除額、ひとり親控除額（地方税法等の一部を改正する法律（令和２年法
律第５号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和25年法律第226号。以下「旧法」という。）第292条第１項第11号に規
定する寡婦（旧法第314条の２第３項の規定に該当するものに限る。）又は旧法第292条第１項第12号に規定する寡夫である第
13条第１項第１号に掲げる者に係るものを除く。）」とする。
第４条 第５条の規定による改正後の守口市市税条例の規定中法人の市民税に関する部分は、附則第１条第４号に掲げる規定
の施行の日（以下この条において「４号施行日」という。）以後に開始する事業年度（所得税法等の一部を改正する法律（令
和２年法律第８号）第３条の規定（同法附則第１条第５号ロに掲げる改正規定に限る。）による改正前の法人税法（昭和40年
法律第34号。以下この条において「４年旧法人税法」という。）第２条第12号の７に規定する連結子法人（次項において「連
結子法人」という。）の連結親法人事業年度（４年旧法人税法第15条の２第１項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項
において同じ。）が４号施行日前に開始した事業年度を除く。）分の法人の市民税について適用する。
２ ４号施行日前に開始した事業年度（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始した事業年度を含む。）分の法
人の市民税及び４号施行日前に開始した連結事業年度（４年旧法人税法第15条の２第１項に規定する連結事業年度をいう。
以下この項において同じ。）
（連結子法人の連結親法人事業年度が４号施行日前に開始した連結事業年度を含む。）分の法人の
市民税については、なお従前の例による。
（固定資産税に関する経過措置）
第５条 第１条の規定による改正後の守口市市税条例（以下「新条例」という。）第60条第４項の規定は、令和３年度以後の年
度分の固定資産税について適用し、令和２年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

（議 28 （ 45）

（議 28 （ 46）

２ 新条例第60条第５項の規定は、令和３年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
３ 新条例第82条の３の規定は、この条例の施行の日以後に、同条に規定する現所有者であることを知った者について適用す
る。
（市たばこ税に関する経過措置）
第６条 附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税について
は、なお従前の例による。
第７条 附則第１条第３号に掲げる規定の施行の日前に課した、又は課すべきであった葉巻たばこに係る市たばこ税について
は、なお従前の例による。
（守口市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）
第８条 守口市市税条例等の一部を改正する条例（平成27年守口市条例第24号）の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改

正

前

第１条及び第２条 略
附

改
第１条及び第２条

則

附

第１条から第４条まで 略

第５条

２ 略

２

(３)

略

平 成 30 年 ４ 月 １ 日 か ら 平 成 31 年 ９ 月 30 日 ま で
1,000本につき4,000円

則
略

（市たばこ税に関する経過措置）

第５条 略
(１)及び(２)

後

略

第１条から第４条まで

（市たばこ税に関する経過措置）

正

略

略
(１)及び(２)
(３)

略

平 成 30 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 元 年 ９ 月 30 日 ま で
1,000本につき4,000円

３から12まで

略

３から12まで

略

13 平成31年10月１日前に地方税法第465条第１項に規定す 13 令和元年10月１日前に地方税法第465条第１項に規定す
る売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等
る売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等
が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する
が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する
卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、こ
卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において、こ
れらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定によ
れらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定によ
り製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日
り製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日
にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみ
にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみ
なして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると
なして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると
きは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ
きは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ
３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の
３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の
区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者で
区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者で
ある場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品
ある場合には市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品
を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を
を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を
同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たば
同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たば
こ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、 こ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、
当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数
当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数
とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円と
とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき1,692円と
する。
する。
14 略
第５項
第６項

14
略
平成28年５月２日
平成28年９月30日

平成31年10月31日
平成32年３月31日

略
第５項
第６項

（議 28 （ 47）

略
平成28年５月２日
平成28年９月30日

令和元年10月31日
令和２年３月31日

（議 28 （ 48）

略

略

第９条 守口市市税条例等の一部を改正する条例（平成28年守口市条例第32号）の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改
第１条から第３条まで 略

正

前

改
第１条から第３条まで

正

後

略

附 則
附 則
（施行期日）
（施行期日）
第１条 略
第１条 略
(１)から(４)まで 略
(１)から(４)まで 略
(５) 第１条の２の規定及び第３条の規定（「第107条第１
(５) 第１条の２の規定及び第３条の規定（「第107条第１
項」を「第90条の５第１項の申告書、第107条第１項」
項」を「第90条の５第１項の申告書、第107条第１項」
に改める部分に限る。）並びに附則第２条の２及び第４
に改める部分に限る。）並びに附則第２条の２及び第４
条の規定 平成31年10月１日
条の規定 令和元年10月１日
第２条 略

第２条

略

第２条の２ 第１条の２の規定による改正後の守口市市税条 第２条の２ 第１条の２の規定による改正後の守口市市税条
例（附則第４条において「31年新条例」という。）第22条の
例（附則第４条において「元年新条例」という。）第22条の
規定は、附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日以後に
規定は、附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日以後に
開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始す
開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始す
る連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前
る連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前
に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始し
に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始し

た連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の
例による。
第３条及び第３条の２

略

た連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の
例による。
第３条及び第３条の２

略

第４条 31年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関す 第４条 元年新条例の規定中軽自動車税の環境性能割に関す
る部分は、附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日以後
る部分は、附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日以後
に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車
に取得された三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車
税の環境性能割について適用する。
税の環境性能割について適用する。
２ 31年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分 ２ 元年新条例の規定中軽自動車税の種別割に関する部分
は、平成32年度以後の年度分の軽自動車税の種別割につい
は、令和２年度以後の年度分の軽自動車税の種別割につい
て適用し、平成31年度分までの軽自動車税については、な
て適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、な
お従前の例による。
お従前の例による。
以下 略
以下 略
（守口市市税条例の一部を改正する条例の一部改正）
第１０条 守口市市税条例の一部を改正する条例（平成29年守口市条例第26号）の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改
第１条から第３条まで 略
附 則
（施行期日）

正

前

改
第１条から第３条まで
附 則
（施行期日）

（議 28 （ 49）

略

正

後

（議 28 （ 50）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２ 第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２
条の規定は都市緑地法等の一部を改正する法律（平成29年
条の規定は都市緑地法等の一部を改正する法律（平成29年
法律第26号）の施行の日から、第３条及び次条の規定は平
法律第26号）の施行の日から、第３条及び次条の規定は平
成31年１月１日から、附則第３条の規定は平成31年10月１
成31年１月１日から、附則第３条の規定は令和元年10月１
日から施行する。
日から施行する。
（市民税に関する経過措置）
第２条 第３条の規定による改正後の守口市市税条例の規定
は、平成31年度以後の年度分の個人の市民税について適用
し、平成30年度分までの個人の市民税については、なお従
前の例による。

（市民税に関する経過措置）
第２条 第３条の規定による改正後の守口市市税条例の規定
は、令和元年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、
平成30年度分までの個人の市民税については、なお従前の例
による。

以下 略
以下 略
（守口市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）
第１１条 守口市市税条例等の一部を改正する条例（平成30年守口市条例第12号）の一部を次のように改正する。
次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
改
第１条から第１１条まで
附 則
（施行期日）
第１条 略
(１)から(３)まで

略

略

正

前

改
第１条から第１１条まで
附 則
（施行期日）
第１条 略
(１)から(３)まで

略

略

正

後

(４) 第５条の規定 平成31年10月１日
(５) 第６条及び次条第３項の規定 平成32年４月１日
(６) 第７条並びに附則第７条及び第８条の規定 平成32
年10月１日
(７) 第８条及び次条第２項の規定 平成33年１月１日
(８) 第９条並びに附則第９条及び第10条の規定 平成33
年10月１日
(９) 第10条の規定 平成34年10月１日

(４) 第５条の規定 令和元年10月１日
(５) 第６条及び次条第３項の規定 令和２年４月１日
(６) 第７条並びに附則第７条及び第８条の規定 令和２
年10月１日
(７) 第８条及び次条第２項の規定 令和３年１月１日
(８) 第９条並びに附則第９条及び第10条の規定 令和３
年10月１日
(９) 第10条の規定 令和４年10月１日

（市民税に関する経過措置）

（市民税に関する経過措置）

第２条 第３条の規定による改正後の守口市市税条例の規定 第２条 第３条の規定による改正後の守口市市税条例の規定
中個人の市民税に関する部分は、平成31年度以後の年度分
中個人の市民税に関する部分は、令和元年度以後の年度分
の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人
の個人の市民税について適用し、平成30年度分までの個人
の市民税については、なお従前の例による。
の市民税については、なお従前の例による。
２ 第８条の規定による改正後の守口市市税条例の規定中個 ２ 第８条の規定による改正後の守口市市税条例の規定中個
人の市民税に関する部分は、平成33年度以後の年度分の個
人の市民税に関する部分は、令和３年度以後の年度分の個
人の市民税について適用し、平成32年度分までの個人の市
人の市民税について適用し、令和２年度分までの個人の市
民税については、なお従前の例による。
民税については、なお従前の例による。
３ 略
３ 略
第３条から第７条まで 略
（手持品課税に係る市たばこ税）

第３条から第７条まで

略

（手持品課税に係る市たばこ税）

（議 28 （ 51）

（議 28 （ 52）

第８条 平成32年10月１日前に売渡し等が行われた製造たば 第８条 令和２年10月１日前に売渡し等が行われた製造たば
こを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販
こを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販
売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正
売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改正
法附則第51条第９項の規定により製造たばこの製造者とし
法附則第51条第９項の規定により製造たばこの製造者とし
て当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造
て当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造
場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税
場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税
を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者
を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者
等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等で
等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等で
ある場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者
ある場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者
が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該
が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該
製造たばこを直接管理する営業所において所持されるもの
製造たばこを直接管理する営業所において所持されるもの
に限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなし
に限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなし
て、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の
て、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の
課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこ
課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たばこ
の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430
の本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430
円とする。
円とする。
２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売 ２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売
販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正
販売業者の営業所ごとに、地方税法施行規則の一部を改正
する省令（平成30年総務省令第25号。附則第10条第２項に
する省令（平成30年総務省令第25号。附則第10条第２項に
おいて「平成30年改正規則」という。）別記第２号様式によ
おいて「平成30年改正規則」という。）別記第２号様式によ
る申告書を平成32年11月２日までに市長に提出しなければ
る申告書を令和２年11月２日までに市長に提出しなければ
ならない。
ならない。
３

前項の規定による申告書を提出した者は、平成33年３月 ３

前項の規定による申告書を提出した者は、令和３年３月

31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の２の
５様式による納付書によって納付しなければならない。

31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の２の
５様式による納付書によって納付しなければならない。

４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３ ４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３
項に規定するもののほか、第７条の規定による改正後の守
項に規定するもののほか、第７条の規定による改正後の守
口市市税条例（以下この項及び次項において「32年新条例」 口市市税条例（以下この項及び次項において「２年新条例」
という。）第10条、第107条第４項及び第５項、第107条の２
という。）第10条、第107条第４項及び第５項、第107条の２
並びに第110条の規定を適用する。この場合において、次の
並びに第110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32年新条例の規定中同表の中欄に掲げる
表の左欄に掲げる２年新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。
字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
略
略
５ 32年新条例第108条の規定は、販売契約の解除その他やむ ５ ２年新条例第108条の規定は、販売契約の解除その他やむ
を得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売
を得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売
販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に
販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に
より市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還
より市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還
を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお
を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお
いて、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の２の５又
いて、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の２の５又
は第16条の４の規定により、これらの規定に規定する申告
は第16条の４の規定により、これらの規定に規定する申告
書に添付すべき施行規則第16号の５様式による書類中「返
書に添付すべき施行規則第16号の５様式による書類中「返
還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除
還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除
又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規
又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規
定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであっ
定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであっ
た旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製
た旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製
造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書
造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書

（議 28 （ 53）

（議 28 （ 54）

類をこれらの申告書に添付しなければならない。
第９条 略
（手持品課税に係る市たばこ税）

類をこれらの申告書に添付しなければならない。
第９条

略

（手持品課税に係る市たばこ税）

第１０条 平成33年10月１日前に売渡し等が行われた製造た 第１０条 令和３年10月１日前に売渡し等が行われた製造た
ばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売
ばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売
販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改
販売業者がある場合において、これらの者が所得税法等改
正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者と
正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者と
して当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製
して当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製
造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ
造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ
税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業
税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業
者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等
者等として当該製造たばこ（これらの者が卸売販売業者等
である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの
である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、これらの
者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当
者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当
該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるも
該製造たばこを直接管理する営業所において所持されるも
のに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみな
のに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみな
して、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税
して、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税
の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たば
の課税標準は、当該売り渡したものとみなされる製造たば
この本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430
この本数とし、当該市たばこ税の税率は、1,000本につき430
円とする。
円とする。
２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売 ２ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は小売
販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第２号様
販売業者の営業所ごとに、平成30年改正規則別記第２号様

式による申告書を平成33年11月１日までに市長に提出しな
ければならない。

式による申告書を令和３年11月１日までに市長に提出しな
ければならない。

３ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成34年３月 ３ 前項の規定による申告書を提出した者は、令和４年３月
31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の２の
31日までに、その申告に係る税金を施行規則第34号の２の
５様式による納付書によって納付しなければならない。
５様式による納付書によって納付しなければならない。
４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３ ４ 第１項の規定により市たばこ税を課する場合には、前３
項に規定するもののほか、第９条の規定による改正後の守
項に規定するもののほか、第９条の規定による改正後の守
口市市税条例（以下この項及び次項において「33年新条例」 口市市税条例（以下この項及び次項において「３年新条例」
という。）第10条、第107条第４項及び第５項、第107条の２
という。）第10条、第107条第４項及び第５項、第107条の２
並びに第110条の規定を適用する。この場合において、次の
並びに第110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33年新条例の規定中同表の中欄に掲げる
表の左欄に掲げる３年新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。
字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
略

略

５ 33年新条例第108条の規定は、販売契約の解除その他やむ ５ ３年新条例第108条の規定は、販売契約の解除その他やむ
を得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売
を得ない理由により、市の区域内に営業所の所在する小売
販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に
販売業者に売り渡した製造たばこのうち、第１項の規定に
より市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還
より市たばこ税を課された、又は課されるべきものの返還
を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお
を受けた卸売販売業者等について準用する。この場合にお
いて、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の２の５又
いて、当該卸売販売業者等は、施行規則第16条の２の５又
は第16条の４の規定により、これらの規定に規定する申告
は第16条の４の規定により、これらの規定に規定する申告
書に添付すべき施行規則第16号の５様式による書類中「返
書に添付すべき施行規則第16号の５様式による書類中「返
還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除
還の理由及びその他参考となるべき事項」欄に、当該控除
又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規
又は還付を受けようとする製造たばこについて第１項の規

（議 28 （ 55）

（議 28 （ 56）

定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであっ
た旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製
造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書
類をこれらの申告書に添付しなければならない。

定により市たばこ税が課された、又は課されるべきであっ
た旨を証するに足りる書類に基づいて、当該返還に係る製
造たばこの品目ごとの本数を記載した上で同様式による書
類をこれらの申告書に添付しなければならない。

