
議案第１４６号 

   宝塚市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

宝塚市市税条例新旧対照表 

※この新旧対照表中附則第19条の2の改正規定に係る部分については、宝塚市市税条例(昭和29年条

例第32号)に宝塚市市税条例の一部を改正する条例(平成26年条例第19号)が溶け込んだものを現

行として作成しています。 

現行 改正案 

(市民税の申告) (市民税の申告) 

第37条の2 第24条第1項第1号の者は、3月15

日までに、別に定める様式による申告書を

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項又は第4項の規定によっ

て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(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35条の7第1項及

び第2項の規定によって控除すべき金額(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25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。)並びに宝塚市市税条例施行規則(昭和

32年規則第9号)第14条の2第2号に規定する

者については、この限りでない。 

第37条の2 第24条第1項第1号の者は、3月15

日までに、別に定める様式による申告書を

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項又は第4項の規定により  

あ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(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35条の7第1項及

び第2項の規定により 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25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。)並びに市民税の課税免除者として規

則で定める             ○

者については、この限りでない。 

2 前項の規定によって申告書を提出すべき

者のうち、規則で定める者に対しては、市

長は、前項に掲げる事項の一部を省略した

申告書(この申告書を「簡易申告書」とい

う。)を提出させることができる。 

2 前項の規定により 申告書を提出すべき

者のうち、規則で定める者に対しては、市

長は、前項に掲げる事項の一部を省略した

申告書(この申告書を「簡易申告書」とい

う。)を提出させることができる。 

3 略 3 略 

4 給与所得等以外の所得を有しなかった者

(第1項又は前項の規定によって第1項の申

告書を提出する義務を有する者を除く。)

は、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

4 給与所得等以外の所得を有しなかった者

(第1項又は前項の規定により 第1項の申

告書を提出する義務を有する者を除く。)

は、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又は寄附金税額

控除額の控除を受けようとする場合におい

ては、3月15日までに、施行規則で定める

様式による申告書を市長に提出しなければ

ならない。 

しくは雑損失の金額の控除又は寄附金税額

控除額の控除を受けようとする場合におい

ては、3月15日までに、施行規則で定める

様式による申告書を市長に提出しなければ

ならない。 

5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定

によって第1項の申告書を提出する義務を

有する者を除く。)は、前年中において純

損失又は雑損失の金額がある場合において

は、3月15日までに、第1項の申告書を市長

に提出することができる。 

5 第1項ただし書に規定する者(第3項の規定

により 第1項の申告書を提出する義務を

有する者を除く。)は、前年中において純

損失又は雑損失の金額がある場合において

は、3月15日までに、第1項の申告書を市長

に提出することができる。 

6～8 略 6～8 略 

(軽自動車税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82条 軽自動車税の納税義務者である軽自

動車等の所有者又は使用者(以下本節 に

おいて「軽自動車等の所有者等」とい

う。)は、軽自動車等の所有者等となった

日から15日以内に、軽自動車又は2輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては施

行規則第33号の2様式による申告書及びそ

の者の住所を証明すべき書類を、原動機付

自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使

用者にあっては施行規則第33号の3様式に

よる申告書及びその者の住所を証明すべき

書類を市長に提出しなければならない。 

第82条 軽自動車税の納税義務者である軽自

動車等の所有者又は使用者(以下この節に

おいて「軽自動車等の所有者等」とい

う。)は、軽自動車等の所有者等となった

日から15日以内に、軽自動車又は2輪の小

型自動車の所有者又は使用者にあっては施

行規則第33号の4様式による申告書及びそ

の者の住所を証明すべき書類を、原動機付

自転車又は小型特殊自動車の所有者又は使

用者にあっては施行規則第33号の5様式に

よる申告書及びその者の住所を証明すべき

書類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した者は、当該申告

事項について変更があった場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、

当該変更があった事項について軽自動車又

は2輪の小型自動車の所有者又は使用者に

あっては施行規則第33号の2様式による申

告書を、原動機付自転車又は小型特殊自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規則

第33号の3様式による申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、次項の規定

により申告書を提出すべき場合について

は、この限りでない。 

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った場合において

は、その事由が生じた日から15日以内に、

当該変更があった事項について軽自動車又

は2輪の小型自動車の所有者又は使用者に

あっては施行規則第33号の4様式による申

告書を、原動機付自転車又は小型特殊自動

車の所有者又は使用者にあっては施行規則

第33号の5様式による申告書を市長に提出

しなければならない。ただし、次項の規定

により申告書を提出すべき場合について

は、この限りでない。 

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から30日以内に、軽自動車又は2輪の小型

自動車の所有者又は使用者にあっては施行

規則第33号の2様式による申告書を、原動

機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又

は使用者にあっては施行規則第34号様式に

よる申告書を市長に提出しなければならな

い。 

3 軽自動車等の所有者等でなくなった者

は、軽自動車等の所有者等でなくなった日

から30日以内に、軽自動車又は2輪の小型

自動車の所有者又は使用者にあっては施行

規則第33号の4様式による申告書を、原動

機付自転車又は小型特殊自動車の所有者又

は使用者にあっては施行規則第34号様式に

よる申告書を市長に提出しなければならな

い。 

4 略 4 略 

(市たばこ税の納税義務者等) (市たばこ税の納税義務者等) 

第87条 市たばこ税(以下あああああああ

「たばこ税」という。)は、製造たばこの

製造者、特定販売業者又は卸売販売業者

(以下この節において「卸売販売業者等」

第87条 市たばこ税(以下この節において

「たばこ税」という。)は、製造たばこの

製造者、特定販売業者又は卸売販売業者

(以下この節において「卸売販売業者等」



という。)が製造たばこを市の区域内に営

業所の所在する小売販売業者に売り渡す場

合(当該小売販売業者が卸売販売業者等で

ある場合においては、その卸売販売業者等

に卸売販売用として売り渡すときを除

く。)において、当該売渡しに係る製造た

ばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業

者等に課する。 

という。)が製造たばこを市の区域内に営

業所の所在する小売販売業者に売り渡す場

合(当該小売販売業者が卸売販売業者等で

ある場合においては、その卸売販売業者等

に卸売販売用として売り渡すときを除

く。)において、当該売渡しに係る製造た

ばこに対し、当該売渡しを行う卸売販売業

者等に課する。 

2 略 2 略 

附 則 附 則 

(太陽光発電設備に対する固定資産税の課

税免除) 

(太陽光発電設備に対する固定資産税の課

税免除) 

第9条の4 電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法(平成

23年法律第108号)第3条第2項に規定する認

定発電設備のうち、太陽光を電気に変換す

る設備及びその附属設備(平成27年4月1日

から平成30年3月31日までの間に新たに取

得され、かつ、規則で定める要件を備える

ものに限る。以下この条において「対象償

却資産」という。)については、当該対象

償却資産に対して新たに固定資産税が課さ

れることとなった年度から5年度分の固定

資産税に限り、当該対象償却資産に係る固

定資産税を免除する。 

第9条の4 電気事業者による再生可能エネル

ギー電気の調達に関する特別措置法(平成

23年法律第108号)第2条第5項に規定する認

定発電設備のうち、太陽光を電気に変換す

る設備及びその附属設備(平成27年4月1日

から平成30年3月31日までの間に新たに取

得され、かつ、規則で定める要件を備える

ものに限る。以下この条において「対象償

却資産」という。)については、当該対象

償却資産に対して新たに固定資産税が課さ

れることとなった年度から5年度分の固定

資産税に限り、当該対象償却資産に係る固

定資産税を免除する。 

2 略 2 略 

(軽自動車税の税率の特例) (軽自動車税の税率の特例) 

第15条第1項 略 第15条第1項 略 

2 法附則第30条第3項第1号及び第2号に規定

する三輪以上の軽自動車に対する第79条の

規定の適用については、当該軽自動車が平

成27年4月1日から平成28年3月31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合におい

て、平成28年度分の軽自動車税に限り、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

2 法附則第30条第3項第1号及び第2号に掲げ

る 三輪以上の軽自動車に対する第79条の

規定の適用については、当該軽自動車が平

成28年4月1日から平成29年3月31日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には、

平成29年度分  の軽自動車税に限り、次

の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

表 略 表 略 

3 法附則第30条第4項第1号及び第2号に規定

する三輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃

機関の燃料として用いるものに限る。次項

において同じ。)に対する第79条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成27年

4月1日から平成28年3月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合において、平

成28年度分の軽自動車税に限り、次の表の

左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

3 法附則第30条第4項第1号及び第2号に掲げ

る 三輪以上の軽自動車(ガソリンを内燃

機関の燃料として用いるものに限る。次項

において同じ。)に対する第79条の規定の

適用については、当該軽自動車が平成28年

4月1日から平成29年3月31日までの間に初

回車両番号指定を受けた場合には、平成29

年度分  の軽自動車税に限り、次の表の

左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字

句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

表 略 表 略 

4 法附則第30条第5項第1号及び第2号に規定 4 法附則第30条第5項第1号及び第2号に掲げ



する三輪以上の軽自動車(前項の規定の適

用を受けるものを除く。)に対する第79条

の規定の適用については、当該軽自動車が

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合に

おいて、平成28年度分の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

る 三輪以上の軽自動車(前項の規定の適

用を受けるものを除く。)に対する第79条

の規定の適用については、当該軽自動車が

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

の間に初回車両番号指定を受けた場合に

は、平成29年度分  の軽自動車税に限

り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。 

表 略 表 略 

 (特例適用利子等及び特例適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例) 

 第19条の2 所得割の納税義務者が支払を受

けるべき外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法

律(昭和37年法律第144号。以下「外国居住

者等所得相互免除法」という。)第8条第2

項に規定する特例適用利子等、外国居住者

等所得相互免除法第12条第5項に規定する

特例適用利子等又は外国居住者等所得相互

免除法第16条第2項に規定する特例適用利

子等については、第26条及び第35条の3の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、そ

の前年中の外国居住者等所得相互免除法第

8条第2項(外国居住者等所得相互免除法第

12条第5項及び第16条第2項において準用す

る場合を含む。)に規定する特例適用利子

等の額(以下この項において「特例適用利

子等の額」という。)に対し、特例適用利

子等の額(次項第1号の規定により読み替え

られた第35条の2の規定の適用がある場合

には、その適用後の金額)に100分の3の税

率を乗じて計算した金額に相当する市民税

の所得割を課する。 

 2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

 (1) 第35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、附則第19条の2第1項に規定す

る特例適用利子等の額」とする。 

 (2) 第35条の6から第35条の8まで、第35条

の9第1項並びに附則第6条第1項、第6条の

3第1項及び第6条の3の2第1項の規定の適

用については、第35条の6中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第

19条の2第1項の規定による市民税の所得

割の額」と、第35条の7第1項前段、第35

条の8、第35条の9第1項並びに附則第6条

第1項、第6条の3第1項及び第6条の3の2第

1項中「所得割の額」とあるのは「所得割

の額並びに附則第19条の2第1項の規定に

よる市民税の所得割の額」と、第35条の7



第1項後段中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額及び附則第19条の2第1項の

規定による市民税の所得割の額の合計

額」とする。 

 (3) 第36条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第19条の2第

1項に規定する特例適用利子等の額」と、

「若しくは山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額若しくは外国居

住者等の所得に対する相互主義による所

得税等の非課税等に関する法律(昭和37年

法律第144号)第7条第10項(同法第11条第8

項及び第15条第14項において準用する場

合を含む｡)に規定する特定対象利子に係

る利子所得の金額、同法第7条第12項(同

法第11条第9項及び第15条第15項において

準用する場合を含む。)に規定する特定対

象収益分配に係る配当所得の金額、同法

第7条第16項(同法第11条第11項及び第15

条第17項において準用する場合を含む。)

に規定する特定対象懸賞金等に係る一時

所得の金額若しくは同法第7条第18項(同

法第11条第12項及び第15条第18項におい

て準用する場合を含む。)に規定する特定

対象給付補塡金等に係る雑所得等の金

額」とする。 

 (4) 附則第4条の3の規定の適用について

は、同条第1項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第19条の2

第1項に規定する特例適用利子等の額」

と、同条第2項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第19条の2第1

項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

 3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき

外国居住者等所得相互免除法第8条第4項に

規定する特例適用配当等、外国居住者等所

得相互免除法第12条第6項に規定する特例

適用配当等又は外国居住者等所得相互免除

法第16条第3項に規定する特例適用配当等

(次項において「特例適用配当等」とい

う。)については、第26条第3項及び第4項

の規定は適用しない。この場合において、

当該特例適用配当等については、同条及び

第35条の3の規定にかかわらず、他の所得

と区分し、その前年中の外国居住者等所得

相互免除法第8条第4項(外国居住者等所得

相互免除法第12条第6項及び第16条第3項に

おいて準用する場合を含む。)に規定する

特例適用配当等の額(以下この項において

「特例適用配当等の額」という。)に対

し、特例適用配当等の額(第5項第1号の規



定により読み替えられた第35条の2の規定

の適用がある場合には、その適用後の金

額)に100分の3の税率を乗じて計算した金

額に相当する市民税の所得割を課する。 

 4 前項後段の規定は、特例適用配当等に係

る所得が生じた年の翌年の4月1日の属する

年度分の第37条の2第1項の規定による申告

書(その提出期限までに提出されたもの及

びその提出期限後において市民税の納税通

知書が送達される時までに提出されたもの

に限り、その時までに提出された第37条の

3第1項に規定する確定申告書を含む。)に

前項後段の規定の適用を受けようとする旨

の記載があるとき(これらの申告書にその

記載がないことについてやむを得ない理由

があると市長が認めるときを含む。)に限

り、適用する。 

 5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

 (1) 第35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、附則第19条の2第3項後段に規

定する特例適用配当等の額」とする。 

 (2) 第35条の6から第35条の8まで、第35条

の9第1項並びに附則第6条第1項、第6条の

3第1項及び第6条の3の2第1項の規定の適

用については、第35条の6中「所得割の

額」とあるのは「所得割の額及び附則第

19条の2第3項後段の規定による市民税の

所得割の額」と、第35条の7第1項前段、

第35条の8、第35条の9第1項並びに附則第

6条第1項、第6条の3第1項及び第6条の3の

2第1項中「所得割の額」とあるのは「所

得割の額並びに附則第19条の2第3項後段

の規定による市民税の所得割の額」と、

第35条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第19条の2

第3項後段の規定による市民税の所得割の

額の合計額」とする。 

 (3) 第36条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第19条の2第

3項後段に規定する特例適用配当等の額」

と、「若しくは山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額若しくは外国

居住者等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律(昭和37

年法律第144号)第7条第14項(同法第11条

第10項及び第15条第16項において準用す

る場合を含む｡)に規定する申告不要特定

対象配当等に係る利子所得の金額若しく

は配当所得の金額」とする。 



 (4) 附則第4条の3の規定の適用について

は、同条第1項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第19条の2

第3項後段に規定する特例適用配当等の

額」と、同条第2項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第19条の2

第3項後段の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例) 

(条約適用利子等及び条約適用配当等に係

る個人の市民税の課税の特例) 

第19条の2 所得割の納税義務者が支払を受

けるべき租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律(昭和44年法律第46号。以下「租税

条約等実施特例法」という。)第3条の2の2

第10項に規定する条約適用利子等について

は、第26条及び第35条の3の規定にかかわ

らず、他の所得と区分し、その前年中の同

項に規定する条約適用利子等の額(以下こ

の項において「条約適用利子等の額」とい

う。)に対し、条約適用利子等の額(次項第

1号の規定により読み替えられた第35条の2

の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額)に100分の5の税率から同法     

     第3条の2の2第1項に規定する限

度税率(第3項において「限度税率」とい

う。)を控除して得た率に5分の3を乗じて

得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定

の適用を受ける場合には、100分の3の税

率)を乗じて計算した金額に相当する市民

税の所得割を課する。 

第19条の3 所得割の納税義務者が支払を受

けるべき租税条約等の実施に伴う所得税

法、法人税法及び地方税法の特例等に関す

る法律(昭和44年法律第46号。以下「租税

条約等実施特例法」という。)第3条の2の2

第10項に規定する条約適用利子等について

は、第26条及び第35条の3の規定にかかわ

らず、他の所得と区分し、その前年中の同

項に規定する条約適用利子等の額(以下こ

の項において「条約適用利子等の額」とい

う。)に対し、条約適用利子等の額(次項第

1号の規定により読み替えられた第35条の2

の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額)に100分の5の税率から租税条約等

実施特例法第3条の2の2第1項に規定する限

度税率(第3項において「限度税率」とい

う。)を控除して得た率に5分の3を乗じて

得た率(当該納税義務者が同条第3項の規定

の適用を受ける場合には、100分の3の税

率)を乗じて計算した金額に相当する市民

税の所得割を課する。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

2 前項の規定の適用がある場合には、次に

定めるところによる。 

(1) 第35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、附則第19条の2第1項に規定す

る条約適用利子等の額」とする。 

(1) 第35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、附則第19条の3第1項に規定す

る条約適用利子等の額」とする。 

(2) 第35条の6から第35条の8まで、第35条

の9第1項、附則第6条第1項、附則第6条の

3第1項及び附則第6条の3の2第1項の規定

の適用については、第35条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条の2第1項の規定による市民税の所

得割の額」と、第35条の7第1項前段、第

35条の8、第35条の9第1項、附則第6条第1

項、附則第6条の3第1項及び附則第6条の3

の2第1項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第19条の2第1項

の規定による市民税の所得割の額」と、

第35条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第19条の2

第1項の規定による市民税の所得割の額の

(2) 第35条の6から第35条の8まで、第35条

の9第1項並びに附則第6条第1項、第6条の

3第1項及び第6条の3の2第1項  の規定

の適用については、第35条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条の3第1項の規定による市民税の所

得割の額」と、第35条の7第1項前段、第

35条の8、第35条の9第1項並びに附則第6

条第1項、第6条の3第1項及び第6条の3の2

第1項  中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第19条の3第1項

の規定による市民税の所得割の額」と、

第35条の7第1項後段中「所得割の額」と

あるのは「所得割の額及び附則第19条の3

第1項の規定による市民税の所得割の額の



合計額」とする。 合計額」とする。 

(3) 第36条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第19条の2第

1項に規定する条約適用利子等の額」と、

「若しくは山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額若しくは租税条

約等実施特例法あああああああああああ

ああああああああああああああああああ

あああああ 第3条の2第16項に規定する

特定利子に係る利子所得の金額、同条第

18項に規定する特定収益分配に係る配当

所得の金額、同条第22項に規定する特定

懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは

同条第24項に規定する特定給付補てん金

等に係る雑所得等の金額」とする。 

(3) 第36条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第19条の3第

1項に規定する条約適用利子等の額」と、

「若しくは山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額若しくは租税条

約等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)第3条の2第16項に規定する

特定利子に係る利子所得の金額、同条第

18項に規定する特定収益分配に係る配当

所得の金額、同条第22項に規定する特定

懸賞金等に係る一時所得の金額若しくは

同条第24項に規定する特定給付補塡金等  

あに係る雑所得等の金額」とする。 

(4) 附則第4条の2の規定の適用について

は、同条第1項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第19条の2

第1項に規定する条約適用利子等の額」

と、同条第2項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第19条の2第1

項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

(4) 附則第4条の2の規定の適用について

は、同条第1項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第19条の3

第1項に規定する条約適用利子等の額」

と、同条第2項中「所得割の額」とあるの

は「所得割の額並びに附則第19条の3第1

項の規定による市民税の所得割の額」と

する。 

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき

租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項

に規定する条約適用配当等(次項において

「条約適用配当等」という。 )について

は、第26条第3項及び第4項の規定は適用し

ない。この場合において、当該条約適用配

当等については、第26条及び第35条の3の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、そ

の前年中の同法        第3条の2

の2第12項に規定する条約適用配当等の額

(以下この項において「条約適用配当等の

額」という。)に対し、条約適用配当等の

額(第5項第1号の規定により読み替えられ

た第35条の2の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額)に100分の5の税率

から限度税率を控除して得た率に5分の3を

乗じて得た率(当該納税義務者が同法    

      第3条の2の2第3項の規定の適

用を受ける場合には、100分の3の税率)を

乗じて計算した金額に相当する市民税の所

得割を課する。 

3 所得割の納税義務者が支払を受けるべき

租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項

に規定する条約適用配当等(次項において

「条約適用配当等」という。 )について

は、第26条第3項及び第4項の規定は適用し

ない。この場合において、当該条約適用配

当等については、同条及び 第35条の3の

規定にかかわらず、他の所得と区分し、そ

の前年中の租税条約等実施特例法第3条の2

の2第12項に規定する条約適用配当等の額

(以下この項において「条約適用配当等の

額」という。)に対し、条約適用配当等の

額(第5項第1号の規定により読み替えられ

た第35条の2の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額)に100分の5の税率

から限度税率を控除して得た率に5分の3を

乗じて得た率(当該納税義務者が租税条約

等実施特例法第3条の2の2第3項の規定の適

用を受ける場合には、100分の3の税率)を

乗じて計算した金額に相当する市民税の所

得割を課する。 

4 略 4 略 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

5 第3項後段の規定の適用がある場合には、

次に定めるところによる。 

(1) 第35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、附則第19条の2第3項  に規

定する条約適用配当等の額」とする。 

(1) 第35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、附則第19条の3第3項後段に規

定する条約適用配当等の額」とする。 



(2) 第35条の6から第35条の8まで、第35条

の9第1項、附則第6条第1項、附則第6条の

3第1項及び附則第6条の3の2第1項の規定

の適用については、第35条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条の2第3項  の規定による市民税

の所得割の額」と、第35条の7第1項前

段、第35条の8、第35条の9第1項、附則第

6条第1項、附則第6条の3第1項及び附則第

6条の3の2第1項中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第19条の2第

3項  の規定による市民税の所得割の

額」と、第35条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条の2第3項   の規定による市民税

の所得割の額の合計額」と、第35条の8第

1項中「第26条第4項」とあるのは「附則

第19条の2第4項」とする。 

(2) 第35条の6から第35条の8まで、第35条

の9第1項並びに附則第6条第1項、第6条の

3第1項及び第6条の3の2第1項  の規定

の適用については、第35条の6中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条の3第3項後段の規定による市民税

の所得割の額」と、第35条の7第1項前

段、第35条の8、第35条の9第1項並びに附

則第6条第1項、第6条の3第1項及び第6条

の3の2第1項  中「所得割の額」とある

のは「所得割の額並びに附則第19条の3第

3項後段の規定による市民税の所得割の

額」と、第35条の7第1項後段中「所得割

の額」とあるのは「所得割の額及び附則

第19条の3第3項後段の規定による市民税

の所得割の額の合計額」とああああああ

ああああああああああああああああああ

あああああああああする。 

(3) 第36条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第19条の2第

3項  に規定する条約適用配当等の額」

と、「若しくは山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額若しくは租税

条約等実施特例法ああああああああああ

ああああああああああああああああああ

あああああああ第3条の2第20項に規定す

る申告不要特定配当等に係る利子所得の

金額又は配当所得  の金額」とする。 

(3) 第36条の規定の適用については、同条

中「又は山林所得金額」とあるのは「若

しくは山林所得金額又は附則第19条の3第

3項後段に規定する条約適用配当等の額」

と、「若しくは山林所得金額」とあるの

は「若しくは山林所得金額若しくは租税

条約等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)第3条の2第20項に規定す

る申告不要特定配当等に係る利子所得の

金額若しくは配当所得の金額」とする。 

(4) 附則第4条の2の規定の適用について

は、同条第1項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第19条の2

第3項  に規定する条約適用配当等の

額」と、同条第2項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第19条の2

第3項  の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

(4) 附則第4条の2の規定の適用について

は、同条第1項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに附則第19条の3

第3項後段に規定する条約適用配当等の

額」と、同条第2項中「所得割の額」とあ

るのは「所得割の額並びに附則第19条の3

第3項後段の規定による市民税の所得割の

額」とする。 

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項

の規定の適用がある場合(第3項後段の規定

の適用がある場合を除く。)における第35

条の9の規定の適用については、同条第1項

中「又は同条第6項」とあるのは「若しく

は附則第19条の2第3項  に規定する条約

適用配当等(以下「条約適用配当等」とい

う。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1

日の属する年度分の第37条の2第1項の規定

による申告書(その提出期限後において市

民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された

第37条の3第1項の確定申告書を含む。)に

この項の規定の適用を受けようとする旨及

び当該条約適用配当等に係る所得の明細に

関する事項の記載がある場合(これらの申

6 租税条約等実施特例法第3条の2の2第1項

の規定の適用がある場合(第3項後段の規定

の適用がある場合を除く。)における第35

条の9の規定の適用については、同条第1項

中「又は同条第6項」とあるのは「若しく

は附則第19条の3第3項前段に規定する条約

適用配当等(以下「条約適用配当等」とい

う。)に係る所得が生じた年の翌年の4月1

日の属する年度分の第37条の2第1項の規定

による申告書(その提出期限後において市

民税の納税通知書が送達される時までに提

出されたもの及びその時までに提出された

第37条の3第1項の確定申告書を含む。)に

この項の規定の適用を受けようとする旨及

び当該条約適用配当等に係る所得の明細に

関する事項の記載がある場合(これらの申



告書にこれらの記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。)であって、当該条約適用配当等

に係る所得の金額の計算の基礎となった条

約適用配当等の額について租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律(昭和44年法律第46

号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章

第1節第5款の規定により配当割額を課され

たとき、又は第26条第6項」と、同条第3項

中「法第37条の4」とあるのは「租税条約

等実施特例法第3条の2の2第9項の規定によ

り読み替えて適用される法第37条の4」と

する。 

告書にこれらの記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認めるとき

を含む。)であって、当該条約適用配当等

に係る所得の金額の計算の基礎となった条

約適用配当等の額について租税条約等の実

施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法

の特例等に関する法律(昭和44年法律第46

号。以下「租税条約等実施特例法」とい

う。)第3条の2の2第1項の規定及び法第2章

第1節第5款の規定により配当割額を課され

たとき、又は第26条第6項」と、同条第3項

中「法第37条の4」とあるのは「租税条約

等実施特例法第3条の2の2第9項の規定によ

り読み替えて適用される法第37条の4」と

する。 

 

 

 

 

 

 


