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議案第54号 

一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年６月14日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁    

 一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

一関市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年一関市条例第45号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係） 

機関 事務 

 ［略］ 

８ 市長 一般不妊治療費助成金の交付に関する事務であって規則

で定めるもの 

９ 市長  ［略］ 

10 市長  ［略］ 

機関 事務 

 ［略］ 

８ 市長 一般不妊治療費助成金の交付に関する事務であって規則

で定めるもの 

９ 市長 特別支援学級等に就学する児童又は生徒に係る就学等に

要する費用の支給に関する事務であって規則で定めるも

の 

10 市長  ［略］ 

11 市長  ［略］

別表第２（第４条関係） 別表第２（第４条関係） 

機関 事務 特定個人情報 

 ［略］ 

機関 事務 特定個人情報 

 ［略］ 
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13 市長 一般不妊治療費助成金の交

付に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

14 市長  ［略］ 

15 市長  ［略］ 

13 市長 一般不妊治療費助成金の交

付に関する事務であって規

則で定めるもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

14 市長 特別支援学級等に就学する

児童又は生徒に係る就学等

に要する費用の支給に関す

る事務であって規則で定め

るもの 

地方税関係情報であって規則

で定めるもの 

15 市長  ［略］ 

16 市長  ［略］ 

備考 改正部分は、下線部分である。 

  附 則   

 この条例は、令和５年６月１日から施行する。 
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議案第55号 

一関市市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

一関市市税条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和４年６月14日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁    

一関市市税条例等の一部を改正する条例 

 （一関市市税条例の一部改正） 

第１条 一関市市税条例（平成17年一関市条例第46号）の一部を次のように改正する。 

 改正前 改正後 

１ （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族申告書 ） （個人の市民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

 第37条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与

所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条に

おいて「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

第37条の３の２ 所得税法第194条第１項の規定により同項に規定す

る申告書を提出しなければならない者（以下この条において「給与

所得者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項に規定する給与等の支払者（以下この条に

おいて「給与支払者」という。）から毎年最初に給与の支払を受け

る日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該給与支払者を経由して、市長に提出し

なければならない。 

   ［略］   ［略］ 

    所得割の納税義務者（合計所得金額が1,000万円以下であるもの

に限る。）の自己と生計を一にする配偶者（法第313条第３項に規

定する青色事業専従者に該当するもので同項に規定する給与の支
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払を受けるもの及び同条第４項に規定する事業専従者に該当する

ものを除き、合計所得金額が133万円以下であるものに限る。次条

第１項において同じ。）の氏名 

  ・  ［略］  ・  ［略］ 

 ２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

 （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書 ） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

 第37条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受

けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の

支払を受ける者であって、                  

       扶養親族（控除対象扶養親族          

          を除く。）を有する者（以下この条において

「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項に規

定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけ

ればならない。 

第37条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に規

定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において

同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適用を受

けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）の

支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義務者（合計

所得金額が900万円以下であるものに限る。）の自己と生計を一にす

る配偶者（退職手当等（第53条の２に規定する退職手当等に限る。

以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって、合計

所得金額が95万円以下であるものに限る。）をいう。第２号におい

て同じ。）又は扶養親族（控除対象扶養親族であって退職手当等に

係る所得を有しない者を除く。）を有する者（以下この条において

「公的年金等受給者」という。）で市内に住所を有するものは、当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項に規

定する公的年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払

者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載し

た申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなけ

ればならない。 

    ［略］   ［略］ 

    特定配偶者の氏名 

   ・  ［略］   ・  ［略］ 
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 ２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

 附 則 附 則 

 第７条の３の２ 平成22年度から令和15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年から令和３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

けないときは、法附則第５条の４の２第５項（同条第７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

控除すべき額を、当該納税義務者の第35条の３及び第35条の６の規

定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

第７条の３の２ 平成22年度から令和20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年から令和７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

けないときは、法附則第５条の４の２第５項（同条第７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

控除すべき額を、当該納税義務者の第35条の３及び第35条の６の規

定を適用した場合の所得割の額から控除する。 

 ２ ［略］ ２ ［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） 

（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17条の２ ［略］ 第17条の２ ［略］ 

 ２ ［略］ ２ ［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35条の３まで、第36条の

２、第36条の５、第37条、第37条の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。 

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、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３まで、第36条の

２、第36条の５、第37条、第37条の４から第37条の６まで又は第 

37条の８     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。 

 （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） （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） 
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 第25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35条

の７の規定を適用する。 

第25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                          

   ）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35条

の７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26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。 

 ２ 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条の２第１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17年度」と、「令和３年」とあるのは「令

和４年」とする。 

２ （所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

 第34条 ［略］ 第34条 ［略］ 

 ２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 ４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が生じた年の翌年の４月１ ４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第37条の３第１項に規定す
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日の属する年度分の特定配当等申告書（市民税の納税通知書が送達

される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。以下この項に

おいて同じ。）に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他

施行規則に定める事項の記載があるとき（特定配当等申告書にその

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。）は、当該特定配当等に係る所得の金額については、適

用しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告

書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された

事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適

当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

る確定申告書に特定配当等に係る所得の明細に関する事項その他施

行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定配当等に係る所

得の金額については、適用しない。 

   第37条の２第１項の規定による申告書  

   第37条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前

号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当

該確定申告書に限る。） 

 ５ ［略］ ５ ［略］ 

 ６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額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特定株式等譲渡所得金額申告書

（市民税の納税通知書が送達される時までに提出された次に掲げる

申告書をいう。以下この項において同じ。）に特定株式等譲渡所得

金額に係る所得の明細に関する事項その他施行規則に定める事項の

記載があるとき（特定株式等譲渡所得金額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。）

は、当該特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適

用しない。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申告

書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載された

事項その他の事情を勘案して、この項の規定を適用しないことが適

当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第37条の３第１項に規定す

る確定申告書に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関する

事項その他施行規則に定める事項の記載があるときは、当該特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の金額については、適用しない。 

    第37条の２第１項の規定による申告書  
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   第37条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前

号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当

該確定申告書に限る。） 

 （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） （配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除） 

 第35条の９ 所得割の納税義務者が、第34条第４項に規定する特定配

当等申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎と

なった特定配当等の額について法第２章第１節第５款の規定により

配当割額を課された場合又は同条第６項に規定する特定株式等譲渡

所得金額申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６

款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当

割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、

第35条の３及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

第35条の９ 所得割の納税義務者が、第34条第４項に規定する確定申

告書   に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎と

なった特定配当等の額について法第２章第１節第５款の規定により

配当割額を課された場合又は同条第６項に規定する確定申告書  

       に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同節第６

款の規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には、当該配当

割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、

第35条の３及び前３条の規定を適用した場合の所得割の額から控除

する。 

 ２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除

することができなかった金額があるときは、当該控除することがで

きなかった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することがで

きなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の申告書に係

る年度分の個人の県民税              若しくは市

民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当

する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除

することができなかった金額があるときは、当該控除することがで

きなかった金額は、令第48条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することがで

きなかった金額を還付し、又は当該納税義務者の同項の確定申告書

に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税若しくは市

民税に充当し、若しくは当該納税義務者の未納に係る徴収金に充当

する。 

 ３ ［略］ ３ ［略］ 

 （市民税の申告） （市民税の申告） 

 第37条の２ 第26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提出しなけれ

第37条の２ 第26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提出しなけれ
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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者（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（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。）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35条の７第１項（同項第２号に掲げ

る寄附金（特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する認定特定

非営利活動法人及び同条第４項に規定する特例認定特定非営利活動

法人に対するものを除く。第６項において同じ。）に係る部分を除

く。）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。以下本条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」

という。）及び第27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(2)に掲げる者を除く。）については、この限りで

ない。 

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者（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（所得割の

納税義務者（前年の合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）

の法第314条の２第１項第10号の２に規定する自己と生計を一にす

る配偶者（前年の合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）

で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。）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35条の７第１項（同項第２号に掲げ

る寄附金（特定非営利活動促進法第２条第３項に規定する認定特定

非営利活動法人及び同条第４項に規定する特例認定特定非営利活動

法人に対するものを除く。第６項において同じ。）に係る部分を除

く。）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。以下本条において「給与所得等以外の所得を有しなかった者」

という。）及び第27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(2)に掲げる者を除く。）については、この限りで

ない。 

 ２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合

計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以

下である者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除

２ 前項の規定により申告書を市長に提出すべき者のうち、前年の合

計所得金額が基礎控除額、配偶者控除額及び扶養控除額の合計額以

下である者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄に掲げる者を除
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く。）が提出すべき申告書の様式は、施行規則第２条第４項ただし

書の規定により、市長の定める様式による。 

く。）が提出すべき申告書の様式は、施行規則第２条第３項ただし

書の規定により、市長の定める様式による。 

 ３～９ ［略］ ３～９ ［略］ 

  第37条の３ ［略］ 第37条の３ ［略］ 

 ２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項（施行規

則第２条の３第１項に規定する事項を除く。）のうち法第317条の２

第１項各号又は第３項に規定する事項に相当するもの及び次項の規

定により附記された事項は、前条第１項又は第３項から第５項まで

の規定による申告書に記載されたものとみなす。 

２ 前項本文の場合には、当該確定申告書に記載された事項（施行規

則第２条の３第１項に規定する事項を除く。）のうち法第317条の２

第１項各号又は第３項に規定する事項に相当するもの及び次項の規

定により付記された事項は、前条第１項又は第３項から第５項まで

の規定による申告書に記載されたものとみなす。 

 ３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申

告書に、施行規則第２条の３第２項各号に掲げる事項を附記しなけ

ればならない。 

３ 第１項本文の場合には、確定申告書を提出する者は、当該確定申

告書に、施行規則第２条の３第２項各号に掲げる事項を付記しなけ

ればならない。 

 附 則 附 則 

 （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） （上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例） 

 第16条の３ ［略］ 第16条の３ ［略］ 

 ２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する

特定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の

配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割

の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年

の翌年の４月１日の属する年度分の市民税について特定上場株式等

の配当等に係る配当所得につき前項の規定の適用を受けようとする

旨の記載のある第34条第４項に規定する特定配当等申告書を提出し

た場合（次に掲げる場合を除く。）に限り適用するものとし、市民

税の所得割の納税義務者が前年中に支払を受けるべき特定上場株式

等の配当等に係る配当所得について同条第１項及び第２項並びに第

35条の３の規定の適用を受けた場合には、当該納税義務者が前年中

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８条の４第２項に規定する

特定上場株式等の配当等（以下この項において「特定上場株式等の

配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、市民税の所得割

の納税義務者が前年分の所得税について特定上場株式等の配当等に

係る配当所得につき同条第１項の規定の適用を受けた場合に限り適

用する。 
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に支払を受けるべき他の特定上場株式等の配当等に係る配当所得に

ついて、前項の規定は、適用しない。       

   第34条第４項ただし書の規定の適用がある場合  

   第34条第４項第１号に掲げる申告書及び同項第２号に掲げる申

告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載さ

れた事項その他の事情を勘案して、前項の規定を適用しないこと

が適当であると市長が認めるとき。 

 ３ [略] ３ [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） 

（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20条の２ ［略］ 第20条の２ ［略］ 

 ２・３ [略] ２・３ [略] 

 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特例適用配当等申告書（市民税の納税

通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。

以下この項において同じ。）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。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる

申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記載さ

れた事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しないこ

とが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

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分の所

得税に係る第37条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

   第37条の２第１項の規定による申告書  

   第37条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前

号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当

該確定申告書に限る。） 

 ５ [略] ５ [略] 
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  （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20条の３ ［略］ 第20条の３ ［略］ 

 ２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

 ４ 前項後段の規定は、条約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条約適用配当等申告書（市民税の納税

通知書が送達される時までに提出された次に掲げる申告書をいう。

以下この項において同じ。）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（条約適用配当等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。ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号に掲

げる申告書がいずれも提出された場合におけるこれらの申告書に記

載された事項その他の事情を勘案して、同項後段の規定を適用しな

いことが適当であると市長が認めるときは、この限りでない。 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係る所得が生じた年分の所

得税に係る第37条の３第１項に規定する確定申告書に前項後段の規

定の適用を受けようとする旨の記載があるときに限り、適用する。 

   第37条の２第１項の規定による申告書  

    第37条の３第１項に規定する確定申告書（同項の規定により前

号に掲げる申告書が提出されたものとみなされる場合における当

該確定申告書に限る。） 

 ５ ［略］ ５ ［略］ 

 ６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第１項の規定の適用がある

場合（第３項後段の規定の適用がある場合を除く。）における第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20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同条第４項に規定する条約適

用配当等申告書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

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20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

年分の所得税に係る        同条第４項に規定する確定申

告書にこの項の     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 
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（条約適用配当等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34

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。 

                      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34

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。 

３ （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第72条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第１項

ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧    

           の手数料は、一関市手数料条例（平成17年

一関市条例第49号）の定めるところによる。ただし、法第416条第３

項又は第419条第８項の規定により公示した期間において納税義務

者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。 

（固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第72条の２ 法第382条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第１項

ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧（法第382

条の４に規定する固定資産課税台帳に住所に代わる事項の記載をし

たものの閲覧を含む。）の手数料は、一関市手数料条例（平成17年

一関市条例第49号）の定めるところによる。ただし、法第416条第３

項又は第419条第８項の規定により公示した期間において納税義務

者の閲覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。 

  （固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） （固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） 

 第72条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税台帳に記載され

ている事項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）の交付                      

                     手数料は、一関市手

数料条例の定めるところによる。 

第72条の３ 法第382条の３に規定する固定資産課税台帳に記載され

ている事項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたもの

を含む。）の交付（法第382条の４に規定する当該証明書に住所に代

わる事項の記載をしたものの交付を含む。）の手数料は、一関市手

数料条例の定めるところによる。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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（一関市市税条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 一関市市税条例の一部を改正する条例（令和３年一関市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

 第１条表２の項の改正部分 

「 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書） 

第37条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適

用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」とい

う。）の支払を受ける者であって、扶養親族（控除対象扶養親族

を除く。）を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」

という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき所得税法第203条の６第１項に規定する公的年金等

の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）

から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならな

い。 

第37条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適

用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」とい

う。）の支払を受ける者であって、扶養親族（年齢16歳未満の者

に限る。）を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」

という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出の際

に経由すべき所得税法第203条の６第１項に規定する公的年金等

の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）

から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならな

い。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

                                                                 」 

を 

「 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書 ） （個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第37条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適

用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」とい

第37条の３の３ 所得税法第203条の６第１項の規定により同項に

規定する申告書を提出しなければならない者又は法の施行地にお

いて同項に規定する公的年金等（所得税法第203条の７の規定の適

用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」とい
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う。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義

務者（合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の自己と

生計を一にする配偶者（退職手当等（第53条の２に規定する退職

手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する

者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）を

いう。第２号において同じ。）又は扶養親族（        

  控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有しない

者を除く。）を有する者（以下この条において「公的年金等受給

者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項に規定する公的年

金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）

から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならな

い。 

う。）の支払を受ける者であって、特定配偶者（所得割の納税義

務者（合計所得金額が900万円以下であるものに限る。）の自己と

生計を一にする配偶者（退職手当等（第53条の２に規定する退職

手当等に限る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する

者であって、合計所得金額が95万円以下であるものに限る。）を

いう。第２号において同じ。）又は扶養親族（年齢16歳未満の者

又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する者 

に限る 。）を有する者（以下この条において「公的年金等受給

者」という。）で市内に住所を有するものは、当該申告書の提出

の際に経由すべき所得税法第203条の６第１項に規定する公的年

金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）

から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行

規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、

当該公的年金等支払者を経由して、市長に提出しなければならな

い。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 

２～５ ［略］ ２～５ ［略］ 

                                                                」 

に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 

  第１条中表１の項の改正部分及び第２条の規定並びに附則第２条第１項及び第２項の規定 令和５年１月１日 

  第１条中表２の項の改正部分及び附則第２条第３項の規定 令和６年１月１日 

  第１条中表３の項の改正部分及び附則第３条の規定 民法等の一部を改正する法律（令和３年法律第24号）附則第１条第２号に掲げる規定の

施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 第１条の規定による改正後の一関市市税条例（以下「新条例」という。）第37条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定
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の施行の日（以下この項及び次項において「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新条例第37条の３の２第１項に規定する給与につい

て提出する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の一関市市税条例

（次項において「旧条例」という。）第37条の３の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告書については、

なお従前の例による。 

２ 新条例第37条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和40年法律第33号）第203条の６第１項に規定する公的

年金等（同法第203条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）について提出する新条例第37条の３の

３第１項に規定する申告書について適用し、１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第37条の３の３第１項に規定す

る申告書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第２号に掲げる規定による改正後の一関市市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税

について適用し、令和５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。

 （固定資産税に関する経過措置）

第３条 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の一関市市税条例第72条の２第１項（地方税法第382条の４に係る部分に限る。）の規定は、同

号に掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の２の規定による固定資産課税台帳（同条第１項ただし書の規定による措置を講じたものを含

む。）の閲覧について適用する。

２ 附則第１条第３号に掲げる規定による改正後の一関市市税条例第72条の３第１項（地方税法第382条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に

掲げる規定の施行の日以後にされる同法第382条の３の規定による証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付について

適用する。 
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議案第 55号 参考資料 

一関市市税条例等の改正概要 

要

旨 

【個人市民税】 給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書の記載事項の追加、住宅ローン控除（住宅借入金等特別税額控除）の適用期限

の延長、上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直しなど 

【固定資産税】 登記所に対してＤＶ被害者等の申出を行った者の住所が記載されている固定資産課税台帳の閲覧及び記載事項の証明書の交付に係る

支援措置 

一関市市税条例の一部改正（第１条関係） 

項 
税

目
条 項 改正理由・内容 施行期日 

１ 

市

民

税

第37条の３の２（個人の市民税に係る

給与所得者の扶養親族等申告書） 

給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項に、「自己と生計を一にする配偶者

の氏名」を追加するもの 

この配偶者については、納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下であり、

かつ、配偶者の合計所得金額が133万円以下である者に限る。 

退職手当等に係る所得を有することで、所得税では配偶者控除又は配偶者特別

控除の対象とならないが、個人市民税では当該控除の対象となる者について、申

告書に記載するよう規定するもの 

令和５年１月１日 

第37条の３の３（個人の市民税に係る公

的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務者に、特定配偶者を有する者

及び控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得を有する扶養親族を有する

者を追加するとともに、申告書における記載事項に、「特定配偶者の氏名」を追

加するもの 

この特定配偶者については、所得割の納税義務者（合計所得金額が 900 万円以

下であるものに限る。）の自己と生計を一にする配偶者（退職手当等に係る所得

を有する者であって、合計所得金額が 95 万円以下であるものに限る。）とな

る。 

退職手当等に係る所得を有することにより、所得税では源泉控除対象配偶者

（所得割の納税義務者（合計所得金額が 900 万円以下であるもの）の自己と生計

を一にする配偶者（合計所得金額が 95 万円以下であるもの））に当たらない者

であっても、申告書を提出するよう規定するもの 
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附則第７条の３の２ 住宅ローン控除（住宅借入金等特別税額控除）について、所得税において、住

宅ローン控除の適用期限が４年延長（令和７年 12 月 31 日までに入居した者が対

象）されたことに伴い、適用期限については令和 15 年度までとなっていたもの

を令和 20 年度までに、居住年については令和３年までとなっていたものを令和

７年までに延長するもの 

今回、適用期限を令和 20 年度までとしたのは、延長後の居住年である令和７

年に入居した場合、13 年間の控除期間が令和８年度から令和 20 年度までとなる

ため 

なお、改正前の適用期限が令和 15 年度までとなっていたのは、消費税率 10％

引上げに伴う反動減対策の特例措置により、令和２年までの入居で控除期間が 13

年間（令和３年度から令和 15年度まで）であったことによるもの 

附則第17条の２（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） 

租税特別措置法の改正に伴う規定の整備 

附則第25条（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） 

附則第 26条の削除に伴う規定の整備 

附則第26条（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） 

 附則第７条の３の２の改正（住宅ローン控除（住宅借入金等特別税額控除）の

適用期限及び居住年の延長）により、新型コロナウイルス感染症の影響に対応す

るための特例措置の適用年度及び居住年が含まれることとなったため、規定を削

除するもの 

２ 

市

民

税

第34条（所得割の課税標準） 上場株式等の配当所得等の総合課税若しくは申告分離課税又は上場株式等の譲

渡所得等の申告分離課税について、所得税において総合課税又は申告分離課税の

適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書が提出された場合に限り適用す

ることとするもの 

令和６年１月１日 

第35条の９（配当割額又は株式等譲渡所

得割額の控除） 

上場株式等の配当所得等の総合課税若しくは申告分離課税又は上場株式等の譲

渡所得等の申告分離課税がある場合の特別徴収税額の税額控除について、所得税

に係る確定申告書における総合課税又は申告分離課税の適用を受けようとする旨
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の記載により行うこととするもの 

第37条の２（市民税の申告） ・ 第 37 条の３の３の改正に伴い、公的年金等受給者の市民税申告書の提出義

務者の規定を整備するもの 

・ 地方税法施行規則の改正に伴う規定の整備 

第37条の３ 地方税法の改正に伴う文言整理 

附則第16条の３（上場株式等に係る配当

所得等に係る市民税の課税の特例） 

上場株式等に係る配当所得等に係る個人の市民税の申告分離課税について、所

得税での適用がある場合に限り適用することとするもの 

附則第20条の２（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） 

特例適用利子等及び特例適用配当等の課税の特例について、所得税において特

例の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書が提出された場合に限り適

用することとするもの 

附則第20条の３（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の課税の特例について、所得税において特

例の適用を受けようとする旨の記載のある確定申告書が提出された場合に限り適

用することとするもの 

３ 

固

定

資

産

税

第72条の２（固定資産課税台帳の閲覧の

手数料） 

固定資産課税台帳を閲覧に供する場合において、固定資産課税台帳に記載され

ている住所が登記所に対してＤＶ被害者等の申出を行った者の住所であるとき

は、ＤＶ被害者等の登記簿上の住所に代わり総務省令で定める事項を記載しなけ

ればならないこととする改正が行われたことに伴い、当該措置を講じた台帳の閲

覧に係る手数料について、当該措置を講じないものに係る閲覧の手数料の額と同

額とするもの 

民法等の一部を改

正する法律（令和

３年法律第 24 号）

附則第１条第２号

に掲げる規定の施

行の日 

第72条の３（固定資産課税台帳に記載さ

れている事項の証明書の交付手数料） 

固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書を交付する場合において、固

定資産課税台帳に記載されている住所が登記所に対してＤＶ被害者等の申出を行

った者の住所であるときは、ＤＶ被害者等の登記簿上の住所に代わり総務省令で

定める事項を記載しなければならないこととする改正が行われたことに伴い、当

該措置を講じた証明書の交付に係る手数料について、当該措置を講じないものに

係る交付の手数料の額と同額とするもの 

一関市市税条例の一部を改正する条例（令和３年一関市条例第16号）の一部改正（第２条関係） 

税目 条 項 改正理由・内容 施行期日 
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市

民

税

表２の項の改正部分 個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書の改正に伴う規定の

整備 

令和５年１月１日 
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議案第56号 

一関市議会議員及び一関市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

一関市議会議員及び一関市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和４年６月14日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁    

一関市議会議員及び一関市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の一部を改正する条例 

一関市議会議員及び一関市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例（平成17年一関市条例第16号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（自動車の使用の公費負担額及び支払手続）  （自動車の使用の公費負担額及び支払手続） 

第４条 一関市は、前条の規定による届出をした候補者が同条の契約に

基づき、当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その

他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払

うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該

一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用

旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 

  [略] 

  当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が自動車の借入れ契約である場合 当該自動車（同一

の日において自動車の借入れ契約により２台以上の自動車が使用

される場合には、当該候補者が指定するいずれか１台の自動車に

限る。）のそれぞれにつき、自動車として使用された各日につい

第４条 一関市は、前条の規定による届出をした候補者が同条の契約に

基づき、当該契約の相手方である一般乗用旅客自動車運送事業者その

他の者（以下「一般乗用旅客自動車運送事業者等」という。）に支払

うべき金額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

金額を、第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該

一般乗用旅客自動車運送事業者等からの請求に基づき、当該一般乗用

旅客自動車運送事業者等に対し支払う。 

  [略] 

  当該契約が一般運送契約以外の契約である場合 次に掲げる区分

に応じ、それぞれに定める金額 

ア 当該契約が自動車の借入れ契約である場合 当該自動車（同一

の日において自動車の借入れ契約により２台以上の自動車が使用

される場合には、当該候補者が指定するいずれか１台の自動車に

限る。）のそれぞれにつき、自動車として使用された各日につい
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てその使用に対し支払うべき金額（当該金額が１万5,800円を超

える場合には１万5,800円）の合計金額 

イ 当該契約が自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該

契約に基づき当該自動車に供給した燃料の代金（当該自動車（こ

れに代わり使用される他の自動車を含む。）が既に前条の届出に

係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,560円

に当該候補者につき法第86条の４第１項、第２項、第５項、第６

項又は第８項の規定に基づく候補者の届出のあった日から当該選

挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数

を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額である

ことにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申

請に基づき委員会が確認したものに限る。） 

ウ [略]

てその使用に対し支払うべき金額（当該金額が１万6,100円を超

える場合には１万6,100円）の合計金額 

イ 当該契約が自動車の燃料の供給に関する契約である場合 当該

契約に基づき当該自動車に供給した燃料の代金（当該自動車（こ

れに代わり使用される他の自動車を含む。）が既に前条の届出に

係る契約に基づき供給を受けた燃料の代金と合算して、7,700円

に当該候補者につき法第86条の４第１項、第２項、第５項、第６

項又は第８項の規定に基づく候補者の届出のあった日から当該選

挙の期日の前日までの日数から前号の契約が締結されている日数

を除いた日数を乗じて得た金額に達するまでの部分の金額である

ことにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者からの申

請に基づき委員会が確認したものに限る。） 

ウ [略] 

（ビラの作成の公営） 

第６条 候補者は、7.51円に法第142条第１項第６号のビラ（以下「ビ

ラ」という。）の作成枚数（当該作成枚数が同号に定める枚数を超え

るときは、同号に定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内で、ビラを

無料で作成することができる。この場合においては、第２条ただし書

の規定を準用する。 

（ビラの作成の公営） 

第６条 候補者は、7.73円に法第142条第１項第６号のビラ（以下「ビ

ラ」という。）の作成枚数（当該作成枚数が同号に定める枚数を超え

るときは、同号に定める枚数）を乗じて得た金額の範囲内で、ビラを

無料で作成することができる。この場合においては、第２条ただし書

の規定を準用する。 

（ビラの作成の公費負担額及び支払手続） 

第８条 一関市は、前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該

契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成されたビラの１枚当たりの作成単価（当該

作成単価が7.51円を超えるときは、7.51円）に当該ビラの作成枚数

（当該候補者を通じて法第142条第１項第６号に定める枚数の範囲内

のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者

（ビラの作成の公費負担額及び支払手続） 

第８条 一関市は、前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該

契約の相手方であるビラの作成を業とする者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成されたビラの１枚当たりの作成単価（当該

作成単価が7.73円を超えるときは、7.73円）に当該ビラの作成枚数

（当該候補者を通じて法第142条第１項第６号に定める枚数の範囲内

のものであることにつき、委員会が定めるところにより、当該候補者
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からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た

金額を、第６条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件

に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基

づき、当該ビラの作成を業とする者に支払う。 

からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。）を乗じて得た

金額を、第６条後段において準用する第２条ただし書に規定する要件

に該当する場合に限り、当該ビラの作成を業とする者からの請求に基

づき、当該ビラの作成を業とする者に支払う。 

（ポスターの作成の公費負担額及び支払手続） 

第11条 一関市は、前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該

契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額の

うち、当該契約に基づき作成されたポスターの１枚当たりの作成単価

（当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めると

ころにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところ

に算定した金額）に当該ポスターの作成枚数（当該候補者を通じてポ

スター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委

員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会

が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第９条後段において

準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該

ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作

成を業とする者に支払う。 

  当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 

 525.06円に当該ポスター掲示場数を乗じて得た金額に31万500円

を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得

た金額（１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とす

る。次号において同じ。） 

  当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 

 27.50円にその500を超える数を乗じて得た金額に57万3,030円を加

えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金

額

（ポスターの作成の公費負担額及び支払手続） 

第11条 一関市は、前条の届出をした候補者が同条の契約に基づき当該

契約の相手方であるポスターの作成を業とする者に支払うべき金額の

うち、当該契約に基づき作成されたポスターの１枚当たりの作成単価

（当該作成単価が、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定めると

ころにより算定した金額を超える場合には、当該各号に定めるところ

に算定した金額）に当該ポスターの作成枚数（当該候補者を通じてポ

スター掲示場の数に相当する数の範囲内のものであることにつき、委

員会が定めるところにより、当該候補者からの申請に基づき、委員会

が確認したものに限る。）を乗じて得た金額を、第９条後段において

準用する第２条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該

ポスターの作成を業とする者からの請求に基づき、当該ポスターの作

成を業とする者に支払う。 

  当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500以下である場合 

 541.31円に当該ポスター掲示場数を乗じて得た金額に31万6,250円

を加えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得

た金額（１円未満の端数がある場合には、その端数は、１円とす

る。次号において同じ。） 

  当該選挙区におけるポスター掲示場の数が500を超える場合 

28.35円にその500を超える数を乗じて得た金額に58万6,905円を加

えた金額を当該選挙区におけるポスター掲示場の数で除して得た金

額 
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備考 改正部分は、下線の部分である。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（適用区分） 

２ この条例による改正後の一関市議会議員及び一関市長の選挙における選挙運動の公営に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日

を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。  
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議案第57号 

   一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

  令和４年６月14日提出 

                                                   一関市長 佐 藤 善 仁    

   一関市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 一関市国民健康保険税条例（平成20年一関市条例第７号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

 （課税額）  （課税額） 

第２条 ［略］ 第２条 ［略］ 

２ 前項第１号の基礎課税額は、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、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63万円を超える場合においては、基礎課税額は、63万円とす

る。 

２ 前項第１号の基礎課税額は、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、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65万円を超える場合においては、基礎課税額は、65万円とす

る。 

３ 第１項第２号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。 

３ 第１項第２号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、  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20万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、20万円とする。 

４ ［略］ ４ ［略］ 
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 （国民健康保険税の減額）  （国民健康保険税の減額） 

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第２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63万円を超

える場合には、63万円）、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17

万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

第21条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対し

て課する国民健康保険税の額は、第２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65万円を超

える場合には、65万円）、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20万

円を超える場合には、20万円）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17

万円を超える場合には、17万円）の合算額とする。 

  ～  ［略］   ～  ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

   附 則    附 則 

１～６ ［略］ １～６ ［略］ 

 （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例）  （公的年金等に係る所得に係る国民健康保険税の課税の特例） 

７ 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歳以上の者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における

第21条第１項の規定の適用については、同条中「法第703条の５第１項

に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の５

第１項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号の規定によって計算した

金額から15万円を控除した金額によるものとする。）及び山林所得金

額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

７ 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歳以上の者に係るものに限る。）の控除を受けた場合における

第21条第１項の規定の適用については、同項中「法第703条の５第１項

に規定する総所得金額及び山林所得金額」とあるのは「法第703条の５

第１項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号の規定によって計算した

金額から15万円を控除した金額によるものとする。）及び山林所得金

額」と、「110万円」とあるのは「125万円」とする。 

８～20 ［略］ ８～20 ［略］ 

別表第１（第３条、第４条、第５条関係） 別表第１（第３条、第４条、第５条関係） 
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 基礎課税額分の税率等  基礎課税額分の税率等 

項目 税率等 

第３条 所得割 税率 7.59％

第４条 均等割 被保険者１人当たり 19,800円

第５条 平等割 １世帯当たり 特定世帯及び特定継続

世帯以外の世帯 

20,300円

特定世帯 10,150円

特定継続世帯 15,225円

項目 税率等 

第３条 所得割 税率 7.57％ 

第４条 均等割 被保険者１人当たり 19,800円

第５条 平等割 １世帯当たり 特定世帯及び特定継続

世帯以外の世帯 

20,300円

特定世帯 10,150円

特定継続世帯 15,225円

 備考 ［略］ 備考 ［略］ 

別表第２（第６条、第７条、第７条の２関係） 別表第２（第６条、第７条、第７条の２関係） 

後期高齢者支援金分の税率等 後期高齢者支援金分の税率等 

項目 税率等 

第６条 所得割 税率 2.87％

第７条 均等割 被保険者１人当たり 7,100円

第７条の２ 平等割 １世帯

当たり 

特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 

7,400円

特定世帯 3,700円

特定継続世帯 5,550円

項目 税率等 

第６条 所得割 税率 2.85％ 

第７条 均等割 被保険者１人当たり 7,100円 

第７条の２ 平等割 １世帯

当たり

特定世帯及び特定継続

世帯以外の世帯 

7,400円 

特定世帯 3,700円 

特定継続世帯 5,550円 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

  附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の一関市国民健康保険税条例の規定は、令和４年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和３年度分までの

国民健康保険税については、なお従前の例による。 
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議案第58号 

一関市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 

一関市手数料条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和４年６月14日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁    

一関市手数料条例の一部を改正する条例 

一関市手数料条例（平成17年一関市条例第49号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務 名称 単位 金額 

 ［略］ 

23 狂犬病予防法（昭和25年法律

第247号）第４条第２項の規定に

基づく犬の登録 

犬の登録

手数料 

１ 頭 に

つき 

3,000円

 ［略］ 

事務 名称 単位 金額 

 ［略］ 

23 狂犬病予防法（昭和25年法律

第247号）第４条第２項の規定に

基づく犬の登録（動物の愛護及

び管理に関する法律（昭和48年

法律第105号）第39条の７第２項

の規定により、狂犬病予防法第

４条第１項の規定による犬の登

録の申請があったものとみなさ

れる犬の登録を除く。） 

犬の登録

手数料 

１ 頭 に

つき 

3,000円 

 ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の一関市手数料条例の規定は、令和４年６月１日以後にされる申請から適用し、同日前にされた申請については、なお従

前の例による。 
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議案第59号 

一関市営住宅条例及び一関市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

一関市営住宅条例及び一関市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

令和４年６月14日提出 

一関市長 佐 藤 善 仁    

一関市営住宅条例及び一関市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例 

（一関市営住宅条例の一部改正） 

第１条 一関市営住宅条例（平成17年一関市条例第174号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（入居者の資格） 

第５条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件（老人、

身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で

定める者（以下「老人等」という。）にあっては第２号から第８号ま

でに掲げる条件、被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第14号）

第21条の規定の適用を受ける者並びに福島復興再生特別措置法（平成

24年法律第25号）第27条に規定する特定帰還者及び同法第39条に規定

する居住制限者にあっては第３号から第８号までに掲げる条件）を具

備する者でなければならない。 

   ［略］ 

   その者の収入がアからオまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れアからオまでに定める金額を超えないこと。 

ア 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 

（入居者の資格） 

第５条 市営住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件（老人、

身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で

定める者（以下「老人等」という。）にあっては第２号から第８号ま

でに掲げる条件、被災市街地復興特別措置法（平成７年法律第14号）

第21条の規定の適用を受ける者並びに福島復興再生特別措置法（平成

24年法律第25号）第27条に規定する特定帰還者及び同法第39条に規定

する居住制限者にあっては第３号から第８号までに掲げる条件）を具

備する者でなければならない。 

   ［略］ 

   その者の収入がアからオまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞ

れアからオまでに定める金額を超えないこと。 

ア 入居者又は同居者に次のいずれかに該当する者がある場合 
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214,000円 

   (ｱ)～(ｵ) ［略］ 

  イ 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳

以上又は18歳未満の者である場合 214,000円 

ウ 同居者                          

に中学校卒業前の者                 がある 

場合 214,000円 

エ・オ ［略］ 

  ～  ［略］ 

   住宅の明渡しを行った者と同居していた者のうち当該住宅の明渡

しの原因となった行為をした者（当該行為をしたとき成年であった

者（婚姻により成年に達したものとみなされていた者を含む。）に

限る。）が入居しようとする場合又は同居しようとする者に含まれ

る場合にあっては、当該住宅の明渡しのあった日から２年を経過し

ていること。 

  ・  ［略］ 

（入居者の選考） 

第８条 ［略］  

２ ［略］ 

３ 市長は、第１項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している

配偶者のない女子、引揚者、北朝鮮当局によって拉致された被害者等

の支援に関する法律（平成14年法律第143号）第３条第２項に規定する

帰国被害者等、規則で定める要件を備えている老人等（現に同居し、

又は同居しようとする親族が障害者である者を含む。）又は配偶者か

らの暴力の被害者若しくは犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161

号）第２条第２項に規定する犯罪被害者等（配偶者からの暴力の被害

214,000円 

   (ｱ)～(ｵ) ［略］ 

   (ｶ) 妊娠中の者 

  イ 入居者及び            同居者のいずれもが60歳

以上      の者である場合 214,000円 

ウ 同居者又は入居者若しくは同居者が扶養する者で別居するもの

に18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者がある

場合 214,000円 

エ・オ ［略］ 

  ～  ［略］ 

   住宅の明渡しを行った者と同居していた者のうち当該住宅の明渡

しの原因となった行為をした者（当該行為をしたとき成年であった

者                            に

限る。）が入居しようとする場合又は同居しようとする者に含まれ

る場合にあっては、当該住宅の明渡しのあった日から２年を経過し

ていること。 

  ・  ［略］ 

（入居者の選考） 

第８条 ［略］ 

２ ［略］ 

３ 市長は、第１項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している

配偶者のない者 、引揚者、北朝鮮当局によって拉致された被害者等

の支援に関する法律（平成14年法律第143号）第３条第２項に規定する

帰国被害者等、規則で定める要件を備えている老人等（現に同居し、

又は同居しようとする親族が障害者である者を含む。）又は配偶者か

らの暴力の被害者若しくは犯罪被害者等基本法（平成16年法律第161

号）第２条第２項に規定する犯罪被害者等（配偶者からの暴力の被害
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者を除く。）で速やかに住宅に入居することを必要としている者につ

いては、前２項の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させるこ

とができる。 

者を除く。）で速やかに住宅に入居することを必要としている者につ

いては、前項 の規定にかかわらず、優先的に選考して入居させるこ

とができる。 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

 （一関市特定公共賃貸住宅条例の一部改正） 

第２条 一関市特定公共賃貸住宅条例（平成17年一関市条例第175号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（入居者の資格） 

第６条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、特

定公共賃貸住宅に入居することができない。 

 ・  ［略］ 

  住宅の明渡しを行った者と同居していた者のうち当該住宅の明渡

しの原因となった行為をした者（当該行為をしたとき成年であった

者（婚姻により成年に達した者とみなされていた者を含む。）に限

る。）が入居しようとする場合又は同居しようとする者に含まれる

場合にあっては、当該住宅の明渡しのあった日から２年を経過して

いないもの 

 ・  ［略］ 

（入居者の資格） 

第６条 ［略］ 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、特

定公共賃貸住宅に入居することができない。 

 ・  ［略］ 

  住宅の明渡しを行った者と同居していた者のうち当該住宅の明渡

しの原因となった行為をした者（当該行為をしたとき成年であった

者                           に限

る。）が入居しようとする場合又は同居しようとする者に含まれる

場合にあっては、当該住宅の明渡しのあった日から２年を経過して

いないもの 

 ・  ［略］ 

備考 改正部分は、下線の部分である。 

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の一関市営住宅条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる入居の申込みに係る入居の許可について適用する。 

 （経過措置） 
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３ 民法の一部を改正する法律（平成30年法律第59号）附則第２条第３項の規定により成年に達したものとみなされた者及び同法附則第３条第３項

の規定によりなおその効力を有することとされた同法による改正前の民法（明治29年法律第89号）第753条の規定により成年に達したものとみな

される者に係る改正後の一関市営住宅条例第５条第６号及び改正後の一関市特定公共賃貸住宅条例第６条第２項第３号の規定の適用については、

なお従前の例による。 


