平 成２７年
第 ４回市議 会定例会

議案第９号

函 館市税条 例の一部 改正について
函 館市税条 例の一部 を改正する条例を 次のよ うに定める。
平成２７ 年１２月 ２日提出

函館市 長

工

藤

壽

樹

函 館市税条 例の一部 を改正する条例
函 館市税条 例（昭和 ２５年函館市条例 第２１ 号）の一部を 次の よう に
改正 する。
第 ９条およ び第１０ 条を次のように改 める。
（ 徴収猶予 に係る徴 収金の分割納付ま たは分 割納入の方法 ）
第９ 条

市長 は，法第 １５条第３項または第５項の規定により，同条第

１ 項もしく は第２項 の規定による徴収 の猶予 （以下この節 にお いて 「
徴 収の猶予 」という 。）または同条第 ４項の 規定による徴 収の 猶予 を
し た期間の 延長（次 項および第３項に おいて 「徴収の猶予 期間 の延 長」
と いう。） に係る徴 収金を分割して納 付し， または納入さ せる 場合 に
お いては， 当該分割 納付または当該分 割納入 の各納付期限 また は各 納
入 期限およ び各納付 期限または各納入 期限ご との納付金額 また は納 入
金 額を定め るものと する。
２

市長は， 徴収の猶 予または徴収の猶予期間の延長を受けた者がその
納 付期限ま たは納入 期限までに納付し ，また は納入するこ とが でき な
い ことにつ きやむを 得ない理由がある と認め るときは，前 項の 規定 に
よ り定めた 分割納付 または分割納入の 各納付 期限または各 納入 期限 ご
と の納付金 額または 納入金額を変更す ること ができる。

３

市長は， 第１項の 規定により分割納付または分割納入の各納付期限
ま たは各納 入期限お よび各納付期限ま たは各 納入期限ごと の納 付金 額
ま たは納入 金額を定 めたときは，その 旨，当 該分割納付ま たは 分割 納
入 の各納付 期限また は各納入期限およ び各納 付期限または 各納 入期 限

ご との納付 金額また は納入金額その他 必要な 事項を当該徴 収の 猶予 ま
た は当該徴 収の猶予 期間の延長を受け た者に 通知しなけれ ばな らな い。
４

市長は， 第２項の 規定により分割納付または分割納入の各納付期限
ま たは各納 入期限ご との納付金額また は納入 金額を変更し たと きは ，
そ の旨，そ の変更後 の各納付期限また は各納 入期限および 各納 付期 限
ま たは各納 入期限ご との納付金額また は納入 金額その他必 要な 事項 を
当 該変更を 受けた者 に通知しなければ ならな い。
（ 徴収猶予 の申請手 続等）

第10条

法第 １５条の ２第１項に規定する条例で定める事項は，次に掲

げ る事項と する。
(1) 法第１ ５条第１ 項各号のいずれか に該当 する事実があ るこ とお よ
びその該 当する事 実に基づき徴収金を一時に納付し，または納入す
ることが できない 事情の詳細
(2) 納付し ，または 納入すべき徴収金 の年度 ，種類，納期 限お よび 金
額
(3) 前号の 金額のう ち当該猶予を受け ようと する金額
(4) 当該猶 予を受け ようとする期間
(5) 分割納 付または 分割納入の方法に より納 付または納入 を行 うか ど
うか（分 割納付ま たは分割納入の方法により納付または納入を行う
場合にあ つては， 分割納付または分割納入の各納付期限または各納
入期限お よび各納 付期限または各納入期限ごとの納付金額または納
入金額を 含む。）
(6) 猶予を 受けよう とする金額が１０ ０万円 を超え，かつ ，猶 予期 間
が３月を 超える場 合には，提供しようとする法第１６条第１項各号
に掲げる 担保の種 類，数量，価額および所在（その担保が保証人の
保証であ るときは ，保証人の氏名および住所または居所）その他担
保に関し 参考とな るべき事項（担保を提供することができない特別
の事情が あるとき は，その事情）
(7) その他 市長が必 要と認める事項
２

法第１５ 条の２第 １項に規定する条例で定める書類は，次に掲げる

書 類とする 。
(1) 法第１ ５条第１ 項各号のいずれか に該当 する事実を証 する に足 り
る書類
(2) 財産目 録その他 の資産および負債 の状況 を明らかにす る書 類
(3) 猶予を 受けよう とする日前１年間 の収入 および支出の 実績 なら び
に同日以 後の収入 および支出の見込みを明らかにする書類
(4) 猶予を 受けよう とする金額が１０ ０万円 を超え，かつ ，猶 予期 間
が３月を 超える場 合には，地方税法施行令（昭和２５年政令第2 4 5
号。以下 「令」と いう。）第６条の１０の規定により提出すべき書
類その他 担保の提 供に関し必要となる書類
３

法第１５ 条の２第 ２項に規定する条例で定める事項は，次に掲げる
事 項とする 。
(1) 徴収金 を一時に 納付し，または納 入する ことができな い事 情の 詳
細
(2) 第１項 第２号か ら第６号までに掲 げる事 項
(3) その他 市長が必 要と認める事項

４

法第１５ 条の２第 ２項および第３項に規定する条例で定める書類は，
第 ２項第２ 号から第 ４号までに掲げる 書類と する。

５

法第１５ 条の２第 ３項に規定する条例で定める事項は，次に掲げる
事 項とする 。
(1) 猶予期 間の延長 を受けようとする 徴収金 の年度，種類 ，納 期限 お
よび金額
(2) 猶予期 間内にそ の猶予を受けた金 額を納 付し，または 納入 する こ
とができ ないやむ を得ない理由
(3) 猶予期 間の延長 を受けようとする 期間
(4) 第１項 第５号お よび第６号に掲げ る事項
(5) その他 市長が必 要と認める事項

６

法第１５ 条の２第 ４項に規定する条例で定める書類は，第２項第４
号 に掲げる 書類とす る。

７

法第１５ 条の２第 ８項に規定する条例で定める期間は，２０日とす

る。
第 １０条の 次に次の ３条を加える。
（ 職権によ る換価の 猶予の手続等）
第10条の２

第９条の 規定は，法第１５条の５第２項において読み替え

て 準用する 法第１５ 条第３項または第 ５項の 規定により， 分割 して 納
付 し，また は納入さ せる場合について 準用す る。
２

法第１５ 条の５の ２第１項および第２項に規定する条例で定める書
類 は，次に 掲げる書 類とする。
(1) 前条第 ２項第２ 号から第４号まで に掲げ る書類
(2) 分割納 付または 分割納入させるた めに必 要となる書類
（ 申請によ る換価の 猶予の申請手続等 ）

第10条の３

法第１５ 条の６第１項に規定する条例で定める期間は，６

月 とする。
２

第９条の 規定は， 法第１５条の６第３項において読み替えて準用す
る 法第１５ 条第３項 または第５項の規 定によ り，分割して 納付 し， ま
た は納入さ せる場合 について準用する 。

３

法第１５ 条の６の ２第１項に規定する条例で定める事項は，次に掲
げ る事項と する。
(1) 徴収金 を一時に 納付し，または納 入する ことにより事 業の 継続 ま
たは生活 の維持が 困難となる事情の詳細
(2) 第１０ 条第１項 第２号から第４号 までお よび第６号に 掲げ る事 項
(3) 分割納 付または 分割納入の各納付 期限ま たは各納入期 限お よび 各
納付期限 または各 納入期限ごとの納付金額または納入金額
(4) その他 市長が必 要と認める事項

４

法第１５ 条の６の ２第１項および第２項に規定する条例で定める書
類 は，第１ ０条第２ 項第２号から第４ 号まで に掲げる書類 とす る。

５

法第１５ 条の６の ２第２項に規定する条例で定める事項は，次に掲
げ る事項と する。
(1) 第１０ 条第１項 第６号に掲げる事 項
(2) 第１０ 条第５項 第１号から第３号 までに 掲げる事項

(3) 第３項 第３号に 掲げる事項
(4) その他 市長が必 要と認める事項
６

法第１５ 条の６の ２第３項において準用する法第１５条の２第８項
に 規定する 期間は， ２０日とする。
（ 担保を徴 する必要 がない場合）

第10条の４

法第１６ 条第１項ただし書に規定する条例で定める場合は，

猶 予に係る 金額が１ ００万円以下であ る場合 ，猶予期間が ３月 以内 で
あ る場合ま たは担保 を徴することがで きない 特別の事情が ある 場合 と
す る。
第 ２６条第 ２項中「 地方税法施行令（ 昭和２ ５年政令第２ ４５ 号。 以
下「 令」とい う。）」 を「令」に改める。
第 ２７条の ２第７項 中「又は」を「ま たは」 に改め，「所 在」 の後 ろ
に「 ，法人番 号（行政 手続における特定の個人を識別するための番号の
利用 等に関す る法律（ 平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に規定
する 法人番号 をいう。 以下市民税について同じ。）」を加える。
第 ３２条第 ２項中第 ２号を第３号とし ，第１ 号を第２号と し， 同項 に
第１ 号として 次の１号 を加える。
(1) 納税義 務者の氏 名または名称，住 所もし くは居所また は事 務所 も
しくは事 業所の所 在地および個人番号（行政手続における特定の個
人を識別 するため の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定
する個人 番号をい う。）または法人番号
第 ４０条の ２第１項 第１号中「および 氏名」 を「，氏名ま たは 名称 お
よび 個人番号 （行政手 続における特定の個人を識別するための番号の利
用等 に関する 法律第２ 条第５項に規定する個人番号をいい，当該書類を
提出 する者の 同項に規 定する個人番号に限る。以下固定資産税について
同じ 。）また は法人番 号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以
下固 定資産税 について 同じ。）（個人番号または法人番号を有しない者
にあ つては， 住所およ び氏名または名称）」に改める。
第 ４０条の ３第１項 第１号および第２ 項第１ 号中「および 氏名 」を 「，
氏名 または名 称および 個人番号または法人番号（個人番号または法人番

号を 有しない 者にあつ ては，住所および氏名または名称）」に改める。
第 ５１条第 ２項第１ 号中「及び氏名又 は名称 」を「，氏名 また は名 称
およ び個人番 号または 法人番号（個人番号または法人番号を有しない者
にあ つては， 住所およ び氏名または名称）」に改め，同項第２号から第
５号 までの規 定中「及 び」を「および」に改める。
第 ５４条第 ３項第１ 号および第５４条 の２第 １項第１号中 「お よび 氏
名ま たは名称 」を「， 氏名または名称および個人番号または法人番号（
個人 番号また は法人番 号を有しない者にあつては，住所および氏名また
は名 称）」に 改める。
第 ６９条第 ２項第２ 号中「氏名もしく は名称 」を「事務所 もし くは 事
業所 の所在地 ，氏名ま たは名称および個人番号（行政手続における特定
の個 人を識別 するため の番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定
する 個人番号 をいう。 以下この号および次条において同じ。）または法
人番 号（同法 第２条第 １５項に規定する法人番号をいう。以下この号に
おい て同じ。 ）（個人 番号または法人番号を有しない者にあつては，住
所ま たは事務 所もしく は事業所の所在地および氏名または名称）」に改
める 。
第 ６９条の ２第２項 第１号中「および 住所」 を「，住所お よび 個人 番
号（ 個人番号 を有しな い者にあつては，氏名および住所）」に改める。
第 １１０条 の３第２ 項第１号中「およ び氏名 または名称」 を「 ，氏 名
また は名称お よび個人 番号（行政手続における特定の個人を識別するた
めの 番号の利 用等に関 する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。
以下 この号に おいて同 じ。）または法人番号（同条第１５項に規定する
法人 番号をい う。以下 この号において同じ。）（個人番号または法人番
号を 有しない 者にあつ ては，住所および氏名または名称）」に改める。
第 １１６条 第１号中 「及び氏名又は名 称」を 「または事務 所も しく は
事業 所の所在 地，氏名 または名称および個人番号（行政手続における特
定の 個人を識 別するた めの番号の利用等に関する法律第２条第５項に規
定す る個人番 号をいう 。以下この号において同じ。）または法人番号（
同条 第１５項 に規定す る法人番号をいう。以下この号において同じ。）

（個 人番号ま たは法人 番号を有しない者にあつては，住所または事務所
もし くは事業 所の所在 地および氏名または名称）」に改める。
附 則第８条 の４第１ 項第１号，第２項 第１号 ，第３項第１ 号， 第４ 項
第１ 号および 第５項第 １号中「および氏名または名称」を「，氏名また
は名 称および 個人番号 または法人番号（個人番号または法人番号を有し
ない 者にあつ ては，住 所および氏名または名称）」に改める。
附 則第８条 の５第１ 項第１号中「およ び氏名 または名称」 を「 ，氏 名
また は名称お よび個人 番号または法人番号（個人番号または法人番号を
有し ない者に あつては ，住所および氏名または名称）」に改め，同条第
３項 第１号中 「および 氏名」を「，氏名または名称および個人番号また
は法 人番号（ 個人番号 または法人番号を有しない者にあつては，住所お
よび 氏名）」 に改める 。
附

則

（ 施行期日 ）
第１ 条

この 条例は， 平成２８年１月１日から施行する。ただし，第９

条 および第 １０条の 改正規定，第１０ 条の次 に３条を加え る改 正規 定
な らびに第 ２６条第 ２項の改正規定な らびに 次条の規定は ，同 年４ 月
１ 日から施 行する。
（ 徴収猶予 ，職権に よる換価の猶予お よび申 請による換価 の猶 予に 関
す る経過措 置）
第２ 条

改正 後の函館 市税条例（以下「新条例」という。）第９条，第

１ ０条およ び第１０ 条の４（地方税法 等の一 部を改正する 法律 （平 成
２ ７年法律 第２号。 以下この項におい て「平 成２７年改正 法」 とい う｡)
附 則第１条 第６号に 掲げる規定による 改正後 の地方税法（ 昭和 ２５ 年
法 律第２２ ６号。以 下この条において 「新法 」という。） 第１ ５条 第
１ 項または 第２項の 規定による徴収の 猶予に 係る部分に限 る。 ）の 規
定 は，前条 ただし書 に規定する改正規 定の施 行の日以後に 申請 され る
新 法第１５ 条第１項 または第２項の規 定によ る徴収の猶予 につ いて 適
用 し，同日 前に申請 された平成２７年 改正法 附則第１条第 ６号 に掲 げ
る 規定によ る改正前 の地方税法（次項 におい て「旧法」と いう 。） 第

１ ５条第１ 項または 第２項の規定によ る徴収 の猶予につい ては ，な お
従 前の例に よる。
２

新条例第 １０条の ２および第１０条の４（新法第１５条の５第１項
の 規定によ る換価の 猶予に係る部分に 限る。 ）の規定は， 前条 ただ し
書 に規定す る改正規 定の施行の日以後 にされ る同項の規定 によ る換 価
の 猶予につ いて適用 し，同日前にされ た旧法 第１５条の５ 第１ 項の 規
定 による換 価の猶予 については，なお 従前の 例による。

３

新条例第 １０条の ３および第１０条の４（新法第１５条の６第１項
の 規定によ る換価の 猶予に係る部分に 限る。 ）の規定は， 前条 ただ し
書 に規定す る改正規 定の施行の日以後 に同項 に規定する納 期限 が到 来
す る徴収金 について 適用する。
（ 市民税に 関する経 過措置）

第３ 条

新条 例第３２ 条第２項第１号の規定は，この条例の施行の日以

後 に提出す る申請書 について適用する 。
２

新条例第 ２７条の ２第７項の規定は，この条例の施行の日以後に行
わ れる同項 の規定に よる申告について 適用し ，同日前に行 われ る改 正
前 の函館市 税条例（ 以下「旧条例」と いう。 ）第２７条の ２第 ７項 の
規 定による 申告につ 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４ 条

新条 例第４０ 条の２第１項第１号，第４０条の３第１項第１号

お よび第２ 項第１号 ，第５１条第２項 第１号 ，第５４条第 ３項 第１ 号
な らびに第 ５４条の ２第１項第１号な らびに 附則第８条の ４第 １項 第
１ 号，第２ 項第１号 ，第３項第１号， 第４項 第１号および 第５ 項第 １
号 ならびに 第８条の ５第１項第１号お よび第 ３項第１号の 規定 は， こ
の 条例の施 行の日以 後に提出する新条 例第４ ０条の２第１ 項な らび に
第 ４０条の ３第１項 および第２項なら びに附 則第８条の５ 第３ 項に 規
定 する申出 書，新条 例第５１条第２項 に規定 する申請書ま たは 新条 例
第 ５４条第 ３項およ び第５４条の２第 １項な らびに附則第 ８条 の４ 各
項 および第 ８条の５ 第１項に規定する 申告書 について適用 し， 同日 前
に 提出した 旧条例第 ４０条の２第１項 ならび に第４０条の ３第 １項 お

よ び第２項 ならびに 附則第８条の５第 ３項に 規定する申出 書， 旧条 例
第 ５１条第 ２項に規 定する申請書また は旧条 例第５４条第 ３項 およ び
第 ５４条の ２第１項 ならびに附則第８ 条の４ 各項および第 ８条 の５ 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。
（ 軽自動車 税に関す る経過措置）
第５ 条

新条 例第６９ 条第２項第２号および第６９条の２第２項第１号

の 規定は， この条例 の施行の日以後に 提出す る新条例第６ ９条 第２ 項
お よび第６ ９条の２ 第２項に規定する 申請書 について適用 し， 同日 前
に 提出した 旧条例第 ６９条第２項およ び第６ ９条の２第２ 項に 規定 す
る 申請書に ついては ，なお従前の例に よる。
（ 特別土地 保有税に 関する経過措置）
第６ 条

新条 例第１１ ０条の３第２項第１号の規定は，この条例の施行

の 日以後に 提出する 同項に規定する申 請書に ついて適用し ，同 日前 に
提 出した旧 条例第１ １０条の３第２項 に規定 する申請書に つい ては ，
な お従前の 例による 。
（ 入湯税に 関する経 過措置）
第７ 条

新条 例第１１ ６条の規定は，この条例の施行の日以後に行われ

る 同条の規 定による 申告について適用 し，同 日前に行われ た旧 条例 第
１ １６条の 規定によ る申告については ，なお 従前の例によ る。

（ 提案理由 ）
地 方税法の 一部改正 に伴い，徴収の猶 予，徴 収の猶予期間 の延 長， 換
価の 猶予およ び換価の 猶予期間の延長に関し必要な事項を定め，ならび
に行 政手続に おける特 定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律 の施行に 伴い，市 民税等の市税の申告等に係る書類の記載事項に個
人番 号および 法人番号 を加えるため

