平 成３０年
第 ２回市議 会定例会

議案第３号

函 館市税条 例等の一 部を改正する条例の制定について
函 館市税条 例等の一 部を改正する条例 を次の ように定める 。
平成３０ 年６月１ 日提出

函館市 長

工

藤

壽

樹

函 館市税条 例等の一 部を改正する条例
（ 函館市税 条例の一 部改正）
第１ 条

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１１条 の２第１ 項および第２項中「によつて」を「により」に改
め る。
第１７条 第１項各 号列記以外の部分中「によつて」を「により」に
改 め，同条 第２項中 「この節」の後ろ に「（ 第３０条の１ ０第 ２項 か
ら 第４項ま でを除く 。）」を加える。
第１８条 第１項各 号列記以外の部分中「によつて」を「により」に
改 め，同条 第２項中 「控除対象配偶者 」を「 同一生計配偶 者」 に改 め，
「 得た金額 」の後ろ に「に１０万円を 加算し た金額」を加 える 。
第２５条 の２第１ 項中「当該」を「同表の」に改める。
第２６条 の２中「 扶養控除額を，」の後ろに「前年の合計所得金額
が ２，５０ ０万円以 下である」を加え る。
第２７条 の２第１ 項中「の者」を「に掲げる者」に改め，同項ただ
し 書中「に よつて」 を「により」に改 め，「 配偶者特別控 除額 」の 後
ろ に「（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。）」を加え ，同条 第３項中「に よつ て」 を
「 により」 に，「に おいては」を「に は」に 改め，同条第 ４項 中「 に
よ つて」を 「により 」に，「及び」を 「およ び」に，「又 は」 を「 ま
た は」に， 「におい ては」を「には」 に改め ，同条第５項 中「 にお い

て は」を「 には」に ，「の者」を「に 掲げる 者」に改め， 同条 第６ 項
中 「におい ては」を 「には」に，「の 者」を 「に掲げる者 」に ，「 又
は 」を「ま たは」に 改め，同条第７項 中「に おいては」を 「に は」 に，
「 の者」を 「に掲げ る者」に改める。
第３０条 の９の３ 中「（以下この節」を「（次条第１項」に改める。
第３０条 の９の５ 第１項中「においては」を「には」に，「以下こ
の 節」を「 次条第２ 項」に改め，同条 第３項 中「第３０条 の９ の５ 第
１ 項」と」 の後ろに 「，「の特別徴収 義務者 」とあるのは 「（ 同項 に
規 定する年 金所得に 係る仮特別徴収税 額をい う。以下同じ 。） の特 別
徴 収義務者 」と」を 加える。
第３０条 の１０中 「による申告書」の後ろに「（次項および第３項
に おいて「 納税申告 書」という。）」 を加え ，同条に次の ３項 を加 え
る。
２

法第３２１条の ８第４２項に規定 する特 定法人である 内国 法人 は，
前項の規 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，同項の規定にかかわらず，同条第４２項
および地 方税法施 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 組織を使 用し，かつ，地方税共同機構（第４項において「
機構」と いう。） を経由して行う方法その他地方税法施行規則で定
める方法 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。

３

前項の規定によ り行われた同項の 申告に ついては，申 告書 記載 事
項が記載 された納 税申告書により行われたものとみなして，この条
例の規定 を適用す る。

４

第２項の規定に より行われた同項 の申告 は，法第７６ ２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 録がされた時に同項に規定する市長に到達したも
のとみな す。
第７２条 を第７２ 条の２とし，第２章第４節中同条の前に次の１条

を 加える。
（製造た ばこの区 分）
第 72条

製 造たばこ の区分は，次に掲 げると おりとし，製 造た ばこ 代

用品に係 る製造た ばこの区分は，当該製造たばこ代用品の性状によ
るものと する。
(1) 喫煙 用の製造 たばこ
ア

紙 巻たばこ

イ

葉 巻たばこ

ウ

パ イプたば こ

エ

刻 みたばこ

オ

加 熱式たば こ

(2) かみ 用の製造 たばこ
(3) かぎ 用の製造 たばこ
第７３条 の次に次 の１条を加える。
（製造た ばことみ なす場合）
第 73条の２

加熱式 たばこの喫煙用具 であつ て加熱により 蒸気 とな る

グリセリ ンその他 の物品またはこれらの混合物を充塡したもの（た
ばこ事業 法第３条 第１項に規定する会社（以下この条において「会
社」とい う。）， 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気
となるグ リセリン その他の物品またはこれらの混合物を充塡したも
のを製造 した特定 販売業者，加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱
により蒸 気となる グリセリンその他の物品またはこれらの混合物を
充塡した ものを会 社または特定販売業者から委託を受けて製造した
者その他 これらに 準ずる者として地方税法施行規則第８条の２の２
で定める 者により 売渡し，消費等または引渡しがされたものおよび
輸入され たものに 限る。以下この条および次条第３項第１号におい
て「特定 加熱式た ばこ喫煙用具」という。）は，製造たばことみな
して，こ の節の規 定を適用する。この場合において，特定加熱式た
ばこ喫煙 用具に係 る製造たばこの区分は，加熱式たばことする。
第７４条 第１項中 「第７２条第１項」を「第７２条の２第１項」に

改 め，「消 費等」の 後ろに「（以下こ の条お よび第７８条 にお いて 「
売 渡し等」 という。 ）」を加え，同条 第２項 中「前項の製 造た ばこ 」
の 後ろに「 （加熱式 たばこを除く。） 」を加 え，「喫煙用 の紙 巻た ば
こ 」を「紙 巻たばこ 」に，「当該右欄 」を「 同表の右欄」 に改 め， 同
項 後段を削 り，同項 の表第１号ア中「 パイプ たばこ」を「 葉巻 たば こ」
に 改め，同 号イ中「 葉巻たばこ」を「 パイプ たばこ」に改 め， 同条 第
４ 項中「前 項」を「 前２項」に改め， 「関し ，」の後ろに 「第 ４項 の」
を ，「重量 」の後ろ に「または前項の 加熱式 たばこの品目 ごと の１ 個
当 たりの重 量」を加 え，同項を同条第 ６項と し，同項の前 に次 の１ 項
を 加える。
５

第３項第２号に 掲げる方法により 加熱式 たばこの重量 を紙 巻た ば
この本数 に換算す る場合における計算は，売渡し等に係る加熱式た
ばこの品 目ごとの １個当たりの重量（同号に規定する加熱式たばこ
の重量を いう。） に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得
た重量を 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。
第７４条 第３項中 「前項」を「第２項」に改め，「の重量を」の後

ろ に「紙巻 たばこの 」を加え，「場合 の」を 「場合または 前項 第１ 号
に 掲げる方 法により 同号に規定する加 熱式た ばこの重量を 紙巻 たば こ
の 本数に換 算する場 合における」に， 「第７ ２条第１項の 売渡 しま た
は 同条第２ 項の売渡 しもしくは消費等 」を「 売渡し等」に ，「 同欄 」
を 「第７２ 条」に， 「喫煙用の紙巻き たばこ 」を「紙巻た ばこ 」に 改
め ，同項を 同条第４ 項とし，同条第２ 項の次 に次の１項を 加え る。
３

加熱式たばこに 係る第１項の製造 たばこ の本数は，第 １号 に掲 げ
る方法に より換算 した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した
紙巻たば この本数 ，第２号に掲げる方法により換算した紙巻たばこ
の本数に ０．２を 乗じて計算した紙巻たばこの本数および第３号に
掲げる方 法により 換算した紙巻たばこの本数に０．２を乗じて計算
した紙巻 たばこの 本数の合計数によるものとする。
(1) 加熱 式たばこ （特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の重量の

１ グラムを もつて紙 巻たばこの１本に換算する方法
(2) 加熱 式たばこ の重量（フィルターその他の地方税法施行規則第
１ ６条の２ の２で定 めるものに係る部分の重量を除く。）の 0.4
グ ラムをも つて紙巻 たばこの０．５本に換算する方法
(3) 次に 掲げる加 熱式たばこの区分に応じ，それぞれ次に定める金
額 の紙巻た ばこの１ 本の金額に相当する金額（所得税法等の一部
を 改正する 法律（平 成３０年法律第７号）附則第４８条第１項第
１ 号に定め るたばこ 税の税率，一般会計における債務の承継等に
伴 い必要な 財源の確 保に係る特別措置に関する法律（平成１０年
法 律第１３ ７号）第 ８条第１項に規定するたばこ特別税の税率，
法 第７４条 の５に規 定するたばこ税の税率および法第４６８条に
規 定するた ばこ税の 税率をそれぞれ１，０００で除して得た金額
の 合計額を １００分 の６０で除して計算した金額をいう。第８項
に おいて同 じ。）を もつて紙巻たばこの０．５本に換算する方法
ア

売 渡し等の 時における小売定価（たばこ事業法第３３条第１
項または第２ 項の認可を受けた 小売定価をいう。）が定められ
ている加熱式 たばこ

当該小売 定価に相当する金額（消費税法

（昭和６３年 法律第１０８号） の規定により課されるべき消費
税に相当する 金額および法第２ 章第３節の規定により課される
べき地方消費 税に相当する金額 を除く。）
イ

ア に掲げる もの以外の加熱式たばこ

たばこ税法（昭和５９

年法律第７２ 号）第１０条第３ 項第２号ロおよび第４項の規定
の例により算 定した金額
第７４条 に次の４ 項を加える。
７

第３項第３号に 掲げる方法により 加熱式 たばこに係る 同号 アま た
はイに定 める金額 を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算
は，売渡 し等に係 る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの同号ア
またはイ に定める 金額に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じ
て得た金 額を合計 し，その合計額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。

８

前項の計算に関 し，加熱式たばこ の品目 ごとの１個当 たり の第 ３
項第３号 アに定め る金額または紙巻たばこの１本の金額に相当する
金額に１ 銭未満の 端数がある場合には，その端数を切り捨てるもの
とする。

９

第３項各号に掲 げる方法により換 算した 紙巻たばこの 本数 に同 項
に規定す る数を乗 じて計算した紙巻たばこの本数に１本未満の端数
がある場 合には， その端数を切り捨てるものとする。

10

前各項 に定める もののほか，これ らの規 定の適用に関 し必 要な 事
項は，地 方税法施 行規則で定めるところによる。
第７５条 中「５， ２６２円」を「５，６９２円」に改める。
第７６条 第３項中 「第７２条」を「第７２条の２」に改める。
第７８条 第１項中 「第７２条第１項の売渡しまたは同条第２項の売

渡 しもしく は消費等 」を「売渡し等」 に改め る。
附則第４ 条第１項 中「得た金額」の後ろに「に１０万円を加算した
金 額」を加 える。
附則第８ 条の３第 １項中「３分の１」を「２分の１」に改め，同条
第 ３項を削 り，同条 第４項中「第１５ 条第２ 項第７号」を 「第 １５ 条
第 ２項第６ 号」に改 め，同項を同条第 ３項と し，同条中第 ５項 を第 ４
項 とし，第 ６項を第 ５項とし，同項の 次に次 の１項を加え る。
６

法附則第１５条 第３２項第１号ハ に規定 する設備につ いて 同号 に
規定する 条例で定 める割合は，３分の２とする。
附則第８ 条の３第 １３項中「第１５条の８第４項」を「第１５条の

８ 第２項」 に改め， 同項を同条第１９ 項とし ，同条第１２ 項を 同条 第
１ ７項とし ，同項の 次に次の１項を加 える。
18

法附則 第１５条 第４７項に規定す る条例 で定める割合 は， 零と す
る。
附則第８ 条の３中 第１１項を第１６項とし，第１０項を第１４項と

し ，同項の 次に次の １項を加える。
15

法附則 第１５条 第３９項に規定す る条例 で定める割合 は， ５分 の
４とする 。

附則第８ 条の３第 ９項中「第１５条第３２項第２号ハ」を「第１５
条 第３２項 第３号ハ 」に改め，同項を 同条第 １３項とし， 同条 第８ 項
中 「第１５ 条第３２ 項第２号ロ」を「 第１５ 条第３２項第 ３号 ロ」 に
改 め，同項 を同条第 １２項とし，同条 第７項 中「第１５条 第３ ２項 第
２ 号イ」を 「第１５ 条第３２項第３号 イ」に 改め，同項を 同条 第１ １
項 とし，同 項の前に 次の４項を加える 。
７

法附則第１５条 第３２項第１号ニ に規定 する設備につ いて 同号 に
規定する 条例で定 める割合は，３分の２とする。

８

法附則第１５条 第３２項第１号ホ に規定 する設備につ いて 同号 に
規定する 条例で定 める割合は，３分の２とする。

９

法附則第１５条 第３２項第２号イ に規定 する設備につ いて 同号 に
規定する 条例で定 める割合は，４分の３とする。

10

法附則 第１５条 第３２項第２号ロ に規定 する設備につ いて 同号 に
規定する 条例で定 める割合は，４分の３とする。

第２ 条

函館 市税条例 の一部を次のように改正する。

第７４条 第３項各 号列記以外の部分中「０．８」を「０．６」に，
「 ０．２」 を「０． ４」に改める。
附則第８ 条の３第 １６項中「第１５条第４４項」を「第１５条第43
項 」に改め ，同条第 １７項中「第１５ 条第４ ５項」を「第 １５ 条第 44
項 」に改め ，同条第 １８項中「第１５ 条第４ ７項」を「第 １５ 条第 46
項 」に改め る。
第３ 条

函館 市税条例 の一部を次のように改正する。

第７４条 第３項各 号列記以外の部分中「０．６」を「０．４」に，
「 ０．４」 を「０． ６」に改め，同項 第３号 中「第４８条 第１ 項第 １
号 」を「第 ４８条第 １項第２号」に改 める。
第７５条 中「５， ６９２円」を「６，１２２円」に改める。
第４ 条

函館 市税条例 の一部を次のように改正する。

第７４条 第３項各 号列記以外の部分中「０．４」を「０．２」に，
「 ０．６」 を「０． ８」に改め，同項 第３号 中「所得税法 等の 一部 を
改 正する法 律（平成 ３０年法律第７号 ）附則 第４８条第１ 項第 ２号 に

定 める」を 「たばこ 税法（昭和５９年 法律第 ７２号）第１ １条 第１ 項
に 規定する 」に改め ，同号イ中「（昭 和５９ 年法律第７２ 号） 」を 削
る。
第７５条 中「６， １２２円」を「６，５５２円」に改める。
第５ 条

函館 市税条例 の一部を次のように改正する。

第７３条 の２中「 および次条第３項第１号」を削る。
第７４条 第３項各 号列記以外の部分中「第１号」を「次」に改め，
「 紙巻たば この本数 に０．２を乗じて 計算し た紙巻たばこ の本 数， 第
２ 号に掲げ る方法に より換算した紙巻 たばこ の本数に０． ８を 乗じ て
計 算した紙 巻たばこ の本数および第３ 号に掲 げる方法によ り換 算し た
紙 巻たばこ の本数に ０．８を乗じて計 算した 」を削り，同 項第 １号 を
削 り，同項 第２号を 同項第１号とし， 同項第 ３号を同項第 ２号 とし ，
同 条第４項 中「また は前項第１号に掲 げる方 法により同号 に規 定す る
加 熱式たば この重量 を紙巻たばこの本 数に換 算する場合」 を削 り， 同
条 第５項中 「第３項 第２号」を「第３ 項第１ 号」に改め， 同条 第７ 項
中 「第３項 第３号」 を「第３項第２号 」に改 め，同条第８ 項中 「第 ３
項 第３号ア 」を「第 ３項第２号ア」に 改め， 同条第９項を 削り ，同 条
第 １０項を 同条第９ 項とする。
（ 函館市税 条例等の 一部を改正する条 例の一 部改正）
第６ 条

函館 市税条例 等の一部を改正する条例（平成２７年函館市条例

第 ４７号） の一部を 次のように改正す る。
附則第５ 条第２項 各号列記以外の部分中「新条例」を「函館市税条
例 」に改め ，同項第 ３号中「平成３１ 年３月 ３１日」を「 平成 ３１ 年
９ 月３０日 」に改め ，同条第３項中「 新条例 第７２条第１ 項」 を「 函
館 市税条例 第７２条 の２第１項」に改 め，同 条第６項中「 第１ １条 第
１ 項および 第２項」 を「第１１条」に ，「な らびに」を「 およ び」 に，
「
第 １１条第 ２項

各納期限

平成２７年改正条
例附則第５条第５
項の納期限

を

第１項

同条第６項 の規定
により読み替えら
れた第１項
」

「
第 １１条第 １項第
４号

第７８条第４項

平成２７年改正条
例附則第５条第６
項の規定により読
み替えられた第78
条第４項
に

第 １１条第 ２項

第１項

平成２７年改正条
例附則第５条第６
項の規定により読
み替えられた第１
項
」

改 め，同条 第９項中
「
第 ６項の表 第１１
条 第２項の 項

附則第５条第５項

附則第５条第９項
において準用する
同条第５項

同条第６項

同条第９項 におい
て準用する同条第
６項

を

」
「
第 ６項の表 第１１
条 第１項第 ４号の
項

附則第５条第６項

附則第５条第９項
において準用する
同条第６項
に

第 ６項の表 第１１
条 第２項の 項

附則第５条第６項

附則第５条第９項
において準用する
同条第６項
」

改 め，同条 第１１項 中
「
第 ６項の表 第１１
条 第２項の 項

附則第５条第５項

附則第５条第１１
項において準用す

る同条第５項
を
同条第６項

同条第１１ 項にお
いて準用する同条
第６項
」

「
第 ６項の表 第１１
条 第１項第 ４号の
項

附則第５条第６項

附則第５条第１１
項において準用す
る同条第６項
に

第 ６項の表 第１１
条 第２項の 項

附則第５条第６項

附則第５条第１１
項において準用す
る同条第６項
」

改 め，同条 第１２項 中「平成３１年４ 月１日 」を「平成３ １年 １０ 月
１ 日」に， 「１，２ ６２円」を「１， ６９２ 円」に改め， 同条 第１ ３
項 の表第４ 項の項中 「平成３１年４月 ３０日 」を「平成３ １年 １０ 月
３ １日」に 改め，同 表第５項の項中「 平成３ １年９月３０ 日」 を「 平
成 ３２年３ 月３１日 」に改め，同条第 １３項 中
「
第 ６項の表 第１１
条 第２項の 項

附則第５条第５項

附則第５条第１３
項において準用す
る同条第５項

同条第６項

同条第１３ 項にお
いて準用する同条
第６項

を

」
「
第 ６項の表 第１１
条 第１項第 ４号の
項

附則第５条第６項

附則第５条第１３
項において準用す
る同条第６項
に

第 ６項の表 第１１
条 第２項の 項

附則第５条第６項

附則第５条第１３
項において準用す
る同条第６項
」

改 める。

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１条 中第７２ 条を第７２条の２ とし， 第２章第４節 中同 条の 前
に１条を 加える改 正規定，第７３条の次に１条を加える改正規定な
らびに第 ７４条， 第７５条，第７６条第３項および第７８条第１項
の改正規 定ならび に第６条（同条中附則第５条第６項，第９項およ
び第１１ 項の改正 規定ならびに同条第１３項の改正規定（同項の表
第４項の 項および 同表第５項の項の改正規定を除く。）を除く。）
ならびに 附則第４ 条から第６条までの規定

平成３０年１０月１日

(2) 第１条 中第１８ 条第２項の改正規 定（「 控除対象配偶 者」 を「 同
一生計配 偶者」に 改める部分に限る。）および第２７条の２第１項
の改正規 定ならび に次条第１項の規定

平成３１年１月１日

(3) 第２条 （次号に 掲げる改正規定を 除く。 ）の規定

平 成３ １年 ４

月１日
(4) 第２条 中第７４ 条第３項の改正規 定

平 成３１年１０ 月１ 日

(5) 第１条 中第１７ 条，第１８条第１ 項およ び第３０条の １０ の改 正
規定なら びに次条 第３項の規定

平成３２年４月１日

(6) 第３条 ならびに 附則第７条および 第８条 の規定

平成 ３２ 年１ ０

月１日
(7) 第１条 中第１８ 条第２項の改正規 定（第 ２号に掲げる 改正 規定 を
除く。） および第 ２６条の２の改正規定ならびに附則第４条の改正
規定なら びに次条 第２項の規定

平成３３年１月１日

(8) 第４条 ならびに 附則第９条および 第１０ 条の規定

平 成３ ３年 10

月１日
(9) 第５条 の規定

平成３４年１０月 １日

(10) 第１条 中附則第 ８条の３第１２項 を同条第１７項とし，同項の次
に１項を 加える改 正規定（同条第１８項に係る部分に限る。）

こ

の条例の 施行の日 または地方税法等の一部を改正する法律（平成30

年法律第 ３号。附 則第３条第２項において「地方税法等改正法」と
いう。） 附則第１ 条第１２号に定める日のいずれか遅い日
（ 市民税に 関する経 過措置）
第２ 条

前条 第２号に 掲げる規定による改正後の函館市税条例の規定中

個 人の市民 税に関す る部分は，平成３ １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 。
２

前条第７ 号に掲げ る規定による改正後の函館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 ついて適 用し，平 成３２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。

３

第１条の 規定によ る改正後の函館市税条例（次条第１項および附則
第 １１条に おいて「 新条例」という。 ）第１ ７条および第 ３０ 条の 10
第 ２項から 第４項ま での規定は，前条 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 民税お よび同日以後 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，同日前に 開始 した 事
業 年度分の 法人の市 民税および同日前 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 。
（ 固定資産 税に関す る経過措置）

第３ 条

別段 の定めが あるものを除き，新条例の規定中固定資産税に関

す る部分は ，平成３ ０年度以後の年度 分の固 定資産税につ いて 適用 し，
平 成２９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 。
２

平成２８ 年４月１ 日から平成３０年３月３１日までの間に取得され
た 地方税法 等改正法 第１条の規定によ る改正 前の地方税法 （昭 和２ ５
年 法律第２ ２６号。 次項において「旧 法」と いう。）附則 第１ ５条 第
２ 項に規定 する施設 または設備に対し て課す る固定資産税 につ いて は，
な お従前の 例による 。

３

平成２８ 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 された旧 法附則第 １５条第３２項に 規定す る特定再生可 能エ ネル ギ
ー 発電設備 に対して 課する固定資産税 につい ては，なお従 前の 例に よ

る。
（ たばこ税 に関する 経過措置）
第４ 条

別段 の定めが あるものを除き，附則第１条第１号に掲げる規定

の 施行の日 前に課し た，または課すべ きであ ったたばこ税 につ いて は，
な お従前の 例による 。
（ 手持品課 税に係る たばこ税）
第５ 条

平成 ３０年１ ０月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定す

る 売渡しま たは同条 第２項に規定する 売渡し もしくは消費 等（ 同法 第
４ ６９条第 １項第１ 号および第２号に 規定す る売渡しを除 く。 附則 第
８ 条第１項 および第 １０条第１項にお いて「 売渡し等」と いう 。） が
行 われた製 造たばこ （函館市税条例等 の一部 を改正する条 例（ 平成 27
年 函館市条 例第４７ 号）附則第５条第 １項に 規定する紙巻 たば こ３ 級
品 を除く。 以下この 項および第５項に おいて 「製造たばこ 」と いう 。）
を 同日に販 売のため 所持する卸売販売 業者等 （附則第１条 第１ 号に 掲
げ る規定に よる改正 後の函館市税条例 （第４ 項および第５ 項に おい て
「 ３０年新 条例」と いう。）第７２条 の２第 １項に規定す る卸 売販 売
業 者等をい う。以下 同じ。）または小 売販売 業者がある場 合に おい て，
こ れらの者 が所得税 法等の一部を改正 する法 律（平成３０ 年法 律第 ７
号 。附則第 ８条第１ 項および第１０条 第１項 において「所 得税 法等 改
正 法」とい う。）附 則第５１条第１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 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 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， たば こ
税 を課する 。この場 合におけるたばこ 税の課 税標準は，当 該売 り渡 し
た ものとみ なされる 製造たばこの本数 とし， 当該たばこ税 の税 率は ，
１ ，０００ 本につき ４３０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または小売販売業者
の 営業所ご とに，地 方税法施行規則の 一部を 改正する省令 （平 成３ ０
年 総務省令 第２４号 ）別記第２号様式 による 申告書を平成 ３０ 年１ ０
月 ３１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３１年４月１日まで
に ，その申 告に係る 税金を地方税法施 行規則 （昭和２９年 総理 府令 第
２ ３号。以 下「施行 規則」という。） 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 ，３０年 新条例第１１条， 第７８ 条第４項，第 ８０ 条の ２
お よび第８ １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３ ０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。
第１１条 第１項第 ２
号

第７８条第１項もし
くは第２項

函館市税条例等の一
部を改正する条例（
平成 ３０年函館 市条
例第
号。以 下こ
の条 および第２ 章第
４節 において「 平成
３０ 年改正条例 」と
いう 。）附則第 ５条
第２ 項

第１１条 第１項第 ３
号

第６４条の７第１項
の申告書，第７８条
第１項もしく は第２
項の申告書ま たは第
１１０条第１ 項の申
告書でその提 出期限

平成３０年改正条例
附則第５条第３項の
納期限

第１１条 第１項第 ４
号

第７８条第４項

平成３０年改正条例
附則第５条第４項の
規定 により読み 替え
られ た第７８条 第４
項

５

第１１条 第２項

第１項

平成３０年改正条例
附則 第５条第４ 項の
規定 により読み 替え
られ た第１項

第７８条 第４項

第１項または第２項
に規定する申 告書

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 ２４号）別 記第
２号 様式

第８０条 の２第１ 項

第７８条第１項また
は第２項

平成３０年改正条例
附則第５ 条第２項

当該各項

同項

３０年新 条例第７ ９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 区域内に小売販売 業者の 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 項の規定によ りた ばこ 税
を 課された ，または 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。 この場合において ，当該 卸売販売業者 等は ，施 行
規 則第１６ 条の２の ５または第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「返還 の理由及 びその他参考とな るべき 事項」欄に， 当該 控除 ま
た 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 た
ば こ税が課 された， または課されるべ 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。
（ 手持品課 税に係る たばこ税に関する 経過措 置）

第６ 条

平成 ３０年１ ０月１日から平成３１年９月３０日までの間にお

け る前条第 ４項の規 定の適用について は，同 項の表第１１ 条第 １項 第
３ 号の項中 「第６４ 条の７第１項の申 告書， 第７８条第１ 項」 とあ る
の は，「第 ７８条第 １項」とする。

（ たばこ税 に関する 経過措置）
第７ 条

別段 の定めが あるものを除き，附則第１条第６号に掲げる規定

の 施行の日 前に課し た，または課すべ きであ ったたばこ税 につ いて は，
な お従前の 例による 。
（ 手持品課 税に係る たばこ税）
第８ 条

平成 ３２年１ ０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 等また 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
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， たばこ税を課する 。この 場合における 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 の本 数と し，
当 該たばこ 税の税率 は，１，０００本 につき ４３０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または小売販売業者
の 営業所ご とに，地 方税法施行規則の 一部を 改正する省令 （平 成３ ０
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 る申告 書を平成３２ 年１ １月 ２
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３３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 。

４

第１項の 規定によ り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３条 の規定による改正 後の函 館市税条例（ 以下 この 項
お よび次項 において 「３２年新条例」 という 。）第１１条 ，第 ７８ 条
第 ４項，第 ８０条の ２および第８１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 る字句は ，それぞ れ同表の右欄に掲 げる字 句とする。

５

第１１条 第１項第 ２
号

第７８条第１項もし
くは第２項

函館市税条例等の一
部を改正する条例（
平成 ３０年函館 市条
例第
号。以 下こ
の条 および第２ 章第
４節 において「 平成
３０ 年改正条例 」と
いう 。）附則第 ８条
第２ 項

第１１条 第１項第 ３
号

第６４条の７第１項
の申告書，第７８条
第１項もしく は第２
項の申告書ま たは第
１１０条第１ 項の申
告書でその提 出期限

平成３０年改正条例
附則第８条第３項の
納期限

第１１条 第１項第 ４
号

第７８条第４項

平成３０年改正条例
附則第８条第４項の
規定 により読み 替え
られ た第７８条 第４
項

第１１条 第２項

第１項

平成３０年改正条例
附則 第８条第４ 項の
規定 により読み 替え
られ た第１項

第７８条 第４項

第１項または第２項
に規定する申 告書

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）別 記第
２号 様式

第８０条 の２第１ 項

第７８条第１項また
は第２項

平成３０年改正条例
附則第８ 条第２項

当該各項

同項

３２年新 条例第７ ９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 区域内に小売販売 業者の 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 項の規定によ りた ばこ 税
を 課された ，または 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。 この場合において ，当該 卸売販売業者 等は ，施 行
規 則第１６ 条の２の ５または第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「返還 の理由及 びその他参考とな るべき 事項」欄に， 当該 控除 ま
た 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 た
ば こ税が課 された， または課されるべ 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。
（ たばこ税 に関する 経過措置）
第９ 条

別段 の定めが あるものを除き，附則第１条第８号に掲げる規定

の 施行の日 前に課し た，または課すべ きであ ったたばこ税 につ いて は，
な お従前の 例による 。
（ 手持品課 税に係る たばこ税）
第10条

平成 ３３年１ ０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 等また 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５１条 第１ １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 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 ，たばこ税を課す る。こ の場合におけ るた 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 この 本数 と
し ，当該た ばこ税の 税率は，１，００ ０本に つき４３０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または小売販売業者
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。

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４条 の規定による改正 後の函 館市税条例（ 以下 この 項
お よび次項 において 「３３年新条例」 という 。）第１１条 ，第 ７８ 条
第 ４項，第 ８０条の ２および第８１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 る字句は ，それぞ れ同表の右欄に掲 げる字 句とする。
第１１条 第１項第 ２
号

第７８条第１項もし
くは第２項

函館市税条例等の一
部を改正する条例（
平成 ３０年函館 市条
例第
号。以 下こ
の条 および第２ 章第
４節 において「 平成
３０ 年改正条例 」と
いう 。）附則第 １０
条第 ２項

第１１条 第１項第 ３
号

第６４条の７第１項
の申告書，第７８条
第１項もしく は第２
項の申告書ま たは第
１１０条第１ 項の申
告書でその提 出期限

平成３０年改正条例
附則第１０条第３項
の納期限

第１１条 第１項第 ４
号

第７８条第４項

平成３０年改正条例
附則第１０条第４項
の規 定により読 み替
えら れた第７８ 条第
４項

第１１条 第２項

第１項

平成３０年改正条例
附則 第１０条第 ４項

の規 定により読 み替
えら れた第１項

５

第７８条 第４項

第１項または第２項
に規定する申 告書

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）別 記第
２号 様式

第８０条 の２第１ 項

第７８条第１項また
は第２項

平成３０年改正条例
附則第１ ０条第２項

当該各項

同項

３３年新 条例第７ ９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 区域内に小売販売 業者の 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 項の規定によ りた ばこ 税
を 課された ，または 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。 この場合において ，当該 卸売販売業者 等は ，施 行
規 則第１６ 条の２の ５または第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「返還 の理由及 びその他参考とな るべき 事項」欄に， 当該 控除 ま
た 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 た
ば こ税が課 された， または課されるべ 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。
（ 都市計画 税に関す る経過措置）

第11条

新条 例の規定 中都市計画税に関する部分は，平成３０年度以後

の 年度分の 都市計画 税について適用し ，平成 ２９年度分ま での 都市 計
画 税につい ては，な お従前の例による 。

（ 提案理由 ）
地 方税法等 の一部改 正に伴い，個人の 市民税 について均等 割お よび 所
得割 の非課税 の範囲， 所得割の基礎控除の適用を受ける所得金額ならび
に年 金所得者 に係る配 偶者特別控除の申告要件に関する規定を整備し，
たば こ税につ いて税率 を引き上げ，および加熱式たばこの課税方式に関
する 規定を整 備し，固 定資産税および都市計画税について課税標準に関
する 特例措置 に係る軽 減割合を定める等の見直しを行い，ならびに特定
法人 である内 国法人に 対する市民税の電子申告の義務付けに関する規定
の整 備等をす るため

