
平成27年11月24日

議 会 運 営 委 員 会 資 料

第14回 尼崎市議会定例会市長提出予定案件

1議 案の数及び名称

（1）議 案 の数

種 別 予 算 条 例 その他 計

件 数 1 8 9 18

（2）議案 の名 称

く予算 〉

議案 第118号

く条例 〉

議案第119号

議案 第120号

議案第121号

議案第122号

議案第123号

議案第124号

議案 第125号

議案 第126号

くその他 〉

議案 第127号

議案 第128号

議案第129号

議案第130号

議案第131号

平成27年 度尼崎市一般会計補正予算 （第5号 ）

尼崎市個人番号の利用に関する条例について

尼崎市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す る条

例の一部を改正する条例について

尼崎市職員の再任用に関する条例の一部 を改正する条例について

尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例の一部を改正する条例の一部

を改正する条例について

尼崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正す る条例につい

て

学校教育法等の一部を改正す る法律の施行 に伴 う関係条例の整備

に関する条例について

尼崎市住民基本台帳カー ドの利用に関す る条例及び尼崎市印鑑条

例の一部を改正す る条例の一部を改正する条例について

尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

工事請負契約の変更について（成文小学校東棟改築等工事）

工事請負契約の変更について（園田小学校北棟改築等工事）

工事請負契約の変更について （塚 口中学校北西棟改築等工事）

工事請負契約の変更について （園田中学校東棟改築等工事）

指定管理者の指定にっいて （尼崎市立北図書館）
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議案第132号

議案第133号

議案 第134号

議 案第135号

指定管理者の指定にっいて （尼崎市立富松住宅）

指定管理者 の指定にっいて （尼崎市営住宅等）

訴えの提起について （建物明渡 し等請求事件）

市道路線の認定及び一部廃止について

2そ の他の報告

（1）議会の指定に基づ く専決処分

・ 和解及び損害賠償の額の決定

交通事故2件

その他の事故1件

164，985円

59，400円

3追 加提出予定案件

く人事〉

・ 尼崎市固定資産評価審査委員会の委員の選任
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第14回 尼崎市議会定例会

議 案 説 明 資 料
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（議案説明資料）

〈平成27年12 ．月 定例 会 〉

種 別 予算 番 号 議案 第118号 所 管 各事業所管課

件 名 平成27年 度尼崎市一般会計補正予算 （第5号 ）

’内 容

1補 正予算 の規模

（単位 ：千 円）

現在予算額 補正予算額 補正後予算額

208，446，726 444，253 208，890，979

2歳 入歳出補正予算額

（単 位 ：千 円）

歳 入 歳 出

款 補正予算額 款 補正予算額

国庫支出金 1，626 総務費 164，253

繰越金 1，627 民生費 280，000

市債 441，000

合 計 444，253 合 計 444，253

3債 務負担行為

追加 （単位 ：千 円）

事 項 期 間 限度額

武庫支所 ・武庫地区会館

複合施設整備事業
平成28年 度 660，000

市営住宅建替事業 平成33年 度 10，550，000

給食調理業務委託事業 平成28年 度 570，000

4補 正予算の内容

公職選挙法等の一部を改正する法律が成立し、選挙権を有す る者の年齢が満20歳

以上から満18歳 以上に引き下げられたこと等に伴い、選挙人名簿システム等を改修

するほか、武庫支所及び武庫地区会館に係 る複合施設を建設する。費 目別事業概要は

別紙のとお り。
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費目別事業概要

総務費

選挙人名簿システム等改修事業費

選挙権年齢が引き下げられたこと等に伴い、選挙人名簿システ

ム等を改修する。

施設整備事業費

武庫支所及び武庫地区会館に係る複合施設を建設する。

民生費

施設整備事業費

武庫支所及び武庫地区会館に係る複合施設を建設する。

晒

164，253千 円

3，253千 円

161，000千 円

280，000千 円

280，000千 円
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（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例会 〉

種 議案第119号

尼崎市個人番号の利用に関する条例 について

容

情報活用 ・公 開担 当

制定理 由

個人番号 の利 用が平成28年1月1日 か ら開始 され るこ とに伴 い、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

万。以下 「法」 とい う。）第9条 第2項 の規定 に基づ き、個人番 号 を利 用す る事務 を

定 めるほか、個人番 号の利用 に関 して必 要な事項 を定 める。

2主 な制定 内容

（1）この条例 の趣 旨 （第1条 ）

法第9条 第2項 の規定 に基づ き、個人番 号 を利 用す る事務 を定 めるほか、個人番

号 の利 用 に関 し、必要な事項 を定め る。

定義 （第2条 ）

条例 にお ける用語 の意義 は、法 にお ける用語 の意義 に よるもの とす る。

個人番号 の利用範囲等 （第3条 ）

ア 独 自利用事務 （別表第1）

市長事務部局 の独 自利 用事務 として、 「外 国人生活保護実施事務」 と 「兵庫 県

心身 障害者扶養i共済制度関係 事務」 を規定す る。

イ 庁 内連携 （別表第2等 ）

番号利用事務 を実施す るにあた り、市長事務部 局内におけ る個人番号利用事務

と、その事務 を行 ううえで必要 となる特定個人情報 （個人番 号 を含 む個人情報）

について別表第2に 列挙す る。

また、市長事務部局 内で 、法別表第2に 列挙 された事務 処理 を行 うにあた り、

当該 事務 の区分 に応 じて保有 す る特定個 人情報 を利用す るこ とがで きる旨を規

定す る。

委任 （第4条 ）

条例 の施行 につ いて必要 な事項 につい て規則 で定 める委任 規定 を置 く。

3施 行期 日

平成28年1月1日 。

ただ し、第3条 第2項 ただ し書及 び第3項 ただ し書 の規定 は、法附則第1条 第5号

に掲 げ る規 定の施行 の 日か ら施行す る。
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（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例会 〉

種 別

件 名

条例 番 号 議案第120号 所 管 給与課

尼崎市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関す る条例の一部を

改正する条例について

内 容

1改 正理由

被用者年金制度の一元化に伴い、常勤職員に係る公務災害補償制度が改正 されたこ

とか ら、常勤職員に準 じて規定している非常勤職員の公務災害補償制度にっいて改正

する。

2主 な改正内容

国家公務員共済制度又は地方公務員共済制度の創設以前に国家公務員又は地方公

務員 として在職 していた者に対 して、被用者年金制度の一元化後に、新たに公務災害

補償による年金 と共済年金が併給 される場合の支給額の調整率等について、常勤職員

に準 じた規定を設ける。

3施 行期 日

公布 の 日
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尼崎市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

改正後

付 則

1～19略

（年金たる給付 との調整）

20年 金 たる補償の額は、その補償の事 由となった障害又は死亡について次表の左欄 に掲 げる

年金た る補償 の区分に応 じそれぞれ同表の中欄 に掲 げる年金たる給付 （以下この項において 「特

定年金たる給付」とい う。）が支給 され る場合 には、当分の間、この条例の規定 （この項を除 く。）

にかかわ らず 、この条例の規定 （第14条 の2及 び この項を除 く。）による年金た る補償 の年額

に、同表 の左欄 に掲 げる年金 たる補償の区分及び同表の中欄 に掲げる年金たる給付の区分に応

じそれぞれ 同表 の右欄に掲げる率 （以下 「調整率」 とい う。） （2の 特定年金た る給付が支給 さ

れ る場合 にあっては、これ らの調整率 を合計 した率か ら1を 控除 した率）を乗 じて得た額 （そ

の額 が、当該年金たる補償の年額か らその補償 の事 由となった障害又は死亡について支給 され

る特定年金 たる給付の年額 （2の 特定年金 たる給付 が支給 され る場合にあっては、これ らの合

計額）を控除 した額 を下回 る場合 には、当該額）（その額 に、50円 未満の端数 があるときはこ一 一 一

れ を切 り捨て、50円 以上100円 未満 の端数があるときはこれを100円 に切 り上げる。）と

並 。

傷病補償年金 厚生年金保険法 （昭和29年 法律第115号 ）の規定による障害 0．73

厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金

保 険法等の一部を改正す る法律 （平成24年 法律第63号 。以下

「平成24年 一 元化 法 」 とい う。） 附則 第41条 第1項 若 しくは

第65条 第1項 の規定により支給 され る障害共済年金 （以下 「障

害厚生年金等」 とい う。）及び国民年金法 （昭和34年 法律第1

41号 ）の規定による障害基礎年金 （同法第30条 の4第1項 の

規定により支給 され る障害基礎年金を除 く。以下 「障害基礎年金」

と い う。）

障害厚生年金等 （その補償の事由となった障害にっいて障害基礎 0．86

年金が支給 され る場合を除 く。）

障害基礎年金 （その補償の事由となった障害について障害厚生年 0．88

金等又 は平成24年 一元化法附則 第37条 第1項 若 しくは第6

1条 第1項 に規定す る給付に該当す る障害共済年金 （以下 「旧国

共済法等の規定による障害共済年金」 とい う。）が支給 され る場

合 を除 く。）

国民年金法等の一部 を改正す る法律 （昭和60年 法律第34号 。 0．75

以下 「国民年金等改正法」 とい う。）附則第87条 第1項 に規定

する年金たる保険給付に該当する障害年金 （以下 「旧船員保険法

の規定 による障害年金」 とい う。）

国民年金等改正法附則第78条 第1項 に規定する年金たる保険 0．75

給付に該当する障害年金 （以下 「旧厚生年金保険法の規定による

障害年 金 」 とい う。）

国民年金等改正法附則第32条 第1項 に規定する年金たる給付 0．89

に該当する障害年金 （以下 「旧国民年金法 の規定 による障害年金」

と い う。）

障害補償年金 障害厚生年金等及び障害基礎年金 0．73

障害厚生年金等 （その補償の事由となった障害にっいて障害基礎 0．83
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現 行

付 則

1～19略

（他の法令 による給付 との調整）

20年 金 たる補償の額は、当該補償の事 由となった障害又は死亡について次表の左欄 に掲げる

年金たる補償の種類 に応 じ同表 の中欄 に掲 げる法律 による年金 たる給付 が支給 され る場合 に

は、当分の間、この条例 の規定にかかわらず、この条例 の規定 （第14条 の2を 除 く。）による

年金 たる補償の年額 に、同表 の左欄に掲げる当該年金たる補償 の種類に応 じ同表 の中欄 に掲 げ

る当該法律 による年金たる給付 ごとに同表 の右欄に掲げる率 （当該年金た る給付 の2が 支給 さ

れ る場合 にあっては、当該年金たる給付 ごとに同表 の右欄に掲 げる率 を合計 して得た率か ら1

を控除 した率） を乗 じて得た額 （その額が当該年金 たる補償 の年額か ら当該補償 の事由 となっ一
た障害又は死亡について支給 される同表の中欄 に掲 げる当該法律による年金 たる給付の額 （当

該年金た る給付の2が 支給 され る場合 にあっては、その合計額）を控除 した残額 を下回る場合一
には 、 当該 残額 ） と し、そ の額 に 、50円 未 満 の端 数 が あ る ときは これ を切 り捨 て、50円 以一
上100円 未満の端数 があるときはこれ を100円 に切 り上げるもの とする。

傷病補償年金 国民年金法等の一部 を改正する法律 （昭和60年 法律第34号 。以 0．75

下 「国民年金等 改正法」 とい う。） 附則 第87条 第1項 に規定す る

年金たる保険給付に該 当する障害年金 （以下 「旧船員保険法の障害

年 金 」 と い う。 ）

国民年金等改正法附則第78条 第1項 に規定する年金たる保険給付 0．75

に該当す る障害年金 （以下 「旧厚生年金保険法の障害年金」とい う。）

国民年金等改正法附則第32条 第1項 に規定する年金たる給付に言 0．89

当する障害年金 （以下 「旧国民年金法の障害年金」 とい う。）

厚生年金保険法 （昭和29年 法律第115号 ）の規定による障害 0．73

生年金 （以下 「障害厚生年金」とい う。）及び国民年金法 （昭和3

4年 法律第141号 ）の規定による障害基礎年金 （同法第30条 の

4の 規定 による障害基礎 年金 を除 く。以下 「障害基礎年金」とい う。）

障害厚生年金 （当該補償の事 由となった障害について障害基礎年金 0．86

が支給 され る場合 を除 く。）

障害基礎年金 （当該補償の事由となった障害について国家公務員共 0．88

済組合法 （昭和33年 法律第128号 ）若 しくは地方公務員等共

組合法 （昭和37年 法律第152号 ）の規定による障害共済年金 （以

下 「障害共済年金」 とい う。）又は障害厚生年金が支給 され る場合

を 除 く。 ）

障害補償年金 旧船員保険法の障害年金 0．74

旧厚生年金保険法の障害年金 0．74

旧国民年金法の障害年金 0．89

障害厚生年金及び障害基礎年金 0．73

障害厚生年金 （当該補償の事由となった障害について障害基礎年金 0．83

が支給 される場合を除 く。）

障害基礎年金 （当該補償の事由となった障害について障害共済年金 0．88

又は障害厚生年金が支給 される場合を除く。）

遺族補償年金 国民年金等改正法附則第87条 第1項 に規定する年金たる保険給付 0．80
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年金が支給 され る場合 を除 く。）

障害基礎年金 （その補償の事由となった障害について障害厚生年 0．88

金等又は旧国共済法等の規定による障害共済年金が支給される

場合 を除 く。）

旧船員保険法の規定による障害年金 0．74

旧厚生年金保険法の規定による障害年金 0．74

旧国民年金法の規定による障害年金 0．89

遺族補償年金 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は平成24年 一元 0．8

化法附則第41条 第1項 若 しくは第65条 第1項 の規定に より

支給 され る遺族共済年金 （以下 「遺族厚生年金等」 とい う。）及

び国民年金法の規定による遺族基礎年金 （国民年金等改正法附則

第28条 第1項 の規定 により支給 され る遺族基礎年金 を除 く。以

下 「遺族基礎年金」 とい う。）

遺族厚生年金等 （その補償の事由となった死亡にっいて遺族基礎 0．84

年金が支給 され る場合 を除 く。）

遺族基礎年金 （その補償 の事 由となった死亡にっいて遺族厚生年 0．88

金等又は平成24年 一元化法附則第37条 第1項 若 しくは第6

1条 第1項 に規定する給付に該当する遺族共済年金が支給 され

る場合 を除く。）又は国民年金法の規定による寡婦年金

国民年金等改正法附則第87条 第1項 に規定する年金たる保険 0．8

給付に該当する遺族年金

国民年金等改正法附則第78条 第1項 に規定する年金たる保険 0．8

給付に該当する遺族年金

国民年金等改正法附則第32条 第1項 に規定する年金たる給付 0．9

に該当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

21前 項の規定は、平成24年 一元化法第2条 の規定による改正前の国家公務員共済組合法 （昭

和33年 法律第128号 。以下この項において 「改正前国共済法」とい う。）の規定による職域

加算額 （被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施

行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための国家公務員退職手当法等の一部を

改正する法律の一部の施行に伴 う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に

関す る政令 （平成27年 政令第345号 ）第8条 第1項 の規定によ り読み替 えられた平成24

年一元化法附則第36条 第5項 の規定によ りなおその効力を有す るもの とされた改正前国共済

法第82条 第2項 に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は同令第8条 第1項 の規定に

より読み替 えられた平成24年 一元化法附則第36条 第5項 の規定 によりなおその効力を有す

るものとされた改正前国共済法第89条 第3項 に規定する公務等による旧職域加算遺族給付に

係 るものに限る。）又は平成24年 一元化法第3条 の規定 による改正前の地方公務員等共済組合

法 （昭和37年 法律第152号 。以下 この項 において 「改正前地共済法」とい う。）の規定によ

る職域加算額 （被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法

律及び地方公務員等共済組合法及び被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等

の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴 う地方公務員等共済組合法による長期

給付等に関する経過措置に関す る政令 （平成27年 政令第347号 ）第7条 第1項 の規定によ

り読み替 え られた平成24年 一元化法附則第60条 第5項 の規定によ りなおその効力を有す る

ものとされた改正前地共済法第87条 第2項 に規定する公務等による旧職域加算障害給付又は

同令第7条 第1項 の規定によ り読み替え られた平成24年 一元化法附則第60条 第5項 の規定

によりなおその効力を有す るものとされた改正前地共済法第99条 の2第3項 に規定す る公務
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に該当する遺族年金

国民年金等改正法附則第78条 第1項 に規定する年金たる保険給付 0．80

に該当する遺族年金

国民年金等改正法附則第32条 第1項 に規定する年金たる給付に該 0．90

当する母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金 （以下 「遺族厚生年金」 0．80

とい う。）及び国民年金法の規定による遺族基礎年金 （国民年金等

改正法附則第28条 第1項 の規定により支給 される遺族基礎年金を

除 く。以下 「遺族基礎年金」 とい う。 ）

遺族厚生年金 （当該補償の事 由となった死亡について遺族基礎年金 0．84

が支給 され る場合 を除 く。）

遺族基礎年金 （当該補償の事 由となった死亡について国家公務員共 0：88

済組合法若 しくは地方公務員等共済組合法の規定による遺族共済

金又は遺族厚生年金が支給される場合を除く。）又は国民年金法の

規定による寡婦年金
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等 による旧職域加算遺族給付 に係 るものに限る。）の受給権者 が、前項の年金 たる補償の事由と

同一の事 由によ り、平成24年 一元化法第1条 の規定による改正後の厚生年金保険法 の規定に

よる障害厚生年金若 しくは遺族厚生年金、平成24年 一元化法附則第41条 第1項 の規定によ

り支給される年金である給付に該当する障害共済年金若 しくは遺族共済年金又は平成24年 一

元化法附則第65条 第1項 の規定により支給される年金である給付に該当する障害共済年金若

しくは遺族共済年金の支給を受けるときは、適用 しない。

22休 業補償 の額は、その補償 の事由 と同一の事由について次表 の左欄 に掲 げる年金 たる給付

（以下 この項 において 「特定年金たる給付」 とい う。）が支給 され る場合には、当分の間、この

条例 の規定 （この項 を除 く。以下 この項 において同 じ。）にかかわ らず、この条例の規定による

休業補償 の額 （以下 この項 において 「標準額」 とい う。）に、同欄 に掲 げる年金た る給付 の区分

に応 じそれぞれ 同表の右欄 に掲げる率 を乗 じて得だ額 （その額が、当該標準額か ら同一の事 由

について支給 され る特定年金たる給付 の年額の合計額 を365で 除 して得た額 を控除 した額 を

下回る場合 には、当該額） とす る。

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0．73

障害厚生年金等 （その補償の事由となった障害にっいて障害基礎年金が支給される 0．86

場合 を除 く。）

障害基礎年金 （その補償の事由となった障害にっいて障害厚生年金等又は旧国共済 0．88

法等の規定 による障害共済年金が支給 される場合を除 く。）

旧船員保険法の規定による障害年金 0．75

旧厚生年金保険法の規定による障害年金 0．75

旧国民年金法の規定による障害年金 0．89
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旦 休業補償の額は、同一の事由について次表の左欄に掲げる法律による年金たる給付が支給

され る場合 には、当分の間、この条例 の規定にかかわ らず、 この条例の規定による休業補償の

額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応 じ同表の右欄に掲げる率を乗じ

て得 た額 （その額がこの条例の規定による休業補償 の額 か ら同一の事 由について支給 され る当

該年金たる給付の額 の合計額 を365で 除 して得た額 を控除 した麹 を下回る場合 には、 当該

残額 ） とす る。

旧船員保険法の障害年金 0．75

旧厚生年金保険法の障害年金 0．75

旧国民年金法の障害年金 0．89

障害厚生年金及び障害基礎年金 0．73

障害厚生年金 （当該補償の事由となった障害にっいて障害基礎年金が支給される場合を 0．86

除 く。 ）

障害基礎年金 （当該補償の事由となった障害について障害共済年金又は障害厚生年金が 0．88

支給 され る場合 を除 く。）
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（議案説明資料）

〈平 成27年12． 月定例 会 〉

種 ．別

件 名

条例 番 号 議案第121号 所 管 給与課

尼崎市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例について

内 ． 容

1改 正理 由

被 用者 年金制度 の一元化等 を図 るための厚 生年金保 険法等 の一部 を改正す る法 律

（平成24年 法律第63号 。以 下 「改正法」 とい う。） の施行 に よ り、引用す る法律

が改正 され たため、所要 の整備 を行 う。

2改 正 内容

条例 中、改正法 に より削除 され るこ とになる地方公務 員等共済組合 法の規 定 を引用

してい る部 分につ いて、同様 の内容 が厚生年金保険法 に新 たに規定 され たこ とか ら、

引用す る規 定を改 め るもの。

3施 行期 日

公布 の 日
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尼崎市職員の再任用に関する条例

改正後 現 行

付 則

1～3略

（任期の末 日に関す る特例）

4消 防吏員の うち、厚生年金保険法 （昭和2

9年 法律第115号 ）附則第7条 の3第1項

付 則

1～3略

（任期の末 日に関する特例）

4消 防吏員 の うち、地方公務員等共済組合法

（昭和37年 法律第152号 ）附則第18条

第4号 に規定する特定警察職員等に該当する の2第1項 第1号 に規定する特定警察職員等

者 で次の表の左欄に掲げるものに対す る第4

条の規定の適用 については、前項の規定にか

かわ らず、同条中 「65歳 」 とあるのは、同

表の左欄 に掲げる区分 に応 じそれぞれ同表 の

右欄 に掲げる字句 とす る。

に該当す る者で次の表 の左欄に掲げるものに

対す る第4条 の規定の適用 については、前項

の規定にかかわ らず、同条中 「65歳 」 とあ

るのは、同表 の左欄 に掲げる区分 に応 じそれ

ぞれ同表 の右欄 に掲げる字句 とする。

昭和22年4月2日 か ら昭和24

年4月1日 までの間に生まれ た者

61歳 昭和22年4月2日 か ら昭和24

年4月1日 までの間に生まれた者

61歳

昭和24年4月2日 か ら昭和26

年4月1日 までの間に生まれた者

62歳 昭和24年4月2日 か ら昭和26

年4月1日 までの間に生まれた者

62歳

昭和26年4月2日 か ら昭和28

年4月1日 までの間に生まれた者

63歳 昭和26年4月2日 か ら昭和28

年4月1日 までの間に生まれた者

63歳

昭和28年4月2日 か ら昭和30

年4月1日 までの間に生まれた者

64歳 昭和28年4月2日 か ら昭和30

年4月1日 までの間に生まれた者

64歳
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（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例会 〉

種 男il

件 名

条例 番 号 議案第122号 所 管 税務管理課

尼崎市市税条例及び尼崎市市税条例の一部を改正す る条例の一部 を改正する

条例について

内 容

1改 正理 由

地方税 法等 の一部 を改正す る法律 の制定等 に伴い、所要 の整備 を行 うもの。

2改 正内容

（1）徴収猶予 、職権 による換価 の猶予及 び 申請 に よる換価 の猶 予に係 る徴収金 につい

て、猶予期間内 に合理 的かっ妥 当な ものに分割 して納付又 は納入 させ るな ど、分割

納付又 は分割納入 の方法等 を定 める。

【条例第15条 の3、 第15条 の5、 第15条 の8】

（2）徴収猶予 の 申請手続等 につ いて、納付又は納入 がで きない事情 の詳細 等の 申請 書

の記載事項 な どを定め る。 【条例 第15条 の4】

（3）職権 に よる換価 の猶予 の手続 につ いて、収 支実績及 び収 支見込 み を明 らか にす る

書類等 の提 出書類 な どを定 め る。 【条例 第15条 の6】

（4）申請 に よる換価 の猶予 の要件 につ いて、納期 限か ら6か 月間 とす る申請 手続 の期

限 を定 める。 【条例第15条 の7】

（5）申請 による換価 の猶 予の 申請手続等 について 、事 業の継続や 生活の維 持が困難 な

事情等の 申請 書の記載事項 な どを定め る。 【条例第15条 の9】

（6）徴収猶予等 に係 る金額 が100万 円以 下である場合 な ど、担保 を徴 す る必要が な

い場合 を定 める。 【条例第15条 の10】

（7）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 の制

定 に伴い、 申請書等の記載 事項 に個人番号又 は法人番号 を追加 し、 これ に併せ て、

申請手続 に必 要 となる記載 事項 の統一 を図 る。

【条例第5条 の3、 第33条 の9、 第34条 の2、 第38条 、第39条 の2、

第48条 、第50条 の2、 第51条 の3、 第51条 の4、 第69条 、第96

条の14、 条例 附則第43項 、第45項 、第47項 ；第49項 、第52項 】

（8）そ の他所要の規定の整備 を行 う。

3施 行 期 日

平 成28年4月1日 。

た だ し、2（7） （条 例 第34条 の2の 改正 規 定 を 除 く。） は 平成28年1月1日 、2

（7）中条 例 第34条 の2の 改 正 規 定 は 平成29年4月1日 、2（8）は公 布 の 日とす る。
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尼崎市市税条例 （第1条 関係）

改正後

（尼崎市行政手続条例の適用除外）

第5条 尼崎市行政手続条例 （平成8年 尼崎市条

例第1号 ）第3条 第1項 又は第4条 に定めるも

ののほか、この条例及び この条例 に基づ く規則

（以下 この節 において 「この条例等」とい う。）

の規定 による処分 その他公権力の行使 に当た

る行為については、尼崎市行政手続条例第2章

（第8条 を除 く。）及び第3章 （第14条 を除

く。）の規定は、適用 しない。

2略

（個人番号を有 しない個人等に係る申告等の手

続 の特例）

第5条 の3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 （平成25年 法律第27号 ）第2条 第5項

に規定す る個人番号をい う。以下同 じ。）を有

しない個人及び法人番号 （同条第15項 に規定

す る法人番号をい う。以下同 じ。）を有 しない

法人 （法人でない社団又は財団で代表者又は管

理人 の定めがあるものを含む。第2章 第1節 、

第57条 第3項 及 び第4項 並び に第3章 第2

節 を除き、以下同 じ。）は、この条例等の規定

に基づ く申告、申請、届出その他 の市長に対 し

てする通知に係 る書面でこの条例等の規定に

よ り個人番号又は法人番号 を記載す ることと

されているものについては、当該規定にかかわ

らず、個人番号及び法人番号を記載することを

要 しない。

（徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納

亙

第15条 の3市 長は、法第15条 第1項 又は第

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。）をす る場合 には、

当該徴収の猶予に係 る徴収金の納付又は納入

現 行

（尼崎市行政手続条例の適用除外）

第5条 尼崎市行政手続条例 （平成8年 尼崎市条

例第1号 ）第3条 第1項 又は第4条 に定めるも

ののほか、この条例及び この条例 に基づ く規則

（次条 において 「この条例等」とい う。）

の規定 による処分 その他公権力 の行使 に当た

る行為 については、尼崎市行政手続条例第2章

（第8条 を除 く。）及び第3章 （第14条 を除

く。） の規定は、適用 しない。

2略
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について、当該徴収 の猶予をする金額 を、当該

徴収 の猶予をする期間内において、当該徴収の

猶予を受ける者の財産の状況その他の事情か

らみて合理 的かつ妥 当な ものに分割 して納付

させ 、又 は納 入 させ る こ とが で きる。

2一 市長 は、法第15条 第4項 の規定による徴収

の猶予を した期間の延長 （以下この節 において

「徴収の猶予期間の延長」とい う。）をす る場

合には、当該徴収の猶予期間の延長に係る徴収

金の納付又は納入 について、当該徴収 の猶予期

間の延長 をす る金額 を、当該徴収 の猶予期間の

延長 をす る期間内において、当該徴収 の猶予期

間の延長を受ける者の財産の状況その他の事

情か らみて合理的かつ妥 当なものに分割 して

納付 させ、又は納入 させ ることができる。

一3一市長 は、第1項 の規定により徴収の猶予 をす

る金額 を分割 して納付 させ、若 しくは納入 さ

せ、又は前項の規定により徴収の猶予期間の延

長をする金額 を分割 して納付 させ、若 しくは納

入 させ る場合 においては、これ らの分割納付の

各納付期限及び当該納付期限ごとの納付金額

又はこれらの分割納入の各納入期限及び当該

納入期限 ごとの納入金額 （以下この節 において

「納付期 限等」とい う。）を定 め る もの とす る。

三L市 長は、前項の規定により納付期限等 を定め

た ときは、法第15条 の2の2第1項 の規定に

よる通知 に併せ て、 当該納付期 限等 を定 めた

旨、当該納付期限等その他市長が必要 と認 める

事項を徴収の猶予又は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。

旦 市長は、徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延

長を受けた者で第3項 の規定により納付期限

等が定 められたものが、その各納付期限までに

当該納付期限に係る納付金額を納付 し、又はそ

の各納入期限までに当該納入期限に係る納入

金額 を納入す 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、その△

割納付の各納付期限若 しくは当該納付期限ご
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との納付金額又はその分割納入の各納入期限

若 しくは当該納入期限ごとの納入金額を変更

す ることができる。

旦 市長 は、前項の規定 により分割納付の各納付

期限若 しくは当該納付期限ごとの納付金額又

は分割納入の各納入期限若 しくは当該納入期

限 ごとの納入金額 を変更 した ときは、その旨、

その変更後の納付期限等その他市長が必要 と

認 める事項 をその変更を受けた者に通知 しな

けれ ばな らない。

（法第15条 の2第1項 の条例で定める事項等）

第15条 の4法 第15条 の2第1項 の条例で

定 め る事項 は、次 の とお りとす る。

山 徴収の猶予 （法第15条 第1項 の規定によ

るものに限る。以下この項及び次項において

同 じ。）を受けよ うとする者 の住所、氏名及

び個人番号 （法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び法人番号並びにその代表

者 の氏名）

② 法第15条 第1項 各 号のいずれ かに該 当

する事実及び当該事実に基づき徴収の猶予

に係 る徴収金 を一時に納付 し、又は納入す る

ことができない事情の詳細

固 納付 し、又は納入すべき市税の税 目、年度、

納期限及び金額

迎 前号の金額のうち徴収の猶予を受けよう

とする金額

徴収 の猶予を受けよ うとする期間

⑥ 前条第1項 の規定による分割納付又は分

割納入の方法によるこ とを希望するか否か

ω 前号に規定する方法によることを希望す

る場合 にあっては、納付期限等

圖 徴収の猶予を受けようとする金額が10

00000円 を超 え、かつ 、そ の期 間が3

か月を超 える場合にあっては、提供 しようと

す る担保 で法第16条 第1項 各号のいずれ

かに該 当するものの種類、数量、所在及び価
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格 （当該担保が同項第6号 に該 当す るとき

は、同号の保証人の住所又 は居所及 び氏名

（法人 にあっては、主たる事務所の所在地及

び名称並びにその代表者の氏名））（以下 「提

供 担保 情報 」 とい う。 ）

⑨ 前号 に規定す る場合において、法第16条

第1項 各号に掲げる担保をいずれ も提供す

ることができない特別 の事情がある ときは、

当該事情の詳細

⑩ その他市長が必要 と認める事項

．2．法第15条 の2第1項 の条例で定 める書類

は、次の とお りとする。

旦 法第15条 第1項 各号のいずれかに該 当

する事実を証する書類

② 財産目録その他の資産及び負債の状況を

明らかにする書類

Q徴 収の猶予 を受 けよ うとす る 日前1年 間

の収入及び支出の実績並びに同日以後の収

入及び支出の見込みを明らかにする書類

迎 地方税法施行令 （昭和25年 政令第245

号。以 下 「令」 とい う。）第6条 の10の 規

定により同条に規定する書類を提出すべき

場合 にあっては、当該書類

固 その他市長が必要 と認める書類

旦 法第15条 の2第2項 の条例で定める事項

は、 次 の とお りとす る。

91Q徴 収の猶予 （法第15条 第2項 の規定によ

るものに限 る。以下この項及び次項において

同 じ。）を受けようとする者 の住所、氏名及

び個人番号 （法人にあっては、主たる事務所

の所在地、名称及び法人番号並びにその代表

者の氏名）

② 徴収の猶予に係 る徴収金を一時 に納付 し、

又は納入す ることができない事情 の詳細

固 納付 し、又は納入すべ き市税の税 目、年度、

納期限及び金額

堕 前号の金額の うち徴収の猶予を受けよう

とする金額
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回 徴収の猶予を受けようとする期間

前条第1項 の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か

皿 前号に規定する方法によることを希望す

る場合 にあっては、納付期限等

圖 徴収の猶予を受けようとす る金額が10

00，000円 を超 え、かつ 、そ の期 間 が3

か月を超 える場合 にあっては、提供担保情報

⑨ 前号 に規定す る場合において、法第16条

第1項 各号に掲げる担保をいずれも提供す

るこ とができない特別 の事情があるときは、

当該事情の詳細

週 その他市長が必要と認める事項

二主 法第15条 の2第2項 の条例で定め る書類

は 、次 の とお りとす る。

第2項 第2号 及び第4号 に掲 げる書類

② 徴収 の猶予 を受 けよ うとす る 日前1年 間

の収入及び支出の実績並びに同日以後の収

入及び支出の見込みを明らかにする書類

その他市長 が必要 と認 める書類

一旦 法第15条 の2第3項 の条例 で定 める事項

は、次 の とお りとす る。

Ω」 徴収の猶予期 間の延長 を受 け よ うとす る

者 の住所、氏名及び個人番 号 （法人にあって

は、主たる事務所の所在地、名称及び法人番

号並びにその代表者の氏名）

② 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の

猶予 を受けた金額を納付 し、又 は納入す るこ

とができない事情の詳細

③ 徴収の猶予期間の延長 を受けようとする

期間

迎 納付 し、又は納入すべき市税の税 目、年度、

納期限及び金額

旦 前号の金額のうち徴収の猶予期間の延長

を受けよ うとす る金額

⑥ 前条第2項 の規定による分割納付又は分

割納入の方法によることを希望するか否か

皿 前号に規定する方法によることを希望す
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る場合 にあっては、納付期 限等

＠ 徴収の猶予期間の延長を受けようとする

金 額 が1，000，000円 を 超 え 、 か っ 、

その期間が3か 月を超える場合 にあっては、

提供担保情報

⑨ 前号に規定する場合において、法第16条

第1項 各号に掲げる担保をいずれ も提供す

ることができない特別の事情があるときは、

当該事情の詳細

劃 その他市長が必要 と認 める事項

旦． 法 第15条 の2第3項 の条例で定める書類

は、次 の とお りとす る。

旦

②

第2項 第2号 及び第4号 に掲げる書類

徴収 の猶予期 間の延長 を受 けよ うとす る

日前1年 間の収入及び支出の実績並びに同

日以後の収入及 び支出の見込 みを明 らかに

する書類

固 その他市長が必要 と認める書類

ヱ 法第15条 の2第4項 の条例で定め る書類

は、令第6条 の10の 規定によ り同条 に規定す

る書類を提出すべき場合における当該書類そ

の他市長が必要 と認 める書類 とす る。

旦 法第15条 の2第8項 の条例で定 める期 間

は 、20日 間 と す る 。

（職権による換価の猶予に係 る徴収金の分割納

付又は分割納入）

第15条 の5第15条 の3の 規 定 は、法 第15

条の5第1項 の規定による換価の猶予 （以下こ

の節 において 「職権 による換価 の猶予」 とい

う。 ） につい て準 用す る。 この場 合 にお いて 、

必要な技術的読替 えは、規則で定める。

（法第15条 の5の2第1項 及び第2項 の条例

で定 める書類）

第15条 の6法 第15条 の5の2第1項 及び

第2項 の条例で定 める書類は、次の とお りとす

L
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旦 第15条 の4第2項 第2号 及び第4号 に

掲げる書類

② 市長が指定する日前1年 間の収入及び支

出の実績並びに同日以後の収入及び支出の

見込みを明らかにする書類

旦 その他市長が必要 と認める書類

（法第15条 の6第1項 の条例で定める期 間）

第15条 の7法 第15条 の6第1項 の条例 で

定 め る期 間 は、6か 月 間 とす る。

（申請 によるi換価 の猶予 に係 る徴収金 の分割納

付又は分割納入）

第15条 の8第15条 の3の 規 定 は、法 第15

条 の6第1項 の規定に よる換価 の猶予 （以下

「申請 に よる換 価 の猶 予」 とい う。）につ いて

準用す る。この場合 において、必要な技術的読

替 えは 、規則 で定 める。

（法第15条 の6の2第1項 の条例で定める事

項等）

第15条 の9法 第15条 の6の2第1項 の条

例で定める事項は、次の とお りとす る。

旦 申請 による換価の猶予 を受 けよ うとす る

者の住所、氏名及び個人番号 （法人 にあって

は、主たる事務所の所在地、名称及び法人番

号並びにその代表者の氏名）

② 申請による換価の猶予に係 る徴収金を一

時 に納付 し、又は納入す ることにより事業の

継続又は生活の維持が困難 となる事情の詳

組

③ 納付 し、又は納入すべ き市税の税 目、年度、

納期限及び金額

幽 前号の金額の うち、受けよ うとす る申請に

よる換価の猶予 に係 るもの

旦 申請による換価の猶予を受けようとする

魍

⑥ 前条において読み替えて準用する第15
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条 の3第1項 の規定 に よる分割納付又 は分

割納入の方法によることを希望するか否か

皿 前号に規定する方法によることを希望す

る場合 にあっては、納付期 限等

圖 受 けよ うとす る申請に よる換価 の猶予 に

係 る金 額 が1000000円 を超 え、か

つ、その期間が3か 月 を超 える場合 にあって

は、提供担保情報

⑨ 前号に規定す る場合において、法第16条

第1項 各号に掲げる担保をいずれ も提供す

ることができない特別の事情があるときは、

当該事情の詳細

坦 その他市長が必要 と認 める事項

．2．法第15条 の6の2第1項 の条例 で定める

書類 は、次 の とお りとす る。

皿 第15条 の4第2項 第2号 及 び第4号 に

掲げる書類

②［ 申請 による換価 の猶予 を受 けよ うとす る

日前1年 間の収入及び支出の実績並びに同

日以後 の収入及び支出の見込み を明 らかに

する書類

③ その他市長が必要 と認 める書類

旦 法第15条 の6の2第2項 の条例 で定 める

事 項 は、次 の とお りとす る。

山 法第15条 の6第3項 において準用す る

法第15条 第4項 の規定に よる申請 による

換価の猶予をした期間の延長 （以下この節に

おいて 「申請 による換価 の猶予期 間の延長」

とい う。）を受けようとす る者の住所、氏名

及び個人番号 （法人 にあっては、主たる事務

所の所在地、名称及び法人番号並びにその代

表者 の氏名）

② 申請による換価の猶予を受けた期間内に

当該申請による換価の猶予に係 る金額を納

付 し、又は納入す ることができない事情の詳

麺

固 申請による換価の猶予期間の延長を受け

よ うとする期間
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堕 納付 し、又は納入すべき市税の税 目、年度、

納期限及び金額

旦 前号の金額 の うち、受けよ うとす る申請に

よる換価の猶予期間の延長に係るもの

◎ 前条において読み替えて準用する第15

条の3第2項 の規 定に よる分割納付又は分

割納入の方法によることを希望す るか否か

坦 前号に規定する方法によることを希望す

る場合 にあっては、納付期限等

固 受 け よ うとす る申請 による換価 の猶予期

間の延 長 に係 る金額 が1，000，000円

を超え、かつ、その期間が3か 月を超 える場

合 にあっては、提供担保情報

⑨ 前号に規定する場合 において、法第16条

第1項 各号に掲げる担保をいずれも提供す

るこ とができない特別 の事情があるときは、

当該事情の詳細

⑳ その他市長 が必要 と認 める事項

三L法 第15条 の6の2第2項 の条例 で定 める

書 類 は 、次 の とお りとす る。

旦 第15条 の4第2項 第2号 及 び第4号 に

掲げる書類

② 申請による換価の猶予期間の延長を受け

よ うとす る 日前1年 間の収入及 び支 出の実

績並びに同日以後の収入及び支出の見込み

を明らかにする書類

旦 その他市長が必要 と認 める書類

互． 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 の条例 で定 める期 間

は 、20日 間 と す る 。

（担保 を徴す る必要がない場合）

第15条 の10法 第16条 第1項 ただ し書の

条例で定める場合は、次 のとお りとす る。

Ω」 徴収の猶予、徴収 の猶予期 間の延長、職権

によるi換価の猶予、法第15条 の5第2項 に

おいて準用す る法第15条 第4項 の規定に

よる職権 に よる換価 の猶予 を した期 間の延
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h

長、申請 による換価の猶予又は申請 による換

価の猶予期間の延長 （次号において 「徴収 の

猶 予等 」とい う。）に係 る金 額 が1，000，

000円 以下である場合

② 徴収の猶予等の期間が3か 月以内である

場合

＠ 担保を徴することができない特別の事情

がある場合

（事務所、事業所等の申告）

第33条 の9市 長は、市民税の賦課徴収 につい

て必要があると認 める場合 においては、あらた

に第17条 第1項 第3号 又 は第4号 の者 に該

当す ることとなった者 に、その名称、法人番号、

代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又は事

業所の所在、市内に有す る事務所、事業所又 は

寮等の所在、当該該当す ることとなった 日その

他必要な事項を申告 させ るこ とができる。

（市民税 の減免の申請等）

第34条 の2市 民税の納税義務者は、前条第1

項 か ら第4項 までの規定 による市民税 の減免

を受 けよ うとす るときは、規則で定める日まで

に、次の各号 に掲げる事項を記載 した減免 申請

書にその理 由を証す る書類 を添 えて市長 に提

出 しなければな らない。

（1）当該納税義務者 の住所、氏名及び個人番号

（法人 にあっては、主たる事務所の所在地、

名称及び法人番号並び にその代表者の氏名）

（2）・（3） 略

2～4略

（省令第15条 の3第2項 の規定 による補正 の

方法の申出）

第38条 省令第15条 の3第2項 の規定によ

る補正の方法 の申出は、区分所有に係 る家屋

に係 る区分所有者 の代表者 が毎年1月31日

までに次の各号 に掲 げる事項 を記載 した 申出

（事務所、事業所等の申告）

第33条 の9市 長は、市民税 の賦課徴収につい

て必要があると認める場合においては、あ らた

に第17条 第1項 第3号 又 は第4号 の者 に該

当す ることとなった者に、その名称 、

代表者又は管理人の氏名、主たる事務所又 は事

業所の所在、市内に有する事務所、事業所又は

寮等の所在、当該該 当す ることとなった 日その

他必要な事項 を申告 させ ることができる。

（市民税 の減免の申請等）

第34条 の2市 民税 の納税義務者 は、前条第1

項か ら第4項 までの規定に よる市民税 の減免

を受 けようとするときは、規則で定める 日まで

に、次の各号 に掲げる事項を記載 した減免 申請

書 にその理 由を証す る書類 を添 えて市長 に提

出 しなければな らない。

（1）当該納税義務者の住所及び氏名

（法人にあっては、主たる事務所の所在地及

び名称 並びにその代表者 の氏名）

② ・（3）略

2～4略

（省令 の規定 による補正の

方法の申出）

第38条 省令

る補正 の方法の 申出は、当該

に係 る区分所有者 の代表者 が毎年1月31日

までに次の各号 に掲 げる事項 を記載 した申出

の規定によ

家屋
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書を市長に提出 して行わなければ ならな 書を市長に提出 して行なわなければならな

い 。 い 。

（1）代表者 の住所、氏名及び個人番号 （法人 に （1）代表者 の住所及び氏名

あっては、主たる事務所の所在地、名称及び

法人番号並びにその代表者の氏名）

（2）・（3） 略 （2）・（3） 略

2略 2略

あん

（固定資産税額 の按分の申出）一 （固定資産税額 の案分の申出）一

第39条 の2前 条第2項 の規定 による固定資 第39条 の2前 条第2項 の規定 による固定資
あん

産税額の按分の申出は、当該共用土地に係 る共 産税額の案分の申出は、当該共用土地に係 る共

用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日 用土地納税義務者の代表者が毎年1月31日

までに次の各号に掲げる事項を記載 した申出 までに次の各号に掲げる事項を記載 した申出

書 を市長に提出 して行わなけれ ばな らない。 書を市長 に提出 して行わなけれ ばな らない。

（1）代表者 の住所、氏名及び個人番号 （法人に （1）代表者 の住所及び氏名 又 は名称

あっては、主たる事務所 の所在地、名称及び法

人番号並びにその代表者の氏名）

（2）～ （4） 略 ② ～（4）略
あん

（5）前条第1項 の規定に よ り按分す る場合 に ㈲ 前条第1項 の規定により案分する場合に

用いられ る割合に乗 じて定めた割合及び当 用い られる割合に乗 じて定めた割合及び当

該割合の算定方法 該割合の算定方法

2法 第352条 の2第6項 （同条第7項 の規定 2法 第352条 の2第6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。）の により読み替 えて適用 され る場合を含む。）の

規定による特定被災共用土地に係 る固定資産 規定による特定被災共用土地に係 る固定資産
あん

税額の按分の申出は、特定被災共用土地納税義 税額の案分の申出は、特定被災共用土地納税義

務者 （同項の規定により読み替えて同条第6項 務者 （同項の規定により読み替えて同条第6項

の規定が適用 され る場合にあっては、特定仮i換 の規定が適用 され る場合 にあっては、特定仮換

地等納税義務者。以下 この条 において同 じ。） 地等納税義務者。以下本条 において同 じ。）

の代表者が当該年度の初 日の属する年の1月 の代表者が当該年度の初 日の属する年の1月

31日 まで に迭 旦各 号に掲 げる事項 を記載 し 31日 までに、次の各号に掲 げる事項 を記載 し

た申出書を市長に提出して行わなければなら た申出書を市長に提出して行わなければなら

な い 。 な い 。

（1）代表者の住所、氏名及び個人番号 （法人に （1）代表者の住所及 び氏名又 は名称

あっては、主たる事務所の所在地、名称及び法

人番号並びにその代表者の氏名）

（2）～ （5） 略 （2）～ （5） 略

（6）法第352条 の2第3項 の規定 によ り接 （6）法第352条 の2第3項 の規定 によ り案一

分する場合に用いられる場合に準 じて定め 分す る場合に用いられる場合に準 じて定め
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た割合及び当該割合の算定方法

（7）略

3略

（固定資産税の減免）

第48条1～4略

5第1項 又は前2項 の規定によつて固定

資産税の減免を受けよ うとす る者 は、減免事 由

の発生の 日から10日 以内 （減免事 由が前年度

か ら存続 しているときは、当該年度の最初の納

期限まで）に、次の各号に掲げる事項を記載 し

た 申請書 に園事 由を証明す る書類 を添 えて市

長に提出 しなければ な らない。ただ し、第1

項第3号 か ら第5号 までのいずれかに該 当す

る こ とが明 らか な ときは 、この 限 りで な い

○

（1）納税義務者 （使用者が納税義務者である場

合 においては、当該使用者及び所有者）の住

所 、氏名及び個人番号 （法人にあっては、主

たる事務所の所在地、名称及び法人番号並び

にその代表者の氏名）

（2）～（5）略

6第1項 又は第2項 の規定に よる 固定資産

税の減免 を受けた者は、その事 由が消滅 した場

合 においては、直ちに、その旨を市長 に申告 し

なけれ ばならない。

（新築住宅 に対す る固定資産税の減額 の規定の

適用 を受 けようとする者がすべき申告）

第50条 の2前2条 に規定す る住 宅のいずれ

かに該 当す る住宅について、これ らの規定の適

用を受けようとする者 は、当該年度の初 日の属

す る年 の1月31日 までに次 の各号に掲げる

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）納税義務者 の住所、氏名及び個人番号 （法

人にあっては、主たる事務所 の所在地、名称

及び法人番号並びにその代表者の氏名）

た割合及び当該割合の算定方法

⑦ 略

3略

（固定資産税の減免）

第48条1～4略

5第1項 、第3項 又は前項の規定によつて固定

資産税の減免 を受 けよ うとする者 は、減免事 由

の発生の 日か ら10日 以内 （減免事由が前年度

か ら存続 している ときは、当該年度の最初の納

期限まで）に、次の各号 に掲げる事項 を記載 し

た申請書 に園事由を証明す る書類を添付 して、

市長 に申請 しなければな らない。ただし、第1

項第3号 、第4号 又は第5号 の減免事 由がある

ことが明らかな場合 に限 り、市長 は、申請を

待たず して減免す ることができる。

（1）納税義務者 （使用者 が納税義務者である場

合 においては、当該使用者及び所有者）の住

所及び氏名又 は名称

（2）～ （5） 略

6第1項 及び第2項 の規定 によって固定資産

税の減免 を受 けた者は、その事由が消滅 した場

合 においては、直ちに その旨を市長に申告 し

なければならない。

（新築住宅 に対す る固定資産税 の減額の規定 の

適用 を受 けようとする者がすべ き申告）

第50条 の2第49条 又は前条 の規定

に該 当する住宅について、同条 の規定の適

用を受けよ うとす る者は、当該年度の初 日の属

す る年 の1月31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）納税義務者の住所及び氏名又は名称
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（2）・（3） 略

（住宅用地の申告）

第51条 の3賦 課期 日現在 において住宅用地

を所有する者 は、当該年度の初 日の属す る年

の1月31日 まで に、次 の各号に掲 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。ただ し、賦課期 日現在において、当

該住宅用地を所有する者が当該年度の前年度

に係る賦課期 日現在か ら引き続き当該住宅用

地 を所有 し、かつ、その申告すべき事項 に異

動がない場合 は、 この限 りでない。

（1）住宅用地の所有者の住所、氏名及び個人番

号 （法人 にあっては、主たる事務所 の所在地、

名称及び法人番号並びにその代表者の氏名）

（2）～（4）田各

2当 該年度 に係 る賦課期 日現在 において住宅

用地か ら住宅用地以外の土地への変更があ り、

かっ、当該年度の前年度 に係 る賦課期 日現在か

ら引き続 き当該 土地を所有 してい る場合 には、

当該土地の所有者 は、当該年度の初 日の属す る

年 の1月31日 までに、その旨を市長に申告 し

なければならない。

（被災住宅用地の申告等）

第51条 の4法 第349条 の3の3第1項 （同

条第2項 において準用ず る場合及び 同条第3

項 （同条第4項 において準用する場合 を含む。

第3項 において同 じ。） の規定の適用 を受 け

よ うとす る者 は、 当該年度の初 日の属す る年

の1月31日 （同条第3項 の規定によ り読 み

替えて同条第1項 の規定が適用 され る場合 に

あっては、3月31日 ）まで に、次の各号に

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）納税義務者 の住所、氏名及び個人番号 （法

人 にあっては、主た る事務所の所在地、名

称及び法人番号並びにその代表者の氏名）

② ・（3） 略

（住宅用地の申告）

第51条 の3賦 課期 日 において住宅用地

を所有す る者 は、当該年度 の初 日の属す る年

の1月31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。ただ し、賦課期 日 において、 当

該住宅用地を所有する者が当該年度の前年度

に係る賦課期 日 から引き続き当該住宅用

地を所有 し、かつ、その申告すべ き事項 に異

動がない場合 は、この限 りでない。

（1）住 宅用地 の所有者 の住所及び氏名又 は名

称

②～（4）略

2当 該年度に係 る賦課期 日 において住宅

用地か ら住宅用地以外 の土地への変更があ り、

かつ、当該年度の前年度に係 る賦課期 日 か

ら引き続 き当該土地 を所有 してい る場合 には、

当該 土地の所有者 は、当該年度の初 日の属する

年の1月31日 までに、その旨を市長 に申告 し

なけれ ばな らない。

（被災住宅用地の申告等）

第51条 の4法 第349条 の3の3第1項 （同

条第2項 において準用す る場合及び同条第3

項 （同条第4項 において準用す る場合を含む。

第3項 において同 じ。）の規定 の適用 を受 け

よ うとす る者 は、 当該年度の初 日の属す る年

の1月31日 （同条第3項 の規定 により読み

替 えて同条第1項 の規定が適用 され る場合 に

あっては、3月31日 ） までに、次の各号 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）納税義務者 の住所丞び氏名又は名称
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（2）・（3）略

（4）被災住宅用地 の上に被 災年度に係 る賦課

期 日現在 において存 した家屋 の所有者及び

家屋番号

（5）略

（6）当該年度 に係 る賦課期 日現在 において被

災住宅用地 （法第349条 の3の3第3項

の規定によ り読 み替 えて同条第1項 の規定

が適用 され る場合 にあっては、被災住宅用

地 とみな された特定借換地等）を住宅 とし

て使用することができない理由

（7）略

2・3略

（軽 自動車税 の減免）

第69条1・2略

3前2項 の規定 による減免 を受 けよ うとす る

者 は、納期 限までに、その軽 自動車等につい

て減免 を受 けよ うとす る年度及び税額並びに

次の各号に掲 げる事項 を記載 した申請書に減

免 を必要 とす る事 由を証明す る書類 を添 えて

市長 に提出 しなければな らない。

（1）納税義務者の住所、氏名及び個人番号 （法

人 にあっては、主たる事務所の所在地L名 ．

称及び法人番号並びにその代表者の氏名）

（2）～ ⑤ 略

4第1項 又 は第2項 の規定 による減免 を受 け

た者 は、その事由が消滅 した場合 においては、

直ちに、その旨を市長に申告 しなければな らな

い。

（鉱泉浴場の経営の申告）

弟96条 の14鉱 泉浴場 を経営 しよ うとす る

者 は、経営開始の 日の前 日まで に、次の各号

に掲 げる事項 を市長 に申告 しなけれ ばな らな

い。

坦 鉱泉浴場を経営する者の住所、氏名及び個

人番号 （法人 にあっては、主た る事務所の

② ・（3）略

（4）被災住 宅用地 の上に被 災年度 に係 る賦課

期 日 において存 した家屋の所有者及 び

家屋番号

（5）略

（6）当該年度 に係 る賦課期 日 において被

災住宅用地 （法第349条 の3の3第3項

の規定によ り読み替 えて同条第1項 の規定

が適用 され る場合 にあっては、被 災住宅用

地 とみな された特定借換地等） を住宅 とし

て使用することができない理 由

（7）略

2・3略

（軽 自動車税 の減免）

第69条1・2略

3前2項 の規定 による減免 を受 けよ うとす る

者 は、納期 限までに、その軽 自動車等 につい

て減免 を受 けよ うとす る年度及び税額並びに

次の各号に掲 げる事項 を記載 した 申請書 に減

免 を必要 とす る事 由を証明す る書類 を添 えて

市長 に提出 しなけれ ばな らない。

（1）住所及び氏名 （法

人にあっては、主たる事務所 の所在地及び名

称 ）

② ～（5）略

4第1項 及び第2項 の規定 による減免 を受 け

た者 は、その事由が消滅 した場合 においては、

直ちに、その 旨を市長に申告 しなければな らな

い。

（鉱泉浴場の経営の申告）

弟96条 の14鉱 泉浴場 を経営 しよ うとす る

者 は、経営開始の 日の前 日までに、次の各号

に掲 げる事項 を市長 に申告 しなければな らな

い。

山 氏名又は名称及び住所又は所在地
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所在地、名称及び法人番号並びにその代表

者 の氏名 ）

② ・（3）略

2前 項 の規定による申告を行った者 は、その申

（2）・（3）略

2前 項 の 申告を行った者は、その申

告 した事項 に異動があった場合 においては、

直 ちに、その旨を市長 に申告 しなければな ら

な い 。

告 した事項 に異動があった場合 においては、

直ちに その旨を市長 に申告 しなけれ ばな ら

な い 。

附則

1～6略

（太陽光発電設備 に対す る固定資産税 の課税免

除）

7法 附則第15条 第33項 の規定の適用 を受

ける償却資産 （太陽光を電気 に変換す る設備及

びその付属設備で、平成25年4月1日 か ら同

項 に規定す る取得 の期 間の末 日まで 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。以下この項において 「適用償却資産」

とい う。）に対 しては、当該適用償却資産に対

して固定資産税 を課 す るとしたな らば新た に

課 され ることとなる年度か ら3年 度分に限 り、

固定資産税 を課 さない。

8～33略

34軽 課対象期 間に初回車両番号指定 を受 け

た3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。）で法附則第30条 第3項 各

号 に掲 げるものに対す る平成28年 度分 の軽

自動車税 に係 る第62条 の規定 の適用 につい

ては、次表 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。

附則

1～6略

（太陽光発電設備 に対す る固定資産税 の課税免

除）

7法 附則第15条 第31項 の規定の適用 を受

ける償却資産 （太陽光を電気 に変換す る設備及

びその付属設備で、平成25年4月1日 か ら同

項 に規定す る取得 の期 間の末 日までに新 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。以下この項において 「適用償却資産」

とい う。）に対 しては、当該適用償却資産 に対

して固定資産税 を課す る としたな らば新たに

課 され ることとな る年度か ら3年 度分 に限 り、

固定資産税 を課 さない。

8～33略

34軽 課対象期間 に初回車両番号指定 を受け

た3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。）で法附則第30条 第3項 各

号に掲 げるものに対す る平成28年 度分の軽

自動車税 に係 る第62条 の規定 の適用 につい

ては、次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。

第62条

第2号 イ

3，900円 3，000円 第62条

第2号 イ

3，900円 3，000円

第62条

第2号 ウ

6，900円 5，200円 第62条

第2号 ウ

6，900円 5，200円

10，800円 8，100円 10，800円 8，000円

3，800円 2，900円 3，800円 2，900円

5，000円 3，800円 5，000円 3，800円

35～42略 35～42略
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（新築認定長期優 良住宅 に対す る固定資産税 の

減額 の規定 の適用 を受 けよ うとする者がすべき

申告）

43長 期優良住 宅の普及の促進 に関す る法律

（平成20年 法律第87号 ）第10条 第2号 に

規定す る認 定長期優 良住宅で法附則第15条

の7第1項 又は第2項 に規定す る要件 に該 当

す るものについて、これ らの規定の適用 を受 け

よ うとする者 は、当該認定長期優良住宅が新築

され た 日か ら当該認定長期優 良住宅 に対 して

新 たに固定資産税 が課 され ることとなる年度

の初 日の属する年の1月31日 までの間に、次

の各 号に掲 げる事項 を記載 した 申告書 に省令

附則第7条 第2項 に定める書類 を添 えて市長

に提出 しなければな らない。

（1）納税義務者 の住所、氏名及び個人番号 （法

人 にあっては、主たる事務所 の所在地、名称

及び法人番号並びにその代表者の氏名）

（2）・（3）略

44略

（耐震基準適合住 宅に対す る固定資産税 の減額

の規定の適用 を受 けよ うとする者 がすべき申告）

45法 附則第15条 の9第1項 に規定す る耐

震基準適合住宅 について、同項の規定の適用を

受 けようとす る者は、当該耐震基準適合住宅に

係 る耐震改修 （同項に規定す る耐震 改修 をい

う。 以下 この項及び附則第47項 において同

じ。）が完了 した 日か ら3月 以内に、次の各号

に掲 げ る事項 を記載 した申告書 に当該耐震改

修 に要 した費用 を証す る書類及び 当該耐震改

修後の家屋が耐震基準 （法附則第15条 の9第

1項 に規定す る耐震基準をい う。附則第44項

において同じ。）に適合す ることを証す る書類

を添えて市長 に提 出しなければな らない。

（1）納税義務者の住所、氏名及び個人番号 （法

人にあっては、主たる事務所の所在地、名称

及び法人番号並びにその代表者の氏名）

② ～（5）略

（新築認定長期優 良住宅 に対す る固定資産税 の

減額 の規定の適 用を受 けよ うとす る者 がすべ き

申告）

43長 期優 良住 宅の普及 の促進 に関す る法律

（平成20年 法律第87号 ）第10条 第2号 に

規定す る認 定長期優 良住宅で法附則第15条

の7第1項 又は第2項 に規定す る要件 に該 当

す るものについて、これ らの規定の適用を受け

よ うとする者 は、当該認定長期優良住宅が新築

され た 日か ら当該認定長期優良住宅 に対 して

新 たに固定資産税 が課 され るこ ととな る年度

の初 日の属す る年の1月31日 までの間に、次

の各 号に掲 げる事項 を記載 した 申告書に省令

附則第7条 第2項 に定める書類 を添 えて市長

に提出 しなければな らない。

（1）納税義務者 の住所及び氏名 （法

人 にあっては、主たる事務所の所在地及び名

称 ）

（2）・（3）略

44略

（耐震基準適合住 宅に対す る固定資産税 の減額

の規定の適用 を受けよ うとす る者 がすべき申告）

45法 附則第15条 の9第1項 に規定す る耐

震基準適合住宅 について、同項の規定の適用を

受 けようとす る者は、当該耐震基準適合住宅に

係 る耐震改修 （同項に規 定す る耐震改修 をい

う。 以下この項及び附則第47項 において同

じ。）が完了 した 日から3月 以内に、次の各号

に掲 げる事項 を記載 した申告書 に当該耐震 改

修 に要 した費用 を証す る書類及び 当該耐震 改

修後 の家屋 が耐震基準 （法附則第15条 の9第

1項 に規定す る耐震基準をい う。附則第44項

において同 じ。）に適合す ることを証す る書類

を添えて市長 に提 出しなければならない。

（1）納税義務者の住所及び氏名 （法

人にあっては、主たる事務所 の所在地及び名

称 ）

（2）～ （5） 略
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46略

（耐震 基準適合家屋 に対す る固定資産税 の減額

の規定の適用を受 けよ うとす る者がすべき申告）

47法 附則第15条 の10第1項 に規 定す る

耐震基準適合家屋 について、同項の規定の適用

を受 けようとする者は、当該耐震基準適合家屋

に係 る耐震改修が完了 した 日か ら3月 以内に、

次の各 号に掲 げる事項 を記載 した 申告書に当

該 耐震 改修 に要 した費用 を証す る書類及び 当

該 耐震改修後 の家屋 が耐震基準 に適合す るこ

とを証す る書類 を添 えて市長 に提出 しなけれ

ばな らない。

（1）納税義務者の住所 、氏名及び個人番号 （法

人 にあっては、主たる事務所 の所在地、名称

及び法人番号並びにその代表者の氏名）

②～（5）略

48略

（高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修

占有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告）

49法 附則第15条 の9第4項 に規定する高

齢者等居住改修住宅又は同条第5項 に規定す

る高齢者等居住改修占有部分について、これら

の規定の適用を受けようとする者は、当該高齢

者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修

占有部分に係 る改修工事が完了 した 日から3

月以内に、次の各号に掲げる事項を記載した申

告書に省令附則第7条 第8項 各号に掲げる書

類を添えて市長に提出しなければならない。

（1）納税義務者の住所、氏名及び個人番号 （法

人 にあっては、主たる事務所 の所在地、名称

及び法人番号並びにその代表者の氏名）

（2）～（6）略

50・51略

（熱損失防止改修住宅又 は熱損失防止改修専有

部分 に対す る固定資産税 の減額 の規定の適 用を

受 けようとす る者がすべき申告）

52法 附則第15条 の9第9項 に規定す る熱

46略

（耐震基準適合家屋 に対す る固定資産税 の減額

の規定の適用を受 けよ うとす る者がすべき申告）

47法 附則第15条 の10第1項 に規定す る

耐震基準適合家屋 について、同項の規定の適用

を受 けようとする者 は、当該耐震基準適合家屋

に係 る耐震改修が完了 した 日か ら3月 以内に、

次の各号に掲 げる事項 を記載 した申告書 に当

該耐震改修 に要 した費用 を証す る書類及び 当

該耐震改修後の家屋 が耐震基 準に適合す るこ

とを証す る書類 を添 えて市長 に提 出 しなけれ

ばな らない。

（1）納税義務者の住所及び氏名 （法

人にあっては、主たる事務所 の所在地及び名

称 ）

②～（5）略

48略

（高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修

占有部分に対する固定資産税の減額の規定の適

用を受けようとする者がすべき申告）

49法 附則第15条 の9第4項 に規定する高

齢者等居住改修住宅又は同条第5項 に規定す

る高齢者等居住改修占有部分について、これら

の規定の適用を受けようとする者は、当該高齢

者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修

占有部分に係る改修工事が完了した日か ら3

月以内に、次の各号に掲げる事項を記載 した申

告書に省令附則第7条 第8項 各号に掲げる書

類を添えて市長に提出しなければならない。

（1）納税義務者の住所及び氏名 （法

人 にあっては、主たる事務所 の所在地及び名

称 ）

（2）～（6）略

50・51略

（熱損失防止改修住 宅又 は熱損失防止改修専有

部分 に対す る固定資産税 の減額の規 定の適用 を

受けよ うとす る者がすべき申告）

52法 附則第15条 の9第9項 に規定す る熱
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損失 防止改修住 宅又 は同条第10項 に規定す

る熱損失防止改修専有部分 について、これ らの

規定の適用 を受 けようとす る者 は、当該熱損失

防止 改修住宅又は当該熱損失防止改修専有部

分に係 る改修工事 が完 了 した 日か ら3月 以 内

に、次の各号に掲げる事項を記載 した 申告書に

省令 附則第7条 第9項 各号 に掲げ る書類 を添

えて市長に提出 しなければな らない。

（1）納税義務者の住所、氏名及び個人番号 （法

人 にあっては、主たる事務所の所在地、名称

（2）～（5）略

53～55略

損失 防止改修住宅又は同条第10項 に規定す

る熱損失防止改修専有部分について、これ らの

規定の適用 を受 けようとす る者は、当該熱損失

防止 改修住宅又は当該熱損失 防止改修専有部

分に係 る改修工事が完 了 した 日か ら3月 以内

に、次の各号に掲げる事項を記載 した申告書に

省令 附則第7条 第9項 各 号に掲 げる書類 を添

えて市長に提出 しなけれ ばな らない。

（1）納税義務者 の住所及び氏名 （法

人 にあっては、主たる事務所の所在地及び名

称

②～（5）略

53～55略
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尼崎市市税条例の一部を改正する条例 （平成26年 尼崎市条例第22号 ）（第2条 関係）

改正後

第2条 尼崎市市税 条例 の一部 を次の よ うに改

正す る。

第17条 第4項 中 「第24条 第3項 」を 「第2

92条 第1項 第3号 ロ」に、「地方税法施行令 （昭

和25年 政令第245号 。以下 「令」 とい う。）

に規定す る場所」を 「恒久的施設 （法人税法第2

条第12号 の18に 規 定す る恒久 的施設 をい

う。）」 に改める。

第19条 第11項 中 「次に掲げる区分に応 じ当

該号に定める」を 「同法第28条 第2項 に規定す

る給与所得控 除額 の2分 の1に 相当す る」 に改

め、同項 各号 を削 る。

第25条 第3項 中 「税 （」の次に 「所得税法第

2条 第1項 第5号 に規定す る非居住者で あった

期 間を有す る者 の当該期 間内に生 じた所得 につ

き課 され るものにあっては、同法第161条 第1

項第1号 に掲 げる国内源 泉所得 につ き外国の法

令 によ り課 され るものに限る。」を、 「控除限度

額及び」の次に 「同法第165条 の6第1項 の控

除限度額並びに」を加 える。

第33条 の7の2第5項 中 「第145条 におい

て準用する場合 を含む」を 「第72条 第1項 の規

定が適用 される場合 を含む。以下この款において

同 じ。）又は第144条 の3第1項 （同法第14

4条 の4第1項 の規定が適用 され る場合 を含む。

以下 この款 において同じ」に改 める。

第33条 の8第1項 中 「（同法第72条 第1項

の規定 が適用 され る場合及び 同法第145条 に

おいてこれ らの規定を準用する場合 を含む。以下

この款 において同 じ。）」及び 「（同法第145

条 において準用す る場合を含 む。以下第11項 を

除き、この款 において同 じ。）」を削 り、 「又は

第89条 」を 「、第89条 」に改め、 「含む。）」

の次に 「、第144条 の3第1項 又 は第144条

現 行

第2条 尼崎市市税条例 の一部 を次のよ うに改

正する。

第17条 第4項 中 「第24条 第3項 」を 「第2

92条 第1項 第3号 ロ」に、「地方税法施行令 （昭

和25年 政令第245号 。以下 「令」 とい う。）

に規定す る場所」を 「恒久的施設 （法人税法第2

条第12号 の18に 規定 す る恒久 的施設 をい

う。）」 に改める。

第19条 第2項 中 「令」を 「地方税法施行令 （昭

和25年 政令 第245号 。以下 「令 」とい う。）」

に改め、同条第11項 中 「次に掲 げる区分に応 じ

当該号に定 める」を 「同法第28条 第2項 に規定

す る給与所得控除額の2分 の1に 相当する」に改

め、 同項各 号 を削 る。

第25条 第3項 中 「税 （」の次 に 「所得税法第

2条 第1項 第5号 に規 定す る非居住者 であった

期 間を有す る者 の当該期 間内に生 じた所得 につ

き課 され るものにあっては、同法第161条 第1

項第1号 に掲 げる国内源泉所得 につ き外 国の法

令によ り課 され るものに限る。」を、 「控除限度

額及び」の次に 「同法第165条 の6第1項 の控

除限度額並びに」を加 える。

第33条 の7の2第5項 中 「第145条 におい

て準用す る場合 を含む」を 「第72条 第1項 の規

定が適用 される場合 を含む。以下この款において

同 じ。）又は第144条 の3第1項 （同法第14

4条 の4第1項 の規定が適用 され る場合 を含む。

以下 この款 において同 じ」に改める。

第33条 の8第1項 中 「（同法第72条 第1項

の規定 が適用 され る場合及び同法第145条 に

おいてこれ らの規定を準用す る場合を含む。以下

この款 において同 じ。）」及び 「（同法第145

条 において準用す る場合 を含む。以下第11項 を

除き、この款 において同じ。）」を削 り、 「又は

第89条 」を 「、第89条 」に改め、 「含む。）」

の次に 「、第144条 の3第1項 又は第144条
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の6第1項 」 を加え、 「又は第88条 の申告書」

を 「、第88条 又は第144条 の3第1項 の申告

書」に、 「又は第88条 の規定」を 「、第88条

又は第144条 の3第1項 （同法第144条 の4

第1項 の規定が適用 される場合を除 く。）の規定」

に、 「又は第74条 第1項 」を 「、第74条 第1

項、第144条 の3第1項 又は第144条 の6第

1項 」に改め、 「において、同法第71条 第1項 」

の次 に 「又は第144条 の3第1項 」を加 え、同

条第5項 中 「若 しくは第74条 第1項 」を 「、第

74条 第1項 、第144条 の3第1項 （同法第1

44条 の4第1項 の規定が適用 され る場合 に限

る。）若 しくは第144条 の6第1項 」に、 「（同

法第145条 において準用する場合 を含む。）」

を 「又 は第144条 の13」 に、 「これ らの規定

によって 申告納付すべ き当該法人税額の課税標

準の算定期間又は当該連結法人税額 の課税標準

の算定期間 に係 る法人税割 の課税標準 とな る法

人税額又は個別帰属法人税額か ら、当該法人税額

（当該法人税額 にっいて租 税特別措置法第42

条の5第5項 、第42条 の6第12項 、第42条

の9第4項 、第42条 の12の3第5項 、第62

条第1項 、第62条 の3第1項 若 しくは第8項 又

は第63条 第1項 の規定によ り加 算 され た金額

がある場合には、令で定める額を控除 した額）又

は当該個別帰属法人税額 （当該個別帰属法人税額

について法第292条 第1項 第4号 の4に 規定

す る個別帰属特別控除取戻税額等が ある場合 に

は、令で定める額 を控除した額）を限度 として、

還付を受けた法人税額を控除す る」を 「法第32

1条 の8第12項 各号 に掲げる法人 の区分に応

じ、当該各号に定めるところによる」に改め、同

項後段 を削 り、同条第10項 中 「税 （」の次に 「外

国法人にあっては、法人税法第138条 第1項 第

1号 に掲 げる国内源泉所得 につき外 国の法令に

よ り課 されるものに限 る。」を、 「控除限度額」

の次 に 「若 しくは同法第144条 の2第1項 の控

除限度額」を、 「法人税割額」の次に 「（外国法

の6第1項 」 を加 え、 「又は第88条 の申告書」

を 「、第88条 又は第144条 の3第1項 の申告

書」に、 「又は第88条 の規定」を 「、第88条

又は第144条 の3第1項 （同法第144条 の4

第1項 の規定が適用 される場合 を除く。）の規定」

に、 「又 は第74条 第1項 」を 「、第74条 第1

項、第144条 の3第1項 又は第144条 の6第

1項 」に改め、 「において、同法第71条 第1項 」

の次に 「又は第144条 の3第1項 」を加 え、同

条第5項 中 「若 しくは第74条 第1項 」を 「、第

74条 第1項 、第144条 の3第1項 （同法第1

44条 の4第1項 の規定が適用 され る場合 に限

る。）若 しくは第144条 の6第1項 」に、 「（同

法第145条 において準用す る場合 を含む。）」

を 「又は第144条 の13」 に、 「これ らの規定

に よって申告納付すべ き当該法人税額 の課税標

準の算定期間又は当該連結法人税額 の課税標準

の算 定期 間に係 る法人税割 の課税標 準 となる法

人税額又は個別帰属法人税額 から、当該法人税額

（当該 法人税額 について租税特別措置法第42

条の5第5項 、第42条 の6第12項 、第42条

の9第4項 、第42条 の12の3第5項 、第62

条第1項 、第62条 の3第1項 若 しくは第8項 又

は第63条 第1項 の規定に より加算 された金額

がある場合には、令 で定める額を控除 した額）又

は当該個別帰属法人税額 （当該個別帰属法人税額

につ いて法第292条 第1項 第4号 の4に 規定

す る個別帰属特別控除取戻税額等 がある場合 に

は、令で定める額を控除 した額） を限度 として、

還付 を受 けた法人税額を控除する」を 「法第32

1条 の8第12項 各 号に掲 げる法人 の区分 に応

じ、当該各号に定めるところによる」に改め、同

項後段を削 り、同条第10項 中 「税 （」の次に 「外

国法人にあっては、法人税法第138条 第1項 第

1号 に掲 げる国 内源 泉所得 につ き外 国の法令 に

よ り課 され るものに限る。」を、 「控除限度額」

の次に 「若 しくは同法第144条 の2第1項 の控

除限度額」を、 「法人税割額」の次 に 「（外国法
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人にあっては、法人税法第141条 第1号 イに掲

げ る国内源泉所得 に対す る法人税額 を課税標準

として課す るものに限る。）」を加 え、同条第1

8項 中 「第71条 第1項 」の次に 「若 しくは第1

44条 の3第1項 」を加 え、 「同条第1項 」を 「同

法第71条 第1項 又は第144条 の3第1項 」に

改 める。

第33条 の13第1項 中 「第145条 」を 「第

144条 の8」 に改め、 「第74条 第1項 」の次

に 「又は第144条 の6第1項 」 を加 える。

第62条 第3項 中 「4，700円 」を 「5，9

00円 」に改める。

附則第55項 を附則第56項 とし、附則第54

項 中 「附則第52項 」を 「附則第53項 」に改め、

同項を附則第55項 とし、附則第53項 を附則第

54項 とし、附則第52項 を附則第53項 とし、

附則第51項 中 「附則第49項 」を 「附則第50

項」に改め、同項 を附則第52項 とし、附則第4

6項 か ら附則第50項 までを1項 ずつ繰 り下げ、

附則第45項 中 「附則第47項 」を 「附則第48

項」に改め、同項を附則第46項 とし、附則第4

4項 を附則第45項 とし、附則第43項 を附則第

44項 とし、附則第42項 中 「附則第40項 」を

「附則第41項 」に改め、同項 を附則第43項 と

し、附則第35項 か ら附則第41項 までを1項 ず

つ繰 り下げ、附則第34項 中 「法附則第30条 第

3項 各号」を 「法附則第30条 第5項 各号」に改

め、同項を附則第35項 とし、附則第33項 中 「法

附則第30条 第2項 各号」を 「法附則第30条 第

4項 各号」に改め、同項を附則第34項 とし、附

則第32項 の前の見出 しを削 り、同項 中 「間 （次

項及び附則第34項 」を 「間 （次項及び附則第3

5項 」に、 「初めて道路運送車両法 （昭和26年

法律第185号 ）第60条 第1項 後段 の規定によ

る車両番号の指定 （次項及び附則第34項 におい

て 「初 回車両番号指定」 とい う。）」を 「初回車

両番 号指定」に 「附則第30条 第1項 各号」を 「附

則第30条 第3項 各号」に改 め、同項を附則第3

人にあっては、法人税法第141条 第1号 イに掲

げる国内源泉所得 に対す る法人税額 を課税標 準

として課す るものに限る。）」を加 え、同条第1

8項 中 「第71条 第1項 」の次に 「若 しくは第1

44条 の3第1項 」を加 え、「同条第1項 」を 「同

法第71条 第1項 又は第144条 の3第1項 」に

改める。

第33条 の13第1項 中 「第145条 」を 「第

144条 の8」 に改め、 「第74条 第1項 」の次

に 「又は第144条 の6第1項 」を加える。

第62条 第3項 中 「4，700円 」を 「5，9

00円 」に改める。

附則第55項 を附則第56項 とし、附則第54

項 中 「附則第52項 」を 「附則第53項 」に改め、

同項を附則第55項 とし、附則第53項 を附則第

54項 とし、附則第52項 を附則第53項 とし、

附則第51項 中 「附則第49項 」を 「附則第50

項」に改 め、同項 を附則第52項 とし、附則第4

6項 か ら附則第50項 までを1項 ずつ繰 り下げ、

附則第45項 中 「附則第47項 」を 「附則第48

項」に改め、同項を附則第46項 とし、附則第4

4項 を附則第45項 とし、附則第43項 を附則第

44項 とし、附則第42項 中 「附則第40項 」を

「附則第41項 」に改め、同項 を附則第43項 と

し、附則第35項 か ら附則第41項 までを1項 ず

つ繰 り下げ、附則第34項 中 「法附則第30条 第

3項 各号」を 「法附則第30条 第5項 各号」に改

め、同項を附則第35項 とし、附則第33項 中「法

附則第30条 第2項 各号」を 「法附則第30条 第

4項 各号」に改め、同項を附則第34項 とし、附

則第32項 の前の見出 しを削 り、同項中 「間 （次

項及び附則第34項 」を 「間 （次項及び附則第3

5項 」に、 「初めて道路運送車両法 （昭和26年

法律第185号 ）第60条 第1項 後段の規定によ

る車両番号の指定 （次項及び附則第34項 におい

て 「初回車両番号指定」とい う。）」を 「初回車

両番 号指定」に 「附則第30条 第1項 各号」を 「附

則第30条 第3項 各号」に改め、同項 を附則第3

42



3項 とし、附則第31項 の次に次 の見出 し及び1

項 を加 える。

（軽 自動車税の税率の特例）

323輪 以上の軽 自動車 （法附則第30条 第1

項に規定す る軽 自動車をい う。以下この項にお

いて 「特定軽 自動車」 とい う。）に対す る当該

特定軽 自動車が初めて道路運送車両法 （昭和2

6年 法律第185号 ）第60条 第1項 後段の規

定 による車両番号の指定 （次項から附則第35

項までにおいて 「初回車両番号指定」とい う。）

を受 けた月か ら起算 して14年 を経過 した月

の属す る年度以後の年度分 の軽 自動車税 に係

る第62条 の規定の適用 については、当分 の

間、次表の左欄 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。

第62条

第2号 イ

第62条

第2号 ウ

3，900円

6，900円

10，800円

3，800円

5，000円

4，600円

8，200円

12，900円

4，500円

6，000円

3項 とし、附則第31項 の次に次の見出 し及び1

項を加 える。

（軽 自動車税の税率の特例）

323輪 以上の軽 自動車 （法附則第30条 第1

項 に規定す る軽 自動車をい う。以下 この項 にお

いて 「特定軽 自動車」 とい う。）に対する当該

特定軽 自動車が初めて道路運送車両法 （昭和2

6年 法律第185号 ）第60条 第1項 後段の規

定による車両番号の指定 （次項か ら附則第35

項 までにおいて 「初回車両番号指定」とい う。）

を受 けた月か ら起算 して14年 を経過 した月

の属す る年度以後の年度分 の軽 自動車税に係

る第62条 の規定の適用 につい ては、 当分 の

間、次表の左欄 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。

第62条

第2号 イ

第62条

第2号 ウ

3，900円

6，900円

10，800円

3，800円

5，000円

4，600円

8，200円

12，900円

4，500円

6，000円

v
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（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例 会 〉

種 議 案第123号 所 ’管

尼崎市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について

改正理由

被用者年金制度の一元化に伴い、地方公務員等共済組合法施行令等の一部を改正す

る等の政令 （平成27年 政令第346号 ）が施行 され、非常勤消防団員等の公務災害

補償制度が改正 された ことか ら、特殊公務災害補償 として年金たる補償が支給 される

場合について、新たな併給調整率を定めるな ど規定の整備 を行 う。

2主 な改正内容

（1）国家公務員共済制度又は地方公務員共済制度の創設以前に国家公務員又は地方

公務員 として在職 していた者に対 して支払われる共済年金の取扱い

被用者年金制度の一元化後に、新たに公務災害補償による年金 と共済年金が併給

される場合における支給額の調整率について、規定を設ける。

特殊公務災害補償 として支給 される年金たる損害補償の調整

消防団員が身体に対 し高度の危険が予想 される状況下で消防活動に従事 し、公務

災害を受けた場合に、特殊公務災害補償 として支給される年金たる損害補償 につい

て、新たな併給調整率を用いる。

施行期 日等

公布 の 日。

ただ し、2（2）につ いては平成27年10月1日 か ら適用す るこ ととし、平成27年

10月1日 か ら施行 日までに支給す る事 由が生 じ、現行規定 に よ り年金た る損害補償

が支給 され た場合 は、改正後 の規 定に基づ く年金た る損害補償 の内払い とみ な し、施

行後 に差額 を支給す る こととす る。
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尼崎市消防団員等公務災害補償条例

改正後

付 則

1～29略

（年金たる給付との調整）

30年 金たる損害補償を受ける権利を有する者が、その損害補償の事由となった障害又は死亡につ

いて次表の左欄に掲げる年金たる損害補償の区分に応 じそれぞれ同表の中欄に掲げる年金たる給付

（以下この項において 「特定年金たる給付」 とい う。）の支給を受ける場合には、当分の間、この

条例の規定 （この項を除 く。）にかかわらず、この条例の規定 （第19条 の2及 びこの項を除 く。）

による年金たる損害補償の年額に、同表の左欄に掲げる年金たる損害補償の区分に応 じそれぞれ同

表の右欄 に掲げる率を乗 じて得た額 （その額が、当該年金たる損害補償の年額から当該損害補償の

事由 となった障害又は死亡について支給 される特定年金たる給付の年額の合計額を控除した額を下一

回 る場合 には、当該額 ） （そ の額 に、50円 未満 の端数 が ある ときはこれ を切 り捨 て、50円 以上一

100円 未満の端数が ある ときはこれ を100円 に切 り上 げる。） を支給す る。

1特 殊公務外傷病補償 厚生年金保険法 （昭和29年 法律第115号 ）の規 0．73

年金 （傷病補償年金で、定による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元

第18条 の2の 規定が 化等 を図るための厚生年金保険法等の一部を改正

適用 されたもの以外の する法律 （平成24年 法律第63号 。以下 「平成2

も の をい う。 以 下 同 4年 一元化法」 とい う。）附則第41条 第1項 若 し

じ 。 ） くは第65条 第1項 の規定により支給 され る障害

共済年金 （以下 「障害厚生年金等」とい う。）及び

国民年金法 （昭和34年 法律第141号 ）の規定に

よる障害基礎年金 （同法第30条 の4第1項 の規定

により支給 される障害基礎年金 （以下 「特定障害基

礎年金」 とい う。） を除 く。以 下 「障害基礎年金 」

と い う。 ）

2特 殊公務上傷病補償 障害厚生年金等及び障害基礎年金 0．82（ 傷 病等級

年金 （第18条 の2の の第1級 又は第2級

規定が適用 された傷病 に該当する障害に係

補償年金をい う。以下 るもの にあって は、

同 じ。 ） 0．81）

3特 殊公務外障害補償 障害厚生年金等及び障害基礎年金 0．73

年金 （障害補償年金で、

第18条 の2の 規 定が

適用 された もの以外の

もの を い う。 以 下 同

じ 。 ）

4特 殊公務上障害補償 障害厚生年金等及び障害基礎年金 0．82（ 障害 等級
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現 行

付 則

1～29略

（他の法律による給付 との調整）

30年 金たる損害補償を受ける権利を有す る者が、当該損害補償の事由となった障害又は死亡にっ

いて次表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応 じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給

付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定 （第19条

の2を 除 く。）による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類

に応 じ同表の右欄に掲げる率を乗 じて得た額 （その額が当該年金たる損害補償の額か ら当該損害補

償の事由となった障害又は死亡について支給 される同表の中欄に掲げる年金たる給付の額の合計額

を控除した残額 を下回る場合には、当該残額）を支給 し、その額に、50円 未満の端数があるとき

は これ を切 り捨 て、50円 以上100円 未満の端数 があ るときは これ を100円 に切 り上げ る。

傷病補償年金

障害補償年金

厚生年金保険法 （昭和29年 法律第115号 ）の規

定による障害厚生年金及び国民年金法 （昭和34年

法律第141号 ）の規定による障害基礎年金 （同法

第30条 の4の 規定による障害基礎年金を除 く。以

下 同 じ。 ）

厚生年金保険法の規定による障害厚生年金及び国

民年金法の規定による障害基礎年金

0．73

0．73
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年 金 （第18条 の2の の第1級 又は第2級

規定が適用 された障害 に該 当す る障害 に係

補償年金をい う。以下 る もの にあ って は、

同 じ。 ） 0．81）

5特 殊公務外遺族補償 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は平 0．8

年金 （遺族補償年金で、成24年 一元化法附則第41条 第1項 若 しくは第

第18条 の2の 規定 が 65条 第1項 の規定によ り支給 され る遺族共済年

適用 されたもの以外の 金 （以下 「遺族厚生年金等」という。）及び国民年

も の を い う。 以 下 同 金法の規定による遺族基礎年金 （国民年金法等の一

じ 。 ） 部を改正する法律 （昭和60年 法律第34号 。以下

「国民年 金等 改正法」 とい う。）附則 第28条 第1

項の規定により支給され る遺族基礎年金 （以下 「特

定遺族 基礎年金 」 とい う。）を除 く。以下 「遺族基

礎 年金」 とい う。）

6特 殊公務上遺族補償 遺族厚生年金等及び遺族基礎年金 0．87

年 金 （第18条 の2の

規定が適用 された遺族

補償年金をい う。以下

同 じ。 ）

31年 金たる損害補償を受ける権利を有する者が、その損害補償の事由となった障害又は死亡につ

いて次表の左欄に掲げる年金たる損害補償の区分に応 じそれぞれ同表の中欄に掲げる年金たる給付

（以下この項において 「特定年金たる給付」とい う。）の支給を受ける場合 （前項に規定す る場合

を除く。）には、当分の間、この条例の規定 （この項を除 く。）にかかわらず、この条例の規定 （第

19条 の2及 びこの項を除く。）による年金たる損害補償の年額に、同表の左欄に掲げる年金たる

損害補償の区分及び同表の中欄に掲げる年金たる給付の区分に応 じそれぞれ同表の右欄に掲げる率

を乗 じて得た額 （その額が、当該年金たる損害補償の年額からその損害補償の事由となった障害又

は死亡にっいて支給 される特定年金たる給付の年額を控除 した額を下回る場合には、当該額） （そ一 一 一

の額 に、50円 未満 の端数 がある ときは これ を切 り捨て、50円 以上100円 未満 の端数が ある と一

きは これ を100円 に切 り上 げる。） を支給す る。 ．

1特 殊公務外傷病補償 障害厚生年金等 0．86

年金一 障害基礎年金 （その損害補償の事由となった障害に 0．88

ついて平成24年 一元化法附則第37条 第1項 、第

61条 第1項 若 しくは第79条 に規定す る給付 に

該当する障害共済年金又は厚生年金保険制度及び

農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るため

の農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の

法律 （平成13年 法律第101号 ）附則第2条 第1

項第2号 に規定する旧農林共済法 （以下 「旧農林共
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遺族補償年金 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金及び国

民年金法の規定による遺族基礎年金 （国民年金法等

の一部 を改正す る法律 （昭和60年 法律第34号 。

以 下 「国民年金等 改正法 」 とい う。）附則第28条

第1項 の規定により支給 される遺族基礎年金 を除

く。 以 下 同 じ。 ）

0．80

31年 金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となった障害又は死亡につ

いて次表の左欄に掲げる年金たる損害補償の種類に応 じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給

付の支給を受ける場合 （前項に規定する場合を除 く。）には、当分の間、この条例の規定にかかわ

らず、この条例の規定 （第19条 の2を 除 く。）による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲

げる当該年金たる損害補償の種類に応 じ同表の中欄に掲げる当該法律 による年金たる給付 ごとに同

表の右欄に掲げる率を乗 じて得た額 （その額が当該年金たる損害補償の額か ら当該損害補償の事由

となった障害又は死亡にっいて支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額を

控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給 し、その額に、50円 未満の端数があるときは

これ を切 り捨 て、50円 以上100円 未満の端数 が ある ときは これ を100円 に切 り上げ る。

傷病補償年金 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金

国民年金法の規定による障害基礎年金 （当該損害補

償 の事 由となった障害により国家公務員共済組合

法 （昭和33年 法律第128号 ）、地方公務員等共

済組合法 （昭和37年 法律第152号 ）、私立学校

教職員共済法 （昭和28年 法律第245号 ）又は厚

生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制

度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合

法等を廃止する等の法律 （平成13年 法律第101

0．86

0．88
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済法」 とい う。）の規定に よる障害共済年金 （以下

「旧国共済法等の規定による障害共済年金」 とい

う。）が支給 され る場合 を除 く。）

2特 殊公務上傷病補償 障害厚生年金等 0．91（ 傷病 等級

年金

■

の第1級 又は第2級

に該 当す る障害に係

る もの に あって は、

0．9）

障害基礎年金 （その損害補償の事由となった障害に 0．92（ 傷病 等級

ついて旧国共済法等の規定による障害共済年金が の第1級 に該 当す る

支給 され る場合 を除 く。 ） 障害に係 るものにあ

っ て は 、0．91）

3特 殊公務外障害補償 障害厚生年金等 0．83

年金一 障害基礎年金 （その損害補償の事由となった障害に 0．88

ついて旧国共済法等の規定による障害共済年金が

支給 され る場合 を除 く。）

4特 殊公務上障害補償 障害厚生年金等 0．89（ 障 害等級

年金一 の第1級 又は第2級

に該 当す る障害に係

る ものに あって は、

0．88）

障害基礎年金 （その損害補償の事由となった障害に 0．92（ 障害等級

ついて旧国共済法等の規定による障害共済年金が の第1級 に該 当す る

支給 され る場合 を除 く。） 障害に係 るものにあ

っ て は 、0．91）

5特 殊公務外遺族補償 遺族厚生年金等 0．84

年金一 遺族基礎年金 （その損害補償の事由となった死亡に 0．88

ついて平成24年 一元化法附則 第37条 第1項 、第

61条 第1項 若 しくは第79条 に規定す る給付 に

該 当す る遺族共済年金又は旧農林共済法の規定に

よる遺族共済年金 （以下 「旧国共済法等の規定によ

る遺族共済年金」とい う。）が支給 される場合を除

く。）又は国民年金法の規定による寡婦年金

6特 殊公務上遺族補償 遺族厚生年金等 0．89

年金一 遺族基礎年金 （その損害補償の事由となった死亡に 0．92

ついて旧国共済法等の規定による遺族共済年金が

支給される場合を除く。）又は国民年金法の規定に
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●

号）附則第2条 第1項 第2号 に規定する旧農林共済

法 （以下 「国家公務員共済組合法等」 とい う。）の

規定 による障害共済年金 が支給 され る場合 を除

く 。 ）

障害補償年金 厚生年金保険法の規定による障害厚生年金 0．83

国民年金法の規定による障害基礎年金 （当該損害補 0．88

償の事由となった障害によ り国家公務員共済組合

法等の規定による障害共済年金が支給 される場合

を 除 く。 ）

遺族補償年金 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金 0．84

国民年金法の規定による遺族基礎年金 （当該損害補 0．88

償の事由となった死亡によ り国家公務員共済組合

法等の規定による遺族共済年金が支給 される場合

を除 く。）又は国民年金法の規定による寡婦年金
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よる寡婦年金

32年 金たる損害補償を受ける権利を有する者が、その損害補償の事由となった障害又は死亡につ

いて次表の左欄に掲げる年金たる損害補償の区分に応 じそれぞれ同表の中欄に掲げる年金たる給付

（以下 この項 において 「特定年金た る給付 」 とい う。）の支給 を受 ける場合 には、当分 の間、 この

条例 の規定 （この項 を除 く。） にかかわ らず 、この条例の規定 （第19条 の2及 び この項 を除 く。）

による年金たる損害補償の年額に、同表の左欄 に掲げる年金たる損害補償の区分及び同表の中欄に

掲げる年金たる給付の区分に応 じそれぞれ同表の右欄に掲げる率 （以下 「調整率」とい う。） （2

の特定年金たる給付が支給 される場合にあっては、これ らの調整率を合計 した率か ら1を 控除 した

率）を乗 じて得た額 （その額が、当該年金たる損害補償の年額から当該損害補償の事由となった障

害又は死亡について支給 される特定年金たる給付の年額 （2の特定年金たる給付が支給される場合

にあっては、 これ らの合計額） を控 除 した額 を下回 る場合 には、当該額 ） （その額 に、50円 未満

の端数 があ る ときはこれ を切 り捨 て、

に切 り上 げる。） を支 給す る。

50円 以上100円 未満 の端 数があ るときはこれ を100円

1特 殊公務外傷病補償

年金

2特 殊公務上傷病補償

縫

3特 殊公務外障害補償

壁

国民年金等改正法附則第87条 第1項 に規定する

年金たる保険給付に該当する障害年金 （以下 「旧船

員保険法の規定による障害年金」 とい う。）

国民年金等改正法附則第78条 第1項 に規定す る

年金たる保険給付に該当する障害年金 （以下 「旧厚

生年金保険法の規定による障害年金」 とい う。）

国民年金等改正法附則第32条 第1項 に規定す る

年金たる給付に該当す る障害年金 （以下 「旧国民年

金 法の規 定に よる障害年金 」 とい う。）

旧船員保険法の規定による障害年金

旧厚生年金保険法の規定による障害年金

旧国民年金法の規定による障害年金

旧船員保険法の規定による障害年金

旧厚生年金保険法の規定による障害年金

旧国民年金法の規定による障害年金

0．75

0．75

0．89

0．83（ 傷 病等級

の第1級 に該 当す る

障害に係 るものにあ

っ て は 、O．82）

0、83（ 傷 病等 級

の第1級 に該 当す る

障害に係 るものにあ

っ て は 、0．82）

0．93（ 傷病 等級

の第1級 又 は第2級

に該当する障害に係

る もの にあ っては、

0．92）

0．74

0．74

0．89
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32年 金たる損害補償を受ける権利 を有する者が、当該損害補償の事由となった障害又は死亡につ

いて次表の左欄 に掲げる年金たる損害補償の種類に応 じ同表の中欄 に掲げる法律による年金たる給

位の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわ らず、この条例の規定 （第19条

の2を 除く。）による年金たる損害補償の額に、同表の左欄に掲げる当該年金たる損害補償の種類

に応 じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付 ごとに同表の右欄に掲げる率 （当該年金た

る給付の2が 支給 される場合にあっては、当該年金たる給付ごとに同表の右欄に掲げる率を合計 し

て得た率か ら1を 控除 した率）を乗 じて得た額 （その額が当該年金たる損害補償の額から当該損害

補償の事由となった障害又は死亡について支給される同表の中欄 に掲げる当該法律による年金たる

給付の額 （当該年金たる給付の2が 支給され る場合にあっては、その合計額）を控除した残額を下

回 る場合 には、当該残額） を支給 し、その額 に、50円 未 満の端数 がある ときは これ を切 り捨て、

50円 以上100円 未満 の端数 があ るときは これ を100円 に切 り上 げる。

傷病補償年金

障害補償年金

国民年金等改正法附則第87条 第1項 に規定す る

年金たる保険給付に該当する障害年金 （以下 「旧船

員保険法の規定による障害年金」とい う。）

国民年金等改正法附則第78条 第1項 に規定す る

年金たる保険給付に該当する障害年金 （以下 「旧厚

生年金保険法の規定による障害年金」とい う。）

国民年金等改正法附則第32条 第1項 に規定する

年金たる給付に該当する障害年金 （以下 「旧国民年

金 法の規定に よる障害年金」 とい う。）

旧船員保険法の規定による障害年金

旧厚生年金保険法の規定による障害年金

旧国民年金法の規定による障害年金

0．75

0．75

0．89

0．74

0．74

0．89
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4特 殊公務上障害補償 旧船員保険法の規定による障害年金 0．83（ 障害 等級

年金 の第1級 に該当する一

障害に係 るものにあ

っ て は0．81、 障

害等級の第2級 に該

当す る障害に係 るも

のに あって は0．8

旦
旧厚生年金保険法の規定による障害年金 0．83（ 障害等級

の第1級 に該 当す る

障害に係 るものにあ

っ て は0．81、 障

害等級の第2級 に該

当する障害に係 るも

の にあ って は0．8

旦
旧国民年金法の規定による障害年金 0．93（ 障害 等級

の第1級 又は第2級

に該 当す る障害 に係

る もの にあ っては 、

0．92）

5特 殊公務外遺族補償 国民年金等改正法附則第87条 第1項 に規定す る 0．8

年金一 年金たる保険給付に該当する遺族年金 （以下 「旧船

員保険法の規定による遺族年金」 とい う。）

国民年金等改正法附則第78条 第1項 に規定す る 0．8

年金たる保険給付に該当する遺族年金 （以下 「旧厚

生年金保険法の規定による遺族年金」 とい う。）

国民年金等改正法附則第32条 第1項 に規定す る 0．9

年金たる給付に該当する母子年金、準母子年金、遺

児年金又は寡婦年金 （以下 「旧国民年金法の規定に

よる母子年金等」 とい う。）

6特 殊公務上遺族補償 旧船員保険法の規定による遺族年金 0．87

年金一 旧厚生年金保険法の規定による遺族年金 0．87

旧国民年金法の規定による母子年金等 0．93

33

「特定年金 た る給付」

年金たる損害補償を受ける権利 を有する者が、その損害補償の事由となった障害又は死亡につ

いて次に掲げる年金たる損害補償の区分に応 じ当該号に定める年金たる給付 （以下この項において

とい う。 ）の支給 を受 ける場合 には、当分の間、 この条例 の規 定 （この項 を

除 く。 以下 この項 におい て同 じ。 ）にかかわ らず、 この条例 の規 定に よる年金 たる損 害補償 の年 額一
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遺族補償年金 国民年金等改正法附則第87条 第1項 に規定する 0．80

年金たる保険給付に該当する遺族年金

国民年金等改正法附則第78条 第1項 に規定す る 0．80

年金たる保険給付に該当する遺族年金

国民年金等改正法附則第32条 第1項 に規定す る 0．90

年金たる給付に該 当する母子年金、準母子年金、遺

児年金又は寡婦年金

33年 金たる損害補償を受ける権利を有する者が、当該損害補償の事由となった障害又は死亡につ

いて次に掲げる法律による年金たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にか

かわらず、この条例の規定による年金たる損害補償の額から当該号に掲げる年金たる給付の額を控

除 した残額を支給する。一
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から特定年金たる給付の年額 を控除 した額を支給する。一

（1）傷病補償年金又は障害補償年金 特定障害基礎年金

② 遺族補償年金 特定遺族基礎年金

34休 業補償を受ける権利 を有する者が、その損害補償の事由と同一の事由について次表の左欄に

掲げる年金たる給付 （以下この項において 「特定年金たる給付」 とい う。）の支給を受ける場合に

は、当分 の間、 この条例 の規 定 （この項 を除 く。以 下 この項 において 同 じ。） にかかわ らず、 この

条例の規定による休業補償の額に、同欄に掲げる年金たる給付の区分に応 じそれぞれ同表の右欄 に

掲げる率を乗 じて得た額 （その額が、当該休業補償の額から当該同一の事由について支給される特

定年金たる給付の年額 （2の特定年金たる給付が支給される場合にあっては、これ らの合計額）を

365で 除 して得た額を控除 した額を下回る場合には、当該額）を支給する。

障害厚生年金等及び障害基礎年金 0．73

障害厚生年金等 （その損害補償の事由となった障害について障害基礎年金が支 0．86

給 され る場合 を除 く。 ）

障害基礎年金 （その損害補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は 0．88

旧国共済法等による障害共済年金が支給 される場合を除 く。）

35休 業補償を受ける権利 を有する者が、その損害補償の事由と同一の事由について次表の左欄に

掲げる年金たる給付 （以下この項において 「特定年金たる給付」とい う。）の支給を受ける場合に

は、当分の間、この条例の規定 （この項を除 く。以下この項において同 じ。）にかかわらず、この

条例の規定による休業補償の額に、同欄に掲げる年金たる給付の区分に応 じそれぞれ同表の右欄に

掲げる率を乗 じて得た額 （その額が、当該休業補償の額から当該同一の事由について支給 され る特一 一

定年金たる給付の年額を365で 除 して得た額を控除した額 を下回る場合には、当該額）を支給す一 一

る 。

旧船員保険法の規定による障害年金 0．75

旧厚生年金保険法の規定による障害年金 0．75

旧国民年金法の規定による障害年金 0．89

36児 童扶養手当法 （昭和36年 法律第238号 ）の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当

等の支給に関する法律 （昭和39年 法律第134号 ）の規定による特別児童扶養i手当若 しくは障害

児福祉手当又は国民年金等改正法附則第97条 第1項 の規定により支給 される福祉手当が支給され

ている場合において、これ らの手当の支給を受ける者又はこれ らの手当の支給の対象 となる児童 （こ

れ らの手当の支給を受ける者を除く。）に係る年金たる損害補償を次に掲げる場合の区分に応 じ当該

号に定める給付 とみなしたならば、これ らの手当の全部又は一部が支給 されないこととなるときは、

当分の間、この条例の規定 （この項を除く。）による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令の

定めるところにより規則で定める場合の区分に応 じ総務省令の定めるところにより規則で定める額

を控除 した額を、当該各月分の額として支給するものとする。

（1）・（2）略

37略
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（1）国民年金法第30条 の4の 規定による障害基礎年金

（2）国民年金等改正法附則第28条 第1項 の規定による遺族基礎年金

34休 業補償を受ける権利を有す る者が、同一の事由について厚生年金保険法の規定による障害厚

生年金又は国民年金法の規定による障害基礎年金の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の

規定にかかわ らず、この条例の規定による休業補償の額に、付則第30項 又は付則第31項 に規定

する場合 に応 じ、それぞれ付則第30項 又は付則第31項 に規定する傷病補償年金について定める

率を乗 じて得た額 （その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由にっいて支給 され

る当該年金たる給付の額 （当該年金たる給付の2が 支給 される場合にあっては、その合計額）を3

65で 除 して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額）を支給する。

35休 業補償を受ける権利を有する者が、同一の事由について次表の左欄に掲げる法律による年金

たる給付の支給を受ける場合には、当分の間、この条例の規定にかかわ らず、この条例の規定によ

る休業補償の額に、同表の左欄に掲げる法律による年金たる給付の種類に応 じ同表の右欄に掲げる

率を乗 じて得た額 （その額がこの条例の規定による休業補償の額か ら同一の事由について支給され

る当該年金たる給付の額を365で 除 して得た額を控除 した残額を下回る場合には、当該残額）を一 一

支給す る。

旧船員保険法の規定による障害年金 0．75

旧厚生年金保険法の規定による障害年金 0．75

旧国民年金法の規定による障害年金 O．89

36児 童扶養手当法 （昭和36年 法律第238号 ）の規定による児童扶養手当、特別児童扶養手当

等の支給に関する法律 （昭和39年 法律第134号 ）の規定による特別児童扶養手当若 しくは障害

児福祉手当又は国民年金等改正法附則第97条 第1項 の規定により支給 される福祉手当が支給 され

ている場合において、これ らの手当の支給を受ける者又はこれらの手当の支給の対象 となる児童 （こ

れ らの手当の支給を受ける者を除 く。）に係 る年金たる損害補償を次に掲げる場合の区分に応 じ当該

号に定める給付 とみなしたならば、これ らの手当の全部又は一部が支給 されないこととなるときは、

当分の間、この条例の規定による年金たる損害補償の各月分の額から総務省令の定めるところによ

り規則で定める場合の区分に応 じ総務省令の定めるところにより規則で定める額を控除 した額を、

当該各月分の額 として支給す るものとする。

（1）・② 略

37略

57



O
c。



（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例 会 〉

種 別

件 名

条例 番 号 議案第124号 所 管

公 園計画 ・21世 紀 の森担

当、 こ ども家庭 支援課 、

ス ポ ー ツ振 興課 、教 育 相

談 ・特別支援担 当、児童課

学校教育法等の一部 を改正す る法律の施行 に伴 う関係条例の整備に関する条

例について

内 容

1改 正理 由

学校教育法等 の一部 を改正す る法律 （平成27年 法律第46号 ）の制定 に伴い、現

行 の小 ・中学校 に加 え、小学校 か ら中学校 までの義務教 育を一貫 して行 う義務教 育学

校 （以 下 「義務教育学校」 とい う。） を新 たな種類 として規定す る必要 が生 じる こと

か ら、次 に掲 げ る条例 の規定 の整備 を行 う。

2改 正内容

次に掲げる条例の規定中、義務教育学校に関す る規定を加 えるとともに、所要の文

言整理を行 う。

（1）尼崎市都市公園条例

（2）尼崎市交通遺児激励金支給条例

（3）尼崎市立社会体育施設の設置及び管理に関す る条例

（4）尼崎市教育支援委員会条例

（5）尼崎市立児童ホームの設置及び管理に関する条例

3施 行期 日

平成28年4月1日
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尼崎市都市公園条例 （第1条 関係）

改正後

別表第2

（5）有料公園施設等 を利用す る場合

ア 有料公園施設 （分 区園を除 く。）の使用料

（ア） 営利、営業を目的 とせず、かつ、入場料 を徴収 しない場合

公 施設の使用区分 使用料

園 専用使用料 個人使用料

名 単 金額

位

記 総 ト レ ー ニ ン 1回 につ き1月 につ き

念 合 グ室 （体力測 一般
、学生400円4，000円

公 体 定 室 を 含
高等学校 （これに準ず る学校及び 中100円1，000円

園 育 む 。 ）
等教育学校 の後期課程 を含む。） の

館
生徒

中学校 （これ に準ずる学校並びに義60円600円

務教育学校の後期課程及び中等教育

学校の前期課程 を含む。）の生徒 、

児童
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現 行

別表第2

（5）有料公園施設等を利用する場合

ア 有料公園施設 （分 区園を除く。）の使用料

（ア） 営利、営業を 目的とせず、かつ、入場料 を徴収 しない場合

公 施設の使用区分 使用料

園 専用使用料 個人使用料

名 単 金額

位

記 総 ト レ ー ニ ン 1回 につ き1月 につ き

念 合 グ室 （体力測 一般
、学 生400円4，000円

公 体 定 室 を 含
高等学校 （これに準ず る学校及び中100円1，000円

園 育 む 。 ）
等教育学校 の後期課程 を含む。）の

館
生徒

中学校 （これ に準ず る学校及び 中等60円600円

教育学校の前期課程 を含む。） の生

徒、児童
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尼崎市交通遺児激励金支給条例 （第2条 関係）

改正後 現 行

（用語の定義）

第2条 この条例 において次 の各号 に掲 げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（1）・（2）略

（3）義務教育諸学校 学校教育法 （昭和22年

法律第26号 ）に規定す る小学校若 しくは中

学校、同法に規定する義務教育学校 （以下 「義

務教育学校」とい う。）、同法に規定す る中

等教育学校の前期課程 （以下 「中等教育学校

前期課程」 とい う。）又は同法 に規定す る特

別支援学校の小学部若 しくは中学部 をい う。

（4）略

（5）中学校等 学校教育法に規定す る中学校、

同法に規定する義務教育学校の後期課程 （以

下 「義務教育学校後期課程」とい う。）、中等

教育学校前期課程、同法に規定する特別支援

（用語の定義）

第2条 この条例 において次 の各号 に掲げ る用

語 の意義は、 当該各号に定 めるところによる。

（1）・（2｝略

（3）義務教育諸学校 学校教育法 （昭和22年

法律第26号 ） に規定す る小学校、中学校、

中等教育学校の前期課程又は特別支援学校

の小学部若 しくは中学部 をい う。

（4）略

（5）中学校等 義務教育諸学校の うち中学校、

中等教育学校の前期課程又は特別支援学校

の中学部 （これらに準ずる教育を施す各種学

校 を含 む。 ） をい う。

学校の中学部又はこれ らに準ずる教育を施

す各種学校 をい う。

（激励金 の種類等）

第4条 交通遺児 に支給す る激励金 の種類及び

額 は、次の とお りとす る。

（1）略

② 入学等準備金

（激励金の種類等）

第4条 交通遺児 に支給す る激励金 の種類及び

額は、次の とお りとする。

（1）略

（2）入学等準備金

種類 金額 種類 金額

入 学 準

備金

交 通 遺 児 が 就 学 す る とき20，000円

（中 学 校 等 に就 学 す る場 合 に あ っ て

は、24，000円 とす る。）

入 学 準

備金

交 通 遺 児 が 就 学 す る と き20，000円

（中学 校 等 に就 学 す る 場 合 に あ っ て

は、24，000円 とす る。 ）

進 学 準

備金

交通遺児が、中学校等 （義務教育学校 進 学 準

備金

交通遺児が中学校等を卒業 （中等教育

後期課程及び中等教育学校前期課程を 学校の前期課程 にあっては、その修了）

就 職 準

備金

除 く。）若 しくは義務教育学校 を卒 就 職 準

備金

す る とき24，000円

し、又は中等教育学校前期課程を修了

す る と き24，000円一

2市 長 は、必要があると認 めるときは、激励金

の支給に代 えて、その額に相当す る現物を支給

す ることができる。

2市 長 は、必要があると認 めるときは、前項の

就学激励金の支給 に代 えて、その額 に相 当す る

現物 を支給す ることができる。
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尼崎市立社会体育施設の設備及び管理に関する条例 （第3条 関係）

改正後

別表

1プ ールの使用料

区分

一般
、学生及び高等

学校 （これ に準ず る回数券 （1冊11回分）1冊 に

学校及 び中等教育当つき8，400円

校 の後 期 課 程 を 含

む。）の生徒

中学校 （これ に準

る学校 並びに義務 回数券 （1冊11回分）1冊 に

育学校 の後期課程及っ き4，200円

び 中等教育学校 の前

期課程 を含 む。） の

生徒及び小学校 （こ

れ に準ず る学校及 び

義務教育学校の前期

課程 を含む。）の児

里

現 行

別表

1プ ールの使用料

区分

一般
、学生及び高等

学校 （これ に準ず る

学校及び中等教育学

校 の 後 期 課 程 を含

む。）の生徒

中学校 （これ に準

る学校及び 中等教育

学校 の前期課程 を含

む。） の生徒及 び小

学校 （これ に準ず る

学校 を含む。）の児

里

使用料

回数 券 （1冊11回 分 ）1冊 に

つ き8，400円

回数券 （1冊11回 分 ）1冊 に

つ き4，200円
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尼崎市教育支援委員会条例 （第4条 関係）

改正後

（設置）

第1条 心身に障害を有す る児童及 び生徒 の学

校教育法 （昭和22年 法律第26号 ）に規定す

る小学校、中学校 、義務教育学校、中等教育学

校 の前期 課程 又は特別支援学校 の小学部若 し

くは中学部への適切 な就学並び に当該児童及

び生徒 に対す る就学後 の教育上必要 な支援に

関す る事項 を調査審議 させ るため、尼崎市教育

委員会 （以下 「教育委員会」 とい う。）の付属

機関 として、尼崎市教育支援委員会 （以下 「委

員会」 とい う。） を置 く。

現 行

（設置）

第1条 心身 に障害を有す る児童及 び生徒 の学

校教育法 （昭和22年 法律第26号 ）に規定す

る小学校 、中学校、中等教育学校の前期課程又

は特別支援学校 の小学部若 しくは 中学部へ の

適切 な就学並びに当該児童及び生徒 に対す る

就学後 の教育上必要 な支援 に関す る事項 を調

査審議 させ るため、尼崎市教育委員会 （以下 「教

育委員会」とい う。）の付属機 関 として、尼崎

市教育支援委員会 （以下 「委員会」 とい う。）

を置 く。
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尼崎市立児童ホームの設置及び管理に関する条例 （第5条 関係）

改正後

（利用の資格）

第5条 児童ホー ムを利用す るこ とができる者

は、児童 （本市内に住所 を有する者 で学校教育

法 （昭和22年 法律第26号 ）に規定する小学

校又は義務教育学校 の前期課程 （以下 「小学校

等」とい う。）に就学 しているものその他規則

で定 める者 をい う。以下同じ。）の保護者 （親

権を行 う者 、未成年後見人その他の者で、当該

児童 を現 に監護す るものをい う。）で、そのい

ずれ もが労働 その他の事由に より当該児童 を

養育することができないもの （規則で定める要

件を備 える者 に限る。） とする。

（利用 の停止）

第12条 市長 は、次の各号のいずれかに該当す

るときは、利用者に対 し、児童ホー ムの利用の

停止を命ず ることができる。

（1）当該利用者 に係 る入所児童が通学す る小

学校等の一部の学級が学校保健安全法 （昭和

33年 法律第56号 ）第20条 の規定により

臨時に休業 した場合 において、当該入所児童

が当該学級に属 してい るとき。

（2）前号に掲げるもののほか、当該利用者に係

る入所児童が伝染性 の疾病 にかか り、又はそ

のおそれがあるとき。

その他児童 ホームの管理上支障がある と

き。

（利用の資格）

第5条 児 童ホームを利用す るこ とができる者

は、児童 （本市内に住所を有する者 で学校教育

法 （昭和22年 法律第26号 ）第1条 に規定す

る小学校 （以下 「小学校」とい う。）に就学 し

ているものその他規則 で定める者をい う。以下

同 じ。）の保護者 （親権を行 う者、未成年後見

人その他 の者 で、当該児童を現に監護するもの

をい う。）で、そのいずれ もが労働 その他の事

由によ り当該児童 を養育す るこ とができない

もの て規則で定 める要件 を備 える者に限る。）

とする。

（利用の停止）

第12条 市長は、次 の各号のいずれかに該 当す

る ときは、利用者 に対 し、児童ホームの利用の

停止を命ず ることができる。

（1）当該利用者 に係 る入所児童 が通学す る小

学校 の一部の学級 が学校保健安全法 （昭和3

3年 法律第56号 ）第20条 の規定により臨

時に休業 した場合 において、当該入所児童が

当該学級 に属 しているとき。

② 前号 に掲 げるもののほか、当該利用者に係

る入所児童が伝染性の疾病にかか り、又はそ

のおそれがあるとき。

その他児童 ホー ムの管理上支 障がある と

き。
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（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例会 〉

種 別

件 名

条例 番 号 議案第125号 所 管
マ イ ナ ンバ ー カー ド普及

担 当

尼崎市住民基本台帳カー ドの利用に関する条例及び尼崎市印鑑条例の一部を

改正する条例の一部を改正する条例について

内 容

1改 正理 由

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 う関係法律 の整備等 に関す る法律 （平成25年 法律第28号 。以下 「番号整備法」

とい う。） の制 定に伴 い、住民基本台帳法 が一部改正 され るこ ととなった。

この改正 に伴い 、平成27年12月 末 を以 って新規発行 と更新が廃止 され るこ とと

な る住 民基本台帳 カー ドにつ いて経過措置 が設 け られ、既 に発行 され たカー ドにっい

ては、有効期 間の終期 あ るいは、個人番号 カー ドを取得す るまでは有効で ある とされ

たた め、次に掲 げ る条例 の規 定の整備 を行 う。

2改 正 内容

（1）尼崎市住民基本台帳カー ドの利 用 に関す る条例 （第1条 関係）

本条例 に引用 してい る 「住民基本台帳法第30条 の44」 の規定 につい ては、番

号整備法 に よる改正前 の住民基本台帳法 （以下 「旧法」 とい う。）の規 定 とす る。

（2）尼崎市 印鑑条例 （第2条 関係）

本条例第16条 第2項 に規 定す る住民基本台帳カー ドは、旧法第30条 の44第

1項 に規 定す る住 民基本 台帳 カー ドとす る。

3施 行 期 日

平 成28年1． 月1日 。

た だ し、 上記2（2）に係 る改 正 に つ い て は 、公 布 の 日とす る。
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尼崎市住民基本台帳カー ドの利用に関する条例 （第1条 関係）

改正後

（この条例の趣 旨）

第1条 この条例 は、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 う関係 法律 の整備等 に関す る

法律 （平成25年 法律第28号 ）第20条 第

1項 の規定 によ りなお従前 の例 によることと

された同法第19条 の規定による改正前の住

民基本台帳法 （昭和42年 法律第81号 ）

下 「旧法」 とい う。）第30条 の44第12項

の規定に基づ き、同条第1項 に規定す る住民

基本台帳カー ド （以下 「住基カー ド」とい う。）

の利用の 目的 を定めるほか、次条 に規定す る

証 明書 自動交付サー ビスの利用について必要

な事項を定めるもの とする。

（利用の 目的）

第2条 旧法第30条 の44第12項 の条例 に

規定す る 目的は、多機能端末機 （本市の使用

に係 る電子計算機 と電気通信回線 を介 して接

続 された電子計算機 （入出力装置 を含む。）で

本市以外 の者 の使用 に係 るものの うち、 これ

を使用す る者 が 自ら所定の操作 を行 うことに

よ り次の各号 に掲 げる書類 の作成 を行 う機能

を有す るものをい う。）を使用 して当該書類の

交付 を請求す る者 に対 してその交付を行 う事

業 （以下 「証明書 自動交付サー ビス」とい う。）

を実施することとす る。

（1）住民票 の写 し （磁気デ ィスクをもって調

製 され た住民票 に記録 され てい る事項 を記

載 した書類 をい う。）又 は住 民基本 台帳法

（以下 「法」 とい う。）第12条 第1項 に規

定す る住民票記載事項証明書 で、同項 の規

定 によりそ の交付 を請求す るこ とができる

もの

（2）～（5）略

（利用の申請）

第3条 本市の住民基本 台帳 に記録 されている

（この条例の趣旨）

第1条 この条例は、住民基本台帳法 （昭和4

2年 法律第81号 。以下 「法」 とい う。）第3

0条 の44第12項 の規定に基づき、同条第1

項 に規定す る住民基本台帳カー ド （以下 「住基

カー ド」とい う。）の利用の 目的を定めるほか、

次条 に規定す る証明書 自動交付サー ビスの利

用 について必要な事項 を定 めるもの とす る。

（利用の 目的）

第2条 法第30条 の44第12項 の条例 に規

定す る目的は、多機能端末機 （本市の使用に

係 る電子計算機 と電気通信 回線 を介 して接続

された電子計算機 （入 出力装置を含む。）で本

市以外の者 の使用 に係 るものの うち、 これ を

使用す る者が 自ら所定の操作 を行 うことによ

り次 の各号 に掲げる書類の作成 を行 う機能 を

有す るものをい う。）を使用 して当該書類の交

付を請求す る者 に対 してその交付を行 う事業

（以下 「証明書 自動交付サー ビス」 とい う。）

を実施す ることとす る。

（1）住民票 の写 し （磁気デ ィスクをもって調

製 された住民票 に記録 され てい る事項を記

載 した書類 をい う。）又は法第12条 第1項

に規定す る住民票記載事項証明書で、同項

の規定 によ りその交付 を請求す ることがで

きるもの

（2）～（5）略

（利用の申請）

第3条 本市の住民基本台帳 に記録 され てい る
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者 で、 旧法第30条 の44第3項 の規定によ

る住基カー ドの交付 を受けてい るもの （次 の

各号のいずれかに該 当す る者 を除 く。）は、証

明書 自動 交付サー ビスの全部又は一部 を利用

しよ うとす る ときは、市長 に申請 しな けれ ば

な らない。

（1）・（2）略

（3）自己に係 る住基カー ドが旧法第30条 の

44第9項 の規定 によ り失効 してい る者

（4）略

2略

（利用の停止）

第7条 市長 は、次の各号のいずれ かに該 当す

るときは、サー ビス利用者 による証明書 自動

交付サ ー ビスの利用 を停 止 させ る もの とす

る。

（1）略

（2）当該 サー ビス利用者 が 旧法第30条 の4

4第8項 の規定 によ り登録住基 カー ドの紛

失 を届 け出た とき。

（3）略

者で、法第30条 の44第3項 の規定による

住基カー ドの交付を受 けてい るもの （次 の各

号のいずれかに該 当する者 を除 く。）は、証明

書 自動交付サー ビスの全部又は一部を利用 し

ようとす るときは、市長 に申請 しな けれ ばな

らない。

（1）・（2）略

（3）自己に係 る住基カー ドが法第30条 の4

4第9項 の規定により失効 している者

（4）略

2略

（利用の停止）

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該 当す

るときは、サービス利用者 による証明書 自動

交付サー ビスの利用 を停 止 させ るもの とす

る。

（1）略

（2）当該サー ビス利用者が法第30条 の44

第8項 の規定により登録住基カー ドの紛失

を届け出たとき。

（3）略
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尼崎市印鑑条例の一部 を改正する条例 （第2条 関係）

改正後

（印鑑の登録 の証明の申請）

第16条 登録者は、印鑑 の登録 の証明を受 け

よ うとする ときは、印鑑登録証明書交付 申請

書に印鑑 登録証を添 えて市長 に提 出 しなけれ

ばな らない。

2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 う

関係 法律 の整備 等に関す る法律 （平成25年

なお従前の例 によることとされ た同法第19

条の規定 による改正前 の住民基本台帳法第3

0条 の44第1項 に規 定す る住民基本台帳 カ

ー ド （尼崎市住民基本 台帳カー ドの利用に関

す る条例 （平成27年 尼崎市条例第27号 ）

第5条 第1項 の規定 によ り利用情報 が記録 さ

れてい るものに限る。）その他規則で定める物

件及び同条例第2条 に規定す る多機能端末機

を使用 して第14条 第1項 の印鑑登録証明書

の交付の請求があった ときは、前項の規定 に

よる申請があった ものとみなす。

（印鑑 の登録の証明の申請）

第16条 登録者 は、印鑑の登録 の証明を受 け

よ うとす るときは、印鑑登録証明書交付 申請

書 に印鑑登録証 を添 えて市長 に提 出 しなけれ

ばな らない。

2住 民基本台帳法第30条 の44第1項 に

規定する住民基本台帳カー ド （尼崎市住 民基

本台帳カー ドの利用に関す る条例 （平成27

年尼崎市条例第27号 ）第5条 第1項 の規定

によ り利 用情報 が記録 され てい る もの に限

る。）その他規則 で定める物件及び同条例第2

条に規定す る多機能端末機 を使用 して第14

条第1項 の印鑑 登録証明書の交付の請求があ

った ときは、前項の規定による申請があった

もの とみなす。

、
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（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例会 〉

種 男il

件 名

条例 番 号 議案第126号 所 管 国保年金管理担当

尼崎市国民健康保険条例の一部を改正する条例について

内 容

1改 正理由

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 に関する法律及び行

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

う関係法律の整備等に関する法律の施行 に伴 う厚生労働省関係省令 の整備 に関する

省令 （平成27年 厚生労働省令第150号 ）が制定 され、国民健康保険分野において、

届出及び 申請書等の記載事項 として、個人番号が追加 されることに伴い、所要の整備

を行 う。

2改 正内容

特例対象被保険者等 （非 自発的失業者）に係 る保険料軽減の届出において、届出書

の記載事項 として、個人番号を追加する。

3施 行期 日

平成28年1月1日
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尼崎市国民健康保険条例

改正後

（特例対象被保険者等に係る届出）

第19条 の5特 例対象被保険者等の属する世

帯の世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載 し

た届出書に当該特例対象被保険者等の雇用保

険法施行規則 （昭和50年 労働省令第3号 ）第

17条 の2第1項 第1号 に規定す る受給資格

者証 の写 しを添 えて市長 に提 出 しなけれ ばな

らない。

（1）略

（2）当該特例対象被保険者 等の氏名及 び行政

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5項 に規定す る個人番号

（3）～ （5） 略

現 行

（特例対象被保険者等に係る届出）

第19条 の5特 例対象被保険者等の属す る世

帯の世帯主は、次の各号に掲げる事項を記載し

た届出書に、当該特例対象被保険者等の雇用保

険法施行規則 （昭和50年 労働省令第3号 ）第

17条 の2第1項 第1号 に規定す る受給資格

者証 の写 しを添 えて市長に提 出 しなけれ ばな

らない。

（1）略

② 当該特例対象被保険者等の氏名

（3）～ （5） 略
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（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例会 〉

件

議案第127号
施設課、学校耐震化担当、

学校耐震化設備担当

工事請負契約の変更について （成文小学校東棟改築等工事）

容

変更理 由

賃金 等の急激 な変動 に よ り、尼崎市工事請負契約書第26条 第6項 （いわ ゆるイ ン

フ レス ライ ド条項）に基づいて、契約 の相手方か ら契約金額 の変更 にっい て請求 を受

けたた め、相手方 との協議 を行 い、契約金額 を増額す る こととした もの。

契約の相手方

尼崎市玄番南之町4番 地

柄谷 ・トータルサプライ共同企業体

代表者 株式会社柄谷工務店 代表取締役

契 約 金 額

変 更前956，459，

変 更後961，708，

土曽 額5，248，

880円 （※ 金額は消費税等相当額8％ を含む。）

680円 （※ 金額は消費税等相当額8％ を含む。）

800円 （※ 金額は消費税等相当額8％ を含む。）

4変 更内容

賃金又は物価 の変動に伴 うインフレスライ ドの適用 （尼崎市工事請負契約書第26

条関係）

契約工期

平成26年3月14日 か ら平成27年12月23日 まで （変 更な し）
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（議案説 明資料）

〈平成27年12月 定例会 〉

種

件

番 議案第128号
施設課、学校耐震化担当、

学校耐震化設備担当

工事請負契約の変更について （園田小学校北棟改築等工事）

容

変更理 由

賃金等の急激 な変動 に よ り、尼崎市工事請 負契約 書第26条 第6項 （い わゆるイ ン

フ レスライ ド条項）に基づいて、契約 の相手方 か ら契約金額 の変更 につ いて請求 を受

けた ため、相手方 との協議 を行 い、契約金額 を増額す るこ とと した もの。

契約の相手方

尼崎市玄番南之町4番 地

柄谷 ・昌平共同企業体

代表者 株式会社柄谷工務店

契 約 金 額

変 更前975，913，920円

変 更後991，174，320円

増 額15，260，400円

順 一郎

（※ 金額は消費税等相当額8％ を含む。）

（※ 金額は消費税等相当額8％ を含む。）

（※ 金額は消費税等相当額8％ を含む。）

4変 更内容

賃金又は物価の変動に伴 うイ ンフレスライ ドの適用 （尼崎市工事請負契約書第26

条関係）

契約工期

平成26年3月4日 か ら平成28年2月21日 まで （変 更な し）
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（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例会 〉

件

議案第129号
施設課、学校耐震化担 当、

学校耐震化設備担当

工事請負契約の変更にっいて （塚 口中学校北西棟改築等工事）

容

変更理 由

賃金等 の急激 な変動 によ り、尼崎市工事請負契約書第26条 第6項 （いわゆるイ ン

フ レスライ ド条項）に基づ いて、契約 の相 手方 か ら契約金額 の変更 について請 求を受

けたため、相手方 との協議 を行い、契約金額 を増 額す るこ ととした もの。

契約の相手方

尼崎市玄番南之町4番 地

柄谷 ・カラタニエンジニア リング共同企業体

代表者 株式会社柄谷工務店 代表取締役 柄谷

契 約 金 額

変 更 前1，213，800，

変 更 後1，257，172，

土曽 客頁43，372，

000円 （※ 金額は消費税等相当額5％ を含む。）

800円 （※ 金額は消費税等相当額5及 び8％ を含む。）

800円 （※ 金額は消費税等相当額8％ を含む。）

4変 更内容

賃金又は物価の変動に伴 うインフレスライ ドの適用 （尼崎市工事請負契約書第26

条関係）

契 約 工期

平成25年10月8日 か ら平 成28年2． 月24日 まで （変 更 な し）
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（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例 会 〉

議 案第130号 所
施設課、学校耐震化担当、

学校耐震化設備担当

工事請負契約の変更について （園田中学校東棟改築等工事）

変更理 由

賃金等 の急激 な変動 によ り、尼崎市工事請 負契約 書第26条 第6項 （い わゆるイ ン

フ レスライ ド条項）に基づ いて、契約 の相手方 か ら契約金額 の変更 にっ いて請求 を受

けた ため、相手方 との協議 を行 い、契約金額 を増額す るこ ととした もの。

契約の相手方

神戸市中央区御幸通6丁 目1番15号

青木あすなろ ・山本共同企業体

代表者 青木あすなろ建設株式会社神戸支店

契 約 金 額

変 更 前1，047，900，

変 更 後1，085，775，

土曽 額37，875，

000円 （※ 金額は消費税等相当額5％ を含む。）

600円 （※ 金額は消費税等相当額5及 び8％ を含む。）

600円 （※ 金額は消費税等相当額8％ を含む。）

4変 更内容

賃金又は物価の変動に伴 うインフレスライ ドの適用 （尼崎市工事請負契約書第26

条関係）

契約工期

平成25年10月8日 か ら平成27年12月26日 まで （変更な し）
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（議案説明資料）

〈平 成27年12． 月定 例 会 〉

種

件

議案第131号

指定管理者 の指定にっいて （尼崎市立北図書館）

施設名 ・所在地

尼崎市立北図書館

尼崎市南武庫之荘3丁 目21番21号

指定管理者

東京都文京区大塚3丁 目1番1号

株式会社図書館流通セ ンター

代表取締役 石井 昭

容

指 定期 間

平成28年4月1日 か ら平成33年3月31日 まで （5年 間）

4選 定方法

平成27年7月4日 か ら8月4日 まで公募 を行 い、5人 の外部委員か らなる選定委

員会 において 、事業計 画書 な どの書類審 査 とプ レゼ ンテー シ ョンによる審査 を実施

し、選定 した。

応募団体

選定理 由

株 式会 社 図書館流 通セ ンターは、選定委員会 におい て設 けた4区 分 の選 定基準①

「利用者 の平等 な利用 が確保 され る とともに、北図書館 の設置 目的を達成す るために

十分 な能力 を有 してい るか」、② 「北 図書館 の効用 を最大限 に発揮 させ る ものである

か」、③ 「北図書館 の管理 に係 る経 費の縮減 が図 られ る ものであるか」、④ 「北図書館

の管理 を安 定 して行 う能力 を有 している もので あるか」におい て、総合 的にす ぐれ た

評価 を得 た ことに よ り、北 図書館 の指定管理者 として適 当で ある と判断 した。
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（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例会 〉

種 へ別

件

議案第132号

指定管理者の指定について （尼崎市立富松住宅）

施設名 ・所在地

尼崎市立富松住宅

尼崎市富松町3丁 目

指定管理者

尼崎市西長洲町2丁 目3番11号

富松ナ ビ ・み らい

代表者 株式会社大道プロミネンス

代表取締役 勇 正一郎

住宅 ・住 まいづ くり支援課

指 定期 間

平成28年4月1日 か ら平成31年3月31日 まで （3年 間）

4選 定方法

平成27年7月21日 か ら8月26日 まで公募 を行 い、5人 の外部委員か らなる選

定委員会 において、事業計画書 な どの書類審査 とプ レゼ ンテー シ ョンに よる審査 を実

施 し、選定 した。

選 定理 由

富松ナ ビ ・み らいは、選 定委員会 にお いて設 けた5区 分 の選定基準① 「富松住 宅の

効 用を最 大限に発揮 させ る ものであるか」、② 「富松住宅 の管理 に係 る経費 の縮減 が

図 られ るものであるか」、③ 「富松住宅 の管理 を安定 して行 う能力 を有 してい るもの

で あるか」、④ 「住替 え支援 に関す る能力 を有 してい るものであるか」、⑤ 「事業終息

についての考 え方 を有 しているか」において、総合評価 が一 定水準 を超 えた こ とによ

り、富松 住宅の指 定管理者 として適 当である と判断 した。
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応募者一覧

団体の名称 代表者名 所在地

1

【グルー プの名称 】

富松ナ ビ ・み らい

代表団体
株式会社大道プロミネン

ス

代表取締役

勇 正一郎

尼崎市西長洲町2丁 目3

番11号

構成団体
株式会社地域環境計画研

究所

代表取締役

若狭 健作

尼崎市南武庫之荘3丁 目

20番12号

構成団体 株式会社ゼフィア
代表取締役

中務 聖也

大阪市淀川区木川東3丁

目5番15号

構成団体 合資会社マ ッ トシテ ィ
代表社員

末村 巧

大阪市中央区北浜東1番

15号
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（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例会 〉

種 ，別

件 名

その他 番 ・号 議案第133号 所 管 住宅管理担当

指定管理者の指定について （尼崎市営住宅等）

内 容

1施 設名 ・所在地

施設名 尼崎市営住宅等

南部地域

本 市 の市域 の うち、阪神 間都 市計 画道 本 市の市域 の うち、 阪神 間都市計 画道

路 山手幹線以南 の区域 （戸 ノ内町1丁 路 山手幹線以北 の区域及び戸 ノ内町1

目か ら6丁 目までの 区域 を除 く。） 丁 目か ら6丁 目までの区域

2指 定管理者

南部地域

西宮市六湛寺町9番16号 東 京都 世 田谷 区用賀4丁 目10番1号

日本管財株式会社 株 式会社東急 コ ミュニテ ィー

代表取締役社長 福 田 慎太郎 代表取締役 岡本 潮

3指 定期間

平成28年4月1日 か ら平成33年3月31日 まで （5年 間）

4選 定方法

平成27年8月3日 か ら9月10日 まで公募 を行い、5人 の外部委員 か らな る選 定

委員会 において、事業計画書な どの書類審 査 とプ レゼ ンテーシ ョンに よる審査 を実施

し、選 定 した。

5応 募 団体

（1）南部 地域1団 体

（2）北部 地域4団 体

6選 定理 由

各選定団体は、選定委員会 において設 けた4区 分 の選定基準① 「市民 の平等 な利 用

が確保 され るこ と」、② 「市営住宅及 び共 同施設 の効用 を最大 限に発揮 させ る こと」、

③ 「市営住宅及び共同施 設の管理に係 る経費 の縮減 が図 られ るこ と」、④ 「市営住 宅

及び共 同施設の管理 を安定 して行 う能力 を有 してい るこ と」において、総合的 にす ぐ

れた評価 を得た こ とによ り、市営住 宅等の指 定管理者 として適 当であ ると判 断 した。
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応募者一覧 （南部地域）

団体の名称 代表者名 所在地

1 日本管財株式会社
代表取締役社長

福田 慎太郎

西 宮 市 六 湛 寺 町9番16

号

応募者一覧 （北部地域）

団体の名称 代表者名 所在地

1 近鉄住宅管理株式会社
取締役社長

中森 照隆

大 阪市天 王寺 区上本 町5

丁 目7番12号

2 株 式会社東 急 コ ミュニテ ィー
代表取締役

岡本 潮

東京都世 田谷 区用賀4丁

目10番1号

3
神鋼 不動産 ジー ク レフサー ビス

株 式会社

取締役社長

柴 田 孝之

神 戸市 中央 区脇浜町2丁

目8番20号

4 日本管財株式会社
代表取締役社長

福田 慎太郎

西 宮 市 六 湛 寺 町9番16

号
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（議案説明資料）

〈平成27年12． 月定例 会 〉

種 別 その他 番 号 議案第134号 所 管 住宅管理担当

件 名 訴 えの提起について （建物明渡 し等請求事件）

内 容

1提 起理由

改良住宅の家賃及び駐車場使用料の長期滞納者に対 して、滞納する家賃及び駐車場

使用料の支払、住宅及び駐車場の明渡 し並びに損害賠償金の支払 を求めるもの。

2当 事者

（1）原告

尼崎市 代表者 稲村 和美

② 被告氏・名及び滞納金額等 （1名）

氏 名 家賃 （滞納月数 ・滞納金額） 駐車場 （滞納月数・滞納金額）

西村 和浩 8川2・6，78・ 円 8別87，2・ ・円
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c。
c。

匂

ノ



（議案説明資料）

〈平成27年12月 定例会 〉

種 別

件 名

その他 番 号 議案第135号 所 管 道路課

市道路線の認定及び一部廃止について

内 容

1理 由

（1）JR塚 口駅東 地区地 区計画 に伴 う道路 の整備 において、帰属 を受 けた7路 線 につ

いて、道路法第8条 第2項 の規定に よ り、市道 路線 を認 定す るた め、議 決 を求 める。

② 道路形態 を してお らず、一般 の交通 もな く、権原 のない 区間が一部 ある小 田第2

1号 線 にっいて、道路法第8条 第2項 の規定 （同法第10条 第3項 の規定 におい て

準用す る場合 を含 む） によ り、市道 路線 を一部廃止す るため、議決 を求め る。

2対 象路線

（1）認定 しよ うとす る路線

路 線 名 幅 員 （m） 延 長 （m）
起 点

終 点

市道第851号 線
13．0

～54 ．0

258．8
上 坂 部1丁 目36－4

上 坂 部1丁 目36－10

市道第852号 線 11．0 94．2

上 坂 部1丁 目36－19

上 坂 部1丁 目36－30

市道第853号 線 6．0 97．0

上 坂 部1丁 目36－26

上 坂 部1丁 目36－108

市道第854号 線 6．0 218．8
上 坂 部1丁 目36－30

上 坂 部1丁 目36－12

市道第855号 線 6．0 76．6

上 坂 部1丁 目36－84

上坂 部1丁 目36－91

市道 第856号 線
9．1

～11 ．0

302．7
上坂 部1丁 目75－2

上坂 部1丁 目75－1

市道第857号 線 6．0 52．3

上坂 部1丁 目36－59

上坂 部1丁 目36－54

（2）一部廃止 しよ うとす る路線

路 線 名 幅 員 （m） 延 長 （m） 廃 止 区 間

小 田第21号 線
1．1

～4 ．0

164．5
久 々知3丁 目437

久 々知西町2丁 目130
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