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条 例
広島市条例第３８号

平成２７年６月２９日

　広島市区の設置等に関する条例及び広島市水道事業の設置等に

関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市区の設置等に関する条例及び広島市水道事業の

設置等に関する条例の一部を改正する条例

　次に掲げる条例の規定中「石内上一丁目」の右に「，石内東一

丁目，石内東二丁目，石内東三丁目，石内東四丁目」を加える。

⑴　広島市区の設置等に関する条例（昭和５４年広島市条例第

５４号）別表佐伯区の項

⑵　広島市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年広島市

条例第６１号）別表佐伯区の項

附　則

　この条例は，平成２７年８月３日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３９号

平成２７年６月２９日

　市長等の給与の特例に関する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

市長等の給与の特例に関する条例

　特別職の職員の給与に関する条例（昭和２６年３月３０日広島

市条例第６１号）第２条第１号に規定する市長等に支給する平成

２７年７月分から平成３１年３月分までの給料の額は，同条例の

規定にかかわらず，同条例別表に定めるそれぞれの給料月額か

ら，同給料月額に１００分の５を乗じて得た額を減じた額とす

る。

附　則

１　この条例は，平成２７年７月１日から施行する。

２　この条例の施行の際に地方教育行政の組織及び運営に関する

法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６号）附則第

２条第１項の規定により同項に規定する旧教育長が在職する場

合においては，本則の規定は，当該旧教育長についても適用す

る。この場合において，本則中「特別職の職員の給与に関する

条例（昭和２６年３月３０日広島市条例第６１号）第２条第１

号に規定する市長等」とあるのは「地方教育行政の組織及び運

営に関する法律の一部を改正する法律（平成２６年法律第７６

号）附則第２条第１項に規定する旧教育長」と，「平成３１年

３月分」とあるのは「平成２９年３月分」と，「同条例の」と

あるのは「広島市教育委員会委員定数条例等の一部を改正する

条例（平成２７年広島市条例第２７号）附則第２項の規定によ

りなおその効力を有するものとされる同条例第４条の規定によ

る改正前の広島市教育長の給与等に関する条例（昭和２８年広

島市条例第１８号）の」と，「同条例別表に定めるそれぞれ

の」とあるのは「同条例第３条に定める」とする。

３　この条例は，平成３１年３月３１日限り，その効力を失う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４０号

平成２７年６月２９日

　広島市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市税条例等の一部を改正する条例

　（広島市市税条例の一部改正）

第１条　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）の一

部を次のように改正する。

　第３３条第２項に次のただし書を加える。

　ただし，同法第６０条の２から第６０条の４までの規定の

例によらないものとする。

　第３６条の３の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第

２０３条の５第５項」に改める。

　第５７条中「第１０号の９」を「第１０号の１０」に，「第

４号」を「第５号」に，「第５号及び第６号」を「第４号及び

第５号」に改め，第４号を削り，第５号を第４号とし、同条第

６号中「供めた」を「供し始めた」に改め，同号を同条第５号

とする。

　第５８条中「同条同項本文」を「同項本文」に，「第３号」

を「第４号」に，「第４号及び第５号」を「第３号及び第４

号」に改め，第３号を削り，第４号を第３号とし，第５号を第

４号とする。

　第５９条中「第１０号の９」を「第１０号の１０」に改め
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る。

　附則第５条の２第１項中「第１４５条第１項」を「第１４４

条の８」に改める。

　附則第８条の３の２第１項中「平成３９年度」を「平成４１

年度」に，「平成２９年」を「平成３１年」に改める。

　附則第１０条を次のように改める。

　（個人の市民税の寄附金税額控除に係る特例）

第１０条　当分の間，所得割の納税義務者が前年中に法第

３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金を支出し，かつ，

当該納税義務者について法附則第７条第１２項の規定による

申告特例通知書の送付があつた場合（同条第１３項の規定に

より当該申告特例通知書の送付がなかつたものとみなされる

場合を除く。）においては，法附則第７条の２第４項に規定

するところにより控除すべき額を，第３４条の６第１項及び

第２項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するもの

とする。

２　前項の場合において，所得割の納税義務者は，第３６条の

２第４項の規定にかかわらず，同項の寄附金税額控除額（前

項に規定する寄附金に係るものに限る。）の控除に係る申告

書を提出することを要しない。

　附則第１１条の２中第７項を第１０項とし，第６項を第９項

とし，第５項を第８項とし，第４項の次に次の３項を加える。

５　法附則第１５条第１８項本文に規定する条例で定める割合

は，５分の３とし，同項ただし書に規定する条例で定める割

合は，２分の１とする。

６　法附則第１５条第３０項に規定する条例で定める割合は，

２分の１とする。

７　附則第１５条第３１項に規定する条例で定める割合は，２

分の１とする

　附則第１１条の２に次の１項を加える。

１１　法附則第１５条の８第４項において読み替えて準用する

法附則第１５条の６第２項に規定する条例で定める割合は，

３分の２とする。

　附則第１２条の２の見出し中「平成２５年度又は平成２６年

度」を「平成２８年度又は平成２９年度」に改め，同条第１項

中「平成２５年度分又は平成２６年度分」を「平成２８年度分

又は平成２９年度分」に改め，同条第２項中「平成２５年度適

用土地又は平成２５年度類似適用土地」を「平成２８年度適用

土地又は平成２８年度類似適用土地」に，「平成２６年度分」

を「平成２９年度分」に改める。

　附則第２０条の３の３第１項中「平成２４年度から平成２６

年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め，

同条第２項中「平成２７年３月３１日」を「平成３０年３月

３１日」に改める。

　附則第２０条の３の４の次に次の１条を加える。

　（軽自動車税の税率の特例）

第２０条の３の５　法附則第３０条第１項に規定する３輪以上

の軽自動車に対する第８２条第２号の規定の適用について

は，当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月

３１日までの間に初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

（次項及び第３項において「初回車両番号指定」という。）

を受けた場合において，平成２８年度分の軽自動車税に限

り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第８２条第２号アイ ３，９００円 １，０００円

第８２条第２号アウ ６，９００円 １，８００円

１万８００円 ２，７００円

３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円

２　法附則第３０条第２項に規定する３輪以上の軽自動車に対

する第８２条第２号の規定の適用については，当該軽自動車

が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合において，平成２８年度分の

軽自動車税に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第８２条第２号アイ ３，９００円 ２，０００円

第８２条第２号アウ ６，９００円 ３，５００円

１万８００円 ５，４００円

３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

３　法附則第３０条第３項に規定する３輪以上の軽自動車に対

する第８２条第２号の規定の適用については，当該軽自動車

が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に

初回車両番号指定を受けた場合において，平成２８年度分の

軽自動車税に限り，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第８２条第２号アイ ３，９００円 ３，０００円

第８２条第２号アウ ６，９００円 ５，２００円

１万８００円 ８，１００円

３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

附則第２０条の４を次のように改める。

第２０条の４　削除

　（広島市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条　広島市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年広

島市条例第４０号）の一部を次のように改正する。

　第１条のうち広島市市税条例第２３条第２項の改正規定中

「法人税法第２条第１２号の１８」を「法第２９２条第１項第

１４号」に改め，同条例第３１条第２項の表第１号オの改正規

定を削り，同条例第３４条の４の２第１項の改正規定の次に次

のように加える。

　第３４条の７中「施行令」を「地方税法施行令（昭和２５

年政令第２４５号。以下「施行令」という。）」に改める。

　第１条のうち広島市市税条例附則第２０条の３の４の次に１
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３　新条例附則第１０条の規定は，平成２８年度以後の年度分の

個人の市民税について適用する。

４　新条例第５７条及び第５９条並びに附則第１２条の２の規定

は，平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用し，

平成２６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。

５　新条例附則第１１条の２第５項の規定は，平成２７年４月１

日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律（平成

２７年法律第２号。以下「平成２７年改正法」という。）第１

条の規定による改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６

号。以下「新法」という。）附則第１５条第１８項に規定する

家屋及び償却資産に対して課すべき平成２８年度以後の年度分

の固定資産税又は都市計画税について適用する。

６　新条例附則第１１条の２第６項の規定は，平成２７年４月１

日以後に締結される新法附則第１５条第３０項に規定する管理

協定に係る同項に規定する協定避難家屋（協定避難部分に限

る。）に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産

税について適用する。

７　新条例附則第１１条の２第７項の規定は，平成２７年４月１

日以後に締結される新法附則第１５条第３１項に規定する管理

協定に係る同項に規定する償却資産に対して課すべき平成２８

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

８　新条例附則第１１条の２第１１項の規定は，平成２７年４月

１日以後に新築される新法附則第１５条の８第４項に規定する

サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に対して課すべき

平成２８年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

９　新条例附則第２０条の３の５の規定は，平成２８年年度分の

軽自動車税について適用する。

１０　附則第１項第２号に定める日前に課した，又は課すべきで

あった第１条の規定による改正前の広島市市税条例（以下「旧

条例」という。）附則第２０条の４第１項に規定する喫煙用の

紙巻たばこ（以下「紙巻たばこ３級品」という。）に係る市た

ばこ税については，なお従前の例による。

１１　次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６５条第１項に

規定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費

等が行われる紙巻たばこ３級品に係る市たばこ税の税率は，新

条例第９５条の規定にかかわらず，当該各号に定める税率とす

る。

⑴　平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで　１，

０００本につき２，９２５円

⑵　平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで　１，

０００本につき３，３５５円

⑶　平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで　１，

０００本につき４，０００円

１２　前項の規定の適用がある場合における新条例第９８条第１

項から第４項までの適用については，次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる

字句に読み替えるものとする。

条を加える改正規定を次のように改める。

　附則第２０条の３の５第３項中「附則第３０条３項」を

「附則第３０条５項」に改め，同項を同条第４項とし，同条

第２項中「附則第３０条２項」を「附則第３０条第４項」に

改め，同項を同条第３項とし，同条第１項中「附則第３０条

第１項」を「附則第３０条第３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（次項及び第３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」に改め，

同項を同条第２項とし，同条に第１項として次の１項を加え

る。

　法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に

対する当該軽自動車が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（以下この条において「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８２条第２号の

規定の適用については，当分の間，次の表の左欄に掲げる

規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする

第８２条第２号アイ ３，９００円 ４，６００円
第８２条第２号アウ ６，９００円 ８，２００円

１万８００円 １万２，９００円
３，８００円 ４，５００円
５，０００円 ６，０００円

　附則第１項第４号中「第３１条第２項」を「第３４条の７」

に，「の改正規定，同条例附則第２０条の３の４の次に１条を

加える」を「並びに附則第２０条の３の５の」に，「附則第２�

０条の３の５」を「附則第２０条の３の５第１項」に改める。

　附則第１７項中「附則第２０条の３の５」を「附則第２０条

の３の５第１項」に改める。

　附則第１８項中「附則第２０条の３の５」を「附則第２０条

の３の５第１項」に，「同条」を「同項」に改める。

　附則第１９項中「第８２条及び」を「第８２条第２号及び」

に，「附則第２０条の３の５」を「附則第２０条の３の５第１

項」に改める。

附　則

１　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。

⑴　第１条中広島市市税条例第３３条第２項及び第３６条の３

の３第４項の改正規定並びに次項の規定　平成２８年１月１

日

⑵　第１条中広島市市税条例附則第５条の２第１項及び第２０

条の４の改正規定並びに附則第１０項から第２３項までの規

定　平成２８年４月１日

２　第１条の規定による改正後の広島市市税条例（以下「新条

例」という。）第３３条第２項の規定は，平成２８年度以後の

年度分の個人の市民税について適用し，平成２７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。
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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１９条各号列
記以外の部分

第８３条第２項，
第９８条第１項若
しくは第２項

第８３条第２項

又は第１２６条 若しくは第１２６条又
は広島市市税条例等の
一部を改正する条例
（平成２７年広島市条
例第４０号。以下この
条及び次章第４節にお
いて「平成２７年改正
条例」という。）附則
第１５項

第１９条第２号 又は第９８条第１
項若しくは第２
項，

又は

の申告書に 若しくは平成２７年改
正条例附則第１４項の
申告書に

第１９条第３号 又は第９８条第１
項若しくは第２
項，

若しくは

（次号 又は平成２７年改正条
例附則第１５項の納期
限後に提出した申告書
に係る税額（次号

第９８条第４項 施行規則第３４号
の２様式又は第
３４号の２の２様
式

地方税法等の一部を改
正する法律（平成２７
年法律第２号）附則第
２０条第４項に規定す
る様式

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成２７年改正条例附
則第１５項

第１００条の２
第１項

第９８条第１項又
は第２項

平成２７年改正条例附
則第１４項

当該各項 同項

第１０１条第２
項

第９８条第１項又
は第２項

平成２７年改正条例附
則第１５項

１７　卸売販売業者等が，販売契約の解除その他やむを得ない理

由により，市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り

渡した紙巻たばこ３級品のうち，附則第１３項の規定により市

たばこ税を課された，又は課されるべきものの返還を受けた場

合には，当該市たばこ税に相当する金額を，新条例第９９条の

規定に準じて，同条の規定による当該紙巻たばこ３級品につき

納付された，又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額

に係る控除又は還付に併せて，当該卸売販売業者等に係る市た

ばこ税額から控除し，又は当該卸売販売業者等に還付する。こ

の場合において，当該卸売販売業者等が新条例第９８条第１項

から第３項までの規定により市長に提出すべき申告書には，当

該返還に係る紙巻たばこ３級品の品目ごとの本数についての明

細を記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付しな

ければならない。

１８　平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定

第９８条第１項 施行規則第３４号
の２様式

地方税法施行規則の一
部を改正する省令（平
成２７年総務省令第３�
８号）による改正前の
施行規則（以下「平成
２７年改正前の施行規
則」という。）第４８
号の５様式

第９８条第２項 施行規則第３４号
の２の２様式

平成２７年改正前の施
行規則第４８号の６様
式

第９８条第３項 施行規則第３４号
の２の６様式

平成２７年改正前の施
行規則第４８号の９様
式

第９８条第４項 施行規則第３４号
の２様式又は第３�
４号の２の２様式

平成２７年改正前の施
行規則第４８号の５様
式又は第４８号の６様
式

１３　平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定

する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等

（同法第４６９条第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを

除く。以下同じ。）が行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売

のため所持する卸売販売業者等（新条例第９２条第１項に規定

する卸売販売業者等をいう。以下同じ。）又は小売販売業者が

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２７年法律第９号。以下「所得税法等改正法」とい

う。）附則第５２条第１項の規定により製造たばこの製造者と

して当該紙巻たばこ３級品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

して当該紙巻たばこ３級品（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紙巻たばこ

３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限

る。）を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に

売り渡したものとみなして，これらの者に市たばこ税を課す

る。この場合における市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紙巻たばこ３級品の本数とし，当該市たば

こ税の税率は，１，０００本につき４３０円とする。

１４　前項に規定する者は，同項に規定する貯蔵場所又は営業所

ごとに，平成２７年改正法附則第２０条第４項に規定する申告

書を平成２８年５月２日までに市長に提出しなければならな

い。

１５　前項の規定による申告書を提出した者は，平成２８年９月

３０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２３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。

１６　附則第１３項の規定により市たばこ税を課する場合におい

ては，前３項に規定するもののほか，新条例第１９条，第９８

条第４項及び第５項，第１００条の２並びに第１０１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新条例
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表第１００条の
２第１項の項

準用する附則第１４項

附則第１６項の
表第１０１条第
２項の項

附則第１５項 附則第１９項において
準用する附則第１５項

附則第１７項 附則第１３項 次項

２０　平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定

する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が

行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販

売業者等又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５２条第１０項の規定により製造たば

この製造者として当該紙巻たばこ３級品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紙巻たばこ３級品（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

該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持される

ものに限る。）を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販

売業者に売り渡したものとみなして，これらの者に市たばこ税

を課する。この場合における市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紙巻たばこ３級品の本数とし，当該

市たばこ税の税率は，１，０００本につき６４５円とする。

２１　附則第１４項から第１７項までの規定は，前項の規定によ

り市たばこ税を課する場合について準用する。この場合におい

て，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第１４項 前項 附則第２０項
附則第２０条第４
項

附則第２０条第１２項
において準用する同条
第４項

平成２８年５月２
日

平成３０年５月１日

附則第１５項 前項 附則第２１項において
準用する前項

平成２８年９月３�
０日

平成３０年１０月１日

附則第１６項の
表以外の部分

附則第１３項 附則第２０項
前３項 同項及び附則第２１項

において準用する前２
項

附則第１６項の
表第１９条各号
列記以外の部分
の項

附則第１５項 附則第２１項において
準用する附則第１５項

附則第１６項の
表第１９条第２
号の項

附則第１４項 附則第２１項において
準用する附則第１４項

附則第１６項の
表第１９条第３
号の項

附則第１５項 附則第２１項において
準用する附則第１５項

附則第１６項の
表第９８条第４
項の項

附則第２０条第４
項

附則第２０条第１２項
において準用する同条
第４項

する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が

行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販

売業者等又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５２条第８項の規定により製造たばこ

の製造者として当該紙巻たばこ３級品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紙巻たばこ３級品（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

紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるも

のに限る。）を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販売

業者に売り渡したものとみなして，これらの者に市たばこ税を

課する。この場合における市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紙巻たばこ３級品の本数とし，当該市

たばこ税の税率は，１，０００本につき４３０円とする。

１９　附則第１４項から第１７項までの規定は，前項の規定によ

り市たばこ税を課する場合について準用する。この場合におい

て，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，

それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第１４項 前項 附則第１８項
附則第２０条第４
項

附則第２０条第１０項
において準用する同条
第４項

平成２８年５月２
日

平成２９年５月１日

附則第１５項 前項 附則第１９項において
準用する前項

平成２８年９月３�
０日

平成２９年１０月２日

附則第１６項の
表以外の部分

附則第１３項 附則第１８項

前３項 同項及び附則第１９項
において準用する前２
項

附則第１６項の
表第１９条各号
列記以外の部分
の項

附則第１５項 附則第１９項において
準用する附則第１５項

附則第１６項の
表第１９条第２
号の項

附則第１４項 附則第１９項において
準用する附則第１４項

附則第１６項の
表第１９条第３
号の項

附則第１５項 附則第１９項において
準用する附則第１５項

附則第１６項の
表第９８条第４
項の項

附則第２０条第４
項

附則第２０条第１０項
において準用する同条
第４項

附則第１６項の
表第９８条第５
項の項

附則第１５項 附則第１９項において
準用する附則第１５項

附則第１６項の 附則第１４項 附則第１９項において
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附則第１６項の
表第９８条第４
項の項

附則第２０条第４
項

附則第２０条第１４項
において準用する同条
第４項

附則第１６項の
表第９８条第５
項の項

附則第１５項 附則第２３項において
準用する附則第１５項

附則第１６項の
表第１００条の
２第１項の項

附則第１４項 附則第２３項において
準用する附則第１４項

附則第１６項の
表第１０１条第
２項の項

附則第１５項 附則第２３項において
準用する附則第１５項

附則第１７項 附則第１３項 附則第２２項

２４　旧条例附則第２０条の３の３第１項に規定する宅地等に対

して課する平成２６年度分までの特別土地保有税については，

なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４１号

平成２７年６月２９日

　広島市保育園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市保育園条例の一部を改正する条例

　広島市保育園条例（昭和２３年１０月４日広島市条例第４４

号）の一部を次のように改正する。

　附則を附則第１項とし，附則に次の１項を加える。

２　平成２７年７月２０日から規則で定める日までの間，別表大

町第二保育園の項中「広島市安佐南区大町西二丁目」とあるの

は，「広島市安佐南区古市二丁目」とする。

附　則

　この条例は，平成２７年７月２０日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４２号

平成２７年６月２９日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画の区域

内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計

画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画の区域

内における建築物の制限に関する条例（平成８年広島市条例第７

号）の一部を次のように改正する。

　第７条第１項第６号中「ものの住宅」の右に「又は老人ホー

ム，福祉ホームその他これらに類するもの（以下この号において

「老人ホーム等」という。）」を，「当該部分」の右に「（次号

に掲げる建築物の部分を除く。）」を加え，「が当該建築物の住

宅の用途に供する部分」を「が当該建築物の住宅及び老人ホーム

等の用途に供する部分（次号に掲げる建築物の部分を除く。以下

附則第１６項の
表第９８条第５
項の項

附則第１５項 附則第２１項において
準用する附則第１５項

附則第１６項の
表第１００条の
２第１項の項

附則第１４項 附則第２１項において
準用する附則第１４項

附則第１６項の
表第１０１条第
２項の項

附則第１５項 附則第２１項において
準用する附則第１５項

附則第１７項 附則第１３項 附則第２０項

２２　平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定

する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が

行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販

売業者等又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５２条第１２項の規定により製造たば

この製造者として当該紙巻たばこ３級品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紙巻たばこ３級品（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

該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所持される

ものに限る。）を同日に市の区域内に営業所の所在する小売販

売業者に売り渡したものとみなして，これらの者に市たばこ税

を課する。この場合における市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紙巻たばこ３級品の本数とし，当該

市たばこ税の税率は，１，０００本につき１，２６２円とする。

２３　附則第１４項から第１７項までの規定は，前項の規定によ

り市たばこ税を課する場合について準用する。この場合におい

て，次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，

それぞれ同表の右欄に掲げ字句に読み替えるものとする。

附則第１４項 前項 附則第２２項
附則第２０条第４
項

附則第２０条第１４項
において準用する同条
第４項

平成２８年５月２
日

平成３１年４月３０日

附則第１５項 前項 附則第２３項において
準用する前項

平成２８年９月３�
０日

平成３１年９月３０日

附則第１６項の
表以外の部分

附則第１３項 附則第２２項
前３項 同項及び附則第２３項

において準用する前２
項

附則第１６項の
表第１９条各号
列記以外の部分
の項

附則第１５項 附則第２３項において
準用する附則第１５項

附則第１６項の
表第１９条第２
号の項

附則第１４項 附則第２３項において
準用する附則第１４項

附則第１６項の
表第１９条第３
号の項

附則第１５項 附則第２３項において
準用する附則第１５項
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「
⑻�　風営法第２条第１項第１号から第６号ま
でに掲げる風俗営業又は同条第６項に規定
する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

� 」

に

改め，同表建築物の敷地面積の最低限度の項中「，商業・業務地

区及び商業・業務地区Ａ」を「及び商業・業務地区」に改め，同

表壁面の位置の制限の項中

「
　ア�　建築物又は建築物の部分の水平投影の
前面道路に面する長さ（複数の建築物が
ある場合はその合計）を敷地の前面道路
に接する部分の水平投影の長さで除した
数値が２分の１以下であるもの

　イ�　地盤面からの高さが１２メートル以下
であるもの

⑶�　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面か
ら隣地境界線までの距離は，１．５メート
ル以上としなければならない。

� 」

を

「
　ア�　建築物又は建築物の部分の水平投影の
前面道路に面する長さ（複数の建築物が
ある場合はその合計）を敷地の前面道路
に接する部分の水平投影の長さで除した
数値が２分の１以下であるもの

　イ�　地盤面からの高さが１２メートル以下
であるもの

⑶�　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面か
ら隣地境界線又は地区計画図に表示する民
間緑地境界線までの距離は，１．５メート
ル以上としなければならない。

� 」

に，

「
　ク�　アからキまでに掲げるもののほか，建
築物の部分で高さが１．２メートル以下
のもの

商業・業
務地区Ａ

⑴�　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面か
ら道路の境界線（隅切部分を除く。）まで
の距離は，次に掲げる道路の区分に応じ，
それぞれに定める数値以上としなければな
らない。
　ア�　幅員９メートル以上の道路（イの道路
を除く。）　３メートル

　イ�　地区計画図に表示するＤの範囲に存す
る道路　１０メートル

⑵�　次に掲げる要件のいずれにも該当する建
築物又は建築物の部分に対する前号イの適
用については，同号イ中「１０メートル」
とあるのは，「５メートル」とする。
　ア�　建築物又は建築物の部分の水平投影の
前面道路に面する長さ（複数の建築物が
ある場合はその合計）を敷地の前面道路
に接する部分の水平投影の長さで除した
数値が２分の１以下であるもの

　イ�　地盤面からの高さが１２メートル以下
であるもの

⑶�　建築物の外壁又はこれに代わる柱の面か
ら隣地境界線又は地区計画図に表示する民
間緑地境界線までの距離は，１．５メート
ル以上としなければならない。
⑷�　前３号の規定は，次に掲げる建築物又は
建築物の部分については，適用しない。
　ア�　ポーチ等で出入りのための通行専用と
認められる建築物の部分

　イ�　立体遊歩道その他これに類するもの
　ウ�　道路の境界線又は隣地境界線を挟んで

�

を

この号において同じ。）」に，「，当該建築物の住宅」を「，当

該建築物の住宅及び老人ホーム等」に改める。

　別表第２の⑻の表建築物の用途の制限の項中「身体障害者福祉

ホーム」を「福祉ホーム」に改める。

　別表第２の⑼の表建築物の用途の制限の項中

「
⑷　ホテル又は旅館
⑸�　マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券発
売所，場外車券売場その他これらに類するもの

⑹　カラオケボックスその他これに類するもの
� 」

を

「
⑷�　マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券発
売所，場外車券売場その他これらに類するもの

⑸　カラオケボックスその他これに類するもの
� 」

に，

「
⑶　ホテル又は旅館
⑷　自動車教習所
⑸�　畜舎（床面積の合計が１５平方メートルを超えるも
のに限る。）

⑹�　マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券発
売所，場外車券売場その他これらに類するもの

⑺　カラオケボックスその他これに類するもの
� 」

を

「
⑶　自動車教習所
⑷�　畜舎（床面積の合計が１５平方メートルを超えるも
のに限る。）

⑸�　マージャン屋，ぱちんこ屋，射的場，勝馬投票券発
売所，場外車券売場その他これらに類するもの

⑹　カラオケボックスその他これに類するもの
� 」

に

改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項，別表第２の�の表

建築物の用途の制限の項及び別表第２の�の表建築物の用途の制

限の項中「身体障害者福祉ホーム」を「福祉ホーム」に改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中「身体障害者福祉

ホーム」を「福祉ホーム」に改め，「⑻　法別表第２ち項に掲げ

る建築物」を削り，

「
⑻�　風営法第２条第１項第１号から第６号ま
でに掲げる風俗営業又は同条第６項に規定
する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

商業・業
務地区Ａ

　次に掲げる建築物は，建築してはならな
い。
⑴�　住宅（住戸数が１のもの（兼用住宅を除
く。）に限る。）

⑵�　ワンルーム形式の住戸の専用面積の合計
が，全体の専用面積の３分の２を超える長
屋又は共同住宅

⑶�　自動車教習所
⑷�　畜舎（床面積の合計が１５平方メートル
を超えるもの（店舗等に附属するものを除
く。）に限る。）

⑸　馬投票券発売所又は場外車券売場
⑹�　カラオケボックスその他これに類するも
の（鉄筋コンクリート造り等の遮音上有効
な建築物内に設けるものを除く。）

⑺�　倉庫業を営む倉庫
⑻�　風営法第２条第１項第１号から第６号ま
でに掲げる風俗営業又は同条第６項に規定
する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

⑼�　法別表第２り項に掲げる建築物
� 」

を


