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議案第38号 

 

令和４年度可児市一般会計補正予算（第２号）について  

 

 令和４年度可児市一般会計補正予算（第２号）を別冊のとおり定める。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

 可児市長 冨田 成輝 
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議案第39号 

 

可児市議会議員及び可児市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例の制定について 

 

可児市議会議員及び可児市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を

改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

可児市議会議員及び可児市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条

例の一部を改正する条例 

 

可児市議会議員及び可児市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例（平成７

年可児市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

（自動車の使用、ビラの作成及びポスタ

ーの作成に係る公費負担の限度額） 

（自動車の使用、ビラの作成及びポスタ

ーの作成に係る公費負担の限度額） 

第２条 可児市議会議員及び可児市長の選

挙における候補者（以下「候補者」とい

う。）は、次の各号に掲げる区分に応じ

当該各号に定める金額の範囲内で、無料

で自動車を使用し、ビラを作成し、又は

ポスターを作成することができる。ただ

し、当該候補者に係る供託物が法第93条

第１項（同条第２項において準用する場

合を含む。）の規定により可児市に帰属

することとならない場合に限る。 

第２条 可児市議会議員及び可児市長の選

挙における候補者（以下「候補者」とい

う。）は、次の各号に掲げる区分に応じ

当該各号に定める金額の範囲内で、無料

で自動車を使用し、ビラを作成し、又は

ポスターを作成することができる。ただ

し、当該候補者に係る供託物が法第93条

第１項（同条第２項において準用する場

合を含む。）の規定により可児市に帰属

することとならない場合に限る。 

(1)  自動車を使用する場合 候補者１人

について、26,895円に、その者につき

法第86条の４第１項、第２項、第５

項、第６項又は第８項の規定による候

補者の届出のあった日から当該選挙の

期日の前日（法第100条第４項の規定

(1)  自動車を使用する場合 候補者１人

について、27,225円に、その者につき

法第86条の４第１項、第２項、第５

項、第６項又は第８項の規定による候

補者の届出のあった日から当該選挙の

期日の前日（法第100条第４項の規定
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により投票を行わないこととなった場

合には、同条第５項の規定による告示

の日。以下同じ。）までの日数を乗じ

て得た金額。 

により投票を行わないこととなった場

合には、同条第５項の規定による告示

の日。以下同じ。）までの日数を乗じ

て得た金額。 

(2)  ビラを作成する場合 候補者１人に

ついて、７円51銭にビラの作成枚数

（当該作成枚数が、法第142条第１項

第６号に定める数を超える場合には、

同号に定める数）を乗じて得た金額 

(2)  ビラを作成する場合 候補者１人に

ついて、７円73銭にビラの作成枚数

（当該作成枚数が、法第142条第１項

第６号に定める数を超える場合には、

同号に定める数）を乗じて得た金額 

(3)  ポスターを作成する場合 候補者１

人について、1,300円にポスターの作

成枚数（当該作成枚数が、当該選挙に

おけるポスター掲示場の数に相当する

数を超える場合には、当該相当する

数）を乗じて得た金額 

(3)  ポスターを作成する場合 候補者１

人について、1,331円にポスターの作

成枚数（当該作成枚数が、当該選挙に

おけるポスター掲示場の数に相当する

数を超える場合には、当該相当する

数）を乗じて得た金額 

  

（自動車を使用する場合の公費の支払） （自動車を使用する場合の公費の支払） 

第４条 可児市は、候補者（前条第１号の

届出をした者に限る。）が同号の契約に

基づき当該契約の相手方である一般乗用

旅客自動車運送事業者その他の者（以下

「一般乗用旅客自動車運送事業者等」と

いう。）に支払うべき金額のうち、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定め

る金額を、第２条ただし書に規定する要

件に該当する場合に限り、当該一般乗用

旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業

者等に対し支払う。 

第４条 可児市は、候補者（前条第１号の

届出をした者に限る。）が同号の契約に

基づき当該契約の相手方である一般乗用

旅客自動車運送事業者その他の者（以下

「一般乗用旅客自動車運送事業者等」と

いう。）に支払うべき金額のうち、次の

各号に掲げる区分に応じ当該各号に定め

る金額を、第２条ただし書に規定する要

件に該当する場合に限り、当該一般乗用

旅客自動車運送事業者等からの請求に基

づき、当該一般乗用旅客自動車運送事業

者等に対し支払う。 

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送

事業者との運送契約（以下「一般運送

契約」という。）である場合 当該自

動車（同一の日において一般運送契約

により２台以上の自動車が使用される

場合には、当該候補者が指定するいず

れか１台の自動車に限る。）のそれぞ

れにつき、自動車として使用された各

日についてその使用に対し支払うべき

金額（当該金額が26,895円を超える場

(1) 当該契約が一般乗用旅客自動車運送

事業者との運送契約（以下「一般運送

契約」という。）である場合 当該自

動車（同一の日において一般運送契約

により２台以上の自動車が使用される

場合には、当該候補者が指定するいず

れか１台の自動車に限る。）のそれぞ

れにつき、自動車として使用された各

日についてその使用に対し支払うべき

金額（当該金額が27,225円を超える場
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合には、26,895円）の合計金額 合には、27,225円）の合計金額 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約

である場合 次に掲げる区分に応じ、

それぞれに定める金額 

(2) 当該契約が一般運送契約以外の契約

である場合 次に掲げる区分に応じ、

それぞれに定める金額 

ア 当該契約が自動車の借入れ契約で

ある場合 当該自動車（同一の日に

おいて自動車の借入れ契約により２

台以上の自動車が使用される場合に

は、当該候補者が指定するいずれか

１台の自動車に限る。）のそれぞれ

につき、自動車として使用された各

日についてその使用に対し支払うべ

き金額（当該金額が11,850円を超え

る場合には、11,850円）の合計金額 

ア 当該契約が自動車の借入れ契約で

ある場合 当該自動車（同一の日に

おいて自動車の借入れ契約により２

台以上の自動車が使用される場合に

は、当該候補者が指定するいずれか

１台の自動車に限る。）のそれぞれ

につき、自動車として使用された各

日についてその使用に対し支払うべ

き金額（当該金額が12,075円を超え

る場合には、12,075円）の合計金額 

イ 当該契約が自動車の燃料の供給に

関する契約である場合 当該契約に

基づき当該自動車に供給した燃料の

代金（当該自動車（これに代わり使

用される他の自動車を含む。）が既

に前条第１号の届出に係る契約に基

づき供給を受けた燃料の代金と合算

して、5,670円に当該候補者につき

法第86条の４第１項、第２項、第５

項、第６項又は第８項の規定による

候補者の届出のあった日から当該選

挙の期日の前日までの日数（第１号

の契約が締結されている場合には、

当該日数から当該契約が締結されて

いる日数を減じて得た日数）を乗じ

て得た金額に達するまでの部分の金

額であることにつき、委員会が定め

るところにより、当該候補者からの

申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。） 

イ 当該契約が自動車の燃料の供給に

関する契約である場合 当該契約に

基づき当該自動車に供給した燃料の

代金（当該自動車（これに代わり使

用される他の自動車を含む。）が既

に前条第１号の届出に係る契約に基

づき供給を受けた燃料の代金と合算

して、5,775円に当該候補者につき

法第86条の４第１項、第２項、第５

項、第６項又は第８項の規定による

候補者の届出のあった日から当該選

挙の期日の前日までの日数（第１号

の契約が締結されている場合には、

当該日数から当該契約が締結されて

いる日数を減じて得た日数）を乗じ

て得た金額に達するまでの部分の金

額であることにつき、委員会が定め

るところにより、当該候補者からの

申請に基づき、委員会が確認したも

のに限る。） 

ウ （略） ウ （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（ビラを作成する場合の公費の支払） （ビラを作成する場合の公費の支払） 
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第５条 可児市は、候補者（第３条第２号

の届出をした者に限る。）が同号の契約

に基づき当該契約の相手方であるビラの

作成を業とする者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成されたビラの

１枚当たりの作成単価（当該作成単価

が、７円51銭を超える場合には、７円51

銭）に当該ビラの作成枚数（当該候補者

を通じて法第142条第１項第６号に定め

る枚数の範囲内のものであることにつ

き、委員会が定めるところにより、当該

候補者からの申請に基づき、委員会が確

認したものに限る。）を乗じて得た金額

（１円未満の端数がある場合は、その端

数は、１円とする。）を、第２条ただし

書に規定する要件に該当する場合に限

り、当該ビラの作成を業とする者からの

請求に基づき、当該ビラの作成を業とす

る者に対し支払う。 

第５条 可児市は、候補者（第３条第２号

の届出をした者に限る。）が同号の契約

に基づき当該契約の相手方であるビラの

作成を業とする者に支払うべき金額のう

ち、当該契約に基づき作成されたビラの

１枚当たりの作成単価（当該作成単価

が、７円73銭を超える場合には、７円73

銭）に当該ビラの作成枚数（当該候補者

を通じて法第142条第１項第６号に定め

る枚数の範囲内のものであることにつ

き、委員会が定めるところにより、当該

候補者からの申請に基づき、委員会が確

認したものに限る。）を乗じて得た金額

（１円未満の端数がある場合は、その端

数は、１円とする。）を、第２条ただし

書に規定する要件に該当する場合に限

り、当該ビラの作成を業とする者からの

請求に基づき、当該ビラの作成を業とす

る者に対し支払う。 

  

（ポスターを作成する場合の公費の支

払） 

（ポスターを作成する場合の公費の支

払） 

第６条 可児市は、候補者（第３条第３号

の届出をした者に限る。）が同号の契約

に基づき当該契約の相手方であるポスタ

ーの作成を業とする者に支払うべき金額

のうち、当該契約に基づき作成されたポ

スターの１枚当たりの作成単価（当該作

成単価が、1,300円を超える場合には、

1,300円）に当該ポスターの作成枚数

（当該候補者を通じて当該選挙における

ポスター掲示場の数に相当する数の範囲

内のものであることにつき、委員会が定

めるところにより、当該候補者からの申

請に基づき、委員会が確認したものに限

る。）を乗じて得た金額を、第２条ただ

し書に規定する要件に該当する場合に限

り、当該ポスターの作成を業とする者か

らの請求に基づき、当該ポスターの作成

第６条 可児市は、候補者（第３条第３号

の届出をした者に限る。）が同号の契約

に基づき当該契約の相手方であるポスタ

ーの作成を業とする者に支払うべき金額

のうち、当該契約に基づき作成されたポ

スターの１枚当たりの作成単価（当該作

成単価が、1,331円を超える場合には、

1,331円）に当該ポスターの作成枚数

（当該候補者を通じて当該選挙における

ポスター掲示場の数に相当する数の範囲

内のものであることにつき、委員会が定

めるところにより、当該候補者からの申

請に基づき、委員会が確認したものに限

る。）を乗じて得た金額を、第２条ただ

し書に規定する要件に該当する場合に限

り、当該ポスターの作成を業とする者か

らの請求に基づき、当該ポスターの作成
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を業とする者に対し支払う。 を業とする者に対し支払う。 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第40号 

 

可児市税条例等の一部を改正する条例の制定について 

 

可児市税条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

可児市税条例等の一部を改正する条例 

 

第１条 可児市税条例（昭和35年可児町条例第14号）の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

（納税証明書の交付手数料） （納税証明書の交付手数料） 

第８条の２ 法第20条の10の納税証明書の

交付手数料は、可児市手数料徴収条例

（昭和37年可児町条例第６号）の定める

ところにより徴収する。ただし、道路運

送車両法第97条の２に規定する証明につ

いては、手数料を徴収しない。 

第８条の２ 法第20条の10の納税証明書の

交付（法第382条の４に規定する当該証

明書に住所に代わる事項の記載をしたも

のの交付を含む。）の手数料は、可児市

手数料徴収条例（昭和37年可児町条例第

６号）の定めるところにより徴収する。

ただし、道路運送車両法第97条の２に規

定する証明については、手数料を徴収し

ない。 

  

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第19条 （略） 第19条 （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得

が生じた年の翌年の４月１日の属する年

度分の特定配当等申告書（市民税の納税

通知書が送達される時までに提出された

次に掲げる申告書をいう。以下この項に

おいて同じ。）に特定配当等に係る所得

の明細に関する事項その他施行規則に定

める事項の記載があるとき（特定配当等

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る

第23条の３第１項に規定する確定申告書

に特定配当等に係る所得の明細に関する

事項その他施行規則に定める事項の記載

があるときは、当該特定配当等に係る所

得の金額については、適用しない。 
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申告書にその記載がないことについてや

むを得ない理由があると市長が認めると

きを含む。）は、当該特定配当等に係る

所得の金額については、適用しない。た

だし、第１号に掲げる申告書及び第２号

に掲げる申告書がいずれも提出された場

合におけるこれらの申告書に記載された

事項その他の事情を勘案して、この項の

規定を適用しないことが適当であると市

長が認めるときは、この限りでない。 

(1) 第23条の２第１項の規定による申告

書 

 

(2) 第23条の３第１項に規定する確定申

告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる

場合における当該確定申告書に限

る。） 

 

５ （略） ５ （略） 

６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金

額に係る所得が生じた年の翌年の４月１

日の属する年度分の特定株式等譲渡所得

金額申告書（市民税の納税通知書が送達

される時までに提出された次に掲げる申

告書をいう。以下この項において同

じ。）に特定株式等譲渡所得金額に係る

所得の明細に関する事項その他施行規則

に定める事項の記載があるとき（特定株

式等譲渡所得金額申告書にその記載がな

いことについてやむを得ない理由がある

と市長が認めるときを含む。）は、当該

特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金

額については、適用しない。ただし、第

１号に掲げる申告書及び第２号に掲げる

申告書がいずれも提出された場合におけ

るこれらの申告書に記載された事項その

他の事情を勘案して、この項の規定を適

用しないことが適当であると市長が認め

るときは、この限りでない。 

６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る

第23条の３第１項に規定する確定申告書

に特定株式等譲渡所得金額に係る所得の

明細に関する事項その他施行規則に定め

る事項の記載があるときは、当該特定株

式等譲渡所得金額に係る所得の金額につ

いては、適用しない。 

(1) 第23条の２第１項の規定による申告  
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書 

(2) 第23条の３第１項に規定する確定申

告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる

場合における当該確定申告書に限

る。） 

 

  

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控

除） 

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控

除） 

第21条の２ 所得割の納税義務者が、第19

条第４項に規定する特定配当等申告書に

記載した特定配当等に係る所得の金額の

計算の基礎となった特定配当等の額につ

いて法第２章第１節第５款の規定により

配当割額を課された場合又は同条第６項

に規定する特定株式等譲渡所得金額申告

書に記載した特定株式等譲渡所得金額に

係る所得の金額の計算の基礎となった特

定株式等譲渡所得金額について同節第６

款の規定により株式等譲渡所得割額を課

された場合には、当該配当割額又は当該

株式等譲渡所得割額に５分の３を乗じて

得た金額を、第20条及び前３条の規定を

適用した場合の所得割の額から控除す

る。 

第21条の２ 所得割の納税義務者が、第19

条第４項に規定する確定申告書に記載し

た特定配当等に係る所得の金額の計算の

基礎となった特定配当等の額について法

第２章第１節第５款の規定により配当割

額を課された場合又は同条第６項に規定

する確定申告書に記載した特定株式等譲

渡所得金額に係る所得の金額の計算の基

礎となった特定株式等譲渡所得金額につ

いて同節第６款の規定により株式等譲渡

所得割額を課された場合には、当該配当

割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分

の３を乗じて得た金額を、第20条及び前

３条の規定を適用した場合の所得割の額

から控除する。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で

同項の所得割の額から控除することがで

きなかった金額があるときは、当該控除

することができなかった金額は、令第48

条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に

対しその控除することができなかった金

額を還付し、又は当該納税義務者の同項

の申告書に係る年度分の個人の県民税若

しくは市民税に充当し、若しくは当該納

税義務者の未納に係る徴収金に充当す

る。 

２ 前項の規定により控除されるべき額で

同項の所得割の額から控除することがで

きなかった金額があるときは、当該控除

することができなかった金額は、令第48

条の９の３から第48条の９の６までに定

めるところにより、同項の納税義務者に

対しその控除することができなかった金

額を還付し、又は当該納税義務者の同項

の確定申告書に係る年の末日の属する年

度の翌年度分の個人の県民税若しくは市

民税に充当し、若しくは当該納税義務者

の未納に係る徴収金に充当する。 

３ （略） ３ （略） 
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（市民税の申告） （市民税の申告） 

第23条の２ 第11条第１項第１号に掲げる

者は、３月15日までに別に定める様式に

より申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、法第317条の６第１項又

は第４項の規定により給与支払報告書又

は公的年金等支払報告書を提出する義務

がある者から１月１日現在において給与

又は公的年金等の支払を受けている者で

前年中において給与所得以外の所得又は

公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかったもの（公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかった者で社会保険料

控除額（令第48条の９の７に規定するも

のを除く。）、小規模企業共済等掛金控

除額、生命保険料控除額、地震保険料控

除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額（所得税法第２条第１項第33号の４に

規定する源泉控除対象配偶者に係るもの

を除く。）若しくは法第314条の２第４

項に規定する扶養控除額の控除又はこれ

らと併せて雑損控除額若しくは医療費控

除額の控除、法第313条第８項に規定す

る純損失の金額の控除、同条第９項に規

定する純損失若しくは雑損失の金額の控

除若しくは第20条の５の規定により控除

すべき金額（以下この条において「寄附

金税額控除額」という。）の控除を受け

ようとするものを除く。以下この条にお

いて「給与所得等以外の所得を有しなか

った者」という。）並びに第12条第２項

に規定する者（施行規則第２条の２第１

項の表の上欄の（二）に掲げる者を除

く。）については、この限りでない。 

 

第23条の２ 第11条第１項第１号に掲げる

者は、３月15日までに別に定める様式に

より申告書を市長に提出しなければなら

ない。ただし、法第317条の６第１項又

は第４項の規定により給与支払報告書又

は公的年金等支払報告書を提出する義務

がある者から１月１日現在において給与

又は公的年金等の支払を受けている者で

前年中において給与所得以外の所得又は

公的年金等に係る所得以外の所得を有し

なかったもの（公的年金等に係る所得以

外の所得を有しなかった者で社会保険料

控除額（令第48条の９の７に規定するも

のを除く。）、小規模企業共済等掛金控

除額、生命保険料控除額、地震保険料控

除額、勤労学生控除額、配偶者特別控除

額（所得割の納税義務者（前年の合計所

得金額が900万円以下であるものに限

る。）の法第314条の２第１項第10号の

２に規定する自己と生計を一にする配偶

者（前年の合計所得金額が95万円以下で

あるものに限る。）で控除対象配偶者に

該当しないものに係るものを除く。）若

しくは法第314条の２第４項に規定する

扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑

損控除額若しくは医療費控除額の控除、

法第313条第８項に規定する純損失の金

額の控除、同条第９項に規定する純損失

若しくは雑損失の金額の控除若しくは第

20条の５の規定により控除すべき金額

（以下この条において「寄附金税額控除

額」という。）の控除を受けようとする

ものを除く。以下この条において「給与

所得等以外の所得を有しなかった者」と

いう。）並びに第12条第２項に規定する

者（施行規則第２条の２第１項の表の上

欄の（二）に掲げる者を除く。）につい

ては、この限りでない。 
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２～８ （略） ２～８ （略） 

  

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養

親族申告書） 

（個人の市民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書） 

第23条の３の２ 所得税法第194条第１項

の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条に

おいて「給与所得者」という。）で市内

に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項に規定する給与

等の支払者（以下この条において「給与

支払者」という。）から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規

則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該給与支払者

を経由して、市長に提出しなければなら

ない。 

第23条の３の２ 所得税法第194条第１項

の規定により同項に規定する申告書を提

出しなければならない者（以下この条に

おいて「給与所得者」という。）で市内

に住所を有するものは、当該申告書の提

出の際に経由すべき同項に規定する給与

等の支払者（以下この条において「給与

支払者」という。）から毎年最初に給与

の支払を受ける日の前日までに、施行規

則で定めるところにより、次に掲げる事

項を記載した申告書を、当該給与支払者

を経由して、市長に提出しなければなら

ない。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 所得割の納税義務者（合計所得金額

が 1,000万円以下であるものに限

る。）の自己と生計を一にする配偶者

（法第313条第３項に規定する青色事

業専従者に該当するもので同項に規定

する給与の支払を受けるもの及び同条

第４項に規定する事業専従者に該当す

るものを除き、合計所得金額が133万

円以下であるものに限る。次条第１項

において同じ。）の氏名 

(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（個人の市民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族申告書） 

（個人の市民税に係る公的年金等受給者

の扶養親族等申告書） 

第23条の３の３ 所得税法第203条の６第

１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施

行地において同項に規定する公的年金等

第23条の３の３ 所得税法第203条の６第

１項の規定により同項に規定する申告書

を提出しなければならない者又は法の施

行地において同項に規定する公的年金等
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（所得税法第203条の７の規定の適用を

受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。）の支払を受け

る者であって、扶養親族（控除対象扶養

親族を除く。）を有する者（以下この条

において「公的年金等受給者」とい

う。）で市内に住所を有するものは、当

該申告書の提出の際に経由すべき所得税

法第203条の６第１項に規定する公的年

金等の支払者（以下この条において「公

的年金等支払者」という。）から毎年最

初に公的年金等の支払を受ける日の前日

までに、施行規則で定めるところによ

り、次に掲げる事項を記載した申告書

を、当該公的年金等支払者を経由して、

市長に提出しなければならない。 

 

（所得税法第203条の７の規定の適用を

受けるものを除く。以下この項において

「公的年金等」という。）の支払を受け

る者であって、特定配偶者（所得割の納

税義務者（合計所得金額が900万円以下

であるものに限る。）の自己と生計を一

にする配偶者（退職手当等（第36条の２

に規定する退職手当等に限る。以下この

項において同じ。）に係る所得を有する

者であって、合計所得金額が95万円以下

であるものに限る。）をいう。第２号に

おいて同じ。）又は扶養親族（控除対象

扶養親族であって退職手当等に係る所得

を有しない者を除く。）を有する者（以

下この条において「公的年金等受給者」

という。）で市内に住所を有するもの

は、当該申告書の提出の際に経由すべき

所得税法第203条の６第１項に規定する

公的年金等の支払者（以下この条におい

て「公的年金等支払者」という。）から

毎年最初に公的年金等の支払を受ける日

の前日までに、施行規則で定めるところ

により、次に掲げる事項を記載した申告

書を、当該公的年金等支払者を経由し

て、市長に提出しなければならない。 

(1) （略） (1) （略） 

 (2) 特定配偶者の氏名 

(2) （略） (3) （略） 

(3) （略） (4) （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

  

（特別徴収税額の納入の義務等） （特別徴収税額の納入の義務等） 

第36条の７ 前条の特別徴収義務者は、退

職手当等の支払いをする際、その退職手

当等について分離課税に係る所得割を徴

収し、その徴収の日の属する月の翌月の

10日までに、施行規則第５号の８様式又

は施行規則第２条第４項ただし書の規定

第36条の７ 前条の特別徴収義務者は、退

職手当等の支払いをする際、その退職手

当等について分離課税に係る所得割を徴

収し、その徴収の日の属する月の翌月の

10日までに、施行規則第５号の８様式又

は施行規則第２条第３項ただし書の規定
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により総務大臣が定めた様式による納入

申告書を市長に提出し、及びその納入金

を市に納入しなければならない。 

により総務大臣が定めた様式による納入

申告書を市長に提出し、及びその納入金

を市に納入しなければならない。 

  

付 則 付 則 

第７条の３の２ 平成22年度から令和15年

度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第41条又は第41

条の２の２の規定の適用を受けた場合

（居住年が平成11年から平成18年まで又

は平成21年から令和３年までの各年であ

る場合に限る。）において、前条第１項

の規定の適用を受けないときは、法附則

第５条の４の２第５項（同条第７項の規

定により読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除すべ

き額を、当該納税義務者の第20条及び第

20条の４の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。 

第７条の３の２ 平成22年度から令和20年

度までの各年度分の個人の市民税に限

り、所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき租税特別措置法第41条又は第41

条の２の２の規定の適用を受けた場合

（居住年が平成11年から平成18年まで又

は平成21年から令和７年までの各年であ

る場合に限る。）において、前条第１項

の規定の適用を受けないときは、法附則

第５条の４の２第５項（同条第７項の規

定により読み替えて適用される場合を含

む。）に規定するところにより控除すべ

き額を、当該納税義務者の第20条及び第

20条の４の規定を適用した場合の所得割

の額から控除する。 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例） 

（上場株式等に係る配当所得等に係る市

民税の課税の特例） 

第18条 （略） 第18条 （略） 

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第

８条の４第２項に規定する特定上場株式

等の配当等（以下この項において「特定

上場株式等の配当等」という。）に係る

配当所得に係る部分は、市民税の所得割

の納税義務者が当該特定上場株式等の配

当等の支払を受けるべき年の翌年の４月

１日の属する年度分の市民税について特

定上場株式等の配当等に係る配当所得に

つき前項の規定の適用を受けようとする

旨の記載のある第19条第４項に規定する

特定配当等申告書を提出した場合（次に

掲げる場合を除く。）に限り適用するも

２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第

８条の４第２項に規定する特定上場株式

等の配当等（以下この項において「特定

上場株式等の配当等」という。）に係る

配当所得に係る部分は、市民税の所得割

の納税義務者が前年分の所得税について

特定上場株式等の配当等に係る配当所得

につき同条第１項の規定の適用を受けた

場合に限り適用する。 
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のとし、市民税の所得割の納税義務者が

前年中に支払を受けるべき特定上場株式

等の配当等に係る配当所得について同条

第１項及び第２項並びに第20条の規定の

適用を受けた場合には、当該納税義務者

が前年中に支払を受けるべき他の特定上

場株式等の配当等に係る配当所得につい

て、前項の規定は、適用しない。 

(1) 第19条第４項ただし書の規定の適用

がある場合 

 

(2) 第19条第４項第１号に掲げる申告書

及び同項第２号に掲げる申告書がいず

れも提出された場合におけるこれらの

申告書に記載された事項その他の事情

を勘案して、前項の規定を適用しない

ことが適当であると市長が認めると

き。 

 

３ （略） ３ （略） 

  

（優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民

税の課税の特例） 

（優良住宅地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民

税の課税の特例） 

第21条 （略） 第21条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１項（前項において準用する場合を

含む。）の場合において、所得割の納税

義務者が、その有する土地等につき、租

税特別措置法第33条から第33条の４ま

で、第34条から第35条の３まで、第36条

の２、第36条の５、第37条、第37条の４

から第37条の６まで、第37条の８又は第

37条の９の規定の適用を受けるときは、

当該土地等の譲渡は、第１項に規定する

優良住宅地等のための譲渡又は前項に規

定する確定優良住宅地等予定地のための

譲渡に該当しないものとみなす。 

３ 第１項（前項において準用する場合を

含む。）の場合において、所得割の納税

義務者が、その有する土地等につき、租

税特別措置法第33条から第33条の４ま

で、第34条から第35条の３まで、第36条

の２、第36条の５、第37条、第37条の４

から第37条の６まで又は第37条の８の規

定の適用を受けるときは、当該土地等の

譲渡は、第１項に規定する優良住宅地等

のための譲渡又は前項に規定する確定優

良住宅地等予定地のための譲渡に該当し

ないものとみなす。 

  

（特例適用利子等及び特例適用配当等に （特例適用利子等及び特例適用配当等に
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係る個人の市民税の課税の特例） 係る個人の市民税の課税の特例） 

第24条の２ （略） 第24条の２ （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に

係る所得が生じた年の翌年の４月１日の

属する年度分の特例適用配当等申告書

（市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出された次に掲げる申告書をい

う。以下この項において同じ。）に前項

後段の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（特例適用配当等申告書

にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると市長が認めるときを含

む。）に限り、適用する。ただし、第１

号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申

告書がいずれも提出された場合における

これらの申告書に記載された事項その他

の事情を勘案して、同項後段の規定を適

用しないことが適当であると市長が認め

るときは、この限りでない。 

４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に

係る所得が生じた年分の所得税に係る第

23条の３第１項に規定する確定申告書に

前項後段の規定の適用を受けようとする

旨の記載があるときに限り、適用する。 

(1) 第23条の２第１項の規定による申告

書 

 

(2) 第23条の３第１項に規定する確定申

告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる

場合における当該確定申告書に限

る。） 

 

  

（条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

（条約適用利子等及び条約適用配当等に

係る個人の市民税の課税の特例） 

第24条の３ （略） 第24条の３ （略） 

２及び３ （略） ２及び３ （略） 

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に

係る所得が生じた年の翌年の４月１日の

属する年度分の条約適用配当等申告書

（市民税の納税通知書が送達される時ま

でに提出された次に掲げる申告書をい

う。以下この項において同じ。）に前項

４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に

係る所得が生じた年分の所得税に係る第

23条の３第１項に規定する確定申告書に

前項後段の規定の適用を受けようとする

旨の記載があるときに限り、適用する。 
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後段の規定の適用を受けようとする旨の

記載があるとき（条約適用配当等申告書

にその記載がないことについてやむを得

ない理由があると市長が認めるときを含

む。）に限り、適用する。ただし、第１

号に掲げる申告書及び第２号に掲げる申

告書がいずれも提出された場合における

これらの申告書に記載された事項その他

の事情を勘案して、同項後段の規定を適

用しないことが適当であると市長が認め

るときは、この限りでない。 

(1) 第23条の２第１項の規定による申告

書 

 

(2) 第23条の３第１項に規定する確定申

告書（同項の規定により前号に掲げる

申告書が提出されたものとみなされる

場合における当該確定申告書に限

る。） 

 

５ （略） ５ （略） 

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１項の規定の適用がある場合（第３項

後段の規定の適用がある場合を除く。）

における第21条の２の規定の適用につい

ては、同条第１項中「又は同条第６項」

とあるのは「若しくは付則第24条の３第

３項前段に規定する条約適用配当等（以

下「条約適用配当等」という。）に係る

所得が生じた年の翌年の４月１日の属す

る年度分の同条第４項に規定する条約適

用配当等申告書にこの項の規定の適用を

受けようとする旨及び当該条約適用配当

等に係る所得の明細に関する事項の記載

がある場合（条約適用配当等申告書にこ

れらの記載がないことについてやむを得

ない理由があると市長が認めるときを含

む。）であって、当該条約適用配当等に

係る所得の金額の計算の基礎となった条

約適用配当等の額について租税条約等の

実施に伴う所得税法、法人税法及び地方

６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２

第１項の規定の適用がある場合（第３項

後段の規定の適用がある場合を除く。）

における第21条の２の規定の適用につい

ては、同条第１項中「又は同条第６項」

とあるのは「若しくは付則第24条の３第

３項前段に規定する条約適用配当等（以

下「条約適用配当等」という。）に係る

所得が生じた年分の所得税に係る同条第

４項に規定する確定申告書にこの項の規

定の適用を受けようとする旨及び当該条

約適用配当等に係る所得の明細に関する

事項の記載がある場合であって、当該条

約適用配当等に係る所得の金額の計算の

基礎となった条約適用配当等の額につい

て租税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関する法

律（昭和44年法律第46号。以下「租税条

約等実施特例法」という。）第３条の２

の２第１項の規定及び法第２章第１節第
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税法の特例等に関する法律（昭和44年法

律第46号。以下「租税条約等実施特例

法」という。）第３条の２の２第１項の

規定及び法第２章第１節第５款の規定に

より配当割額を課されたとき、又は第19

条第６項」と、同条第３項中「法第37条

の４」とあるのは「租税条約等実施特例

法第３条の２の２第９項の規定により読

み替えて適用される法第37条の４」とす

る。 

５款の規定により配当割額を課されたと

き、又は第19条第６項」と、同条第３項

中「法第37条の４」とあるのは「租税条

約等実施特例法第３条の２の２第９項の

規定により読み替えて適用される法第37

条の４」とする。 

  

（新型コロナウイルス感染症等に係る住

宅借入金等特別税額控除の特例） 

 

第29条 所得割の納税義務者が前年分の所

得税につき新型コロナウイルス感染症特

例法第６条第４項の規定の適用を受けた

場合における付則第７条の３の２第１項

の規定の適用については、同項中「令和

15年度」とあるのは、「令和16年度」と

する。 

 

２ 所得割の納税義務者が前年分の所得税

につき新型コロナウイルス感染症特例法

第６条の２第１項の規定の適用を受けた

場合における付則第７条の３の２第１項

の規定の適用については、同項中「令和

15年度」とあるのは「令和17年度」と、

「令和３年」とあるのは「令和４年」と

する。 

 

  

第２条 可児市税条例の一部を改正する条例（令和３年可児市条例第15号）の一部を次の

ように改正する。 

  第23条の３の３第１項の改正規定中「控除対象扶養親族を除く。」を「年齢16歳未満

の者」を「扶養親族（」の次に「年齢16歳未満の者又は」を加え、「有しない者を除

く」を「有する者」に改める。 

  附則第２条第２項中「の規定中個人の市民税に関する部分」を「第12条第２項及び第

23条の３の３第１項並びに付則第５条第１項の規定」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和５年１月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定
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は、当該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中第19条第４項及び第６項、第21条の２第１項及び第２項、第23条の２第１

項ただし書き並びに第36条の７の改正規定並びに付則第18条第２項、第24条の２第４

項並びに第24条の３第４項及び第６項の改正規定並びに附則第３条第３項の規定 令

和６年１月１日 

(2) 第１条中第８条の２の改正規定及び次条の規定 令和６年４月１日 

（納税証明書に関する経過措置） 

第２条 前条第２号に掲げる規定による改正後の可児市税条例第８条の２（地方税法（昭

和25年法律第226号）第382条の４に係る部分に限る。）の規定は、同号に掲げる規定の

施行の日以後にされる同法第20条の10の規定による証明書の交付について適用する。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 第１条の規定による改正後の可児市税条例（以下「新条例」という。）第23条の

３の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下この項及び次項において「施行日」

という。）以後に支払を受けるべき第23条の３の２第１項に規定する給与について提出

する同項及び同条第２項に規定する申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべ

き第１条の規定による改正前の可児市税条例（次項において「旧条例」という。）第23

条の３の２第１項に規定する給与について提出した同項及び同条第２項に規定する申告

書については、なお従前の例による。 

２ 新条例第23条の３の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭

和40年法律第33号）第203条の６第１項に規定する公的年金等（同法第203条の７の規定

の適用を受けるものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）について提

出する新条例第23条の３の３第１項に規定する申告書について適用し、施行日前に支払

を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第23条の３の３第１項に規定する申告

書については、なお従前の例による。 

３ 附則第１条第１号に掲げる規定による改正後の可児市税条例の規定中個人の市民税に

関する部分は、令和６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和５年度分

までの個人の市民税については、なお従前の例による。 
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議案第41号 

 

可児市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

可児市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

可児市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

可児市国民健康保険税条例（昭和36年可児町条例第16号）の一部を次のように改正す

る。 

改 正 前 改 正 後 

  

付 則 付 則 

（新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入の減少が見込まれる場合等におけ

る国民健康保険税の減免） 

（新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入の減少が見込まれる場合等におけ

る国民健康保険税の減免） 

第17条 令和２年２月１日から令和４年３

月31日までの間に納期限（特別徴収の場

合にあっては、特別徴収対象年金給付の

支払日。以下この項において同じ。）が

定められている国民健康保険税（国民健

康保険の被保険者の資格を取得した日か

ら14日以内に国民健康保険法第９条第１

項の規定による届出が行われなかったた

め令和２年２月１日以降に納期限が定め

られている国民健康保険税であって、当

該届出が国民健康保険の被保険者の資格

を取得した日から14日以内に行われてい

たならば同年２月１日前に納期限が定め

られるべきものを除く。）の減免につい

ては、次の各号のいずれかに該当する者

は、第25条第１項に規定する国民健康保

険税の減免の要件を満たすものとして、

第17条 令和２年２月１日から令和５年３

月31日までの間に納期限（特別徴収の場

合にあっては、特別徴収対象年金給付の

支払日。以下この項において同じ。）が

定められている国民健康保険税（国民健

康保険の被保険者の資格を取得した日か

ら14日以内に国民健康保険法第９条第１

項の規定による届出が行われなかったた

め令和２年２月１日以降に納期限が定め

られている国民健康保険税であって、当

該届出が国民健康保険の被保険者の資格

を取得した日から14日以内に行われてい

たならば同年２月１日前に納期限が定め

られるべきものを除く。）の減免につい

ては、次の各号のいずれかに該当する者

は、第25条第１項に規定する国民健康保

険税の減免の要件を満たすものとして、
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同項の規定を適用する。 同項の規定を適用する。 

(1)及び(2)  （略） (1)及び(2)  （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市国民健康保険税条例の規定は、令和

４年４月１日から適用する。 
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議案第42号 

 

可児市手数料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

 

可児市手数料徴収条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

可児市手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

可児市手数料徴収条例（昭和37年可児町条例第６号）の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

事務の区分 
額 

種類 内容 

 （略） 

11 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。以下こ

の項におい

て「法」と

いう。）の

施行に関す

る事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

(8) 法第８条第２項にお

いて準用する法第５条

第１項から第５項まで

の規定による長期優良

住宅建築等計画の変更

の認定のうち増築又は

改築に係る申請（法第

９条第１項又は第３項

の規定による申請を除

く。）に対する審査

（第７号以外の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務の区分 
額 

種類 内容 

 （略） 

11 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。以下こ

の項におい

て「法」と

いう。）の

施行に関す

る事務 

 

（略） 

(8) 法第８条第２項にお

いて準用する法第５条

第１項から第５項まで

の規定による長期優良

住宅建築等計画の変更

の認定のうち増築又は

改築に係る申請（法第

９条第１項又は第３項

の規定による申請を除

く。）に対する審査

（第７号以外の場合） 

（略） 

(9) 法第５条第６項又は

第７項に規定する長期

優良住宅維持保全計画

の認定に係る申請に対

する審査（当該申請

に、確認書等の添付が

ある場合） 

１戸建ての住宅

●１件につき● 

20,000円 

１戸建ての住宅

以外の住宅で、

１棟の戸数が 

５以下のもの● 

１件につき● 

35,000円 

５を超え10以下

のもの １件に

つき 56,000円 

10を超えるもの

●１件につき● 

92,000円 

(10)  法第５条第６項又は

第７項に規定する長期

優良住宅維持保全計画

１戸建ての住宅

●１件につき● 

72,000円 
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（略） 
 

の認定に係る申請に対

する審査（第９号以外

の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１戸建ての住宅

以外の住宅で、

１棟の戸数が 

５以下のもの● 

１件につき● 

162,000円 

５を超え10以下

のもの １件に

つき  255,000

円 

10を超えるもの

●１件につき● 

499,000円 

(11)  法第８条第２項にお

いて準用する法第５条

第６項又は第７項に規

定する長期優良住宅維

持保全計画の変更の認

定に係る申請に対する

審査（当該申請に、確

認書等の添付がある場

合） 

１戸建ての住宅

●１件につき● 

10,000円 

１戸建ての住宅

以外の住宅で、

１棟の戸数が 

５以下のもの● 

１件につき● 

17,500円 

５を超え10以下

のもの １件に

つき 28,000円 

10を超えるもの

●１件につき● 

46,000円 

(12)  法第８条第２項にお

いて準用する法第５条

第６項又は第７項に規

定する長期優良住宅維

持保全計画の変更の認

定に係る申請に対する

審査（第11号以外の場

合） 

１戸建ての住宅

●１件につき●

36,000円 

１戸建ての住宅

以外の住宅で、

１棟の戸数が 

５以下のもの● 

１件につき●

81,000円 

５を超え10以下

のもの １件に

つき 127,500

円 

10を超えるもの

●１件につき●

249,500円 

（略） 
 

備考 備考 

１～９ （略） １～９ （略） 

  

附 則 

この条例は、令和４年10月１日から施行する。 

 



- 23 - 

議案第43号 

 

可児市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例の制定について 

 

可児市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例を次のとおり制定する。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

可児市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例 

 

可児市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年可児市条

例第28号）の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

目次 目次 

 第１章～第５章 （略）  第１章～第５章 （略） 

  第６章 雑則（第49条） 

 附則  附則 

  

（家庭的保育事業者等の一般原則） （家庭的保育事業者等の一般原則） 

第５条 （略） 第５条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育

事業（法第６条の３第11項に規定する居

宅訪問型保育事業をいう。以下同じ。）

を行う場所を除く。次項、次条第２号、

第14条第２項及び第３項、第15条第１項

並びに第16条において同じ。）には、法

に定めるそれぞれの事業の目的を達成す

るために必要な設備を設けなければなら

ない。 

５ 家庭的保育事業所等（居宅訪問型保育

事業（法第６条の３第11項に規定する居

宅訪問型保育事業をいう。以下同じ。）

を行う場所を除く。次項、次条第１項第

２号、第14条第２項及び第３項、第15条

第１項並びに第16条第１項において同

じ。）には、法に定めるそれぞれの事業

の目的を達成するために必要な設備を設

けなければならない。 
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６ （略） ６ （略） 

  

（保育所等との連携） （保育所等との連携） 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型

保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保

育事業者」という。）を除く。以下この

条、次条第１項、第14条第１項及び第２

項、第15条第１項、第２項及び第５項、

第16条並びに第17条第１項から第３項ま

でにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対

する保育が適正かつ確実に行われ、及び

家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満３歳以上の児童に対して必要

な教育（教育基本法（平成18年法律第

120号）第６条第１項に規定する法律に

定める学校において行われる教育をい

う。第３号において同じ。）又は保育が

継続的に提供されるよう、次の各号に掲

げる事項に係る連携協力を行う保育所、

幼稚園又は認定こども園（以下「連携施

設」という。）を適切に確保しなければ

ならない。 

第６条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型

保育事業を行う者（以下「居宅訪問型保

育事業者」という。）を除く。以下この

条、次条第１項、第14条第１項及び第２

項、第15条第１項、第２項及び第５項、

第16条並びに第17条第１項から第３項ま

でにおいて同じ。）は、利用乳幼児に対

する保育が適正かつ確実に行われ、及び

家庭的保育事業者等による保育の提供の

終了後も満３歳以上の児童に対して必要

な教育（教育基本法（平成18年法律第

120号）第６条第１項に規定する法律に

定める学校において行われる教育をい

う。第３号において同じ。）又は保育が

継続的に提供されるよう、次の各号に掲

げる事項に係る連携協力を行う保育所

（子ども・子育て支援法（平成24年法律

第65号）第７条第４項に規定する保育所

をいう。以下同じ。）、幼稚園（同項に

規定する幼稚園をいう。以下同じ。）又

は認定こども園（同項に規定する認定こ

ども園をいう。以下同じ。）（以下「連

携施設」という。）を適切に確保しなけ

ればならない。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 代替保育（家庭的保育事業所等の職

員の病気、休暇等により保育を提供す

ることができない場合に、当該家庭的

保育事業者等に代わって提供する保育

をいう。）を必要に応じて提供するこ

と。 

(2) 代替保育（家庭的保育事業所等の職

員の病気、休暇等により保育を提供す

ることができない場合に、当該家庭的

保育事業者等に代わって提供する保育

をいう。以下この条において同じ。）

を必要に応じて提供すること。 

(3) （略） (3) （略） 

 ２ 市長は、家庭的保育事業者等による代

替保育の提供に係る連携施設の確保が著

しく困難であると認める場合であって、

次の各号に掲げる要件の全てを満たすと
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認めるときは、前項第２号の規定を適用

しないこととすることができる。 

 (1) 家庭的保育事業者等と次項に規定す

る連携協力を行う者との間でそれぞれ

の役割の分担及び責任の所在が明確化

されていること。 

 (2) 次項に規定する連携協力を行う者の

本来の業務の遂行に支障が生じないよ

うにするための措置が講じられている

こと。 

 ３ 前項の場合において、家庭的保育事業

者等は、次の各号に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ当該各号に定める者を第

１項第２号に掲げる事項に係る連携協力

を行う者として適切に確保しなければな

らない。 

 (1) 当該家庭的保育事業者等が家庭的保

育事業等を行う場所又は事業所（次号

において「事業実施場所」という。）

以外の場所又は事業所において代替保

育が提供される場合 第27条に規定す

る小規模保育事業Ａ型若しくは小規模

保育事業Ｂ型又は事業所内保育事業を

行う者（次号において「小規模保育事

業Ａ型事業者等」という。） 

 (2) 事業実施場所において代替保育が提

供される場合 事業の規模等を勘案し

て小規模保育事業Ａ型事業者等と同等

の能力を有すると市長が認める者 

 ４ 市長は、家庭的保育事業者等による第

１項第３号に掲げる事項に係る連携施設

の確保が著しく困難であると認めるとき

は、同号の規定を適用しないこととする

ことができる。 

 ５ 前項の場合において、家庭的保育事業

者等は、法第59条第１項に規定する施設

のうち、次に掲げるもの（入所定員が20

人以上のものに限る。）であって、市長

が適当と認めるものを第１項第３号に掲
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げる事項に係る連携協力を行う者として

適切に確保しなければならない。 

 (1) 子ども・子育て支援法第59条の２第

１項の規定による助成を受けている者

の設置する施設（法第６条の３第12項

に規定する業務を目的とするものに限

る。） 

 (2) 法第６条の３第12項及び第39条第１

項に規定する業務を目的とする施設で

あって、法第６条の３第９項第１号に

規定する保育を必要とする乳児・幼児

の保育を行うことに要する費用に係る

地方公共団体の補助を受けているもの 

  

（食事の提供の特例） （食事の提供の特例） 

第16条 （略） 第16条 （略） 

２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれ

かの施設とする。 

２ 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれ

かの施設とする。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 

 (3) 保育所、幼稚園、認定こども園等か

ら調理業務を受託している事業者のう

ち、当該家庭的保育事業者等による給

食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄

養面等、調理業務を適切に遂行できる

能力を有するとともに、利用乳幼児の

年齢及び発達の段階並びに健康状態に

応じた食事の提供や、アレルギー、ア

トピー等への配慮、必要な栄養素量の

給与等、利用乳幼児の食事の内容、回

数及び時機に適切に応じることができ

る者として市長が適当と認めるもの

（家庭的保育事業者が第22条に規定す

る家庭的保育事業を行う場所（第23条

第２項に規定する家庭的保育者の居宅

に限る。）において家庭的保育事業を

行う場合に限る。） 

  

（職員） （職員） 
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第23条 （略） 第23条 （略） 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第

１号に規定する家庭的保育者をいう。以

下同じ。）は、市長が行う研修（市長が

指定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した保育士又は

保育士と同等以上の知識及び経験を有す

ると市長が認める者であって、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第

１号に規定する家庭的保育者をいう。以

下同じ。）は、市長が行う研修（市長が

指定する都道府県知事その他の機関が行

う研修を含む。）を修了した保育士又は

保育士と同等以上の知識及び経験を有す

ると市長が認める者であって、次の各号

のいずれにも該当するものとする。 

(1)  （略） (1)  （略） 

(2)  法第18条の５各号及び法第34条の20

第１項第４号のいずれにも該当しない

者 

(2)  法第18条の５各号及び法第34条の20

第１項第３号のいずれにも該当しない

者 

３ （略） ３ （略） 

  

（居宅訪問型保育事業） （居宅訪問型保育事業） 

第37条 居宅訪問型保育事業者は、次の各

号に掲げる保育を提供するものとする。 

第37条 居宅訪問型保育事業者は、次の各

号に掲げる保育を提供するものとする。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 子ども・子育て支援法（平成24年法

律第65号）第34条第５項又は第46条第

５項の規定による便宜の提供に対応す

るために行う保育 

(2) 子ども・子育て支援法第34条第５項

又は第46条第５項の規定による便宜の

提供に対応するために行う保育 

  

（連携施設に関する特例） （連携施設に関する特例） 

第45条 保育所型事業所内保育事業を行う

者にあっては、連携施設の確保に当たっ

て、第６条第１号及び第２号に係る連携

協力を求めることを要しない。 

第45条 保育所型事業所内保育事業を行う

者にあっては、連携施設の確保に当たっ

て、第６条第１項第１号及び第２号に係

る連携協力を求めることを要しない。 

 ２ 保育所型事業所内保育事業を行う者の

うち、法第６条の３第12項第２号に規定

する事業を行う者であって、市長が適当

と認めるものについては、第６条第１項

本文の規定にかかわらず、連携施設の確

保をしないことができる。 

  

（準用） （準用） 
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第 48条 （略） 第48条 （略） 

 第６章 雑則 

 （雑則） 

 第49条 家庭的保育事業者等及びその職員

は、記録、作成その他これらに類するも

ののうち、この条例の規定において書面

（書面、書類、文書、謄本、抄本、正

本、副本、複本その他文字、図形等人の

知覚によって認識することができる情報

が記載された紙その他の有体物をいう。

以下この条において同じ。）で行うこと

が規定されている又は想定されるものに

ついては、書面に代えて、当該書面に係

る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式

その他人の知覚によっては認識すること

ができない方式で作られる記録であっ

て、電子計算機による情報処理の用に供

されるものをいう。）により行うことが

できる。 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第44号 

 

可児市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

 

可児市介護保険条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

可児市介護保険条例の一部を改正する条例 

 

可児市介護保険条例（平成12年可児市条例第17号）の一部を次のように改正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

付 則 付 則 

（新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入の減少が見込まれる場合等におけ

る保険料の減免） 

（新型コロナウイルス感染症の影響によ

り収入の減少が見込まれる場合等におけ

る保険料の減免） 

第７条 令和２年２月１日から令和４年３

月31日までの間に納期限（特別徴収の場

合にあっては、特別徴収対象年金給付の

支払日。以下この項において同じ。）が

定められている保険料（第１号被保険者

の資格を取得した日から14日以内に法第

12条第１項の規定による届出が行われな

かったため令和２年２月１日以降に納期

限が定められている保険料であって、当

該届出が第１号被保険者の資格を取得し

た日から14日以内に行われていたならば

同年２月１日前に納期限が定められるべ

きものを除く。）の減免については、次

の各号のいずれかに該当する者は、第９

条第１項に規定する保険料の減免の要件

を満たすものとして、同項の規定を適用

する。 

第７条 令和２年２月１日から令和５年３

月31日までの間に納期限（特別徴収の場

合にあっては、特別徴収対象年金給付の

支払日。以下この項において同じ。）が

定められている保険料（第１号被保険者

の資格を取得した日から14日以内に法第

12条第１項の規定による届出が行われな

かったため令和２年２月１日以降に納期

限が定められている保険料であって、当

該届出が第１号被保険者の資格を取得し

た日から14日以内に行われていたならば

同年２月１日前に納期限が定められるべ

きものを除く。）の減免については、次

の各号のいずれかに該当する者は、第９

条第１項に規定する保険料の減免の要件

を満たすものとして、同項の規定を適用

する。 

(1)及び(2) （略） (1)及び(2) （略） 
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２ （略） ２ （略） 

  

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の可児市介護保険条例の規定は、令和４年４

月１日から適用する。 
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議案第45号 

 

可児市特定用途制限地域における畜舎の制限に関する条例の制定について 

 

可児市特定用途制限地域における畜舎の制限に関する条例を次のとおり制定する。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

可児市特定用途制限地域における畜舎の制限に関する条例 

 

（目的） 

第１条 この条例は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律施行規則（令和３年農

林水産省・国土交通省令第６号。以下「令」という。）第52条第１項の規定に基づき、

特定用途制限地域内における畜舎の用途を制限することにより、合理的な土地利用を図

るとともに、良好な環境の形成及び保持に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律

（令和３年法律第34号。以下「法」という。）、建築基準法（昭和25年法律第201号）及

び建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）の例による。 

（適用区域） 

第３条 この条例は、都市計画法（昭和43年法律第100号）第20条第１項（同法第21条第２

項において準用する場合を含む。）の規定により告示された特定用途制限地域のうち、

広見東部に適用する。 

（畜舎の用途の制限） 

第４条 前条に規定する地域においては、建築基準法別表第２（に）第６号に掲げる規模

以上の畜舎（法第３条第１項の認定の申請に係る畜舎をいう。以下同じ。）を建築して

はならない。ただし、市長が当該地域の良好な環境を害するおそれがないと認め、又は

公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 

２ 市長は、前項ただし書の規定による許可（以下「特例許可」という。）をする場合に

おいては、あらかじめ、特例許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見

を聴取するとともに、可児市建築審議会設置条例（平成22年可児市条例第４号）に規定

する可児市建築審議会の同意を得なければならない。ただし、特例許可を受けた建築物

の増築、改築又は移転の許可をする場合で、次の要件に該当するときは、この限りでな

い。 

(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであると

き。 
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(2) 増築又は改築後における前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面

積の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないとき。 

３ 市長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、特例許可を行おうとす

る畜舎の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を、意見の聴取の期日の３日前ま

でに公告しなければならない。 

（既存の認定畜舎に対する制限の緩和） 

第５条 法第８条第１項の規定により前条第１項の規定の適用を受けない認定畜舎（法第

３条第１項の認定を受けた畜舎をいう。以下同じ。）について、令第79条第１号又は第

２号に定める範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第８条第２項第２

号及び第３号の規定にかかわらず、前条第１項の規定は、適用しない。 

（畜舎の敷地が特定用途制限地域の内外にわたる場合の措置） 

第６条 畜舎又は認定畜舎の敷地が第３条に規定する特定用途制限地域の内外にわたる場

合における第４条第１項の規定の適用については、その畜舎若しくは認定畜舎又はその

敷地の全部について、その敷地の過半の属する地域に係る規定を適用する。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（可児市建築審議会設置条例の一部改正） 

第２条 可児市建築審議会設置条例（平成22年可児市条例第４号）の一部を次のように改

正する。 

改 正 前 改 正 後 

  

（設置） （設置） 

第１条 可児市特定用途制限地域における

建築物等の制限に関する条例（平成20年

可児市条例第43号。以下「特定用途条

例」という。）及び可児市地区計画区域

内における建築物等の制限に関する条例

（平成19年可児市条例第30号。以下「地

区計画条例」という。）の施行に関する

重要な事項を審議するため、可児市建築

審議会（以下「審議会」という。）を設

置する。 

第１条 可児市特定用途制限地域における

建築物等の制限に関する条例（平成20年

可児市条例第43号。以下「特定用途条

例」という。）、可児市特定用途制限地

域における畜舎の制限に関する条例（令

和４年可児市条例第●号。以下「特定用

途畜舎条例」という。）及び可児市地区

計画区域内における建築物等の制限に関

する条例（平成19年可児市条例第30号。

以下「地区計画条例」という。）の施行

に関する重要な事項を審議するため、可

児市建築審議会（以下「審議会」とい

う。）を設置する。 
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（所掌事項） （所掌事項） 

第２条 審議会は、次に掲げる事項につい

て審議する。 

第２条 審議会は、次に掲げる事項につい

て審議する。 

(1) 特定用途条例第４条第２項又は地区

計画条例第４条第２項の同意に関する

事項 

(1) 特定用途条例第４条第２項、特定用

途畜舎条例第４条第２項又は地区計画

条例第４条第２項の同意に関する事項 

(2) 特定用途条例又は地区計画条例の施

行に関し、市長から諮問のあった事項 

(2) 特定用途条例、特定用途畜舎条例又

は地区計画条例の施行に関し、市長か

ら諮問のあった事項 
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議案第46号 

 

監査委員の選任について 

 

次の者を可児市監査委員に選任したいので、議会の同意を求める。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

 

氏   名 住   所 

間瀬 暢宏 可児市長坂＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 
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議案第47号 

 

請負契約の締結について 

 

工事請負契約を次のとおり締結する。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

１ 目 的  可児御嵩インターチェンジ工業団地（第一工区）造成その１工事 

２ 方 法  事後審査型制限付き一般競争入札 

３ 金 額  436,700,000円 

４ 相手方  横山・協和・山岡特定建設工事共同企業体 

       代表構成員 可児市大森1530番地２ 

             横山工業株式会社 代表取締役 横山 英樹 

       構成員   可児市東帷子1023番地６ 

             株式会社協和建設 代表取締役 若宮 禧雄 

       構成員   可児市土田5036番地 

株式会社山岡興業 代表取締役 山岡 潔 
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議案第48号 

 

請負契約の締結について 

 

工事請負契約を次のとおり締結する。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

１ 目 的  可児御嵩インターチェンジ工業団地（第一工区）造成その２工事 

２ 方 法  事後審査型制限付き一般競争入札 

３ 金 額  381,260,000円 

４ 相手方  中濃・可茂道路・丸重産業特定建設工事共同企業体 

       代表構成員 可児市坂戸79番地２ 

             株式会社中濃 代表取締役 義村 晃 

       構成員   可児市川合199番地４ 

             株式会社可茂道路 代表取締役 荒屋 慎二 

       構成員   可児市広見五丁目78番地 

             丸重産業株式会社 代表取締役 小池 重信 
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議案第49号 

 

請負契約の締結について 

 

工事請負契約を次のとおり締結する。 

 

  令和４年５月27日提出 

 

可児市長 冨田 成輝 

 

記 

 

１ 目 的  可児御嵩インターチェンジ工業団地（第一工区）造成その３工事 

２ 方 法  事後審査型制限付き一般競争入札 

３ 金 額  526,900,000円 

４ 相手方  アイギ・小池・市原特定建設工事共同企業体 

       代表構成員 可児市今渡1619番地39 

             株式会社アイギ 代表取締役 川口 道夫 

       構成員   可児市広見五丁目77番地 

             小池土木株式会社 代表取締役 小池 秀治 

       構成員   可児市川合2749番地９ 

             市原産業株式会社 代表取締役 市原 俊享 

 

 


