
                              

議案第３７号  

 

 

 

区議会提出議案に関する意見聴取 

（世田谷区保育料条例の一部を改正する条例）  

 

 

 

上記の議案を提出する。  

 

 

 

平成３０年５月２２日  

 

                        （提出者）  

                        世田谷区教育委員会  

                          教育長 堀 恵子  

 

 

 

 

 

（提案説明）  

  世田谷区保育料条例の一部を改正する条例の議案提出に伴い、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律第２９条に基づき区長から意見を求められたた

め、本案を提出する。  





－1－ 

 

議案第  号 

   世田谷区保育料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

    平成３０年６月１３日 

    提出者 世田谷区長 保 坂 展 人 

 

（説明） 未婚のひとり親世帯に対する保育料等の軽減を図るとともに、地方税法の

改正による指定都市の市町村民税率の変更に伴い、規定の整備を図る必要があるの

で、本案を提出する。 



－2－ 

 

  世田谷区保育料条例の一部を改正する条例 

 世田谷区保育料条例（平成２６年１２月世田谷区条例第５４号）の一部を次のよう

に改正する。 

 第１０条（見出しを含む。）中「又は区立保育園延長保育料」を削る。 

 別表第１備考第１項第６号ア(ｱ)中「(ｲ)において」を「以下」に改め、同表備考に次

の２項を加える。 

  ７ 婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻をしていない者であって、 

地方税法第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦又は同項第１２号に規定す

る寡夫に該当しないものの所得割課税額は、規則で定めるところによる。 

８ 当該年（４月から８月までにあっては、前年）の１月１日現在において区外

に住所を有していた者のうち、世田谷区特別区税条例（昭和３９年１２月世田

谷区条例第７４号）第１８条第１項に規定する税率と異なる税率の市町村に住

所を有していたものの所得割課税額は、規則で定めるところによる。 

別表第２備考に次の２項を加える。 

  ５ 婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻をしていない者であって、 

地方税法第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦又は同項第１２号に規定す

る寡夫に該当しないものの所得割課税額は、規則で定めるところによる。 

６ 当該年（４月から８月までにあっては、前年）の１月１日現在において区外

に住所を有していた者のうち、世田谷区特別区税条例第１８条第１項に規定す

る税率と異なる税率の市町村に住所を有していたものの所得割課税額は、規則

で定めるところによる。 

別表第３備考に次の２項を加える。 

  ９ 婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻をしていない者であって、 

地方税法第２９２条第１項第１１号に規定する寡婦又は同項第１２号に規定す

る寡夫に該当しないものの所得割課税額は、規則で定めるところによる。 

１０ 当該年（４月から８月までにあっては、前年）の１月１日現在において区

外に住所を有していた者のうち、世田谷区特別区税条例第１８条第１項に規定

する税率と異なる税率の市町村に住所を有していたものの所得割課税額は、規

則で定めるところによる。 

   附 則 



－3－ 

 

１ この条例は、平成３０年９月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の別表第１から別表第３までの規定は、平成３０年９月以

後の月分の保育料（第１条に規定する保育料をいう。以下同じ。）及び区立保育園

延長保育料（同条に規定する区立保育園延長保育料をいう。以下同じ。）について

適用し、同月前の月分の保育料及び区立保育園延長保育料については、なお従前の

例による。 
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世田谷区保育料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

第１条～第２条 略 

 

第１条～第２条 略 

（保育料） （保育料） 

第３条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型

保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育（以下「特定教

育・保育等」という。）を利用する支給認定子どもの保護者若しく

は扶養義務者又は支給認定子どもは、当該支給認定子どもの年齢、

世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければ

ならない。 

 

第３条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型

保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育（以下「特定教

育・保育等」という。）を利用する支給認定子どもの保護者若しく

は扶養義務者又は支給認定子どもは、当該支給認定子どもの年齢、

世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければ

ならない。 

２ 保育料の額は、特定教育・保育のうち保育に係るもの並びに特別

利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特定利用地域

型保育に係るものについては別表第１に、特定教育・保育のうち教

育に係るもの及び特別利用教育に係るものについては別表第２に定

めるとおりとする。 

 

２ 保育料の額は、特定教育・保育のうち保育に係るもの並びに特別

利用保育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特定利用地域

型保育に係るものについては別表第１に、特定教育・保育のうち教

育に係るもの及び特別利用教育に係るものについては別表第２に定

めるとおりとする。 

３ 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育のうち教育に係るもの

及び特別利用教育に係るもののうち、世田谷区立幼稚園（世田谷区

立学校設置条例（昭和39年３月世田谷区条例第21号）第１条の規定

に基づき設置した幼稚園（就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下この

項において「認定こども園法」という。）第３条第１項の認定を受

けた幼稚園を除く。）をいう。）を利用する支給認定子どもの保育

料については世田谷区立幼稚園保育料条例（平成26年12月世田谷区

条例第58号）に、特定教育・保育、特別利用保育及び特別利用教育

に係るもののうち、世田谷区立認定こども園（世田谷区立学校設置

３ 前項の規定にかかわらず、特定教育・保育のうち教育に係るもの

及び特別利用教育に係るもののうち、世田谷区立幼稚園（世田谷区

立学校設置条例（昭和39年３月世田谷区条例第21号）第１条の規定

に基づき設置した幼稚園（就学前の子どもに関する教育、保育等の

総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第77号。以下この

項において「認定こども園法」という。）第３条第１項の認定を受

けた幼稚園を除く。）をいう。）を利用する支給認定子どもの保育

料については世田谷区立幼稚園保育料条例（平成26年12月世田谷区

条例第58号）に、特定教育・保育、特別利用保育及び特別利用教育

に係るもののうち、世田谷区立認定こども園（世田谷区立学校設置

別紙１ 
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改正後 改正前 

条例第１条の規定に基づき設置した幼稚園であって、認定こども園

法第３条第１項の認定を受けたものをいう。）を利用する支給認定

子どもの保育料については世田谷区立認定こども園保育料条例（平

成27年12月世田谷区条例第70号）において定めるとおりとする。 

 

条例第１条の規定に基づき設置した幼稚園であって、認定こども園

法第３条第１項の認定を受けたものをいう。）を利用する支給認定

子どもの保育料については世田谷区立認定こども園保育料条例（平

成27年12月世田谷区条例第70号）において定めるとおりとする。 

４ 月の中途において特定教育・保育等の利用を開始し、又は終了し

た場合の保育料は、これを１月として計算する。 

 

４ 月の中途において特定教育・保育等の利用を開始し、又は終了し

た場合の保育料は、これを１月として計算する。 

５ 保育料のうち保育園（法第７条第４項に規定する保育所をいう。

以下同じ。）に係るもの（以下「保育園保育料」という。）につい

ては区長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定

教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に納付するものとする。 

 

５ 保育料のうち保育園（法第７条第４項に規定する保育所をいう。

以下同じ。）に係るもの（以下「保育園保育料」という。）につい

ては区長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定

教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に納付するものとする。 

第４条 略 

 

第４条 略 

（区立保育園延長保育料）  （区立保育園延長保育料） 

第５条 区立保育園延長保育を利用する支給認定子どもの保護者若し

くは扶養義務者又は支給認定子どもは、当該支給認定子どもの年齢、

世帯の所得の状況その他の事情に応じて、区立保育園延長保育料を

区長に支払わなければならない。 

 

第５条 区立保育園延長保育を利用する支給認定子どもの保護者若し

くは扶養義務者又は支給認定子どもは、当該支給認定子どもの年齢、

世帯の所得の状況その他の事情に応じて、区立保育園延長保育料を

区長に支払わなければならない。 

２ 区立保育園延長保育料の額は、別表第３に定めるとおりとする。 

 

２ 区立保育園延長保育料の額は、別表第３に定めるとおりとする。 

３ 月の中途において区立保育園延長保育の利用を開始し、又は終了

した場合の区立保育園延長保育料は、これを１月として計算する。 

 

３ 月の中途において区立保育園延長保育の利用を開始し、又は終了

した場合の区立保育園延長保育料は、これを１月として計算する。 

第６条～第９条 略 

 

第６条～第９条 略 



  

3/6 

改正後 改正前 

（保育園保育料の滞納処分） （保育園保育料又は区立保育園延長保育料の滞納処分） 

第10条 区長は、前条第２項の規定により指定した期限までに保育園

保育料が納付されないときは、地方税の滞納処分の例により処分す

ることができる。 

 

第10条 区長は、前条第２項の規定により指定した期限までに保育園

保育料又は区立保育園延長保育料が納付されないときは、地方税の

滞納処分の例により処分することができる。 

第11条 略  第11条 略 

附 則  

１ この条例は、平成30年９月１日から施行する。 （新設） 

２ この条例による改正後の別表第１から別表第３までの規定は、平

成３０年９月以後の月分の保育料（第１条に規定する保育料をいう。

以下同じ。）及び区立保育園延長保育料（同条に規定する区立保育

園延長保育料をいう。以下同じ。）について適用し、同月前の月分

の保育料及び区立保育園延長保育料については、なお従前の例によ

る。 

 

（新設） 

別表第１（第３条関係） 略 

 

別表第１（第３条関係） 略 

備考 備考 

１ この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

１ この表において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

(１)～（５） 略  (１)～（５） 略  

(６) ひとり親等 次のいずれかに該当する者をいう。 (６) ひとり親等 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 次のいずれかに該当し、かつ、生計を一にする同居の親族

がいない者であって、現に特定教育・保育等の利用に係る支

給認定子どもを扶養している支給認定子どもの保護者 

ア 次のいずれかに該当し、かつ、生計を一にする同居の親族

がいない者であって、現に特定教育・保育等の利用に係る支

給認定子どもを扶養している支給認定子どもの保護者 

(ア) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。(イ)を除き、以下同じ。）と死別した者

であって、現に婚姻（届出をしないが事実上婚姻関係と同

(ア) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。(イ)を除き、以下同じ。）と死別した者

であって、現に婚姻（届出をしないが事実上婚姻関係と同
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改正後 改正前 

様の事情にある場合を含む。以下同じ。）をしていないも

の 

様の事情にある場合を含む。(イ)において同じ。）をして

いないもの 

(イ) 配偶者と離婚した者であって現に婚姻をしていないも

の 

(イ) 配偶者と離婚した者であって現に婚姻をしていないも

の 

(ウ) 配偶者の生死が明らかでない者 (ウ) 配偶者の生死が明らかでない者 

(エ) 配偶者から遺棄されている者 (エ) 配偶者から遺棄されている者 

(オ) 配偶者が拘禁されている者 (オ) 配偶者が拘禁されている者 

(カ) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第23条第１項の規

定により母子生活支援施設に入所している者 

(カ) 児童福祉法（昭和22年法律第164号）第23条第１項の規

定により母子生活支援施設に入所している者 

イ 区長がアに該当するものに準ずると認めるもの イ 区長がアに該当するものに準ずると認めるもの 

ウ 次のいずれかに該当する特定教育・保育等の利用に係る支

給認定子ども又はその兄弟姉妹を扶養している支給認定子ど

もの保護者又は扶養義務者 

ウ 次のいずれかに該当する特定教育・保育等の利用に係る支

給認定子ども又はその兄弟姉妹を扶養している支給認定子ど

もの保護者又は扶養義務者 

(ア) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の身

体障害者手帳の交付を受けた者 

(ア) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条の身

体障害者手帳の交付を受けた者 

(イ) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳を交付さ

れ、又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳を交付

された者 

(イ) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳を交付さ

れ、又は東京都知事の定めるところにより愛の手帳を交付

された者 

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年

法律第123号）第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けた者 

(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年

法律第123号）第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受

けた者 

(エ) 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）第３条の特別児童扶養手当の支給対象児童 

(エ) 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）第３条の特別児童扶養手当の支給対象児童 

(オ) 国民年金法（昭和34年法律第141号）に定める障害基礎

年金等の支給対象者 

(オ) 国民年金法（昭和34年法律第141号）に定める障害基礎

年金等の支給対象者 

エ ウ(ア)から(ウ)まで及び(オ)のいずれかに該当する支給認

定子どもの保護者又は扶養義務者 

エ ウ(ア)から(ウ)まで及び(オ)のいずれかに該当する支給認

定子どもの保護者又は扶養義務者 

(７) 所得割課税額 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条 (７) 所得割課税額 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条
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改正後 改正前 

第１項第２号に規定する所得割（同法の規定による特別区民税

に係るものを含む。）の額（規則で定める法令の規定を適用し

ないで計算した額とする。）をいう。 

第１項第２号に規定する所得割（同法の規定による特別区民税

に係るものを含む。）の額（規則で定める法令の規定を適用し

ないで計算した額とする。）をいう。 

(８) 均等割 地方税法第292条第１項第１号に規定する均等割

（同法の規定による特別区民税に係るものを含む。）をいう。 

 

(８) 均等割 地方税法第292条第１項第１号に規定する均等割

（同法の規定による特別区民税に係るものを含む。）をいう。 

２～６ 略  

 

２～６ 略  

７ 婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻をしていな

い者であって、地方税法第292条第１項第11号に規定する寡婦又は

同項第12号に規定する寡夫に該当しないものの所得割課税額は、

規則で定めるところによる。 

７（新設） 

８ 当該年（４月から８月までにあっては、前年）の１月１日現在

において区外に住所を有していた者のうち、世田谷区特別区税条

例（昭和39年12月世田谷区条例第74号）第18条第１項に規定する

税率と異なる税率の市町村に住所を有していたものの所得割課税

額は、規則で定めるところによる。 

 

８（新設） 

別表第２（第３条関係） 略 

 

別表第２（第３条関係） 略 

備考 備考 

１～４ 略 

 

１～４ 略 

５ 婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻をしていな

い者であって、地方税法第292条第１項第11号に規定する寡婦又は

同項第12号に規定する寡夫に該当しないものの所得割課税額は、

規則で定めるところによる。 

５（新設） 

６ 当該年（４月から８月までにあっては、前年）の１月１日現在 ６（新設） 



  

6/6 

改正後 改正前 

において区外に住所を有していた者のうち、世田谷区特別区税条

例第18条第１項に規定する税率と異なる税率の市町村に住所を有

していたものの所得割課税額は、規則で定めるところによる。 

 

別表第３（第５条関係） 略 

 

別表第３（第５条関係） 略 

備考 備考 

１～８ 略 

 

１～８ 略 

９ 婚姻によらないで母又は父となり、かつ、現に婚姻をしていな

い者であって、地方税法第292条第１項第11号に規定する寡婦又は

同項第12号に規定する寡夫に該当しないものの所得割課税額は、

規則で定めるところによる。 

９（新設） 

10 当該年（４月から８月までにあっては、前年）の１月１日現在

において区外に住所を有していた者のうち、世田谷区特別区税条

例第18条第１項に規定する税率と異なる税率の市町村に住所を有

していたものの所得割課税額は、規則で定めるところによる。 

10（新設） 

 



未婚のひとり親に係る寡婦控除のみなし適用の特例について

○ 税制上、婚姻を前提とする寡婦（夫）と未婚のひとり親の取扱いに差があることで、各種福祉サービスに係る負担金等の
額が異なり、未婚母に不利な取扱いとなっている。

○ 地方自治体によっては、寡婦控除のみなし適用（未婚のひとり親を寡婦とみなして寡婦控除を適用する措置）を実施して
おり、保育料については全市区町村の２割強が実施。

１．経緯・背景

【参考】児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対する附帯決議（平成28年４月28日参議院厚生労働委員会）（抜粋）
六、ひとり親家庭は婚姻歴の有無にかかわらず経済的に厳しい状況にあることから一部の地方公共団体が取り組んでいる未婚の
ひとり親に対する保育料軽減等の寡婦控除のみなし適用について、その実態の把握に努め、必要に応じて適切な措置を講ずる
こと。

○ 未婚のひとり親※について、地方税法上の寡婦控除が適用されたものとみなして、利用者負担額の階層区分を決定する
際に用いる「市町村民税所得割合算額」を計算するための特例を設ける。（子ども・子育て支援法施行令の改正）
※ 婚姻（事実婚を含む）によらないで母（父）となった女子（男子）であって、現に婚姻をしていないもの

＜政令改正の施行期日＞ 平成30年９月１日
※ 利用者負担額の階層区分は、根拠とする「市町村民税所得割合算額」が前年度分から今年度分に切り替わる
９月１日に合わせて切り替わるため。

２．対応方針

※ 国土交通省では、「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」（閣議決定）を踏まえ、公営住宅の家賃の算定の基礎となる
収入の計算について、平成28年10月1日から寡婦控除のみなし適用を実施（政令改正）。

（参考）平成３１年度税制改正要望において、未婚のひとり親に対する税法上の寡婦控除の適用について要望することとされている。

2



都道府県から指定都市への税源移譲に伴う特例について

○ 地方分権一括法により、県費負担教職員の給与負担事務が道府県から指定都市に移譲されることに伴い、都道府県から
指定都市への税源移譲が行われ、平成30年度から、指定都市のみ、市町村民税の税率が６％から８％に変更される。

○ 子ども・子育て支援新制度における利用者負担額の階層区分は、「市町村民税所得割合算額」を用いて決定されている
ところ、指定都市のみ税率が変更となると、指定都市と他の市町村の居住者の税額が異なることとなり、不公平が生じる。

１．経緯・背景

以下の方向性で検討中。
○ 政令上、「市町村民税所得割合算額」の計算に当たって、指定都市居住者に不利益が生じないよう、税源移譲前の旧税額
により計算することとする。（子ども・子育て支援法施行令の改正）
※ 指定都市においては、当面の間、情報提供ネットワークシステムから、旧税率（6%）で計算された市民税所得割額及び
税額控除額の取得が可能。

○ 運用上、
・ 旧税額により計算することによる一定の事務負担の発生が想定されるため、新税率により計算された額に６／８を
乗じた額をもって計算することとすることも可能とする。

・ 自治体独自の減税措置等により、市町村民税率が現時点で６％ではない場合については、税源移譲前の旧税額になる
よう新税率により計算された額に適切な割合を乗じて計算することとする。

＜政令改正の施行期日＞ 平成30年９月１日
※ ４月～８月分の利用者負担額については、前年度分の市町村民税所得割額に基づき決定されることから、
本税源移譲の影響を受けないため。

２．対応方針

都道府県民税 市町村民税（指定都市）

旧税制（～平成29年度） ４％ ６％

新税制（平成30年度～） ２％ ８％
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○平成30年１月１日に指定都市に居住の場合

○平成３０年１月１日に指定都市以外に居住の場合

Ｈ29年所得を基に
Ｈ30.１.１時点の
居住地で課税

４月１日

※平成30年度中に市外に転居しても、税率は変わらない。

３月３１日９月１日

８％ Ｈ29.1.1課税(6%)の
市町村民税に基づく保育料

Ｈ30.1.1課税(8%)の
市町村民税に基づく保育料

４月１日

※平成30年度中に市に転居しても、税率は変わらない。

３月３１日９月１日

６％ Ｈ29.1.1課税(6%)の
市町村民税に基づく保育料

Ｈ30.1.1課税(6%)の
市町村民税に基づく保育料

Ｈ29年所得を基に
Ｈ30,１.１時点の
居住地で課税

（参考）指定都市とそれ以外における平成30年度の保育料（利用者負担）について
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