
                              

議案第４２号  

 

 

 

世田谷区立幼稚園保育料条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 

 

上記の議案を提出する。  

 

 

 

平成３０年８月２８日  

 

                        （提出者）  

                        世田谷区教育委員会  

                          教育長 堀 恵子  

 

 

 

 

 

（提案説明）  

  保育料利用者負担額決定にあたり、「未婚のひとり親に係る寡婦（寡夫）控

除のみなし適用の特例」及び「都道府県から指定都市への税源移譲に伴う特例」

の取扱いについて、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。  



  世田谷区立幼稚園保育料条例施行規則の一部を改正する規則 

 世田谷区立幼稚園保育料条例施行規則（平成２７年３月世田谷区教育委員会規則第

１６号）の一部を次のように改正する。 

 第５条に次の２項を加える。 

２ 条例別表備考第４項の規定による規則で定める所得割課税額は、所得割課税額か

ら次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額に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項に規定する税率を乗じて得

た額を減じた額とする。ただし、前年の合計所得金額（地方税法第２９２条第１項

第１３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）が１，２５０，０００円以

下である者については、その者の所得割課税額は、零とする。 

 ⑴ 世帯の所得の状況の認定に係る母（次号に掲げる者を除く。） ２６０，００

０円 

 ⑵ 世帯の所得の状況の認定に係る母であって、前年の合計所得金額が５，０００， 

０００円以下であるもの ３００，０００円 

 ⑶ 世帯の所得の状況の認定に係る父であって、前年の合計所得金額が５，０００， 

０００円以下であるもの ２６０，０００円 

３ 条例別表備考第５項の規定による規則で定める所得割課税額は、当該年（４月か

ら８月までにあっては、前年）の１月１日現在において区内に住所を有していたも

のとして計算する。 

 第６条の２第１項中「第８条第１項及び第２項」を「第８条第１項」に改める。 

 第８条第１項を削り、同条第２項中「前項に規定する場合のほか、委員会は、」を

「委員会は、支給認定保護者の失業、支給認定子どもの疾病その他の事由により」に

改め、同項を同条第１項とし、同条中第３項を第２項とし、第４項を第３項とし、第

５項を第４項とする。 

   附 則 

 この規則は、平成３０年９月１日から施行する。 
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世田谷区立幼稚園保育料条例施行規則の一部を改正する規則新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○世田谷区立幼稚園保育料条例施行規則 ○世田谷区立幼稚園保育料条例施行規則 

平成27年３月27日世教委規則第16号 平成27年３月27日世教委規則第16号 

改正 改正 

平成28年２月26日世教委規則第３号 平成28年２月26日世教委規則第３号 

平成28年９月29日世教委規則第16号 平成28年９月29日世教委規則第16号 

世田谷区立幼稚園保育料条例施行規則 世田谷区立幼稚園保育料条例施行規則 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、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。以下「条例」という。）の施行について必要な

事項を定めるものとする。 

第１条 この規則は、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。以下「条例」という。）の施行について必要な

事項を定めるものとする。 

（定義） （定義） 

第２条 この規則において「ひとり親等」とは、次の各号のいずれか

に該当する者をいう。 

第２条 この規則において「ひとり親等」とは、次の各号のいずれか

に該当する者をいう。 

(１) 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、現に区立幼稚園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 

(１) 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、現に区立幼稚園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 

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 
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改正後 改正前 

(２) 世田谷区教育委員会（以下「委員会」という。）が前号に定

める者に準ずると認める者 

(２) 世田谷区教育委員会（以下「委員会」という。）が前号に定

める者に準ずると認める者 

(３) 次のいずれかに該当する区立幼稚園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 

(３) 次のいずれかに該当する区立幼稚園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 

(４) 前号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 

(４) 前号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 

２ 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義

は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」とい

う。）及び条例において使用する用語の例による。 

２ 前項に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義

は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」とい

う。）及び条例において使用する用語の例による。 

（世帯の所得の状況の認定） （世帯の所得の状況の認定） 

第３条 条例第３条第１項の世帯の所得の状況（以下「世帯の所得の

状況」という。）は、区立幼稚園を利用する支給認定子どもと同一

の世帯に属し、かつ、生計を一にする当該支給認定子どもの保護者

（以下「支給認定保護者」という。）及びそれ以外の者の所得割課

税額（条例別表備考第１項第１号に規定する所得割課税額をいう。

以下同じ。）の合計額により認定をするものとする。 

第３条 条例第３条第１項の世帯の所得の状況（以下「世帯の所得の

状況」という。）は、区立幼稚園を利用する支給認定子どもと同一

の世帯に属し、かつ、生計を一にする当該支給認定子どもの保護者

（以下「支給認定保護者」という。）及びそれ以外の者の所得割課

税額（条例別表備考第１項第１号に規定する所得割課税額をいう。

以下同じ。）の合計額により認定をするものとする。 

２ 支給認定保護者は、毎年委員会が指定する期日までに支給認定子２ 支給認定保護者は、毎年委員会が指定する期日までに支給認定子
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改正後 改正前 

どもの属する世帯の所得の状況を証明する書類（以下「証明書類」

という。）を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が

公簿等により確認することができるときその他証明書類を提出する

必要がないと認めるときは、この限りでない。 

どもの属する世帯の所得の状況を証明する書類（以下「証明書類」

という。）を委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が

公簿等により確認することができるときその他証明書類を提出する

必要がないと認めるときは、この限りでない。 

（世帯の階層区分を証明することができない場合） （世帯の階層区分を証明することができない場合） 

第４条 条例別表備考第２項の支給認定子どもの属する世帯の階層区

分を証明することができない場合は、証明書類の提出がない場合（前

条第２項ただし書の規定に該当する場合を除く。）とする。 

第４条 条例別表備考第２項の支給認定子どもの属する世帯の階層区

分を証明することができない場合は、証明書類の提出がない場合（前

条第２項ただし書の規定に該当する場合を除く。）とする。 

（所得割課税額の計算の特例） （所得割課税額の計算の特例） 

第５条 条例別表備考第１項第１号の規則で定める法令の規定は、地

方税法（昭和25年法律第226号）第314条の７、第314条の８及び第314

条の９並びに附則第５条第３項、第５条の４第６項、第５条の４の

２第６項、第５条の５第２項及び第45条第４項から第６項までの規

定とする。 

第５条 条例別表備考第１項第１号の規則で定める法令の規定は、地

方税法（昭和25年法律第226号）第314条の７、第314条の８及び第314

条の９並びに附則第５条第３項、第５条の４第６項、第５条の４の

２第６項、第５条の５第２項及び第45条第４項から第６項までの規

定とする。 

２ 条例別表備考第４項の規定による規則で定める所得割課税額は、

所得割課税額から次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める

額に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項に規定する税率を乗じて得た額を減じた額とする。ただ

し、前年の合計所得金額（地方税法第292条第１項第13号に規定する

合計所得金額をいう。以下同じ。）が1,250,000円以下である者につ

いては、その者の所得割課税額は、零とする。 

(１) 世帯の所得の状況の認定に係る母（次号に掲げる者を除く。） 

260,000円 

(２) 世帯の所得の状況の認定に係る母であって、前年の合計所得

金額が5,000,000円以下であるもの 300,000円 

(３) 世帯の所得の状況の認定に係る父であって、前年の合計所得

金額が5,000,000円以下であるもの 260,000円 

 

３ 条例別表備考第５項の規定による規則で定める所得割課税額は、  
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改正後 改正前 

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

いて区内に住所を有していたものとして計算する。 

（多子世帯の保育料の額） （多子世帯の保育料の額） 

第６条 条例第４条の規定による多子世帯の保育料の額は、次の各号

に規定する多子世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を条例別表

に定める額（条例第６条の規定により保育料の減額を受けていると

きは、当該減額後の保育料の額とする。第１号ア及び第２号ア並び

に次項において同じ。）から減額し、又は免除した額とする。 

第６条 条例第４条の規定による多子世帯の保育料の額は、次の各号

に規定する多子世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を条例別表

に定める額（条例第６条の規定により保育料の減額を受けていると

きは、当該減額後の保育料の額とする。第１号ア及び第２号ア並び

に次項において同じ。）から減額し、又は免除した額とする。 

(１) 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する者（以下この条

において「幼稚園等利用者」という。）が２人以上ある世帯であ

る場合（次号又は第３号の規定の適用を受ける世帯である場合を

除く。） 次に掲げる支給認定子どもの区分に応じ、それぞれに

定める額 

(１) 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する者（以下この条

において「幼稚園等利用者」という。）が２人以上ある世帯であ

る場合（次号又は第３号の規定の適用を受ける世帯である場合を

除く。） 次に掲げる支給認定子どもの区分に応じ、それぞれに

定める額 

ア 幼稚園等利用者のうち最年長者の次の年長者である支給認定

子ども 条例別表に定める額に２分の１を乗じて得た額 

ア 幼稚園等利用者のうち最年長者の次の年長者である支給認定

子ども 条例別表に定める額に２分の１を乗じて得た額 

イ 幼稚園等利用者のうち最年長者でなく、かつ、その次の年長

者でない支給認定子ども 全額 

イ 幼稚園等利用者のうち最年長者でなく、かつ、その次の年長

者でない支給認定子ども 全額 

(２) 小学校１年生から３年生までの児童が１人ある世帯である場

合 次に掲げる支給認定子どもの区分に応じ、それぞれに定める

額 

(２) 小学校１年生から３年生までの児童が１人ある世帯である場

合 次に掲げる支給認定子どもの区分に応じ、それぞれに定める

額 

ア 幼稚園等利用者のうち最年長者である支給認定子ども（法第

19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認

められた者（以下この号及び次号において「第１号認定子ども」

という。）に限る。） 条例別表に定める額に２分の１を乗じ

て得た額 

ア 幼稚園等利用者のうち最年長者である支給認定子ども（法第

19条第１項第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認

められた者（以下この号及び次号において「第１号認定子ども」

という。）に限る。） 条例別表に定める額に２分の１を乗じ

て得た額 

イ 幼稚園等利用者のうち最年長者でない支給認定子ども（第１

号認定子どもに限る。） 全額 

イ 幼稚園等利用者のうち最年長者でない支給認定子ども（第１

号認定子どもに限る。） 全額 

(３) 小学校１年生から３年生までの児童が２人以上ある世帯であ (３) 小学校１年生から３年生までの児童が２人以上ある世帯であ
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改正後 改正前 

る場合 全額（第１号認定子どもに係る保育料に限る。） る場合 全額（第１号認定子どもに係る保育料に限る。） 

２ 前項の規定にかかわらず、所得割課税額が77,100円以下である世

帯（ひとり親等の世帯を除く。）に係る条例第４条の規定による多

子世帯の保育料の額（第１号認定子どもに係るものに限る。）は、

被監護者（支給認定子どもの保護者に監護される者、支給認定子ど

もの保護者に監護されていた者又は支給認定子どもの保護者若しく

はその配偶者の直系卑属（支給認定子どもの保護者に監護される者

及び支給認定子どもの保護者に監護されていた者を除く。）であっ

て、支給認定子どもの保護者と生計を一にするものをいう。以下同

じ。）が２人以上ある世帯である場合において、次の各号に掲げる

支給認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額を条例別表に定

める額から減額し、又は免除した額とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、所得割課税額が77,100円以下である世

帯（ひとり親等の世帯を除く。）に係る条例第４条の規定による多

子世帯の保育料の額（第１号認定子どもに係るものに限る。）は、

被監護者（支給認定子どもの保護者に監護される者、支給認定子ど

もの保護者に監護されていた者又は支給認定子どもの保護者若しく

はその配偶者の直系卑属（支給認定子どもの保護者に監護される者

及び支給認定子どもの保護者に監護されていた者を除く。）であっ

て、支給認定子どもの保護者と生計を一にするものをいう。以下同

じ。）が２人以上ある世帯である場合において、次の各号に掲げる

支給認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額を条例別表に定

める額から減額し、又は免除した額とする。 

(１) 被監護者のうち最年長者の次の年長者である支給認定子ども 

条例別表に定める額に２分の１を乗じて得た額 

(１) 被監護者のうち最年長者の次の年長者である支給認定子ども 

条例別表に定める額に２分の１を乗じて得た額 

(２) 被監護者のうち最年長者でなく、かつ、その次の年長者でな

い支給認定子ども 全額 

(２) 被監護者のうち最年長者でなく、かつ、その次の年長者でな

い支給認定子ども 全額 

（ひとり親等の世帯の保育料の額の特例） （ひとり親等の世帯の保育料の額の特例） 

第６条の２ 所得割課税額が77,100円以下であるひとり親等の世帯

（多子世帯を除く。）に係る条例第３条第１項の保育料の額は、条

例第６条の規定により条例別表に定める額（同条の規定により保育

料の減額（第８条第１項の規定によるものに限る。）を受けている

ときは、当該減額後の保育料の額とする。以下この項において同じ。）

に２分の１を乗じて得た額を条例別表に定める額から減額した額と

する。 

第６条の２ 所得割課税額が77,100円以下であるひとり親等の世帯

（多子世帯を除く。）に係る条例第３条第１項の保育料の額は、条

例第６条の規定により条例別表に定める額（同条の規定により保育

料の減額（第８条第１項及び第２項の規定によるものに限る。）を

受けているときは、当該減額後の保育料の額とする。以下この項に

おいて同じ。）に２分の１を乗じて得た額を条例別表に定める額か

ら減額した額とする。 

２ 所得割課税額が77,100円以下であるひとり親等の世帯に係る条例

第４条の規定による多子世帯の保育料の額は、前条第１項の規定に

かかわらず、被監護者が２人以上ある世帯である場合において、次

の各号に掲げる支給認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額

２ 所得割課税額が77,100円以下であるひとり親等の世帯に係る条例

第４条の規定による多子世帯の保育料の額は、前条第１項の規定に

かかわらず、被監護者が２人以上ある世帯である場合において、次

の各号に掲げる支給認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額
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を条例別表に定める額（条例第６条の規定により保育料の減額を受

けているときは、当該減額後の保育料の額とする。第１号において

同じ。）から減額し、又は免除した額とする。 

を条例別表に定める額（条例第６条の規定により保育料の減額を受

けているときは、当該減額後の保育料の額とする。第１号において

同じ。）から減額し、又は免除した額とする。 

(１) 被監護者のうち最年長者である支給認定子ども 条例別表に

定める額に２分の１を乗じて得た額 

(１) 被監護者のうち最年長者である支給認定子ども 条例別表に

定める額に２分の１を乗じて得た額 

(２) 被監護者のうち最年長者でない支給認定子ども 全額 (２) 被監護者のうち最年長者でない支給認定子ども 全額 

（保育料の額の決定等の通知） （保育料の額の決定等の通知） 

第７条 条例第５条の規定による保育料の額の決定の通知は、保育料

額決定通知書（第１号様式）又は入園承諾書（世田谷区立幼稚園管

理運営規則（昭和41年３月世田谷区教育委員会規則第７号）第２号

様式）により行うものとする。 

第７条 条例第５条の規定による保育料の額の決定の通知は、保育料

額決定通知書（第１号様式）又は入園承諾書（世田谷区立幼稚園管

理運営規則（昭和41年３月世田谷区教育委員会規則第７号）第２号

様式）により行うものとする。 

２ 条例第５条の規定による保育料の額の変更の通知は、保育料額変

更通知書（第２号様式）により行うものとする。 

２ 条例第５条の規定による保育料の額の変更の通知は、保育料額変

更通知書（第２号様式）により行うものとする。 

（保育料の減免） （保育料の減免） 

第８条 第８条 委員会は、条例第６条の規定により、支給認定保護者が児童

扶養手当法施行令（昭和36年政令第405号）第１条の２第４号若しく

は第５号に該当する児童を監護する母又は同令第２条第４号若しく

は第５号に該当する児童を監護する父であって、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の支給を受けている

場合は、当該母又は父が地方税法第292条第１項第11号に規定する寡

婦（以下この項において「寡婦」という。）又は同項第12号に規定

する寡夫（以下この項において「寡夫」という。）に該当しない者

であっても、それぞれ寡婦又は寡夫とみなして、所得割課税額を計

算し、条例別表に定める額を適用することにより、保育料を減額し、

又は免除することができるものとする。 

委員会は、支給認定保護者の失業、支給認定子どもの疾病その他

の事由により保育料を減額し、又は免除することが必要であると認

めるときは、委員会が必要と認める額を保育料から減額し、又は免

２ 前項に規定する場合のほか、委員会は、保育料を減額し、又は免

除することが必要であると認めるときは、委員会が必要と認める額

を保育料から減額し、又は免除することができるものとする。 
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除することができるものとする。 

２ 条例第６条の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする

支給認定保護者は、世田谷区立幼稚園保育料減額・免除申請書（第

３号様式。以下この条において「申請書」という。）を委員会に提

出しなければならない。 

３ 条例第６条の規定による保育料の減額又は免除を受けようとする

支給認定保護者は、世田谷区立幼稚園保育料減額・免除申請書（第

３号様式。以下この条において「申請書」という。）を委員会に提

出しなければならない。 

３ 委員会は、申請書の提出があった場合において、保育料の減額又

は免除をすることを決定したときは保育料減額・免除決定通知書（第

４号様式）により、保育料の減額又は免除をしないことを決定した

ときは保育料減額・免除却下通知書（第５号様式）により、当該申

請書を提出した者に通知するものとする。 

４ 委員会は、申請書の提出があった場合において、保育料の減額又

は免除をすることを決定したときは保育料減額・免除決定通知書（第

４号様式）により、保育料の減額又は免除をしないことを決定した

ときは保育料減額・免除却下通知書（第５号様式）により、当該申

請書を提出した者に通知するものとする。 

４ 保育料の減額又は免除は、申請書の提出があった日の属する年度

において、区立幼稚園の利用を開始した日の属する月から行うもの

とする。ただし、世帯の状況等の変更により保育料の減額又は免除

を決定した場合は、当該変更が生じた日の属する月から保育料の減

額又は免除を行うものとする。 

５ 保育料の減額又は免除は、申請書の提出があった日の属する年度

において、区立幼稚園の利用を開始した日の属する月から行うもの

とする。ただし、世帯の状況等の変更により保育料の減額又は免除

を決定した場合は、当該変更が生じた日の属する月から保育料の減

額又は免除を行うものとする。 

（世帯の所得の状況等の変更による保育料の額の変更） （世帯の所得の状況等の変更による保育料の額の変更） 

第９条 支給認定保護者は、支給認定子どもの属する世帯の所得の状

況等に変更があったときは、証明書類その他委員会が必要と認める

書類を委員会に提出することにより届け出なければならない。ただ

し、委員会が公簿等により確認することができるときその他必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

第９条 支給認定保護者は、支給認定子どもの属する世帯の所得の状

況等に変更があったときは、証明書類その他委員会が必要と認める

書類を委員会に提出することにより届け出なければならない。ただ

し、委員会が公簿等により確認することができるときその他必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

２ 委員会は、前項の規定による届出があった場合（同項ただし書の

規定に該当する場合を含む。）において、支給認定子どもの属する

世帯の所得の状況等に変更があったと認めるときは、当該届出のあ

った日（同項ただし書の規定に該当する場合においては、委員会が

当該変更を認める日。以下この項において同じ。）の属する月の翌

月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月とする。以

下この項において「認定月」という。）以後の月分の保育料の額を

２ 委員会は、前項の規定による届出があった場合（同項ただし書の

規定に該当する場合を含む。）において、支給認定子どもの属する

世帯の所得の状況等に変更があったと認めるときは、当該届出のあ

った日（同項ただし書の規定に該当する場合においては、委員会が

当該変更を認める日。以下この項において同じ。）の属する月の翌

月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月とする。以

下この項において「認定月」という。）以後の月分の保育料の額を
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変更することができる。この場合において、委員会は、必要がある

と認めるときは、認定月前の月分（当該届出のあった日の属する年

度内の月分に限る。）の保育料の額を変更することができるものと

する。 

変更することができる。この場合において、委員会は、必要がある

と認めるときは、認定月前の月分（当該届出のあった日の属する年

度内の月分に限る。）の保育料の額を変更することができるものと

する。 

（世帯の階層区分を証明することができない場合の保育料の額の変

更） 

（世帯の階層区分を証明することができない場合の保育料の額の変

更） 

第10条 委員会は、条例別表備考第２項の規定により決定した保育料

については、当該保育料に係る教育の行われる期間の属する年度の

末日までに、委員会が世帯の所得の状況等を確認することができた

場合に限り、その額を変更することができるものとする。 

第10条 委員会は、条例別表備考第２項の規定により決定した保育料

については、当該保育料に係る教育の行われる期間の属する年度の

末日までに、委員会が世帯の所得の状況等を確認することができた

場合に限り、その額を変更することができるものとする。 

（督促） （督促） 

第11条 条例第９条第１項の規定による保育料に係る督促の期間は、

条例第８条第１項に規定する納付期限の翌日から次の各号に掲げる

月分の保育料ごとに当該各号に定める期日までとする。 

第11条 条例第９条第１項の規定による保育料に係る督促の期間は、

条例第８条第１項に規定する納付期限の翌日から次の各号に掲げる

月分の保育料ごとに当該各号に定める期日までとする。 

(１) １月分の保育料 ３月末日 (１) １月分の保育料 ３月末日 

(２) ２月分及び３月分の保育料 ５月末日 (２) ２月分及び３月分の保育料 ５月末日 

(３) ４月分及び５月分の保育料 ７月末日 (３) ４月分及び５月分の保育料 ７月末日 

(４) ６月分及び７月分の保育料 ９月末日 (４) ６月分及び７月分の保育料 ９月末日 

(５) ８月分及び９月分の保育料 11月末日 (５) ８月分及び９月分の保育料 11月末日 

(６) 10月分及び11月分の保育料 翌年の１月末日 (６) 10月分及び11月分の保育料 翌年の１月末日 

(７) 12月分の保育料 翌年の３月末日 (７) 12月分の保育料 翌年の３月末日 

２ 条例第９条第１項の規定による預かり保育料に係る督促の期間

は、条例第８条第２項に規定する委員会が別に指定する納付期限の

翌日から預かり保育を利用する月の末日までとする。 

２ 条例第９条第１項の規定による預かり保育料に係る督促の期間

は、条例第８条第２項に規定する委員会が別に指定する納付期限の

翌日から預かり保育を利用する月の末日までとする。 

（保育料等の還付） （保育料等の還付） 

第12条 条例第10条の規定により、保育料又は預かり保育料を還付す

ることができる場合及びその額は、次のとおりとする。 

第12条 条例第10条の規定により、保育料又は預かり保育料を還付す

ることができる場合及びその額は、次のとおりとする。 

(１) 月の中途で退園した場合であって、当該退園の日の属する月 (１) 月の中途で退園した場合であって、当該退園の日の属する月
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の翌月以後の月分の保育料又は預かり保育料を既に納付している

とき 当該退園の日の属する月の翌月以後の月分の保育料又は預

かり保育料の額 

の翌月以後の月分の保育料又は預かり保育料を既に納付している

とき 当該退園の日の属する月の翌月以後の月分の保育料又は預

かり保育料の額 

(２) 第８条の規定により保育料の減額又は免除を受けた場合 既

に納付した保育料の額と減額又は免除後の保育料の額との差額 

(２) 第８条の規定により保育料の減額又は免除を受けた場合 既

に納付した保育料の額と減額又は免除後の保育料の額との差額 

(３) 第９条又は第10条の規定により保育料の額を変更した場合で

あって、当該年度に納付すべき保育料を既に納付しているとき 

既に納付した保育料の額と変更後の保育料の額との差額 

(３) 第９条又は第10条の規定により保育料の額を変更した場合で

あって、当該年度に納付すべき保育料を既に納付しているとき 

既に納付した保育料の額と変更後の保育料の額との差額 

(４) 前３号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める場合 委

員会が必要と認める額 

(４) 前３号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める場合 委

員会が必要と認める額 

２ 条例第10条の規定による保育料又は預かり保育料の還付を受けよ

うとする支給認定保護者は、過納金還付請求書（第６号様式）を委

員会に提出しなければならない。 

２ 条例第10条の規定による保育料又は預かり保育料の還付を受けよ

うとする支給認定保護者は、過納金還付請求書（第６号様式）を委

員会に提出しなければならない。 

（委任） （委任） 

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。 第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。 

附 則 附 則 

この規則は、条例の施行の日から施行する。 この規則は、条例の施行の日から施行する。 

附 則（平成28年２月26日世教委規則第３号） 附 則（平成28年２月26日世教委規則第３号） 

１ この規則は、平成28年４月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。 

１ この規則は、平成28年４月１日（以下「施行日」という。）から

施行する。 

２ この規則による改正後の世田谷区立幼稚園保育料条例施行規則の

規定は、施行日以後にその通知が到達する処分について適用し、施

行日前にその通知が到達した処分については、なお従前の例による。 

２ この規則による改正後の世田谷区立幼稚園保育料条例施行規則の

規定は、施行日以後にその通知が到達する処分について適用し、施

行日前にその通知が到達した処分については、なお従前の例による。 

附 則（平成28年９月29日世教委規則第16号） 附 則（平成28年９月29日世教委規則第16号） 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の世田谷

区立幼稚園保育料条例施行規則の規定は、平成28年４月１日から適用

する。 

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の世田谷

区立幼稚園保育料条例施行規則の規定は、平成28年４月１日から適用

する。 

附 則（平成30年８月31日世教委規則第10号）  
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 この規則は、平成30年９月１日から施行する。  
 



未婚のひとり親を寡婦等とみなす特例について

○ 税制上、婚姻を前提とする寡婦又は寡夫（以下「寡婦等」という。）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、未婚のひとり親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（寡夫）控除のみなし適用（未婚のひとり親を寡婦等とみなして寡婦（寡夫）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※であって、これを寡婦等とみなした場合に市町村民税が課されないこととなる者について、
特定教育・保育施設等の利用者負担上限が、その他の市町村民税を課されない者の負担上限月額と同等となるよう
所要の措置を講ずる。（政令改正）

○ 未婚のひとり親※について、特定教育・保育施設等の利用者負担上限に係る市町村民税所得割の算定に当たっては、
地方税法上の寡婦（寡夫）控除が適用されるものとみなす。（内閣府令改正）
※ 婚姻によらないで母（父）となった女子（男子）であって、現に婚姻（事実婚を含む）をしていないもの

＜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．改正の概要

※ 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（寡夫）控除のみなし適用を実施（政令改正）。

参考資料１



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

○ 支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、
これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、特定教育・保育施設等の利用者負担上限に係る
市町村民税所得割を算定するものとする。（内閣府令改正）

○ 運用上、
・ 算定に当たっては一定の事務負担の発生が見込まれるため、税源移譲後の新税率により算定した市町村民税所得割に

6/8を乗じた額をもとに利用者負担を決定することも可能とする。その場合、近似値での算定となることに留意すること。
※ マイナンバーでの情報連携（税源移譲前の情報）は想定していない。（指定都市における事務負担（６％で計算した全市民の税
情報の副本登録）が大きく、運用により近似値での算定が可能であるため。）

・ 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。

＜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．改正の概要

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％

参考資料２



３．「区分」について

○現行の考え方（平成29年の場合）

○平成30年１月１日に政令市に居住の場合

○平成３０年１月１日に政令市外に居住の場合

（参考）指定都市に係る市町村民税所得割の税率改正に伴う対応について

Ｈ２８年所得を基に
１月１日時点の
居住地で課税

４月１日

Ｈ28.1.1課税の
市町村民税に基づく保育料

３月３１日９月１日

Ｈ29年所得を基に
１月１日時点の
居住地で課税

４月１日

※翌年度１年度間、政令市外に転居しても、税率は変わらない。

３月３１日９月１日

６％

８％

Ｈ29.1.1課税の
市町村民税に基づく保育料

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

翌年度１年度間、居住地が変わっても、１月１日時点の所在地市町村に納付

４月１日

※翌年度１年度間、政令市に転居しても、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
１月１日時点の
居住地で課税
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世田谷区立幼稚園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 

○世田谷区立幼稚園保育料条例 ○世田谷区立幼稚園保育料条例 

平成26年12月８日条例第58号 平成26年12月８日条例第58号 

改正 改正 

平成27年12月７日条例第70号 平成27年12月７日条例第70号 

以後改正なし  

世田谷区立幼稚園保育料条例 世田谷区立幼稚園保育料条例 

世田谷区立幼稚園の保育料等に関する条例（昭和40年12月世田谷区

条例第48号）の全部を改正する。 

世田谷区立幼稚園の保育料等に関する条例（昭和40年12月世田谷区

条例第48号）の全部を改正する。 

第１条 第１条 

～   省 略 ～   省 略 

第２条 第２条 

（保育料） （保育料） 

第３条 区立幼稚園を利用する支給認定子どもの保護者又は扶養義務

者は、別表に定める世帯の所得の状況その他の事情に応じた保育料

を世田谷区教育委員会（以下「委員会」という。）に支払わなけれ

ばならない。 

第３条 区立幼稚園を利用する支給認定子どもの保護者又は扶養義務

者は、別表に定める世帯の所得の状況その他の事情に応じた保育料

を世田谷区教育委員会（以下「委員会」という。）に支払わなけれ

ばならない。 

２ 月の中途において入園し、又は退園した場合の保育料は、これを

１月として計算する。 

２ 月の中途において入園し、又は退園した場合の保育料は、これを

１月として計算する。 

第４条 第４条 

 ～   省 略  ～   省 略 

第11条 第11条 

附 則 附 則 

この条例は、法の施行の日から施行する。 この条例は、法の施行の日から施行する。 

附 則（平成27年12月７日条例第70号抄） 附 則（平成27年12月７日条例第70号抄） 

（施行日） （施行日） 

１ この条例は、平成28年４月１日から施行する。（後略） １ この条例は、平成28年４月１日から施行する。（後略） 

参考 
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改正後 改正前 

附 則  

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世田谷区立幼稚園保育料条例の規定は、

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。）について適用し、同月前の月分の保育料については、

なお従前の例による。 

 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

 
階層 世帯の階層区分 

保育料の月額   
階層 世帯の階層区分 

保育料の月額  

 （１人につき）   （１人につき）  

 第１階層 生活保護法（昭和25年法律第144号）

による被保護世帯 

０円   第１階層 生活保護法（昭和25年法律第144号）

による被保護世帯 

０円  

 第２階層 第１階層を除き、所得割課税額が０

円の世帯（均等割のみ課税世帯を含

む。） 

０円   第２階層 第１階層を除き、所得割課税額が０

円の世帯（均等割のみ課税世帯を含

む。） 

０円  

 第３階層 第１階層を除き、所得割課税額が

77,100円以下である世帯 

4,600円   第３階層 第１階層を除き、所得割課税額が

77,100円以下である世帯 

4,600円  

 第４階層 第１階層を除き、所得割課税額が

77,100円を超える世帯 

10,000円   第４階層 第１階層を除き、所得割課税額が

77,100円を超える世帯 

10,000円  

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、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、当該各号に

定めるところによる。 

(１) 所得割課税額 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条

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。 

(１) 所得割課税額 地方税法（昭和25年法律第226号）第292条

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。 

(２) 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) 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 支給認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができ ２ 支給認定子どもの属する世帯の階層区分を証明することができ
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改正後 改正前 

ない場合は、当該世帯については、第４階層にあるものとみなし

てこの表を適用する。 

ない場合は、当該世帯については、第４階層にあるものとみなし

てこの表を適用する。 

３ ４月から８月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の所

得割課税額を基に、９月から翌年３月までの月分の保育料の額に

あっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。 

３ ４月から８月までの月分の保育料の額にあっては前年度分の所

得割課税額を基に、９月から翌年３月までの月分の保育料の額に

あっては当該年度分の所得割課税額を基に決定するものとする。 

４ 婚姻（届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る場合を含む。以下同じ。）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 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。 
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