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令 和 ３ 年 ３ 月 １ ０ 日 

こども未来部こども家庭支援課  

 

 

江東区児童育成手当条例施行規則の一部改正について 

 

１ 改正の理由 

  児童育成手当の支給については、都の「東京都児童育成手当に関する条例」に基づ

き、「江東区児童育成手当条例」、「同施行規則」を定め実施している。 

  今般、地方税法、及び児童扶養手当法施行令の改正により、東京都児童育成手当に

関する条例施行規則の一部が改正されたことを受け、「江東区児童育成手当条例施行

規則（以下、施行規則）」の一部を改正する。 

 

２ 改正の概要 

 （１）地方税法等における給与所得等の見直しへの対応 

   平成３０年度税制改正において、給与所得控除・公的年金等控除について、１０

万円引き下げるとともに、基礎控除を１０万円引き上げることとされた。 

   所得情報を活用している社会保障制度において、意図せざる影響や不利益が生じ

ないよう、児童扶養手当法施行令をはじめ、関係法各施行令が改正されたことを受

け、施行規則における総所得金額の規定について国制度に準じた改正を行う。 

 

（２）未婚のひとり親に対する税制上の措置等への対応 

令和２年度税制改正において、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計を一にす

る子を有する単身者について「ひとり親控除」を適用することとされた。また、従

来の寡婦（夫）控除の要件の見直しを行い、ひとり親に該当しない寡婦に係る控除

（寡婦控除）を適用し、併せて、未婚のひとり親へのみなし寡婦（夫）控除の適用

に係る規定について見直しが行われた。このことに伴い、施行規則における寡婦控

除、寡婦（夫）控除のみなし適用に係る規定等について所要の改正を行う。 

 

 （３）低未利用土地等の長期譲渡所得に係る特別控除の適用 

   令和２年度税制改正において、個人が令和２年７月１日から令和４年１２月３１

日までの間に低未利用土地等の譲渡をした場合には、税制上の特別控除として、低

未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の金額から１００万円を控除することが

できることとされた。このことに伴い、施行規則における総所得金額の規定につい

て所要の改正を行う。 

 

３ 新旧対照表 

  ２ページ以降を参照 

 

４ 施行日 

  改正の概要（１）、（２）の事項については、令和３年１月１日施行、（３）の事項

については、公布の日から施行する。 

  ただし、改正後の規定は、令和３年６月以降分の児童育成手当について適用する。 
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江東区児童育成手当条例施行規則 新旧対照表１ 

現行 改正案 

第１条～第２条の３ （略） 第１条～第２条の３ （略） 

（所得の額の計算方法） （所得の額の計算方法） 

第２条の４ 条例第４条第２項第１号に規定する

所得の額は、その所得が生じた年の翌年４月１

日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法

第３１３条第１項に規定する総所得金額、退職

所得金額及び山林所得金額、同法附則第３３条

の３第５項に規定する土地等に係る事業所得等

の金額、同法附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額（租税特別措置法（昭和３２

年法律第２６号）第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項、第３５

条の２第１項又は第３６条の規定の適用がある

場合には、これらの規定の適用により同法第３

１条第１項に規定する長期譲渡所得の金額から

控除する金額を控除した金額）、地方税法附則第

３５条第５項に規定する短期譲渡所得の金額

（租税特別措置法第３３条の４第１項若しくは

第２項、第３４条第１項、第３４条の２第１項、

第３４条の３第１項、第３５条第１項又は第３

６条の規定の適用がある場合には、これらの規

定の適用により同法第３２条第１項に規定する

短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除し

た金額）、地方税法附則第３５条の４第４項に規

定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居

住者等の所得に対する相互主義による所得税等

の非課税等に関する法律（昭和３７年法律第１

４４号）第８条第７項（同法第１２条第７項及

び第１６条第４項において準用する場合を含

む。）に規定する特例適用利子等の額、同法第８

条第９項（同法第１２条第８項及び第１６条第

５号において準用する場合を含む。）に規定する

特例適用配当の額、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）第３条の２

の２第１０項に規定する条約適用利子等の額並

びに同条第１２項に規定する条約適用配当等の

第２条の４ 条例第４条第２項第１号に規定する

所得の額は、その所得が生じた年の翌年４月１

日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法

第３１３条第１項に規定する総所得金額（所得

税法第２８条第１項に規定する給与所得又は同

法第３５条第３項に規定する公的年金等に係る

所得を有する場合には、同法第２８条第２項の

規定により計算した金額及び同法第３５条第２

項第１号の規定により計算した金額の合計額か

ら１０万円を控除して得た金額（当該金額が零

を下回る場合には、零とする。）と同項第２号の

規定により計算した金額とを合算した額を当該

給与所得の金額及び同条第１項に規定する雑所

得の金額の合計額として計算するものとす

る。）、退職所得金額及び山林所得金額、地方税

法附則第３３条の３第５項に規定する土地等に

係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第４

項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特別措

置法（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４

第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３

４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３５

条第１項、第３５条の２第１項又は第３６条の

規定の適用がある場合には、これらの規定の適

用により同法第３１条第１項に規定する長期譲

渡所得の金額から控除する金額を控除した金

額）、地方税法附則第３５条第５項に規定する短

期譲渡所得の金額（租税特別措置法第３３条の

４第１項若しくは第２項、第３４条第１項、第

３４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３

５条第１項又は第３６条の規定の適用がある場

合には、これらの規定の適用により同法第３２

条第１項に規定する短期譲渡所得の金額から控

除する金額を控除した金額）、地方税法附則第３

５条の４第４項に規定する先物取引に係る雑所

得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互

主義による所得税等の非課税等に関する法律



３ 

額の合計額から８万円を控除した額とする。 （昭和３７年法律第１４４号）第８条第７項（同

法第１２条第７項及び第１６条第４項において

準用する場合を含む。）に規定する特例適用利子

等の額、同法第８条第９項（同法第１２条第８

項及び第１６条第５項において準用する場合を

含む。）に規定する特例適用配当等の額、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）第３条の２の２第１０項に規定する条

約適用利子等の額並びに同条第１２項に規定す

る条約適用配当等の額の合計額から８万円を控

除した額とする。 

２ 前項に規定する市町村民税につき、次の各号

に掲げる者については、当該各号に定める額を

同項の規定によって計算した額からそれぞれ控

除するものとする。 

２ 前項に規定する市町村民税につき、次の各号

に掲げる者については、当該各号に定める額を

同項の規定によって計算した額からそれぞれ控

除するものとする。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

(3) 地方税法第３１４条の２第１項第８号に規

定する控除を受けた者（同法第２９２条第１

項第１１号イ中「夫と死別し、若しくは夫と

離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死

の明らかでない者で政令に定めるもの」とあ

るのを「婚姻によらないで母となった女子で

あって、現に婚姻（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。）をしていないもの」と読み替えた場合に

おいて同号イに該当する者又は同項第１２号

中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚

姻をしていない者又は妻の生死の明らかでな

い者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻

によらないで父となった男子であって、現に

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。）をしていな

いもの」と読み替えた場合において同号に該

当する者である所得割（同項第２号に規定す

る所得割をいう。）の納税義務者を含む。） そ

の控除の対象となった者につき２７万円（そ

の者が同法第３１４条の２第３項に規定する

寡婦（同項中「第２９２条第１項第１１号に

規定する寡婦のうち」とあるのを「第２９２

条第１項第１１号イ中「夫と死別し、若しく

(3) 地方税法第３１４条の２第１項第８号に規

定する控除を受けた者 ２７万円 



４ 

は夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫

の生死の明らかでない者で政令で定めるも

の」とあるのを「婚姻によらないで母となっ

た女子であって、現に婚姻（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。）をしていないもの」と読み替えた

場合において」と読み替えた場合において同

項に該当する者を含む。）である場合は、３５

万円） 

（加える） (4) 地方税法第３１４条の２第１項第８号の

２に規定する控除を受けた者 ３５万円 

(4) 地方税法第３１４条の２第１項第９号に

規定する控除を受けた者 その控除の対象

となった勤労学生１人につき２７万円 

(5) 地方税法第３１４条の２第１項第９号に

規定する控除を受けた者 ２７万円 

第３条 （略） 第３条 （略） 

（受給資格の認定の申請） （受給資格の認定の申請） 

第４条 条例第６条の規定による受給資格及び手

当額についての認定の申請は、児童育成手当認

定申請書兼額改定申請書（別記第１号様式）に、

次の各号に掲げる書類を添えて行われなければ

ならない。 

第４条 条例第６条の規定による受給資格及び手

当額についての認定の申請は、児童育成手当認

定申請書兼額改定申請書（別記第１号様式）に、

次の各号に掲げる書類を添えて行われなければ

ならない。 

 (1)～(9) （略） (1)～(9) （略） 

(10) 受給資格者が第２条の４第２項第３号に

規定する所得割の納税義務者であるときは、

当該事実を明らかにすることができる書類 

（削る） 

第５条～第１０条（略） 第５条～第１０条（略） 

第１１条 受給者は、毎年６月１日から同月３０

日までの間に、児童育成手当現況届（別記第９

号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、区

長に提出しなければならない。 

第１１条 受給者は、毎年６月１日から同月３０

日までの間に、児童育成手当現況届（別記第９

号様式）に次の各号に掲げる書類を添えて、区

長に提出しなければならない。 

 (1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 第４条第８号から第１０号までのいずれ

かに該当する場合には、それぞれ当該各号に

掲げる書類 

(5) 第４条第８号又は第９号に該当する場合

には、それぞれ当該各号に掲げる書類 

２～４ （略） ２～４ （略） 

第１２条～第１４条（略） 第１２条～第１４条（略） 

別表 （略） 別表 （略） 

別記第１号様式～別記第１２号様式 （略） 別記第１号様式～別記第１２号様式 （略） 

    附 則 
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 （施行期日） 

 １ この規則は、令和３年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この規則による改正後の江東区児童育成手当

条例施行規則第２条の４の規定は、令和３年６

月以後の月分の児童育成手当の支給について適

用し、同年５月以前の月分の児童育成手当の支

給については、なお従前の例による。 
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江東区児童育成手当条例施行規則 新旧対照表２ 

現行 改正案 

第１条～第２条の３ （略） 第１条～第２条の３ （略） 

（所得の額の計算方法） （所得の額の計算方法） 

第２条の４ 条例第４条第２項第１号に規定する

所得の額は、その所得が生じた年の翌年４月１

日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法

第３１３条第１項に規定する総所得金額 

（中略） 地方税法附則第３３条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

は、これらの規定の適用により同法第３１条第

１項に規定する長期譲渡所得の金額から控除

する金額を控除した金額）、 （中略） 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）第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額並びに同条第

１２項に規定する条約適用配当等の額の合計

額から８万円を控除した額とする。 

第２条の４ 条例第４条第２項第１号に規定する

所得の額は、その所得が生じた年の翌年４月１

日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法

第３１３条第１項に規定する総所得金額 

（中略） 地方税法附則第３３条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法

附則第３４条第４項に規定する長期譲渡所得

の金額（租税特別措置法（昭和３２年法律第２

６号）第３３条の４第１項若しくは第２項、第

３４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

の３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

１項、第３５条の３第１項又は第３６条の規定

の適用がある場合には、これらの規定の適用に

より同法第３１条第１項に規定する長期譲渡

所得の金額から控除する金額を控除した金

額）、 （中略） 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）

第３条の２の２第１０項に規定する条約適用

利子等の額並びに同条第１２項に規定する条

約適用配当等の額の合計額から８万円を控除

した額とする。 

２ （略） ２ （略） 

第３条～第１４条（略） 第３条～第１４条（略） 

別表 （略） 別表 （略） 

別記第１号様式～別記第１２号様式 （略） 別記第１号様式～別記第１２号様式 （略） 

    附 則 

 （施行期日） 

 １ この規則は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

 ２ この規則による改正後の江東区児童育成手当

条例施行規則第２条の４の規定は、令和３年６月

以後の月分の児童育成手当の支給について適用

し、同年５月以前の月分の児童育成手当の支給に

ついては、なお従前の例による。 

 


