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令和３年３月１０日
こども未来部こども家庭支援課
江東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例
施行規則の一部改正について
１

改正の理由
ひとり親家庭等医療費助成については、都の「ひとり親家庭等医療費助成事業実施
要綱」に基づき、「江東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例」、「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、都の実施要綱に定める
所得制限基準額等が改正されたことを受け、
「江東区ひとり親家庭等の医療費の助成に
関する条例施行規則（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

４

新旧対照表
２ページ以降を参照
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４年１月 1 日以降の療養に係る医療費助成について
適用する。
1

江東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
現行
第１条～第１１条

新旧対照表１
改正案

（略）

第１条～第１１条

（略）

（条例第４条第１項の所得の額の計算方法）

（条例第４条第１項の所得の額の計算方法）

第１２条

第１２条

条例第４条第１項に規定する所得の

条例第４条第１項に規定する所得の

額は、その所得が生じた年の翌年の４月１日

額は、その所得が生じた年の翌年の４月１日

の属する年度（以下「当該年度」という。
）分

の属する年度（以下「当該年度」という。
）分

の道府県民税に係る地方税法第３２条第１項

の道府県民税に係る地方税法第３２条第１項

に規定する総所得金額（母子家庭高等職業訓

に規定する総所得金額（母子家庭高等職業訓

練修了支援給付金等に係るものを除く。）、退

練修了支援給付金等に係るものを除き、所得

職所得金額及び山林所得金額、同法附則第３

税法（昭和４０年法律第３３号）第２８条第

３条の３第１項に規定する土地等に係る事業

１項に規定する給与所得又は同法第３５条第

所得等の金額、同法附則第３４条第１項に規

３項に規定する公的年金等に係る所得を有す

定する長期譲渡所得の金額（租税特別措置法

る場合には、同法第２８条第２項の規定によ

（昭和３２年法律第２６号）第３３条の４第

り計算した金額及び同法第３５条第２項第１

１項若しくは第２項、第３４条第１項、第３

号の規定により計算した金額の合計額から１

４条の２第１項、第３４条の３第１項、第３

０万円を控除して得た金額（当該金額が零を

５条第１項、第３５条の２第１項又は第３６

下回る場合には、零とする。）と同項第２号の

条の規定の適用がある場合には、これらの規

規定により計算した金額とを合算した額を当

定の適用により同法第３１条第１項に規定す

該給与所得の金額及び同条第１項に規定する

る長期譲渡所得の金額から控除する金額を控

雑所得の金額の合計額として計算するものと

除した金額）
、地方税法附則第３５条第１項に

する。）、退職所得金額及び山林所得金額、地

規定する短期譲渡所得の金額（租税特別措置

方税法附則第３３条の３第１項に規定する土

法第３３条の４第１項若しくは第２項、第３

地等に係る事業所得等の金額、同法附則第３

４条第１項、第３４条の２第１項、第３４条

４ 条第１項 に規定す る長期 譲渡所得 の金額

の３第１項、第３５条第１項又は第３６条の

（租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）

規定の適用がある場合には、これらの規定の

第３３条の４第１項若しくは第２項、第３４

適用により同法第３２条第１項に規定する短

条第１項、第３４条の２第１項、第３４条の

期譲渡所得の金額から控除する金額を控除し

３第１項、第３５条第１項、第３５条の２第

た金額）
、地方税法附則第３５条の４第１項に

１項又は第３６条の規定の適用がある場合に

規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外

は、これらの規定の適用により同法第３１条

国居住者等の所得に対する相互主義による所

第１項に規定する長期譲渡所得の金額から控

得税等の非課税等に関する法律（昭和３７年

除する金額を控除した金額）、地方税法附則第

法律第１４４号）第８条第２項（同法第１２

３５条第１項に規定する短期譲渡所得の金額

条第５項及び第１６条第２項において準用す

（租税特別措置法第３３条の４第１項若しく

る場合を含む。
）に規定する特例適用利子等の

は第２項、第３４条第１項、第３４条の２第

額、同法第８条第４項（同法第１２条第６項

１項、第３４条の３第１項、第３５条第１項

及び第１６条第３項において準用する場合を

又は第３６条の規定の適用がある場合には、

含む。
）に規定する特例適用配当等の額、租税

これらの規定の適用により同法第３２条第１

2

条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地

項に規定する短期譲渡所得の金額から控除す

方税法の特例等に関する法律（昭和４４年法

る金額を控除した金額）
、地方税法附則第３５

律第４６号）第３条の２の２第４項に規定す

条の４第１項に規定する先物取引に係る雑所

る条約適用利子等の額並びに同条第６項に規

得等の金額、外国居住者等の所得に対する相

定する条約適用配当等の額並びに条例第４条

互主義による所得税等の非課税等に関する法

第１項第１号に規定するひとり親等（父又は

律（昭和３７年法律第１４４号）第８条第２

母に限る。
）がその監護する児童の母又は父か

項（同法第１２条第５項及び第１６条第２項

ら当該児童の養育に必要な費用の支払として

において準用する場合を含む。
）に規定する特

受ける金品その他の経済的な利益に係る所得

例適用利子等の額、同法第８条第４項（同法

の金額の１００分の８０に相当する金額（１

第１２条第６項及び第１６条第３項において

円未満の端数があるときは、これを四捨五入

準用する場合を含む。
）に規定する特例適用配

して得た金額）の合計額から８万円を控除し

当等の額、租税条約の実施に伴う所得税法、

た金額とする。

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４項に規定する条約適用利子等の額並びに
同条第６項に規定する条約適用配当等の額並
びに条例第４条第１項第１号に規定するひと
り親等（父又は母に限る。
）がその監護する児
童の母又は父から当該児童の養育に必要な費
用の支払として受ける金品その他の経済的な
利益に係る所得の金額の１００分の８０に相
当する金額（１円未満の端数があるときは、
これを四捨五入して得た金額）の合計額から
８万円を控除した金額とする。

２

次の各号に該当する者については、当該各

２

次の各号に該当する者については、当該各

号に掲げる額を前項の規定によって計算した

号に掲げる額を前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。

額からそれぞれ控除するものとする。

(1)・(2)
(3)

（略）

(1)・(2)

当該年度分の道府県民税につき、地方税

(3)

（略）

当該年度分の道府県民税につき、地方税

法第３４条第１項第８号に規定する控除を

法第３４条第１項第８号に規定する控除を

受けた者(同法第２３条第１項第１１号イ

受けた者（父又は母を除く。）については、

中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後

２７万円

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所得割
(同項第２号に規定する所得割をいう。以下
この号において同じ。)の納税義務者(同項
第１３号に規定する合計所得金額が１２５

3

万円を超える者に限る。以下この号におい
て同じ。)及び同項第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
号に該当する所得割の納税義務者を含
む。)(父又は母を除く。)については、２７
万円(当該控除を受けた者が同法第３４条
第３項に規定する寡婦(同法第２３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、現に婚姻をしていない
もの」と読み替えた場合において同法第３
４条第３項に該当する者を含む。)である場
合には、３５万円)
（加える）

(4)

当該年度分の道府県民税につき、地方税

法第３４条第１項第８号の２に規定する控
除を受けた者（父又は母を除く。
）について
は、３５万円
(4)・(5)

（略）

(5)・(6)

（略）

（条例第４条第２項の規則で定める特例）

（条例第４条第２項の規則で定める特例）

第１３条

第１３条

条例第４条第２項に規定する特例

条例第４条第２項に規定する特例

は、震災、風水害、火災その他これらに類す

は、震災、風水害、火災その他これらに類す

る災害により、自己又は所得税法（昭和４０

る災害により、自己又は所得税法に規定する

年法律第３３号）に規定する同一生計配偶者

同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係

若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又

る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する

は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家

田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の

屋、機械、器具その他事業の用に供する固定

用に供する固定資産（鉱業権、漁業権その他

資産（鉱業権、漁業権その他の無形減価償却

の無形減価償却資産を除く。）につき被害金額

資産を除く。）につき被害金額（保険金、損害

（保険金、損害賠償金等により補充された金

賠償金等により補充された金額を除く。
）がそ

額を除く。
）がその価格のおおむね２分の１以

の価格のおおむね２分の１以上である損害を

上である損害を受けた者がある場合、その損

受けた者がある場合、その損害を受けた月か

害 を受けた 月から翌 年の１ ２月３１ 日まで

ら翌年の１２月３１日までは、前々年におけ

は、前々年における当該被災者の所得に関し

る当該被災者の所得に関しては、条例第４条

ては、条例第４条第１項の規定を適用しない

第１項の規定を適用しないものとする。

ものとする。

4

第１４条～第２３条

（略）

第１４条～第２３条

（略）

別表第１～別表第５

（略）

別表第１～別表第５

（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
附

（略）

則

（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ひとり親家
庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第
１２条の規定は、令和４年１月１日以後の療
養に係る医療費の助成について適用し、令和
３年１２月３１日以前の療養に係る医療費の
助成については、なお従前の例による。

5

江東区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
現行
第１条～第１１条

新旧対照表２
改正案

（略）

第１条～第１１条

（略）

（条例第４条第１項の所得の額の計算方法）

（条例第４条第１項の所得の額の計算方法）

第１２条

第１２条

条例第４条第１項に規定する所得の

条例第４条第１項に規定する所得の

額は、その所得が生じた年の翌年の４月１日

額は、その所得が生じた年の翌年の４月１日

の属する年度（以下「当該年度」という。
）分

の属する年度（以下「当該年度」という。
）分

の道府県民税に係る地方税法第３２条第１項

の道府県民税に係る地方税法第３２条第１項

に規定する総所得金額

に規定する総所得金額

（中略）

地方税法

（中略）

地方税法

附則第３３条の３第１項に規定する土地等に

附則第３３条の３第１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

係る事業所得等の金額、同法附則第３４条第

１項に規定する長期譲渡所得の金額（租税特

１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

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

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

項、第３５条第１項、第３５条の２第１項、

は第３６条の規定の適用がある場合には、こ

第３５条の３第１項又は第３６条の規定の適

れらの規定の適用により同法第３１条第１項

用がある場合には、これらの規定の適用によ

に規定する長期譲渡所得の金額から控除する

り同法第３１条第１項に規定する長期譲渡所

金額を控除した金額）
、

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４

（中略）

４年法律第４６号）第３条の２の２第４項に

関する法律（昭和４４年法律第４６号）第３

規定する条約適用利子等の額並びに同条第６

条の２の２第４項に規定する条約適用利子等

項に規定する条約適用配当等の額並びに条例

の額並びに同条第６項に規定する条約適用配

第 ４条第１ 項第１号 に規定 するひと り親等

当等の額並びに条例第４条第１項第１号に規

（父又は母に限る。
）がその監護する児童の母

定するひとり親等（父又は母に限る。
）がその

又は父から当該児童の養育に必要な費用の支

監護する児童の母又は父から当該児童の養育

払として受ける金品その他の経済的な利益に

に必要な費用の支払として受ける金品その他

係る所得の金額の１００分の８０に相当する

の経済的な利益に係る所得の金額の１００分

金額（１円未満の端数があるときは、これを

の８０に相当する金額（１円未満の端数があ

四捨五入して得た金額）の合計額から８万円

るときは、これを四捨五入して得た金額）の

を控除した金額とする。

合計額から８万円を控除した金額とする。

２

次の各号に該当する者については、当該各

２

法人税法及び地方税法の特例等に

次の各号に該当する者については、当該各

号に掲げる額を前項の規定によって計算した

号に掲げる額を前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。

額からそれぞれ控除するものとする。

(1)・(2)
(3)

（略）

(1)・(2)

当該年度分の道府県民税につき、地方税

(3)

法第３４条第１項第８号に規定する控除を

（略）

当該年度分の道府県民税につき、地方税

法第３４条第１項第８号に規定する控除を

6

受けた者（父又は母を除く。）については、

受けた者（母を除く。）については、２７万

２７万円

円

(4)～(6)

（略）

(4)～(6)

（略）

第１３条～第２３条

（略）

第１３条～第２３条

（略）

別表第１～別表第５

（略）

別表第１～別表第５

（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
附

（略）

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ひとり親家
庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第
１２条の規定は、令和４年１月１日以後の療
養に係る医療費の助成について適用し、令和
３年１２月３１日以前の療養に係る医療費の
助成については、なお従前の例による。
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