
川崎市寡婦（夫）控除のみなし適用に関する運用を定める要綱

（２６川市こ福第６２１号、平成２６年７月２２日市長決裁） 

（目的）

第１条 この要綱は、本市におけるひとり親支援施策推進の観点から、生計を一にする子

がいる未婚の母、児童を扶養親族としている未婚の母又は生計を一にする子がいる未婚

の父からなるひとり親家庭において、寡婦（夫）控除が適用されるものとみなして（以

下「みなし適用」という。）支援を実施することによって、親の婚姻歴の有無にかかわら

ず、児童が育成されるひとり親家庭の生活の安定を図ることを目的とする。 

（用語）

第２条 この要綱において、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）子 他の者の控除対象配偶者や扶養親族となっていない２０歳未満の子で、かつ、

合計所得金額が３８万円以下である者をいう。

（２）児童 ２０歳に満たない者で、かつ、合計所得金額が３８万円以下である者をいう。

（３）未婚の母 参照する税の課税年度（以下「課税年度」という。）の現況日（課税年度

の前年の１２月３１日。以下「現況日」という。）以前に婚姻によらないで母となった

女子であって、婚姻したことがなく、婚姻をしていない者（婚姻の届出はしていない

が、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下この号及び次号において同

じ。）及び現況日においても婚姻をしていなかった者をいう。

（４）未婚の父 現況日以前に婚姻によらないで父となった男子であって、婚姻したこと

がなく、婚姻をしていない者及び現況日においても婚姻をしていなかった者で、かつ

課税年度の合計所得金額が５００万円以下である者をいう。

（５）控除対象配偶者 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２３条第１項第７号及

び第２９２条第１項第７号並びに所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２条第１項

第３３号に定めるものをいう。 

（６）扶養親族 地方税法第２３条第１項第８号及び第２９２条第１項第８号並びに所得

税法第２条第１項第３４号に定めるものをいう。 

（７）合計所得金額 地方税法第２３条第１項第１３号及び第２９２条第１項第１３号並

びに所得税法第２条第１項第３０号ロに定めるものをいう。 

（８）対象事業 みなし適用の対象となる事業をいい、別表第１のとおりとする。 

（９）申請窓口 第４条第３項に規定する申請者が申請する対象事業を所管する部署をい

い、別表第１に定めるとおりとする。

（対象者）

第３条 みなし適用の対象となる者は、本市の区域内に住所を有し、対象事業を利用する

者で、次に掲げる要件を満たすものとする。

（１）未婚の母又は未婚の父であること。

（２）前号に規定する未婚の母にあっては、扶養親族である児童又はその者と生計を一に

する子を有し、及び現況日においても有していたこと。ただし、地方税法第３４条第

３項及び第３１４条の２第３項並びに租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第

４１条の１７に定める控除を適用する場合は、現況日において扶養親族である子を有

し、かつ合計所得金額が５００万円以下である者に限るものと、２人以上の子及び児

童がいる場合は、末子が２０歳未満であれば足りる。 

（３）第１号に規定する未婚の父にあっては、生計を一にする子を有し、現況日において

も有していたこと。なお、２人以上の子がいる場合は、末子が２０歳未満であれば足

りる。

（適用の申請等）



第４条 みなし適用の申請は、川崎市寡婦（夫）控除みなし適用申請書（第１号様式。以

下「申請書」という。）に、未婚の母又は未婚の父及び子又は児童の戸籍謄本（戸籍全部

事項証明書を含む。以下同じ。）並びに未婚の母又は未婚の父及び子又は児童を含む世帯

全員分の住民票の写し（いずれも発行後３か月以内のものとする。以下「添付書類」と

いう。）を市長に提出しなければならない。

２ 前項に規定する戸籍謄本は、有効期間内の児童扶養手当証書の写しをもって代えるこ

とができる。

３ みなし適用の申請をする者（以下「申請者」という。）は、２つ以上の対象事業につい

て、併せて申請ができるものとする。

４ 前項の規定に基づき、申請者から２つ以上の対象事業について申請書及び添付書類の

提出があった場合は、当該提出のあった申請窓口が、併せて申請のあった他の事業の申

請窓口に、申請書の写し及び添付書類の写しを送付するものとする。

５ 別表第１の２５の項に掲げる事業については、申請者は、当該事業で定める要綱等に

基づき、別途減免の手続きを行わなければならない。

（認定方法）

第５条 申請者から申請書の提出があった場合には、市長が対象事業ごとに別に定める方

法により、みなし適用とその期間について認定する。

２ 前項に基づく認定の結果は、事業ごとに川崎市寡婦（夫）控除のみなし適用にかかる

決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。ただし、対象事業にお

いて定めのある様式を使用する場合は、この限りでない。

（認定の変更）

第６条 前条の規定によるみなし適用の認定がされている場合で、所得状況や世帯状況に

変更があったときは、みなし適用の認定を受けた者は、遅滞なく、変更が確認できる書

類とともに、川崎市寡婦（夫）控除のみなし適用にかかる変更届（第３号様式）により、

市長に届け出なければならない。

２ 前項に規定する変更届が提出された場合には、市長は対象事業ごとに規定する規則、

要綱等に基づき、みなし適用の認定変更を決定する。この場合においては、前条の規定

を準用する。

（更新）

第７条 第５条第１項により認定された期間を超えて、引き続き、みなし適用を受けよう

とする者は、第４条に規定する申請を改めて行わなければならない。

（みなし適用に基づく負担額又は給付額の返還）

第８条 申請者が、虚偽その他不正な手段に基づきみなし適用の認定を受けた場合は、み

なし適用の結果生じた負担額の差額について納付し、又は給付額の差額を返還しなけれ

ばならない。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来局長が定める。

附 則 

（施行期日）

１ この要綱は、平成２６年８月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 施行日から平成２６年１０月３１日までの間に申請書（第２号様式）による申請があ

った場合には、平成２６年４月１日以降における対象事業の利用について、みなし適用

を遡及して行うことができるものとする。

３ 前項の規定によるみなし適用の遡及により生じる申請者の負担額又は給付額の差額の



計算については、事業ごとに別に定める。

附 則 

（施行期日）

１ この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正前の規定により調製した帳票については、当分の間、所用の調整をして使用する

ことが出来る。 

附 則 

（施行期日）

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。

 （経過措置）

２ 改正前の規定により調製した帳票については、当分の間、所用の調整をして使用する

ことが出来る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な

箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

３ 川崎市営住宅使用料の減免等に関する取扱要綱に基づき、平成２８年１０月１日にお

いて現に市営住宅に入居している者又は同年９月３０日までに入居決定している者につ

いて、平成２９年３月３１日までの間は、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な

箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年９月２日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な

箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 

（廃止） 

１ この要綱は、令和３年１月１日に廃止する。 

（経過措置）  

２ この要綱は、廃止後においても、令和元年分までの所得税及び令和２年度分までの個

人の市民税に係るみなし適用については、なおその効力を有する。 



別表第１（第２条関係）

番号 対象事業 事業所管課 申請窓口

１ 私立幼稚園保育料等補助事業 こども未来局幼児教育担当 こども未来局幼児教育担当

２ 母子の保護（母子生活支援施設）
こども未来局こども保健福

祉課

区地域支援課、地区健康福祉ステ

ーション地区支援担当

３ 入院助産 
こども未来局こども保健福

祉課

区地域支援課、地区健康福祉ステ

ーション地区支援担当

４ 子育て短期利用事業 
こども未来局児童家庭支

援・虐待対策室
児童家庭支援センター

５ 児童福祉法に基づく児童入所施設措置 
こども未来局こども保健福

祉課
児童相談所

６ 小児医療費助成事業 こども未来局こども家庭課
区保険年金課、支所区民センター

保険年金係

７ 自立支援医療（育成医療） 
こども未来局こども保健福

祉課
区児童家庭課

８ 小児慢性特定疾病医療費支給事業 
こども未来局こども保健福

祉課
区児童家庭課

９ 幼稚園・認定こども園 １号認定保育料 こども未来局幼児教育担当
区児童家庭課、地区健康福祉ステ

ーション児童家庭サービス担当

１０ 延長保育事業 こども未来局保育課

１１ 乳児保育事業（おなかま保育室） こども未来局保育課 こども未来局保育課

１２
認可保育所・認定こども園・地域型保育事

業 ２号・３号認定保育料 
こども未来局保育課

区児童家庭課、地区健康福祉ステ

ーション児童家庭サービス担当

１３ 川崎認定保育園保育料補助金事業 こども未来局保育課 こども未来局保育課

１４ 病児・病後児保育事業 こども未来局保育課 こども未来局保育課

１５ 一時保育事業 こども未来局保育課 こども未来局保育課

１６ 休日保育事業 こども未来局保育課

１７ 年末保育事業 こども未来局運営管理課



１８ 重度障害者訪問看護サービス等支援事業 健康福祉局障害計画課
区高齢・障害課、地区健康福祉ス

テーション高齢・障害担当

１９

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援するための法律に基づく地域生活支援

事業（移動支援事業、生活サポート事業、

日中一時支援事業） 

健康福祉局障害福祉課
区高齢・障害課、地区健康福祉ス

テーション高齢・障害担当

２０ 障害児（者）日常生活用具給付等事業 健康福祉局障害福祉課
区高齢・障害課、地区健康福祉ス

テーション高齢・障害担当

２１
在宅重度障害者（児）やさしい住まい推進

事業
健康福祉局障害福祉課

区高齢・障害課、地区健康福祉ス

テーション高齢・障害担当

２２ 重度障害者入浴援護事業 健康福祉局障害福祉課
区高齢・障害課、地区健康福祉ス

テーション高齢・障害担当

２３ 障害者用自動車改造費助成事業 健康福祉局障害福祉課
区高齢・障害課、地区健康福祉ス

テーション高齢・障害担当

２４ 自立支援医療（更正医療）
健康福祉局長寿・福祉医療

課

区高齢・障害課、地区健康福祉ス

テーション高齢・障害担当

２５ 心身障害者扶養共済制度 健康福祉局障害福祉課
区高齢・障害課、地区健康福祉ス

テーション高齢・障害担当

２６ 自立支援医療（精神通院医療）
健康福祉局長寿・福祉医療

課
区高齢・障害課

２７ 精神障害者入院医療援護金支給事業 健康福祉局精神保健課 健康福祉局精神保健課



第２号様式

川崎市寡婦（夫）控除のみなし適用にかかる決定通知書

    年  月  日 

         様

   川崎市長             

 先にあなたから申請のありました川崎市寡婦（夫）控除みなし適用申請書に基づき、次

のとおり決定しましたので、通知します。

事業名

申請者氏名

住所

決定内容
□ みなし適用の結果、以下のとおり、決定しました。

□ みなし適用の結果、決定に変更がありませんでした。

変更内容
みなし適用実施前

みなし適用実施後

認定期間    年   月   日 ～      年   月   日

備考

【注意事項】

※認定期間を超えて本制度を利用する場合には、改めて寡婦（夫）控除のみなし適用の申

請が必要です。

※認定期間中に、世帯状況や所得状況に変更があった場合には、第４号様式「川崎市寡婦

（夫）控除のみなし適用にかかる変更届」により申し出てください。

※申請者の虚偽その他不正な手段に基づき申請をした場合は、みなし適用の実施前後の負

担額又は給付額の差額を返還しなければなりません。

備考 1 行政処分に該当する事業については、注意事項の最後に必要に応じて教示文を入
れること。

2 この様式により難い場合は、この様式に準じて作成することができる。



第３号様式

川崎市寡婦（夫）控除のみなし適用にかかる変更届

   年  月  日 

（宛先）市長

申請者住所             

申請者氏名            印

 次のとおり、川崎市寡婦（夫）控除のみなし適用について、次のとおり届け出ます。

事業名

氏名

住所

届出の理由

※分かるように詳しく

記載してください。

理由が発生した日        年    月    日

備考

※必要に応じて、課税（非課税）証明書、住民票の写し、戸籍謄本等を添付していただき

ます。

※寡婦（夫）控除のみなし適用が認定されている他の事業についても、変更届及び添付書

類を提供します。


