☆☆ 品川区イズ ☆☆
年齢ごとの人口は…
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378

2016 年 1 月

品川区議会議員
無所属

高橋 しんじ
※毎週、区政や区内の出来事についてご報告しています

☆最近、ご質問を頂くことが多いので改めてお答
えします。少し複雑になりますがお許し下さい。

◇大企業があるので品川区は裕福？？
Ｑ：愛知県豊田市は、市内にトヨタ自動車株式
会社本社があるため、多額の法人税（＝市町
村民税法人分、企業が納める税金）が税収と
して入り、財政的に豊かであると聞きます。品
川区内にも大企業がたくさんあるので、企業
からの税収が多く、区の財政も余裕があるの
ですか？
（区民の方より）
Ａ：２つのﾎﾟｲﾝﾄがあります。
①法人税（＝市町村民税法人分）
に関するルール、と
②東京都と 23 区の関係につい
てのルール、です。
市町村民税法人分は、道府県ではなく、市
町村の税収となります（①）。しかし、23 区
だけは、東京都が課税・徴収します。これは、
23 区の存する大都市地域の行政の一体性等
を確保するために都が区の事務の一部（例え
ば、消防や上下水道等）をまとめて行うこと
や、23 区間で著しい財源の偏り（区民個人が
納める住民税等）があり、23 区間の行政水準
の均衡を図る必要があるためです（②）。
そこで、市町村民税法人分（固定資産税も）
を一度東京都が徴収して、その 55％を 23 区
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検索
☆過去の『区政報告』が HP でご覧になれます。
☆『区政報告』への感想をぜひお寄せ下さい。
☆『区政報告』をお店の片隅に置かせて下さい。

1/11 に区の成人式が開催されました。
2016/1/1 現在の 20 歳は、2541 人でした。
さて、次の年齢の品川区内の人口を多い
順に並べ替えて下さい。
①０歳
②20 歳（2541 人）
③30 歳
④70 歳
◎難易度☆☆☆☆

の様々な要素を考慮して各区に傾斜配分し
ます（これは、都区財政調整制度という制
度の一部です）。その結果、例えば、千代田
区には、丸の内に大企業がたくさんあります
が、豊田市の様にこれらの大企業が納める税
金は、そのまま千代田区の税収となるわけで
はありません。東京都の税収になります。
ということで、品川区も区内に
大企業があるからといって、その
市町村民税法人分がそのまま区の
税収になるわけではありません。

◇品川区は他の区より住民税が高い？
Ｑ：品川区は、子育て支援策や福祉施策を
充実させているので住民税（区民税）が
大田区より高いというのは本当ですか。
Ａ：そのようなことはありません。（個人）
住民税には、①所得割と②均等割があり
ます。①所得割⇒市区町村民税（課税所
得×６％）＋都道府県民税（課税所得×
４％）＝課税所得×10％（全国一律です）
②均等割＝市区町村民税 3,500 円＋都道
府県民税 1,500 円＝5,000 円（市町村に
よって違いますが 23 区はこの金額で均
一です。35 年まで防災対策のため、それ
ぞれ 500 円加算） ☆住民税は①＋②な
ので、基本的に日本全国どこに住んでも
税額は同じ」です（一部地域を除く）。

高橋しんじプロフィール
平成 27 年 4 月 5551.247 票（2 位。１位と
58 票差）のご支持を頂き、現在３期目。若草幼
稚園、品川区立鈴ヶ森小・中学校、早実高、
早大（政経学部政治学科 専攻は地方行
政）
・同大学院博士課程で学ぶ。東大研究員、
塾などを経て、教師（早実高、都立日比谷高・
青山高・大森高）。軟式野球ルーキーズ監督。
平成 19 年初当選（2541 票）、平成 23 年 5232
票（１位）。『議員力検定１級』合格
☆初心を忘れずにガンバります！
しがらみのない 無所属

ちょっとした話ながわ
≪品川区役所に対する爆破予告について≫

発行者 高橋しんじ
〒140-8715 品川区広町 2－1－36
Tel ０３‐５７４２－６８６２

４階

☆区政へのご要望をお寄せ下さい！！
☆ご希望の方に『区政報告』をお届けい
たします(送料は当方で負担します)。

「ちょっとした」どころの出来事ではありません。
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ掲示板に「1/19 午後３時に品川区役所
を爆破する」という書き込みがあることを警視庁
が確認し、区に連絡がありました（※23 区全ての
区役所に同様の書き込み有）。
区では、1/18 夜から品川警察署と協力し、役所・
および外周の緊急点検。不審物は発見されません
でした。警視庁は威力業務妨害の疑いで捜査。
☆1/19 は、区議会が開催されており、区議会議員に
も区から連絡が入りました。幸い危険物は発見され
ず、避難等の対応は行われませんでした。
1/19-21 に各委員会が開催されまし
た。一部をご報告します。

◇平成 28 年度すまいるｽｸｰﾙ
利用料減免について
私の所属する委員会です。小中学校・保育園
・幼稚園などの事業を審査・調査します。

◇しながわ区民公園に保育園設置
区は、しながわ区民公園（勝島３丁目）の
中央ｿﾞｰﾝ改修工事と並行して認可保育園
（私立）を設置します（特区の活用）。
開園時期：平成 30 年 4 月（開設は 10 年間）
定
員：90 人以上（０～５歳）
☆今後の工事予定（公園整備を含む）
28 年度・①ｷｬﾝﾌﾟ場（ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ場 15 釜）
・②ﾊﾟｰｸｾﾝﾀｰ（管理事務所）
・③ﾌﾟﾚｲﾊﾟｰｸ（冒険遊び場）
☆ご要望が実現しました！
29 年度・④子ども達のｱｲﾃﾞｨｱを活用した
遊具広場
・⑤保育園
③
建設委員会での審
議・資料も含みます
②
①
⑤
保育園
計画地

鈴ヶ森
中学校

④

クイズの答え：③30 歳 7005 人⇒
①０歳 3642 人⇒④70 歳 3033 人
⇒②20 歳 2541 人。10 歳 2395 人、
40 歳 6998 人、50 歳 5667 人、60
歳 3784 人、80 歳 2819 人です。0
～5 歳の増加で区の子育て・教育
施策も見直しの必要があります。

○利用料の減免・免除について
【減額】減額割合：５割
対象：生計を一にする世帯に、小学校、
義務教育学校前期課程（旧小中一
貫校の小学校）、特別支援学校小学
部に在籍する児童が２人以上いる
時、最年長である児童１名を除く
その他の児童。☆区の規則なので
難解な文章です。すみません。
【免除】対象：次の世帯に属する児童
①生活保護法による被保護世帯
②区市町村民税非課税世帯または均
等割のみ課税世帯
③就学援助受給世帯
☆28 年度から運営時間・利用料等が変更に
なります。詳細は、『しんじ新聞 366 号』、
『広報しながわ 11/21 号』をご覧下さい。

≪その他の委員会での審議（一部）≫
◇区民委員会
・ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰ「個人番号ｶｰﾄﾞ」交付等
交付は 1/25 からです。混雑が予想されま
すので予約ｼｽﾃﾑを導入します。
☆また、現在、区保管分の「通知ｶｰﾄﾞ」交付の
際、待ち時間が大変長くなってご迷惑をおか
けしております。申し訳ありません。
◇厚生委員会
・御殿山小学校西側敷地の事業計画
介護老人保健施設（100 床）、通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ
ｰｼｮﾝ、回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床＋療養病床
（130 床）、図書館など。８階建てです。

・水 ＪＲ大井町駅前
朝、駅前にいます！ 月
火 京急青物横丁駅前
◎『区政報告』をお配りしています。
木 ＪＲ大森駅前
◎議会等の事情で変更する場合があります。 金 京急立会川駅前
◎見かけたらお気軽にお声をおかけ下さい。 ☆ 各 7:00-9:30 頃

