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地域振興部資料１
令和４年７月５日

千代田区特別区税条例等の一部を改正する条例について

１ 改正理由
地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）の一部が改正され、特別区民税につい
て改正がなされたことに伴い、所要の改正を行う。
２ 改正概要
（１）特別区民税
①個人住民税における合計所得金額に係る規定の整備 (R5.1.1)
給与所得者の「扶養親族申告書」、
「給与支払報告書」、公的年金等受給
者の「扶養親族申告書」、「公的年金等支払報告書」について、退職手
当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名等を記載し申告するこ
と等の規定整備を行う。
②上場株式等の配当所得等に係る課税方式 (R6.1.1)
個人住民税においては、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係
る所得の課税方式を所得税と一致させることに伴う規定整備を行う。
（２）その他
【特別区民税 附則】住宅借入金等特別税額控除の特例 (R5.1.1)
所得税において住宅ローン控除の適用期限を４年延長し、令和７年末
までの入居者を対象とするなどの措置が講じられることに伴い、所得
税額から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で個人住民税
から控除する。また、控除限度額については、消費税引き上げによる
需要平準化対策の見直しに伴う地方税法上の規定整備を行う。
３ 施行期日
各項目に記載（R5.1.1、R6.1.1）
４ 新旧対照表
別紙のとおり

新旧対照表（抄）

別紙

○千代田区特別区税条例
※

令和５年１月１日施行、

令和６年１月１日施行、

第1条による改正（千代田区特別区税条例の一部改正）
新（改正後）
旧（現 行）
（所得割の課税標準）
（所得割の課税標準）
第15条 所得割の課税標準は、前年の所得に 第15条 所得割の課税標準は、前年の所得に
ついて算定した総所得金額、退職所得金額 ついて算定した総所得金額、退職所得金額
及び山林所得金額とする。
及び山林所得金額とする。
２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山 ２ 前項の総所得金額、退職所得金額又は山
林所得金額は、法又はこれに基づく政令で 林所得金額は、法又はこれに基づく政令で
特別の定めをする場合を除くほか、それぞ 特別の定めをする場合を除くほか、それぞ
れ所得税法（昭和40年法律第33号）その他 れ所得税法（昭和40年法律第33号）その他
の所得税に関する法令の規定による所得税 の所得税に関する法令の規定による所得税
法第22条第２項又は第３項の総所得金額、 法第22条第２項又は第３項の総所得金額、
退職所得金額又は山林所得金額の計算の例 退職所得金額又は山林所得金額の計算の例
によつて算定する。ただし、同法第60条の によつて算定する。ただし、同法第60条の
２から第60条の４までの規定の例によらな ２から第60条の４までの規定の例によらな
いものとする。
いものとする。
３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配 ３ 法第23条第１項第15号に規定する特定配
当等（以下本項及び次項並びに第21条の２ 当等（以下本項及び次項並びに第21条の２
において「特定配当等」という。）に係る において「特定配当等」という。）に係る
所得を有する者に係る総所得金額は、当該 所得を有する者に係る総所得金額は、当該
特定配当等に係る所得の金額を除外して算 特定配当等に係る所得の金額を除外して算
定する。
定する。
４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第 ４ 前項の規定は、特定配当等に係る所得が
25条第1項に規定する確定申告書に特定配 生じた年の翌年の４月１日の属する年度分
当等に係る所得の明細に関する事項その他 の特定配当等申告書（区民税の納税通知書
地方税法施行規則（昭和29年総理府令第23 が送達される時までに提出された次に掲げ
号。以下「施行規則」という。）に定める る申告書をいう。以下この項におい て 同
事項の記載があるときは、当該特定配当等 じ。）に特定配当等に係る所得の明細に関
に係る所得の金額については、適用しない。 する事項その他地方税法施行規則（昭和29
年総理府令第23号。以下「施行規則」とい
う。）に定める事項の記載があるとき（特
定配当等申告書にその記載がないことにつ
いてやむを得ない理由があると区長が認め
るときを含む。）は、当該特定配当等に係
る所得の金額については、適用しない。た
だし、第１号に掲げる申告書及び第２号に
掲げる申告書がいずれも提出された場合に
おけるこれらの申告書に記載された事項そ
の他の事情を勘案して、この項の規定を適
用しないことが適当であると区長が認める
ときは、この限りでない。
(１) 第24条第１項の規定による申告書
(２) 第25条第１項に規定する確定申告書

（同項の規定により前号に掲げる申告書
が提出されたものとみなされる場合にお
ける当該確定申告書に限る。）
５ 法第23条第１項第17号に規定する特定株 ５ 法第23条第１項第17号に規定する特定株
式等譲渡所得金額（以下本項及び次項並び 式等譲渡所得金額（以下本項及び次項並び
に第21条の２において「特定株式等譲渡所 に第21条の２において「特定株式等譲渡所
得金額」という。）に係る所得を有する者 得金額」という。）に係る所得を有する者
に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡 に係る総所得金額は、当該特定株式等譲渡
所得金額に係る所得の金額を除外して算定 所得金額に係る所得の金額を除外して算定
する。
する。
６ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第 ６ 前項の規定は、特定株式等譲渡所得金額
25条第1項に規定する確定申告書に特定株 に係る所得が生じた年の翌年の４月１日の
式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関す 属する年度分の特定株式等譲渡所得金額申
る事項その他施行規則に定める事項の記載 告書（区民税の納税通知書が送達される時
があるときは、当該特定株式等譲渡所得金 までに提出された次に掲げる申告書 を い
額に係る所得の金額については、適用しな う。以下この項において同じ。）に特定株
い。
式等譲渡所得金額に係る所得の明細に関す
る事項その他施行規則に定める事項の記載
があるとき（特定株式等譲渡所得金額申告
書にその記載がないことについてやむを得
ない理由があると区長が認めるとき を 含
む。）は、当該特定株式等譲渡所得金額に
係る所得の金額については、適用しない。
ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号
に掲げる申告書がいずれも提出された場合
におけるこれらの申告書に記載された事項
その他の事情を勘案して、この項の規定を
適用しないことが適当であると区長が認め
るときは、この限りでない。
(１) 第24条第１項の規定による申告書
(２) 第25条第１項に規定する確定申告書
（同項の規定により前号に掲げる申告書
が提出されたものとみなされる場合にお
ける当該確定申告書に限る。）
（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控 （配当割額又は株式等譲渡所得割額 の 控
除）
除）
第21条の２ 所得割の納税義務者が、第15条 第21条の２ 所得割の納税義務者が、第15条
第４項に規定する確定申告書に記載した特 第４項に規定する特定配当等申告書に記載
定配当等に係る所得の金額の計算の基礎と した特定配当等に係る所得の金額の計算の
なつた特定配当等の額について法第２章第 基礎となつた特定配当等の額について法第
１節第５款の規定により配当割額を課され ２章第１節第５款の規定により配当割額を
た場合又は同条第６項に規定する確定申告 課された場合又は同条第６項に規定する特
書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係 定株式等譲渡所得金額申告書に記載した特
る所得の金額の計算の基礎となつた特定株 定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の
式等譲渡所得金額について同節第６款の規 計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金
定により株式等譲渡所得割額を課された場 額について同節第６款の規定により株式等
合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡 譲渡所得割額を課された場合には、当該配

所得割額に５分の３を乗じて得た金額を、
第18条及び前３条の規定を適用した場合の
所得割の額から控除する。

当割額又は当該株式等譲渡所得割額に５分
の３を乗じて得た金額を、第18条及び前３
条の規定を適用した場合の所得割の額から
控除する。
２ 前項の規定により控除されるべき額で同 ２ 前項の規定により控除されるべき額で同
項の所得割の額から控除することができな 項の所得割の額から控除することができな
かつた金額があるときは、当該控除するこ かつた金額があるときは、当該控除するこ
とができなかつた金額は、令第48条の９の とができなかつた金額は、令第48条の９の
３から第48条の９の６までに定めるところ ３から第48条の９の６までに定めるところ
により、同項の納税義務者に対しその控除 により、同項の納税義務者に対しその控除
することができなかつた金額を還付し、又 することができなかつた金額を還付し、又
は当該納税義務者の同項の確定申告書に係 は当該納税義務者の同項の申告書に係る年
る年の末日の属する年度の翌年度分の個人 度分の個人の都民税若しくは区民税に充当
の都民税若しくは区民税に充当し、若しく し、若しくは当該納税義務者の未納に係る
は当該納税義務者の未納に係る徴収金に充 徴収金に充当する。
当する。
３ （現行に同じ）
３ （略）
（区民税の申告）
（区民税の申告）
第24条 第９条第１号に掲げる者は、３月15 第24条 第９条第１号に掲げる者は、３月15
日までに、規則で定める申告書を区長に提 日までに、規則で定める申告書を区長に提
出しなければならない。ただし、法第317条 出しなければならない。ただし、法第317条
の６第１項又は第４項の規定により給与支 の６第１項又は第４項の規定により給与支
払報告書又は公的年金等支払報告書を提出 払報告書又は公的年金等支払報告書を提出
する義務がある者から１月１日現在におい する義務がある者から１月１日現在におい
て給与又は公的年金等の支払を受けている て給与又は公的年金等の支払を受けている
者で前年中において給与所得以外の所得又 者で前年中において給与所得以外の所得又
は公的年金等に係る所得以外の所得を有し は公的年金等に係る所得以外の所得を有し
なかつた者（公的年金等に係る所得以外の なかつた者（公的年金等に係る所得以外の
所得を有しなかつた者で社会保険料控除額 所得を有しなかつた者で社会保険料控除額
（ 令 第48条の９の７に規定するものを除 （令第 48条の９の７に規定するものを 除
く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生 く。）、小規模企業共済等掛金控除額、生
命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労 命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労
学生控除額、配偶者特別控除額（所得割の 学生控除額、配偶者特別控除額（所得税法
納税義務者（前年の合計所得金額が900万円 第２条第１項第33号の４に規定する源泉控
以下であるものに限る。）の法第314条の２ 除対象配偶者に係るものを除く。）若しく
第１項第10号の２に規定する自己と生計を は法第314条の２第４項に規定する扶養控
一にする配偶者（前年の合計所得金額が95 除額の控除又はこれらと併せて雑損控除額
万円以下であるものに限る。）で控除対象 若しくは医療費控除額の控除、法第313条第
配偶者に該当しないもの に係るもの を除 ８項に規定する純損失の金額の控除、同条
く。）若しくは法第314条の２第４項に規定 第９項に規定する純損失若しくは雑損失の
する扶養控除額の控除又はこれらと併せて 金額の控除若しくは第20条の２の規定によ
雑損控除額若しくは医療費控除額の控除、 り控除すべき金額（以下この条において「寄
法第313条第８項に規定する純損失の金額 附金税額控除額」という。）の控除を受け
の控除、同条第９項に規定する純損失若し ようとするものを除く。以下この条におい
くは雑損失の金額の控除若しくは第20条の て「給与所得等以外の所得を有しなかつた
２の規定により控除すべき金額（以下この 者」という。）及び第10条第２項に規定す
条において「寄附金税額控除額」という。） る者（施行規則第２条の２第１項の表の上

の控除を受けようとするものを除く。以下 欄の（二）に掲げる者を除く。）について
この条において「給与所得等以外の所得を は、この限りでない。
有しなかつた者」という。）及び第10条第
２項に規定する者（施行規則第２条の２第
１項の表の上欄の（二）に掲げる者を除く。）
については、この限りでない。
２から８まで （現行に同じ）
２から８まで （略）
（区民税に係る給与所得者の扶養親族等申 （区民税に係る給与所得者の扶養親族申告
告書）
書）
第25条の２ 所得税法第194条第１項の規定 第25条の２ 所得税法第194条第１項の規定
により同項に規定する申告書を提出しなけ により同項に規定する申告書を提出しなけ
ればならない者（以下この条において「給 ればならない者（以下この条において「給
与所得者」という。）で区内に住所を有す 与所得者」という。）で区内に住所を有す
るものは、当該申告書の提出の際に経由す るものは、当該申告書の提出の際に経由す
べき同項に規定する給与等の支払者（以下 べき同項に規定する給与等の支払者（以下
この条において「給与支払者」という。） この条において「給与支払者」という。）
から毎年最初に給与の支払を受ける日の前 から毎年最初に給与の支払を受ける日の前
日までに、施行規則で定めるところにより、 日までに、施行規則で定めるところにより、
次に掲げる事項を記載した申告書を、当該 次に掲げる事項を記載した申告書を、当該
給与支払者を経由して、区長に提出しなけ 給与支払者を経由して、区長に提出しなけ
ればならない。
ればならない。
(１) 当該給与支払者の氏名又は名称
(１) 当該給与支払者の氏名又は名称
(２) 所得割の納税義務者(合計所得金額が
1,000万円以下であるものに限る。)の自己
と生計を一にする配偶者(法第313条第３
項に規定する青色事業専従者に該当する
もので同項に規定する給与の支払を受
けるもの及び同条第４項に規定する事業
専従者に該当するものを除き、合計所得金
額が133万円以下であるものに限る。次条
第１項において同じ。)の氏名
(３) 扶養親族の氏名
(２) 扶養親族の氏名
(４) その他施行規則で定める事項
(３) その他施行規則で定める事項
２から５まで （現行に同じ）
２から５まで （略）
（区民税に係る公的年金等受給者の扶養親 （区民税に係る公的年金等受給者の扶養親
族等申告書）
族申告書）
第25条の３ 所得税法第203条の６第１項の 第25条の３ 所得税法第203条の６第１項の
規定により同項に規定する申告書を提出し 規定により同項に規定する申告書を提出し
なければならない者又は法の施行地におい なければならない者又は法の施行地におい
て同項に規定する公的年金等（所得税法第 て同項に規定する公的年金等（所得税法第
203条の７の規定の適用を受けるものを除 203条の７の規定の適用を受けるものを除
く。以下この項において「公的年金等」と く。以下この項において「公的年金等」と
いう。）の支払を受ける者であつて、特定 いう。）の支払を受ける者であつて、扶養
配偶者（所得割の納税義務者(合計所得金額 親族（控除対象扶養親族を除く。）を有す
が900万円以下であるものに限る。）の自己 る者（以下この条において「公的年金等受
と生計を一にする配偶者(退職手当等(第37 給者」という。）で区内に住所を有するも
条の２に規定する退職手当等に限る。以下 のは、当該申告書の提出の際に経由すべき

この項において同じ。)に係る所得を有する 所得税法第203条の６第１項に規定する公
者であつて、合計所得金額が95万円以下で 的年金等の支払者（以下この条において「公
あるものに限る。）をいう。第２号におい 的年金等支払者」という。）から毎年最初
て同じ。）又は扶養親族（控除対象扶養親 に公的年金等の支払を受ける日の前日まで
族であつて退職手当等に係る所得を有しな に、施行規則で定めるところにより、次に
い者を除く。）を有する者（以下この条に 掲げる事項を記載した申告書を、当該公的
おいて「公的年金等受給者」という。）で 年金等支払者を経由して、区長に提出しな
区内に住所を有するものは、当該申告書の ければならない。
提出の際に経由すべき所得税法第203条の
６第１項に規定する公的年金等の支払者
（以下この条において「公的年金等支払者」
という。）から毎年最初に公的年金等の支
払を受ける日の前日までに、施行規則で定
めるところにより、次に掲げる事項を記載
した申告書を、当該公的年金等支払者を経
由して、区長に提出しなければならない。
(１) 当該公的年金等支払者の名称
(１) 当該公的年金等支払者の名称
(２) 特定配偶者の氏名
(３) 扶養親族の氏名
(２) 扶養親族の氏名
(４) その他施行規則で定める事項
(３) その他施行規則で定める事項
２から５まで （現行に同じ）
２から５まで （略）
（特別徴収税額の納入の義務）
（特別徴収税額の納入の義務）
第37条の７ 前条の特別徴収義務者は、退職 第37条の７ 前条の特別徴収義務者は、退職
手当等の支払をする際、その退職手当等に 手当等の支払をする際、その退職手当等に
ついて分離課税に係る所得割を徴収し、そ ついて分離課税に係る所得割を徴収し、そ
の徴収の日の属する月の翌月の 10日まで の徴収の日の属する月の翌月の 10日 ま で
に、施行規則第５号の８様式又は施行規則 に、施行規則第５号の８様式又は施行規則
第２条第３項ただし書の規定により総務大 第２条第４項ただし書の規定により総務大
臣が定めた様式による納入申告書を区長に 臣が定めた様式による納入申告書を区長に
提出し、及びその納入金を納入しなければ 提出し、及びその納入金を納入しなければ
ならない。
ならない。
付 則
付 則
（区民税の住宅借入金等特別税額控除）
（区民税の住宅借入金等特別税額控除）
第３条の５の２ 平成22年度から令和20年度 第３条の５の２ 平成22年度から平成45年度
までの各年度分の区民税に限り、所得割の までの各年度分の区民税に限り、所得割の
納税義務者が前年分の所得税につき租税特 納税義務者が前年分の所得税につき租税特
別措置法第41条又は第41条の２の２の規定 別措置法第41条又は第41条の２の２の規定
の適用を受けた場合（居住年が平成11年か の適用を受けた場合（居住年が平成11年か
ら平成18年まで又は平成21年から令和７年 ら平成18年まで又は平成21年から平成33年
までの各年である場合に限る。）において、 までの各年である場合に限る。）において、
前条第１項の規定の適用を受けないとき 前条第１項の規定の適用を受 けない と き
は、法附則第５条の４の２第５項（同条第 は、法附則第５条の４の２第５項（同条第
７項の規定により読み替えて適用される場 ７項の規定により読み替えて適用される場
合を含む。）に規定するところにより控除 合を含む。）に規定するところにより控除
すべき額を、当該納税義務者の第18条及び すべき額を、当該納税義務者の第18条及び
第20条の規定を適用した場合の所得割の額 第20条の規定を適用した場合の所得割の額
から控除する。
から控除する。

２ （現行に同じ）
２ （略）
（上場株式等に係る配当所得等に係る区民 （上場株式等に係る配当所得等に係る区民
税の課税の特例）
税の課税の特例）
第８条 （現行に同じ）
第８条 （略）
２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８ ２ 前項の規定のうち、租税特別措置法第８
条の４第２項に規定する特定上場株式等の 条の４第２項に規定する特定上場株式等の
配当等（以下この項において「特定上場株 配当等（以下この項において「特定上場株
式等の配当等」という。）に係る配当所得 式等の配当等」という。）に係る配当所得
に係る部分は、区民税の所得割の納税義務 に係る部分は、区民税の所得割の納税義務
者が前年分の所得税について特定上場株式 者が当該特定上場株式等の配当等の支払を
等の配当等に係る配当所得につき同条第１ 受けるべき年の翌年の４月１日の属する年
項の規定の適用を受けた場合に限り適用す 度分の区民税について特定上場株式等の配
る。
当等に係る配当所得につき前項の規定の適
用を受けようとする旨の記載のある第15条
第４項に規定する特定配当等申告書を提出
した場合（次に掲げる場合を除く。）に限
り適用するものとし、区民税の所得割の納
税義務者が前年中に支払を受けるべき特定
上場株式等の配当等に係る配当所得につい
て同条第１項及び第２項並びに第18条の規
定の適用を受けた場合には、当該納税義務
者が前年中に支払を受けるべき他の特定上
場株式等の配当等に係る配当所得に つ い
て、前項の規定は、適用しない。
(１) 第15条第４項ただし書の規定の適用
がある場合
(２) 第15条第４項第１号に掲げる申告書
及び同項第２号に掲げる申告書がいずれ
も提出された場合におけるこれらの申告
書に記載された事項その他の事情を勘案
して、前項の規定を適用しないことが適
当であると区長が認めるとき。
３ （現行に同じ）
３ （略）
（優良住宅地の造成等のために土地等を譲 （優良住宅地の造成等のために土地等を譲
渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の 渡した場合の長期譲渡所得に係る区民税の
課税の特例）
課税の特例）
第11条 （現行に同じ）
第11条 （略）
２ （現行に同じ）
２ （略）
３ 第１項（前項において準用する場合を含 ３ 第１項（前項において準用する場合を含
む。）の場合において、所得割の納税義務 む。）の場合において、所得割の納税義務
者が、その有する土地等につき、租税特別 者が、その有する土地等につき、租税特別
措置法第33条から第33条の４まで、第34条 措置法第33条から第33条の４まで、第34条
から第35条の３まで、第36条の２、第36条 から第35条の３まで、第36条の２、第36条
の５、第37条、第37条の４から第37条の６ の５、第37条、第37条の４から第37条の６
まで又は第37条の８の規定の適用を受ける まで、第37条の８又は第37条の９の規定の
ときは、当該土地等の譲渡は、第１項に規 適用を受けるときは、当該土地等の譲渡は、
定する優良住宅地等のための譲渡又は前項 第１項に規定する優良住宅地等のための譲

に規定する確定優良住宅地等予定地のため
の譲渡に該当しないものとみなす。

渡又は前項に規定する確定優良住宅地等予
定地のための譲渡に該当しないものとみな
す。
（特例適用利子等及び特例適用配当等に係 （特例適用利子等及び特例適用配当等に係
る区民税の課税の特例）
る区民税の課税の特例）
第14条の２ （現行に同じ）
第14条の２ （略）
２及び３ （現行に同じ）
２及び３ （略）
４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係 ４ 前項後段の規定は、特例適用配当等に係
る所得が生じた年分の所得税に係る第25条 る所得が生じた年の翌年の４月１日の属す
第１項に規定する確定申告書に前項後段の る年度分の特例適用配当等申告書（区民税
規定の適用を受けようとする旨の記載があ の納税通知書が送達される時までに提出さ
るときに限り、適用する。
れた次に掲げる申告書をいう。以下この項
において同じ。）に前項後段の規定の適用
を受けようとする旨の記載があるとき（特
例適用配当等申告書にその記載がないこと
についてやむを得ない理由があると区長が
認めるときを含む。）に限り、適用する。
ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号
に掲げる申告書がいずれも提出された場合
におけるこれらの申告書に記載された事項
その他の事情を勘案して、同項後段の規定
を適用しないことが適当であると区長が認
めるときは、この限りでない。
(１) 第24条第１項の規定による申告書
(２) 第25条第１項に規定する確定申告書
（同項の規定により前号に掲げる申告書
が提出されたものとみなされる場合にお
ける当該確定申告書に限る。）
５ （現行に同じ）
５ （略）
（条約適用利子等及び条約適用配当等に係 （条約適用利子等及び条約適用配当等に係
る区民税の課税の特例）
る区民税の課税の特例）
第14条の３ （現行に同じ）
第14条の３ （略）
２及び３ （現行に同じ）
２及び３ （略）
４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係 ４ 前項後段の規定は、条約適用配当等に係
る所得が生じた年分の所得税に係る第25条 る所得が生じた年の翌年の４月１日の属す
第１項に規定する確定申告書に前項後段の る年度分の条約適用配当等申告書（区民税
規定の適用を受けようとする旨の記載があ の納税通知書が送達される時までに提出さ
るときに限り、適用する。
れた次に掲げる申告書をいう。以下この項
において同じ。）に前項後段の規定の適用
を受けようとする旨の記載があるとき（条
約適用配当等申告書にその記載がないこと
についてやむを得ない理由があると区長が
認めるときを含む。）に限り、適用する。
ただし、第１号に掲げる申告書及び第２号
に掲げる申告書がいずれも提出された場合
におけるこれらの申告書に記載された事項
その他の事情を勘案して、同項後段の規定

を適用しないことが適当であると区長が認
めるときは、この限りでない。
(１) 第24条第１項の規定による申告書
(２) 第25条第１項に規定する確定申告書
（同項の規定により前号に掲げる申告書
が提出されたものとみなされる場合にお
ける当該確定申告書に限る。）
５ （現行に同じ）
５ （略）
６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第 ６ 租税条約等実施特例法第３条の２の２第
１項の規定の適用がある場合（第３項後段 １項の規定の適用がある場合（第３項後段
の規定の適用がある場合を除く。）におけ の規定の適用がある場合を除く。）におけ
る第21条の２の規定の適用については、同 る第21条の２の規定の適用については、同
条第１項中「又は同条第６項」とあるのは 条第１項中「又は同条第６項」とあるのは
「若しくは付則第14条の３第３項前段に規 「若しくは付則第14条の３第３項前段に規
定する条約適用配当等（以下「条約適用配 定する条約適用配当等（以下「条約適用配
当等」という。）に係る所得が生じた年分 当等」という。）に係る所得が生じた年の
の所得税に係る同条第４項に規定する確定 翌年の４月１日の属する年度分の同条第４
申告書にこの項の規定の適用を受けようと 項に規定する条約適用配当等申告書にこの
する旨及び当該条約適用配当等に係る所得 項の規定の適用を受けようとする旨及び当
の明細に関する事項の記載がある場合であ 該条約適用配当等に係る所得の明細に関す
つて、当該条約適用配当等に係る所得の金 る事項の記載がある場合（条約適用配当等
額の計算の基礎となつた条約適用配当等の 申告書にこれらの記載がないことについて
額について租税条約等の実施に伴う所得税 やむを得ない理由があると区長が認めると
法、法人税法及び地方税法の特例等に関す きを含む。）であつて、当該条約適用配当
る法律（昭和44年法律第46号。以下「租税 等に係る所得の金額の計算の基礎となつた
条約等実施特例法」という。）第３条の２ 条約適用配当等の額について租税条約等の
の２第１項の規定及び法第２章第１節第５ 実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税
款の規定により配当割額を課されたとき、 法の特例等に関する法律（昭和44年法律第
又は第15条第６項」と、同条第３項中「法 46号。以下「租税条約等実施特例法」とい
第37条の４」とあるのは「租税条約等実施 う。）第３条の２の２第１項の規定及び法
特例法第３条の２の２第９項の規定により 第２章第１節第５款の規定により配当割額
読み替えて適用される法第37条の４」とす を課されたとき、又は第15条第６項」と、
る。
同条第３項中「法第37条の４」とあるのは
「租税条約等実施特例法第３条の２の２第
９項の規定により読み替えて適用される法
第37条の４」とする。
（新型コロナウイルス感染症等に係る寄附 （新型コロナウイルス感染症等に係る寄附
金税額控除の特例）
金税額控除の特例）
第18条 所得割の納税義務者が、新型コロナ 第18条 所得割の納税義務者が、新型コロナ
ウイルス感染症等の影響に対応するための ウイルス感染症等の影響に対応するための国
国税関係法律の臨時特例に関する法律（令 税関係法律の臨時特例に関する法律（令和２
和２年法律第25号）第５条第４項に規定す 年法律第25号。次条において「新型コロナウ
る指定行事のうち、区長が指定するものの イルス感染症特例法」という。）第５条第４
中止若しくは延期又はその規模の縮小によ 項に規定する指定行事のうち、区長が指定す
り生じた当該指定行事の入場料金、参加料 るものの中止若しくは延期又はその規模の縮
金その他の対価の払戻しを請求する権利の 小により生じた当該指定行事の入場料金、参
全部又は一部の放棄を同条第１項に規定す 加料金その他の対価の払戻しを請求する権利

る指定期間内にした場合には、当該納税義 の全部又は一部の放棄を同条第１項に規定す
務者がその放棄をした日の属する年中に法 る指定期間内にした場合には、当該納税義務
附則第60条第４項に規定する市町村放棄払 者がその放棄をした日の属する年中に法附則
戻請求権相当額の法第314条の７第１項第 第60条第４項に規定する市町村放棄払戻請求
３号に掲げる寄附金を支出したものとみな 権相当額の法第314条の７第１項第３号に掲
して、第20条の２の規定を適用する。
げる寄附金を支出したものとみなして、第20
条の２の規定を適用する。
（新型コロナウイルス感染症等に係る住
宅借入金等特別税額控除の特例）
（削る）

第 19 条

所得割の納税義務者が前年分の所得

税につき新型コロナウイルス感染症特例法
第６条第４項の規定の適用を受けた場合に
おける付則第３条の５の２第１項の規定の
適用については、同項中「平成 45 年度」と
あるのは、「令和 16 年度」とする。
２

所得割の納税義務者が前年分の所得税に
つき新型コロナウイルス感染症特例法第６
条の２第１項の規定の適用を受けた場合に
おける付則第３条の５の２第１項の規定の
適用については、同項中「平成 45 年度」と
あるのは「令和 17 年度」と、「平成 33 年」
とあるのは「令和４年」とする。

第２条による改正（千代田区特別区税条例の一部を改正する条例（令和３年条例第 15 号）の
一部改正）
新（改正後）
旧（現 行）
千代田区特別区税条例の一部を改正する
千代田区特別区税条例の一部を改正する
条例
条例
千代田区特別区税条例（昭和39年千代田区 千代田区特別区税条例（昭和39年千代田区
条例第37号）の一部を次のように改正する。 条例第37号）の一部を次のように改正する。
第10条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年 第10条第２項中「及び扶養親族」の次に「（年
齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限 齢16歳未満の者及び控除対象扶 養親族に限
る。以下この項において同じ。）」を加える。る。以下この項において同じ。）」を加える。
第14条第１号中「扶養親族」の次に「（年 第14条第１号中「扶養親族」の次に「（年
齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限 齢16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限
る。）」を加える。
る。）」を加える。
第25条の３第１項中「扶養親族（」の次に 第25条の３第１項中「控除対象扶養親族を
「年齢16歳未満の者又は」を加え、「有しな 除く」を「年齢16歳未満の者に限る」に改め
い者を除く」を「有する者に限る」に改める。る。
第37条の７中「第２条第４項」を「第２条 第37条の７中「第２条第４項」を「第２条

第３項」に改める。
第３項」に改める。
付則第２条の２の３第１項中「及び扶養親 付則第２条の２の３第１項中「及び扶養親
族」の次に「（年齢16歳未満の者及び控除対 族」の次に「（年齢16歳未満の者及び控除対
象扶養親族に限る。以下この項において同 象扶養親族に限る。以下この項において同
じ。）」を加える。
じ。）」を加える。
付則第３条中「平成34年度」を「令和９年 付則第３条中「平成34年度」を「令和９年
度」に改める。
度」に改める。
附 則
附 則
（現行に同じ）
（略）
附 則
（施行期日）
第１条 この条例は、令和５年１月１日から施行する。ただし、第１条中千代田区特別区税
条例第 15 条第４項及び第６項、第 21 条の２第１項及び第２項、第 24 条第１項ただし書並
びに第 37 条の７の改正規定並びに同条例付則第８条第２項、第 14 条の２第４項並びに第
14 条の３第４項及び第６項の改正規定並びに次条第３項の規定は、令和６年１月１日から
施行する。
（区民税に関する経過措置）
第２条 第１条の規定による改正後の千代田区特別区税条例（以下「新条例」という。）第 25
条の２第１項の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支払を受け
るべき同項に規定する給与について提出する同項及び同条第２項に規定する申告書につい
て適用し、施行日前に支払を受けるべき第１条の規定による改正前の千代田区特別区税条
例（以下「旧条例」という。）第 25 条の２第１項に規定する給与について提出した同項及
び同条第２項に規定する申告書については、なお従前の例による。
２ 新条例第 25 条の３第１項の規定は、施行日以後に支払を受けるべき所得税法（昭和 40
年法律第 33 号）第 203 条の６第１項に規定する公的年金等（同法第 203 条の７の規定の適
用を受けるものを除く。以下「公的年金等」という。）について提出する新条例第 25 条の
３第１項に規定する申告書について適用し、施行日前に支払を受けるべき公的年金等につ
いて提出した旧条例第 25 条の３第１項に規定する申告書については、なお従前の例による。
３ 附則第１条ただし書に規定する改正規定による改正後の千代田区特別区税条例の規定は、
令和６年度以後の年度分の特別区民税（以下「区民税」という。）について適用し、令和５
年度分までの区民税については、なお従前の例による。

教育委員 会資料 １
令和４年 ７ 月５ 日

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部改正について

１

趣 旨
東京都等との均衡を図るため、教員特殊業務手当の見直しを行う。

２

改正内容
教員特殊業務手当の上限額を、教員特殊業務に従事した日１日につき 6,400 円を
１万 6,000 円に改正する。

３

改正する条例
幼稚園教育職員の給与に関する条例

４

改正した際の影響額等
裏面のとおり

５

新旧対照表
別紙のとおり

６

施行期日
公布の日。ただし、令和４年４月１日以後の勤務に係る教員特殊業務手当につい
て適用し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。

１ 対象人数
園長及び副園長を除く常勤の幼稚園教育職員

37 名

２ 改正による支給額の比較
手当支給対象者である幼稚園教育職員 37 名全員が、
「特に被害が甚大な災害
発生時における幼児を含む避難住民の救援業務」に１日従事した場合の支給総
額
改正前
改正後

236,800 円（内訳）日額 6,400 円×37 名
592,000 円（内訳）日額 16,000 円×37 名

改正差額＋355,200 円（一人当たり日額＋9,600 円）

３ 追加の予算措置
影響額が小さいことから、数日の従事であれば既定予算からの支給が可能。
ただし、大規模災害等で長期の従事が必要な場合は、他の災害対策経費と同
様に補正予算等での予算措置が必要となる。

別

紙

新旧対照表（抄）
○幼稚園教育職員の給与に関する条例
新（改正後）
（特殊勤務手当）
第16条 （現行に同じ）

旧（現 行）
（特殊勤務手当）
第16条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤
務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考
慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮
することが適当でないと認められるものに従事
する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊
勤務手当を支給する。
２ （現行に同じ）
２ 特殊勤務手当の支給額は、当該職員の給料の
100分の25を超えない範囲内において定める。た
だし、職務の性質により特別の必要がある場合
は、この限りでない。
第17条 （現行に同じ）
第17条 職員に支給する特殊勤務手当は、教員特
殊業務手当とする。
２ （現行に同じ）
２ 教員特殊業務手当は、職員が幼稚園の管理下
において行う非常災害時等の緊急業務に従事し
た場合で、当該業務が心身に著しい負担を与え
る程度のもの（人事委員会の承認を得て教育委
員会規則で定める程度のものに限る。）である
ときに支給する。
３ 教員特殊業務手当の額は、従事した日１日に ３ 教員特殊業務手当の額は、従事した日１日に
つき１万6,000円を超えない範囲内において、人 つき6,400円を超えない範囲内において、人事委
事委員会の承認を得て教育委員会規則で定め 員会の承認を得て教育委員会規則で定める。
る。
４ （現行に同じ）
４ 教員特殊業務手当は、管理職員特別勤務手当
を受ける職員には支給しない。
附 則
（施行期日等）
１ この条例は、公布の日から施行する。
２ この条例による改正後の幼稚園教育職員の給
与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）
第17条第３項の規定は、令和４年４月１日以後
の勤務に係る教員特殊業務手当について適用
し、同日前の勤務に係る教員特殊業務手当につ
いては、なお従前の例による。
（教員特殊業務手当の内払）
３ 改正後の条例第 17 条第３項の規定を適用する場
合においては、この条例による改正前の幼稚園教育
職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給さ
れた教員特殊業務手当は、
改正後の条例の規定によ
る教員特殊業務手当の内払とみなす。
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教育委員会資料２
令和４年７月５日

学校情報化優良校認定及び学校情報化先進地域認定について
本区ではこれまで、一人一台端末の環境整備や「千代田ＩＣＴ授業指針」の策定など、「ちよだ
スマートスクール」を推進してきた。
今般、こうしたＩＣＴを活用した教育を推進してきたことが評価され、学校情報化認定※１におい
て、区立全 11 校が「学校情報化優良校※２」に、千代田区教育委員会が「学校情報化先進地域※３」
として認定された。
１ 学校情報化認定※１とは
教育の情報化の推進を支援するため、
「情報化の推進体制」を整え、
「教科指導におけるＩＣＴ
活用」
「情報教育」
「校務の情報化」に積極的に取り組んでいる学校・自治体を称え、日本教育工
学協会※（後援：文部科学省）が認定している。
※学校教育にかかわる教員・研究者・企業が教育工学研究を通して、広くその成果を共有し、
普及啓発活動を基に、教育の向上に資するために組織化された団体である。
２ 学校情報化優良校※２について
教育の情報化に総合的に取り組み、情報化によって教育の質の
向上を実現している学校を認定する。
認定に当たっては、ＩＣＴ教育に関する学識者で構成される
学校情報化認定委員会（以下「認定委員会」という。）が、チェッ
クリストや指定された資料等のエビデンスを基に審査する。
３ 学校情報化先進地域※３について
自治体において「学校情報化優良校」として認定された学校の
割合が 80％以上に達した地域を認定する。
認定に当たっては、認定委員会が書類審査及び面談調査により
審査する。
４ 学校情報化認定に取り組むメリット
情報化の状況をチェックリストにより自己評価することで、以下のメリットがある。
（１）全国の学校の情報化レベルとの比較や進捗状況を把握することが可能となる。
（２）各学校の強み、足りない部分が確認でき、今後の目標が明確になる。
（３）先進的な学校づくりに取り組む教職員の努力を証明でき、
「学校情報化優良校」
、
「学校情報化先進地域」という誇りが、今後の授業改善への意欲につながる。
５ 今後の取組
学校情報化認定における「学校情報化優良校」として、各学校が継続して認定される
よう、
「ちよだスマートスクール」の充実を図っていく。

（参考）2020 年度以降の学校情報化優良校
年度
2022

学校
千代田区立麹町小学校、千代田区立千代田小学校、千代田区立昌平小学校、
千代田区立神田一橋中学校

2021

他 146 校

※令和４年６月５日現在

千代田区立番町小学校、千代田区立九段小学校、千代田区立和泉小学校、
千代田区立お茶の水小学校、千代田区立富士見小学校、千代田区立麹町中学校、
千代田区立九段中等教育学校

2020

全

他 434 校

311 校

（参考）学校情報化先進地域認定制度が始まった 2018 年度以降に認定された自治体
年度

自治体
青森県六ケ所村教育委員会（再認定）、東京都渋谷区教育委員会（再認定）

2022

熊本県益城町教育委員会、東京都千代田区教育委員会
※令和４年６月５日現在

2021

大阪府大阪市教育委員会、宮崎県西米良村教育委員会、福岡県大任町教育委員会

2020

福岡県うきは市教育委員会

2019
2018

長野県喬木村教育委員会、青森県六ケ所村教育委員会、東京都渋谷区教育委員会、
福岡県田川市教育委員会
静岡県川根本町教育委員会、愛媛県西条市教育委員会

※認定の有効期間は、認定を受けた年を含めて３年間で、更新する場合は再申請が必要

教育委員会資料３
令和４年７月５日

保育園等の不適正な職員配置について
株式会社グローバルキッズが設置運営する認可保育所及び認証保育所において、設置
者の関与の下、施設での勤務実態の無い職員について在籍しているかのように、名簿、
出勤簿等を偽造し、少なくとも平成２７年４月から令和元年１２月までの間、東京都内
各区に対して虚偽の報告を行い、運営費補助を不正に受給していた。
１ 本区において不正請求のあった施設及びその内容
（１）該当施設
グローバルキッズ飯田橋こども園（保育所型認定こども園）
千代田区富士見二丁目 14 番 37 号 富士見 EAST1･2 階
定員 137 名
（２）不適正内容
法定の保育士数は充足していたが、公定価格(国推奨レベル)分、区加算給付
分の職員について、実態のない職員１名を虚偽に配置していた。
（３）虚偽の報告を行っていた期間、補助金額
平成 28 年４月及び平成 29 年の７月から９月の合計４か月間
約 840,000 円
２ 今後の対応
（１）再発防止策
指導検査や補助金交付の際のチェック体制の強化を図る。
（２）現場保育士及び保護者への対応
本部から現場の保育士へはもちろんのこと、保護者等へ丁寧な説明を行うこ
と、また、保護者からの問い合わせに速やかに対応するよう、専用窓口、コ
ールセンターを設置することを要請する。
（３）グローバルキッズ社への措置（案）
①補助金の返還、違約金加算
②新規整備の参入停止
③区会議委員からの除籍・除名
④本部への特別指導検査の実施
（４）東京都の対応
①ホームページに監査結果の公表
②違約金を課すことについて国と協議中
《参考》その他区内にあるグローバルキッズが運営する園
施設名称
施設種別
グローバルキッズ飯田橋保育園
グローバルキッズ六番町園
グローバルキッズ経済産業省保育室
グローバルキッズ神田駅前保育園
グローバルキッズ飯田橋学童クラブ(第一・第二)

認可保育所
認可保育所
事業所内保育所
認可外保育所
学童クラブ

補助金

備考

あり
あり
あり
あり
あり

常設
常設
常設
緊急
常設

地 域 振 興 部 資 料 ２
令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日

令和 4 年度 地域循環型！チャレンジ・チェンジ小口応援補助金の実施について

１

事業目的
新型コロナウィルス感染症において、「新しい生活様式」に対応した「ウィズコロナ」・
「アフターコロナ」を見据え、企業自身が“新たなことに挑戦（チャレンジ）”および“事業
改革（チェンジ）”しなければ、競争に勝ち残れない時代を迎えている。
一方、急激な経営環境の変化は企業活動の体力を消耗させ、新たな事業展開に踏み出すこ
とそのものが、困難な状況が見受けられる。
このため、本区では昨年度、専門家による経営相談を実施しながら企業の課題を経営者と
共有し、解決するための取り組みに対する資金補助することで、区内小規模事業者のチャレ
ンジ・チェンジを後押ししてきた。
この取り組みを踏まえ、今年度においては、区内小規模事業者の改革を支援するととも
に、区内での取引を促すことで地域循環型の経済活性化を図るため以下の事業を実施する。

２

内容
（１）補助対象
区内で 1 年以上活動する従業員 20 名以下（卸売業・商業・サービス業は 5 名以下）の
小規模事業者

⇒申請前に経営相談を受けることを条件

（２）限度額・補助率
20 万円まで

10 分 9 以内

（３）申請スケジュール（予定）
令和 4 年 8 月中旬～令和 4 年 12 月 28 日
（４）対象となる取組・費用


事業継続・成長のため自社にとって初めての取組にかかわる費用



原則、区内の事業者・店舗から購入やサービスを受けた費用

（５）特徴


手続きの簡略化や幅広い取り組み支援、専門家による伴走等により、本事業の使い
勝手の向上を図り、新たな切り口による利用企業の掘り起こしを行う。



対象経費を原則区内の事業者からの購入やサービスの提供に限定することで、地域経
済の活性化や、顔の見える“新たなつながり”構築の機会創出を図る。

３

概算経費
46,000 千円

４

令和 3 年度の実績
（１）実績
交付確定件数

516 件

交付確定額

199,980 千円

件数

割合

一般枠

209 件（214）

36.8%（39.3%）

特別枠

328 件（331）

63.2%（60.7%）

（２）利用企業アンケート結果の抜粋
（ア）利用目的
新しい取引先（顧客）の開拓

51.8%

既存商品（サービス）の付加価値向上

37.4%

（イ）利用した対象経費
設備投資（PC 含む）

53.6%

HP(ホームページ)や SNS の制作・改修

39.3%

（ウ）補助金の効果
業務の効率化が図れた

44.0%

顧客満足度が高まった

35.1%

（エ）本補助金の魅力
新たな取組みへの後押し

80.9%

審査が早い

36.9%

申請手続きが簡単

33.4%

（３）活用事例

５

事例①

消費者向け輸入品を、「BtoC」だけでなく「BtoB」展開のため展示会に出展

事例②

飲食店用材料の新たな利用価値の提案による販売量の拡大

令和 3 年度との主な違い
令和 3 年度

令和 4 年度

一般枠

30 万円

特別枠(飲食等以外)

50 万円

上限額
対象経費(購入先)
その他

20 万円
制約なし

原則区内の事業者
昨年度利用者の申請は不可

地 域 振 興 部 資 料 ３ -1
令 和 ４ 年 ７ 月 ５ 日

千代田区商工振興基本計画の改定に関する骨子案の修正等について
１

基本方針 1（ちよだの立地を活かした中小企業等の振興）について
個別方針１を修正予定
「多様な事業者の誘致を推進し、イノベーションの創出を促進」
今後一層、中小企業や創業希望者、スタートアップ等多様な事業者が集まる街
にしていくため、事業者の交流やチャレンジによってイノベーションが創出され
る環境づくりを進め、区内経済の好循環を作っていく。
【修正する理由】
個別方針を、スタートアップや創業希望者と列挙していたことにより、対象が分かりにく
かったため。
＊イノベーションの意味
新結合といわれる新しい仕組みや組み合わせの事で、企業や組織が成長するた
めに新しいアイデアを導入する行為で、産み出すための大きな条件として多様性
が必要と言われている。

２

基本方針４（ちよだの信頼を強固にする地方連携）について
方針の名称を「ちよだと地方相互の発展につながる連携の推進」と修正予定
【修正する理由】
表現を柔らかくすることで、より区民に伝わりやすくするため

３

今後について
7 月下旬実施予定の令和 4 年度第 1 回商工振興連絡調整会議で、上記変更案について

意見を頂き、計画素案に反映する。

千代田区商工振興基本計画改定の骨子案
１．改定計画における基本理念及び４つの基本方針（案）
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２．個別方針（案）

【改定に向けた基本的な考え方 】

基本方針１：ちよだの立地を活かした中小企業等の振興

〇上位計画である「ちよだみらいプロジェクト」やその他関連計画、アフターコロナ等の
社会環境の変化、地域経済の状況、後述する「ちよだ特性」を踏まえ策定
〇今回の改定を機に「千代田区観光ビジョン」を取り込み、一体的に観光分野を位置付け
〇これに合わせ、計画の名称を「千代田区商工振興基本計画」から「千代田区産業振興基
本計画」に変更してはどうか

１-１多様な事業者の誘致を推進し、イノベーションの創出を促進
今後一層、中小企業や創業希望者、スタートアップ等多様な事業者が集まる街にしていくため、事業
者の交流やチャレンジによってイノベーションが創出される環境づくりを進め、区内経済の好循環を作って
いく

【基本理念】

１-３中小企業の積極的な取組みを応援
変化の激しい社会経済状況の中、産業財産権の取得や展示会への出展など、積極的な事業展開を
行う中小企業を支援していく

〇各種調査等を踏まえ、千代田区ならで
はの強みとなっている特性を右記の６つ
の視点から構成される「ちよだ特性」と
して整理
〇これらの特性を高めていくことが区内産
業の発展に重要であることから、基本理
念を「ちよだの暮らしとまちのステイタ
スを形成する産業まちづくり」と設定

基本方針２：ちよだの各街ブランドを活かした産業の活性化
２-１商工関係団体の活動・組織の強化
イベントや祭り等の様々な催事を行い、街の賑わいづくりに寄与している商店街を中心とした商工関係
団体等の活動や組織力強化を通し、「ちよだ」の各街の賑わい創出に向けた取組みを進めていく
２-２商店街の活力の維持・向上を支援
今後も柔軟・機動的な支援を展開しつつ、課題である組織の高齢化への対応についても支援を検討

【施策体系】

２-３各街の個性を引き立たせ、魅力を強化
各街の特徴となっている商品やサービス等を改めて調査し、その魅力を引き出し高めていくことで、ちよだ
のブランド力向上、街の活性化を図る

上位計画や基本理念に基づき、４つの
基本方針（「ちよだの立地を活かした中
小企業等の振興」、「ちよだの各街ブラ
ンドを活かした産業の活性化」、「ちよ
だの特性を活かした観光の振興」、「ち
よだの信頼を強固にする地方連携」）と
これに基づく個別方針を以下のとおり設
定
基本理念

ち
よ
だ
形の
成暮
すら
るし
産と
業ま
まち
ちの
づス
くテ
りイ
タ
ス
を

１-２中小企業の経営安定化支援
コロナ禍の状況を勘案し、区が従前より力を入れて実施してきた、経営安定化支援に関する取組みを
強化し、地域経済の安定化を図っていく

基本方針３：ちよだの特性を活かした観光の振興
３-１既存観光資源の魅力の強化、新たな観光資源の発掘・創出
各街の既存観光資源の魅力を高めるとともに、新たな観光資源を発掘・創出することで、観光客のさら
なる増加を図り、地域経済の活性化を目指す
３-２街なか回遊の推進
「千代田区ウォーカブルまちづくり戦略」のハード面の取組みと歩調を合わせ、観光振興の観点からソフ
ト面の取組みを実施することで、ハード・ソフト両面で区内エリアの回遊性を高め、街なか観光を推進

基本方針

個別方針

ちよだの立地を活かした
中小企業等の振興

①多様な事業者の誘致を推進し、イノベーションの創出を促
進
②中小企業の経営安定化支援
③中小企業の積極的な取組みを応援

ちよだの各街ブランドを
活かした産業の活性化

①商工関係団体の活動・組織の強化
②商店街の活力の維持・向上を支援
③各街の個性を引き立たせ、魅力を強化

基本方針４：ちよだと地方相互の発展につながる連携の推進

ちよだの特性を
活かした観光の振興

①既存観光資源の魅力の強化、新たな観光資源の発掘・創出
②街なか回遊の推進
③アフターコロナを見据えたインバウンドを含む来街者への対応強化

４-１千代田区の信頼を活かし、互恵関係を築く地方との連携の推進
「千代田区における地方との連携のあり方」策定から５年が経過するのを機に、千代田区-地方の双方
がメリットを享受できるよう、改めて内容を見直すとともに、民間事業者を巻き込む等、これまで以上に効
果的な連携ができるよう検討

ちよだと地方相互の発展
につながる連携の推進

①千代田区の信頼を活かし、互恵関係を築く地方との連携
の推進
②区民生活を豊かにする取組みの支援

４-２区民生活を豊かにする取組みの支援
地方の有益な特産品やサービスを区民に還元するとともに、地方独自の魅力を区から発信することで、
千代田区と地方の双方の振興に取り組む

３-３アフターコロナを見据えたインバウンドを含む来街者への対応強化
インバウンドの戻りを見据え、観光客の利便性向上や効果的な情報発信を行っていくため、観光動向
等のデータ蓄積・分析を視野に入れた観光のICT化やデジタル化に取り組む
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１．改定計画における基本理念及び４つの基本方針（案）
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２．個別方針（案）

【改定に向けた基本的な考え方 】

基本方針１：ちよだの立地を活かした中小企業等の振興

〇上位計画である「ちよだみらいプロジェクト」やその他関連計画、アフターコロナ等の
社会環境の変化、地域経済の状況、後述する「ちよだ特性」を踏まえ策定
〇今回の改定を機に「千代田区観光ビジョン」を取り込み、一体的に観光分野を位置付け
〇これに合わせ、計画の名称を「千代田区商工振興基本計画」から「千代田区産業振興基
本計画」に変更してはどうか

１-１スタートアップや創業希望者の誘致を推進し、イノベーションの創出を促進
区を今後一層スタートアップや創業希望者が集まる街にしていくため、スタートアップによってイノベーション
が創出される環境づくりを進め、都市の生産性を高め、区内経済の好循環を作っていく

【基本理念】

１-３中小企業の積極的な取組みを応援
変化の激しい社会経済状況の中、産業財産権の取得や展示会への出展など、積極的な事業展開を
行う中小企業を支援していく

〇各種調査等を踏まえ、千代田区ならで
はの強みとなっている特性を右記の６つ
の視点から構成される「ちよだ特性」と
して整理
〇これらの特性を高めていくことが区内産
業の発展に重要であることから、基本理
念を「ちよだの暮らしとまちのステイタ
スを形成する産業まちづくり」と設定

基本方針２：ちよだの各街ブランドを活かした産業の活性化
２-１商工関係団体の活動・組織の強化
イベントや祭り等の様々な催事を行い、街の賑わいづくりに寄与している商店街を中心とした商工関係
団体等の活動や組織力強化を通し、「ちよだ」の各街の賑わい創出に向けた取組みを進めていく
２-２商店街の活力の維持・向上を支援
今後も柔軟・機動的な支援を展開しつつ、課題である組織の高齢化への対応についても支援を検討

【施策体系】

２-３各街の個性を引き立たせ、魅力を強化
各街の特徴となっている商品やサービス等を改めて調査し、その魅力を引き出し高めていくことで、ちよだ
のブランド力向上、街の活性化を図る

上位計画や基本理念に基づき、４つの
基本方針（「ちよだの立地を活かした中
小企業等の振興」、「ちよだの各街ブラ
ンドを活かした産業の活性化」、「ちよ
だの特性を活かした観光の振興」、「ち
よだの信頼を強固にする地方連携」）と
これに基づく個別方針を以下のとおり設
定
基本理念

ち
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形の
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１-２中小企業の経営安定化支援
コロナ禍の状況を勘案し、区が従前より力を入れて実施してきた、経営安定化支援に関する取組みを
強化し、地域経済の安定化を図っていく

基本方針３：ちよだの特性を活かした観光の振興
３-１既存観光資源の魅力の強化、新たな観光資源の発掘・創出
各街の既存観光資源の魅力を高めるとともに、新たな観光資源を発掘・創出することで、観光客のさら
なる増加を図り、地域経済の活性化を目指す
３-２街なか回遊の推進
「千代田区ウォーカブルまちづくり戦略」のハード面の取組みと歩調を合わせ、観光振興の観点からソフ
ト面の取組みを実施することで、ハード・ソフト両面で区内エリアの回遊性を高め、街なか観光を推進

基本方針

個別方針

ちよだの立地を活かした
中小企業等の振興

①スタートアップや創業希望者の誘致を推進し、イノベーショ
ンの創出を促進
②中小企業の経営安定化支援
③中小企業の積極的な取組みを応援

ちよだの各街ブランドを
活かした産業の活性化

①商工関係団体の活動・組織の強化
②商店街の活力の維持・向上を支援
③各街の個性を引き立たせ、魅力を強化

基本方針４：ちよだの信頼を強固にする地方連携

ちよだの特性を
活かした観光の振興

①既存観光資源の魅力の強化、新たな観光資源の発掘・創出
②街なか回遊の推進
③アフターコロナを見据えたインバウンドを含む来街者への対応強化

４-１千代田区の信頼を活かし、互恵関係を築く地方との連携の推進
「千代田区における地方との連携のあり方」策定から５年が経過するのを機に、千代田区-地方の双方
がメリットを享受できるよう、改めて内容を見直すとともに、民間事業者を巻き込む等、これまで以上に効
果的な連携ができるよう検討

ちよだの信頼を
強固にする地方連携

①千代田区の信頼を活かし、互恵関係を築く地方との連携
の推進
②区民生活を豊かにする取組みの支援

４-２区民生活を豊かにする取組みの支援
地方の有益な特産品やサービスを区民に還元するとともに、地方独自の魅力を区から発信することで、
千代田区と地方の双方の振興に取り組む

３-３アフターコロナを見据えたインバウンドを含む来街者への対応強化
インバウンドの戻りを見据え、観光客の利便性向上や効果的な情報発信を行っていくため、観光動向
等のデータ蓄積・分析を視野に入れた観光のICT化やデジタル化に取り組む
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千代田区の新産業支援について

１

千代田区における産業振興について
(1) 現状
①千代田区においては経営安定化、積極的な経営支援、創業支援など、小規模事業者や中小
企業に対する振興策を展開している。一方で、一定数の廃業や転出が発生することを考慮す
ると、一層の創業支援や新しい産業の誘致が必要とされている。
②また、区内事業者はウィズコロナ・ポストコロナへの対応、デジタル化の進展への対応。
サプライチェーンに組み込まれている業種においては、SDGs、ESG などへの対応も必要と
されているなど、競争環境の変化、昼間人口減少などの社会環境の変化による影響を受けて
いる。
(2) 課題
①小規模事業者や中小企業においては、それらの社会環境の変化に対して、俊敏かつ柔軟な
対応が求められている。課題解決のためには、従来の延長線ではない生産性の継続的な向上
や新たな付加価値の提供が必要とされている。また、そのような課題解決策は、小規模事業
者や中小企業においては、一事業者単体での解決が困難になりつつある。
(3)創業環境の変化
①一方、起業については従来型のスモールビジネス型の起業者だけではなく、成長志向の
革新的なビジネスを狙うスタートアップ型の起業者が増えている。スタートアップは成長

東京都中小企業振興公社主催セミナーより
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志向の革新的なビジネスを狙う起業者と定義され、従来型のスモールビジネス型に比較し
1.6 倍の生産性や 9 倍の波及効果を持つとされている。(欧州経済政策研究所調べ)

スタートアップ
成長方法

市場環境

スモールビジネス

Ｊカーブを描く、成長したら巨額の

線形的に成長、安定的なリターンを着実に

リターンを短期間で産む

得ることができる

市場が存在することが確認されていな

既に市場が存在することが証明されている

い不確実な環境のもとで競争が行わ

市場環境の変化は少ない

れ、タイミング（時機とスピード感）
が非常に重要
スケール

ステークホルダ
ー
インセンティブ

初期は少数だが一気に多くの人に届け

少数から徐々に増やすことができる、少数

ることができる

のままで運用できる

ベンチャーキャピタリストやエンジェ

自己資金、銀行

ル投資家
上場や買収によるストックオプショ

安定的に出せる給料

ン、キャピタルゲイン
対応可能市場

イノベーション
手法
資金調達方法
成功企業例

労働力の調達・サービスの消費があら

労働力の調達・サービスの消費が行われる

ゆる場所で行われる

場所は限定される

破壊的イノベーション（既存市場を再

持続的イノベーション（既存市場をベー

定義）

ス）

投資

融資

楽天市場

スープストック東京

②スタートアップとスモールビジネスを項目で対比すると、主な相違点は市場環境、イノベーション
手法、資金調達方法に見られる。また、類似語として、ベンチャーと起業家という用語が存在する
が、どちらも設立が間もなくビジネス規模や社員数が少ない事を示している。スタートアップとス
モールビジネスの両者を包含した定義となっている。

(4)中小企業の課題解決の可能性
①スタートアップの画期的なアイデアは、大企業だけでなく、小規模事業者や中小企業にとって、課
題解決の手段としての活用の機会が多いと考えられる。スタートアップはタイミングを重視してお
り、大企業では一定のビジネス規模が見込めない場合、意思決定に時間を要する。一方、小規模事業
者や中小企業の方が意思決定の時間が短く協働がしやすいとされている。また、規模が小さい故に小
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規模事業者や中小企業の方が、画期的アイデアの採用による高い波及効果の恩恵を受けやすいと考え
られる。
②従って、区内の小規模事業者や中小企業にとって、身近にスタートアップが集積することは生産性
向上や、新たな付加価値創造への可能性を高める環境づくりとなる。その環境を生かし、事業者自ら
がビジネスモデルを発展させていただく形で千代田区の商工業の発展に資するものと考えられる。
(5)スタートアップ集積の条件について
①スタートアップはスタートアップ同士で意見交換できる集う場。ピッチ大会*など、ベンチャー
キャピタルや専門家やメンターとの接点の場。サービスや製品の試行的な実験の場。これらの場を
スタートアップは必要としている。これらの場を提供することが、スタートアップが集積する一つの
条件となりつつある。
*ピッチ大会：スタートアップが短いプレゼンテーションによって自社の魅力や将来性について投資家に
売り込みしたり、専門家の指南を受ける場

(6)スタートアップの誘致について
スタートアップはこれまでの起業とはタイプが異なることから、国や都や他の自治体において
も様々な取組みを実施してきた。
・国や都は、持続的な成長や国際競争力強化のため、スタートアップの増加数や世界的なユニ
コーン企業（高成長企業）の輩出数等を目標に設定。長期的な視点で広域的エリアにス
タートアップが集まり、世界に伍するスタートアップの誕生が見込まれる。また、公的な
研究機関や教育機関、官民ファンド等を介して、高度な研究技術開発、資金提供等を手掛
ける。
・渋谷区は国の制度によりスタートアップ支援を制度的に実施。所管はグローバル拠点都市推進
室。グローバル支援が特長。“Innovation for New Normal From Shibuya”官民連携オー
プンイノベーション企画を実施中。渋谷駅徒歩圏内の 2000 以上のスタートアップと
100 以上の SU オフィススペースを背景として、1 年間の就労ビザ提供、日本での法人
登記支援などを実施。東急電鉄などがビットバレー企業群と協働で支援。
・品川区は“五反田アクセラレーションプログラム”を実施中。SONY、アマゾン、伊藤忠子会社
等と、SHIPS（品川産業支援交流施設）、「五反田バレー」が一体となって産業活性
化、創業支援、商店街支援を実施。R4 年度は「品川新規事業創出（事業共創）プログ
ラム」を実施。渋谷区の Creww（オリックス、日本政策投資銀行などが株主）が管理
委託者としてスタートアップスタジオを運営。品川区の中小企業(製造業)の課題解決に
全国のスタートアップの力を借りる方法。企業の集合体としての「五反田バレー」の形
成や、品川区との関係性構築など、ここに至るまでに相当の準備期間を要している。
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・その他の特別区では名称はスタートアップ支援であっても、主としてスモールビジネス支援型
で進んでいる。集う場所としてネットワーキング（成功事例講演、タテヨコナナメの関
係構築）、専門家伴走支援と開業融資支援などが中心施策。但し、大田区、墨田区、世
田谷区はプロジェクト名など、スタートアップを意識した創業支援を実施。
(7)千代田区のスタートアップ支援施策の方向性
①他地区のスタートアップへの支援が加速すると、相対的に千代田区に魅力を感じるスタート
アップ事業者が減少し、集積が進まない可能性を生じる。それは区内の小規模事業者や中小企
業の課題解決や生産性向上を遠ざける事につながりかねない。
②また、国や都の施策は区内事業者や区の課題の解決を直接的に委ねられるものではない。 品
川区では「五反田バレー」として地域特性を生かした企業集積と、区内の中小企業の生産性向
上にスタートアップの力を借り、直接的に効果を得ている。
③スタートアップはイメージリーダーとしての側面があり、スタートアップが集積することに
よって、魅力ある創業の地としての千代田のイメージが高まり、スモールビジネス型の起業者
もさらに集まりやすくなる。
④千代田区としてもスタートアップへの支援を大企業中心で誘致を進める大丸有エリアとは
違った形で、鍵となる集う場、接点の場、実験の場を効率的に整備し、スタートアップも含め
た創業支援を進め、区内での創業や集積を進めることによって、地域の賑わいと安心・安全を
作り出して行きたい。

p. 4
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戸籍システム機器更新に伴うコンビニ交付サービスの停止について
平成 29 年から使用している戸籍システム機器類（PC 端末、サーバなど）が、
令和４年８月末で保守可能期間が終了となるため、新機器に更新し安定した運
用を維持する。
機器の更新に伴い、新旧機器の入替え作業時とシステム構築段階における証
明書発行テスト時に、マイナンバーカード（個人番号カード）を使ってのコンビ
ニエンスストアでの戸籍証明書交付を停止する。
1. 戸籍証明書のコンビニ交付停止スケジュール
日程

事由

８月 12 日（金）

１回目テスト

８月 18 日（木）

２回目テスト・３回目テスト

８月 26 日（金）～28 日（日）

新旧機器の入替え作業

８月 29 日（月）

４回目テスト

※ 9 月 1 日（木）～ 新機器での運用開始
2. 周知
７月 20 日号広報千代田及びホームページ掲載
3. その他の証明
住民票の写し、印鑑登録証明書、住民税の証明書については、上記期間もコ
ンビニ交付可能
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窓口キャッシュレスの実施について
１

概要
窓口利用者の利便性向上等の観点から、窓口にキャッシュレス決済端末を導入し、クレ
ジットカード、電子マネー、ＱＲコード決済により、各種証明書発行手数料等の支払いが
できるようにする。

２

対象窓口
総合窓口課及び全出張所窓口

３

対象科目

（１）手数料
・戸籍手数料
・雑証明手数料（住民基本台帳手数料、印鑑手数料、納税証明手数料）
・畜犬登録等手数料
・狂犬病予防注射済票交付手数料
（２）使用料
・区民館使用料
・学校使用料及び児童館使用料（コミュニティスクール分）

４

対応決済種別

５

スケジュール
７月20日（水）

区広報紙及び区ＨＰ掲載

８月１日（月）～

キャッシュレス決済利用開始

