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令和４年（2022年）10月21日（金曜日） No.１５１７区のおしらせ 1 0 月 2 1 日号

　令和４年度の一般会計補正予算お
よび介護保険事業会計補正予算が、
９月に開かれた第３回区議会定例会
で可決されました。
　今回の補正予算は、追加分を合わ
せ、別表のとおりです。
主な内容
京橋図書館移転に伴う本庁舎レイア
ウト改修（－万円）
　本庁舎における来庁者の利便性向
上や狭

きょう

隘
あ い

化
か

の解消などを図るため、
京橋図書館の移転に伴い生じる地下
１・２階の跡スペースの他、地上１
階の一部および４階のレイアウト改
修を行います。
・工期
　令和５年４月～令和６年11月（予定）
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急
支援給付金（９億1,453万７千円）
　電力・ガス・食料品などの価格高
騰による負担増を踏まえ、特に家計
への影響が大きい住民税非課税世帯
などに対する生活の支援を目的とし

て、緊急支援給付金を支給します。
・支給額
　１世帯あたり５万円
子ども医療費助成の対象拡大に向け
た準備（1,142万８千円）
　令和５年４月から子ども医療費助
成の対象を、18歳に達する年度末ま
で拡大するため、その準備に要する
事務費を計上します。
高齢者向け区内共通買物・食事券の
臨時給付（３億5,529万７千円）
　コロナ禍が長期化する中、原油価
格・物価高騰に加え、主要な収入源
である公的年金の引き下げにより厳
しい生活環境に置かれている高齢者
を支援することを目的に、区内共通
買物・食事券を支給します。
・支給額
　１人につき12,000円分
自宅療養者サポートセンターの設置
期間の延長（3,108万８千円）
　新型コロナウイルス感染症への対
応の長期化や感染拡大に対応するた

　気軽に楽しく生きがいづくりに取
り組めるよう、シニアセンター内に

「生きがい活動支援室」を開設してい
ます。
日　時
　月～土曜日（祝日・休日、年末年
始を除く）午前９時～午後５時
対　象
　50歳以上の区内在住者
内　容
・ 生きがいづくりに関する相談（健

康・家庭問題・暮らし・社会参加
など）を受け、実際の行動につな
がる助言を行っています。

・ 仲間づくりや団体活動に積極的に
参加し、生きがいを持って生活で
きるよう、専門相談員（生きがい
活動リーダー）による「生きがいひ
ろば」や、老化予防・健康づくり
の参考となる講座などを開催して
いる他、社会参加活動を支援する

ため、「生きがい活動支援室だよ
り」の発行や区主催の講座・教室、
サークル活動などの情報を提供し
ています。
生きがい相談
日程など
　いきいき館(敬老館）を利用してい
る方に対し、次の日時で「生きがい
相談」を開設しています。
・いきいき桜川（桜川敬老館）
　毎月第１金曜日
・いきいき浜町（浜町敬老館）
　毎月第１月曜日
・いきいき勝どき（勝どき敬老館）
　毎月第２月曜日
　 午後１時～４時（祝日、年末年始

を除く）
逢シニアセンター
　☎（３５３１）７８１３
茜生きがい活動支援室
　http://chuosenior.ec-net.jp/

日　時
　10月22日 (土) ～　　　
公開チャンネル
　子どもとためす環境ま
つりチャンネル
内　容
　子どもから大人まで、誰でも楽し
みながら環境について学習できるイ
ベント動画をYouTubeで配信しま
す。

主　催
　中央区環境保全ネットワーク
後　援
　中央区、中央区教育委員会、環境
省関東地方環境事務所、東京都環境
局、東京商工会議所中央支部、中央
区社会福祉協議会
逢�中央区環境保全ネット

ワーク事務局　担当：
岸本

　☎（３５３６）４４８８

　11月 ９日（水）か ら15日（火）ま で
「秋の火災予防運動期間」です。
　区内２カ所で火災予防に関するイ
ベントを開催します。
京橋地域　築地出張所庁舎開放
日　時
　11月12日（土）　午前９時～正午
会　場
　京橋消防署築地出張所（明石町１
－27）
内　容
　子どもたちを対象とした消防士体
験コーナーをはじめ、模擬消火器に
よる初期消火訓練、通報訓練を実施
します。

月島地域　火災予防フェスin晴海
トリトンスクエア
日　時
　11月14日(月)　正午～午後３時
会　場
　桜の散歩道(晴海１－８)
内　容
　ⅤＲ防災訓練車による火災の疑似
体験、本物の消火器を使用した初期
消火訓練などを行います。
共　通

　当日、直接会場へお越しください。
逢京橋消防署予防課防火管理係
　☎(３５６４)０１１９
　臨港消防署予防課防火管理係
　☎(３５３４)０１１９

　消防団員は非常勤の地方公務員で、
普段は仕事や学業などを持ちながら、
災害発生時には、地域防災の要とし
て活動します。
　区内の各消防団は、日頃から消火
訓練や応急救護訓練などを通じて災
害に備える他、地域の防災訓練の指
導や各種行事の警戒など、地域防災
力の向上に向けて熱心に取り組んで
います。
　災害からわがまちを守るため、職
種、性別を問わず皆さんの入団をお
待ちしています。

入団資格
　18歳以上の区内在住・在勤・在学
で健康な方
入団後の待遇
　報酬などの支給や公務災害補償、
制服の支給、表彰制度があります。
逢京橋消防団本部（京橋消防署内）
　☎（３５６４）０１１９
　 日本橋消防団本部（日本橋消防署

内）
　☎（３６６６）０１１９
　臨港消防団本部（臨港消防署内）
　☎（３５３４）０１１９

め、自宅療養者サポートセンターの
設置期間を延長します。
・設置期間（延長後）
　令和５年３月まで
自然エネルギー・省エネルギー機器
等導入費助成の拡充
（１億2,000万円）
　原油価格・物価高騰の影響を受け
ている区民・事業者などに対する支
援ならびに電力需給のひっ迫が見込
まれる中での節電への取り組みを一
層促進するため、自然エネルギー・
省エネルギー機器などの導入費助成
制度を拡充します。
・拡充期間
　10月～令和６年３月
首都高速道路日本橋区間地下化事業
における拠出金（63億円）
　首都高速道路日本橋区間地下化事
業の資金の一部として拠出します。
首都高速道路上部空間の活用に向け
た整備（－万円）
　築地川アメニティ整備構想を実現
するため、首都高速道路（株）が実施
する大規模更新にあわせ、首都高速
道路上部空間の活用に必要となる覆
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に関連する概略設計を行います。
・設計範囲
　三吉橋～祝橋区間
日本橋中学校の改築に伴う仮校舎の
整備（2,442万円）
　今後の生徒数増加への対応に加え、
良好な学習空間の確保を図るため、
日本橋中学校の改築を行います。令

和４年度には、改築中における仮校
舎の整備に向けた事前調査を行いま
す。
その他、上半期の実績を踏まえた予
算の増額
・過誤納還付金
　（4,400万円）
・ 晴海特別出張所（仮称）等複合施設

における地中障害対応
　（5,300万円）
・特定不妊治療医療費助成
　（2,900万円）
・感染症患者入院医療費
　（１億円）
中央区財政白書の発行

　区財政の現状について、全国・特
別区平均との比較や、区の年間経費
を１万円に置き換えた場合の目的別
の使われ方などを示しながら、分か
りやすく解説しています。また、区
の公会計制度に基づき作成した財務
諸表を用い、ストック情報やフルコ
スト情報から見た財務分析を行って
います。
　区財政への理解を深めていただく
ため、ぜひお読みください。
◎ 区役所１階情報公開コーナーで有

償頒布する他、区ホームページで
もご覧いただけます。

逢財政課財政担当
　☎（３５４６）５２５５
茜�https://www.city.chuo.lg.jp/

kusei/zaisei/hakusyo/hakusyo. 
html

2022年 子どもとためす環境まつり
～ネットを通して環境について学んでみよう！～

WEB版

別表
補正予算額 補正後の予算額

一般会計 84億5,243万2千円 1,350億8,266万3千円
介護保険事業会計 3億1,543万円 94億2,780万5千円

合　計 87億6,786万2千円 1,445億1,046万8千円

補正予算のあらまし
87億6,786万２千円を増額補正

秋の火災予防運動 生きがい活動支援室のご案内

消防団員募集
わがまちを　わが手で守る　消防団


