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令和４年（2022年）12月21日（水曜日） No.１５２３区のおしらせ 1 2 月 2 1 日号

　区民の皆さんが納めた税金はどのように使われているかご存じですか。
　区では、区政への理解を深めていただくため、毎年６月と12月に財政状況をお知らせしていま
す。今回は令和３年度決算と、令和４年度上半期（４～９月）の予算の執行状況についてお知らせ
します。
逢財政課財政担当　☎（３５４６）５２５５

前年度との比較

特 別 会 計

（単位：千円）

福
祉
　

保
健
費

新型コロナウイルスワクチン接種 2,399,055
子育て世帯への臨時特別給付 1,351,359
ベビーシッターによる一時預かり利用支援事
業 28,135

教
育
費

晴海西小学校（仮称）・晴海西中学校（仮称）の
整備 10,969,134

本の森ちゅうおうの整備 1,256,870
小中学校におけるICT環境の整備 781,651

都
市
整
備
費

市街地再開発事業助成 15,882,448
銀座地区駐車場施設地域ルールの改正に向け
た検討 29,997

築地の活気とにぎわい継承・発展に向けたま
ちづくり 15,000

区
民
費

晴海特別出張所（仮称）の整備 3,651,420
商工業融資 2,682,471
キャッシュレス決済ポイント還元事業 232,036

環
境
　

土
木
費

首都高速道路上部空間の活用調査 17,006
中央区総合交通計画の改定 10,746
災害廃棄物処理計画の策定 5,361

総
務
費

280MHz帯域を活用した緊急告知ラジオの導
入 41,800

防災区民組織等への非常用電源確保の支援 10,750
国土強

きょう

靭
じん

化地域計画の策定 9,480

企
画
費

庁内ネットワークの更新 396,023
公共施設等総合管理方針の改定 11,440
AI－OCRおよびRPAの導入 3,320

●国民健康保険事業会計●
予算総額　133億7,557万4千円

●介護保険事業会計●
予算総額　92億7,657万4千円

●後期高齢者医療会計●
予算総額　30億3,585万6千円

歳　入 執行率 前年度比較 歳　入 執行率 前年度比較 歳　入 執行率 前年度比較
増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率

132億
6,121万7千円 99.1% 5億

4,024万7千円 4.2% 92億
2,464万5千円 99.4% 2億

9,811万2千円 3.3% 29億
9,371万7千円 98.6% 2,883万

2千円 1.0%

歳　出 執行率 前年度比較 歳　出 執行率 前年度比較 歳　出 執行率 前年度比較
増減額 増減率 増減額 増減率 増減額 増減率

129億
7,781万5千円 97.0% 4億

7,004万9千円 3.8% 89億567万円 96.0% 3億
4,134万1千円 4.0% 29億

6,782万4千円 97.8% 2,104万
7千円 0.7%

歳　入
前年度比較

増減額 増減率

1,338億4,104万3千円 △124億3,659万8千円 △8.5%

歳　出
前年度比較

増減額 増減率

1,304億7,208万3千円 △120億8,746万円 △8.5%

・特別区交付金　81億3,580万5千円（56.7％）
令和3年度貸し付けにかかる中小企業関連資金融資あっ
せん事業のコロナ緊急対策経費の臨時算定などによる基
準財政需要額の増に伴う普通交付金の増
・特別区債　81億3,480万円（272.9％）

晴海西小学校（仮称）及び晴海西中学校（仮称）の整備など
に伴う教育債の増

増
　
加

・財産収入　△151億1,529万円（△90.1％）
東京駅前八重洲一丁目東B地区及び日本橋一丁目中地区
市街地再開発事業に係る土地売払収入の皆減
・国庫支出金　△124億5,487万6千円（△35.7％）

特別定額給付金給付事業費補助金の皆減

減
　
少

～一般会計歳出決算額1,304億7,208万3千円を1万円に換算すると～

区役所運営
防災　選挙 広報  情報システム 区債（借金）の償還 議会の運営

環境　道路・公園整備学校・図書館運営 まちづくり　住宅管理
地域振興

商工観光　生涯学習

広報紙

福祉・子育て
健康推進

3,114円 福祉保健費 682円 環境土木費993円 2,187円 教育費 区民費1,480円 都市整備費

基金（貯金）の積立

諸
支出金670円 462円 総務費 288円 企画費 78円 公債費 46円 議会費

歳入合計
1,338億4,104万3千円
（100.0％）

特別区交付金
224億8,930万6千円
（16.8％）

国庫支出金
224億5,744万6千円
（16.8％）

特別区債
111億1,530万円
（8.3％）

都支出金
99億3,275万円
（7.4％）

使用料及び手数料
81億4,603万8千円
（6.1％）

地方消費税交付金
93億1,189万2千円
（7.0％）

繰入金
57億778万3千円
（4.3％）

繰越金
37億1,809万9千円（2.8％）

その他
74億4,977万円
（5.6％）

公債費
10億2,071万7千円（0.8％）

歳出合計
1,304億7,208万3千円
（100.0％）

福祉保健費
406億3,081万7千円
（31.1％）

教育費
285億3,284万9千円
（21.9％）

諸支出金
87億4,381万7千円
（6.7％）

都市整備費
193億1,032万3千円
（14.8％）

環境土木費
88億9,922万2千円
（6.8％）

区民費
129億5,454万6千円

（9.9％）

総務費
60億2,108万4千円
（4.6％）

企画費
37億5,812万5千円（2.9％）

議会費
6億58万4千円
（0.5％）

特別区税
335億1,265万9千円
（25.0％）

予算総額1,386億1,644万6千円 ●歳出決算額1,304億7,208万3千円
　執行率94.1％

●歳入決算額1,338億4,104万3千円
　執行率96.6％

◎数値はそれぞれ単位に合わせ四捨五入しているため、合計の数値とそれぞれの数値の合計が一致しない場合があります。

（単位：千円）

科　目
事業費

財源内訳

特定財源
一般財源

項 目 引き上げ分の 
地方消費税 その他

社会
福祉費

高齢者
福祉費 2,069,904 737,589 82,900 1,249,415

介護事業費 215,294 58,525 78,700 78,069
児童

福祉費
子育て
支援費 18,363,570 10,440,318 1,590,292 6,332,960

保健費 健康推進費 3,979,520 2,736,330 345,500 897,690
地方消費税交付金（社会保障財源分）計 2,097,392 －

（単位：千円）

使　途 事業費
財源内訳

特定
財源

一般財源
森林環境 
譲与税

その
他

森林
整備

中央区の
森の推進 32,545 17,913 14,630 2

木材
利用

案内板な
どの設置 3,621 1,810 1,811 0

合　計 16,441 －

あなたが納めた税金の使われ方

主な歳入［増減］ 主な歳出［主要事業］

地方消費税率引き上げ分の充当額

森林環境譲与税の使途

一　般　会　計
令和３年度決算の概要

中央区の財政状況を
お知らせします
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令和４年（2022年）12月21日（水曜日） No.１５２３区のおしらせ 1 2 月 2 1 日号

区民相談全般・窓口のご案内については、「まごころステーション」☎（3546）0561へお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

１　貸借対照表（令和４年３月31日現在）
　　区の資産、負債およびその差額である正味財産を表示し、区の財政状態を明らかにしています。

◎各表の金額は百万円未満を四捨五入しているため、合算した数値と合計が異なる場合があります。
◎（　）内の数値は、対前年度増減額です。

　区では平成29年度から、複式簿記・発生主義という企業会計の考え方を取り入れた公会計制度を導入しました。
公会計制度による財務諸表を作成することにより、公共施設や道路などの資産や特別区債などの負債といったス
トック情報が容易に把握できます。また、減価償却費や引当金繰入額などのコストが明らかになります。　
　財務諸表の詳しい内容や解説（令和４年度財政白書）は、区のホームページをご覧ください。　
逢会計室公会計担当　☎（３５４６）５４９５

（令和４年９月30日現在）
特別区民税調定額 325億7,983万4千円

人　口 171,419人

世帯数 96,535世帯
◎ 人口および世帯数は、令和４年１月１日（賦課期日）
　現在のものです。

執行状況（令和4年9月30日現在）

歳入歳出予算現額 1,364億8,468万1千円
（うち前年度からの繰越事業費　23億1,655万5千円）

支出済額 331億6,879万1千円（執行率24.3％）

収入済額 458億2,536万円（執行率 33.6％）

福祉保健費

区民費

都市整備費

環境土木費

諸支出金

教育費

その他

歳　出

国庫支出金

都支出金

特別区税

特別区
交付金

繰入金

使用料及び
賃借料

その他

歳　入

予算現額
収入済額・支出済額（率）

434億8,280万9千円
151億6,472万1千円（34.9%）

232億7,624万2千円
14億447万4千円（6.0%）

204億4,370万4千円
41億580万7千円（20.1%）

163億4,150万2千円
27億1,737万5千円（16.6%）

120億325万5千円
46億9,320万4千円（39.1%）

93億8,008万6千円
14億650万8千円（15.0%）

115億5,708万3千円
36億7,670万2千円（31.8%）

334億9,230万1千円
138億4,999万円（41.4%）

224億3,101万6千円
19億8,420万4千円（8.8%）

197億円
82億7,047万4千円（42.0%）

156億6,917万2千円
4,473万4千円（0.3%）

101億7,845万2千円
12億1,396万6千円（11.9%）

97億8,223万1千円
70億5,000万6千円（72.1%）

252億3,150万9千円
134億1,198万6千円（53.2%）

一　般　会　計 特別区民税区民負担の概況

令和4年9月末現在7,856億1,274万5千円
令和4年3月末に比べて290億351万5千円増えました。
土地（486,072.17㎡） 建物（588,259.93㎡） 工作物・動産・立木竹 有価証券など

5,854億4,087万1千円 1,920億2,100万4千円 66億3,412万5千円 15億1,674万5千円

区の公有財産

令和4年9月末現在737億4,702万4千円
令和4年3月末に比べて3億4,481万円増えました。

施設整備基金 教育施設整備基金 財政調整基金 減債基金
114億5,308万4千円 196億9,408万4千円 284億5,295万2千円 6億2,088万5千円
まちづくり支援基金 平和基金 交通環境改善基金 森とみどりの基金
35億8,760万1千円 1,232万6千円 5億4,383万7千円 3億2,390万5千円

文化振興基金 ふるさと応援基金 首都高速道路地下化等
都市基盤整備基金 介護保険給付準備基金

3億2,754万8千円 0千円 74億7,772万7千円 12億5,307万5千円

区の貯金（基金）

令和4年9月末現在300億9,304万2千円
令和4年3月末に比べて102億9,498万4千円増加しました。

福祉保健債 教育債 区民債

13億7,419万5千円 286億5,884万7千円 6,000 万円

区の借金（特別区債）
執行状況（令和4年9月30日現在）

会　計 予算現額 収入済額 執行率 支出済額 執行率

国民健康保険事業会計 130億8,983万6千円 53億3,224万4千円 40.7% 47億1,144万1千円 36.0%

介護保険事業会計 94億2,780万5千円 39億8,584万円 42.3% 37億3,574万8千円 39.6%

後期高齢者医療会計 34億6,905万2千円 11億7,135万円 33.8% 10億1,415万円 29.2%

特　別　会　計

１人当たり
19万60円

１世帯当たり
33万7,492円

令和４年度上半期の財政状況

中央区の財務諸表
（一般会計）

・現金預金 33億6,900万円
・基金 720億5,200万円
・公共施設など（土地、建物など） 2,652億200万円
・インフラ資産（道路、電線共同溝、橋など） 4兆4,850億2,700万円
・その他 131億1,500万円

・特別区債 304億6,300万円
・賞与引当金、退職給与引当金 92億8,900万円
・その他（建物償還費など） 25億1,700万円

資　産　4兆8,387億6,500万円（118億3,100万円の増） 負　債　422億6,900万円（97億3,500万円の増）

正味財産（資産－負債）
4兆7,964億9,600万円（20億9,600万円の増）

２　行政コスト計算書（令和３年４月１日～令和４年３月31日）
　 　行政活動に伴い発生した収入と費用の関係を明らかにしています。歳入歳出決算書とは異なり、資産形成に係る現金の収支は計上しません。また、減

価償却費や引当金繰入額など現金の支出を伴わない費用も計上します。

・人件費 146億4,100万円
・委託料、光熱水費、物品の購入など 272億1,100万円
・扶助費（法に基づく福祉給付など） 173億7,300万円
・他団体への交付金など 138億4,200万円
・投資的経費（工事請負費などのうち資産形成以外の経費） 196億5,000万円
・減価償却費（資産の価値減少分） 60億700万円
・その他 141億8,800万円

・特別区税 334億5,000万円
・地方譲与税 3億9,300万円
・特別区交付金 224億8,900万円
・その他の交付金 109億3,600万円
・国、都補助金のうち行政サービスの財源となるもの 311億3,700万円
・区施設の使用料や事務手数料 81億5,000万円
・その他 83億1,700万円

費　用　1,129億1,200万円（84億4,700万円の減） 収　入　1,148億7,200万円（122億7,500万円の減）

当期収支差額（収入－費用）
19億6,000万円（38億2,800万円の減）
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　令和４年度の一般会計補正予算が、
11月に開かれた第４回区議会定例会
で可決されました。
　今回の補正予算は、別表のとおり
です。
別表
補正予算額 補正後の予算額

10億4,256万5千円 1,361億2,522万8千円

主な内容
電力・ガス・食料品等価格高騰緊
急支援給付金（区独自分）
� （１億7,900万円）
　物価高騰による負担増を踏まえ、
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急
支援給付金（国基準）の対象外となる
住民税均等割のみ課税世帯に対し、
区独自の緊急支援給付金を支給しま
す。
　支給額：１世帯当たり５万円
障害・介護サービス事業所、保育
所等に対する物価高騰緊急支援
� （１億3,215万円）
　物価高騰などに直面する中、福祉
サービスの安定的な提供環境を維持
するとともに、利用者への負担転嫁
の抑止を図るため、区内の障害・介

護サービス事業所、保育所などに対
し、物価高騰影響相当額として支援
金を支給します。
　補助対象期間：令和４年４月～令
和５年３月
新型コロナウイルスワクチン接種
� （３億2,145万円）
　新型コロナウイルスワクチン接種
について、オミクロン株対応ワクチ
ンなどの接種開始に伴い、接種対象
者が拡大されることにより、接種件
数の増加が見込まれることなどから、
予算を増額します。
橋
きょう

梁
りょう

改修工事� （1,730万円）
　トリトンブリッジ改修工事におい
て、新型コロナウイルス感染症の影
響による工場の操業停止や原材料
費・輸送費の高騰などに伴い、工事
費を増額します。
　工期：令和４年12月～令和６年３
月（予定）
区施設における光熱費の増額
� （３億9,266万５千円）
　電気・ガス料金などの高騰に伴い、
予算を増額します。
逢財政課財政担当
　☎（３５４６）５２５５

　会計年度任用職員とは、地方公務
員法第22条の２第１項の規定に基づ
き任用される非常勤職員です。採用
されると、一般職の地方公務員とな
り、服務規定（職務専念義務や守秘
義務など）が適用されます。
雇用期間（予定）
　令和５年４月１日（土）～令和６年
３月31日（日）
◎ 募集職種、勤務条件な

ど詳しくは、２次元コ
ードからご覧ください。

◎ 各申込書はダウンロー
ドすることができます。
保育園職員
申し込み方法
　「中央区会計年度任用職員採用選
考申込書（区立保育園職員用）」に必
要事項を記入の上、令和５年１月13
日（必着）までに持参または郵送で申
し込む。
◎ 申込書には写真を貼付し、職務内

容および希望する勤務日数、勤務
時間を記入してください。

◎ 申込書は区役所６階子育て支援課
でも配布しています。
選考結果
　書類審査および面接の上、２月下
旬までに連絡します。
◎ 応募書類は返却できません。あら

かじめご了承ください。
◎ 年度途中での採用も行っています。

詳しくはお問い合わせください。
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　子育て支援課公立保育園係
　☎（３５４６）５３４４
児童館職員
申し込み方法
　「中央区会計年度任用職員採用選

考申込書」に必要事項を記載し、資
格を証明する書類の写しを同封し、
令和５年１月20日（必着）で郵送また
は持参をして申し込む。なお、申込
書には希望する職務内容および勤務
日数を記入してください。
◎ 詳しくは、２次元コードからご覧

ください。
◎ 申込書は、子ども家庭支援センタ

ーで配布します。
選考結果
　書類審査および面接の上、３月中
旬までに連絡します。
◎ 応募書類は返却できません。あら

かじめご了承ください。
逢〒104－0054
　中央区勝どき１－４－１
　子ども家庭支援センター事業係
　☎（３５３４）２１０３
子どもの居場所「プレディ」職員
プレディとは
　放課後などに学校施設を活用して、
子どもが安全に安心して過ごせる

「子どもの居場所」事業です。
勤務場所
　明石・有馬小学校のいずれか
勤務形態
　月20日、１日６時間勤務
・ 月～金曜日：正午～午後７時30分

までのうち６時間
・ 土曜日：午前８時15分～午後６時

までのうち６時間
・ 春・夏・冬休みなど：午前８時15

分から午後７時30分までのうち６
時間

◎ 日曜日、祝日、年末年始は休みで
す。
職務内容
・ 遊んでいる児童の安全確認および

指導

・ 軽症の応急処置など児童の健康確
認

・校内における児童の誘導
・プレディの管理運営事務など
募集人員
　４人程度
応募資格
　プレディの事業を理解していると
ともに児童福祉事業に熱意があり、
教員免許、看護師免許または保育士
資格、児童指導員任用資格（※）のい
ずれかを有する者

（※） 児童指導員任用資格とは、４年
生大学で社会福祉学科、心理学
などを専修する学科を卒業され
た方

報酬額
　192,008円（予定） 
　（通勤手当、期末手当は別途支給）
社会保険
　健康保険・厚生年金・雇用保険加入
応募方法
　所定の申込書に必要事項を記入の
上、令和５年１月17日（必着）までに
持参または郵送で申し込む。
◎  申込書は区役所６階教育委員会事

務局庶務課で配布します。
選考方法
　書類審査および面接
◎ 応募書類は返却できません。あら

かじめご了承ください。
◎ 持参する際は、年末年始の閉庁日

にご注意ください。
◎ 書類審査合格者には別途、面接日

を連絡します。
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　 教育委員会事務局庶務課プレディ

事業係
　☎（３５４６）５６９０

　物価高騰による負担増を踏まえた
区独自支援策として、電力・ガス・
食料品等価格高騰緊急支援給付金

（国基準）の対象外となる世帯のうち、
住民税均等割のみ課税世帯に対して、
１世帯当たり５万円を支給します。
◎ 家計急変などにより、電力・ガス・

食料品等価格高騰緊急支援給付金
（国基準）を受給した世帯は支給の
対象外です。
支給対象
　令和４年９月30日（基準日）におい
て、中央区の住民基本台帳に記録さ
れており、住民税の「均等割のみ課
税者」または「均等割のみ課税者と非
課税者」の世帯
◎ 住民税が課税されている者の扶養

親族などのみで構成される世帯は
対象となりません。
支給額
　１世帯当たり５万円
◎１世帯１回限り。
申請方法など
　対象となる世帯には、支給要件確
認書、ご案内兼書き方見本、返信用

封筒を順次送付しています。確認書
に記載された内容（氏名、住所、支
給口座など）を確認の上、必要事項
を記入し返信用封筒で返送してくだ
さい。その後書類を確認し、支給決
定や振込日を通知します。
◎ 対象と思われる世帯で、令和５年

１月末までに確認書が届いていな
い場合は、区コールセンターまで
お問い合わせください。

提出期限
　令和５年２月28日（消印有効）
◎ 確認書の提出がない場合、受給で

きません。
逢�・中央区緊急支援給付金（住民税

均等割のみ課税世帯分）専用窓口
（区役所１階）

・ 中央区緊急支援給付金（住民税均
等割のみ課税世帯分）コールセン
ター

　☎（３５４６）５５９９
　 （受付時間（共通）：平日午前８時

30分～午後５時、水曜日は午後７
時まで）

補正予算のあらまし
10億4,256万５千円を増額補正

電力・ガス・食料品等
価格高騰緊急支援給付金
（住民税均等割のみ課税世帯分）

学校給食指導員
勤務場所
　区立小学校
勤務形態
　年間220日以内（年間1,488時間以内）
職務内容
　学校給食に関する献立作成、物資
発注、食物アレルギー対応、調理指
導、衛生指導、食育などに関すること
応募資格
　栄養士免許を有し、かつ、栄養士
として給食に関わる業務に３年以上
従事していた者
勤務時間
　午前８時～午後３時45分
報酬額�
　月額217,195円（予定）
　（通勤手当、期末手当は別途支給）
社会保険
　健康保険、厚生年金、雇用保険、
労災加入
募集人員
　若干名
申し込み方法
　申込書に必要事項を記入の上、栄
養士免許証の写しを添えて令和５年
１月12日（必着）までに持参または郵
送で申し込む。
◎ 申込書は区役所６階教育委員会事

務局学務課で配布しています。
選考結果
　書類選考および面接（面接は書類
選考合格者のみ実施）の上、２月中
旬までに連絡します。
◎ 応募書類の返却はできません。あ

らかじめご了承ください。
◎ 年度途中での採用も行っています。

詳しくはお問い合わせください。
逢〒104－8404
　中央区築地１－１－１
　 教育委員会事務局学務課保健給食

係
　☎（３５４６）５５１５

令和５年度会計年度任用職員の募集


