
 施設情報
高円寺子どもセンターの移転

　高円寺子どもセンター（高円寺南3-24-15高円寺保
健センター2階）は、3年1月12日㈫から高円寺子ども
家庭支援センター1階（高円寺南3-31-3）へ移転しま
す。3年1月8日㈮までは現住所で通常通りの業務を行
います。　問高円寺子どもセンター☎︎3312-2811

永福図書館の臨時休館

　永福図書館（永福4-25-7）は、新館開設に伴う移
転準備のため、3年1月5日㈫～3月31日㈬（予定）は
臨時休館します。
　なお、予約資料の貸し出し・返却のみ下記のとおり
行います。
時3年1月11日㈷～3月14日㈰午前9時～午後8時。第
1・3木曜日を除く。日曜日、祝日は午後5時まで）　問
永福図書館☎︎3322-7141

高円寺図書館の臨時休館

　高円寺図書館（高円寺南2-36-25）は、特別整理
（蔵書点検）および電気設備工事のため、3年1月25日
㈪～29日㈮は臨時休館します。休館中、当該図書館
の本などは通常通り予約できますが、貸し出しまでに
時間がかかる場合があります。
問高円寺図書館☎︎3316-2421

 採用情報　※応募書類は返却しません。

●�詳細は、各募集案内等参照。
●�報酬は、2年度実績のため変更になる可能性があり
ます。

 会計年度任用職員   
区立学校支援員・介助員

内知的障害・身体障害・発達障害等のある児童・生
徒の学校生活における安全管理・介助▶勤務期間＝
3年4月1日～4年3月31日（5回まで更新可）▶勤務日
時＝週5日、1日6時間▶勤務場所＝区立学校の通常

学級、特別支援学級（特別支援学校含む）▶募集人
数＝10名程度▶報酬＝時給1188円～▶その他＝期末
手当支給（要件あり）。有給休暇あり。社会保険加
入。交通費支給（上限あり）　申申込書（区ホーム
ページから取り出せます）を、3年1月12日午後5時
（必着）までに特別支援教育課計画係支援員等募集
担当（〒166-0016成田西2-24-21）へ簡易書留で郵
送・持参　問同担当☎︎5929-9481　他書類選考合格
者には面接を実施

保健師（一般）

内健康相談、母子健診、訪問指導ほか▶勤務期間＝3
年4月1日～4年3月31日（5回まで更新可）▶勤務日時
＝月16日勤務。原則、月～金曜日の午前8時30分～午
後5時15分▶勤務場所＝区役所、杉並保健所、保健セ
ンター、福祉事務所ほか▶資格＝保健師の資格を有
する方▶募集人数＝若干名▶報酬＝月額22万2144円
～24万9888円▶その他＝有給休暇あり。社会保険加
入。交通費支給（上限あり）　申申込書（人事課人事
係〈区役所東棟5階〉で配布。区ホームページからも
取り出せます）に保健師免許証の写しを添えて、3年
1月15日午後5時（必着）までに同係へ簡易書留で郵
送・持参　問同係

 区以外の求人  
地域包括支援センター ケア24荻窪　非常勤職員

内介護予防ケアマネジメント等▶勤務日時＝月～金
曜日の午前9時～午後5時▶勤務場所＝ケア24荻窪
（荻窪5-20-1）▶資格＝介護支援専門員の資格を有
する方▶募集人数＝1名▶報酬＝時給1500円▶その
他＝社会保険加入。交通費支給　申履歴書・職務
経歴書・資格証の写しを、杉並区医師会（阿佐谷南
3-48-8）へ郵送　問同医師会☎︎3392-4114　他書
類選考合格者には面接を実施。勤務開始時期は応相
談

 募集します
学校運営協議会委員

内3年4月から学校運営協議会に出席（月1回程度）ほ
か▶募集校・人数＝杉並第七小学校（阿佐谷南3-19-
2）・三谷小学校（上井草3-14-12）＝各４名、和田小学
校（和田2-30-21）・杉森中学校（阿佐谷北5-45-24）・
井荻中学校（今川2-13-24）＝各３名、杉並第二小学
校（成田3-4-1）・桃井第四小学校（善福寺3-3-5）・荻
窪小学校（宮前2-13-18）・高井戸第二小学校（久我
山4-49-1）・永福小学校（永福2-16-33）・松ノ木中学
校（松ノ木1-4-1）・和田中学校（和田2-21-8）＝各２
名、杉並第九小学校（本天沼1-2-19）・高井戸小学校
（高井戸西2-2-1）・井草中学校（上井草3-20-11）・富士
見丘中学校（久我山2-20-1）＝各１名▶資格＝募集校
の通学区域または隣接する通学区域に在住・在勤・在
学の、3年4月1日時点で18歳以上の方▶報酬＝4000
円（協議会出席1回につき）▶任期＝2年　申申込書
（学校支援課〈区役所東棟6階〉、各募集校で配布。区
ホームページからも取り出せます）に作文「学校運営
協議会委員を志望する理由」（800字程度）を添えて、
3年1月15日（必着）までに同課へ郵送　問同課　他
書類選考合格者には面接を実施（1月下旬～2月上旬）

区からのお知らせ
　新型コロナウイルスの感染状況によって
は、本紙および過去の「広報すぎなみ」掲載
の催しや募集の内容等が中止または延期にな
る場合があります。最新情報
は、各問い合わせ先にご確認
いただくか、区ホームページ
をご覧ください。

【重要なお知らせ】

●体調不良時の利用自粛
●マスク着用や手洗い・手指消毒の励行
●ソーシャルディスタンスの十分な確保
●室内の定期的な換気
● 大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛

●！ 感染症防止対策
　区立施設・区事業を段階的に再開しています。
利用者・参加者の皆さんも下記の対策にご協力
をお願いいたします。

保健センター名 子育て相談 母親学級 離乳食講習会 乳幼児歯科相談 栄養・食生活相談 ものわすれ相談 心の健康相談

荻窪
（荻窪5-20-1）
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高井戸
（高井戸東3-20-3）

☎3334-4304
18日㈪ 　6日㈬

13日㈬ 19日㈫

午
前
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25日㈪

7日㈭ 5日㈫
午後1時30分
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午後1時30分
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高円寺
（高円寺南3-24-15）

☎3311-0116
28日㈭ 　8日㈮

15日㈮ 18日㈪

午
前 19日㈫

19日㈫ 14日㈭
午後2時

8日㈮午後2時
21日㈭午前9時30分
22日㈮午後1時15分午

後 7日㈭

上井草
（上井草3-8-19）
☎3394-1212

27日㈬ 　－ 28日㈭

午
前 27日㈬

－ 15日㈮
午前9時30分

18日㈪
午後1時30分午

後 13日㈬

和泉
（和泉4-50-6）
☎3313-9331

14日㈭ 　－ 21日㈭

午
前 14日㈭

－ 21日㈭
午後1時45分

5日㈫
午後1時30分午

後 27日㈬

※1��杉並区に転入し、妊婦・乳幼児健診受診票、予防接種予診票が必要な方は、各保健センターまたは子ども家庭部管理課母子保健係（区役所東棟3階）へ。
※2��ベビーカー等の盗難が発生しています。会場は狭いためベビーカーで回ることができません。チェーン錠を付けるなど各自でご注意ください。

1月の各種健康相談 いずれも予約制。申し込みは、各保健センターへ。

審議会等のお知らせ

都市計画審議会
時12月21日㈪午前10時～正午　場区役所第3・4
委員会室（中棟5階）　内「東京都市計画�都市計
画区域の整備、開発及

およ

び保全の方針」および「東
京都市計画�都市再開発の方針」の改定について、
東京都市計画緑地第86号荻窪二丁目緑地の都市
計画変更について　問都市整備部管理課庶務係
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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス



※申し込みは「広報すぎなみ」の発行日からとなります。	 杉並区役所		☎3312-2111（代表）	〒166-8570阿佐谷南1-15-1
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

 相談
年始の専門相談の予約受付日を変更します

　3年1月4日㈪～8日㈮の専門相談（法律相談・税務相
談・家事相談）の予約は、下記のとおり受け付けます。
問区政相談課

実施日 予約受付日
3年1月4日㈪ 2年12月28日㈪
3年1月5日㈫ 2年12月22日㈫
3年1月6日㈬ 2年12月23日㈬
3年1月7日㈭ 2年12月24日㈭
3年1月8日㈮ 2年12月25日㈮

 その他
ジェネリック医薬品差額通知を送付します（後
期高齢者医療制度）

　現在処方されている先発医薬品をジェネリック医薬
品へ切り替えた場合、自己負担額がどれくらい軽減で
きるかが分かるジェネリック医薬品差額通知を、対象

者へ12月中旬に送付します（被保険者全員に送付す
るものではありません）。
◆ジェネリック医薬品とは
　先発医薬品の特許期間終了後に製造・販売される
ため、先発医薬品と比べて価格が安くなっています
が、同等の品質・効能・安全性があると国が認めた医
薬品です。
対生活習慣病等の先進医薬品が処方されていて、
ジェネリック医薬品に切り替えることで薬代が一定額
以上軽減されると見込まれる方　問ジェネリック医薬
品差額通知サポートデスク☎0120-601-494（12月中
旬～3年1月31日〈平日午前9時～午後5時〉）、東京
都後期高齢者医療広域連合保健事業・医療費適正化
係☎3222-4507

わがまちの警察官が決まりました

　区は、日頃から地道に警察活動を推進し、安全・安
心なまちづくりのために活躍している警察官を、「わ
がまちの警察官」として表彰しています。
　本年は次の方々が受賞されました。
内杉並警察署＝川嶋征広（生活安全課）、飛田修司

（地域課）▶高井戸警察署＝髙島仁（生活安全課）、
辻隼次（地域課）▶荻窪警察署＝大塲明（生活安全
課）、守屋俊史（地域課）　問危機管理対策課地域安
全担当

住民基本台帳の閲覧状況の公表

　7～9月の住民基本台帳法に基づく住民基本台帳の
一部の写しの閲覧状況を公表しています。
◆住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは　
　住民基本台帳に記録されている項目のうち、氏名・
住所・生年月日・性別の4項目を閲覧するものです。
閲覧申請が認められた場合、必要最小限の範囲で前
述4項目の閲覧が可能となります。
◆閲覧が認められる理由
　原則、以下の理由以外認められません。
・官公庁が職務として請求する場合
・公益性の高い調査研究に利用する場合
・公共的団体が公益性の高い活動に利用する場合
※閲覧の際は区職員が立ち会います。
問区民課住民記録係

新型コロナウイルス感染症 ｜ 次の症状がある方はまずはご相談ください

●息苦しさ（呼吸困難)、強いだるさ（倦
け ん た い

怠感）、高熱等の強い症状のいずれかがある
●重症化しやすい方※で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある
※	高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD等）等の基礎疾患がある方や透析を受けている方、免
疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方

●上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続いている
症状が4日以上続く場合は必ずご相談ください。症状には個人差があります。強い症状と思う場合には
すぐにご相談ください。解熱剤などを飲み続けなければならない方も同様です。

◆�かかりつけ医がいない、相談する医療機関に迷う場合
は以下に電話してください。� ＊11月から名称変更しました。

杉並区受診・相談センター ☎3391-1299
 （平日午前9時～午後5時）

東京都発熱相談センター ☎5320-4592
 （24時間〈年中無休〉）

　下記の症状のある方は、まずは電話でかかりつけ医へご相談ください。

■入院患者受
う け

入
い れ

医療機関支援事業補助金
●	区内感染症診療協力医療機関を対象に、1日のうちに、入院の
ために新型コロナウイルス感染症専用病床を利用した患者1人
あたり1日1万円を助成します。

…………… 1億5200万円

■区内医療機関に対する休業中の経営継続支援事業補助金
●	新型コロナウイルス感染症に係る検査（PCR検査、抗原検査）を実施する区内
の病院または診療所を対象に、従事者の感染等により一定期間休業等となった
際の業務再開または業務縮小による経営継続に必要な経費を助成します。

…………… 3318万円

新型コロナウイルス感染症対策に係る

補正予算を編成しました
　区は、新型コロナウイルス感染症対策に係る事業として、3億7863
万3000円の第9号補正予算および1億8518万円の第10号補正予算を
編成しました。その主な取り組みをお知らせします。

いずれも
	問杉並保健所健康推進課☎3391-1355

▲厚生労働省
　ホームページ

年末年始の感染拡大に注意！新型コロナ

▲日本旅行業協会
　ホームページ

――― 問い合わせは、杉並保健所保健予防課☎3391-1025へ。

①あらためて基本を徹底しましょう！
●マスクの着用
●ソーシャルディスタンスの確保
●3密（密集、密接、密閉）の回避
●手洗い・手指消毒の励行

②会食は「少人数・短時間」で
　できるだけ少人数・短時間で、大声での会話も控え
ましょう。会食中も会話の際にはマスクの着用を。

③室内の定期的な「換気」、適度な「保湿」
　「室温18℃以上かつ湿度40%以上」を維持できるよう、暖房器具、加
湿器を使用しながら、常に窓を開けて換気しましょう。窓を十分に開け
られない場合は、換気に加えて空気清浄機を使用しましょう。

④旅先でも対策を忘れずに！
　「間をあけてゆったり並ぶ」「車内でのおしゃべりは控えめに」「混んで
いたら、後からゆっくり」など、新しい旅のエチケット（右上2次元コー
ド）が旅行連絡会から発表されています。COCOA（新型コロナ接触確
認アプリ）のインストール（右下2次元コード）も忘れずに！

▲会食中もマスクの着用を
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施設名 休業期間

生活・環境 杉並土木事務所、消費者センター、リサイク
ルひろば高井戸、環境活動推進センター 12月29日㈫ ～ 3年1月3日㈰

教育・文化・
学習

セシオン杉並、男女平等推進センター、郷
土博物館本館・分館、和田図書サービス
コーナー、東京工芸大学 杉並アニメーション
ミュージアム

12月28日㈪ ～ 3年1月4日㈪

杉並公会堂、座・高円寺、済美教育センター、
杉並区交流協会、就学前教育支援センター

（特別支援教育課就学支援相談）、社会教育セ
ンター

12月29日㈫ ～ 3年1月3日㈰

図書館（中央、阿佐谷、今川、永福、柿木、
高円寺、下井草、高井戸、西荻、方南、南
荻窪、宮前）、高円寺駅前図書サービスコー
ナー、桜上水北図書サービスコーナー（※3）

12月31日㈭ ～ 3年1月4日㈪

スポーツ

上井草スポーツセンター、下高井戸運動場
（※4）、体育館（荻窪・高円寺〈※5〉）、柏

の宮公園庭球場、塚山公園運動場、井草森公
園運動場

12月29日㈫ ～ 3年1月3日㈰

高井戸温水プール、体育館（妙正寺・大宮
前・永福）、馬橋公園運動広場、松ノ木運動
場、和田堀公園運動場、蚕糸の森公園運動場

12月28日㈪ ～ 3年1月4日㈪

杉並第十小学校温水プール 12月28日㈪ ～ 3年1月5日㈫

公園

角川庭園・幻戯山房、（仮称）荻外荘公園、
大田黒公園 12月29日㈫ ～ 3年1月1日㈷

杉並児童交通公園・成田西ふれあい農業公園
（※6）、柏の宮公園（茶室含む）・蚕糸の森公

園・馬橋公園・塚山公園・井草森公園各管理
事務所

12月29日㈫ ～ 3年1月3日㈰

桃井原っぱ公園・下高井戸おおぞら公園各
管理事務所 年末年始の休業はありません

その他

高井戸地域区民センター（図書館の返却用
ブックポスト） 12月28日㈪ ～ 3年1月4日㈪

コミュかるショップ（※7）、自転車集積所 12月29日㈫ ～ 3年1月3日㈰
証明書コンビニ交付サービス 12月29日㈫ ～ 3年1月14日㈭

さざんかねっと 年末年始のシステム休止日は
ありません

施設名 休業期間
区役所、区民事務所 12月29日㈫ ～ 3年1月3日㈰

保健福祉
福祉事務所、保健所・保健センター、くらし
のサポートステーション、杉並区外出支援相
談センター、在宅医療・生活支援センター

12月29日㈫ ～ 3年1月3日㈰

高齢者関連

高齢者活動支援センター、ゆうゆう館（今川館
を除く） 12月28日㈪ ～ 3年1月4日㈪

地域包括支援センター（ケア24）（※1） 12月29日㈫ ～ 3年1月3日㈰
ゆうゆう今川館 12月31日㈭ ～ 3年1月4日㈪

障害者関連

杉並障害者福祉会館、高円寺・和田障害者交
流館、杉並視覚障害者会館、すまいる高井戸 12月28日㈪ ～ 3年1月4日㈪

すまいる荻窪、すまいる高円寺、こども発達セ
ンター 12月29日㈫ ～ 3年1月3日㈰

子ども関連

児童青少年センター、児童館 12月28日㈪ ～ 3年1月4日㈪
子どもセンター、杉並子ども家庭支援セン
ター、高円寺子ども家庭支援センター、子育
てサポートセンター、子ども・子育てプラザ

12月29日㈫ ～ 3年1月3日㈰

コミュニ
ティー・産業

産業商工会館 12月28日㈪ ～ 3年1月3日㈰
地域区民センター（阿佐谷、井草、永福和
泉、荻窪、高円寺、高井戸、西荻）、区民集
会所（天沼、梅里、上高井戸、高円寺北、四
宮、下高井戸、西荻南、八成、方南、本天
沼、和田）、杉並会館、久我山会館、浜田山
会館、方南会館、勤労福祉会館、すぎなみ協
働プラザ

12月28日㈪ ～ 3年1月4日㈪

産業振興センター、就労支援センター、会議
室（荻窪、上井草、上荻窪、桜上水北、成
田）（※2）

12月29日㈫ ～ 3年1月3日㈰

医療機関案内・急病相談

機関 平日 土・日曜日、祝日 備考

杉並区急病医療
情報センター

☎#7399
（または☎5347-2252）

午後8時～
翌日午前9時

午前9時～
翌日午前9時

相談員に
よる対応

東京都医療機関・
薬局案内サービス

（ひまわり・t-薬局いんふぉ）
☎5272-0303

24時間受け付け
コンピュー
ターでの
自動応答

東京消防庁
救急相談センター

☎#7119
（または☎3212-2323）

24時間受け付け
相談医療
チームに
よる対応

急病診療のご案内 ※必ず事前に電話で相談！　※保険証・医療証を忘れずに！　
※未成年者の受診は、原則保護者等が付き添いをお願いします。

機関 診療科目 平日 土曜日
日曜日、祝日
（12月29日〜
1月3日を含む）

備考

休日等夜間急病診療所
（杉並保健所2階）

☎3391-1599

小児科 午後7時30分～
10時30分 受け付けは

終了30分前まで。
受診前にお電話ください。
※午後 5時以降小児科は、
　1歳以上が診療対象。

内科・
小児科・

耳鼻咽喉科

午後5時～
10時（※）

午前9時～
午後10時（※）

外科 午前9時～
午後5時

急病診療医療機関
（当番医）の案内は

☎#7399
（または☎5347-2252）

   内科・
   小児科・

午前9時～
午後5時

受け付けは
終了30分前まで。

受診前に医療機関へ
お電話ください。

歯科保健医療センター
（杉並保健所5階）

☎3398-5666
歯科 午前9時～

午後5時

受け付けは
終了1時間前まで。

受診前にお電話ください。

区の窓口は、原則として
12月29日㈫～3年1月3日㈰は
休業します
　主な施設の休業日は下表のとおりです。また、休業日のご案内
は、区ホームページの「年末年始の区の業務案内」（右2次元コー
ド）でもご覧になれます。

（※1）電話相談は、休業期間中も24時間受け付け。（※2）高円寺中央会議室は外壁工事の
ため3年2月26日㈮まで休館。（※3） 12月29日㈫・30日㈬は午前9時～午後5時。永福図書
館は移転のため、3年3月末（予定）まで休館。成田図書館は外壁工事のため、11月24日㈫
～3年2月上旬まで休館。（※4） 12月28日㈪、3年1月4日㈪は午前9時～午後5時。（※5） 12
月28日㈪は午前9時～午後5時。荻窪体育館は3年1月4日㈪～2月28日㈰の間、体育館・武
道場が利用不可。高円寺体育館は3年1月4日㈪～18日㈪の間利用不可。（※6） 公園自体が
閉鎖。（※7） 12月28日㈪は午前のみ営業。

年末年始の区の業務案内

　杉並清掃事務所、同事務所方南支所・高円寺車庫は、
12月31日㈭～3年1月3日㈰は休業日です。

年末は12月30日㈬まで、
年始は3年1月4日㈪からです。

受け付けは、年末は12月28日㈪まで、
年始は3年1月4日㈪からです。
▶電話（午前8時～午後7時）☎5296-5300▶ファクス（24時間
受け付け）FAX5296-7001（住所、氏名、日中の連絡先、ファクス
番号、申し込み品目名〈サイズ〉、数量を記入）▶インターネッ
ト（24時間受け付け）HPhttps://sodai.tokyokankyo.or.jp/　

いずれも
問杉並清掃事務所作業係☎3392-7281、同事務所方南作業係☎3323-4571

粗大ごみ受付センター年末年始のごみ収集

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。
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2年度
上半期

区の財政状況をお知らせします
　区は、条例に基づき年2回財政状況を公表しています。今回は4～9月の2年度上半期について、お知らせします。

―――問い合わせは、財政課へ。

表1　各会計の予算執行状況
会計区分 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

一般会計 2618億1332万円 1459億2112万円 55.7% 1328億7840万円 50.8%

国民健康保険事業会計 530億7921万円 196億4908万円 37.0% 178億5300万円 33.6%

用地会計 42億8951万円 42億8951万円 100.0% 42億8951万円 100.0%

介護保険事業会計 470億5570万円 179億8606万円 38.2% 168億2349万円 35.8%

後期高齢者医療事業会計 141億6930万円 30億9920万円 21.9% 43億6491万円 30.8%

合　計 3804億704万円 1909億4498万円 50.2% 1762億932万円 46.3%

※一般会計には繰越明許費繰越額および事故繰越し繰越額を含む。

※運用基金の金額は上限額です。

表4　基金の内訳
積立基金 金　額 運用基金（※） 金　額

施設整備基金 89億7081万円

高額療養費等資金貸付基金 1000万円

財政調整基金 398億3612万円

減債基金 26億4928万円

社会福祉基金 6億3229万円

区営住宅整備基金 23億6751万円

NPO支援基金 818万円

公共料金支払基金 6億5000万円

みどりの基金 3175万円

介護保険給付費準備基金 35億569万円

次世代育成基金 1億48万円

森林環境譲与税基金 0万円

合　　　計 581億210万円 合　　　計 6億6000万円

表5　積立基金の運用状況
年度 積立基金現在高 運用利子額 運用利回り

2年度 581億210万円 1320万円 0.045%

表6　特別区債の現在高
総務債 2億8684万円

生活経済債 23億7527万円

保健福祉債 46億5925万円

都市整備債 85億9191万円

教育債 150億2147万円

公共用地先行取得等事業債 0万円

合計残高 309億3474万円

前回（元年9月30日）現在高計 315億62万円

差 △5億6588万円

詳しい内容は、冊子「財政のあらまし－令和2年度上半期の財政状況－」をご覧ください。
区政資料室（区役所西棟2階）や図書館、区民事務所などのほか、区ホームページでもご覧になれます。

※表はいずれも9月30日現在
※原則として1万円未満を四捨五入しているため、合計が

合わない場合があります。

当初予算
　一般会計の当初予算は、1937億9600万円、対前年度比2.5％の増でした。
　国民健康保険事業会計や介護保険事業会計などの4つの特別会計を含めた総額は、
3119億1872万円となりました（対前年度比95億9955万円、3.2％の増）。

補正予算
　一般会計で6回、特別会計のうち国民健康保険事業会計で1回、介護保険事業会計で2回
の補正予算を編成し、新型コロナウイルス感染症対策等、喫緊の課題に対応しました。
〈一般会計補正予算第1号（2年4月議決）〉

　入院体制強化および外来体制強化等の医療機関向け補助のほか、感染症対策に係るマス
ク・医療機器等物品購入、商工相談（緊急対応）窓口を拡大するために要する経費など、補
正額は24億7864万4000円でした。
〈一般会計補正予算第2号（2年4月議決）〉

　特別定額給付金事業のほか、子育て世帯への臨時特別給付金支給事業、区立施設におけ
るトイレ手洗いの自動水栓設置に要する経費など、補正額は595億9507万円でした。
〈一般会計補正予算第3号（2年5月議決）〉

　新型コロナウイルス感染症ＰＣＲ検査を行うための備品購入および内装改修や、介護者等
が新型コロナウイルスに感染した場合の障害者等の生活支援に要する経費など、補正額は5
億8222万6000円でした。
〈一般会計補正予算第4号（2年6月議決）〉

　実行計画および施設再編整備計画に基づく事業等として、西荻地域区民センター等複合
施設の指定管理料および委託料や、（仮称）成田西地域コミュニティ施設および成田保育園
の整備に要する経費など、補正額は5億3962万3000円でした。
〈一般会計補正予算第5号（2年6月議決）〉

　新型コロナウイルス感染症対策に係る事業として、中小事業者支援のための家賃助成や、
感染症対策を講じて実施する文化・芸術事業への支援、生活困窮者等自立支援法に基づく
住居確保に係る給付に要する経費など、補正額は18億1488万2000円でした。

〈一般会計補正予算第6号（2年7月議決）〉
　新型コロナウイルス感染症対策に係る事業として、病院設置型ＰＣＲ検査スポットの運営支
援等ＰＣＲ検査体制の強化や、商店街の需要喚起キャンペーンへの助成、児童生徒１人１台タ
ブレット端末の配備に要する経費など、補正額は25億141万5000円でした。
〈特別会計〉

　特別会計においても、国民健康保険事業会計補正予算第1号（2年3月議決）、第2号（2年
6月議決）、介護保険事業会計補正予算第1号（2年6月議決）により、新型コロナウイルス感
染症対策に係る経費を計上しました。
　これにより9月末現在の特別会計を含む予算現額の総額は、3804億704万円となりました。
（表1）

予算執行状況
　9月末現在の特別会計を含む収入済額は1909億4498万円、支出済額は1762億932万円
です。

区民税の負担
　区の収入となることが確定した9月末現在の特別区民税現年度分調定額は632億4851万
円です。（表2）

公有財産等
　土地や建物、基金などの財産の9月末現在高は、7106億304万円です。（表3）
　基金（表4）のうち、特定の目的のために積み立てる積立基金の運用に当たっては、預金

（普通預金や定期預金など）や債券（国債など）を中心に、安全で効率的な運用を実施して
います。9月末現在の運用利子額は1320万円、運用利回りは0.045％です。（表5）

特別区債
　9月末の区債現在高は、309億3474万円となり、元年9月末に比べ5億6588万円の減と
なっています。（表6）

表2　区民税の負担状況
区　分 現年度分調定額 賦課期日時点世帯数(人口) 1世帯当たり負担額 1人当たり負担額

2年9月末現在 632億4851万円 32万5606世帯 (57万4118人) 19万4249円 11万166円

元年9月末現在 626億2415万円 32万1531世帯 (56万9132人) 19万4769円 11万34円

増　減 6億2436万円 4075世帯 (4986人) △ 520円 132円

※人口は、元年の1月1日現在

※広告の内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは広報課へ。
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表3　公有財産等の現在高
区　分 金　額 構成比

土地 4513億943万円 63.51%

建物 1921億939万円 27.03%

基金 587億6210万円 8.27%

物品 38億3619万円 0.54%

工作物 32億9032万円 0.46%

出資金 10億5997万円 0.15%

立木竹 1億9040万円 0.03%

有価証券 4500万円 0.01%

地役権 24万円 0.00%

合　計 7106億304万円 100.00%
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