
保健センター名 子育て相談 母親学級 平日パパママ学級 離乳食講習会
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歯みがき・歯科健診
（乳幼児歯科相談）

歯みがき
デビュー教室
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高井戸
（高井戸東3-20-3）
☎3334-4304

16日㈪ 　19日㈭
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午後1時30分
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27日㈮
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高円寺
（高円寺南3-24-15）
☎3311-0116
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午後2時30分午

後 5日㈭

上井草
（上井草3-8-19）
☎3394-1212

25日㈬ － － 26日㈭
午後1時30分

午
前 25日㈬

18日㈬ － 18日㈬
午前9時30分

23日㈪
午後1時30分午

後 11日㈬

和泉
（和泉4-50-6）
☎3313-9331
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午後1時30分

午
前 12日㈭
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午後1時30分午

後 25日㈬

※�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。会場は狭いためベビーカーで回ることができません。
ベビーカーにチェーン錠をつけるなど各自でご注意ください。間違い電話が多くなっています。掛け間違いのないようご注意ください。

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。

区からのお知らせ

 施設情報
セシオン杉並ホールおよび展示室の申し込み

　工事遅延の可能性により延期していたセシオン杉並
のホールおよび展示室の利用申し込みについて、5年8
月1日以降利用分を5年1月1日㈷から受け付けます。
　定員などの詳細は、区ホームページをご覧ください。
問社会教育センター☎3317-6621

ケア24上荻の移転

　地域包括支援センターケア24上荻（上荻3-16-6）
は、5年1月16日㈪から杉並会館等複合施設内（上荻
3-29-5）に移転します。電話番号の変更はありません。
問ケア24上荻☎5303-6851

 採用情報　※応募書類は返却しません。

会計年度任用職員
保健センター　健診検査事務補助

内乳幼児健康診査、検便等受け付け、データ入力等
の事務補助▶勤務期間＝5年4月1日～6年3月31日（5
回まで更新可）▶勤務日時＝週1～3日程度。月～金
曜日、午前9時～午後4時のうち実働3時間または6時
間▶勤務場所＝保健センター（荻窪・高井戸・高円
寺・上井草・和泉）のいずれか▶募集人数＝若干名
▶報酬＝時給1110円～（4年度実績）▶その他＝期
末手当支給（要件あり）。有給休暇あり（要件あり）。
交通費支給（上限あり）　申申込書（保健センター
で配布。区ホームページからも取り出せます）を、5
年1月6日までに荻窪保健センター（〒167-0051荻窪
5-20-1）へ簡易書留で郵送・持参　問荻窪保健セン
ター☎3391-0015

 募集します
ささえあいサービス協力会員

内日常生活を送ることが困難な高齢者や障害がある

方のための掃除や食事作りほか▶謝礼＝1時間800
円（家事）。1000円（介護）　対18歳以上の方　申
問電話で、杉並区社会福祉協議会ささえあい係☎
5347-3131　他説明会＝5年1月11日㈬午後1時30分
～3時30分（ウェルファーム杉並〈天沼3-19-16〉）

杉並区スポーツ推進委員

内地域でのスポーツ体験教室や簡単なレクリエーショ
ンの企画・運営▶任期＝5年4月1日～6年3月31日▶身
分＝区非常勤職員▶募集人数＝7名程度▶報酬＝月額
8000円　対区内在住で20歳以上の方（5年4月1日時
点）　申申込書（スポーツ振興課〈区役所東棟6階〉、
区体育施設などで配布。区ホームページからも取り出
せます）に作文を添えて、5年1月16日までに同課へ
郵送・持参　問同課　他詳細は募集要項参照

 相談
年始の専門相談の予約受付日変更

　5年1月4日㈬～10日㈫の専門相談（法律・税務・
家事）の予約は、以下のとおり受け付けます。
問区政相談課

実施日 予約受付日
5年1月4日㈬ 12月21日㈬

1月5日㈭ 12月22日㈭
1月6日㈮ 12月23日㈮

1月10日㈫ 5年1月4日㈬

 その他
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

　11月に文化勲章を受章された別府輝彦氏が新たに名誉区民になりました。
　名誉区民とは、区の発展や公共の福祉の増進・学術・技芸などに優れた功績があった方に対し
て贈る称号です。別府氏が加わり、合計14名になりました。

別府輝彦氏が新たに名誉区民になりました 

別府　輝彦氏
　発酵学の分野において、広範な探索により微生物に由来するさまざまな新し
い物質・現象を発見・解明する一方、遺伝子組み換え技術を利用して動物由来
の有用酵素の生産を実現するなど多数の先駆的研究成果をあげ、斯学の発展に
多大な貢献をしました。特に、チーズ製造に実用される仔牛の第四胃で生産・
分泌される凝乳酵素「キモシン」の遺伝子を、大腸菌に組み込み生産したこと
は、食品製造に遺伝子組み換え技術を適用した世界初の例として画期的です。

パキスタン・イスラム共和国に
洪水被害の見舞金を届けました
　6月中旬以降の大雨により大規模な洪水被害
が発生しているパキスタン・イスラム共和国を
支援するため、12月5日㈪に杉並区と杉並区議
会有志は、駐日パキスタン・イスラム共和国大
使館に見舞金をお届けしました。
問文化・交流課

問総務課
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9・10月（広報すぎなみ10月15日号掲載分を除く）
のご寄附（敬称略・順不同）

　学校運営協議会は、区立の全小中学校（5年4月より、済美養護学校を含め
全区立学校に設置）に設置され、学校長と地域住民、保護者等が委員となって
各学校運営に参画しています。地域に開かれ、信頼される学校づくりの実現に
向けて、公募委員を募集します。

――問い合わせは、学校支援課学校支援係へ。

【社会福祉基金】明治安田生命保険相互会社＝60万2000円
▶フライデーウオーキングの会＝3万円▶久保田明＝5万円▶
匿名分計＝8万円
【みどりの基金】みどりの保全＝成田西ふれあい農業公園来
場者有志＝11万8970円▶下高井戸区民集会所まつり参加者
有志＝1万6541円▶月村晋一／（仮称）荻外荘公園などの整
備＝佐野秋子▶根本和枝▶北原友太▶山城隆盛▶木村信彦▶
月村晋一▶匿名および氏名のみ公表分計＝61万円
【NPO支援基金】NPO法人モナミセブン＝3014円▶NPO支
援基金普及活動協力者＝300円▶山城隆盛▶匿名および氏名
のみ公表分計＝14万4000円
【次世代育成基金】上井草結いの会=9740円▶中鹿慶子=2万
円▶畑浩一郎=1万円▶杉並区立神明中学校PTA▶株式会社
ディッグ▶協和産業株式会社▶小野威久▶林正紀▶野本寛生
▶近喰ふじ子▶山村隆▶阿南英隆▶泉雅子▶野口佳暉▶大木
智子▶佐野洲也▶黒川哲子▶本橋正敏▶清水照子▶佐藤芳子
▶匿名および氏名のみ公表分計=233万3541円
【日本フィル被災地支援活動寄附】清水照子▶匿名および氏
名のみ公表分計＝4万円
【杉並区応援寄附金】馬場宏俊＝10万円▶匿名分計＝12万円
【新型コロナウイルス感染症対策寄附金】桑原誠▶坂本茂▶
匿名および氏名のみ公表分計＝171万5000円
【動物との豊かな共生社会をめざす寄附金】匿名分計＝26万
円

内5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＝高
井戸第二小学校（久我山4-49-1）・済美養護学校（堀ノ内1-19-25）・井草中学
校（上井草3-20-11）・松ノ木中学校（松ノ木1-4-1）＝4名、荻窪小学校（宮前
2-13-18）・堀之内小学校（堀ノ内3-24-11）・三谷小学校（上井草3-14-12）・杉
森中学校（阿佐谷北5-45-24）・井荻中学校（今川2-13-24）・富士見丘中学校
（久我山2-20-1）＝2名、杉並第二小学校（成田西3-4-1）・杉並第七小学校（阿
佐谷南3-19-2）・桃井第四小学校（善福寺3-3-5）・高井戸小学校（高井戸西2-2-
1）・和田小学校（和田2-30-21）・向陽中学校（下高井戸3-24-1）・和田中学校（和
田2-21-8）＝1名▶資格＝募集校の通学区域または隣接する通学区域（済美養護
学校は区内全域）に在住・在勤・在学で、18歳以上（5年4月1日時点）の方▶
報酬＝4000円（協議会への出席1日につき）▶任期＝2年　申申込書（学校支援
課〈区役所東棟6階〉、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、5年1月16日までに同
課へ郵送・持参　他書類審
査の合格者には5年2月上旬
に面接を実施（予定）。応募
書類は返却しません

ご寄附ありがとう
ございました 学校運営協議会委員募集

あなたの声を地域の学校運営に生かしてみませんか？

※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
※申込期限に（消印有効）の記載がない場合は必着です。
※紙面上では市外局番「03」の表記を省略しています。

　区が実施した、区内の空間放射線量率および区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能濃度測定の結果、特に異常
はありませんでした。詳細は、区ホームページでご覧になれます。
問空間放射線量率の測定については、環境課公害対策係。区立小中学校・保育園等の給食食材の放射能濃度測定につい
ては、学務課・保育課。放射能濃度測定の方法については、杉並保健所生活衛生課衛生検査係☎︎3334-6400

区内空間放射線量等
測定結果

「学校運営協議会委員」紹介
動画をYouTube杉並区公式
チャンネルで公開しています

　地域住民の交流と良好なコミュニティーの形成によって住みやすいまちをつくるため、各種催し・
講座等の企画・運営や広報活動等を行っています。

荻窪

内任期＝5年4月1日～7年3月31日（1期2年。原則2
期）▶活動場所＝荻窪地域区民センター、区民会議室
ほか▶募集人数＝10名程度　対天沼・荻窪・南荻窪・
清水の全域、上荻1丁目、宮前1～3丁目、本天沼2・
3丁目、今川1・2丁目、桃井1・2丁目、高井戸東4丁
目、宮前4丁目26～28番、浜田山4丁目16～18番、成
田西2丁目9～14番、成田西3丁目17～20番、阿佐谷
南3丁目13・48～51番、本天沼1丁目6・7・14～16番
に在住・在勤・在学の方　申申込書（荻窪地域区民セ
ンター、本天沼区民集会所で配布。同センター協議会
ホームページからも取り出せます）を5年2月1日まで
に、同協議会事務局（〒167-0051荻窪2-34-20）へ
郵送・持参　問同事務局☎3398-9127

西荻

内任期＝5年4月1日～7年3月31日（1期2年。原
則2期）▶活動場所＝西荻地域区民センター、西
荻南区民集会所▶募集人数＝5名程度　対善福
寺・西荻北・西荻南の全域、今川3・4丁目、上
荻2～4丁目、松庵2・3丁目、桃井3・4丁目、南
荻窪2丁目5～8・18・19・34～36番、南荻窪3
丁目7・8・19～21番、宮前3丁目7～15・31～
35番、宮前4丁目29～34番、宮前5丁目16～26
番に在住・在勤・在学の方　申申込書（西荻地
域区民センターで配布。同センター協議会ホー
ムページからも取り出せます）を、5年2月3日ま
でに同協議会事務局（〒167-0034桃井4-3-２）
へ郵送・持参　問同事務局☎3301-0815

永福和泉

内任期＝5年4月1日～7年4月30日（1期2
年。原則2期）▶活動場所＝永福和泉地域
区民センター、下高井戸・方南区民集会
所ほか▶募集人数＝10名程度　対方南・
和泉・永福・大宮の全域、下高井戸1～4
丁目、浜田山1・3・4丁目、堀ノ内1丁目に
在勤・在住・在学の方　申申込書（永福
和泉地域区民センター、下高井戸・方南区
民集会所で配布。同センター協議会ホー
ムページからも取り出せます）を、5年1月
13日までに同協議会事務局（〒168-0063
和泉3-8-18FAX5300-3582）へ郵送・ファ
クス・持参　問同事務局☎5300-9412

地域区民センター協議会
委員募集

あなたの地域で活動しませんか？ 「地域区民センター協議会委員」
紹介動画をYouTube杉並区公式
チャンネルで公開しています

いずれも
内その他＝交通費程度支給　他後日面接を実施
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年末年始の区の業務案内

※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。

屋根ふきかえ・外壁塗装 リフォーム全般雨漏り緊急対応 ご相談・お見積り無料

012-012-4699
フリーダイヤル創業 昭和62年

東京都建設業許可中野区新井1-19-1
株式会社 山野広告

区の窓口は、原則として12月29日㈭～5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（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. セシオン杉並（高円寺地域区民センター・社会教育センター）は改修工事中のため休館。※3. 宴会室は5年1月5日㈭から再開。※4. 上
荻窪会議室は12月31日㈯をもって廃止。※5. 12月29日㈭・30日㈮は午前9時～午後5時。※6. 杉並第十小学校温水プールは、工事のため5年1月13日㈮まで休場。下高井戸運動場は、工事の
ため5年3月31日㈮まで休場。※7. 5年1月4日㈬は午前9時～午後5時。※8. 12月28日㈬、5年1月4日㈬は午前9時～午後5時。※9. 事務所、屋上公園は閉鎖。※10. 12月28日㈬は正午まで。

医療機関案内・急病相談
機関 月〜金曜日 土・日曜日、祝日 対応12月29日〜5年1月3日を含む

杉並区急病医療
情報センター

☎#7399
（または☎5347-2252）

午後8時～
翌午前9時

午前9時～
翌午前9時 相談員

東京都医療機関
案内サービス
（ひまわり）

☎5272-0303

案内
24時間受け付け

コンピュー
ターでの
自動応答

相談
午前9時～
午後8時

－ 相談員

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

子供の健康相談室
(小児救急相談)

☎#8000
(または☎5285-8898)

午後6時～ 
翌午前8時 24時間受け付け

　看護師・
　保健師・

医師

急病診療のご案内 必ず事前に電話で相談し、保険証・医療証を持参してください。　
未成年者の受診は、原則保護者が付き添いをお願いします。

機関 診療科目 月〜金曜日 土曜日 日曜日 祝日
12月29日〜5年1月3日を含む

休日等夜間急病診療所
（杉並保健所内）

☎3391-1599

小児科 午後7時30分～
10時30分 午後5時～

10時 午前9時～午後10時
内科・

耳鼻咽喉科 －

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・ －

歯科保健医療センター
（杉並保健所内）

☎3398-5666
歯科 －

東京衛生
アドベンチスト病院

（天沼3-17-3）
☎3392-6151

小児科 午後5時～
11時

午前9時～
午後5時

午後1時～
5時

12月29日～5年1月3日
のうち2日間

午前9時～午後5時

佼成病院
（和田2-25-1）
☎3383-1281

小児科 24時間受け付け 午前9時～
午後5時

月～土曜日＝24時間受け
付け▶日曜日＝午前9時～
午後5時　

※受け付けは終了30分前（歯科保健医療センターは1時間前）まで。受診前に各施設または医療機関へ問い合わせください。

年末は12月30日㈮まで、
年始は5年1月4日㈬からです。

●電話　12月27日㈫午後4時まで☎5296-5300
●�ファクスFAX 5296-7001▶インターネット（右2次元コード）　

12月28日㈬午後7時まで
●�電話▶ファクスFAX 6880-5852▶インターネット（右2次元コード）

5年1月4日㈬午前8時から
※ファクス番号・URLが年始から変更になります。

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

ごみ・資源収集 粗大ごみ受付センター

　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㈯～5年1月3日㈫は休業日です。

年末

年始

施設名 休業期間

教育・
文化・
学習

男女平等推進センター、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、郷
土博物館本館・分館

12月28日㈬ ～ 5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

12月29日㈭ ～ 5年1月3日㈫

図書館（阿佐谷・今川・柿木・高円寺・高井戸・方
南・南荻窪）（※5） 12月31日㈯ ～ 5年1月4日㈬

図書館（中央・永福・下井草・成田・西荻・宮前）（※
5）、図書サービスコーナー（高円寺駅前・桜上水北）

（※5）
12月31日㈯ ～ 5年1月5日㈭

スポーツ
（※6）

荻窪体育館（※7） 12月28日㈬ ～ 5年1月3日㈫
高井戸温水プール、体育館（TAC杉並区妙正寺・大
宮前・TAC杉並区永福）、運動場（松ノ木・和田堀公
園・蚕糸の森公園）、馬橋公園運動広場

12月28日㈬ ～ 5年1月4日㈬

TAC杉並区上井草スポーツセンター（※8）、高円寺み
んなの体育館（※8）、運動場（塚山公園・井草森公
園）、柏の宮公園庭球場

12月29日㈭ ～ 5年1月3日㈫

公園

阿佐谷けやき公園（※9）、梅里中央公園管理事務所 12月28日㈬ ～ 5年1月4日㈬
公園全面閉鎖（角川庭園・幻戯山房、大田黒公園） 12月29日㈭ ～ 5年1月1日㈷
管理事務所のみ閉鎖（柏の宮公園〈茶室を含む〉、
蚕糸の森公園、馬橋公園、塚山公園、井草森公園）、
公園全面閉鎖（杉並児童交通公園、成田西ふれあい
農業公園、荻窪だんだん公園）

12月29日㈭ ～ 5年1月3日㈫

桃井原っぱ公園、下高井戸おおぞら公園 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㈬ ～ 5年1月4日㈬

コミュかるショップ（※10）、自転車集積所、証明書
コンビニ交付サービス 12月29日㈭ ～ 5年1月3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㈭ ～ 5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㈭ ～ 5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㈬ ～ 5年1月4日㈬

地域包括支援センター（ケア24）（※1） 12月29日㈭ ～ 5年1月3日㈫
ゆうゆう今川館 12月31日㈯ ～ 5年1月4日㈬

障害者
関連

すまいる高井戸 12月27日㈫ ～ 5年1月4日㈬
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 12月28日㈬ ～ 5年1月4日㈬

すまいる（荻窪・高円寺）、こども発達セン
ター 12月29日㈭ ～ 5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㈬ ～ 5年1月4日㈬
子どもセンター、子ども家庭支援センター

（杉並・荻窪・高円寺）、子育てサポートセン
ター、子ども・子育てプラザ

12月29日㈭ ～ 5年1月3日㈫

コミュニ
ティー・

産業
（※2）

産業商工会館 12月28日㈬ ～ 5年1月3日㈫
地域区民センター、区民集会所（西荻南・
梅里・四宮・八成・上高井戸・方南・下高
井戸・和田・高円寺北・本天沼）、杉並会館

（※3）、久我山会館、方南会館、浜田山会館、
勤労福祉会館、すぎなみ協働プラザ、コミュ
ニティふらっと（阿佐谷・東原・馬橋・成
田）

12月28日㈬ ～ 5年1月4日㈬

産業振興センター、就労支援センター、天沼
区民集会所、会議室（上荻窪〈※4〉・上井
草・桜上水北・高円寺中央・荻窪・和田）

12月29日㈭ ～ 5年1月3日㈫

コミュニティふらっと永福（※5） 12月31日㈯ ～ 5年1月5日㈭
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㈭ ～ 5年1月3日㈫

▲年末

▲年始
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4年度
上半期

当初予算
　一般会計の当初予算は2025億9900万円、対前年度比1.8％の増でした。
　国民健康保険事業会計・介護保険事業会計・後期高齢者医療事業会計の3つ
の特別会計を含めた総額は、3153億3793万7000円となりました（対前年度比
61億5873万円、2.0％の増）。

補正予算
　一般会計で5回、特別会計のうち国民健康保険事業会計で2回の補正予算を編
成し、コロナ禍における原油価格・物価高騰等、喫緊の課題に対応しました。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、3480億9776万1000円
となりました。（表1）

一般会計補正予算第1号（3月議決）
　中小事業者への信用保証料相当額の補助の期間延長に係る経費のほか、転院
の受け入れを行う区内医療機関に対する補助に要する経費、一般会計から国民健
康保険事業会計への繰り出しに要する経費などを計上し、補正額は1億8029万円
でした。
一般会計補正予算第2号（4月議決）
　西荻区民事務所の移転に係る関連経費のほか、新型コロナワクチン4回目接種
の準備に要する経費や、生活困窮者自立支援金支給事業の申請期限延長に伴う
追加経費などを計上し、補正額は2億6755万6000円でした。
一般会計補正予算第3号（6月議決）
　新型コロナウイルス感染症対策に係る事業等として、国の「コロナ禍における
『原油価格・物価高騰等総合緊急対策』」に基づく事業に要する経費のほか、新
型コロナワクチン4回目接種に要する経費、子宮頸がんワクチンのキャッチアップ接
種に要する経費などを計上し、補正額は53億2734万2000円でした。
一般会計補正予算第4号（9月議決）
　コロナ禍における原油価格・物価高騰等への支援を行うための新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した事業に係る経費や、オミクロン株対
応コロナワクチン接種に要する経費などを計上し、補正額は170億5848万円でした。
一般会計補正予算第5号（9月議決）
　国の「物価・賃金・生活総合対策」に基づく住民税非課税世帯等臨時特別給
付金給付事業に要する経費や、住居確保給付金および自立支援金の申請期間延
長に伴う追加経費、（仮称）高円寺図書館等複合施設工事入札不調に伴う追加経
費などを計上し、補正額は42億4159万7000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（3月議決）、第2号
（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などを計上しました。

予算執行状況

　9月末現在の特別会計を含む収入済額は1366億9968万円、支出済額は1169
億3771万円です。（表1）

区民税の負担状況

　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654
億838万円です。（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、7328億43万円です。（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）や国債などの債券を中心に、安全で効
率的な運用を実施しています。9月末の運用利子額は2226万円、運用利回りは
0.060％です。（表5）

特別区債

　9月末の区債現在高は、349億3345万円となり、前年9月末に比べ846万円の
減となっています。（表6）

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4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。

※運用基金の金額は上限額。

表4　基金の内訳
積立基金 現在高 運用基金（※） 金　額

施設整備基金 145億6517万円

高額療養費等資金貸付基金 1000万円
財政調整基金 485億5882万円
減債基金 26億656万円
社会福祉基金 8億329万円
区営住宅整備基金 24億6382万円
NPO支援基金 1337万円

公共料金支払基金 6億5000万円
みどりの基金 5469万円
介護保険給付費準備基金 50億5806万円
次世代育成基金 1億1489万円
森林環境譲与税基金 1001万円

合　　　計 742億4869万円 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
4年度 742億4869万円 2226万円 0.060%

表6　特別区債の現在高
総務債 2億94万円
生活経済債 43億7907万円
保健福祉債 36億7941万円
都市整備債 71億6983万円
教育債 195億420万円

合計残高 349億3345万円

前回（3年9月末）現在高計 349億4190万円
差 △846万円

詳細は、冊子「財政のあらまし―令和4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）、図書館、区民事務所などのほか、区ホームページ
（右2次元コード）でもご覧になれます。

※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。

※原則、9月末現在の状況です。

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(各年1月1日現在) 1世帯当たり負担額 1人当たり負担額世帯数 人口
4年9月末現在 654億838万円 32万3702世帯 56万9703人 20万2064円 11万4811円
3年9月末現在 632億8041万円 32万5403世帯 57万3504人 19万4468円 11万340円

増　　減 21億2797万円 △1701世帯 △3801人 7596円 4471円

表3　公有財産等の内訳
区　分 現在高 構成比

土地 4565億9869万円 62.31%
建物 1929億3834万円 26.33%
基金 749億869万円 10.22%
物品 37億7279万円 0.51%
工作物 32億8331万円 0.45%
出資金 10億6297万円 0.14%
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 7328億43万円 100.00%

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 2353億3720万円 924億5369万円 39.3% 757億3557万円 32.2%
国民健康保険事業会計 525億3273万円 217億3999万円 41.4% 189億2767万円 36.0%
介護保険事業会計 452億3695万円 189億9429万円 42.0% 175億4255万円 38.8%
後期高齢者医療事業会計 149億9089万円 35億1171万円 23.4% 47億3191万円 31.6%

合　計 3480億9776万円 1366億9968万円 39.3% 1169億3771万円 33.6%
※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。

※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。

広告
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