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　区の財政状況の公表に関する条例に基づいて、毎年 5月
と11月に財政状況を公表しています。今回は 2
年度当初予算のあらましと、元年度下期の補正
予算と執行状況などをお知らせします。詳細は
ホームページ（右コード）でご覧になれます。

　 2年度当初予算は、安全・安心なまちづくり、子
育て支援の充実と教育の振興、福祉の充実と健康づ
くりの推進、環境と調和した魅力あるまちづくりの
推進、多様性を認め合う平和な社会の実現に向けた
取り組みの推進の 5つの重要課題への対応を積極的
に進めていくものとしました。
　一般会計の当初予算額は、前年度と比べ約 9億円
増の約1,071億円で、過去 3 番目に大きく、10年間
で最大となりました。

■�補正予算�（第 2号）
　一般会計では、事業の執行状況に応じた補正を行う
など、不用額の削減を徹底し、財政調整基金や施設整
備基金への積み立て等を計上した結果、約10億 2 千万
円の減額補正をしました。

　区の貯金が、借金を上回っていま
す。引き続き基金残高の確保に努め
ていくとともに、区の借金の着実な
返済を行っていきます。

お知らせします区の財政状況
2年度当初予算のあらまし　安全・安心を守り、明るい未来を築く予算

問財政課（☎5722－9137）

歳入・歳出当初予算の内訳（一般会計）

●国勢調査� 1 億7,720万円
●マイナンバーカード交付円滑化計画�
� 5,350万円
町会会館など整備支援� 1,800万円
多文化共生推進（※）� 501万円

区民生活費

民間喫煙所の整備補助� 1,200万円
ハクビシンなどの相談・捕獲� 548万円

環境清掃費

商店街チャレンジ戦略支援�
　（イベントの補助）� 8,201万円
商店街プロモーション支援� 1,700万円
公衆浴場の耐震化促進支援� 231万円

産業経済費

学校における働き方改革の推進� 4,820万円
学校における安全対策の拡充（※）
� 1,682万円
日帰り体験型英語学習（小・中学校）��
� 1,062万円

教育費

※�区立小学校の登下校
区域に防犯カメラを
整備します。また、
区立小・中学校の熱
中症対策としてテン
トを配備します

河川の環境改善（水質改善・河川清掃）�
� 1 億3,593万円
自転車シェアリング（※）� 3,091万円
西郷山公園土砂災害対策調査� 1,125万円

都市整備費

※�電動アシスト自転車の貸
し出しサービス。設置場
所と自転車台数を増やし
ます

補正後の各会計予算額と執行状況� （単位：億円、△は減額）

区分
予算額 収入済額 収入率

補正前 補正 補正後 支出済額 執行率

一般会計 1,085.9 △�10.2 1,075.7
1,030.4 95.8%
898.7 83.5%

国民健康保険
特別会計 265.6 △�2.2 263.4

235.6 89.4%
247.6 94.0%

後期高齢者
医療特別会計 67.2 △�0.3 67.0

63.0 94.1%
66.2 98.9%

介護保険
特別会計 210.8 0.5 211.3

204.5 96.8%
191.2 90.5%

■区有財産の状況
区分 現在高 備考

土地 816,815㎡ －
建物 528,765㎡ －
物権 0 件 －
出資による権利 8億円 芸術文化振興財団などへの出資金
物品 49億円 取得金額 1件50万円以上のもの
債権 1億円 奨学資金などの貸付金

基金 537億円 積立基金と公共料金支払基金など
の運用基金

※�土地、建物、出資による権利は元年 9／30現在

各会計の当初予算額� （単位：億円、△は減額・減率）

区分 2年度 元年度 増減額 増減率

一般会計 1,071.2� 1,062.4� 8.8� 0.8%

国民健康保険
特別会計 251.4� 266.9� △�15.5 △�5.8%�

後期高齢者医療
特別会計 68.3� 66.3� 2.0� 3.0%

介護保険
特別会計 211.0� 202.0� 9.0� 4.4%

合計 1,602.0� 1,597.7� 4.2� 0.3%

健康福祉費
私立認可保育所の開設支援ほか
� 38億3,892万円
特別養護老人ホーム、身体障害者入所施設
　など複合施設整備支援ほか（※）�
� 12億9,677万円
認可外保育施設保育料助成� 2 億3,956万円
受動喫煙防止対策促進� 3,024万円

※�区有地や国有
地を活用し、
整備支援など
を行います

元年度下期の補正予算と執行状況ほか　※ 2年 3／31現在

防災センター（旧地震の学習館）改修�
� 2 億2,166万円
避難所などへの蓄電池配備（※）� 1,054万円
防災行政無線スピーカーの改修� 551万円

総務費

※�災害時の大規模停電に備
え、地域避難所と中目黒
駅周辺の一時滞在施設に
太陽光パネル付きの蓄電
池を配備します

主な事業内容 安全・安心なまちづくり… 　子育て支援の充実と教育の振興… 　福祉の充実と健康づくりの推進…
環境と調和した魅力あるまちづくりの推進… 　多様性を認め合う平和な社会の実現に向けた取り組みの推進… 　その他…●

その他
82億円
7.7％

予備費など
12億円 1.1％

健康福祉費
592億円
55.3％

教育費
108億円
10.1％

区民生活費
107億円
10.0％

総務費
87億円
8.1％

都市整備費
76億円
7.1％

環境清掃費
50億円　4.6％

公債費
24億円 2.3％ 産業経済費　7億円　0.7％

議会費
7億円　0.7％

特別区税 
455億円
42.5％

国庫支出金
158億円
14.7％

特別区交付金
141億円
13.2％

都支出金
110億円
10.3％

譲与税・
交付金
85億円
7.9％

繰入金
38億円
3.5％

特別区債
2億円　0.2％

歳入
1,071億円

歳出
1,071億円

■特別区民税の負担状況
総額 447億円 特別区民

税の元年
度予算額

1 世帯当たり 280,992円

1 人当たり 158,314円

■�一時借入金の�
状況

　一時借り入れは 

行っていません。平成29年度 30年度 令和元年度
（見込み）

2年度
（見込み）

383
456 536 524

187 169 163 148

貯金 借金 （単位：億円）

※数字は四捨五入しているため、合計と一致しない場合があります

※�総合庁舎の一部
の窓口に、通訳
サービス用のタ
ブレット端末を
導入します

貯金（積立基金）と
借金（特別区債）の状況


