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⑧教育費

一般会計
国民健康保険事業会計
後期高齢者医療会計
介護保険会計

⑭その他
89億2,952万円
8.6%

2年度予算規模

業にかかる費用

まちづくりの推進、道路・公園の
⑪土木費
⑪土木費
整備にかかる費用
67億8,651万円
⑫産業経
地域産業の振興、消費者保護にか
6.5%
済費

⑫産業経済費
35億3,971万円
区議会の運営、特別会計への繰出
3.4%
⑭その他
金、特別区債の償還にかかる費用
前年度比

1,037億円

42億円

231億2,800万円

△4億5,600万円

50億5,200万円

1億6,000万円

168億1,000万円

6億4,000万円

老人保健施設会計

1億2,940万円

△910万円

病院施設会計

4億8,928万円

△425万円

1,493億868万円

45億3,065万円

合計

3.1%

2億2,800万円の減
2,300万円の歳入増

見直し総額

4億3,800万円

13

・

2人目 1人につき
以降 38万円加算
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※世帯状況等に応じて
各種控除が受けられ
る場合あり

【日曜開庁】毎月第2日曜日に区役所1階の窓口を開きます。取り扱いできない業務もありますので、事前に各窓口へお問合せください。

る場合は、事前に左記へお問合
せください。
▽問合せ 障害福祉課

区(役所２階⑩番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２０１

救急医療情報キットを無
償配布しています

65

福祉

1人 398万4千円

福祉タクシー券を利用し
ている方へ

0人 360万4千円

７１３

（高齢・障害等）

30 ・

７５２

福祉タクシー券の受給者に、令
和２年度分のタクシー券を交付し

所得限度額
（平成30年分所得）
扶養
所得限度額
人数

65

「歳末たすけあい運動」
へのご協力ありがとうご
ざいました

H
P

かかりつけ医療機関や緊急連絡
先等の情報を専用の用紙に記入し、

台東保健所保健サービス課 TEL （3847）9497
浅草保健相談センター TEL （3844）8172

3.3% 管理的経費等の見直し
4.0% （委託など）
△6.6% 手数料改定および歳入
△0.9% 確保

1億8,700万円の減

筒状の容器に入れて冷蔵庫に保管
しておくことで、緊急時、救急隊
に必要な情報を伝える助けとなり

●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）
日時（受付は午前10時〜10時15分）
場所
3月18日㈬午前10時～11時30分 浅草保健相談センター
3月24日㈫午前10時～11時30分 台東保健所

4.2% 事務事業等の見直し
△1.9% （14事業）

ます。
すでにキットをお持ちの方は、
情報シートに記載した内容が変わ
っていないか確認してください。
▽対象 区内在住の 歳以上の高
齢者で、次のいずれかに該当す
る方 ①ひとり暮らし ②高齢
者のみの世帯 ③１日のうち、
ひとりになる時間帯がある（施
設等に入所中の方を除く）
▽申込方法 本人確認できる物
（健康保険証、介護保険証等）
を左記問合せ先か地域包括支援
センターへ持参
▽問合せ 介護予防・地域支援課
（区役所２階⑤番）
ＴＥＬ
（５２４６）１２２４

●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）
日時
場所
日本堤子ども家庭支援
3月3日㈫午前10時～11時
センター谷中分室
生涯学習センター
3月5日㈭午後1時30分～2時30分
（はばたき21）
3月6日㈮午前10時～11時
今戸児童館
台東子ども家庭支援センター
3月11日㈬午前10時～11時
3月13日㈮午前10時～11時
寿子ども家庭支援センター
3月19日㈭午後1時30分～2時30分 金杉区民館

見直し額

ます。
事前に登録されている受取方法
（郵送または窓口受取）でお渡し
しますので、ご不明な方は下記へ

●1～3か月児の育児相談（予約制）
日時
場所
3月17日㈫午後1時30分～3時30分 浅草保健相談センター
3月25日㈬午後1時30分～3時30分 台東保健所

前年度比較での見直し内容
２年度予算の見直し区分

皆さんから、総額 万８千 円

プレママ・パパ交流会（予約制）
「赤ちゃんといる生活ってどんな生活なのかな」「出産
に向けて何を準備したらいいんだろう」など先輩ママ・
パパや赤ちゃん（生後1～3か月）と、情報交換や交流が
できます。 日程・場所 3月17日㈫・浅草保健相談セン
ター、3月25日㈬・台東保健所 時間 午後3時～3時30分
対象 区内在住の妊婦とそのパートナー 定員 10組程度（先
着順） 申込方法 電話で下記問合せ先（開催場所）へ
育児相談
保護者や子供の交流の場にもなっています。 内容 身体測
定・保健師等の相談 持ち物 母子健康手帳

伸び率

の募金が寄せられました。
お問合せください。
高齢者や障害者への在宅福祉サ ▽発送日 ３月 日㈮
ービスや、子育て家庭への支援な ▽窓口配布開始日 ３月 日㈪
ど、有効に使わせていただきます。 ※２年度分のタクシー券は、４月
１日㈬から使用できます。
▽問合せ 台東区社会福祉協議会
▽対象 身体障害者手帳の上肢１
ＴＥＬ
（５８２８）７５４５
級、下肢・体幹・内部機能の１
難病患者福祉手当をご存
～３級、視覚１ ２級、愛の手
じですか
帳１ ２度のいずれかに該当し、
難病医療費助成制度（国および
平成 年中の所得額が限度額以
都疾病）の対象者で、 歳未満の
内の方
方、小児慢性特定疾病医療費助成 ※燃料費助成と同時受給は不可
制度の対象者で、手当の対象疾病
にり患している方は申請できます。
で確認で
対象の疾病は区
きます。
※手当の受給には、所得制限等の
支給要件がありますので、詳し ▽必要な物（窓口受取の場合）
くは左記へお問合せください。
身体障害者手帳または愛の手帳
▽問合せ 障害福祉課
・印鑑
ＴＥＬ
（５２４６）１２０１
※本人や家族以外が受け取りにく

プレママ・パパ交流会、育児相談

問合せ

かる費用

⑬文化観 文化・観光事業の振興にかかる費
光費
用

針会議」を開催し、区政の課題や財政状
況などについて全庁的な意識の共有化と
庁内議論を深めました。
それらを踏まえ、区の将来像「世界に

会計別予算の規模
会計名

⑬文化観光費
17億1,804万円
1.7%

台東区長

④都支出金
85億
1,526万円
8.2%
⑤地方消費税
交付金
58億7,668万円
5.7%
⑥その他
168億6,455万円
16.3%

学校・保育園の整備・運営、生涯

学習の振興にかかる費用
⑩衛生費
災害対策、区民館等の運営にかか
89億
⑨総務費
る費用
7,474万円
健康づくり、環境の保全、清掃事
8.7%
⑩衛生費

税制改正によって減となっており、今後
もそのマイナスの影響により大きく減収
となることを危惧しています。

高齢者や児童、障害のある方、生
⑦民生費 活に困っている方への給付にかか
る費用

24

一方、歳出では、子育て支援の充実や
待機児童対策、教育環境の整備、高齢者・
障害者に係るサービスと施設の充実、低

歳出

成 年度当初予算以来の規模となってお
り、今後より一層の健全な財政運営を推

区の施設の使用料、各種証明発行
手数料、貸付金の返還金など

進していかなければなりません。
予算編成にあたっては、
「予算編成方

歳出

歳入

⑥その他

令和２年度予算編成に
あたって

⑤地方消 地方消費税を財源として、人口と
費税交付 従業者数に応じて交付される交付
金
金

輝く ひと まち たいとう」の実現を
力強く推し進めるとともに、これまで取

④都支出 区が行う事業に対して都から支出
金
される負担金や補助金など

国は、令和２年度の経済見通しについ
て、総合経済対策を円滑かつ着実に実施

③国庫支 区が行う事業に対して国から支出
出金
される負担金や補助金など

り組んできた各施策を着実に推進できる
よう、予算配分を行っています。
私は、これらの予算を着実に執行し、

①特別区
交付金
276億円
26.6%

②特別区 区民の皆さんに納めていただいて
税
いる特別区民税など

するなど、各種政策の効果もあいまって、 所得者への支援、災害対策の強化、区有
雇用・所得環境の改善が続き、
「内需を 施設の保全や長寿命化への対応など、さ
中心とした景気回復が見込まれる」とし まざまな行政需要が増大しています。

223億
220万円
21.5%

⑧教育費
237億419万円
22.9%
⑨総務費
139億
941万円
⑦民生費
13.4%
361億
3,788万円
34.8%

②特別区税
225億4,131万円
21.7%

このような状況から、令和２年度予算
の基金活用額は、景気低迷期であった平

③国庫支出金

市町村税である固定資産税等を都
①特別区
が徴収し、都区の事務分担に応じ
交付金
て分配する交付金

区民の皆様が台東区に誇りと愛着を持ち
続けられるよう、全力で取り組んでいき
ます。

一般会計予算1,037億円の内訳

歳入

ています。一方で、
「海外経済の動向や
金融資本市場の変動の影響に留意する必
要がある」との認識も示しています。

問合せ 財政課 TEL （5246）1071

区の財政状況は、歳入では、特別区民
税が増となるものの、特別区交付金は、
地方税を国税化して再配分する不合理な

台東区の各会計予算案がまとまりました

