広報

1人あたり負担額

10万5千円 人口

203,121人

1世帯あたり負担額 17万4千円 世帯 122,435世帯
※人口・世帯数は外国人を含めた数値です。

区民負担の概要

2年9月30日現在の特別区民税総額は、212億
5,424万円で、これを区民の皆さんの1人あた
り、1世帯あたりの負担額として計算すると、
次のようになります。

第 1267 号
予算現額 1,284 億 3,766 万円
収入済額 653 億 2,203 万円
収入率 50.9%

527 億 340 万円
337 億 4,674 万円
（64.0%）
276 億円
119 億 5,716 万円
（43.3%）

地方
消費税
交付金

衛生費

その他

その他

351 億 1,344 万円
242 億 9,040 万円（69.2%）
240 億 1,661 万円
85 億 7,495 万円（35.7%）
93 億 9,988 万円
36 億 9,479 万円（39.3%）
229 億 6,165 万円
116 億 1,243 万円（50.6%）

9

※その他（土木費、
産業経済費、文化観光費など）
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収入済額（収入率）・支出済額（執行率）

歳出支出済額

執行率

後期高齢者医療会計 50億5,200万円 24億7,382万円 49.0% 15億8,411万円 31.4%
介護保険会計

168億1,000万円 81億1,193万円 48.3% 68億6,372万円 40.8%

老人保健施設会計

1億2,940万円

1億1,922万円 92.1%

5,955万円 46.0%

病院施設会計

4億8,928万円

2億5,426万円 52.0%

１億3,374万円 27.3%

（2年9月30日現在）

保険・年金
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保険 料 納 付済額のお知ら
せを送ります

２年１月１日～ 月 日に納め
た後期高齢者医療保険料・介護保

と預かってくださる方 （提供会
員）を登録し、依頼に応じて提供

会員を紹介しています。活動終了
後、依頼会員から提供会員に謝礼
と実費が支払われます。

▽活動内容 保育施設・習い事へ
の送迎、提供会員宅での預かり
※会員同士で相談の上、子ども家

30

12

庭支援センター・児童館・生涯
学習センターこども室（一般開
放日のみ）などの児童関係施設

11

険料のお知らせを３年１月下旬に
発送予定です。この保険料は、確
定申告等の際に社会保険料控除の

19

を利用することもできます。
※お泊りサポート（宿泊預かり）
も行っています（ 利用条件あ
り）
。

・提供会員入会説明会・登録時講
習会（予約制）
▽日程 ①３年１月 日㈫ ②３
月６日㈯
▽時間 午前９時 分～ 時 分
▽場所 ①台東区生涯学習センタ
ー ②台東区社会福祉協議会
（いずれも車での来場不可）
※託児あり（要予約）
▽申込締切日 各開催日の前日
（土・日曜日・祝休日を除く）
※依頼会員入会については左記へ
お問合せください。
▽申込み・問合せ 台東区社会福
祉協議会
ＴＥＬ
（５８２８）７５４８
30

う、区が支援している団体の活
動場所
▽時間 団体により異なる
人程度
▽募集人数
▽申込み・問合せ 子育て・若者
支援課 ＴＥＬ
（５２４６）１２３７

令 和３年 度 乳 幼 児 家 庭
教 育 学 級の 講 座 運 営 団 体
募集

０～３歳の子供と保護者を対象
にした、家庭教育の学習講座を企
画・運営する団体を募集します。
▽募集説明会日時 ３年１月 日
㈯午後２時（オンライン開催）
▽対象団体 次の全てに該当する
団体 子育て中の保護者の支援
を目的とする、継続的な活動を
区内で行う（ 今後予定してい
る）
、５人以上で構成される営
利を目的としない、特定の宗教

・政治的宣伝・公序良俗に反す

30

収入率

特別会計予算の執行状況

歳入歳出予算現額 歳入収入済額

対象になりますので、申告の際に
ご利用ください。
▽問合せ 後期高齢者医療保険料

26

子 育ての学 習 支 援 ボラン
ティア（子育て地域サポー
ター）募集

区での面接・登録後、区から登
録者情報の提供を受けた事業実施
団体からの依頼を受けて、ボラン

ティアとして活動する制度です。
主に子供の学習支援を行うサポー
ターを募集しています。
▽対象 子供の学習支援に関心の
ある 歳以上の方（高校生を除
く）
▽支援内容 主に小・中学生を対
象とした宿題の補助等の学習指
導
▽場所 子供食堂・学習支援を行

る活動をしない
▽委託内容 乳幼児期の子育てに
関わる学習等をテーマとし 、
①５回以上 ②３～４回の講座

を企画・実施
▽委託期間 ３年７月～４年２月
末
▽委託団体 数団体程度

▽運営の委託経費（上限）

① 万円 ② 万円
▽申込方法 申請書に必要事項を

記入し、左記問合せ先へ持参
▽申込締切日時 ２月 日㈮午後
時

※募集要項・申請書は生涯学習セ
ンター５階生涯学習課で１月５

日㈫から配付（区
からダウ
ンロード可）
※本事業は、３年度予算が可決さ
れることが前提となります。
▽申込み・問合せ 生涯学習課
ＴＥＬ
（５２４６）５８２１
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10

教育費

は国民健康保険課後期高齢者保
険係 ＴＥＬ
（５２４６）１４９１
介護保険料は介護保険課資格・
保険料担当
ＴＥＬ
（５２４６）１２４６

20

11

20

特別区税

169 億 4,559 万円（45.9%）

国民 健 康 保険 事 業
231億7,064万円 95億9,550万円 41.4% 74億8,097万円 32.3%
会計

子育て・教育

30

会計

子育て心理相談（予約制）

「子供や家族のことでイライラ
してしまう」
「自分に、子育てに
自信がもてない」
「出産後、気分
が落ち込みがち」などの相談に、
専門カウンセラーが応じます。
▽日程 ①３年１月 日㈬ ②
日㈫
▽時間 午前９時 分～ 時 分
（ 人 分程度）
▽対象 区内在住で、就学前の子

供を育てている方
▽場所・申込み・問合せ
①浅草保健相談センター
ＴＥＬ
（３８４４）８１７２

②台東保健所保健サービス課
ＴＥＬ
（３８４７）９４９７

ファ ミ リ ー・ サ ポ ー ト・
センター 依 頼・提 供 会 員
募集

子供を預けたい方（依頼会員）

H
P

30

30
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総務費

※その他（繰入金、
使用料及び手数料、諸収入など）

1

30

5

76 億 136 万円
（38.6%）

特別区
交付金

369 億 4,608 万円

（２年 月 日現在）

4億3,627万円
159億7,633万円
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197 億 1,627 万円

一時借入金

19億8,550万円

償還額

2年9月30日現在高

31 億 4,528 万円
（53.5%）

民生費

予算現額

144億2,710万円

発行額

58 億 7,668 万円

一時借入金は、予定した収入が
確保できない場合などに、資金を
一時的に借り入れて、支出にあて
るものです。２年９月 日現在、
一時借入金はありません。

2年4～9月の増減額

88 億 7,149 万円
（39.4%）

国・都
支出金

予算現額 1,284 億 3,766 万円
支出済額 651 億 1,816 万円
執行率 50.7%

※2年9月30日現在、一般会計については他会計等から一時的な資金の運用を行っています。

特別区債現在高

2年3月31日現在高

区有財産の状況

数量
価格
土地
441,012.02
1,134億1,987万円
※道路敷を含まず 平方メートル
471,010.49
1,174億9,669万円
建物
平方メートル
工作物及び立木竹
―
89億5,440万円
基金
―
457億837万円
出資による権利
―
108億6,698万円
※2年3月31日現在
動産
―
105億5,693万円
※2年3月31日現在
合計
―
3,070億324万円
（2年9月30日現在）

歳出

一般会 計

225 億 4,131 万円

種類

歳入

令和２年度予算上半期執行状況

（5） 令和2（2020）年 12月20日

2月の上野・千束健康増進センターの運動教室参加者募集
場所・申込み・問合せ

〒110－0015 台東区東上野4－22－8
上野健康増進センター TEL（3847）9475
教室名

日時

定員

〒111－0031 台東区千束3－28－13
千束健康増進センター TEL（5603）0085
教室名

初めてのエアロビクス 毎週火曜日（全4回）
午後1時30分～2時15分 20人 火曜エアロビクス

毎週火曜日（全4回）
15人
午後3時～3時45分
シェイプ ･ THE ･ ボ
毎週火曜日※23日を除く
（全３回）
午後7時30分～8時15分 10人
ディ
毎週水曜日（全4回）
水曜リズム体操
午後1時30分～2時15分 15人
毎週水曜日（全4回）
ベーシックエアロ
午後7時30分～8時15分 10人
高齢者のための足腰元 毎週木曜日（全4回）
10人
気体操
午後1時～1時45分
毎週木曜日（全4回）
フラダンス
10人
午後3時～3時45分
毎週木曜日※11日を除く（全3回）
エンジョイエアロ
10人
午後7時30分～8時15分
毎週金曜日（全4回）
金曜リズム体操
午後1時30分～2時15分 20人
毎週金曜日（全4回）
リラックスヨガ
10人
午後7時～7時45分
毎週土曜日（全4回）
土曜リズム体操
午前11時30分～午後0時15分 15人
ステップアップエアロ 毎週土曜日（全4回）
10人
午後2時～2時45分
毎週日曜日（全4回）
15人
やさしい太極拳
午前11時～11時45分

火曜リズム体操

火曜パワーアップスリム
ゆったりヨガ
さわやかリズム体操
やさしいエアロビクス
生き生きリフレッシュ
体操

金曜ボディーバランス
土曜パワーアップスリム
たのしいヨガ
熟年体操
高齢者のための足腰元
気体操
日曜エアロビクス

日時

定員

毎週火曜日（全4回）
7人
午後2時～2時45分
毎週火曜日※23日を除く
（全３回）
7人
午後7時15分～8時
毎週水曜日（全4回）
7人
午後7時15分～8時
毎週木曜日（全4回）
8人
午後2時～2時45分
毎週木曜日※11日を除く（全3回）
8人
午後7時15分～8時
毎週金曜日（全4回）
8人
午後2時30分～3時15分
毎週金曜日（全4回）
8人
午後7時15分～8時
毎週土曜日（全4回）
午前10時30分～11時15分 5人
毎週土曜日（全4回）
7人
午後1時～1時45分
毎週土曜日（全4回）
午後2時30分～3時15分 13人
毎週日曜日（全4回）
午前10時30分～11時15分 17人
毎週日曜日（全4回）
5人
午後2時～2時45分

対象 区内在住か在勤の18歳以上の方 費用 1回
300円 申込方法 往復はがきに①2月の○○教室
健康増進センターについて 新型コロナウイルス感染症 希望 ②住所 ③氏名（ふりがな） ④年齢 ⑤
対策のため、運動の強度、時間、人数等を縮小して実施します。 性別 ⑥教室参加歴の有無 ⑦電話番号を書い
トレーニングルームは開放時間および定員を設けています。 て、1月20日㈬（必着）までに各センターへ（1人
プール、更衣室、シャワー室は、引き続き使用できません。 1教室につき1枚の応募）※応募多数の場合は抽選

【広報「たいとう」掲載の各課等の電話番号について】 携帯電話・スマートフォンなどでおかけになる際は、頭に〈03〉をつけてダイヤルしてください。

