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広告 公文式教室 開設説明会 開催中！ご自宅近く・無料研修で安心のスタート℡0120-834-414 詳細はこちら⇒

環境環境
リサイクルリサイクル

家電リサイクル受付センターの
電話番号とインターネット申込
アドレスが変わりました

　 TEL 0570−087−200（ナビダイヤ
ル）（月～金曜日、午前9時～午後5時、
祝休日・年末年始を除く）
▷問合せ
　清掃リサイクル課　
　 TEL（5246）1018

子育て・教育子育て・教育

子育て心理相談

▷日程　①7月20日㈬　②26日㈫
▷時間　午前9時30分～11時
▷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

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

●1～3か月児の育児相談（予約制）
日時 場所

7月19日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター
7月20日㈬午後1時30分～3時10分 台東保健所
●育児相談（対象は1歳5か月までの子供）

日時 場所

7月5日㈫午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
谷中分室

7月7日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
7月8日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
7月13日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
7月19日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター
7月20日㈬午前9時30分～11時10分 台東保健所
●とことこ育児相談（対象は１歳６か月以上の子供）

日時 場所
7月20日㈬午前9時30分～11時 浅草保健相談センター
7月26日㈫午前9時30分～11時10分 台東保健所

新型コロナウイルス感染対策のため、個別相談のみ
実施しています。母子手帳をお持ちください。また
体調不良の際は、ご利用を控えてください。
詳しくは、区HPをご確認ください。

お気軽にご相談
ください！

プラスチックはえらんで、減らして、リサイクル
　今年4月に「プラスチック資源循環促進法」が施行されました。
これは、環境にやさしいプラスチックを選び、プラスチックの
排出を減らして、リサイクルを促すための法律です。区では「台
東区一般廃棄物処理基本計画」において「使い捨てプラスチッ
クの削減」と「プラスチックごみの資源化の推進」を重点的取

り組みとして位置付けています。
　プラスチックの資源循環を実現するためには、一人ひとりの心がけが必要です。
買い物するときは、マイバック・マイボトル・マイ箸を持ち歩き、
レジ袋やプラスチックのフォーク等を断ったりするなどできること
から始めていきましょう。
▷問合せ　清掃リサイクル課 TEL（5246）1018

一般会計

(※1)特別区交付金…市町村税である固定資産税等を都が
徴収し都区の事務量等に応じて配分する交付金

(※2)その他…繰入金、繰越金、使用料及び手数料など

予算額内訳 支出済額内訳 執行率 支出内容

総務費 215億
1,943万円

174億
135万円 80.9%

災害対策、区民
館等の運営、選
挙など

衛生費 147億
9,405万円

102億
2,513万円 69.1%

健康づくり、環
境の保全、清掃
事業など

土木費 67億
910万円

53億
5,306万円 79.8%

まちづくりの推
進、道路・公園
の整備など

その他 152億
9,698万円

142億
6,106万円 93.2％

文化・観光・産業
の振興、区議会の
運営、特別会計へ
の繰出金、特別区
債の償還など

●国民健康保険事業会計　4年3月に予算の補正を行い、
最終的に２32億7,052万円となっています。

予算額 歳入 歳出

232億7,052万円
収入済額 210億

451万円 支出済額 213億
5,284万円

収入率 90.3% 執行率 91.8％

●後期高齢者医療会計　4年3月に予算の補正を行い、
最終的に53億1,866万円となっています。

予算額 歳入 歳出

53億1,866万円
収入済額 49億

3,595万円 支出済額 47億
2,093万円

収入率 92.8% 執行率 88.8％

●介護保険会計　3年10月に予算の補正を行い、最終
的に179億2,144万円となっています。

予算額 歳入 歳出

179億2,144万円
収入済額 170億

9,167万円 支出済額 155億
36万円

収入率 95.4％ 執行率 86.5％

●老人保健施設会計　予算額は1億6,300万円となって
います。

予算額 歳入 歳出

1億6,300万円
収入済額 1億

5,289万円 支出済額 1億
3,900万円

収入率 93.8％ 執行率 85.3％

●病院施設会計　予算額は3億418万円となっています。
予算額 歳入 歳出

3億418万円
収入済額 2億

9,716万円 支出済額 2億
4,830万円

収入率 97.7％ 執行率 81.6％

令和3年度予算下半期執行状況令和3年度予算下半期執行状況（4年3月31日現在）

各会計の執行状況各会計の執行状況　 　 　 　 ※千円単位を四捨五入

※内容は一部を除き4年3月31日現在のもので、
　最終的な決算額と異なります。

お知らせします　台東区の財政状況お知らせします　台東区の財政状況

　3年度の一般会計の当初予算は、新型コロナウイルス
感染症対策などを含め、1,063億円を計上しました。
　キャッシュレス決済ポイント還元、新型コロナウイル
スワクチン接種、中小企業融資における利子及び信用
保証料補助、子育て世帯や住民税非課税世帯等に対す
る臨時特別給付金の支給などの経費を加えるため、10
回にわたり予算の補正を行いました。
　さらに、2年度から繰り越した新型コロナウイルスワ
クチン接種、キャッシュレス決済の導入などの予算も含
めると、最終的に総額1,237億5,940万円となっています。

歳入
予算額 収入済額 収入率

1,237億5,940万円 1,201億
8,362万円 97.1％

予算額内訳 収入済額内訳 収入率

特別区交付金（※1） 309億
4,179万円

311億
8,351万円 100.8％

国・都支出金 407億
8,913万円

396億
7,090万円 97.3％

特別区税 235億
9,835万円

212億
8,453万円 90.2％

地方消費税交付金 57億
5,630万円

60億
7,365万円 105.5％

その他（※2） 226億
7,383万円

219億
7,103万円 96.9％

歳出
予算額 支出済額 執行率

1,237億5,940万円 1,047億
1,762万円 84.6％

予算額内訳 支出済額内訳 執行率 支出内容

民生費 405億
819万円

367億
408万円 90.6％

高齢者や児童、
障害のある方、生
活に困っている方
への給付など

教育費 249億
3,165万円

207億
7,294万円 83.3％

学校や保育園の
整備・運営、生涯
学習の振興など

特別会計

　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充てるものです。3
年10月から4年3月までの間、一時借入金はありません。

一時借入金

　4年3月31日現在の特別区民税の課税額は、217億
1,904万円で、これを区民1人当たり、1世帯当たりの
負担額として計算すると、およそ次のようになります。
1人当たりの負担額　 10万6千円 人口 204,431人
1世帯当たりの負担額　17万4千円 世帯数 125,157世帯

※人口・世帯数は外国人を含む

区民負担の概要

3年9月30日
現在高

3年10月から4年3月までの
増減額 4年3月31日

現在高
発行額 償還額

165億
3,231万円

7億
6,240万円

3億
8,672万円

169億
799万円

特別区債現在高

種類 数量 価格
土地 441,211.76平方メートル 1,135億8,709万円
建物 471,832.60平方メートル 1,182億7,032万円

工作物及
び立木竹 ― 　91億3,851万円

基金 ― 527億  951万円
出資による
権利 ― 108億6,698万円

動産 ― 107億8,725万円
合計 ― 3,153億5,966万円

※土地には、道路敷を含まない
※出資による権利・動産は3年3月31日現在

区有財産の状況

問合せ 財政課 TEL（5246）1071

育児相談育児相談
（予約制）（予約制）


