
令和4（2022）年12月20日　5広報

【開発等の問合せ・相談】近隣の開発の状況等について、知りたい事や心配事がありましたら、何でもご相談ください。
▷問合せ　都市計画課 TEL（5246）1363

広報「たいとう」の記事で、費用の記載の無いものは「無料」です。

子育て・教育子育て・教育

「Zoomであつまれ！ふたごちゃ
ん・みつごちゃん！」のお知らせ

▷日時　5年2月6日㈪午後2時～3時
▷定員　5組（先着順）
▷対象　区内在住の多胎児（就学前まで）

の親子または多胎児を妊娠している方
とパートナー

▷申込方法　区HP（下記二次元コード）よ
り申込み

▷申込期間　12月26日㈪～5年1月30日㈪
▷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

子育て心理相談（予約制）

▷日程　①5年1月18日㈬　②24日㈫
▷時間　午前9時30分～11時（1人30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

福祉福祉
（高齢・障害等）（高齢・障害等）

5年度高齢者ふれあい入浴券の
新規申込みを受け付けます

▷対象　区内在住の65歳以上で、次のい
ずれかに該当する方（特別養護老人ホ
ーム入所者は除く）　①ひとり暮らし　
②世帯全員が65歳以上　③自宅に風呂
がない

▷配付枚数　年間20枚（申請月により異
なる）　

▷配付時期・方法　5年3月下旬・簡易書
留郵便で送付　

▷利用方法　区内の公衆浴場で1回につき、
入浴券1枚と50円を支払い　

▷利用期間　5年4月1日㈯～6年3月31
日㈰

▷申込方法
・4年度「高齢者ふれあい入浴券」を受け

取った方　
　申込みの必要はありません
・初めて申込む方　
　区HPから申込むか、本人確認書類（健

康保険証等）を下記問合せ先へ持参
▷申込開始日　5年1月4日㈬
※電子申請の申込み期限は2月10日㈮
▷問合せ　高齢福祉課（区役所2階⑥番）
　 TEL （5246）1222

福祉タクシー券を追加交付しま
す

　タクシー運賃の改定に伴い、12月分よ
り福祉タクシー券の交付額を下記のとおり
改定します。現在受給されている方には、
増額分のタクシー券を、事前に登録されて
いる受取方法で追加交付します。
▷改定額　現行3,500円／月、改定後
　4,000円／月　
▷交付額　2,000円分（500円×4か月分）
▷発送日　5年1月下旬（予定）　
▷窓口配布開始日　12月26日㈪　
▷必要な物（窓口受取の場合）　身体障害

者手帳または愛の手帳

※本人や家族以外が受け取りにくる場合は、
事前に下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

おむつ代も医療費控除の対象
となります

▷対象　おおむね６か月以上寝たきり状態
の方のおむつ代

▷所得税・住民税の申告時に必要な書類
　①医療費控除の明細書　②医師が発行し

た「おむつ使用証明書」(継続して２年
目以降控除を受ける方は介護保険課が発
行する「確認書」）

※「確認書」の交付は下記へお申込みくだ
さい。条件に該当しない場合、「確認書」
を発行できない場合があります。

▷問合せ　「確認書」の交付は介護保険課
（区役所2階④番）　TEL（5246）1245

　おむつ使用証明書の用紙配布は高齢福祉
課（区役所2階⑥番）

※区HPからダウンロード可　
　 TEL （5246）1222
　住民税に関する問合せは税務課（区役所

3階⑪～⑬番）
　 TEL （5246）1102～05

歳入 歳出

予算現額 収入済額（収入率）・支出済額（執行率）

予算現額1,099億 6,353 万円
収入済額　 529億 2,412 万円

収入率48.1%

※その他 （繰入金、使用料及び手数料、諸収入など） 

※4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。

※その他（土木費、産業経済費、文化観光費など）

予算現額 1,099 億 6,353 万円
支出済額 　451億 2,916 万円
執行率41.0%

民生費

特別区税 衛生費

その他 その他

56億 1,340 万円

34億 6,026 万円（61.6%）

56億 1,340 万円

34億 6,026 万円（61.6%）

235億 9,641 億円235億 9,641 億円

99億 7,731 万円（42.3%）99億 7,731 万円（42.3%）

168億 1,244 万円168億 1,244 万円

392億 6,864 万円392億 6,864 万円

212億 8,122 万円212億 8,122 万円

99億 6,096 万円（46.8%）99億 6,096 万円（46.8%）154億 5,637 万円（91.9%）154億 5,637 万円（91.9%）

178億 5,693 万円（45.5%）178億 5,693 万円（45.5%）

129億 3,294 万円129億 3,294 万円

36億 5,282 万円（28.2%）36億 5,282 万円（28.2%）

国・都
支出金

352億 4,128 万円352億 4,128 万円

118億 2,415 万円（33.6%）118億 2,415 万円（33.6%）

特別区
交付金

地方
消費税
交付金

287億円287億円

122億 603万円（42.5%）122億 603万円（42.5%）
教育費

92億 68万円（38.1%）92億 68万円（38.1%）

241億 3,553 万円241億 3,553 万円

総務費
123億 4,520 万円123億 4,520 万円

44億 5,777 万円（36.1%）44億 5,777 万円（36.1%）

　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。4年9月30日現在、一時借入金はありません。

会計 歳入歳出予算現額 歳入収入済額 収入率 歳出支出済額 執行率
国民健康保険事業会計 235億1,783万円 98億2,436万円 41.8% 81億343万円 34.5% 
後期高齢者医療会計 53億8,100万円 25億7,302万円 47.8% 16億9,756万円 31.6% 
介護保険会計 176億3,600万円 89億461万円 50.5% 70億3,956万円 39.9% 
老人保健施設会計 1億5,380万円 1億4,352万円 93.3% 5,955万円 38.7% 
病院施設会計 2億8,256万円 2億5,361万円 89.8% 1億563万円 37.4% 

申込み・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
日時 場所

5年1月17日㈫午後1時30分～3時10分 浅草保健相談センター
1月18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
1月5日㈭午前10時～11時 日本堤子ども家庭支援センター
1月10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
1月11日㈬午前10時～11時 台東子ども家庭支援センター
1月13日㈮午前10時～11時 寿子ども家庭支援センター
1月17日㈫午前9時30分～11時10分 浅草保健相談センター
1月18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
1月18日㈬午前9時30分～11時 浅草保健相談センター
1月24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症対策のため、個別相談のみ実施して
おります。詳しくは、区HPをご覧ください。

育児相談育児相談（予約制）（予約制）

令和４年度予算上半期執行状況（4年9月30日現在）

一般会計

特別会計予算の執行状況

一時借入金

4年3月31日現在高 169億799万円

4年4～9月の増減額
発行額 5億8,000万円
償還額 4億4,053万円

4年9月30日現在高 170億4,746万円

4年9月30日現在の特別区民税総額は、228億
6,546万円で、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。
1人あたり負担額 11万1千円 人口 206,857人
1世帯あたり負担額 17万9千円 世帯 127,864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

特別区債現在高

種類 数量 価格
土地
※道路敷を含まず

440,944.01
平方メートル 1,135億7,086万円

建物 471,918.42
平方メートル 1,182億7,074万円

工作物及び立木竹 ―  91億3,570万円
基金 ― 483億2,602万円
出資による権利
※4年3月31日現在 ― 108億6,698万円

動産
※4年3月31日現在 ― 108億6,667万円

合計 ― 3,110億3,697万円

区有財産の状況

お気軽にご相談
ください！

5年4月より子ども医療費助成制度の5年4月より子ども医療費助成制度の
対象を高校生等に拡大します対象を高校生等に拡大します青青

対象 15歳到達後最初の4月１日から18歳到達後の最初の3月31日までの区内在住
の子ども（高校在学中か否かは問いません）  申請者 対象者を養育する方、高校生等
が誰からも監護されていない場合は、高校生等本人が申請者となることができます。
助成対象 健康保険適用分の医療費の自己負担額、入院時の食事療養標準負担額
申請方法

案内時期 対象者の保護者宛に12月20日以降に郵便で案内文等を送ります。
申請期間 5年1月16日㈪～2月15日㈬※医療証の発行は5年3月下旬
予定。※詳しくは、区HPをご覧ください。
申込み・問合せ 〒110－8615　台東区役所子育て・若者支援課

（区役所6階⑥番） TEL （5246）1175（土・日曜日・祝日・12月
29日～1月3日を除く午前9時～午後5時）

対象 申請

●❶ 現在、中学3年生の子ども（平成19年4
月2日～20年4月1日生まれ） 不要 台東区の子ども医療費助成を受け

ている場合、資格継続

●❷
現在、高校1年生相当年齢の子ども（平
成18年4月2日～19年4月1日生まれ）
および高校2年生相当年齢の子ども

（17年4月2日～18年4月1日生まれ）
要 電子申請か郵送で下記へお申込み

ください

※子どもが次の状況にある時は、医療費助成の対象になりません。
・住民登録が区外にある　・国民健康保険や健康保険などに加入していない
・生活保護を受けている　・児童福祉施設等に措置入所している


