広報

第 1195 号

9万5千円 人口

1世帯あたり負担額

195,649人

16万円 世帯 115,635世帯

※人口・世帯数は外国人を含めた数値です。

歳出

国・都
支出金

民生費

特別区
交付金

教育費

特別区税

総務費

地方
消費税
交付金

衛生費

その他

その他

304 億 3,711 万円
132 億 3,069 万円
（43.5%）
284 億円
120 億 306 万円
（42.3%）

種類

数量

価格

区有財産の状況

土地
440,797.33
1,136億5,521万円
※道路敷を含まず 平方メートル
463,100.54
1,125億2,333万円
平方メートル

建物
工作物及び立木竹

―

87億8,033万円

基金

―

423億8,933万円

出資による権利
※29年3月31日現在

―

108億6,698万円

動産
※29年3月31日現在

―

102億7,004万円

合計
―
（平成29年9月30日現在）

2,984億8,522万円
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80 億 1,595 万円
（36.0%）

35 億 1,156 万円
（32.2%）
80 億 7,141 万円
33 億 1,430 万円
（41.1%）
216 億 7,519 万円

29

106 億 8,313 万円（49.3%）
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歳出支出済額

執行率

後期高齢者医療会計 45億6,400万円 22億2,172万円 48.7％

14億7,655万円 32.4％

介護保険会計

63億2,506万円 40.1％

157億8,900万円 75億6,148万円 47.9％

老人保健施設会計

1億2,024万円

1億1,912万円 99.1％

5,955万円 49.5％

病院施設会計

3億1,941万円

2億9,498万円 92.4％

１億4,245万円 44.6％

（平成29年9月30日現在）

お知らせ

集会室等の利用について

は４月２日㈪）
※登録要件等、詳しくは左記へ
▽問合せ
・制度全般については
企画課☎（５２４６）１０１３
・各施設の登録要件等は
①区民課☎（５２４６）１１２３
②高齢福祉課
☎（５２４６）１２０５
③環境ふれあい館ひまわり
☎（３８６６）８０９８
④社会教育センター
☎（３８４２）５３５２

指定保養施設のご案内

台東区と大分県豊後大野市が
友好都市提携30周年を迎えました
彫塑家・故朝倉文夫のアトリエ兼自宅があった台東
区と、生誕の地である大分県豊後大野市（旧朝地町）
は、昭和62年12月10日に友好都市協定を提携し、今
年で30周年を迎えました。これを記念し、11月12日
に豊後大野市で開催されたふるさとまつりで、友好都
市30周年記念式典が行われ、今後も両都市の交流を深
めていくことを誓い合いました。また、台東区の区木
である桜の木の贈呈を
行い、後日、ふるさと
まつり会場である「フ
レッシュランドみえ」
の敷地内に植樹される
予定です。なお、12月
28日㈭まで区役所1階
で両都市の交流の歴史 ▲左から、佐藤辰己 豊後大野市議会
を紹介するパネル展を 議長、川野文敏 豊後大野市長、服
部征夫 台東区長、河野純之佐 台
開催しています。
東区議会議長
問合せ 都市交流課☎（5246）1016

12
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月１日に開催された平成 年
第４回区議会定例会の本会議で、

61

垣内恵美子氏の教育委員選任につ
いて同意がなされ、 月 日付で
就任しました。

▽教育委員（敬称略）
垣内 恵美子（再任） 歳

割引券付パンフレット「演
芸・舞台を観に行こう！」

(年１～６月の催し）を
作成しました

区内の演芸場で行われる演劇、
落語、漫才、講談、浪曲、レビュ
ー等の催し物を掲載しています。
▽配布場所 区役所１階アートギ
ャラリー、区民事務所・同分室、
地区センター、生涯学習センタ
ー、図書館ほか
▽問合せ 文化振興課
☎（５２４６）１３２８

住宅
まちづくり

道 路 愛 称 名 を 認 定 し まし
た

区では、町会などの申請に基づ
き、区民生活に重要な役割を果た
している区道に道路愛称名を付し

ています。新たに２路線を認定し
たのでお知らせします。
▽認定道路（区間）
・学問のみち
～上野３
）
（上野１
・谷中キッテ通り
（谷中２ １～９）
▽問合せ 道路管理課
☎（５２４６）１３０２
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垣内恵美子教育委員

12

教育委員が決まりました

広告を掲載するとともに、館内の
掲示板やホームページでその社会
貢献活動を顕彰します。

▽対象 区内の企業、商店、団体、
個人事業主
▽申込方法 申込書（左記問合せ
先で配布・図書館ホームページ
からダウンロード可）を左記問
合せ先へ郵送か持参
※企業の場合は、会社概要等（業
種等が分かる物）
、広告の掲出
を希望する場合は広告案（Ａ４
判まで）
、個人事業主の場合は、
本人確認できる書類（健康保険
証・運転免許証の写し等）が必
要。
※詳しくは、図書館ホームページ
をご覧になるか左記問合せ先へ
▽問合せ 中央図書館
☎（５２４６）５９１１

年１月 日㈰～２月９

台 東アート ギャラリーの
展示作品が替わります

▽期間
日㈮

▽場所 区役所１階台東アートギ
ャラリー
▽展示作品 「煌莫高窟壁画第
」
窟 東壁 門上仏説法図（左）
矢沢正文氏、
「煌莫高窟壁画第
」
窟 東壁 門上仏説法図（中）
只内寿則氏、
「煌莫高窟壁画第
」
窟 東壁 門上仏説法図（右）
髙井美香氏、
「敦煌莫高窟第
窟 東壁 門上仏説法図部分」小
畑薫氏
▽問合せ 文化振興課

☎（５２４６）１１５３
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歳入歳出予算現額 歳入収入済額 収入率

国民健康保険事業会
280億6,300万円 117億7,742万円 42.0％ 108億7,242万円 38.7％
計

10

30

29

109 億 1,342 万円

収入済額（収入率）・支出済額（執行率）
会計

30

区で保養施設として指定してい
る「鬼怒川観光ホテル」
「かんぽ
「ホテル・サンミ
の宿 伊豆高原」
倶楽部」は来年度も引続き利用で

きます。料金・利用方法について
は区民事務所等で配布している利
用案内をご覧ください。

▽問合せ 区民課
☎（５２４６）１１２３

中 央図 書 館の雑 誌スポン
サーを募集します

社会貢献活動の一環として、図
書館で購入している雑誌の費用を
負担していただく制度です。提供
雑誌のカバーに、スポンサーにな
っていただいた企業、店舗などの
－
26

220

222 億 3,839 万円

※その他（使用料及び手数料、
諸収入、特別区債など） ※その他（土木費、
産業経済費、文化観光費など）

集会室等の利用促進のため、団
体での利用を 人以上（③は５人
以上）としている左記施設におい
て、 年４月１日㈰から、区内在
住・在勤（学）の方９人以下（③
は４人以下）での利用ができるよ
うになります。利用料金は区内団
体と同額です。また利用登録は、
３月２日㈮から受付けを開始しま
す（②を除く）
。登録後、４月１
日㈰から、台東区公共施設予約シ
ステムで仮予約が可能
（②を除く）

です。
▽対象施設 ①区民館・同分館
②橋場老人福祉館・老人福祉セ

ンター ③環境ふれあい館ひま
わり ④社会教育センター・社
会教育館

▽予約受付開始時期 ①使用日の
１か月前の 日（４月分は４月
２日㈪、５月分は４月 日㈫）
②使用日の１か月前の１日（４
・５月分は４月３日㈫） ③使
用日の１か月前の１日（４ ５
月分は４月１日㈰） ④使用日
の１か月前の２日（４ ５月分
－
15

62 億 140 万円
（42.8%）

177 億 5,794 万円（48.1%）

特別会計予算の執行状況

8億7,467万円

220

220

－

145 億 451 万円

一時借入金

5億円
132億7,190万円

・

32 億 7,967 万円
（60.4%）

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。 年９月 日現在、
一時借入金はありません。

償還額

10

220

特別区債現在高

発行額

29年9月30日現在高

・

54 億 2,636 万円

369 億 1,291 万円

※29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。

136億4,657万円

10

81 億 9,239 万円
（38.9%）

予算現額

29年3月31日現在高
29年4～9月の増減額

210 億 4,334 万円

予算現額 998 億 1,132 万円
支出済額 432 億 8,288 万円
執行率 43.4%

（
 年９月 日現在）

歳入

年度予算上半期執行状況

1人あたり負担額

予算現額 998 億 1,132 万円
収入済額 429 億 721 万円
収入率 43.0%

一般会計

区民負担の概要

29年9月30日現在の特別区民税総額は、185億
3,109万円で、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。

平成

（3） 平成29（2017）年 12月20日
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【たいとうパープルほっとダイヤル（予約不要）
】パートナーとの関係で悩んでいませんか。DVは身体的暴力だけではありません。ひとりで悩まずにまずはご相談く
ださい。 ▷日時 月～土曜日（第1・3・5月曜日〈祝日の場合は翌日〉を除く）午前9時～午後5時〈相談専用電話☎3847−3611〉

