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　　区ホームページで検索する場合は、「記事のタイトル」で検索HP

予算の状況

区民負担の概況

■平成30年度一般会計の主な補正予算
11月補正…20億5751万円の追加 3月補正…11億8440万円の追加

▼ ���通学路に面する民間ブロック塀撤去
工事助成事業費

▼ �財政調整基金積立金追加

▼ �中国残留邦人等支援事業費追加

▼ �自立支援給付事業費追加

▼ �私立母子生活支援施設保護委託費追加

▼ �ひとり親家庭自立支援給付事業費追加
▼ �学童クラブ事業費追加

▼予防接種費追加
▼小児疾病等の医療給付費追加

▼肝炎ウイルス検査経費追加

▼学校屋内運動場空調設備設置経費

▼運用資金貸付金等追加

▼過年度国庫支出金等返還金追加

▼ �職員退職手当追加

▼ �財政調整基金積立金追加

▼ �公共施設整備基金積立金追加

▼ �水と緑のまちづくり基金積立金追加

▼ �すみだ北斎美術館管理運営費追加

▼ �プレミアム付商品券事業費

▼ �各種事務事業の不用経費の減額

収入・支出の概況

　平成30年度下半期は、景気
が緩やかに回復する中、各分野
における様々な地域活性化施
策の効果もあり、区の人口は増
加傾向が続いています。このこ
とから、特別区民税をはじめと
する歳入の一部が前年度に比
べ増収し、区財政は、収入面に
おいて徐々に改善の兆しが見
られています。
　こうした中で、＂すみだの夢＂
実現に向けた実効性の高い取

組を確実に推進するとともに、
「人�つながる�墨田区」をテーマ
とするシティプロモーション
の展開によって、地域活性化を
図ってきました。
　また、風しんの流行などに伴
う予防接種経費や心身障害者の
ための自立支援給付事業費の追
加などを補正予算で対応したう
えで、予算に計上した事務事業
を計画的・効率的に執行するこ
とができました。

［一般会計］平成30年10月1日以降、下表の補正を行った結果、最終予算
額は1225億5428万円となりました。
［特別会計］当初予算に必要な補正を行うことにより、最終予算額は、国
民健康保険特別会計が290億3809万円、介護保険特別会計が221億
6360万円、後期高齢者医療特別会計が57億5189万円となりました。

　区の施策を実施するために必要な財源として、区民の皆さんに税や
各種使用料、手数料を負担していただいています。このうち、特別区税
の予算現額と収入額は、下表のとおりです。

平成30年度下半期　財 政 状 況

■平成30年度　区民1人あたりの予算額（一般会計）

1人あたり
44万9145円

一般会計予算額　1225億5428万円
平成31年4月1日現在の人口　27万2861人

■平成30年度特別区税の予算現額と収入額(平成31年3月31日現在）
内訳 予算現額 収入額 収入率

特別区民税 215億9100万円 195億7279万円 90.7%

軽自動車税 1億2000万円 1億1230万円 93.6%

特別区たばこ税 20億8400万円 19億1774万円 92.0%

入湯税 1400万円 1278万円 91.3%

合計 238億��900万円 216億1561万円 90.8%
上記の収入額に加え、出納整理期間中（平成31年4月1日～令和元年5月31日）にも収入がありました。

＂すみだの夢＂の実現に向け、
重点施策を着実に推進

収入

都区財政調整制度に基づく、
固定資産税等を原資とした
都からの交付金

特別区交付金
15万2862円（34.0％）

都からの負担金・補助金など
都支出金 3万2105円（7.2％）

地方消費税を原資とした都からの交付金
地方消費税交付金 1万8955円（4.2％）

財政調整基金等からの繰入金、特別会計からの
繰入金

繰入金 1万6649円（3.7％）

施設整備に要する借入金
特別区債 1万2640円（2.8％）

地方贈与税、繰越金など
その他 3万7109円（8.3％）

使用料及び手数料
区施設の使用料、各種証明手数料など

7981円（1.8％）

特別区民税、特別区たばこ税など

特別区税
8万7257円（19.4％）

国からの負担金・補助金など

国庫支出金
8万3587円（18.6％）

収入・支出ともに（　）内の数字は、一般会計予算額に占める比率です。
一般会計予算額のうち、人件費は196億2636万円（区民1人あたり7万1928円）です。

　平成31年3月31日現在の平成30年度各会計の予算現額と収支の状況
は、下表のとおりです。一般会計の予算現額に対する執行率は、歳入が
91.4％、歳出が79.1％となっています。
　なお、事務処理手続等の関係で平成31年3月末日までに執行できな
かったものについては、出納整理期間中（平成31年4月1日～令和元年5
月31日）に執行しました。
■平成30年度予算の収支の状況（平成31年3月31日現在）

区分 予算現額 収入額 支出額

一般会計 1232億6505万円 1126億8064万円
（91.4%）

974億8727万円
（79.1%）

国民健康保険
特別会計 290億3809万円 262億1132万円

（90.3%）
254億2661万円

（87.6%）
介護保険特別
会計 221億6360万円 211億2501万円

（95.3%）
190億9238万円

（86.1%）
後期高齢者医
療特別会計 57億5189万円 56億9186万円

（99.0%）
54億8405万円

（95.3%）
�予算現額とは、最終予算額に平成29年度からの繰越分を加えたものです。平成29年度からの繰越額は、
一般会計で7億1076万円ありました。
�収入額・支出額欄の（　）内の数字は、それぞれ予算現額に対する割合です。
�各会計の収入・支出ともに出納整理期間中（平成31年4月1日～令和元年5月31日）に執行・整理を行い、
いずれも予算計上額をほぼ達成しています。

支出

高齢者・子ども・低所得者などの
福祉の経費

民生費
24万1414円（53.8％）

防災対策、広報・広聴、
基金積立などの経費

総務費
5万1128円（11.4％）

幼稚園、小・中学校の運営などの経費
教育費 4万  915円（9.1％）

スポーツ、生涯学習、文化振興などの経費
区民生活費 2万5886円（5.7％）

ごみ収集、環境、リサイクル対策などの経費
資源環境費 1万4427円（3.2％）

特別区債の償還金などの経費
諸支出金 1万3691円（3.1％）

予算外の支出または予算超過の支出に充てるために計上
予備費 367円（0.1％）

区議会の運営などの経費
議会費 2417円（0.5％）

道路・公園、まちづくり、住宅施策などの経費
土木費 3万8477円（8.5％）

健診、予防接種、公害保健対策などの経費
衛生費 1万4585円（3.3％）

産業観光費
商工振興策、消費者・勤労者対策、観光振興などの経費

5838円（1.3％）



住民票の写し、印鑑登録証明書等、区に本籍がある方の一部の戸籍証明書はコンビニ交付で！(マイナンバーカードが必要)　窓口課証明係☎5608－6104 お知らせ 住民票の写し、印鑑登録証明書等、区に本籍がある方の一部の戸籍証明書はコンビニ交付で！（マイナンバーカードが必要）　窓口課証明係☎5608－6104
☎ ＝電話　  ＝ファクス　  ＝Eメール　  ＝ホームページアドレス
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一時借入金

区有財産の現在高

公債の発行残高

　区では、区民の皆さんが納めた税金等がどのように役立てられているの
かをお知らせするために、区の予算と収入・支出の状況を年2回公表して
います。今回は、平成30年度下半期の財政状況をお知らせします。
［問合せ］財政担当☎5608－6232

平成30年度下半期 財 政 状 況

一時借入金とは、収入と支出の時期の違いにより、事務事業を執行す
るうえで一時的に資金が不足する場合に、年度内償還を条件として市
中銀行などから借り入れる資金のことです。
　平成30年度は、この借入れを行う必要がありませんでした。

令和元年度（2019年度）予算
は、「＂すみだの夢＂実現プロジェ
クト」のより一層の進捗や、次
世代育成・高齢者施策の推進、
東京2020オリンピック・パラ
リンピック競技大会への取組
など喫緊の課題に対応するた
め、＂すみだの夢＂実現に向けて、
次のステージへ着実に進める
予算「つながりを＂力＂に」とし
て編成しました。
　我が国の経済は、緩やかな回
復が続くことが期待されるも
のの、海外経済の不確実性や金
融資本市場の変動の影響など、
今後の景気動向には注視が必
要です。

　一方、区の財政状況は、人口
増などによる特別区民税の増
収はみられるものの、国による
地方消費税清算基準の見直し
や、市町村民税法人分の一部国
税化の影響等により、将来にわ
たる区財政への影響が懸念さ
れる状況にあります。
　このため、各事業の必要性・
緊急性・費用対効果や後年度
負担等を十分に検討し、限りあ
る財源を効果的・効率的に配
分することで、区政の課題解決
に取り組んでいきます。
引き続き、区政へのご理解

とご協力をよろしくお願いし
ます。

＂すみだの夢＂実現に向けて、次のステージへ
着実に進める予算「つながりを＂力＂に」

平成31年３月31日現在の区有財産の現在高は、下のグラフのとおりです。

土地（道路を除く75万1354㎡）
（内訳）

873億2621万円

1547億2199万円
建物（53万6323㎡）

81億4629万円工作物

7億1191万円立木

412万円商標権

26億1500万円有価証券

27億8534万円出資金

●物品

●公有財産 2563億1086万円

117億5457万円
203億3293万円

合計 2883億9836万円区有財産

●基金

学校施設の整備やまちづくり事業などの公共施設の整備には、多額
の経費がかかります。このため区は、公債（特別区債）を発行し、その財
源を確保するとともに、公債の償還を通じて現在から将来にわたる区
民の皆さんの世代間の負担の公平化を図っています。
　各年度末における公債の残高は、下のグラフのとおりです。
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316億
5037万円

302億
4028万円
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9310万円

301億
6212万円 293億

5163万円
281億
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＊各表・グラフ中の数値は、四捨五入により合計額が合わない場合があります。




