
　第６号議案 令和5年2月

【歳入歳出予算】

２　総務費

（１） 区有財産の管理

（２） 電子計算機及び入力機器賃借料等

（３） インターネット及びイントラネットシステ
ムの運用等

（４） 情報システム統合基盤の運用

（５） 社会保障・税番号制度のシステム運
用等

（６） 人事事務
（再雇用職員報酬）

（７） 健康保険料及び厚生年金保険料等

（８） 管理委託料（庁舎管理費）

（９） 維持補修費（庁舎管理費）

（１０） 一般管理費（庁舎管理費）

（１１） 地域コミュニティの育成
（防災区民組織の育成等）

（１２） 消火器の配備
(地域配備消火器の維持管理）

（１３） 災害情報システムの運用
(維持管理等）

（１４） 参議院議員選挙　（投票事務）

（１５） 参議院議員選挙　（開票事務）

（１６） 区長選挙　（投票事務）

（１７） 区長選挙　（開票事務）

（１８） 区長選挙　（選挙運動公費負担）

３　地域振興費

（１） 協働推進基金（積立金）

（２） スポーツ施設整備基金（積立金）

（３） 牛込箪笥地域センター
（管理運営）

（４） 地域センターの計画修繕

実績減

実績減　107人→99人

実績減

基金利子、寄附金の積立

基金利子、寄附金の積立

実績減

実績減

令和４年度２月補正予算概要

△18,135千円

△7,941千円

△21,841千円

△15,988千円

一般会計(補正第１２号）

歳出 △3,869,279千円

△275,484千円

△13,193千円 実績減

184,438,908千円

１２号補正後予算額

△50,524千円 実績減

△7,585千円 実績減

△19,977千円 実績減

△6,300千円

△22,692千円 実績減

△7,054千円

△16,448千円

実績減

△20,361千円 実績減

△14,433千円 実績減

△10,177千円 実績減

△7,122千円 実績減

△7,405千円

△17,741千円

△6,555千円 実績減

742千円

88千円

△8,958千円

△7,860千円

実績減

実績減

実績減

実績減
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４　文化観光産業費

（１） 夏目漱石記念施設整備基金積立金

（２） 融資資金の貸付等
（商工業緊急資金利子補給）

（３） 融資資金の貸付等
（小規模企業資金利子補給）

（４） 融資資金の貸付等
（小規模企業特例資金利子補給）

（５） 融資資金の貸付等
（債務一本化資金利子補給）

（６） 融資資金の貸付等
（貸付信用保証料補助）

（７） にぎわいにあふれ環境にもやさしい商
店街支援

５　福祉費

（１） 生活困窮者自立支援事業
（住居確保給付金）

（２） 新型コロナウイルス感染症生活困窮
者自立支援金

（３） 障害者就労支援施設事業運営助成
等

（４） 障害者福祉活動基金積立金

（５） 特別養護老人ホーム運営助成等
（設備整備）

（６） 特別養護老人ホーム運営助成等
（計画修繕）

（７） 高齢者福祉活動基金積立金

（８） 高齢者在宅サービスセンター
（計画修繕）

（９） 法外援護
（入浴券支給）

６　子ども家庭費

（１） 保育所建設事業助成等

（２） 子ども未来基金積立金

（３） 地域型保育給付等
（事業所内保育事業）

（４） 認可外保育施設利用
（認証保育所）

（５） 地域子ども・子育て支援事業
（延長保育事業）

（６） 地域子ども・子育て支援事業
（学童クラブ）

（７） 児童手当

（８） 児童育成手当

（９） 児童扶養手当

基金利子、寄附金の積立

実績減

実績減

実績減

実績減

△25,420千円 実績減

実績減

△10,000千円

△16,000千円

△7,895千円

△12,807千円

△5,140千円

△64,590千円

△165,615千円

△69,622千円

△76,457千円

△39,133千円

4,727千円

△806,407千円

△499,900千円

実績減

実績減

15千円 寄附金の積立

△40,000千円 実績減

△677,110千円

△115,981千円

△377,135千円 実績減

△329,978千円 実績減

6千円 寄附金の積立

実績減

実績減

△1,057,565千円

18,635千円 基金利子、寄附金の積立

実績減△249,735千円

△15,427千円

実績減

実績減

△30,151千円 実績減

実績減

実績減

△12,821千円 実績減

△38,726千円

実績減
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（１０） ひとり親家庭福祉
（母子家庭等自立支援給付事業）

７　健康費

（１） 国民健康保険特別会計繰出金

（２） 後期高齢者医療特別会計繰出金

（３） 受動喫煙防止対策の推進

（４） 感染症予防関係法令に基づくまん延
防止対策及び健康診断等（麻しん・風
しん抗体検査）

（５） 予防接種（麻しん・風しん）

（６） 予防接種（子宮頸がん）

（７） 元気館
（管理運営費）

８　環境清掃費

（１） 路上喫煙対策の推進

９　土木費

（１） みどり公園基金積立金

（２） 放置自転車対策の推進
（自転車保管場所等の維持管理）

（３） みんなで進める交通安全
（交通安全運動の推進等）

（４） 道路擁壁の安全対策

（５） 自転車通行空間の整備

（６） 街路灯の省エネルギー対策

（７） 公共下水道の整備（工事費）

（８） 新宿駅周辺地区の整備推進
（整備計画の策定等）

（９） 地区計画の推進

（１０） 新宿駅東西自由通路の整備助成

（１１） 建築物等耐震化支援事業（木造建築
物）

（１２） 建築物等耐震化支援事業（非木造建
築物）

（１３） 建築物等耐震化支援事業（特定緊急
輸送道路沿道建築物）

（１４） 擁壁及びがけ改修等支援事業

△754,099千円

△23,394千円

△37,811千円

△97,540千円

△25,071千円

10,251千円

実績減

実績減

△19,917千円

△5,269千円

△93,275千円

実績減

実績減

保険料軽減分の減等に伴う
繰出金の減

療養給付費納付金等の額確定
に伴う繰出金の減

△46,947千円

△12,264千円

実績減

△43,837千円

実績減

△41,399千円

実績減

△15,408千円

実績減

事業進捗による工期延長に伴う
増額

実績減

△23,394千円

△11,644千円 実績減

△6,402千円

△335,073千円

実績減

基金利子、寄附金の積立

△475,203千円

100,041千円

実績減

△19,027千円 実績減

△52,500千円 実績減

△7,512千円 実績減

△26,185千円

実績減

△159,640千円

実績減

△10,125千円

実績減

実績減
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１０　教育費

（１） 国際理解教育及び英語教育の推進
（外国人英語教育指導員の配置）

（２） 小学校計画修繕
（外壁改修）

（３） 小学校一般修繕
（内部改修等整備）

（４） 小学校一般修繕
（校庭・外構整備）

（５） 中学校計画修繕
（内部改修等整備）

（６） 中学校一般修繕
（内部改修等整備）

（７） 特別支援学校計画修繕

（８） 保護者負担軽減補助金

（９） 施設等利用給付（私立幼稚園等）

（１０） 施設等利用給付（預かり保育等）

11　公債費

（１） 一時借入金等利子

（２） 区債利子

12　諸支出金

（１） 財政調整基金積立金

（２） 減債基金積立金

（３） 社会資本等整備基金積立金

（４） 義務教育施設整備等次世代育成環
境整備基金積立金

△10,966千円

△9,684千円

△29,696千円

△21,504千円

△18,980千円

△15,449千円

△8,676千円

72,815千円

実績減

△5,120千円

△180,819千円

実績減

△9,937千円

実績減

実績減

実績減

実績減

実績減

実績減

実績減

実績減

2,842千円

基金利子及び土地建物貸付収
入相当分の積立

基金利子の積立

実績減

△12,124千円

△7,416千円

実績減

△50,807千円

△19,540千円

98,990千円

基金利子､土地信託配当金
相当分等の積立

基金利子、寄附金の積立

21,437千円

1,896千円
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１　特別区税

最終見込額 53,183,999千円 既計上額 49,838,760千円

47,340,919千円 既計上額 44,837,015千円 ）

5,682,472千円 既計上額 4,863,046千円 ）

49,858千円 既計上額 27,949千円 ）

９　地方特例交付金

最終見込額 110,893千円 既計上額 133,748千円

１０　特別区交付金

最終見込額 29,284,288千円 既計上額 28,791,000千円

27,984,288千円 既計上額 27,491,000千円 ）

１４　国庫支出金

△282,851千円
9,690千円

△115,490千円
△23,208千円

2,029千円
△22,234千円
△6,954千円

△11,840千円

△3,460千円
46,835千円

14,716千円
△11,773千円

　　　　　社会資本整備総合交付金(文化観光産業費） △1,617千円
△329,978千円

　　　　　母子家庭等自立支援給付事業費 △5,635千円
　　　　　保育対策総合支援事業費 14,300千円
　　　　　子ども・子育て支援事業費 2,805千円
　　　　　特定感染症予防費 △44,682千円
　　　　　社会資本整備総合交付金(土木費） △28,680千円

△68,569千円

　　　　　学校施設環境改善交付金 △19,436千円
　　　　　学校･家庭･地域連携協力推進事業費 △630千円
　　　　　社会資本整備総合交付金(教育費） △5,247千円
　　　　　学校保健特別対策事業費 9,562千円

5,880千円

１５　都支出金
△4,845千円

　　　　　児童手当費 △25,062千円
　　　　　施設型給付費 △1,014千円
　　　　　地域型保育給付費 △9,140千円

△50,168千円
△3,519千円

　　　　　施設等利用給付費 △6,142千円

（入湯税 21,909千円　 最終見込額

　　　　　地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費
　　　　　(地域振興費）

　　　　　公立学校情報機器整備費

（負担金）委託保育費

　　　　　国民健康保険保険基盤安定費
　　　　　後期高齢者医療保険基盤安定費

（負担金）生活困窮者自立相談支援事業費
　　　　　委託保育費
　　　　　児童手当費

△876,467千円

472,220千円

　　　　　新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立
　　　　　支援金支給事業費

歳入

（特別区民税 2,503,904千円　 最終見込額

（補助金）社会資本整備総合交付金(総務費）
　　　　　新型コロナウイルスワクチン接種体制確保
　　　　　事業費
　　　　　社会保障・税番号制度システム整備費

△3,869,279千円

3,345,239千円

493,288千円

△22,855千円

　　　　　児童扶養手当費
　　　　　施設型給付費
　　　　　地域型保育給付費
　　　　　国民健康保険保険基盤安定費
　　　　　施設等利用給付費

　　　　　地域防災拠点建築物整備緊急促進事業費
          (土木費）

（特別区たばこ税 819,426千円　 最終見込額

（普通交付金 493,288千円  　最終見込額

6



△11,024千円

123,436千円

1,500千円
479千円

3,000千円
2,440千円

△39,584千円
△8,000千円
321,054千円

19,487千円
△21,164千円

6,837千円
△50,829千円
△17,740千円

1,060千円

34,310千円

817千円
△2,907千円
142,646千円

5,000千円
800千円

△4,676千円
△62,964千円
△8,613千円

799千円
△3,988千円

1,261千円
39,056千円

571千円

445千円

1,000千円
34,361千円
6,590千円
5,880千円

64,946千円

△14,176千円

1６　財産収入

          新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
          時交付金

　　　　　新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進
          事業費（健康費）

          生活困窮者自立支援機能強化事業費

（土地建物貸付収入）
          旧淀橋中学校 15,912千円 中落合第一保育園跡地 10千円 落合第二特別出張所等区民施設 12千円
　　　　　旧西戸山第二中学校 18千円 旧東戸山幼稚園 3千円 西富久子ども園 29千円 旧中央図書館跡地 16千円
　　　　　新大久保駅自転車等駐輪場跡地 18,577千円 下落合駅自転車等駐輪場跡地 2,918千円
        　西新宿五丁目駅自転車等整理区画跡地 987千円 みどり土木部高田馬場四丁目事務所 17,081千円

（基金利子）
　　　　　財政調整基金利子 17,252千円  減債基金利子 2,842千円  社会資本等整備基金利子 3,392千円
          義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金利子 1,796千円 協働推進基金利子 3千円
          スポーツ施設整備基金利子 83千円 夏目漱石記念施設整備基金利子 15千円
        　子ども未来基金利子 51千円 みどり公園基金利子 36千円

（不動産売払収入）中落合三丁目廃道路敷 234千円

　　　　　手洗い場設置等支援事業費

          地域日本語教育の総合的な体制づくり推進
          事業費
　　　　　商店街チャレンジ戦略支援事業費

（補助金）地域コミュニティ防災活動拠点電源確保事
          業費

　　　　　スポーツ環境整備費
　　　　　スポーツ実施促進事業費（地域振興費）

　　　　　障害者施策推進包括補助事業費

　　　　　待機児童解消支援事業費
　　　　　認可外保育施設利用支援事業費

　　　　　地域人材確保総合支援事業費

　　　　　私立幼稚園児等保護者負担軽減費

　　　　　新型コロナウイルス感染拡大防止対策推進
          事業費（総務費）

　　　　　賃貸物件による保育所等の開設準備経費補
　　　　　助事業費
          青少年健全育成応援事業費

　　　　　特別支援教育推進補助事業費

（配当金）土地信託配当金 17,811千円

　　　　　医療保健政策包括補助事業費（健康費）

　　　　　マンション耐震化促進補助事業費
　　　　　緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業費

　　　　　学校・家庭・地域連携協力推進事業費

　　　　　部活動外部指導者配置支援事業費

　　　　　私立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策
　　　　　事業費

　　　　　公立幼稚園新型コロナウイルス感染症対策
　　　　　事業費

　　　　　公立学校施設防災機能強化支援事業費

99,078千円

　　　　　ＧＩＧＡスクール運営支援センター整備支
　　　　　援事業費

　　　　　スポーツ実施促進事業費（教育費）

　　　　　地域連携型商店街事業費

　　　　　医療保健政策包括補助事業費（土木費）
　　　　　戸建住宅等耐震化促進事業費

　　　　　都市計画交付金
　　　　　東京ユースヘルスケア推進事業費

　　　　　デジタル利活用支援員配置支援事業費

（委託金）参議院議員選挙費

　　　　　保育施設等新型コロナウイルス感染症対策
　　　　　支援事業費
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1７　寄附金

１８　繰入金

補正前予算額 13,569,664千円 補正後予算額 6,199,150千円

35,976,919千円

既計上積立額 3,546,807千円

既計上取崩額 13,569,664千円

今回積立額 72,815千円

今回取崩減額 △7,370,514千円

33,397,391千円

補正前予算額 883,091千円 補正後予算額 770,083千円

補正前予算額 951,529千円 補正後予算額 932,772千円

補正前予算額 66,959千円 補正後予算額 50,959千円

２０　諸収入

２１　特別区債

補正前予算額 458,000千円 補正後予算額 452,000千円

補正前予算額 123,000千円 補正後予算額 126,000千円

補正前予算額 233,000千円 補正後予算額 228,000千円

△8,000千円

地域振興債　　　　　　　　　　 △6,000千円
（地域振興施設整備費）

（受託事業収入）
　　　　　予防接種費 △16,877千円 公共下水道整備費 △44,872千円

スポーツ施設整備基金繰入金 △16,000千円

（一般寄附金）
        　日本中央競馬会寄附金 920千円　共済企画センター寄附金 3,800千円
          ふるさと新宿区わがまち応援寄附金 46,735千円  歌舞伎町安全・安心対策寄附金 3,525千円
          信金中央金庫ふるさと応援団寄附金 20,000千円

（指定寄附金）
          義務教育施設整備等次世代育成環境整備基金寄附金 100千円
          新型コロナウイルス感染症対策寄附金 21,000千円 協働推進基金寄附金 739千円
          スポーツ施設整備基金寄附金 5千円 夏目漱石記念施設整備基金寄附金 18,620千円
          障害者福祉活動基金寄附金 6千円 高齢者福祉活動基金寄附金 15千円
          子ども未来基金寄附金 4,676千円 みどり公園基金寄附金 100,005千円

財政調整基金繰入金    △7,370,514千円

　　　         　　財政調整基金現在高見込み

令和３年度末現在高

令和４年度末見込み

義務教育施設整備等次世代 △113,008千円
育成環境整備基金繰入金

220,146千円

△7,518,279千円

社会資本等整備基金繰入金    △18,757千円

教育債   　　                      △5,000千円
（学校施設整備費）

土木債　　　　　　　　　　　　　    3,000千円
（道路整備費）

△73,649千円

（雑入）　厚生年金保険料納付金 △21,226千円 健康保険料納付金 △4,647千円
　　　　　介護保険料納付金 △1,526千円 諸料金受入れ(みどり土木部) 1,520千円
          デジタル基盤改革支援補助金 △4,410千円 子供たちの伝統文化体験事業費 2,389千円
　　　　　スポーツ振興くじ助成金 16,000千円
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【繰越明許費】

５　福祉費

（１） 90,476千円

８　環境清掃費

（１） 清掃事務所（計画修繕）

９　土木費

（１） 道路の維持補修

（２） 道路擁壁の安全対策

（３） 交通安全施設の整備

【特別区債】

補正前予算額

補正後予算額

補正額 補正前 補正後

△6,000千円 458,000千円 452,000千円

― 122,000千円 122,000千円

― 109,000千円 109,000千円

― 136,000千円 136,000千円

― 210,000千円 210,000千円

3,000千円 123,000千円 126,000千円

― 103,000千円 103,000千円

△5,000千円 233,000千円 228,000千円

　地域振興施設整備
　（地域振興債）

　福祉施設建設
　（福祉債）

　子ども家庭施設建設
　（子ども家庭債）

　健康施設建設
　（健康債）

　道路整備（土木債）

　公園整備（土木債）

　学校施設整備（教育債）

起債の目的
起債限度額

63,758千円

832千円 荒木町道路擁壁改修工事の年度
内完了が困難なため

264千円 荒木町道路擁壁改修工事の年度
内完了が困難なため

62,662千円 荒木町道路擁壁改修工事の年度
内完了が困難なため

33,592千円

33,592千円 昇降機改修工事の年度内完了が
困難なため

△8,000千円

1,494,000千円

1,486,000千円

187,826千円

90,476千円

特別養護老人ホーム運営助成等(計画修繕） 北山伏特別養護老人ホーム空調設
備改修工事の年度内完了が困難
なため

　福祉施設整備
　（福祉債）
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　第７号議案 令和5年2月

【歳入歳出予算】

２　保険給付費

（１） 一般被保険者療養給付費

（２） 一般被保険者療養費

（３） 審査及び支払手数料等

（４） 基本処理手数料

（５） 出産育児一時金

（６） 結核・精神医療給付金

（７） 傷病手当金

５　諸支出金

（１） 一般被保険者保険料還付金

（２） 国、都支出金の収入超過に伴う返納
金

355,267千円 実績増

13,700千円 実績増

384,642千円

9,509千円 実績増

実績増

1,061千円 実績増

△23,711千円 実績減

800千円 実績増

1,733千円

1,287千円 実績増

375,133千円 ３年度保険給付費等交付金の
額確定等に伴う増

国民健康保険特別会計（補正第４号） ４号補正後予算額

37,399,796千円

歳出 734,779千円

350,137千円
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１　国民健康保険料

４　都支出金

６　繰入金

７　繰越金

９　国庫支出金

歳入

一般会計繰入金
（出産育児一時金繰入金）

前年度繰越金 319,081千円

3,974千円

保険料収入歩合の減等

596千円

一般会計繰入金
（その他繰入金）

319,081千円

災害等臨時特例補助金

介護納付金分滞納繰越分 △30,054千円 収入歩合の減(0.30→0.20)

568,271千円

保険給付費等交付金 568,271千円

一般会計繰入金
（保険基盤安定繰入金）

一般会計繰入金
（未就学児均等割保険料繰入金）

455千円 保険料軽減分の増

一般会計繰入金
（職員給与費等繰入金）

△3,378千円

△76,616千円 保険料軽減分及び保険者
支援分の減

介護納付金分現年分 △5,192千円 収入歩合の減(0.89→0.84)

医療給付費分滞納繰越分 △320,638千円 収入歩合の減(0.30→0.20)

後期高齢者支援金分滞納繰越分 △71,793千円 収入歩合の減(0.30→0.20)

財源更正

社会保障・税番号制度システム整備費 3,378千円

出産育児一時金の減

46,836千円

△46,947千円

△14,244千円

734,779千円

△109,600千円

医療給付費分現年分 243,241千円 調定見込額の増及び収入歩合
の減(0.89→0.84)

後期高齢者支援金分現年分 74,836千円 調定見込額の増及び収入歩合
の減(0.89→0.84)

一般被保険者療養給付費、
 一般被保険者療養費及び
新型コロナウイルス感染症
に係る保険料減免実績等に
基づく増
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　第８号議案 令和5年2月

【歳入歳出予算】

３　基金積立金

（１） 介護給付準備基金積立金

１　介護保険料

３　国庫支出金

６　財産収入

28,127,183千円

歳出 327千円

327千円

歳入 327千円

△22,176千円

327千円

 介護給付準備基金利子

基金利子の積立

新型コロナウイルス感染症に
係る保険料減免実績に伴う減

△6,300千円 第1号被保険者保険料
 （現年分　普通徴収分）

22,176千円

 調整交付金 22,176千円 新型コロナウイルス感染症に
係る保険料減免実績に伴う
減収分の財政支援

327千円

介護保険特別会計（補正第３号） ３号補正後予算額

327千円

 第1号被保険者保険料
 （現年分　特別徴収分）

△15,876千円 新型コロナウイルス感染症に係
る保険料減免実績に伴う減
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　第９号議案 令和5年2月

【歳入歳出予算】

２　広域連合納付金

（１） 療養給付費納付金

（２） 保険料等納付金

（３） 保険基盤安定納付金

（４） 事務費納付金

（５） 保険料軽減措置納付金

 ４　諸支出金

（１） 保険料還付金

１　後期高齢者医療保険料

３　繰入金

一般会計繰入金
（保険料軽減措置繰入金）

△7,425千円

歳出

145,483千円

147,239千円

後期高齢者医療特別会計（補正第２号） ２号補正後予算額

8,136,886千円

納付金額の確定に伴う減

△26,531千円 納付金額の確定に伴う減

185,050千円 納付金額の確定に伴う増

△4,690千円

歳入 147,239千円

納付額の確定による増

△7,425千円 納付金額の確定に伴う減

△921千円

1,756千円

1,756千円 実績増

納付金額の確定に伴う減

一般会計繰入金
（事務費繰入金）

835千円

一般会計繰入金
（療養給付費繰入金）

△26,531千円

一般会計繰入金
（保険基盤安定繰入金）

△4,690千円

185,050千円

 後期高齢者医療保険料
 （現年度分　普通徴収分）

134,823千円

 後期高齢者医療保険料
 （滞納繰越分）

△4,841千円 納付額の確定による減

△37,811千円

 後期高齢者医療保険料
 （現年度分　特別徴収分）

55,068千円 納付額の確定による増
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