
　第49号議案 令和４年９月

【歳入歳出予算】

２　総務費

（１） 国庫支出金の収入超過に伴
う返納金

３　地域振興費

（１） 協働推進基金積立金

（２） 都支出金の収入超過に伴う
返納金

（３） 市谷薬王寺町地域の住居表
示実施

（４） 新宿ＮＰＯ協働推進セン
ター（設備整備）

４　文化観光産業費

（１） 都支出金の収入超過に伴う
返納金

（２） 夏目漱石記念施設整備基金
積立金

５　福祉費

（１） 国、都支出金の収入超過に
伴う返納金

（２） 高齢者健康増進事業
（ふれあい入浴）

６　子ども家庭費

（１） 子ども未来基金積立金

（２） 国、都支出金の収入超過に
伴う返納金

（３） 地域子ども・子育て支援事
業（学童クラブ）

（４） 放課後子どもひろば

13,853千円 都の入浴料増額に伴う公衆浴場への委託
料の増額

10,150千円 四谷第六小学校内学童クラブの追加実施
場所の不動産賃借料及び全学童クラブへ
の入退室管理システムの導入

4,508千円 入退室管理システムの導入

69,654千円 新宿ＮＰＯ協働推進センターの擁壁改修
工事

4,039千円

3,707千円 障害者施策推進包括補助事業費

332千円 寄附金の積立

638,053千円

321千円 寄附金の積立

623,074千円 子育て世帯等臨時特別支援事業費、委託
保育費、保育対策総合支援事業費、子ど
も・子育て支援交付金、保育所等賃借料
補助事業費、子育て世帯生活支援特別給
付金給付事業費等

1,904,752千円

1,890,899千円 生活保護費、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、生活
困窮者自立相談支援事業費等

令和４年度９月補正予算概要

一般会計（補正第７号） ７号補正後予算額

180,338,431千円

歳出 6,471,449千円

925,016千円

925,016千円 住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付
事業費及び事務費

80,867千円

248千円 寄附金の積立

2,088千円 障害者施策推進包括補助事業費､人生 100
年時代セカンドライフ応援事業費

8,877千円 「住居表示に関する法律」に基づく住居
表示の実施

　対象地域 市谷薬王寺町地域
           (面積0.09㎢)
　世 帯 数 2,096世帯
　人  　口 3,302人
　　　　　（令和4年4月1日現在）
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７　健康費

（１） 後期高齢者医療特別会計繰
出金

（２） 国、都支出金の収入超過に
伴う返納金

９　土木費

（１） 百人町三・四丁目地区の道
路整備

（２） 国庫支出金の収入超過に伴
う返納金

１０　教育費

（１） 国、都支出金の収入超過に
伴う返納金

１２　諸支出金

３年度末現在高 35,976,919千円

既計上積立額 1,369,788千円

既計上取崩額 10,148,467千円

今回積立額 2,177,019千円

今回取崩額 2,028,083千円

４年度末見込み 27,347,176千円

３年度末現在高 5,909,912千円

既計上積立額 303,512千円

既計上取崩額 883,091千円

今回積立額 6,255千円

４年度末見込み 5,336,588千円

（２） 義務教育施設整備等次世代
育成環境整備基金積立金

6,255千円 国庫納付金免
除相当額及び
寄附金の積立

2,183,274千円

（１） 財政調整基金積立金 2,177,019千円 3年度純繰越金
6,351,384,827
円の1/2
＊ただし、当初
予算計上10億
円を控除
（千円未満の端
数切上）
等

1,259千円 社会資本整備総合交付金

24,951千円

24,951千円 施設等利用給付費、子ども・子育て支援
交付金等

11,297千円 百人町三・四丁目地区内道路設計委託

12,556千円

697,941千円

△39,651千円 後期高齢者医療特別会計保険料軽減措置
繰入金の減額等に伴う繰出金の減

737,592千円 新型コロナウイルスワクチン接種対策
費、新型コロナウイルスワクチン接種体
制確保事業費、感染症対策費等
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１４　国庫支出金

（補助金） 　 
1,727千円

1,477千円

１５　都支出金

（補助金） 　 

1,477千円

１７　寄附金

（指定寄附金） 　 
2,000千円

248千円

332千円

321千円

１８　繰入金

財政調整基金繰入金

補正前予算額 35,976,919千円

今回補正額 1,369,788千円

補正後予算額 10,148,467千円

2,177,019千円

2,028,083千円

27,347,176千円

補正前予算額 12,750,210千円

今回補正額 1,849,293千円

補正後予算額 934,329千円

17,200千円

13,647,974千円

１９　繰越金

令和３年度純繰越金 6,351,385千円 今回充当額 4,351,385千円

純繰越金充当残 0千円

２０　諸収入

（雑入） 　 

506千円

6,751千円

10,608千円

11千円

323千円

４年度末現在高見込額

4,351,385千円

既充当繰越金 2,000,000千円

2,028,083千円 既計上積立額

12,176,550千円 既計上取崩額

今回積立額

今回取崩額

17,200千円社会資本等整備基金繰入金

934,329千円

17,200千円

951,529千円

18,199千円

社会資本等整備基金現在高見込み

３年度末現在高

既計上積立額

6,471,449千円

3,204千円

子ども未来基金寄附金 　   　

2,045,283千円

子ども･子育て支援交付金

学童クラブ事業運営費

2,028,083千円

　　　         　　財政調整基金現在高見込み

10,148,467千円 ３年度末現在高

2,901千円

義務教育施設整備等次世代育成環
境整備基金寄附金

夏目漱石記念施設整備基金寄附金

地域防災拠点建築物整備緊急
促進事業費

1,477千円

協働推進基金寄附金

歳入

既計上取崩額

今回取崩額

４年度末現在高見込額

雑入（過年度分保育所等新型コロナ
ウイルス感染症対策経費補助金返還
金）

雑入（過年度分賃貸物件による保育
所整備事業補助金返還金）

雑入（過年度分保育所等賃借料補助
金返還金）

雑入（過年度分保育従事職員宿舎借
り上げ支援事業補助金返還金）

雑入（過年度分新型コロナウイルス感
染症緊急包括支援補助金返還金）
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２１　特別区債

   　  　　　　　　  　   49,000千円 　　　    　    458,000千円

【債務負担行為（工事請負契約等）】

【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

49,000千円 409,000千円 458,000千円

― 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

― 123,000千円 123,000千円

― 103,000千円 103,000千円

― 233,000千円 233,000千円

　工期が2年度にわたり分割して契約することが困難なため

起債の目的
起債限度額

　地域振興施設整備
　（地域振興債）

　福祉施設建設
　（福祉債）

　福祉施設整備
　（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）

49,000千円

1,445,000千円

1,494,000千円

　新宿ＮＰＯ協働推進センター擁壁改修工事
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　期間：令和５年度　限度額：113,883千円

49,000千円

地域振興債
（地域振興施設整備費）

補正前予算額         補正後予算額

409,000千円
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　第50号議案 令和４年９月

２号補正後予算額

【歳入歳出予算】

 ５　諸支出金

（１） 国、都支出金の収入超過に
伴う返納金

 ７　繰越金

2,446千円

歳入 2,446千円

2,446千円

 前年度繰越金

国民健康保険特別会計（補正第2号）

36,634,391千円

歳出 2,446千円

2,446千円

2,446千円 社会保障・税番号制度システム整備費、保険
給付費等交付金
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　第52号議案 令和４年９月

２号補正後予算額

【歳入歳出予算】

 ３　基金積立金

（１） 介護給付準備基金積立金

 ５　諸支出金

（１） 第１号被保険者保険料の
過誤納還付金

（２） 国庫支出金、支払基金交付
金及び都支出金の収入超過
に伴う返納金

 ８　繰越金 975,547千円

 前年度繰越金 975,547千円

410,870千円

△1,595千円 還付金額確定に伴う減

412,465千円 介護給付費負担金、地域支援事業交付
金、地域支援事業支援交付金等

歳入 975,547千円

28,126,856千円

歳出 975,547千円

564,677千円

564,677千円 介護保険料の保険給付費への充当剰余
金等を積立

介護保険特別会計（補正第２号）
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　第53号議案 令和４年９月

１号補正後予算額

【歳入歳出予算】

 ２　広域連合納付金

（１） 保険料等納付金

（２） 保険料軽減措置納付金

 ４　諸支出金

（１） 受託事業収入の収入超過に
伴う返納金

 ３　繰入金

 ４　繰越金

　前年度繰越金

 ５　諸収入 43,353千円

 保険料還付金
　（保険料軽減措置納付金償還金）

43,353千円

 一般会計繰入金
 （事務費繰入金）

△3,799千円

 一般会計繰入金
 （保険料軽減措置繰入金）

△35,852千円

28,025千円

28,025千円

7,549千円

7,549千円 葬祭費受託事業収入の収入超過に伴う返納
金

歳入 31,727千円

△39,651千円

後期高齢者医療特別会計（補正第１号）

7,989,647千円

歳出 31,727千円

24,178千円

24,159千円 令和３年度保険料等納付金確定に伴う増

19千円 令和３年度所得割額減額分負担金確定に
伴う増
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