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大学連携の催し

東京未来大学
▪ボローニャ世界の絵本展「世界のシンデレラ、白雪姫絵本」
■期間＝11月22日～28日、午前10時～午後5時■内容＝各国で
出版された絵本「シンデレラ」「白雪姫」「眠り姫」の展示■申込＝不
要　※当日直接会場へ■場・問先＝東京未来大学�絵本展事務局（平
日、午前10時～午後5時）　千住曙町34-12　　　　☎5813-2525
▪第13回クリスマスフェスタ｢カンパニュラサンタの住む森｣
■日時＝12月14日㈯、午前11時～午後4時　※コンサートは午前11
時／午後2時開演。各30分前開場■対象＝区内または近郊在住の方
■内容等＝▷メイクサロン／スイーツ・パン販売／学食�など…申し込
み不要。当日直接会場へ　▷コンサート（500円〈高校生以下の方は無
料〉）…11月29日、午前10時から先着各145人　※申し込み方法など、
くわしくはホームページをご覧になるか、お問い合わせください。■場・
問先＝東京未来大学（平日、午前9時～午後6時）　千住曙町34-12

�☎5813-2525　HP http://www.tokyomirai.ac.jp/

東京未来大学 こどもみらい園
▪「楽しくマナブ・みらいをヒラク」
　ソーシャルスキルトレーニング体験会
■日時＝11月30日㈯、午後３時～4時／午後4時30分～5時30分■対
象＝発達に課題のある小学4～6年生■内容＝学校・社会生活をスムー
ズに送るためのコミュニケーションやソーシャルスキル、状況に応じた言
葉の使い方を学ぶ■定員＝各8人（11月13日から先着順）■申込＝ホー
ムページから専用フォームに入力■場・申・問先＝東京未来大学�こども
みらい園（月・火曜日を除く、午前10時～午後6時）　綾瀬2-30-6

☎0120-791-312　HP http://miraien.tokyomirai.ac.jp/

帝京科学大学
▪幼児と保護者のための遊び体験
　「のびのびプレイデイ i

イン

n 帝京科学大学」
■日時＝11月23日㈷、午後1時30分～4時■場所＝帝京科学大学７
号館（千住桜木1-11-1）■対象＝2歳～就学前の子どもと保護者■内容
＝10の遊びブース（アクセサリー作り／さかなつり／ボールあそび／
工作／運動遊び�など）で、大学生と交流しながら楽しむ■申込＝不要
※一部、整理券配布のブースあり■問先＝区・体験活動調整担当

　　　　　　�☎3880-5967
大学連携の問い合わせ先＝区・大学連携担当　� ☎3880-5840

パソコン講座（12月分）
■日時等＝表1■場所＝あだち産業センターIT支援室■申込＝電話／ホー
ムページ　※いずれも定員あり（11月11日、午前9時から先着順）。くわし
くはホームページをご覧になるか、お問い合わせください。■申先＝ラン
ディック㈱�IT事業部（区協働事業者）

☎6802-7829　HP http://www.landic.co.jp/
■問先＝▷パソコン講座…ランディック㈱�IT事業部　▷協働事業…区･
イノベーション推進担当　　　　　　　　　　　　　　☎3880-5496
表1　パソコン講座（12月分）日時等

コース名 日時 費用
（テキスト代・税込）

P
フ ォ ト シ ョ ッ プ

hotoshopビギナー夜3日コース（3日制） 2㈪・4㈬・6㈮、
午後7時～9時 11,000円

E
エ ク セ ル

xcel2013基本1日コース
「Excel基礎、データ編集、オートフィル、
表作成、グラフ、データベースまで」★

7㈯、
午前10時～午後5時 10,230円

楽々・簡単H
ホームページ

P作成導入セミナー夜1日コース
「ひな形が豊富なソフトを使用し、
簡単にHP作成を体験」

7㈯、
午後7時～9時 無料

W
ワ ー ド

ord2013基本1日コース
「Word基礎知識から文字の編集・
文章作成・表・グラフィック機能の利用」★

8㈰、
午前10時～午後5時 10,230円

ゼロから始めるExcel
VBA夜3日コース（3日制）◆

9㈪・11㈬・13㈮、
午後7時～9時 11,000円

M
モ ス

OS Excel 2013資格取得
昼夜5日コース（5日制）★

10㈫・12㈭・17㈫・19㈭、
午後6時～9時
20㈮、
午前10時～午後5時

22,000円

Excel 2013応用1日コース
「ゼロからマクロ、仕事で使う関数、
ピボット集計分析」◆

14㈯、
午前10時～午後5時 11,000円

A
ア ク セ ス

ccess2013基本1日コース
「データベースの概要、テーブル・クエリ・
フォーム・レポート作成方法」◆

15㈰、
午前10時～午後5時 10,700円

Excelピンポイント「関数」午前1日コース
「I

イフ

F関数とC
カ ウ ン ト イ フ

OUNTIF関数を使用し、
勤怠管理表作成」◆

16㈪、
午前10時～午後1時

各4,400円G
グ ー グ ル

oogleアナリティクスでHPの解析
午後1日コース

「HPの解析分析ソフトを使用してアクセス
数や傾向を知ることにより業務の改善・売
上アップにつなげる方法」

16㈪、
午後2時～5時

I
イ ラ ス ト レ ー タ ー

llustratorビギナー夜3日コース（3日制）
16㈪・18㈬・20㈮、
午後7時～9時 11,000円

P
パ ワ ー

owerP
ポ イ ン ト

oint2013基本1日コース
「スライド作成から図・表・グラフの挿入、ア
ニメーション・プレゼンテーション設定まで」★

21㈯、
午前10時～午後5時 10,230円

小学生向けプログラミング基礎編午前1日コース
「『スクラッチ』でゲーム・アニメーション
の作成」

22㈰、
午前10時～正午 1,944円

★…教材CD付き　◆…データ入りのUSBメモリ付き

 
あだちの遊び場

星空講談「忠臣蔵」
■日時＝12月14日㈯、午後7時～
8時30分■対象＝小学生以上の方　
※小・中学生は保護者同伴■内容
＝講談師・田

た

ノ
の

中
なか

星
ほし

之
の

助
すけ

先生によ
る「忠臣蔵」の講談と、解説員によ
る討ち入りの晩に見えていた星空
の話をプラネタリウムで楽しむ■
定員＝170人（11月10日から先着
順）■費用＝500円　※高校生以
下の方は100円■申込＝電話／窓
口■場・申・問先＝ギャラクシティ

☎5242-8161

�
自然のあそび屋台

■日時＝11月23日㈷、12月1日㈰、
午後2時～2時30分■内容＝「落ち
葉アートをつくろう」などから好き
なプログラムを選んで挑戦　※雨
天時は別のプログラムに変更。就

内容＝ストレッチやリズムトレーニ
ングを通して、体幹やリズム感を
鍛える■定員＝40人（先着順）■費
用＝500円■申込＝不要　※当日
午前9時から会場で受け付け■場・
問先＝都市農業公園　
 ☎3853-4114

川のようちえん あらかわで
ちびっこクリスマス

■日時＝12月8日㈰、午前10時～
11時30分■場所＝荒川ビジター
センター／荒川河川敷■対象＝就
学前の子どもと保護者　※小学生
以上のきょうだい同伴可■内容＝
落ち葉や草の実を探してクリスマ
スかざりを作る■定員＝20人（抽
選）■申込＝窓口／全員の住所・
氏名（フリガナ）・年齢・電話番号、

学前の子どもは保護者同伴■申込
＝不要　※時間内随時受け付け■
場・問先＝桑袋ビオトープ公園�
� ☎3884-1021

生きものうんち調査
■日時＝12月15日㈰、午後1時～
3時■対象＝小学4年生以上の方
■内容＝生物園の生きもののうん
ちを調査し、うんちを素材にした
紙すきをする■定員＝15人（抽選）
■費用＝500円　※別途入園料が
必要■申込＝全員の住所・氏名（フ
リガナ）・年齢（学年）、電話番号、
「生きものうんち調査」を往復ハガ
キで送付　※返信面にも宛名を記
入。1人1回のみ申し込み可■期限
＝11月29日㈮必着■場・申・問
先＝生物園　〒121-0064保木間
2-17-1� ☎3884-5577

としのうダンス教室
■日時＝11月30日㈯、午前10時
～正午■対象＝小学生以上の方■

「ちびっこクリスマス」を往復ハガ
キで送付　※返信面にも宛名を記
入。1通で5人まで。１人１回のみ
申し込み可■期限＝11月25日㈪
必着■申・問先＝荒川ビジターセ
ンター　〒120-0034千住5-13-5�
学びピア21・4階�☎5813-3753

足立区総合防災訓練の中止
　「祝

しゅく

賀
が

御
おんれ つ

列の儀（天皇陛下御
即位を祝うパレード）」が11月10
日㈰に実施されるため、同日開
催予定だった足立区総合防災訓
練を中止としました。参加を予
定されていた方には誠に申し訳
ございませんが、ご理解をお願
いします。■問先＝災害対策係

　　　☎3880-5836



■申込…申し込み方法　■期限…申込期限� ☎…電話番号　� FAX…ファクス番号
■場・申・問先…場所・申込先・問い合わせ先� HP…ホームページアドレス　� …Eメールアドレス

※費用の記載がないものは無料
区 …左記マークがある申し込みは、2面左上を参照 11

この下は広告スペースです。内容については、各広告主にお問い合わせください。広告掲載のお問い合わせは、報道広報課へ   ☎3880–5815

※くわしくは区のホームページ、区政資料室、区立図書館で「財務報告書」をご覧になるか、お問い合わせください。
※表示単位未満を端数調整していないため、加減乗除した数値が一致しない場合があります。

　平成30年度予算は「協創力×エリアデザイン 
つかむ、成長の実感。」と銘打ち、様々な事業に
取り組みました。
■問先＝財政担当　　　　  　  ☎️3880ｰ5814

5年連続で適正水準を維持！
経常収支比率は76.4％

歳出  総額 2,818 億円

性質別歳出決算額（【 】は家計に例えた場合）

普通建設事業費などが増加。全体では前年度比3.9%増

歳入  総額 2,910 億円

財源別歳入決算額（【 】は家計に例えた場合）

都区財政調整交付金などが増加。全体では前年度比4.3％増

普通会計決算

平成
30年度
決算

経常収支
比率とは？

　家計に例えると、定期的な収入（給与など）に対する、必ず支払わなければならない
経費（食費やローンの返済など）の割合のこと。比率が低いほど新規事業や道路整備、
学校の建設・改築などの様々な事業を行える。　※70～80％が適正水準とされる

■扶助費
　【医療費や保育費など】
　1,049億円（37.2％）

公債費�【ローンの返済】
　55億円（2.0％）

■普通建設事業費
　【自宅の増改築や修繕】�364億円（12.9％）

■物件費
　【光熱水費や日用品費】
　381億円（13.5％）

■繰出金
　【子どもへの仕送り】
　251億円（8.9％）

積立金
　【預貯金】�221億円（7.8％）

■その他
　142億円（5.0％）

■人件費
　【食費など（生活に
　欠かせない費用）】
　355億円（12.6％）

■都区財政調整交付金
　【給与や年金など】
　1,108億円（38.1％）

地方譲与税等その他一般財源
　【手当など】�153億円（5.3％）

■国・東京都支出金
　【親からの仕送り】
　817億円（28.1％）

■特別区債
　【ローンの借り入れ】
　16億円（0.5％）

その他の特定財源
　【その他の収入】�149億円（5.1％）

■特別区税
　【給与や年金など】
　492億円（16.9％）

区の基金（貯金）の使い道 平成30年度事業の成果
　景気や雇用状況の改善などにより、税収は上向き傾向に
あります。一方、少子・超高齢社会を背景に、将来的に起
こりうる税収の減少や社会保障費の増大などの財政負担に
備えて、さまざまな基金への積み立てを行い、有効に活用
しています。

主な基金の活用
　◉区立小・中学校の改修、改築工事など(約68億円支出)
　◉竹ノ塚駅付近の鉄道を高架化する工事費など

(約19億円支出)
　◉大学病院建設用地購入など(約53億円支出)
　◉特別養護老人ホーム等の整備助成事業など

(約14億円支出)
　そのほか、目的に応じた基金が12(計16基金)あり、平成
30年度は総額約171億円支出しました。
　今後も、基金の計画的な活用により、中長期的に安定し
た財政運営を行っていきます。

■繰入金　
　【預貯金の引き出し】
　175億円（6.0％）

区民一人あたりの貯金（区の積立金現在高）は
平成以降最大の23万4,000円、借金

（特別区債現在高）は最小の5万4,000円に

前年度比
+13億円

待機児童数が減少！
　認可保育所の新規開設（計11施
設）や増改築などにより、保育定
員を787人分拡大

前年度比82人減少！
待機児童数は123人に

▲中央本町保育園の子どもたち

刑法犯認知件数5,000件台！
　街角防犯カメラの設置、防犯パト
ロール、特殊詐欺対策などのビュー
ティフル・ウィンドウズ運動をさら
に推進

刑法犯認知件数はピーク時
（平成13年）から1万件以上減少

大学病院移転が正式決定！
　東京都から土地を取得し、令和3
年度に東京女子医科大学東医療セン
ターが、江北へ移転することが正式
決定。完成に向
けて順調に工事
が進んでいます。

62年ぶり




