
一般財源計（＊1）
1,742億8,275万円

歳入合計
3,154億
3,537万円

特別区税（特別区民税、
特別区たばこ税、軽自動車税）
515億4,240万円

うち特別区民税（＊2）
455億8,585万円

特別区交付金
（＊3）
1,032億円

その他一般財源
195億4,035万円

国・都支出金（＊5）
999億5,343万円

その他特定財源
69億1,355万円

特別区債（＊7）
400万円

繰入金（＊6）
307億2,730万円

諸収入
35億5,435万円

特定財源計（＊4）
1,411億5,262万円

歳入予算の内訳（一般会計） 区の収入の種類
一般財源…使い道が特定さ
れていない財源
特別区民税…足立区民から
納められた税金
特別区交付金…23区で納
められた固定資産税などを
原資に、23区間の財源の均
衡調整を図る交付金
特定財源…使い道が特定さ
れている財源
国・都支出金…国・東京都か
ら交付される補助金など
繰入金…基金（貯蓄）の取り
崩しなど

＊1

＊2

＊3

＊4

＊5

＊6

＊7 特別区債…区の施設・道路・公
園の建設など、将来にわたり区
民サービスに寄与する事業、災
害時の貸し付けのための借入金

民生費…子育て支援や生
活保護などの福祉のため
教育費…校舎整備や学力
向上施策、生涯学習のため
総務費…災害対策や選挙、
広報などのため
土木費…道路や公園の整備
などのため

諸支出金…特別会計の財源
不足を補うため

環境衛生費…保健所の運
営、清掃事業などのため

公債費…区の借入金の返済
のため

産業経済費…地域産業の
振興のため

議会費…議会の運営のため
予備費…予期できない支出
に備えるため

＊8

＊9

＊10

＊11

＊12

＊13

＊14

＊15

＊16
＊17

区の支出の種類

歳出合計
3,154億
3,537万円

議会費（＊16）
9億3,376万円

教育費（＊9）
375億1,207万円

民生費（＊8）
1,522億8,608万円

公債費（＊15）
34億4,377万円

諸支出金（＊13）
257億2,030万円

土木費（＊11）
288億4,375万円

予備費（＊17）
4億円

産業経済費（＊14）
36億6,644万円

環境衛生費（＊12）
273億9,158万円

総務費（＊10）
352億3,761万円

歳出予算の内訳（一般会計）

　国の住民税非課税世帯等に
対する臨時特別給付金の対象
外である課税世帯で、非課税
世帯と同程度の所得水準（世
帯所得200万円以下）にある
世帯に現金を給付します。

● 区独自の脱炭素ロードマップ策定【1,657万円】：
2030年までの具体的な取り組みと工程を作成／環
境基本計画に基づく環境保全行動指針パンフレット
の作成

● 低公害車買い替え利子補給等助成【43万円】：
区内中小事業者の買い替え費用（利子補給・信用保
証料）を助成

● 再エネ100％電力導入サポート【1,217万円】：
再生可能エネルギー100％由来の電力プランを契
約した世帯・小規模オフィスに導入協力金2万円を
支給（切り替え後、2年間支給〈最大4万円〉） など

令和4年度
当初予算案

区民を守る

区民を支える

未来へ繋ぐ
「守り・支え・未来へ繋

つ な

ぐ」 足立区をもっと元気に

「あだちから」生活応援臨時給付金

区内経済の強力なカンフル剤に！ 切れ目のない消費喚起

今こそ子どもの豊かな心を育む機会を！

基金（貯金）を有効に活用します
　特別区債（借金）を着実に返済し続けるとともに、可能なときに
は、将来を見据えて基金（貯金）として積み立ててきました。令和
4年度も、区独自の給付金をはじめとしたコロナ対策や、小・中学
校の建て替えなどに、基金を活用して予算を組み立てました。

脱炭素で持続可能な地域社会を！

高齢者への支援 若年者への支援 子どもへの支援

防犯

水害対策 【2,936万円】

新型コロナウイルスワクチン接種関連　【43億9,509万円】

エリアデザイン

東京2020大会オリンピック・パラリンピック
レガシー事業の確実な定着と深化

　共生社会先進国「オランダ」との連携事業で生まれた2つのレガシー。スポーツを通じた
インクルーシブな社会をめざします。

【59億9,061万円】

【9,786万円】

【2,076万円】

　支給額　1世帯10万円
　対象世帯数　約5万9,000世帯
　支給時期（予定）　
令和4年4月下旬以降（4月中
旬以降、申請書を順次発送）

　刑法犯認知件数は3年連続戦後最少更新で3,212件。今後は、刑法
犯認知件数をさらに減少させるため、以下2点を重点的に実施し、体感
治安の向上をめざします。

45万円世帯所得

区内
世帯数

6万世帯

100万円 200万円

■避難行動要支援者★2を対象とした個別避難計画書
★2…要介護者や障がいのある方など、1人では避難できず支援が必要な方

　作成　令和4年8月末までに、リスクの高いA・B区分の作成完了
　更新　年に1回対象者を訪問し、内容を確認
　介助　介護有資格者・看護師を福祉避難所へ新たに配置。食事・排

はい
泄
せつ

・更
衣・清

せい
拭
しき

の介助などを実施できる体制を整備し、ケアも万全に

■防犯カメラの増設による防犯力強化
● 設置場所を通学路から放課後活動地域★1へ拡大【3,465万円】

★1…子どもが学校から帰宅後、塾や公園などに向かう際に通行する道路
● 町会・自治会向け防犯カメラ設置助成【7,650万円】
■コロナ禍の自転車盗対策【127万円】
● ボイスセンサーを活用した非接触による防犯活動
● 被害翌日の被害場所周辺での青パトによる広報活動
● 警告札や標語シールなどを活用した啓発活動

　最新情報は4面や区のホームページをご覧ください。

　区立小学校全5年生・約5,000人が劇団四季『ラ
イオンキング』または『美女と野獣』を観劇します。
　現状　鑑賞機会の減少

過去1年間で文化芸術の作品
に直接触れたことがある割合
※対象：区立の小学5年生・中学1年生

　感動　誰もが知っている良質な観劇機会を提供
　効果　自尊感情（自分に対して肯定的／

自分に満足している など）や外向性
（自分のことを活発だと思う）の向上
※「青少年の体験活動に関する調査研究（文部科学省）」より

▶

平成30年 令和3年

■江北エリア【関連予算：24億4,946万円】
（仮称）江北健康づくりセンター（令和6年7月以降開設予定）

■北綾瀬ゾーン【関連予算：4億5,700万円】
北綾瀬駅前交通広場（令和6年度供用開始予定）

「（仮称）医療・介護情報・連携センター★4」の設
置などを予定

商業施設は、交通広場の供用開始時期にオープ
ンをめざす

交通広場は、隣接公園と一体感のある整備を検
討中

● 高齢者住宅改修給付事業の住宅改修項目に
「階段昇降機」を追加【1,332万円】
● 高齢者インフルエンザ予防接種費用の無料化
を継続【6億3,621万円】

● 高齢者肺炎球菌ワクチン
定期予防接種費用の無料
化（令和5年度まで）

【6,049万円】 など

●「（仮称）あだち若者ワンストップ相談・支援セ
ンター」の設置【2,043万円】：医療的配慮が必
要な若年者への社会的自立をサポート

● あだち子どもの未来応援基金活用幅の拡大
【2,051万円】：困難
な状況の子どもに必
要な支援を充実

● 全児童・生徒 のタブレット端末約4万5,000台を
C
ク ロ ー ム

hromeb
ブ ッ ク

ookに統一＆専科教員・非正規教員も含め
た教員1人1台の端末環境を実現【10億8,382万円】

● ICT支援員の派遣回数を拡充【2億9,751万円】
● AIドリル★3（国語、社会、算数・数学、理科、英

語）の本格導入【2億2,265万円】
★3…AI機能により児童・生徒の学習状況を解析し、

個人のつまずきに応じた問題を出題

■綾瀬ゾーン【関連予算：34億1,830万円】
綾瀬駅前交通広場（令和6年度供用開始予定）

■あだちスポーツコンシェルジュ★5

● 障がい者施設などへの出張相談の開始
● 障がい者スポーツを支える方々のネット
ワーク拡大 など
★5…障がいのある方の運動・スポーツ相談窓口

駅周辺の将来像をVR（仮想現実）▶
動画で視聴可能

※いずれもイメージ図。綾瀬・北綾瀬駅前交通広場の詳
細は協議中のため、実際の整備と異なる場合あり

★4…医療・介護関係者の連携を強化し、区民の在宅
療養を支援する施設

ハト広場

取得用地（交通広場）

交通広場

商業施設

ペデストリアンデッキ
北綾瀬駅北口改札口

環状七号線

↓綾瀬駅

民
間
開
発

■スペシャルクライフコート
● スペシャルクライフコートフェスティバル開催（4月29日㈷予定）
● 障がいのある方を対象とした運動教室の実施（事業者、個人向け）
● 大規模会場（味の素スタジアムを予定）での試合観戦・競技体験、

運動教室に参加した障がいのある方の活動発表

1

2

3 ※【　】内は予算額（案）。表示単位未満は四捨五入
 問先 財政課 財政担当　☎3880-5814

 問先 環境政策課 管理係　☎3880-5935

▶高齢者住宅改修給付事業…高齢福祉課 高齢調整係　☎3880-5886
▶そのほか…保健予防課 保健予防係　☎3880-5892

問
先

 問先 子どもの貧困対策・若年者支援課
　　  若年者支援推進担当　　☎3880-5717

 問先 教育政策課 学校情報化推進担当
☎3880-5646

 問先 危機管理課 生活安全推進担当　☎3880-5838

 問先 福祉管理課 調整担当　☎3880-6223

 問先 産業振興課 商業振興係　☎3880-5865

 問先 足立区コロナワクチン予約・相談ダイヤル
　　 （毎日、午前8時～午後8時）　　　　　☎0120-230-377

 問先 生活・暮らし臨時給付金担当課 生活・暮らし臨時給付金担当　☎3880-5559

 問先 スポーツ振興課 振興係　☎3880-5826

 問先 地域文化課 調整係　☎3880-5985

 問先 エリアデザイン計画担当課 エリアデザイン計画担当　☎3880-5812

　  令和4年4月・5月
㊗レシート d

で
e 90周年事業【4,992万円】

● 1会計900円以上のレシート（祝スタンプが押
印されたもの）を9枚集めると、
最大2,500円分の商品券を発送

　　　  令和4年7月～12月
商連プレミアム商品券事業【1億円】
● プレミアム率20％
（6,000円分を5,000円で販売）
● デジタル商品券が商連で初登場

　  令和5年1月　　　　　　　  【8億8,505万円】
スマホを活用した㊗キャッシュレス還元祭 d

で
e 90周年事業

● 還元率20％（例：1会計3,000円のキャッシュ
レス決済をすると、600円分のポイント還元）

●（付与上限）1回2,000円、期間中1万円

当初予算額　3，154億円 8年連続
過去最大

63%

春 冬夏・秋アナログ アナログ・デジタル デジタル

89％ 58％

※グラフは区民1人当たりの金額

■積立金現在高（貯金）
■特別区債現在高（借金）

平成
11年
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（単位：万円）
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元年

3年
（見込み）

4年
（予算）

区商連
キャラクター

「がまぽん」▲

非課税世帯
（国の給付金の対象）

国の給付金の対象外
である課税世帯(約5
万9,000世 帯)に10
万円を給付

区独自支給

※世帯数は令和4年1月5日現在の数値で試算

令和4年度当初予算案は、現在第１回区議会定例会で審議中です。

小学生のころの
体験が多いほど成長に

良い影響を与える

37%

令和2年度
26万円

令和2年度
4万円

平成11年度
22万円

平成12年度
3万円

一般会計以外の特別会計（当初予算比較）

会計区分 令和4年度
当初予算額

対前年度
増加額

対前年度
増加率

国民健康保険特別会計 722億9,533万円 25億9,970万円 3.7%

介護保険特別会計 674億8,414万円 27億8,212万円 4.3%

後期高齢者医療特別会計 172億8,126万円 10億6,210万円 6.5%

数字で見る
令和4年度当初予算案の概要
　表示金額、増加額、増加率などは表示単位未満を四捨五入し、端数調整をし
ていないため、合計などが一致しない場合があります。

夏 冬春 秋
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