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健全財政の堅持と施策の充実
将来を見据えた区政を推進
4 月からの 1 年間に区が行う事業と、その経費を定めた
27年度の予算が決まりました。新年度予算の内容について、
問 財政課☎5662‑6148
特集で紹介します。

江戸川区の予算規模
区

分

26年度当初予算

増減率

計 2,188億4,702万3千円

2,202億321万8千円 △0.6％

国民健康保険事業

836億695万2千円

716億8,113万5千円 16.6％

介護保険事業

368億4,311万9千円

359億9,650万円

2.4％

後期高齢者医療

109億2,765万1千円

104億1,410万円

4.9％

3,502億2,474万5千円 3,382億9,495万3千円

3.5％

特 別 会 計
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次の世代のためにさらなる安全・安心な区政を推進

27年度当初予算

計

27 年 度 予 算 の ポ イ ン ト ・ 重 点 施 策
こう くう

全会計に占める社会保障関係経費の割合は、76.8％、
一般会計に占める福祉関係費の割合は52.2％
法人住民税の一部国税化などにより特別区交付金は、
対前年比38億円・4.6％の減
地方消費税交付金は、対前年比29億円・42％の増
起債（借金）の依存度は 2 年連続で0.7％と非常に低
く、将来世代に負担を先送りしない予算編成

口腔がん検診や要介護度改善支援実施事業の開始、
熟年者向け地域情報雑誌の作成など、健康・社会福
祉施策を拡充
住宅の耐震化、小・中学校への防災井戸整備、被災者
生活再建支援システムの導入など、防災対策の推進
行財政の「数値化」
「見える化」
「分かる化」を目指
し、新公会計制度を導入（ 4 面参照）
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人づくりと安全
人づくりと
安全・
・ 安心の
区民生活を実現する
主な新規・
・拡充事業
未来を担う人づくり

地域型保育事業運営補助（新）
945万円
待機児童解消を図るため、小規模保育事業に対
する運営補助を行います。
私立保育園への保育委託（拡） 81億4,707万円
区立保育園 2 園を民営化します。また、私立保
育園の増改築や分園設置による定員の拡大を図り、
保育の需要増に対応していきます。
私立幼稚園運営補助（新）
8億8,210万円
「子ども・子育て支援新制度」に移行する私立
幼稚園に対し、施設型給付を行います。
幼稚園就園奨励補助（拡）
8億6,543万円

年度は春江・第三松江・篠崎第三小学校および松
江第五中学校の学校改築を進め、小松川第二中学
校の改築計画を策定します。

学びと協働による
区民文化づくり

な家庭にボランティアを派遣する「おとなりさん」
事業など、児童虐待防止対策を進めます。

オリンピック・パラリンピック教育推進校（拡）750万円
2020年に向けた、意識の醸成を図るとともに、

江戸川区の良さを活かした
ボランティア活動とコミュニティ活動

スポーツを通しての心身の調和的発達を促す教育
の充実を図ります。
特別支援教育推進校（拡）
100万円

勤労福祉会館等複合施設建設（新） 7,416万円
老朽化した都営住宅の建て替えに伴い、勤労福

から開始します。
乳がん検診（拡）
1億9,958万円
乳がん検診のマンモグラフィ検査を新たに東京
臨海病院、江戸川病院でも実施し、受診率の向上
を図ります。
歯科予防指導（拡）
1,100万円

2020年の東京オリンピック・パラリンピック開

祉会館、船堀第二保育園、子育てひろばの機能を
併せ持つ複合施設を建設するための設計などを行
います。

区民の暮らしを
力づよく支えるまちづくり

創造性豊かな江戸川文化

的財産の活用や技術開発、企業レポートの作成な
どを、金融機関・公的研究機関・税理士などと提
携して、提案型の支援を実施します。
人材確保・定着支援（拡）
56万円
区内中小製造事業者の経営安定化を図るため、
見学会の実施やセミナーの開催など、優秀な人材

一之江名主屋敷の整備・維持補修（拡）8,958万円
江戸中期の建築様式を伝える一之江名主屋敷の
かやぶき屋根などの整備を行っていきます。

区民参加による環境づくり

ットワークの強化を図ります。

優れた技術を有する小規模事業者に対して、知

古着・古布リサイクル（拡）

商店街名物品・名物店づくり支援（拡）100万円
東京都中小企業振興公社と連携をしながら、商
店街の集客力の核となる魅力ある個店づくりを推
進します。

働く意欲あふれる環境づくり
若者きずな塾（拡）

88万円

若者の働く意欲を積極的に支援するため、開催
回数を増やして実施します。

密集住宅市街地整備促進事業（拡）14億6,426万円
木造住宅が密集した地域の防災性と住環境を向
上させるため、狭い道路の拡幅や公園の造成など
を行う密集住宅市街地整備促進事業を区内 9 地区
で実施します。さらに、4 地区の不燃化特区では、
老朽建築物の取り壊し費用の助成を行うなど、さ

木造密集地域の解消に向けた取り組みや都市計
画道路の整備に合わせ、地区計画などによるまち

ごみの減量と資源リサイクル

商業・生活サービス業の活性化

77万円

ひとり暮らしなどの熟年者宅を中学生ボランテ
ィアが訪問し、世代間交流と見守りにつなげます。
要介護度改善支援実施事業（新）
施設サービスにより入所者の要介護度が改善し
た場合に、事業者に対して奨励金を支給し、施設
職員の意欲の向上と質の高いサービスの提供を推
進します。27年度における改善実績の評価をもと
に、28年度から支援を開始します。
地域密着型サービス拠点等整備補助（拡）6,200万円
認知症高齢者グループホーム・小規模多機能型

バリアフリーマップの改訂（拡）
532万円
改訂に当たっては、カラーユニバーサルデザイ
ンを導入し、利便性の向上を図ります。

生活の安定
生活困窮者自立支援事業（拡）
1億83万円
生活困窮者自立支援法施行に伴い、生活保護に
至る前の段階での自立支援相談、住居確保給付金、
学習支援などの自立支援を拡充します。
寄りそい型宿泊所事業（拡）
804万円
無料低額宿泊所を活用し、見守りが必要な低所
得者の支援を行います。
生活保護
393億1,030万円

居宅介護施設の新設に向けた支援を行います。

就労指導や不正受給防止対策を強化し、保護の
適正な実施を推進します。

整備を進めていきます。

について新たな目標を設定します。また、耐震診

553万円

葛西清掃事務所、小松川清掃分室で常設回収を
開始し、古着・古布のさらなる資源化を進めます。
フードドライブ（拡）
3万円
NPO法人と連携し、家庭の未利用食品を広く集
め有効活用することで食品廃棄物を抑制します。
小型家電イベント回収（拡）
1万円
小型家電の回収を環境フェアなどのイベント会
場でも行い、資源活用の拡大を図ります。

地域の魅力を高めるまちづくり
旧中川橋梁の整備（拡）
2億786万円
江東区との共同事業により、中川大橋の老朽化
対策として大規模修繕および歩道拡幅工事を実施
します。また、ふれあい橋の塗装工事と照明設備
の改修を行います。
環境への配慮などのため、小型街路灯のLED化
を推進します。また、大型街路灯はセラミックメ
タルハライドランプなどへの改修を進めます。
防犯カメラ設置支援（拡）
3,001万円
地域の安全を見守る防犯カメラの設置について、

まざまな取り組みを通じて災害に強いまちづくり
を推進します。
地区計画などによるまちづくりの推進（拡）3,564万円

763万円

区内での新規開業を促進するため、起業後の資
金繰りを支援するための対象を拡大します。
起業家ネットワーク支援（拡）
10万円
区内起業家を中心とする若手経営者に対して実
施するセミナーや交流会を通して、企業者間のネ

ものづくり企業応援パッケージ（拡）

福祉のまちづくり

づくりを推進します。
土地区画整理事業
3億798万円
3 地区・10.5haの土地区画整理事業を着実に進
めることで、災害に強い安全・安心なまちづくり
を実現します。

4 地区86台の設置を支援します。
サ ロン
生きもの情報ネットワーク「えどがわ生きもの茶論」（拡）
54万円
生きものに関する区民相互の情報交換の場を、
えどがわ環境財団ホームページに開設します。

安全で災害に強いまちづくり
防災行政無線のデジタル化（新）
9,605万円
電波法改正により、27年度からの 5 カ年計画で
防災行政無線のデジタル化を推進します。
小・中学校への防災井戸整備（新） 6,333万円
防災力向上のため、27年度からの 5 カ年計画で
小・中学校全校に防災井戸を整備します。
被災者生活再建支援システム導入（新）2,588万円
大規模災害時に被災者の生活再建支援を迅速に
り さい

行うため、罹災証明書発行事務などを処理する業
務システムを導入します。

利便性の高い道路、交通、
情報ネットワークの整備
新中川橋梁整備（拡）
4,526万円
老朽化した松本橋の架け替えに当たり、28年度
の着工に向けた詳細設計を行います。

災害備蓄食料追加配備（拡）
1,889万円
避難想定者数の見直しに伴い、避難人数で 3 万
2,000人が増加するため、27年度から 4 年間で備蓄
する非常食を追加配備します。

断未実施の分譲マンションの管理組合に対する個
別訪問や、戸建て住宅などを対象とした相談会を
充実させるとともに、昭和56年 5 月31日以前の旧
耐震基準で建てられた、戸建て住宅・分譲マンシ
ョン・緊急輸送道路沿道建築物などの耐震診断・
改修設計・改修工事に助成を行います。
鹿骨新橋防災船着場設置（拡）
1,750万円
新中川の鹿骨新橋上流に、災害時の物資輸送拠
点となる船着場を設置し、防災性の向上を図りま
す。
排水場の維持管理（拡）

3億4,788万円

老朽化した樋管の耐震補強および不用となった
樋管の撤去を行います。

区民本位で効率的な
区政運営等
予算・決算特別委員会インターネット中継および
本会議インターネット中継手話通訳（新）
209万円
より開かれた区議会を目指し、予算・決算特別
委員会のインターネット中継を新たに開始します。
また、本会議のインターネット中継に手話通訳者
の映像を合成し、配信します。
証明書コンビニ交付サービス導入（新）7,388万円
28年 1 月以降、住民票・印鑑証明書のコンビニ
エンスストア（区内183店舗）での交付サービス
を開始します。
マイナンバー制度対応システム改修等（拡）
10億9,943万円

14億6,351万円

住宅などの耐震化促進（拡）
4億2,109万円
より一層の耐震化を促進するため、耐震改修促

28年 1 月の利用開始と29年 7 月の情報連携開始
に向けシステム改修を進めます。また、制度の問

現在事業中の 6 路線・ 8 カ所（6,239m）の道路

進計画の計画期間を延伸するとともに、耐震化率

い合わせに対応するコールセンターを設置します。

都市計画道路整備（拡）

予算や財政状況の詳しい内容は、区ホームページでご覧いただけます。「区政情報」から「行財政」に進んでください。＝ http://www.city.edogawa.tokyo.jp/kuseijoho/zaisei/index.html

※金額は︑表示単位未満を四捨五入しています︒

確保と企業への定着を推進します。
創業支援融資（拡）

特徴的な企業や店舗を特集ページ上で紹介するな
ど、魅力あるサイトづくりを進めます。

上で、希望する町会・自治会、民生・児童委員な
どに提供し、地域での見守りの充実を図ります。
（仮称）ジュニア訪問員活動（新）
55万円

街路灯の維持補修・新設改良（拡）7億3,233万円

都市基盤の充実・質の向上

えどがわ産業ナビ（拡）
541万円
登録事業者の拡大と発信力を強化するために、

地域生活へ移行する重度障害者を受け入れるた
めのグループホームなどへ運営費補助を行います。

い

完成した上一色中橋

ものづくり産業の活性化
《中小企業の経営基盤強化》

発達障害への理解を深めるための講座を開催し、
親同士の交流を図ります。
障害者地域移行定着化支援事業（拡） 120万円

向上を推進します。

期休業期間に希望者を対象とした自主学習教室を
開催します。

活力を創造する
産業づくり

害相談センターの相談につなげていきます。
発達が気になる子の親支援講座（拡）
14万円
発達障害の特性を持つ子どもの保護者を対象に、

高齢の人々の生活支援

東京オリンピック・パラリンピック気運醸成（新）
1,000万円

21世紀にふさわしい学校教育の推進

特別支援教育の推進に関して研究を行い、成果
の普及・啓発を図ります。
補習教室（拡）
72万円
学校サポート教室を活用し、春・夏・冬季の長

移行を希望する認証保育
所などに対する整備費の
補助を行います。

などを助成し、猫による地域環境の悪化を防ぎま
す。

地域見守りのための名簿作成（新）
991万円
見守りが必要な方の名簿を、本人の同意を得た

生涯スポーツの推進

言語能力向上拠点校（拡）
500万円
「言葉による発信力」や「美しい日本語力」の

規模保育事業 6 施設を新
設します。また、
「子ども
・子育て支援新制度」に

幼稚園等保護者向け出前講座＆相談会（拡）
28万円
希望する園に出向き、講座・相談会を行うこと
で、敷居の低い相談を目指します。子どもの発達
について保護者と共に考え、必要に応じて発達障

くりとして、地域情報雑誌を作成します。

生活習慣病と健康

障害のある人々の生活支援

飼い主のいない猫対策支援（拡）
400万円
飼い主のいない猫に対する不妊・去勢手術費用

高齢の人々の生きがいと健康

中学生から公募した区独自のキャラクターを活
用して、歯科予防・啓発活動を実施します。

った一時預かりを行う「子どもショートステイ事
業」を拡充します。また、児童虐待防止に向けた
職員の育成や関係機関との連携強化、支援が必要

6億2,450万円

感染症と健康危機への対応

熟年者向け地域情報雑誌の作成（新）1,188万円
熟年者が地域に関心を持ってもらうきっかけづ

口腔がん検診（新）
1,187万円
40歳以上の方を対象とした口腔がん検診を 4 月

こども園に対し、施設型給付を行います。

保育施設整備助成（拡）
認可保育園 3 施設・小

催に向けて区民の理解を深めるため、子どもたち
を対象にしたカヌー体験教室などを通して、気運
の醸成を図ります。

こう くう

子ども家庭支援センター事業（拡） 7,656万円
居住実態が把握できない児童の調査や宿泊を伴

多様な保育サービスの提供

いきいきとした生活のための
健康・福祉の社会づくり

学校施設の改築
44億4,360万円
老朽化した区立の小・中学校を改築します。今

「子ども・子育て支援新制度」に移行しない私
立幼稚園に通う園児の保護者に対して補助の対象
範囲の拡大と単価の増額を行います。
認定こども園運営補助（新）
2億4,748万円
「子ども・子育て支援新制度」に移行する認定

家庭教育の充実
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平成27年度予算編成に
あたって⇨ 1 面
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新年度予算の主な新規
・拡充事業⇨ 2 ・ 3 面

■発行/江戸川区

〒132 - 8501 江戸川区中央 1 - 4 - 1

■編集/広報課

☎ 3652‑1151
（代表） 53652‑1109

数字で見る
数
字で見る
平成 27年度予算
平成27年度予算
一般会計の内訳

区では、区民の皆さんの税金や国・都からの交付金など
を財源として、区民生活に直結するさまざまな施策を行っ
ています。限られた貴重な財源を区民サービス向上のため、
有効かつ適切に活用していきます。
問 財政課☎5662‑6148

生活振興費
76億円（3.5％）

諸収入

貸付金の返還金、
42億円（1.9％） 雑入など

施設使用料や事務
手数料など

129億円

特別区税

487億円
（22.3％）
区が課税・徴収する税金
（区民税、軽自動車税、
たばこ税、入湯税など）

歳 入
2,188

環境啓発・対策、
清掃事業などの
経費

都と区で配分する
税金（固定資産税、
法人住民税など）

道路・橋・公園
の整備、区画整
理などの経費

億円

国や都から交付さ
れる補助金など

物品購入、仕事の
委託などの経費
物件費
374億円
（17.1％）

子育て支援などに

学校教育
などに

2,080円

熟年者や障害者への
福祉施策、生活保護、
介護保険などの経費

歳 出
2,188
億円

232億円

子ども家庭費
455億円（20.8％）
子育て支援や、保育
関係、ひとり親への
福祉施策などの経費

人件費
355億円
（16.2％）

繰出金
213億円
（9.7％）

私立幼稚園保育料の補助や
融資の利子補給などの経費
投資的経費 補助費等 その他
166億円 127億円 97億円
（7.6％） （5.8％）（4.5％）

道路・公園、施設の整備
や用地取得などの経費

維持補修費65億円、
公債費23億円ほか

23区初 「新公会計制度」
が始まります
〜行財政の「数値化」「見える化」
「分かる化」に取り組みます〜

環境啓発・対策、
408円
清掃事業などに

888円

区の借入金の
返済に

347円

健康費

1,070円

3,140円

などに

153億円（7.0％）

職員の給与・退職金、
委員の報酬などの経費

一般会計予算額を 1 万円に換算すると・・・

地域活動の推進、
産業の振興

土木費

国民健康保険、介護保険な
ど特別会計を支える経費

生活保護費、子どもや障害者へのサー
ビスの給付、医療費助成などの経費

などに

687億円（31.4％）

区立小・中学
校、幼稚園な
どの経費

扶助費
856億円
（39.1％）

1,060円

福祉費

（10.7％）

歳出の性 質 別 内 訳

道路・公園の整備、
災害対策

（8.5％）

各種健診や健康サポー（10.6％）
教育費
トセンター、国民健康
保険などの経費
234億円

国・都支出金
611億円（27.9％）

熟年者福祉、
障害者福祉、
生活保護などに

74億円 その他
（3.4％）187億円

89億円（4.1％）

特別区交付金
780億円（35.7％）

経営企画費52億円
公債費23億円
議会費など13億円

総務費

環境費

（5.8％）

文化共育費59億円
都市開発費36億円
危機管理費 5 億円

庁舎管理や税
関係、契約事
務などの経費

地域活動の推進、産
業の振興、区民施設
の運営などの経費

その他

地方消費税交付金
98億円（4.5％）

国民健康保険事業、
健康施策などに

http://www.city.edogawa.tokyo.jp/

※金額は原則、表示単位未満を四捨五入しているため、合計などと一致しないことがあります、構成比は千円単位での比率です。

使用料および手数料
42億円（1.9％）

消費税の一
部が交付さ
れるもの

4
4

文化・スポーツ
268円
の振興などに

新公会計制度とは、従来の官庁会計の仕組みに複式簿記
・発生主義という企業会計の考え方を取り入れた会計制度
です。 4 月 1 日から日々仕訳による複式
簿記を導入します。
これにより、官庁会計だけでは分かり
にくい資産・負債などのストック情報や、
減価償却費などを含めた事業ごとのフル
コスト情報が把握できるようになります。

新公会計制度で目指すこと
105円

その他（区政運営・
議会活動）

634円

区全体の財務諸
表に加え、組織
別や事業別の財
務諸表を作成
減価償却費や引
当金など、将来
的な負担も明ら
かに

説明責任の向上・充実
現金収支だけでなく、資産
・負債の増減など、ストッ
クとコストを総合的に説明

マネジメントの充実・
強化
決算の分析や事業評価の質
を高め、予算に反映

