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　令和2年度決算のあらまし
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令和3年度 区の港 家 簿計 財政課財政担当 ☎3578－2098
〇表2について
契約管財課管財係 ☎3578－2131

問い合わせ

区では、毎年6月と12月の年2回、財政状況についてお知らせしています。
今回は、令和2年度決算のあらましと、令和3年度上半期（4～9月）の予算執行状況等についてお知らせします。
※ 計数については、表示単位未満を四捨五入し、端数処理を行っていないため、合計等と一致しない場合があります。

一般会計
　令和2年度は、新型コロナウイルス感染症（以
下、「感染症」といいます。）から区民の生命と健
康を守るとともに、区民生活と地域経済を支え
るため、一般会計において総額429億円に上る8
度の補正予算を編成し、いち早く感染症対策や
区独自の支援に取り組んできました。

　歳入決算額は、特別区民税が減少したもの
の、感染症対策に係る国庫支出金、都支出金等
の増加により、前年度比254億円、率にして
16.0パーセント増の1,844億円となりました。
　歳出決算額は、総務費における特別定額給付
金の給付、衛生費における感染症対策、産業経
済費における特別融資あっせんの実施等によ
り、前年度比211億円、率にして14.1パーセント
増の1,711億円となりました（グラフ1、表1）。

　経常収支比率は、児童発達支援センターやみ
なと科学館の開設に伴う経常経費の増や、特別
区税等の減収により、前年度比4.5ポイント増
の74.6パーセントとなりました。

令和2年度決算額 令和元年度決算額 増減額 備考

特別区税 828億5,064万円 861億7,310万円 △33億2,246万円 特別区民税やたばこ税等
地方消費税
交付金 124億6,151万円 115億1,282万円 9億4,869万円 地方消費税のうち、

区へ交付されるもの

特別区交付金 27億5,631万円 44億290万円 △16億4,659万円 特別区財政調整交付金
分担金及び
負担金 11億3,091万円 16億4,756万円 △5億1,664万円 保育園の保育料等

使用料及び
手数料 88億8,340万円 88億7,929万円 412万円 施設の使用料や住民

票の発行手数料等

国庫支出金 429億2,984万円 144億1,331万円 285億1,653万円 国からの負担金・補助金等

都支出金 117億1,045万円 94億3,645万円 22億7,400万円 都からの負担金・補助金等
繰入金 77億1,870万円 54億6,077万円 22億5,793万円 基金等からの繰入金

その他 139億6,070万円 170億4,722万円 △30億8,653万円 各種交付金、寄附金等
歳入合計 1,844億247万円 1,589億7,341万円 254億2,906万円

令和2年度決算額 令和元年度決算額 増減額 備考
議会費 6億9,486万円 7億345万円 △859万円 議会の運営のための経費
総務費 526億1,616万円 319億115万円 207億1,501万円 区役所の運営や防災のための経費

環境清掃費 61億106万円 58億2,413万円 2億7,693万円 環境保全や清掃事業のための経費
民生費 556億4,842万円 564億3,953万円 △7億9,110万円 高齢者や障害者、子どもたちの福祉のための経費
衛生費 56億3,853万円 53億8,265万円 2億5,588万円 健康を守るための経費

産業経済費 59億6,845万円 29億2,323万円 30億4,522万円 産業振興のための経費
土木費 165億7,503万円 152億8,999万円 12億8,504万円 道路や公園、住宅の整備等のための経費
教育費 192億225万円 196億4,918万円 △4億4,693万円 学校教育や社会教育等のための経費
公債費 1億8,851万円 2億3,828万円 △4,978万円 特別区債の返済のための経費
諸支出金 84億8,197万円 116億4,861万円 △31億6,664万円 財政調整基金の積み立て等のための経費
予備費※ － － － 緊急の支出のための経費
歳出合計 1,711億1,524万円 1,500億20万円 211億1,504万円

表1  歳入歳出決算年度別比較

歳出決算額　1,711億1,524万円

歳入決算額　1,844億247万円

歳入

歳出

特別区税　829億円（44.9％）

民生費　556億円（32.5％） 総務費　526億円（30.7％）

国・都支出金　546億円（29.6％）

地方消費税交付金　125億円（6.8％）

使用料及び手数料　89億円（4.8％）

その他　256億円
（13.9％）

教育費
192億円
（11.2％）

土木費
166億円
（9.7％）

産業経済費 60億円（3.5％） 衛生費 56億円（3.3％）

公債費 2億円（0.1％）

その他
153億円
（8.9％）

介護保険会計グラフ4 介護を要する人への介護サービス等の提供を行う保険事業の収支を表したものです。

歳入決算額 175億8,548万円

歳出決算額 164億9,044万円

支払基金交付金 41億円
（23.4％） 介護保険料 40億円（23.0％）

　保険給付費 145億円（88.2％）

国庫支出金 37億円（20.9％） 繰入金 30億円（17.3％）

　その他 19億円
(11.8％)

その他 27億円
（15.4％）

 後期高齢者医療会計グラフ3 主に75歳以上の高齢者を対象とした医療事業の収支を表したものです。

歳入決算額 56億9,758万円

歳出決算額 56億1,725万円

後期高齢者医療保険料 35億円（62.0％）

広域連合負担金 53億円（93.5％）

　その他 4億円（6.5％）

繰入金 20億円（34.8％）

　その他 2億円 （3.2％）

国民健康保険事業会計グラフ2 主に自営業の人を対象とした健康保険事業の収支を表したものです。

歳入決算額 237億9,200万円

歳出決算額 226億8,216万円

都支出金 129億円（54.1％）

保険給付費 126億円（55.4％） 国民健康保険事業費納付金 91億円（40.1％）

　その他 10億円（4.4％）

国民健康保険料 74億円（31.2％） その他 35億円
（14.6％）

「広報みなと」は、区民で、新聞購読をしていない人、区有施設で入手することが困難な人のうち、希望する人に自宅配送して
います。また、自宅配送を申し込んだ人で、不要になった人、住所が変更になる人は、分かり次第早めに区長室広報係へご連
絡ください。新規配送・配送停止・住所変更の手続きには、1カ月程度の期間がかかります。 区長室広報係　☎3578－2036

「広報みなと」の
自宅配送について

収支11億984万円は
令和3年度予算の繰
越金として計上

歳入歳出差引（形式収支）
132億8,723万円から翌年度に
繰り越すべき財源である20
億8,077万円を差し引いた112
億645万円（実質収支）の半分
を財政調整基金に繰り入れ
ました。（残りは令和3年度予
算の繰越金として計上）

収支8,034万円は
令和3年度予算の繰
越金として計上

収支10億9,504万円
は令和3年度予算の
繰越金として計上

※ 経常収支比率とは、財政の弾力性を示す総合的な指標で
す。この比率が高いほど新たな住民ニーズに対応できる
余地が少なく、財政は硬直化していることになり、一般的
に70～80パーセントが適正値といわれています。

歳入 歳出

グラフ1  歳入歳出決算額

※令和2年度の予備費は予算現額7億円のうち、4億1,175万円を各経費の財源として活用しました。


