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予算編成の考え方

３年度 ２年度 増減率

70,297 68,698 2.3

35,086 35,148 △ 0.2

510 540 △ 5.6

350 310 12.9

5,200 5,800 △ 10.3

18,900 20,200 △ 6.4

9,099 5,660 60.8

1,152 1,040 10.8

37,694 42,572 △ 11.5

13,623 16,687 △ 18.4

9,242 9,689 △ 4.6

1,300 1,000 30.0

7,747 9,556 △ 18.9

5,782 5,640 2.5

107,991 111,270 △ 2.9

３年度 ２年度 増減率

47,337 47,554 △ 0.5

22,210 22,032 0.8

職員給与費 14,754 14,429 2.3

退職手当 677 808 △ 16.2

その他 6,778 6,795 △ 0.2

24,674 24,882 △ 0.8

453 641 △ 29.3

15,762 23,291 △ 32.3

44,892 40,425 11.0

107,991 111,270 △ 2.9

【単位：百万円／％】
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令和３年度予算で取り組む主要事業等

「文の京」総合戦略 主要課題の解決 等 新型コロナ対応

保育所待機児童解消対策
私立認可保育所の誘致を中心に保育所等の開設

を進め、567人の定員を確保。また、私立認可保育

所等への指導検査及び巡回指導を推進【P.1】

育成室待機児童解消対策
育成室の利用ニーズの高まりに迅速かつ適切に対

応するため、従前から区が行ってきた手法による育

成室の整備に加え、新たに民間活力を生かした手

法による育成室を新設【P.4】

新型コロナウイルスワクチン接種
新型コロナウイルス感染症による死亡者や重症者の発生をできる

限り減らし、結果として新型コロナウイルス感染症のまん延の防止

を図ることを目的に、国や東京都との連携によりワクチンの接種体

制を整備し、区民等へワクチンの接種を実施【P.6】

文京区総合就労支援事業
アフターコロナ及び雇用情勢の変化に備え、求職者の就職活動や区内中小企業の採用活動に対する支

援として、新たに各種セミナーや講座、オンラインでの就活支援、企業向け採用力診断等を実施【P.10】

新型コロナウイルス感染症に係る緊急就労支援
新型コロナの影響を受け離職した区民等を対象に、ミニ就職面接会や就労体験を通じた正規雇用化を支

援する等、個々の状況やニーズに対応した緊急就労支援を実施【P.11】

認知症検診等事業

認知症に関する普及啓発を行うとともに、区内の

会場を確保して55～75歳までの節目検診を実施

する。容態に応じた適切な医療・介護・生活支援

等につなげる【P.5】

コミュニティバス運行事業
公共交通不便地域の解消や区内の拠点間を結ぶ

ネットワークの充実等を図るため、本郷・湯島地域に

コミュニティバス「B-ぐる」の第三路線を導入【P.18】 垂直避難・在宅避難促進事業
風水害や複合災害対策として、垂直避難場所を

提供した民間事業者に、備蓄物資を配備するな

ど、垂直避難等を促進する【P.22】

そ
の
他

申請・届出等手続ガイドサイトの導入
転入の届出等、行政手続の効率化により、区民の利便性の向上を図るため、手続きに必要な書類や受付

窓口、電子申請等を事前に案内する「手続ガイドサイト」を導入【P.23】

病児・病後児保育事業
春日・後楽園駅前地区第一種市街地再開発事

業における公益的施設の一つとして、病児・病後

児保育施設を整備するため、開設準備経費等を

負担するとともに、委託により事業実施【P.2】

崖等整備資金助成事業
土砂災害の危険から住民の安全を確保するため、

崖下建築物の減災工事に対し助成を行うほか、

崖等の整備に対する助成を一部拡充【P.20】

東京2020大会「文の京」トーチ
リレープロジェクト

聖火リレーを中心とする各種プログラムや、ドイツ及

び難民選手との交流事業を実施するほか、ボラン

ティア精神や国際理解などを、大会後のレガシーと

して引き継いでいく【P.17】

官民が利用できる情報共有ツールの導入
平常時に限らず、感染症への対応や災害時においても、区と関係機関との間で、より迅速な情報伝達がで

きるデータ連携用のサイトや、職員間等で情報交換が円滑に行えるビジネスチャットを導入【P.24】

区立図書館の電子図書館機能拡充
読書バリアフリーや新型コロナウイルス感染症拡大防止等の観点から、非来館型の電子書籍サービスを拡
充し、「新しい生活様式」等に伴い多様化する住民ニーズに対応【P.15】

新型コロナウイルス感染症 経済対策
新型コロナの影響を受けている区内中小企業の資金繰りを支援するほか、区内でテイクアウトや出前を行

う店舗等の情報を広く区民に発信することにより、区内店舗の事業継続を支援【P.12】

文京区イノベーション創出補助金
区内産業の活性化を図るため、区内中小企業や大学発ベンチャー企業が取り組む、感染症対策や

Society5.0の実現に向けた新製品・新技術の開発に要する経費の一部を補助【P.9】

・中小企業の事業継続のための設備投資支援【P.8】

・文京区企画展「東京2020～区内で触れる

オリパラ展!!」【P.16】

・誠之小学校改築

・明化小学校等改築

・柳町小学校等改築

・旧区立特別養護老人ホームの大規模改修

・公園再整備事業 【P.26】

「Society5.0の教室」プロジェクト
Society5.0時代の到来を見据えた、従来の指導方法にとらわれない新しい授業スタイルを創造するため、

一人一台配付したタブレット端末を活用し、対面授業とオンライン授業を同時に行う「ハイブリッド授業」が

実施できる環境を整備し、様々な教育課題の解決につなげる【P.3】

◆一般会計の予算規模は、1,079億9,100万円
（前年度比2.9％減（△32億7,900万円 ））

◆新型コロナウイルス感染症への対応

新型コロナウイルス感染症の影響により、国内景気は大きく変動し、感染症の

収束も未だに見通せず、先行きについても不透明な状況が続いている。こうし

た中、「新型コロナウイルス感染症の影響を受けている区民の健康と暮らしを

守るとともに、感染症に伴う様々な社会変革に適応しつつ、地域経済の復興

を図るための予算」を優先して編成した。

◆重点施策は、44事業、93億円

◆基金の活用
新型コロナウイルス感染症の影響により、景気は先行き不透明な状況が
続くと見込み、歳入が減少すると想定している。歳入不足補填のため、
財政調整基金を約９０億円取り崩す。（取崩し額としては過去最大）

・カーボン・オフセットによる地球温暖化対策【P.21】

◆総合戦略の着実な実施
「文の京」総合戦略に掲げる主要課題の解決に向けた戦略的な施策の展開

・学級編制対応施設整備【P.25】

・森鷗外没後100年記念事業【P.13】

・高齢者・障害者・子ども施設等のPCR検査【P.7】

・Cheer Up!!みんなでつくる文京みやげ【P.14】
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												【単位：百万円／％】 タンイ ヒャクマンエン

				歳入 サイニュウ						３年度 ネンド		２年度 ネンド ド		増減率 ゾウゲン リツ

				一般財源 イッパン ザイゲン						70,297		68,698		2.3

						特別区税 トクベツク ゼイ				35,086		35,148		△ 0.2

						配当割交付金 ハイトウ ワリ コウフキン				510		540		△ 5.6

						株式等譲渡所得割交付金 カブシキ トウ ジョウト ショトク ワリ コウフキン				350		310		12.9

						地方消費税交付金 チホウ ショウヒゼイ コウフキン				5,200		5,800		△ 10.3

						特別区交付金 トクベツク コウフキン				18,900		20,200		△ 6.4

						財政調整基金繰入金 ザイセイ チョウセイ キキン クリイレ キン				9,099		5,660		60.8

						その他収入 タ シュウニュウ				1,152		1,040		10.8

				特定財源 トクテイ ザイゲン						37,694		42,572		△ 11.5

						国庫支出金 コッコ シシュツキン				13,623		16,687		△ 18.4

						都支出金 ト シシュツキン				9,242		9,689		△ 4.6

						特別区債 トクベツ ク サイ				1,300		1,000		30.0

						特定目的基金繰入金 トクテイ モクテキ キキン クリイレ キン				7,747		9,556		△ 18.9

						その他収入 タ シュウニュウ				5,782		5,640		2.5

				計 ケイ						107,991		111,270		△ 2.9



				歳出 サイシュツ						３年度 ネンド		２年度 ネンド ド		増減率 ゾウゲン リツ

				義務的経費 ギムテキ ケイヒ						47,337		47,554		△ 0.5

						人件費 ジンケンヒ				22,210		22,032		0.8

								職員給与費 ショクイン キュウヨ ヒ		14,754		14,429		2.3

								退職手当 タイショク テアテ		677		808		△ 16.2

								その他 タ		6,778		6,795		△ 0.2

						扶助費 フジョヒ				24,674		24,882		△ 0.8

						公債費 コウサイヒ				453		641		△ 29.3

				投資的経費 トウシテキ ケイヒ						15,762		23,291		△ 32.3

				その他 タ						44,892		40,425		11.0

				計 ケイ						107,991		111,270		△ 2.9
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