
　新聞未購読で、区報の入手が困難な方に無料でお届けしています。希望する方は、区ホー
ムページから申し込むか、お問い合わせください。▶問合せ：広報係☎5984-2690ねりま区報をご自宅にお届けします 休日急患診療所

※健康保険証が必要です。

予約方法
①～③インターネットまたは電話で各診療所へ
（予約なしでも受診できます）
④電話で診療所へ

小児科

歯科

内科・小児科

①練馬区夜間救急こどもクリニック（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
④練馬歯科休日急患診療所（区役所東庁舎3階）☎3993-9956

　3年度の一般会計は、歳入決算額が3173億1790万円、歳出決算額が3066億5067
万円でした。1人当たり10万円を交付した特別定額給付金事業などがあった2年度と
比べて、歳入は約11%、歳出は約12%の減となりました。

令和3年度決算令和3年度決算ををお知らせお知らせしますします

問合せ  財政課☎5984-2465

　前年度に比べて、義務的経費は10.3％の増、投資
的経費は5.6％の増、その他の経費は35.9％の減と
なりました。

歳出
（性質別）

区分 決算額 構成比（％）

義務的経費 1717億207万円  56.0

人 件 費 438億8906万円  14.3

扶 助 費 1205億3367万円  39.3

公 債 費 72億7934万円   2.4

投資的経費
（普通建設事業費） 279億2935万円   9.1

その他の経費
（物件費、補助費など） 1070億1925万円  34.9

計 3066億5067万円 100.0

　財政健全化判断比率とは、4つの指標と基準で、地方公共団体の財政の健
全性を判定するもので、法律に基づき公表が定められています。区の3年度
の状況は、下表の通りです。いずれの比率も法が定めた早期健全化基準を大
きく下回り、健全な状態です。

区の財政は健全な状態です

財政健全化判断比率は基準以下

指標 練馬区算定比率 早期健全化基準

実質赤字比率 △5.93％ 11.25％

連結実質赤字比率 △7.15％ 16.25％

実質公債費比率 △2.5％ 25.0％

将来負担比率 △65.2％ 350.0％

　年度末で区が保有する資産や負債、純資産の内容を一覧表で示したもの
です。資産の部は固定資産と流動資産の内訳、負債の部は地方債（特別区債）
など将来世代が負担すべき債務、純資産の部は今までの世代が負担してき
たものを示しています。

貸借対照表で見る区の財政状況

貸借対照表（バランスシート）

4年3月31日現在
資産の部 負債の部
固定資産 固定負債
有形固定資産（学校・道路・公園など） 地方債、退職手当引当金など

1兆3200億9043万円 906億3812万円
無形固定資産（ソフトウエアなど） 流動負債

22億1920万円 1年内償還予定地方債、預り金など
投資その他の資産（基金など） 135億8417万円

854億1559万円 負債合計 1042億2229万円
流動資産 純資産の部
現金預金

純資産合計 1兆3708億7690万円
175億2703万円

財政調整基金など
498億4694万円

資産合計 1兆4750億9919万円 負債・純資産合計 1兆4750億9919万円

一般会計

　特定の収入を使って特定の事業を行う
場合、収入や支出を一般会計と分けて経
理する会計が特別会計です。３年度の特
別会計の決算額は右表の通りです。

収入済額 支出済額
国民健康保険事業会計 647億8572万円 640億2362万円
介護保険会計 605億3456万円 592億2418万円
後期高齢者医療会計 166億6005万円 166億3395万円
公共駐車場会計 3億9890万円 3億9890万円

特別会計

区のお金の使いみち（使うお金を１万円とした場合）

3,460円 820円2,570円

200円

1,020円

560円 210円

160円

保健福祉費 総務費こども家庭費

公債費

教育費

区民費 地域文化費

その他

新型コロナウイルス感染症対策、
障害者や高齢者への支援など

防災、安全・安心、広報活動など

120円都市整備費

まちづくりなど

保育所や児童館、児童手当など

350円土木費

公園や道路の整備・管理など

学校建設などのために借りた
お金の返済

小中学校や幼稚園、図書館など

400円環境費

清掃やリサイクル、環境保全など

130円産業経済費

中小企業振興や商店街活性化、
農業振興など

区民事務所や区民センターなど 地域コミュニティ支援や文化・
スポーツ振興など

議会運営や財政調整基金積立金
など

　前年度比11.4%、407億9478万円の減でした。
主に国庫支出金が減となり、特別区交付金などが
増となりました。歳入

　前年度比12.1%、423億9183万円の減でした。主に
保健福祉費が減となり、こども家庭費などが増となりま
した。

歳出
（目的別）

特別区交付金
912億1219万円（28.7％）
区と都で分配している
固定資産税や法人住民税など

国庫支出金
800億4398万円
（25.2％）
特定の支出に充てるため
国から交付される資金

特別区税
698億416万円
（22.0％）
特別区民税、軽自動車税、
特別区たばこ税、入湯税

都支出金
289億7520万円
（9.1％）

特別区債
61億9970万円
（2.0％）

繰越金
47億2019万円
（1.5％）

その他
363億6248万円（11.5％）

歳入
3173億
1790万円

保健福祉費
1061億2623万円
（34.6％）

こども家庭費
786億7275万円（25.7％）

教育費
311億4165万円（10.2％）

総務費
250億7466万円（8.2％）

区民費
172億2849万円
（5.6％）

環境費
122億3568万円
（4.0％）

土木費
107億1268万円
（3.5％）

地域文化費
64億9593万円
（2.1％）

公債費
60億873万円（2.0％）

産業経済費 38億8863万円（1.3％）
都市整備費 36億9767万円（1.2％）
その他 53億6757万円（1.6％）

歳出
3066億
5067万円

ねりまのお店を歩いて発見！
てくてくサプリキャンペーン

11/27㈰
まで

　歩いて楽しく健康づくりができる健康管理アプリ
「ねりまちてくてくサプリ」で、ねりまの食育応援店に
ちなんだキャンペーンを実施します。期間中に条件を
クリアした方にオリジナルグッズを差し上げます。　
※グッズは11月26日㈯・27日㈰にねりま観光案内所で
お渡しします。▶問合せ：健康づくり係☎5984-4624

アイフォーン アンドロイド

アプリの
ダウンロード
はコチラ

無料・匿名でHIV検査を行っています
12/1は世界エイズデー

　エイズは、HIV（ヒト免疫不全ウイルス）の感染で引き起こされる
「後天性免疫不全症候群」を略した病気の名称です。HIVによって体の
免疫力が低下すると、普段なら病気にならない程度の
弱い病原菌などに感染してしまいます。HIVに感染後、
治療しないと10年前後でエイズを発症するといわれて
います。早期発見・治療で発症を防ぎましょう。
▶問合せ：感染症対策係☎5984-4671

HIVに関するパネル展
▶日時：11月25日㈮～12月16日㈮午前8時45分～午後8時(16日
は午前11時まで)▶場所：区役所本庁舎2階通路

▶視聴期間：11月30日㈬まで▶視聴方法：練馬区歯科医師会ホーム
ページ（http://www.nerimaku-shikaishikai.or.jp/）でご
覧になれます▶区の担当：歯科保健担当係▶問合せ：練馬区
歯科医師会☎3557-0045

「歯
ハ

―トファミリーコンクール」の入賞者・
「歯・口の健康に関する図画・ポスターコンクール」
入賞作品を紹介

動画
配信

アプリをダウンロードして
食育応援店を確認!１

ステップ

2
ステップ

3
ステップ

食育応援店を
歩いて巡る!

オリジナルグッズを
ゲット!

ねりまの
食育応援店とは
　練馬区ならではの
食材を使ったお店や、
健康的な食生活を応
援するお店です。

●豊玉保健相談所☎3992-1188（平日午前8時30分～午後5時）　
※HIV検査・梅毒検査は月1回実施。　※来年1月4日㈬以降区ホーム
ページからの申し込みになります。
●東京都新宿東口検査・相談室(新宿区歌舞伎町2-46-3　SIL新宿ビル2階)
☎6273-8512（平日午後3時30分～7時30分、土・日曜午後1時～4時30分
〈祝休日、年末年始を除く〉）　※東京都ホームページ（https://www.
tmsks.jp/）からも申し込めます。

 HIV検査の申込先(要予約) 無料・匿名

保冷バッグまたは
カトラリーセット

  令和4年（2022年）11月11日令和4年（2022年）11月11日  4 5新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、事業を中止する場合があります。最新情報は、 区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。


