
『メリハリをつけた予算』を目指し、無駄を徹

底して無くし、必要な施策に重点的に予算を配

分することを表した、「羊」と「ハリネズミ」

をモチーフとしたイメージキャラクター

メリーちゃん ハリーくん とは？



私たちの生活と東京都のかかわり

私たちの生活には様々なところで行政が

かかわっているわ。そこで問題。

A~Fのうち、行政がかかわっている事業

はどれかわかるかな。

意外と難しいなぁ。

どれも生活に身近な事業だけど。

分野もバラバラだし。

A B C

ED F

学校などの建設 道路や信号機の整備 動物園や水族館

上下水道の整備 電車やバスの運行 図書館などの建設



私たちの生活と東京都のかかわり

A B C

ED F

答えは…全部だよ！皆さんは分かったかな。

東京都は様々なかたちで皆さんの生活を

支えているの！

そうなんだ。知らなかったよ！

行政って思った以上に身近な

ものなんだね。

学校などの建設 道路や信号機の整備 動物園や水族館

上下水道の整備 電車やバスの運行 図書館などの建設



様々な行政サービスにはお金が必要。

そのお金は主に都民の皆さまの納めた

税金がもとになっているよ。

東京都の予算の仕組み

行政サービス

税金など

収入

支出予算

・個人都民税（東京都に暮らす個人が納付）

・法人事業税（東京都の会社が納付）

・地方消費税 など

消費税は僕たちにも身近だよね。

行政って本当に僕たちの生活と

密接に関係していることが実感

できるよ。



東京都の予算の仕組み

行政サービス

税金など

収入

支出予算

・個人都民税（東京都に暮らす個人が納付）

・法人事業税（東京都の会社が納付）

・地方消費税 など

そのとおり。そして、予算とはつまり、

行政の１年間の収入と支出の見込みを

まとめたものなの。



区 分
令 和 ４ 年 度
予 算 額 備 考

全会計合計 15.４兆円

一 般 会 計 7.８兆円
税金をもとに、福祉や防災対策などの行政
サービスに使うお財布

特 別 会 計 5.8 兆円
都営住宅の管理など、特定の目的に使う
お財布

公 営 企 業 会 計 1.8 兆円
上下水道など、自治体が経営する企業の
お財布

ノルウェー

20.4兆円

＜ 例えば ＞

国家予算と同規模 15.４兆円

スウェーデン

14.3兆円

東京都の予算規模

令和４年度の東京都の予算規模は

15.4兆円。実はこれは国家予算並み

の規模なの。

想像していた以上に大きくて

びっくり。でも行政サービスの

範囲は広いよね。どういう分野に

どれくらい使われているんだろう。



分かりやすくするために１万円に置き

換えてみたわ。イメージがつきやすいん

じゃないかな。

仮に１万円の税金を支払うとこの

ように使われているってことか。

福祉や教育分野におよそ半分が

使われているんだね。

せいかつかんきょう

せいび

合計

10,000円

せいび

福祉と保健 教育と文化 労働と経済 都市の整備 警察と消防

生
活
環
境

その他

578円

せいかつかんきょう
【2,929円】

子育て環境の充実や、

高齢者や障害者への支援等の

少子高齢化対策など

【2,015円】

都立学校の運営や、区市町村立

学校や私立学校への支援、文化

や芸術の支援など

【1,561円】

警察活動・消防活動など

【476円】

再生可能エネルギー対策や

廃棄物対策など

東京都の予算を１万円におきかえてみると ※ 一般歳出（主に税金をもととして東京都が行政サービス
を行うための予算）を１万円に置き換えています

【987円】

中小企業や観光業、農林水産業

の活性化や雇用労働対策など

【1,454円】

道路や公園、港、中小河川の

整備や街の再開発など



せいかつかんきょう

せいび

合計

10,000円

せいび

福祉と保健 教育と文化 労働と経済 都市の整備 警察と消防

生
活
環
境

その他

578円

せいかつかんきょう
【2,929円】

子育て環境の充実や、

高齢者や障害者への支援等の

少子高齢化対策など

【2,015円】

都立学校の運営や、区市町村立

学校や私立学校への支援、文化

や芸術の支援など

【1,561円】

警察活動・消防活動など

【476円】

再生可能エネルギー対策や

廃棄物対策など

東京都の予算を１万円におきかえてみると ※ 一般歳出（主に税金をもととして東京都が行政サービス
を行うための予算）を１万円に置き換えています

【987円】

中小企業や観光業、農林水産業

の活性化や雇用労働対策など

【1,454円】

道路や公園、港、中小河川の

整備や街の再開発など

東京都の予算は、介護サービスの充実といった

少子高齢化に伴う政策など、時代とともに変化

する都民のニーズを的確に把握して、適切に

配分されるように作られているよ。

なるほどね。勉強になるよ。

各分野の具体的な事業について

も教えてほしいな。



令和４年度の取組の紹介（福祉と保健・教育と文化）

福祉と保健 ＜主な事業内容＞

教育と文化 ＜主な事業内容＞

 子供を笑顔にするプロジェクト

都内の全公立・私立小中高等学校、特別支援学校を対象に、スポーツ観戦や

芸術鑑賞など多様な体験活動の機会を確保していきます。

 一人１台端末の整備

一人１台のタブレットやパソコンなどを使用し、より一層デジタルを活用

して学ぶことができるようにしていきます。

一人1台端末を使った授業

受験生チャレンジ
支援貸付事業

 受験生チャレンジ支援貸付事業

学習塾費用、大学・高校受験料等を捻出できない方に対する貸付について、

収入要件を緩和し、対象を拡大します。
東京都出産応援事業
～コロナに負けない！～

 東京都出産応援事業～コロナに負けない！～

コロナ禍において、これから子供を産み育てたいと考えている家庭を応援・

後押しするため、子育て支援サービスの利用や育児用品等の購入に係る

経済的負担を軽減するとともに、あわせて具体的な子育てニーズを把握し、

今後の施策へ反映します。



令和４年度の取組の紹介（労働と経済・生活環境）

労働と経済 ＜主な事業内容＞

生活環境 ＜主な事業内容＞

 高校生起業家養成プログラム

高校生を対象とする起業まで視野に入れたイベントや養成講座などの

プログラムを実施します。

 プラ製容器包装等・再資源化支援事業

2030年度までに廃プラスチック焼却量４割削減の目標を設定し、

区市町村でのプラスチック分別収集の実施に向けて支援を実施します。

 ゼロエミッション東京の実現に向けた取組

2050年までにCO₂排出実質ゼロを目指し、家庭や事業所における

省エネルギー対策や電気自動車などの普及促進等を実施します。

太陽光発電
断熱改修

蓄電池

災害にも強く健康にも資する断熱・太陽光住宅
のイメージ

TOKYOシェアオフィス墨田

 テレワーク等普及推進事業

テレワークなど柔軟な働き方を推進するため、相談や情報提供、

テレワークの導入や活用拡大に向けたセミナー等を実施します。



令和４年度の取組の紹介（都市の整備・警察と消防）

都市の整備 ＜主な事業内容＞

警察と消防 ＜主な事業内容＞

 都市骨格を形成する幹線道路の整備

都心に流入する通過交通の分散や多摩地域の渋滞緩和のため、都市の骨格を

形成する幹線道路網を整備します。

後方支援車（トイレ付）

ミニクローラークレーン

 災害対策車両等の整備

大規模災害（土砂災害・水害等）に備えた車両や資器材を整備し、災害への

備えを強化します。

 サイバーセキュリティ対策

巧妙かつ悪質化の一途を辿るサイバー攻撃等に対応するため、官民共同訓練

の実施や関連部署が集約された庁舎の新築など体制を強化します。

 無電柱化の推進

都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出

のため、既存道路の無電柱化を推進します。

道路の無電柱化



「都民による事業提案」は皆さんの提案を

直接施策に反映させる仕組みよ。令和３年度

からは高校生も参加できるようになったの。

個人からだけではなく、グループでの提案も

受け付けているよ！

都民による事業提案制度について

• 都民による事業提案とは…

都民の考えを予算編成・政策立案に直接反映させる制度

都民による事業提案のスケジュール

じゃあ僕たちも提案できるのか！

僕たちのアイデアが実際に東京都

の施策に反映される可能性がある

ということだね。

都民・
法人

投票対象
事業案
（公表）

事業
実施

皆様から
の提案

東京都に
よる審査

提案
受付 投票により

選出された
事業案

都議会に
よる議決

都民投票

投票・
コメント 予算編成過程

知事査定



都民による事業提案について

• 令和３年度に事業化された高校生の提案

事業化された提案のうち２件は、なんと現役

高校生の提案よ。高校生の提案が実際に事業

になるなんてすごい！提案や投票はスマホに

も対応しているからぜひ参加してみてね！

 子供の外遊び運動等促進事業

子供の外遊び運動等を促進するため、遊び方や気を付けるべきルール

等の動画を作成・発信します。子供に人気の出演者を起用するなど、

子供を惹きつける動画を作成し、外遊びを楽しむきっかけを作ること

で、健康維持・増進を図っていきます。

令和４年度募集はまだ間に合うね！

東京都がより良い都市になるために

僕も早速提案してみるよ！

※ ４/8~6/17

※ 令和３年度実績：提案総数477件
事業化提案７件

 だれもが使いやすい駅づくり

視覚障害者等が更に便利で安全に駅を利用できるよう、鉄道事業者と

連携し、スマホアプリや先進技術等を活用した案内誘導などの

取組により、ユニバーサルデザインのまちづくりを更に促進します。



東京都の予算について分かった気がするよ！

色んな工夫をしながら、東京都がより良い

都市になるための取組を進めているんだね！

そのとおりよ、ハリーくん！

私たちだけではなく、未来あるこどもたちの

将来のためにも、しっかりとした財政運営を

続けていかなくちゃね！

これからも注目しなくっちゃ！

みんなにも教えてあげようっと！

そうね、ぜひそうしてちょうだい。

ところでハリーくんは、東京都には

こども基本条例があることは知っているかな。
こども基本条例？

聞いたことがあるような…。

うふふ。じゃあ最後にそのことも紹介するね。

おわりに



（参考）東京都こども基本条例について

東京都こども基本条例とは…

こどもを権利の主体としての尊重や最善の利益を優先するための取組例

 ヤングケアラー対策

ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげられるよう、関係機関の連携強化を図るとともに、

悩みを相談・共有するための相談支援体制を整備。また、ヤングケアラーに対して家事ヘルパー派遣等を行います。

「こどもの権利条約の精神にのっとり、こどもを権利の主体として尊重し、こどもの最善の利益を

優先することを理念として掲げ、東京都が取り組むべき施策の基本となる事項を定めた17条からなる条例」

 「東京都こども基本条例」に関する理解促進事業等

条例の内容を分かりやすく伝えるリーフレットを作成し、条例の理解促進を図ります。

また、こどもの意見表明や地域社会等への参加促進、権利擁護に取り組む区市町村を支援します。

 子供・子育て応援とうきょう事業

こども目線に立った施策を展開するため、こどもが主体的に参加し意見を発表する「こどもシンポジウム」を

開催し、こどもの意見を施策に反映する環境の整備を進めます。



（お問い合わせ先）
東京都財務局主計部財政課
電話 03-5388-2669
E-mail S0000064@section.metro.tokyo.jp
ホームページ

※ 本著作物（文章、写真、イラスト等）は、著作権の対象であり、著作権法で保護されています。
著作権法上で著作権者の許諾が不要とされている場合を除き、著作物を無断複製・転用することはできません。

〔編集・発行〕東京都財務局主計部財政課

https://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/yosan/r4.html

東京都財務局のＨＰにも

予算に関する色々な情報が

のっているからチェック

してみてね！

http://www.zaimu.metro.tokyo.lg.jp/zaisei/yosan/r3.html

