
平成20年12月15日号 市報ひがしむらやま　4

　市では、市民の皆さんに市の財政運営の動きを知っていた
だくため、毎年2回（6月と12月）財政状況をお知らせして
います。今回は「平成１9年度決算の概要」、「財政健全化法
に基づく東村山市の財政指標」及び「平成20年度上半期（4
月1日～9月30日）の財政状況」についてお知らせします。 

問い合せ　財務部財政課 

平成19年度 平成19年度 平成19年度 

決算の概要 決算の概要 決算の概要 

グラフ1　一般会計決算

民生費民生費 
183億7,061万円万円 
（42.8％）％） 

総務費総務費 
49億1,096万円万円 
（11.4％）％） 教育教育費 

53億7,164万円万円 
（12.5％）％） 

公債費公債費 
41億6,305万円万円 
（9.7％）％） 

土木土木費 
42億5,279万円万円 
（9.9％）％） 

衛生費衛生費 
34億3,844万円万円 
（8.0％）％） 

民生費 
183億7,061万円 
（42.8％） 

消防費 
18億59万円 
（4.2％） 

その他 
6億2,096万円 
（1.5％） 

総務費 
49億1,096万円 
（11.4％） 教育費 

53億7,164万円 
（12.5％） 

公債費 
41億6,305万円 
（9.7％） 

土木費 
42億5,279万円 
（9.9％） 

衛生費 
34億3,844万円 
（8.0％） 

429億 
2,904万円 
［対前年度比0.6％増］ 

歳　出 
（目的別） 

その他の内訳 
議会費　　3億4,396万円（0.8％） 
商工費　　1億1,954万円（0.3％） 
農林業費　　  7,381万円（0.2％） 
諸支出金　　  5,560万円（0.1％） 
労働費　　　  2,805万円（0.1％） 

市税市税 
206億159万円万円 
（47.6％）％） 

その他その他 
64億4,361万円万円 
（14.9％）％） 

国・都支出金国・都支出金 
107億4,414万円万円 
（24.8％）％） 

市債市債 
32億6,680万円万円 
（7.5％）％） 

地方交付税地方交付税 
22億5,677万円万円 
（5.2％）％） 

市税 
206億159万円 
（47.6％） 

その他 
64億4,361万円 
（14.9％） 

国・都支出金 
107億4,414万円 
（24.8％） 

市債 
32億6,680万円 
（7.5％） 

地方交付税 
22億5,677万円 
（5.2％） 

歳　入 
433億 
1,291万円 
［対前年度比0.0％］ 

その他の内訳 
地方消費税交付金 13億9,706万円（3.2％） 
繰入金 13億7,742万円（3.2％） 
使用料及び手数料 11億1,061万円（2.6％） 
分担金及び負担金   3億8,467万円（0.9％） 
　　　　　　　　　　　　　　　　 など 

人件費人件費 
91億9,229万円万円 
（21.4％）％） 

物件費物件費 
58億6,187万円万円 
（13.7％）％） 

扶助費扶助費 
98億7,373万円万円 
（23.0％）％） 

繰出金繰出金 
51億7,345万円万円 
（12.1％）％） 

公債費公債費 
41億6,305万円万円 
（9.7％）％） 

補助費等補助費等 
42億5,787万円万円 
（9.9％）％） 

人件費 
91億9,229万円 
（21.4％） 

投資的経費 
39億5,484万円 
（9.2％） 

その他 
4億5,194万円 
（1.0％） 

物件費 
58億6,187万円 
（13.7％） 

扶助費 
98億7,373万円 
（23.0％） 

繰出金 
51億7,345万円 
（12.1％） 

公債費 
41億6,305万円 
（9.7％） 

補助費等 
42億5,787万円 
（9.9％） 

429億 
2,904万円 
［対前年度比0.6％増］ 

歳　出 
（性質別） 

その他の内訳 
積立金　　　2億3,177万円（0.5％） 
維持補修費　1億4,550万円（0.3％） 
投資・出資・貸付金 
　　　　　　　  7,467万円（0.2％） 

歳出項目の主な内容と市民1人当たりの歳出額
市 民 1 人
当 た り の
歳 出 額

主　な　内　容項　目

12万5,000円
お年寄りやからだの不自
由なかた、こどもたちの
福祉の充実のために

民生費

3万6,600円学校、公民館、スポーツ
施設などの整備、運営に教育費

3万3,400円市役所の運営や徴税事
務、市報の発行などに総務費

2万8,900円道路や公園の整備、住み
よい街づくりに土木費

2万8,300円市の借入金の返済に公債費

2万3,400円ごみ処理やリサイクル、
市民の健康づくりに衛生費

1万2,300円消防などの活動に消防費

4,200円議会の活動、農業・商工
業の振興などにその他

29万2,100円1人当たりの歳出額計

歳入項目の主な内容

主　な　内　容項　目

市民税、固定資産税、都市計画
税、市たばこ税、軽自動車税など市　 税

市が国や都に代わって行う仕事
や、市の自主事業など特定の事
業に対して交付されるお金

国・都支出金

市が国や銀行などから借りたお
金市　 債

国が公共サービスの地域間格差
をなくすために交付するお金地方交付税

地方消費税交付金、地方譲与
税、財産収入、市の施設の使用
料、戸籍事務などの手数料、繰
入金など

そ の 他

性質別経費の主な項目内容
内　　容項　目

議員の報酬や職員の給与などの
経費人 件 費

お年寄りやからだの不自由なか
た、児童などを援助するための
経費

扶 助 費

市の借入金の返済のための経費公 債 費

臨時職員の賃金、旅費、委託料
などの経費物 件 費

他会計に対し支出する経費繰 出 金

各種団体に対する補助金や交付
金、一部事務組合への負担金な
どの経費

補 助 費 等

公共施設の整備や道路、公園な
どの社会資本の整備に要する経
費

投資的経費

表2　平成19年度に実施した主な事業

662万円東村山駅東口第５駐輪場新設工事（平成19年11月1日より開設）

4,909万円戸籍電算化システム事業
（19・20年度の2 か年事業、全体事業費　1億4,910万円）

5,450万円市議会議員・市長選挙 (19年4月22日執行)

4億3,521万円旧多摩東村山保健所用地等取得
（土地面積　3,968.56㎡、建物面積　2,093.12㎡ 、RC造、地上２階)

1,129万円
子育てひろば事業（つどいのひろば）
（平成19年10月1日から野口町の商店街の空き店舗を利用して、子育て相談事業
や子育て啓発事業を実施）

2億7,703万円乳幼児医療助成事業（既に実施している0歳児の所得制限の撤廃に加え、平成19
年10月から1歳児～3歳児に対しても所得制限を撤廃）

4,554万円野火止分室改築事業（施設の老朽化に伴い、改築工事を実施）

6,515万円コミュニティバス運行事業（平成20年2月17日から新規路線として、諏訪町循環、
久米川町循環の運行を開始）

7,211万円淵の森対岸緑地用地取得（取得面積　1,848.90㎡）

2億8,696万円久米川駅北口整備事業

10億5,875万円東村山駅西口再開発計画事業

3億7,545万円東村山駅西口再開発関連道路整備事業

4,860万円第1分団詰所改築事業（施設の老朽化に伴い、改築工事を実施）

4,145万円八坂小学校トイレ改修工事

1億2,610万円野火止小学校増築工事（児童数の増加により、増築工事を実施）

5,648万円久米川東小学校運動場芝生化工事
（ヒートアイランド対策の一環として屋外運動場の芝生化を実施）

5,726万円第一中学校耐震補強・トイレ改修事業

9,569万円（仮称）縄文体験館建設事業
（19・20年度の2 か年事業、見込みの全体事業費　3億6,453万円）
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グラフ2　義務的経費の推移（普通会計） （億円） 

※職員給＝一般職員の給料、手当〈退職手当、共済費（社会保険料）は除く〉 
19181510 （年度） 
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年
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一
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計
決
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１９

前年度比
歳入歳出差引額 歳　　出歳　　入会　計　名

歳出歳入

0.6%0.0%3億8,387万円429億2,904万円433億1,291万円一　般　会　計

8.0%8.6%6,779万円375億8,235万円376億5,014万円特別会計　計

8.5%8.3%△ 1億5,624万円145億4,414万円143億8,790万円国民健康保険

特
別
会
計

△ 0.2%0.5%2,162万円93億　896万円93億3,058万円老人保健医療

5.4%7.6%1億5,314万円69億7,376万円71億2,690万円介 護 保 険

31.0%31.4%4,927万円60億　394万円60億5,321万円下 水 道

△12.1%△12.1%07億5,155万円7億5,155万円受 託 水 道

4.0%3.8%4億5,166万円805億1,139万円809億6,305万円全会計　合計

※△はマイナスを表す。
※特別会計は、特定の事業・資金などについて、特別の必要がある場合（法律で定めるものを含
む）、一般会計から区分してその収支を個別に経理する会計をいいます。

平成１9年度  一般会計・特別会計決算額表1


