
２００４．４．２１ （２）

総務費　３２，２８９円 衛生費　２８，３６６円

一般会計 歳出 合計�
１１３，５２９，６７３千円�

人件費�
２１.８％�

２４，７４１，０５２�

職員給与費�
１９.９％�

２２，６０３，６６３�

特別職給与費等�
１.９％�

２，１３７，３８９�

扶助費�
１９.５％�

２２，１８９，１７０�

公債費�
１２.１％�

１３，７７８，７２２�

投資的経費�
９.６％�

１０，８４７，１６５�

物件費�
１４.８％�

１６，８０４，０１７�

維持補修費�
０.９％�
９８４，６８４�

補助費等�
９.９％�

１１，２８６，８３９�

１２，７７４，７５０�

繰出金�
１１.３％�

その他�
０.１％�
１２３，２７４�

その他 １.５％�
１，５３４，６５４�

一般会計 歳出 合計�
１１３，５２９，６７３千円�

民生費�
３３.９％�

３８，５２０，８８１�

土木費�
１３.６％�

１５，４５２，９０３�

教育費�
１３.５％�

１５，３２５，６８４�

総務費�
１１.４％�

１２，９６９，４８８�

１１，３９３，７９５�

衛生費�
１０.０％�

公債費�
１２.１％�

１３，７７８，７２３�

消防費�
４.０％�

４，５５３，５４５�

一般会計 歳入 合計�
１１３，５２９，６７３千円�

市税�
５４.５％�

６１，９０６，５１７�
都支出金�
８.３％�

９，４６３，５５８�

その他�
６.８％�

７，６０７，６１２�

国庫支出金�
１１.４％�

１２，９８６，１６８�

市債�
８.３％�

繰入金 ２.９％�
�

９，４３５，５００�

３，２８８，１８８�

地方消費税�
交付金�
３.５％�

地方特例交付金�
２.５％�

２，８００，０００�

諸収入 １.８％�
２，０７３，１８５�

３，９６８，９４５�

【生活保護】
　　　　８３億８５６６万７千円

【学校跡地利用】
　　　　　１億９０６０万７千円
　（仮称）町田市教育センター開
設のための施設改修工事など。
【教育指導管理】
　　　　　１億２３４３万３千円
　外国人英語指導補助者による授
業の実施など。
【学校の管理運営】
　（小）１１億４６９３万３千円
　（中）　７億３３３７万５千円
　小学校３９校、中学校２０校の
管理運営。
【学校施設の維持】
　　（小）１億６２９０万９千円
　　（中）　　８０２４万９千円
　校舎、体育館、プール等の改修
工事など。
【障がい学級の運営】
　　（小）１億６６７０万４千円
　　（中）　　８０７２万５千円
　小・中学校の知的障がい学級
（４４学級）などの運営。
【就学援助】
　　（小）２億３７１０万８千円
　　（中）　　９１５９万３千円
　経済的理由で就学困難な児童・
生徒の保護者に学用品・通学用品
などを助成。　
【校外学習の推進】
　　　　（小）３０９９万５千円
　　　　（中）５０８１万３千円

　集団宿泊行事の補助など。
【学校施設の整備】
　（小）１９億４０１８万１千円
　（中）　　　８０２１万３千円
　小中学校の耐震補強工事、小山
ヶ丘小学校整備工事など。
【大規模改造】
　（小）　３億５６２３万６千円
　成瀬台小学校大規模改造・耐震
補強工事。

（３面に続く）

１５４億５２９０万３千円
（対前年度比　１７．９％減）
　道路や公園の整備など、住みよ
いまちづくりのための費用です。

【私道等の整備】　３０５０万円
　私道整備の補助。
【狭あい道路の整備】
　　　　　　　８５５０万１千円
【道路の維持・補修】
　　　　　４億７３４１万９千円
【道路の新設・改良】
　　　　　８億９０１９万８千円
　忠生４４１号線（常盤町）など
の道路改良工事、町田バスセンタ
ー昇降機設置工事、道路用地購入
など。
【舗装道路の改良】７５００万円
　忠生４５０号線（下小山田町）
外１路線の舗装改良工事など。
【交差点の改良】
　　　　　８億３９３０万７千円
　木曽交番前、鶴川駅東口交差点
の用地購入、物件補償など。
【橋梁の維持】
　　　　　　　　　３８００万円
【橋梁の新設・改良】
　　　　　　　２３９４万７千円
　鶴見川宮川橋改修工事など。
【街路灯の維持管理・新設】
　　　　　２億３４２４万３千円

【交通輸送対策】　８９２０万円
　交通計画マスタープラン作成委
託、地域コミュニティバス運行事
業補助など。

【下水道事業会計繰出金】
　　　　２５億３１９８万１千円

【公園緑地の管理】
　　　　　４億２８０８万５千円
【薬師池公園の管理】
　　　　　　　４８９９万５千円
【町田ぼたん園の管理】
　　　　　　　２７８８万６千円
【忠生公園の管理】
　　　　　　　１７３０万６千円
【野津田公園の管理】
　　　　　　　５６７３万６千円
【公園緑地の整備】
　　　　　９億７９２３万８千円
　相原中央公園外１カ所の整備工
事、都営高ヶ坂団地跡地（広場予
定地）、相原中央公園、三ツ目山
公園外３カ所の用地購入など。

【市営住宅の維持管理】
　　　　　　　６９３９万４千円
【住宅改良の助成】
　　　　　　　１９２１万２千円
　木造住宅耐震診断の助成、住宅
改良の助成など。

主な事業と

１５３億２５６８万４千円
（対前年度比　１０．４％減）
　良好な教育環境の整備や、文化、
スポーツ、生涯学習などの促進を
図るための費用です。

【幼稚園就園奨励費】
　　　　　３億２９７３万４千円
【私立幼稚園等園児の保護者への
補助】　　　５億６６４万６千円

【自由民権資料館事業】
　　　　　　　２５２２万２千円
　「家永三郎コレクション」など
展覧会を開催。
【まちだ市民大学ＨＡＴＳ事業】
　　　　　　　２６９８万１千円
【文化財の保護】
　　　　　１億１２２９万６千円
　遺跡公園の整備、用地購入など。
【公民館事業】
　　　　　　１億６９７万６千円
　成人学校、ことぶき大学など各
種講座の実施。
【青少年教育事業】
　　　　　　　　５３７万７千円
　デゴイチまつり委託、鼓笛まつ
り委託など。
【大地沢青少年センター事業】
　　　　　　　６４１４万５千円
【図書館の管理運営】
　　　　　３億７６８６万１千円
　市内６館の図書購入など。
【文学館の整備】
　　　　　３億１７５５万１千円
　（仮称）文学館整備工事など。
【博物館事業】７１４４万５千円
　「岩田ガラス」展など６回の展
覧会を開催。
【ひなた村事業】
　　　　　　　３３７４万８千円
　定例子どもグループの育成、ひ
なた村祭りなどを開催。

土 木 費

【都市計画道路の整備】
　　　　　１８億８９４万８千円
　都市計画道路３・４・３４号線
（金森）外４路線の築造工事、南
町田駅北口広場用地購入、相原駅
西口広場の用地購入など。
【みちづくり・まちづくりパート
ナー事業】６億３８９９万５千円
　都市計画道路３・３・７号線
（原町田）の用地購入など。

【交通安全対策】
　　　　　　　５６０８万２千円
　道路反射鏡設置、交通事故多発
箇所改良工事など。
【自転車対策】
　　　　　１億８１７１万１千円
　放置自転車対策委託、自転車駐
車場管理委託など。

【子どもセンターの運営】
　　　　　　　　　５３７９万円
　子どもセンターばあん、南大谷
子どもクラブ、玉川学園子どもク
ラブの運営。
【子どもセンターの整備】
　　　　　３億５４９６万５千円
　（仮称）鶴川子どもセンターの
建設など。

教 育 費

住　　　　 宅

公園・緑地の整備管理

公共下水道の整備

幹線道路の整備

市 街 地 整 備

交通輸送の整備

生活道路・橋梁の整備

交 通 安 全

社会教育（文化事業）

幼 稚 園

生 活 援 護

学 校 教 育

土木費　３８，４７１円 公債費　３４，３０３円民生費　９５，９０１円

予備費　　 ２４９円労働費　　 １５９円農林費　　 ５３６円商工費　 １，３１８円議会費　 １，５５８円消防費　１１，３３６円

【土地区画整理】
　　　　　　　４６９５万２千円
　野津田東土地区画整理組合への
助成など。
【忠生土地区画整理事業会計繰出
金】　　　　　　　　　１５億円
【鶴川駅北土地区画整理事業会計
繰出金】　　　　　　　１３億円
【町田ターミナル等の運営管理】
　　　　　　　　　８７３９万円
【駐車場事業会計繰出金】
　　　　　　　９１９５万６千円

【違法駐車対策】
　　　　　　　３７０４万３千円
　違法駐車等防止指導委託など。

単位：千円 単位：千円 単位：千円

一般会計歳出（性質別）の内訳一般会計歳出の内訳一般会計歳入の内訳

市 民 一 人 当 た り の 一 般 会 計 歳 出 予 算 額 人口 ４０１，６７２人　２００４年１月１日現在

教育費　３８，１５５円


