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総 務 費
１２５億７８６５万７千円
（対前年度比　３．０％減）

　市政が円滑に行われるために必
要な様々な事務の費用です。市民
ホール・市民フォーラムの管理費
などが含まれます。

総 務
【市政情報】
　　　　　　　１３１４万８千円
　情報公開・個人情報保護のため
の費用など。
【広報】　　
　　　　　　　８５３６万１千円
　「広報まちだ」「わたしの便利
帳」「まちだガイド」の発行など。
【市民相談】　　　１０３９万円
　市政への要望や生活上の諸問題
について各種の相談。
【庁舎の維持管理】
　　　　　　７億３５２万８千円
　総合管理委託、建物借上など。

【市民ホールの管理運営】
　　　　　１億１２６３万６千円
【市民フォーラムの管理運営】
　　　　　　　１億４６１５万円
　建物借上、管理組合負担金など。
【支所・市民センターの管理運営】
　　　　　２億２９８１万９千円
【情報化対策】
　　　　１９億８４５２万１千円
　電子自治体整備事業など。

企 画
【企画政策事務】
　　　　　　　４４２７万８千円
　自治基本条例の検討、基本計画
のための市民意識調査委託など。

生 活 文 化
【町内会・自治会】　
　　　　　　　５０２０万４千円
　町内会・自治会への補助、集会
所建設費の補助など。
【中規模集会施設の整備】　
　　　　　　　８７７２万４千円
　中規模集会施設建設の補助など。

【文化・国際交流の振興】　
　　　　　　　８０６３万４千円
　財団法人町田市文化・国際交流
財団への補助。
【男女平等の推進】
　　　　　　　　６６８万３千円
　男女平等意識調査委託など。
【生活安全対策】　
　　　　　　　１４２３万１千円
　中心市街地防犯設備設置費の補
助、民間交番運営費の補助など。

庁 舎 建 設
【庁舎の建設】　９６７２万６千円
　庁舎建設基本設計委託、土壌調
査委託、地盤調査委託など。

選 挙
【市議・市長選挙】
　　　　　１億８５３９万８千円
　投開票従事者謝礼、ポスター掲
示場の設置委託、ポスター印刷負
担金など。
【都議会議員選挙】
　　　　　１億１７８２万１千円

消 防 費
４７億３２５万５千円

（対前年度比　３．３％増）
　市民を災害から守り、市民が安
心して暮らしていくための費用で
す。
【東京都への常備消防委託】
　　　　　４１億８２５万９千円
【消防団の運営】
　　　　　１億４１９２万７千円
【消防施設の補修】
　　　　　　　４２４１万５千円
　消火栓移設に対する負担など。
【消防施設の整備】
　　　　　　２億７６９万５千円
　消防器具置場建設工事（第３分
団第６部）、消防ポンプ自動車購
入など。
【災害対策】
　　　　　　２億２９５万９千円
　自主防災組織への補助、災害時
用備蓄資材・食糧等の購入など。

主な事業
▲ＪＲ町田駅もバリアフリー構想が進んでいます

一 般 会 計

民 生 費
３９９億１２５４万６千円
（対前年度比　３．６％増）

　乳幼児やお年寄り、ハンディを
持つ方を支援するための費用です。

社 会 福 祉
【福祉総務事務】
　　　　　　　４９７８万６千円
　葬祭業務委託など。
【福祉のまちづくり推進】　
　　　　　　　　　７８３０万円
　鉄道駅（ＪＲ町田駅）バリアフ
リー化事業への補助など。
【社会福祉協議会の支援】
　　　　　１億８８６３万２千円
　社会福祉協議会への補助など。
【地域福祉計画の策定】
　　　　　　　　３２２万３千円
　地域福祉計画審議会委員報酬な
ど。
【国民健康保険事業会計繰出金】
　　　　　　　　　　　３５億円

障がい者福祉
【身体障がい者の援護】
　　　　　３億２６３９万１千円
　身体障がい者に対する助言、指
導、補装具の給付及び住宅設備の
改善等に要する経費。
【知的障がい者の援護】
　　　　　　　９５８６万５千円
　知的障がい者に対する相談・助
言や施設への入所等に要する経費。
【心身障がい者通所施設の運営】
　　　　　２億５９９８万１千円
　わさびだ療育園運営委託、大賀
藕絲館運営委託、フォトサロン運
営管理委託など。
【障がい者福祉施設の整備】
　　　　　１億６０８７万７千円
　施設整備のための補助。
【障がい児の通園促進】
　　　　　　　５２５９万６千円

　ハンディを持つ幼児を受け入れ
た幼稚園等への助成。
【障がい者福祉手当】
　　　　１１億６９１５万４千円
　重度心身障がい児童福祉手当、
心身障がい者福祉手当、在宅重度
障がい者福祉手当の支給など。
【心身障がい者の援護】
　　　　　７億１７０８万７千円
　難病患者等のホームヘルプ事業
委託、授産事業運営費の補助、通
院通所交通費の助成など。
【精神障がい者の援護】
　　　　　３億３６５４万６千円
　精神障がい者のホームヘルプ事
業委託、共同作業所通所訓練事業
運営費の補助など。
【支援費】
　　　　２４億９６６０万４千円
　より自分にあった障がい者福祉
サービスを利用者自らが選択・決
定する制度に要する経費。

高 齢 者 福 祉
【高齢者福祉事務】
　　　　　　　６８５２万８千円
　高齢者福祉電話の通話料及び電
話加入料、高齢者調髪事業委託、
高齢者無料入浴券の支給、在日外
国人等給付金など。
【高齢者慶祝】
　　　　　　　　８４５万３千円
　長寿祝金の贈呈。
【老人クラブ】
　　　　　　　３４６４万３千円
　市内１１５の老人クラブ運営費
の補助。
【老人医療】　
　　　　　　　　　４８９７万円
　老人医療費支払事務委託、レセ
プト点検委託など。
【生きがい健康づくりの推進】
　　　　　　　　６３７万５千円
　生きがいづくり事業委託、ＩＴ
講習事業委託など。
【在宅高齢者の福祉推進】
　　　　　１億８６８１万９千円
　在宅介護支援センター１８施設
の運営委託、介護サービス従事者
養成に要する経費など。

【在宅高齢者の生活支援】
　　　　　３億６９４９万８千円
　ホームヘルプ事業委託、高齢者
運動トレーニング事業委託、高齢
者住宅設備改修給付費の支給など。
【高齢者福祉施設の整備】
　　　　　４億８０４３万５千円
　（仮称）相原高齢者在宅サービ
スセンターの整備工事、民設高齢
者福祉施設の整備費補助など。
【高齢者住宅】
　　　　　　　７７５７万６千円
　生活協力員への謝礼、シルバー
ピアもりの・あいはら高齢者住宅
の借上料など。
【介護保険低所得者利用者負担対
策】　　　　　２０３１万６千円
　低所得者利用者の自己負担額の
助成など。
【老人保健医療事業会計繰出金】
　　　　　　　　　　　１６億円
【介護保険事業会計繰出金】
　　　　２８億５０２７万８千円
【ふれあい館の運営】
　　　　　　　１億１４５１万円
　市内６か所のふれあい館（高齢
者福祉センター）の運営。
【授産センターの運営】
　　　　　１億７３７５万７千円
　美術工芸館の運営委託、美術工
芸館運営費の補助など。

児 童 福 祉
【児童手当】
　　　　３６億９５６３万４千円
　児童手当、児童育成手当、児童
扶養手当の支給など。
【乳幼児医療の助成】
　　　　　７億５２６９万７千円
　未就学児の医療費自己負担額の
助成。
【ひとり親家庭の福祉】
　　　　　１億４３０５万８千円
　ひとり親家庭の医療費自己負担
額の助成、ホームヘルパー派遣費
の助成など。
【ファミリーサポートセンター】
　　　　　　　１１２２万５千円
【子ども家庭支援センター】
　　　　　　　１０９４万５千円

【保育所の運営】
　　　　５３億５２３８万９千円
　法人立保育園３８園に対する児
童保育運営費の支給など。
【保育室の運営】
　　　　　　　２８３１万１千円
　保育室運営委託など。
【病後児保育】
　　　　　　　４１２５万１千円
　病気回復期にある児童の一時預
かり保育委託。
【認証保育所運営費の補助】
　　　　　２億１６３９万５千円
【子ども在宅サービス支援】
　　　　　　　１０３６万４千円
　子どもショートステイ・トワイ
ライトステイ事業委託。
【保育園の管理運営】
　　　　　４億２３１３万８千円
　市立保育園７園の管理、延長保
育、一時保育、子育て広場等の子
育て支援事業など。
【市立保育園の運営委託】
　　　　　２億２２９８万１千円
　わかば保育園、森野三丁目保育
園の運営委託。
【保育所整備補助】
　　　　　　　１億４５９０万円
　保育所待機児解消のための保育
園施設（２施設）整備費の補助な
ど。
【学童保育クラブの運営】
　　　　　５億２６９６万１千円
　市内３５クラブの運営など。
【学童保育クラブの整備】
　　　　　　　５４９０万６千円
　（仮称）小山田小学校学童保育
クラブの新築工事。
【子どもセンターの運営】
　　　　　　　７３９０万４千円
　市内４か所の子どもセンターの
運営。
【子どもセンターの整備】
　　　　　　　　　　３００万円
　（仮称）相原子どもセンターの
基本設計委託。

生 活 援 護
【生活保護】
　　　　８４億４３９４万７千円


