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と予算額

土 木 費
１４９億１３３０万２千円
（対前年度比　３．５％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。

生活道路・橋梁の整備
【私道等の整備】
　　　　　　　４２４６万４千円
　私道整備の補助。
【狭あい道路の整備】
　　　　　　　１億１８００万円
【道路の維持・補修】
　　　　　４億８５７６万９千円
【道路の新設・改良】
　　　　　７億６３５０万６千円
　忠生６３０号線（下小山田町）
などの道路改良工事、道路用地購
入など。
【舗装道路の改良】
　　　　　　　　　７２００万円
　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】
　　　　　　　１億９１０６万円
　鶴川駅東口交差点の用地購入、
物件補償など。
【橋梁の維持】　　３５００万円

【橋梁の新設・改良】
　　　　　　　　　４４００万円
　鶴見川宮川橋改修工事など。
【街路灯の維持管理・新設】
　　　　　２億３８７７万４千円

交 通 安 全
【交通安全対策】　５７２９万円
　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】　２億９６５３万円
　放置自転車対策委託、自転車駐
車場管理委託、自転車駐車場建設
費負担金など。
【違法駐車対策】
　　　　　　　３４３３万１千円
　違法駐車等防止指導委託など。

交通輸送の整備
【交通輸送対策】
　　　　　　　４９７９万２千円
　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。

市 街 地 整 備
【土地区画整理】
　　　　　１億４９７０万７千円
　小山町馬場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】　１２億７９２６万１千円
【町田ターミナル等の運営管理】
　　　　　　　８４８６万８千円
【駐車場事業会計繰出金】
　　　　　１億１２６０万２千円

幹線道路の整備
【都市計画道路の整備】
　　　　１３億４１７７万３千円
　都市計画道路７・５・２号線（原
町田）
外３路
線の用
地購入、
物件補
償料な
ど。
【みちづくり・まちづくりパート
ナー事業】　５億４６１５万１千円
　都市計画道路３・３・７号線
（原町田）の用地購入、物件補償
料など。

公共下水道の整備
【下水道事業会計繰出金】
　　　　２４億２５４３万１千円

公園・緑地の整備管理
【公園緑地の管理】
　　　　　４億６０１４万１千円
【薬師池公園の管理】
　　　　　　　４８１３万２千円
【町田ぼたん園の管理】
　　　　　　　２９２１万８千円
【忠生公園の管理】
　　　　　　　１６９４万５千円
【野津田公園の管理】
　　　　　　　５５２５万１千円
【公園緑地の整備】
　　　　１３億４３４７万９千円
　相原中央公園外３か所の整備工
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５か所の用地購入など。
【野津田公園の整備】
　　　　　　　１億５１４０万円
　軟式野球場の整備工事など。

住 宅
【市営住宅の維持管理】
　　　　　　　２７１９万９千円
【住宅改良の助成】
　　　　　　　１８４０万１千円
　木造住宅耐震診断の助成、住宅
改良の助成など。

▲都市計画道路の建設も進んでいます
（都市計画道路３・４・３４号線）

教 育 費
１５４億４３１５万２千円
（対前年度比　０．８％増）

　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。

学 校 教 育
【教育指導管理】
　　　　　１億６５８２万５千円
　外国人英語指導補助者による授
業の実施など。
【教育センターの運営】
　　　　　　　１億７９万９千円
【学校の管理運営】
　（小）１１億９７１４万２千円
　（中）　７億３９２８万７千円
　小学校４０校、中学校２０校の
管理運営。
【学校施設の維持】
　　（小）１億６２９７万７千円
　　（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）１億９００６万３千円
　　（中）　　８８９３万３千円
　小・中学校の知的障がい学級
（４８学級）などの運営。
【就学援助】
　　（小）２億５７１０万６千円
　　（中）１億　１８５万１千円
　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）３３４９万３千円
　　　　（中）　　５９１９万円
　集団宿泊行事の補助など。
【学校給食の運営】
　　（小）２億１２６０万６千円
　　（中）１億　８５０万５千円

　小学校４０校に加え２００５年
９月より中学校３校の給食を実施
する。
【学校施設の整備】
　　（小）９億９３６５万３千円
　　（中）５億３６４９万９千円
　小中学校の耐震補強工事、学校
ネットワークの整備委託など。
【大規模改造】
　　（中）４億３６０２万７千円
　忠生中学校大規模改造・耐震補
強工事。

幼 稚 園
【幼稚園就園奨励費】
　　　　　３億５２８６万３千円
【私立幼稚園等園児の保護者への
補助】　　５億４２１１万３千円

社会教育（文化事業）
【自由民権資料館事業】
　　　　　　　２２０７万９千円
　「山上卓樹・カクと武相のキリ
スト教」展など展覧会を開催。
【まちだ市民大学ＨＡＴＳ事業】
　　　　　　　２７６２万３千円
【文化財の保護】
　　　　　　　３９９８万９千円
　遺跡公園の整備など。
【公民館事業】
　　　　　　１億６９６万２千円
　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】　
　　　　　　　　５５３万２千円
　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】　
　　　　　　　６８５２万４千円
【図書館の管理運営】
　　　　　４億２２２２万１千円
　市内６館の図書購入など。
【文学館の整備】
　　　　　４億９０５１万３千円
　（仮称）文学館整備工事など。
【博物館事業】　８８１４万６千円
　「東南アジアの壺」展など６回
の展覧会を開催。
【ひなた村事業】　
　　　　　　　３２３５万３千円
　定例子どもグループの育成、ひ
なた村祭りなどを開催。
【自然休暇村の管理】
　　　　　１億２１８４万４千円
　キャビンの改修などを実施。
【国際版画美術館事業】
　　　　　１億９３４０万６千円
　「マルチプル・ショー」展など
７回の展覧会を開催。

社会教育（スポーツ振興）
【スポーツ事業】
　　　　　　　３１２３万８千円
　各種スポーツ大会、子どもマラ
ソン大会などを開催。
【体育館の管理運営】
（総合体育館）
　　　　　３億９１３８万５千円
　外壁改修、アリーナ屋根改修な
どを実施。
（サン町田旭体育館）
　　　　　１億２９４４万９千円
【室内プールの管理運営】
　　　　　２億９５５３万３千円
【陸上競技場の管理運営】
　　　　　　　８０８１万９千円
【球場・コートの管理運営】
　　　　　１億８３７６万１千円

労働・農林・商工費
７億８８５３万円

（対前年度比　２．５％減）
　勤労者、農業、商工業のための
費用です。消費者の保護対策も含
まれます。
【勤労者の福利厚生】
　　　　　　　３７１５万２千円
　財団法人町田市勤労者福祉サー
ビスセンターへの補助など。
【農業の振興】
　　　　　　　１２５８万２千円
　農業振興事業の補助など。
【ふれあい農業の推進】
　　　　　　　　　２２９６万円
　市民農園の管理、農業祭に対す
る負担など。
【北部丘陵のまちづくり】
　　　　　　　２４８４万７千円
　農業振興基本計画作成委託、土
地利用計画作成委託など。
【商工業助成】
　　　　　２億１８２０万５千円
　企業誘致補助、町田市新元気を
出せ商店街事業の補助など。
【金融対策】
　　　　　１億１７５５万１千円
　中小企業融資利子の補助など。
【観光】　　　１１２７万５千円
　さくらまつりに対する負担など。
【消費生活】
　　　　　　　　７６６万２千円
　消費生活センターの運営、消費
生活相談など。

▲小山ヶ丘小学校が開校しました（普通教室・特別教室棟）

　鶴間公園、鶴川中央公園、鶴
川第二テニスコートの改修、鶴
川中央公園管理棟の建替などを
実施。
【学校温水プールの開放】
　　　　　１億４４４８万８千円
　町田第一中学校、南中学校、鶴
川中学校の温水プールを運営。
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