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第　２　部
予算特集

　予算は、市民の皆さんに納めていただいた税金などの収入を生かして、市がどのように事業を行っていくか
を表しているものです。「町田の未来づくり」のスタートである２０１０年度にどのようなサービスや事業を行うの
か、当初予算と６月補正予算をあわせた予算の概要をお知らせします。
　お問い合わせは、財政課（辺辺７２４・２１４９、返７２４・１１７２）へ。

２２２２２２２２２２００００００００００１１１１１１１１１１００００００００００年年年年年年年年年年２０１０年度度度度度度度度度度度
予予予予予予予予予予予　算算算算算算算算算算算 「町田の未来づくり」に向けた予算

4 つの政策の方向性

1 暮らしの安心・安全をつくる

4 地域経済の活性化と行政経営改革

2 夢のあるまちづくり

3 環境先進都市をつくる

1 変化する社会情勢への迅速な対応

2 将来の町田への投資

3 選択と集中による
　「今すべきこと」の重点的な実施

市政運営の３つの視点

一般会計　1,331億756万円 国民健康保険事業会計
389億4,487万円

介護保険事業会計
204億4,769万円

病院事業会計
147億698万円

下水道事業会計　119億9,929万円

後期高齢者
医療事業会計
64億1,327万円

受託水道事業会計　18億8,280万円
忠生土地区画整理事業会計　3億5,360万円

老人保健
医療事業会計
642万円

歳入歳入歳入

その他
102億6,751万円
その他
102億6,751万円
その他
102億6,751万円

市税
661億5,198万円
市税
661億5,198万円
市税
661億5,198万円国庫支出金

201億4,033万円
国庫支出金

201億4,033万円
国庫支出金

201億4,033万円

都支出金
151億5,314万円

都支出金
151億5,314万円

都支出金
151億5,314万円

市債
105億2,260万円
市債
105億2,260万円
市債
105億2,260万円

繰入金
81億3,234万円
繰入金
81億3,234万円
繰入金
81億3,234万円

使用料及び手数料
27億3,967万円
使用料及び手数料
27億3,967万円
使用料及び手数料
27億3,967万円

目的別
歳出

その他（議会、産業振興
などのため）21億3,454万円
その他（議会、産業振興
などのため）21億3,454万円
その他（議会、産業振興
などのため）21億3,454万円

福祉のため
576億3,559万円
福祉のため
576億3,559万円
福祉のため
576億3,559万円

市政運営のため
216億1,215万円
市政運営のため
216億1,215万円
市政運営のため
216億1,215万円

教育のため
156億6,567万円
教育のため
156億6,567万円
教育のため
156億6,567万円

道路・公園等整備のため
141億1,645万円
道路・公園等整備のため
141億1,645万円
道路・公園等整備のため
141億1,645万円

保健衛生・環境のため
112億6,425万円
保健衛生・環境のため
112億6,425万円
保健衛生・環境のため
112億6,425万円

市債の返済のため
61億3,204万円
市債の返済のため
61億3,204万円
市債の返済のため
61億3,204万円

消防・防災のため
45億4,687万円
消防・防災のため
45億4,687万円
消防・防災のため
45億4,687万円

性質別
歳出

その他　17億2,718万円その他　17億2,718万円その他　17億2,718万円

人件費
247億6,156万円
人件費
247億6,156万円
人件費
247億6,156万円

扶助費
344億789万円
扶助費
344億789万円
扶助費
344億789万円

公債費　61億3,204万円公債費　61億3,204万円公債費　61億3,204万円

投資的経費
187億2,413万円

投資的経費
187億2,413万円
投資的経費

187億2,413万円

物件費
198億6,764万円

物件費
198億6,764万円

物件費
198億6,764万円

補助費等
114億2,417万円

補助費等
114億2,417万円

補助費等
114億2,417万円

繰出金
160億6,295万円

繰出金
160億6,295万円

繰出金
160億6,295万円

図Ⓐ
図Ⓑ

２０１０年度は、「町田の未来をつくる」をテーマに、４つの政策の方向性に沿って予算を編成し、３つの視点で市政運営を進めていきます。

　２月に市長選挙が行われたことから、当初予算は、経常的な市民サービスや継続事業を中心
に編成し、６月補正予算では、町田の未来をつくるための新規事業や拡充事業を計上しました。
当初予算と６月補正予算を合わせた総額が２０１０年度の年間総合予算になります。

２０１０年度予算の全体像

総額２，２７８億６，２４８万円（対前年度比＋４．１％）

一般会計の年間歳入歳出予算
　市税収入が減少する見通しの中、歳出では、子ども手当の新設や保育所入所児童の増加等に
より、目的別歳出（図Ⓐ）でみると福祉のための予算が、性質別歳出（図Ⓑ）でみると扶助費
が増えています。

＋ ＝

※四捨五入による端数処理を行っているため、合計と合致しない場合があります。

当初予算
２，２４３億４，０６８万円

６月補正予算
３５億２，１８０万円
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　次の時代を担う子どもたちを地域全体で育てていく子育て・子育ち支援に
取り組むとともに、誰もが安心して安全に暮らせるまちづくりを進めます。

保育所待機児の解消保育所待機児の解消
20年期間限定認可保育所の増設
認可保育所の増築、分園新設
大蔵保育園の改築
 6億3,085万円

学童保育クラブの開所時間を延長学童保育クラブの開所時間を延長
授業のある日：午後６時までを午後７時までに延長
土曜日・学校休業日：午前８時30分からを午前８時か
らに、午後６時までを午後７時までに延長
　※児童1人につき月額2,000円がかかります
 6,033万円

私立幼稚園への入園促進私立幼稚園への入園促進
　入園料に対して10,000円を補助 2,959万円

忠生地区子どもセンター整備忠生地区子どもセンター整備
　基本設計
　（2014年４月オープン予定）
 1,139万円

小山中学校の新設小山中学校の新設
　建設工事に着手
　（2012年４月開校予定）
 12億9,440万円

市立小中学校の市立小中学校の
　　　　耐震補強　　　　耐震補強
　耐震補強工事　 
　　小学校４校・中学校５校
 6億8,703万円

ヒブワクチンヒブワクチン
　　予防接種費用助成　　予防接種費用助成
 接種1回につき3,500円を助成
 1,366万円

認定子ども園の設置促進認定子ども園の設置促進
　開設準備費等の補助 8,384万円

３人乗り自転車の普及促進３人乗り自転車の普及促進
　電動タイプ　150台
　レンタル料　月額1,000円 1,842万円快適な学校生活のために快適な学校生活のために

　トイレ改修設計
　　小学校４校・中学校１校
 630万円

小中一貫校の整備小中一貫校の整備
　実施設計
　　大戸小学校・武蔵岡中学校
　　（2012年４月開校予定）
 1,150万円

子ども手当の支給子ども手当の支給
　中学修了前子ども１人につき
月額13,000円を支給 73億1,848万円

父子家庭への児童扶養手当の支給父子家庭への児童扶養手当の支給
2,630万円

繁華街に防犯カメラ設置繁華街に防犯カメラ設置
　商店会等による防犯設備等の
設置費補助 1,500万円

防災無線デジタル化防災無線デジタル化
　基本設計 340万円

高齢者の地域生活を支援高齢者の地域生活を支援
　特別養護老人ホーム等の整備費補助 12億2,622万円

障がい者の地域生活を支援障がい者の地域生活を支援
　障がい者福祉施設の整備費補助 2,157万円

地震時の建築物による地震時の建築物による
　　　　　道路閉鎖を防止　　　　　道路閉鎖を防止
　緊急輸送道路として指定された
道路沿いに建つ建築物の耐震化を
促進
 360万円

　市民と行政が協働して環境を守る活動に取り組んできた歴史と、みどりの資源
を生かした環境先進都市となるため、地球温暖化の防止に取り組むとともに、み
どり豊かなまちづくりを進めます。

自然エネルギー自然エネルギー
　　活用への助成　　活用への助成
　太陽光発電システム
　小規模雨水貯留槽
 3,160万円

電気自動車の社会実験電気自動車の社会実験
　電気自動車　２台　　 
　市と市民によるカーシェアリング 2,787万円

校庭の芝生化校庭の芝生化
　工事　小山田小学校
　設計　小学校３校
 9,850万円

自転車利用の促進自転車利用の促進
　自転車駐車場整備計画の策定
　民間事業者による自転車駐車場
設置費用への助成 1,400万円

公園緑地の整備公園緑地の整備
　　薬師池西公園・三輪緑地
 6億235万円

景観の保全景観の保全
　水田の維持管理を支援 300万円

暮らしの安心・安全をつくる

環境先進都市をつくる

2011年
１月から

７月から
順次

2010年度末で
耐震化率100%

★3

★1

★2

　活力あるまちをつくるため、文化
・芸術やスポーツによる夢のあるま
ちづくりを進めます。

鶴川駅前公共施設整備鶴川駅前公共施設整備
　建設工事に着手
　（2012年度オープン予定）
 5億3,290万円

文化関連施設の在り方の検討文化関連施設の在り方の検討
　市立博物館等 383万円

市民と協働で建て替えを検討市民と協働で建て替えを検討
　忠生市民センター
　成瀬センター
　玉川学園文化センター 1,060万円

地域スポーツクラブの地域スポーツクラブの
　　　　　　　普及を支援　　　　　　　普及を支援
　モデル事業への助成等 1,976万円

スポーツアワードを開催スポーツアワードを開催
　町田ブランドに貢献したアスリートを
顕彰し、アスリートと市民との交流を深
める機会を提供 100万円

スポーツを観て楽しむスポーツを観て楽しむ
　　　　　　　環境づくり　　　　　　　環境づくり
　2013年多摩（東京）国体に向けた会
場等の整備
　野津田陸上競技場
　小野路公園野球場
　総合体育館
 14億7,668万円

スポーツ施設整備計画策定スポーツ施設整備計画策定
 300万円

　町田市がいつまでも元気なまちであり続けるために、
地域経済を活性化し、行政経営の更なる改革を進めます。

観光情報の発信観光情報の発信
　「町田ツーリストギャラリー」の設置
 2,058万円
公衆トイレ計画の推進公衆トイレ計画の推進
　市民や来訪者がいつでもどこでも公衆
トイレを利用できる環境づくりを推進
 280万円

町田まちづくり公社への出資町田まちづくり公社への出資 3億円

新庁舎建設新庁舎建設
　執務空間レイアウト計画等の検討
　建設工事における地元企業の参加機会を確保
　　　（2012年度完成予定）
 55億3,226万円

ものづくり産業を支援ものづくり産業を支援
　市内事業者の産業見本市出展・財産権取得を支援
 206万円
コミュニティビジネスの普及・促進を支援コミュニティビジネスの普及・促進を支援
 338万円

新中長期計画の策定新中長期計画の策定
　まちづくりと行政経営の取り組みを示す
新計画を策定
 3,048万円

公共交通の利便性の向上公共交通の利便性の向上
　連節バスの導入検討、町田バ
スセンター等の改修設計
　野津田陸上競技場への交通輸
送対策の検討 750万円

夢のあるまちづくり

地域経済の活性化と行政経営改革

ぽっぽ町田１階
年中無休
（年末年始除く）
午前10時～午後７時

４月から

６月から

★4
旧永井家住宅の保存旧永井家住宅の保存
　萱

かや

葺
ぶ

き屋根葺
ふ

き替え工事を実施
 851万円

★5

★6

★7

2010年度の主な事業と予算額 ～町田の未来をつくる～～町田の未来をつくる～～町田の未来をつくる～
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　町田市に5,０００円を超える寄附を行った場合、申告をすることで寄附金のうち5,０００
円を超える一定限度の金額が、住民税や所得税から控除されます（ふるさと納税制度）。
　町田市では、市民の皆さん、そして町田を応援してくださる全国の皆さんからの温
かいお気持ちを「市民すべてが希望の持てるまち」の実現へ生かしていきます。

町田市へのふるさと納税について・・・ 町田市へのふるさと納税の手順

その他
5,050円

市民
一人あたり
予算額

314,898円

市政の
運営のため

51,129円

子どもや障がい者、
高齢者など

市民の福祉のため

136,351円

道路や公園

区画整理などのため

33,396円

市民の健康や
よりよい

生活環境のため

26,648円

防災のため
10,757円

小・中学校や
文化、スポーツなど
教育のために

37,061円

市債の
返済のため

14,507円

市民一人あたり予算のつかいみち 　２０１０年度一般会計予算を市民一人あたりに換算すると
314,898円で、「子どもや障がい者、高齢者など市民の福祉
のため」に使われる金額が一番多くなっています。※人口：４２２，７００人（２０１０年１月１日現在）

※四捨五入による端数処理を行っているため、合計と合致しない場合があります。

まちだの台所事情 ―貯金（基金積立金）とローン（市債）はどれくらいあるの？―

基金積立金（貯金）の状況
　基金積立金は、家計にたとえると貯金にあたるものです。
　「財政調整基金」では、災害復旧など臨時の支出や経済事情の変動など
で収入（歳入）が足りない時に取り崩し、逆にお金が余った時には、貯
金（積立）して年度間の財源を調整しています。

２０１０年度末
現在高見込額
（※）

２０１０年度中増減見込額２００９年度末
現在高区分

取崩見込額積立見込額

２２億５，０３９万円４１億５，６５２万円２１０万円６４億４８１万円財政調整基金
１１０億４，００６万円４４億５，１８１万円３億３，５１８万円１５１億５，６６９万円その他特定目的基金
１３２億９，０４５万円８６億８３３万円３億３，７２８万円２１５億６，１５０万円合　　計

　「その他特定目的基金」は、あらかじめ使いみちを決めて積み立てや取
り崩しをする基金で、公共施設整備等基金、福祉基金、緑地保全基金、
職員退職手当基金、介護保険給付費準備基金、廃棄物減量再資源化等推
進整備基金及び介護従事者処遇改善臨時特例基金があります。

(※）今後、２００９年度の剰余金や２０１０年度に使わずに残ったお金を積み立
てていくことで、現在高を確保していきます。

市債（ローン）の状況
　市債とは、家計にたとえるとローンにあたるものです。
　公共施設などをつくるために必要となる多額の資金を「長期ローン」
として借り、将来利用する市民との費用負担を公平にしています。ただ
し、借金であることにかわりはないので、借り入れには十分気をつけて
います。

２０１０年度末
現在高見込額

２０１０年度中増減見込額
２００９年度末
現在高会計区分 元金償還

見込額起債見込額

６２８億６，１５６万円５１億１，５６２万円１０５億２，２６０万円５７４億５，４５８万円一般会計
５４０億４，８３６万円２４億７，８１９万円２７億８，４６０万円５３７億４，１９５万円下水道事業会計
１６５億４，６２２万円８億２３８万円３億３，８９０万円１７０億９７０万円病院事業会計
１，３３４億５，６１４万円８３億９，６１９万円１３６億４，６１０万円１，２８２億６２３万円合計

※２００９年度末現在高に対する利子の償還予定額は、256億4,750万円です。

※四捨五入による端数処理を行っているため、合計と合致しない場合があります。

市民一人あたりに換算すると・・・
※人口：４２２，７００人（２０１０年１月１日現在）

貯金の残高
（２０１０年度末見込）
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ローンの残高
（２０１０年度末見込）
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億円 市債現在高の推移

2006 2007 2008 2009 2010(見込)年度

特別会計 一般会計

1,279 1,315 1,295 1,282
1,335

641 710 712 708
706

638 605 583 575
629

①町田市へ寄附をする
　　お問い合わせは財政課（辺辺724・2149）へ

②寄附金控除の申告をする
　　住所地の税務署等で手続して下さい


