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２０１６年度上半期財政状況（２０１６年９月３０日現在）

　市民の皆さんに納めていただいた市税がどのように使われ、市の決算がどのようになったかをお知らせします。� 問財政課☎７２４・２１４９

２０１５年度決算状況
■歳入歳出決算状況

課別・事業別行政評価シートを作成しました

事業ごとに利用者１人あたりや
開館１日あたりのコストが分かります

＜２０１４年度決算との比較＞
　歳入総額は、前年度より４５億円増加しました。
これは、地方消費税交付金、国庫支出金、使用料・手
数料が増加したこと等によります。

　歳出総額は、前年度より４０億円増加しました。
これは、医療・生活支援、市政運営、保健衛生・環境
のための支出が増加したこと等によります。

※金額等は、表示単位未満を四捨五入及び、端数調整を行っているため、合計値と合致しない場合があります。

■主要な事業と決算額　市民の皆さんに納めていただいた市税は、主にこのような事業に使われました。

●Ⅰ将来を担う人が育つまちをつくる
子どものための教育・保育給付を行い、地域子ども・子育て支援事業を実施（９９億４０７
０万円）、鶴川第一小学校の改築工事（２１億３５９万円）、小・中学校の防音工事（６億８３７
７万円）、子どもセンターまあちの整備（４億９４９８万円）

●Ⅱ安心して生活できるまちをつくる
汚水管の耐震化及び避難施設の小学校６校にマンホールトイレシステムの整備（２億９
２９７万円）、小学校体育館・中学校プールの非構造部材の耐震補強工事（２億８８７６万
円）、防災行政無線のデジタル化と子局の増設（２億４２１５万円）

●Ⅲ賑わいのあるまちをつくる
薬師池の水質改善工事・薬師池公園四季彩の杜の用地購入（７億１４３１万円）、イベント
の開催等町田シバヒロの活用（６１６１万円）、地域スポーツクラブの拠点となるクラブ
ハウスの整備（４７６０万円）

●Ⅳ暮らしやすいまちをつくる
都市計画道路・相原駅の駅前広場の整備（９億５６０１万円）、循環型社会の形成に向け資
源ごみ処理施設の整備（３億１３７４万円）、南町田駅周辺の賑わいの拠点づくりに向けた
計画の策定・駅の南北地域を結ぶ自由通路の設計（６３８５万円）

４つの「まちづくり基本目標」にもとづく事業のほかに取り組んだ事業 災害拠点病院として町田市民病院の自家発電設備の更新（３億８４６９万円）、市民の利
便性の向上を図るため社会保障・税番号制度の導入（３億８４３９万円）

　市では、２０１２年４月から新公会計制度を導入しています。２０１５年度決算では、２３２事業について、フルコスト情報や資産・負債の情報に加え、事業の成果を記載した「課別・事業別
行政評価シート」を作成しました。また、新公会計制度で明らかになった情報を有効活用するため、「市民センター」「図書館」といった同種の施設比較に着目して、同種施設比較分析
表を新たに作成しました。今後の行政マネジメントに活用していきます。

　２３２事業の課別・事業別行政評価シートのうち、市民の皆さんが身近に感じられる行政サービスについて、
単位あたりコストがどのくらいかかっているのかをご紹介します。� ※カッコ内は２０１４年度決算の数値

学童保育  
入会児童１人あたりコスト
� ＝年間３７万２６２０円（３６万４６４７円）
学童保育クラブ入会児童数＝３３８２人（３２２８人）
施設の利用者負担の割合＝１７．６％（１７．８％）

小学校給食  
給食１食あたりコスト＝５５７円（５５９円）
年間のべ給食提供食数＝４６２万１２０５食（４６５万１１８食）

生活保護  
被保護世帯１世帯あたりコスト
� ＝年間２６０万３９８円（２６０万５７６６円）
月別被保護世帯数の平均＝５２９１世帯（５１６８世帯）

国際版画美術館  
開館１日あたりコスト＝１２２万８６７４円（１１６万７３５２円）
年間開館日数＝２３０日（２８１日）
施設の利用者負担の割合＝５．４％（８．８％）

市営住宅  
住宅１戸あたりコスト＝６３万６２６２円（７３万７６６５円）
市営住宅戸数＝５１９戸（５１９戸）
施設の利用者負担の割合＝５７．３％（５０．９％）

廃棄物収集  
ごみ・資源の収集量１ｔあたりコスト
� ＝１万９２７０円（１万９２４４円）
ごみ・資源の年間収集量＝９万７５５３ｔ（９万８６７１ｔ）

※課別・事業別行政評価シートは、町田市ホームページでもご覧いただけます。�市ＨＰ　 課別・事業別行政評価シート 　 検索

　市民の皆さんに納めていただいた税金、市債（長期借入金）などについて、２０１６年度上半期（２０１６年４月１日～９月３０日）の財政状況をお知らせします。

※金額等は、表示単位未満を四捨五入及び、端数調整を行っているため、合計値と
合致しない場合があります。

●公営企業会計（町田市民病院）の状況
　町田市民病院の予算の執行状況、利用状況と料金収益は下表のとおりです。

●一般会計・特別会計の状況
会　計 予算現額(ａ) 収入済額(ｂ) 収入率（ｂ／ａ)

支出済額(ｃ) 執行率（ｃ／ａ）
一 般 会 計 １４２０億５５１１万円 ７２２億４１６万円 ５０．８％

５７６億３０２２万円 ４０．６％

特
別
会
計

国民健康保険事業会計 ５１４億９９４１万円 ２２３億６１９７万円 ４３．４％
２１４億１４１９万円 ４１．６％

下 水 道 事 業 会 計 １４１億４４９８万円 ４９億２１６７万円 ３４．８％
３６億８０４７万円 ２６．０％

介 護 保 険 事 業 会 計 ３０８億８０３６万円 １３９億６５１２万円 ４５．２％
１２０億９２４１万円 ３９．２％

後期高齢者医療事業会計 ９６億５８３９万円 ４０億３３０３万円 ４１．８％
３０億６７６０万円 ３１．８％

小 計 １０６１億８３１３万円 ４５２億８１７９万円 ４２．６％
４０２億５４６７万円 ３７．９％

合 計 ２４８２億３８２５万円 １１７４億８５９５万円 ４７．３％
９７８億８４８９万円 ３９．４％

（税込）
区　　　分 予　算　額 収　入　済　額 収入率

執　　行　　額 執行率
収益的�
収支

収入 １４４億２９６５万円 ６４億４７３９万円 ４４．７％
支出 １５２億９０４７万円 ６１億９６４８万円 ４０．５％

資本的�
収支

収入 １億３１７５万円 ６９９４万円 ５３．１％
支出 １３億７７２５万円 ３億５９５１万円 ２６．１％

（税抜）
患者数 料金収益

入院 ６万６２５８人 ３７億７２０１万円
外来 １５万２７６１人 １８億４９７１万円

　市債とは、公共施設を整備
するための資金として、市が
借り入れたお金です。市債の
元金及び利子を、施設の耐用
年数の範囲内で償還していく
ことにより、整備をしたとき
の市民と将来利用する市民の
世代間で負担の公平を図って
います。

●市債の状況

会　計
２０１６年９月３０日

時点
元金現在高

（参考）２０１６年９月
３０日時点元金現
在高に対する利子
の支払見込総額※

一 般 会 計 ７３１億７１２６万円 ４６億５００５万円
下水道事業会計 ４７６億３５０８万円 ８８億４２８９万円
病院事業会計 １２３億４３５３万円 ２４億５１７６万円
合 計 １３３１億４９８７万円 １５９億４４６９万円
※�利子の支払見込総額は、今後支払いが予定されている総額
です。

　市では、集会施設・学校・市
庁舎などの建物や、これら施
設の敷地となっている土地、
取得価格１００万円以上の物
品、有価証券、債権などの財産
を所有しています。

●市有財産の状況
財産の種類 ２０１６年９月３０日時点�

現在高
土地（公園、学校など） ７０２万１０９１．１３㎡
建物（学校、下水処理施設など） ９３万７４５８．７２㎡
物権（地役権、地上権） １２６３．５９㎡
無体財産権（著作権、商標権など） ７７件
有価証券（株券） ２６６０万円
出資金 ２５億６６１８万円
物品（美術品、学校備品など）
※取得価格１００万円以上 １６３２点

債権（貸付金、和解金など） １億６５５万円
基金積立金 １３７億６６４５万円

その他　181億円

一般会計

1487億円
歳入

一般会計

1438億円
歳出

市税
684億円

国庫支出金
　262億円

都支出金
177億円 医療・生活

支援のため
739億円

医療・生活
支援のため
739億円

市政運営のため
　195億円

市政運営のため
　195億円

教育のため
　141億円
教育のため
　141億円

保健衛生･環境
のため　124億円
保健衛生･環境
のため　124億円

道路･公園等
整備のため　105億円
道路･公園等
整備のため　105億円

市債の返済のため　61億円市債の返済のため　61億円
消防･防災のため　51億円消防･防災のため　51億円 その他　22億円

（議会､産業振興）
その他　22億円
（議会､産業振興）

市債
66億円

繰越金
44億円

繰入金
39億円

使用料・手数料　34億円

差引収支
49億円
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後期高齢
者医療

一般会計 国民健康
保険

介護保険 病院※ 下水道

（億円）

歳入
歳出

524524 513513

1487148714381438

293293 286286

134134 155155 104104 101101 9292 9292

2015年度の決算状況と2016年度上半期財政状況をお知らせします

※�病院歳出決算額には現金支出を伴わない減価償却費等が含
まれています。


