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差引収支
59億円

医療・生活
支援のため
1245億円

医療・生活
支援のため
1245億円

市政運営のため
228億円
市政運営のため
228億円

教育のため
169億円
教育のため
169億円

道路・公園等整備のため
144億円
道路・公園等整備のため
144億円

市債の返済のため
76億円
市債の返済のため
76億円

消防・防災のため
50億円
消防・防災のため
50億円

その他（議会、産業振興）
50億円
その他（議会、産業振興）
50億円国庫支出金

836億円
国庫支出金
836億円

市税
693億円
市税
693億円

都支出金
237億円
都支出金
237億円

市債
147億円
市債
147億円

繰入金
56億円
繰入金
56億円

繰越金
51億円

使用料手数料
31億円
使用料手数料
31億円 その他

185億円
その他
185億円

一般会計一般会計
歳入
2236億円2236億円

一般会計一般会計
歳出
2177億円2177億円

保健衛生環境のため
215億円
保健衛生環境のため
215億円

２０２０年度の決算状況と２０２１年度上半期の財政状況をお知らせします
問財政課☎☎724・2149

２０２０年度決算状況 　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。

※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。

■歳入歳出決算状況 ■主要な事業と決算額

〈２０１９年度決算との比較〉
　歳入総額は、前年度より６３２億円増加しました。これは、国庫支出金が５３６億円、市債が３８億円、
繰越金が２６億円増加したことなどによります。
　歳出総額は、前年度より６２４億円増加しました。これは、医療・生活支援のための支出が４５２億
円、保健衛生環境のための支出が７５億円増加したことなどによります。

●●Ⅰ将来を担う人が育つまちをつくる
教育の情報化推進事業（２４億３５２８万円）、待機児童対策事業（４億８１５０万
円）、えいごのまちだ事業（２億９８０万円）

●●Ⅱ安心して生活できるまちをつくる
玉川学園コミュニティセンター整備事業（９億８０９９万円）、温浴施設整備事
業（３億４２９２万円）

●●Ⅲ賑わいのあるまちをつくる
野津田公園スポーツの森整備事業（３４億３３２７万円）、町田薬師池公園四季
彩の杜整備事業（２億８６２８万円）、芹ヶ谷公園芸術の杜・（仮称）国際工芸美
術館整備事業（８５１５万円）

●●Ⅳ暮らしやすいまちをつくる
循環型施設整備事業（９３億１０８４万円）、多摩都市モノレール延伸促進事業
（３億１５１５万円）

　多摩２６市における、町田市の財政指標等の順位は以下のとおりです。※カッコ内は２０１９年度決算の数値、順位。■多摩２６市の中の町田市
●経常収支比率（低い順）・・・９１．９％・１３位（９３．３％・１１位）／多摩２６市平均＝９１．９％（９３．７％）※臨時財政対策債を歳入に含む。
　市税など経常的な収入が、どの程度人件費や市債の償還等の経常的な支出に充てられているかを表す数値です。低いほどいろいろな事業に使えるお金の余裕
がある状態です。
●�基金積立金現在高（多い順・市民１人当たり）・・・５万６６９円・２１位（４万４４６３円・２２位）／多摩２６市平均＝８万７９５１円（８万３６３９円）　
　基金積立金現在高とは、家計における預貯金残高に当たります。
●�市債元金現在高（少ない順・市民１人当たり）・・・２０万３７９３円・１５位（１８万６４４０円・１３位）／多摩２６市平均＝１９万４９７４円（１９万４０６２円）　
　市債元金現在高とは、家計におけるローンに当たります。

　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、
２０２１年度上半期（２０２１年４月１日～９月３０日）の財政状況をお知らせします。２０２1年度上半期財政状況（２０２1年９月３０日現在）

■一般会計・特別会計の状況

会　計 予算額(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 1910億2505万円  814億2795万円 42.6％
 682億9589万円 35.8％

特

別

会

計

国 民 健 康 保 険 事 業 会 計 417億7022万円  163億3513万円 39.1％
 153億5737万円 36.8％

介 護 保 険 事 業 会 計 381億360万円  173億3479万円 45.5％
 143億6442万円 37.7％

後 期 高 齢 者 医 療 事 業 会 計  121億5714万円  54億3816万円 44.7％
 37億4692万円 30.8％

鶴川駅南土地区画整理事業会計 1億884万円 2671万円 24.5％
931万円 8.6％

小 計  921億3980万円  391億3479万円 42.5％
 334億7802万円 36.3％

合 計 2831億6485万円  1205億6274万円 42.6％
 1017億7391万円 35.9％

■企業会計の状況
（税込み）

区　　　分
病院事業会計 下水道事業会計

予算額 収入済額 収入率 予算額 収入済額 収入率
執行額 執行率 執行額 執行率

収益的
収支

収入 135億8384万円 77億3835万円 57% 129億9350万円 71億9741万円 55.4%
支出 149億4595万円 63億1057万円 42.2% 127億9205万円 56億3348万円 44%

資本的
収支

収入 19億9146万円 7758万円 3.9% 33億4967万円 2億513万円 6.1%
支出 29億78万円 4億8087万円 16.6% 59億3419万円 18億3096万円 30.9%

収入・支出の状況

利用状況と料金収益 （税抜き）
病院事業会計 下水道事業会計

患者数 料金収益 有収水量 料金収益
入院 5万8490人 39億9755万円 2118万1618㎥ 25億2528万円
外来 11万8157人 15億2674万円

財産の種類 ２０２１年９月3０日時点現在高
土地　（公園、学校など） 68１万8775.44㎡
建物　（学校、下水処理施設など） 84万4９3０.０９㎡
物権　（地役権、地上権） 8２6.１6㎡
無体財産権　（著作権、商標権など） ９９件
有価証券　（株券） ２66０万円
出資金 ２4億6９56万7０００円
物品　（美術品、学校備品など） １834点
債権　（貸付金、和解金など） 3２54万円
基金 ２０7億5９66万円

■市有財産の状況
　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や、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。

※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。

会　計 2021年9月30日時点 
元金現在高

（参考）2021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 846億8403万円 20億6295万円
下 水 道 事 業 会 計 425億3931万円 50億6429万円
病 院 事 業 会 計 95億7642万円 13億4311万円
合 計 1367億9976万円 84億7035万円

　市債とは、都市計画道路・公園・下水道・学校など公共施設整備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

■単位当たりコスト　�　市では、２０１２年４月から新公会計制度を導入しています。２０２０年度決算では、２３８の課・事業・会計について、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。２３８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の単位当たりコストをご紹介します。
　※カッコ内は２０１９年度決算の数値。

●生活保護
被保護世帯１世帯当たりコスト＝年間２４５万１４４９円
（２５４万９１３０円）
月別被保護世帯数の平均＝５７９４世帯（５６９５世帯）

●学童保育
入会児童１人当たりコスト＝年間４１万１４３３円（３９万７７５７円）
学童保育クラブ入会児童数＝３７５６人（３７２９人）
施設の利用者負担の割合＝１６．３％（２１．３％）

●小学校給食
給食１食当たりコスト＝６２３円（５８９円）
年間延べ給食提供食数＝３８９万２５１１食
（４１０万６３６４食）

職　種 募集人員 受験資格 日程等 採用日

薬剤師 若干名

1981（昭和56）年4月2
日以降に生まれた、薬剤
師の資格を有する、また
は2022（令和4）年春ま
でに取得見込みの方

○受け付け 
12月24日（金）まで

（必着） 
○試験日 
1月22日（土）

2022年 
4月1日

※ 試験実施要項・受験申込書・適性検査受検申込書は同病院HPでダウンロードできます
（同病院でも配布）／郵送・持ち込みは同病院総務課へ／受験資格、採用条件等は実施要
項を十分に確認してください。

町田市民病院　採用 検索

町田市民病院職員募集 問同病院総務課
☎☎7２２・２２３０（内線7４１２） 水素自動車「ＭＩＲＡＩ」お披露目会を開催します

問３Ｒ推進課☎☎７９７・０５３０

　脱炭素の取り組みを推進するた
め、新たに町田市バイオエネルギ
ーセンターに水素自動車「ＭＩＲＡＩ」
を導入します。お披露目会では、Ｍ
ＩＲＡＩの紹介のほか、３Ｒ推進・ごみ
減量のシンボルであるスケルトン
ごみ収集車“みえるくん”の展示等

を行います。
日１２月１５日㈬午後１時から
場市庁舎こもれび広場
同時開催【リサイクル広場】―
日毎月第３水曜日午前１０時～午後
３時
場市庁舎


