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この特集に関するお問い合わせは、財政課☎60-1803へ

市税
60.2％

国庫支出金
12.3％

都支出金 8.6％

繰越金 4.9％

地方消費税交付金
2.8％

市債 1.7％
その他 3.7％

使用料及び手数料 2.5％

繰入金 3.3％

歳入
623億2746万円

商工費 0.7％

民生費
37.3％

総務費
15.9％

土木費
14.6％

教育費
13.6％

衛生費
9.1％

公債費 4.1％
消防費 3.5％ その他 0.4％
議会費 0.8％

歳出
598億3846万円
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（単位：億円）

 （単位：万円）
歳入 平成25年度 24年度 前年度比増減額

市税 375億 217 369億 15 6億 202 
国庫支出金 76億7670 63億8630 12億9040 
都支出金 53億5705 49億4984 4億 721 
繰越金 30億3310 31億4747 △1億1437
繰入金 20億5010 16億1301 4億3709 
地方消費税交付金 17億4711 17億6213 △1502
使用料及び手数料 15億4323 14億5668 8655 
市債 10億5380 5億 550 5億4830 
その他 23億6420 20億9704 2億6716 

計 623億2746 588億1812 35億 934 

 （単位：万円）

目的別経費 平成25年度
（前年度比増減額） 24年度

民生費
社会福祉、高齢者福祉、児童福祉、
生活保護などの経費、保育園や福
祉施設などの管理運営など

223億3693
（4億3931）218億9762

総務費
企画、財務、課税、統計、住民票・戸
籍などの管理経費、庁舎の維持管
理、人件費など

95億1423
（△3億1417） 98億2840

土木費 道路・公園の整備・維持管理、計画
的なまちづくりに要する経費など

87億4195
（24億463） 63億3732

教育費
市立小・中学校の学校教育や管理
運営、図書館・武蔵野プレイス・総
合体育館などの管理運営など

81億5750
（15億106） 66億5644

衛生費
各種検診や予防接種などの保健・
健康づくり事業、ごみの収集・処
理、公害対策など

54億4626
（1億5612） 52億9014

公債費 市債（借入金）の償還（返済） 24億6328
（△1億5880） 26億2208

消防費 消防事務、消防団などの活動、災害
対策など

20億7112
（108） 20億7004

議会費 市議会の運営 4億4999
（△2271） 4億7270

商工費 地域産業の振興 4億4059
（974） 4億3085

その他 勤労者対策、農業の振興など 2億1661
（3719） 1億7942

計 598億3846
（40億5345）557億8501

 （単位：万円）
特別会計 歳入 歳出 差引額

下水道事業会計 51億 585 49億1180 1億9405
国民健康保険事業会計 126億4679 124億2966 2億1713
後期高齢者医療会計 30億7807 30億7108 699
介護保険事業会計 99億 137 96億8210 2億1927

計 307億3208 300億9464 6億3744

 （単位：万円）
水道事業会計 収入 支出 差引額
収益的収支 65億7069 72億6211 △6億9142
資本的収支 1693 9億9673 △9億7980
＊ 資本的収支の不足額は、当年度の補塡財源（損益勘定留
保資金、消費税及び地方消費税資本的収支調整額、減債
および建設改良積立金）で補塡しました。

 （単位：万円）

性質別経費 平成25年度
（前年度比増減額） 24年度

消
費
的
経
費

人件費
報酬、特別職給与、職員給・職
員手当、退職金、社会保険料な
どの共済費など

92億9454
（△2億7086） 95億6540

物件費
臨時職員の賃金、旅費、交際
費、需用費、役務費、備品購入
費、報償費、委託料、使用料お
よび賃借料など

131億6746
（1億3450）130億3296

補助費等 講師謝金などの報償費、負担金、補助金、交付金など
59億1779
（1億7297） 57億4482

投資的経費 道路・公園・学校・庁舎などの
整備費など

73億7631
（26億3975） 47億3656

維持補修費 公共用施設の維持や補修 4億9479
（△1億3102） 6億2581

繰出金 資金運用のために一般会計か
ら特別会計への繰り出し

48億6837
（7928） 47億8909

公債費 市債（借入金）の償還（返済） 24億6328
（△1億5880） 26億2208

扶助費
児童福祉費、生活保護費など、
社会保障制度の一環として支
払う手当など

119億6978
（5億9000）113億7978

貸付金、投
資及び出資
金、積立金

資金の貸付、財団法人設立の
際の出損金、開発公社への出
資、基金の積み立て金

42億8614
（9億9763） 32億8851

計 598億3846
（40億5345）557億8501

（単位：万円）

平成25年度 24年度 前年度比増減額

基金の残高 362億0251 338億2347 23億7904

市債の残高 257億2348 253億1721 4億  627

市民1人当たりの基金（貯金）残高　　　25万5696円
市民1人当たりの市債（借入金）残高　　18万1684円

土地（庁舎、学校など） 59万7433m2
建物（庁舎、学校など） 32万8956m2
有価証券（株券、出資証券） 4155万円
物品
（取得価格50万円以上）

車両 129台
備品 708点

その他

立木 2189本
プール施設 19カ所
防火水槽 269カ所
公共下水道 25万4487ｍ

　平成25年度は第五期長期計画の2年目にあたります。「確かな未来へ 活力と創造性のある都市をつくる予算」と位置付け、新武蔵野
クリーンセンター（仮称）建設の本格的な着手や高齢者、障がい者への支援、吉祥寺・武蔵境駅前整備の実施のほか、緊急待機児童対策
の拡充などを進めました。増え続ける社会保障費や老朽化する都市基盤の更新費用など、厳しい財政状況が見込まれますが、これから
も健全な財政を維持し、市民一人ひとりを大切にした施策の充実に取り組んでいきます。

平成25年度平成25年度

決算決算ののあらましあらまし

基金・市債の現在高市有財産の現在高

市税の内訳

　市の歳入歳出予算の執行状況、財産、地方債の現在高などを市民の皆さんへ報告
するため、地方自治法および市条例に基づき、毎年2回、財政状況を公表していま
す。市報では、平成25年度（25年4月～26年3月）の決算状況をお知らせします。

平成25年度一般会計の歳入・歳出決算の状況

特別会計

　平成25年度の一般会計は、当初予算577億9000万円から補正などを経て、最終予算額は616億6736万円になりました。下記の決算の結果、歳
入歳出差引額から26年度への繰越事業にかかる財源を除いた実質収支（翌年度への繰越金）は24億1427万円となりました。

転入者の増加などによる個人市民税の増や法人市民税の増により、市税全体で前年度比1.6％の増となりました。また株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交
付金、国庫支出金などの増により、歳入総額では前年度比35億934万円、6％の増となりました。

歳出を目的別分類で見ると、総務費や公債費の減はあるものの、新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事業による衛生費の増や吉祥寺駅改良整備事業などによ
る土木費の増、保育園緊急待機児童対策に係る民生費の増となりました。性質別分類では、人件費、公債費などの減はあるものの、扶助費、投資的経費などが増と
なり、歳出総額で前年度比40億5345万円、7.3％の増となりました。

　市の下半期の財政事情や決算状況に関す
る資料は、随時市のホームページまたは市政
資料コーナーで公表しています（決算書、決
算参考資料、決算付属資料、実質収支に関す
る調書・財産に関する調書、年次財務報告書、
決算カードなど）。

※ 基金（市の貯金）　公共施設や公園の整備・更新などの財
源として活用するため、公共施設整備基金や公園緑化基
金などの積み立てや取り崩しを行っています。
※ 市債（市の借金）　道路や公園、学校など長年にわたり使
用する施設の建設費や土地購入費の資金を借り入れ、毎
年公債費として返済をしています。多額な支出による財
政負担を年度間で平準化することと、将来の市民にも公
平に費用を負担していただくための制度です。

特定の歳入を特定の歳出に充てて経理する事業です。

水道事業は地方公営企業法に基づく決算を行います。
水道事業会計

歳入

歳出

邑上守正市長
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北町ほっと館
2・3階が「きたまちハウス」

ミッドナイトパトロール
吉祥寺駅南北自由通路

市ホームページ
動画チャンネル吉祥寺の杜 宮本小路公園

すくすく泉

  Ⅲ 文化・市民生活
  Ⅴ 都市基盤

  Ⅵ 行・財政
  Ⅳ 緑・環境

  Ⅰ 健康・福祉

  Ⅱ 子ども・教育

平成25年度 24年度 23年度
財政力指数（3年平均） 1.41 1.43 1.48
経常収支比率（％） 87.0 88.8 86.2
公債費比率（％） 0.6 1.3 1.5

イベ ン ト

1） 財政力指数：財政基盤の強さを示す指標です。指数が高いほど自主財源の割合が高く、財政力が強い団体で
あり、1を超えている自治体は普通交付税の交付対象外です。

 2） 経常収支比率：財政構造の弾力性を示します。毎年経常的に発生する人件費、扶助費、公債費などの義務的
経費に対し、市税などの一般財源がどのくらい使われているかを表します。70～80％が望ましく、90％を
超えると財政が硬直化し、新たな行政サービスへの対応が困難になるとされています。

 3） 公債費比率：一般財源のうち市債の返済に充てられる割合を示すもので、10％を超えないことが望ましいと
されています。

財政指標

•  障害への理解を促す心の
バリアフリー事業
•  成年後見制度の利用促進
などの権利擁護事業
•  地域生活に関わるあらゆ
る組織・人の連携による地
域リハビリテーションの
推進
•  認知症高齢者支援事業
•  障害者へのアンケートなどによる実態調査
•  障害者への相談支援体制の強化
•  障害者グループホームなどの給付事業（きたまちハ
ウスの開設など）
•  未熟児の入院養育への医療費給付事業
•  予防接種事業（ヒブ・小児用肺炎球菌のワクチン接
種等への助成）
•  介護保険利用者負担額助成事業
•  通所サービス利用者食費助成事業

•  第四次子どもプラン武蔵
野の検討
•  子ども家庭支援センター
事業（相談、ショートステ
イなど）
•  乳幼児、義務教育就労児、ひ
とり親家庭への医療費助成
•  私立幼稚園等助成事業
•  認可外保育施設入所児童保護者助成金の充実
•  認証保育所2園の開設
•  子ども協会立保育園の運営および境こども園開園
に対する補助
•  賃貸物件活用グループ保育2園の開設
•  児童館を活用した緊急待機児童対策事業
•  子育て支援事業、ひとり親家庭支援事業
•  地域子ども館事業
•  学童クラブ事業
•  子ども文化・スポーツ体験活動事業
•  泉幼稚園跡地利用施設「すくすく泉」の建設
•  校舎・体育館非構造部材耐震化工事（天井材の更新

など）
•  小・中学校へのICT機器の増設や無線LAN環境の再
構築
•  教育相談事業（不登校対策の推進）
•  特別支援学級の運営（情緒障害等通級指導学級の新
設など）

•  地域のつながりの共有と
コミュニティセンターの
機能の検討
•  平和啓発事業
•  市民文化会館改修基本計
画の策定
•  歴史資料館（仮称）の整備
•  観光推進事業
•  国体・障害者スポーツ大会推進事業
•  産業振興に関する方針の策定
•  小規模企業者への利子補給等補助事業
•  商店街装飾街路灯LED化事業
•  商店街まちづくり事業
•  都市農業経営パワーアップ事業
•  市民農園維持管理事業
•  新たな地域防災計画の推進
•  災害時医療対策検討委員会の設置
•  自主防災組織への支援（資機材などの支給・貸与）
•  緊急輸送道路沿道建築物の耐震化の助成
•  防火水槽4基の新設
•  災害用トイレの整備（三小、四小、千川小、二中）
•  住宅の耐震性の相談・診断・改修助成
•  生活安全対策（ホワイトイーグル、ブルーキャップ、
ミッドナイトパトロール、市民安全パトロール隊）

•  二酸化炭素排出削減行動
助成事業
•  多様な資源の効率的利用
モデル検討
•  太陽光発電システムの設
置（一中）
•  公園新設・拡充（吉祥寺の
杜宮本小路公園、木の花小

路公園、本田東公園など）
•  水と緑のネットワーク計画の推進（千川上水整備事
業、仙川水辺環境事業）
•  ごみ組成分析調査
•  新武蔵野クリーンセンター（仮称）建設事業
•  公衆トイレミカレット吉祥寺の設置
•  道路の透水性舗装などによる環境舗装事業

•  建築物の高さの最高限度
の導入
•  景観まちづくりの展開
•  都市計画道路7・6・1号線
（御殿山通り）事業
•  合流式下水道改善事業（吉
祥寺東町一丁目、吉祥寺南
町三丁目、三鷹市井の頭二
丁目）
•  雨水貯留浸透施設の設置（一中）
•  雨水貯留施設の設置（北町保育園）
•  女子大通り幹線管きょ更生工事
•  鉄道連続立体交差事業
•  吉祥寺駅南北自由通路および北口の歩行環境整備
•  吉祥寺駅北口駅前広場の整備
•  吉祥寺駅前高度利用商業地域リニューアルまちづ
くり基礎調査
•  武鉄中付第1、第2、第3号線の整備（武蔵境駅周辺）
•  都市計画道路3・3・23号線（武蔵境駅北口）事業
•  武蔵境駅舎周辺環境整備事業
•  上水道の耐震化などによる配水管網整備の推進
•  浄水場および取水施設の改良工事

•  市ホームページのスマー
トフォン対応、動画チャン
ネルの開設、フェイスブッ
クの運用など
•  公共施設改良保全整備・劣
化保全整備
•  公共施設の再編の検討
•  財政援助出資団体のあり
方の検討

平成25年度に実施した主な事業
　第五期長期計画に基づき平成25年度に実施した主な事業は以下のとおりです。計画の施策の体系に沿って記載しています。

■ゆっくり、のんびり、棚田体験！
　稲刈りと秋野菜の収穫
　9月13日（土）～
14日（日）1泊2日
／友好都市・新潟
県長岡市小国町
／貸切バス使用
／校舎を改築した宿（男女別相部
屋）／市内在住・在勤・在学・在園で
18歳までの方と保護者（保護者在勤
も可）／35名（初参加者を優先し超
えた場合抽選）／稲刈りと秋野菜の
収穫、地元の食材を使った郷土料理
など／後日、収穫したコシヒカリ進
呈／大人9800円、中学生以下6500
円（体験料・保険料・宿泊費含む、4歳
未満無料〈食事なし〉）／申·問 8月
27日までにEメール（3頁の申込要領

■井の頭自然文化園動物観察教室
　～水辺のいきものの移り変わり～
　9月23
日（祝）午
前10時～
午後3時
／ 同 園
（御殿山
1-17-6）とその周辺／市内在住・
在学の小学3～6年生（保護者同伴
可）／15名（超えた場合抽選）／井
の頭池などで生物を採集し、環境
の変化や外来生物の影響を調べる
／無料／昼食持参／申·問 9月12
日（必着）までに往復ハガキ・Eメー
ル（3頁の申込要領参照し、学校・学
年、性別、保護者氏名も明記）また
はハガキを持って直接〒180-8777
生涯学習スポーツ課☎60-1950、
sec-syougaku@city.musashino.

■ 中近東文化センター附属博物館
夏休みラストウィーク特別開館
　8月26日（火）～30日（土）／午前
10時～午後5時（入館4時30分ま
で）／市内在住の方／期間中に限り
予約不要・入館料無料／中近東の
民族衣装体験（1人200円）などもあ
り／高校生以上は、市内在住がわか
る保険証・免許証など持参／問 中
近東文化センター（上記期間以外
の木・土・日曜は休館）☎32-7111
（三鷹市大沢3-10-31）、武蔵野プレ
イス生涯学習担当☎30-1901

■ 地域発見・健康ウオーキング
　「軍需工場跡地と今を巡る5km」
　9月3日（水）午前9時15分市役所
ロビー集合・午後1時20分武蔵境
駅解散／30名（申込順）／市議会
傍聴、防災安全センター見学、武蔵
野中央公園からグリーンパーク遊
歩道を経由し武蔵境駅までの戦争
関連遺跡を歩く／無料／飲物・昼
食持参／申 8月27日までにハガ
キ・ファクス（3頁の申込要領参照）
で〒180-8629亜細亜大学栗田研究
室内シニアネットむさしの事務局
FAX03-6730-1556へ。参加の可
否はハガキで連絡／問 同事務局・
栗田☎090-6526-0841、市民活
動推進課☎60-1830

lg.jpへ。市ホームページから電子
申請可。

参照）または電話で児童青少年課☎
60-1853、sec-jidouseisyo@city.
musashino.lg.jpへ。市ホームペー
ジから電子申請可。


