
　平成26年度予算は、予算特別委員会で審査され、3月25日の本会議
において可決成立しました。　
　一般会計の予算総額は379億8,411万3千円となりました。児童手当
や保育所入所児委託料などの扶助費の増、道路施設調査等委託料など
の物件費の増があり、前年度に比べ18億8,235万2千円（5.2％）の増
となっています。徹底して無駄を排除すると同時に、現時点で必要な
将来への投資は積極的に行い、今年度の判断として、臨時財政対策債
を借り入れることとしました。また、今年度が市制施行50周年に当た
ることから、「市制施行50周年記念に要する経費」として3,392万5千
円を計上しています。
　特別会計7会計の予算総額は280億4,726万9千円となりました。国
分寺駅北口再開発事業の補償費の減額が大きく影響し、全会計の総額
は660億3,138万2千円と、前年度に比べて18億2,084万7千円（2.7％）
の減となっています。

→財政課（内408）

一般会計歳入予算　379億8,411万円 一般会計歳出予算　379億8,411万円

市税
218億3,572万円
（57.5％）

国庫支出金
47億3,827万円（12.5％）

都支出金
45億1,829万円（11.9％）

地方消費税交付金
14億9,703万円（3.9％）

 その他 14億8,215万円 （3.9％）
 分担金及び負担金 4億8,067万円 （1.3％）
 繰越金 7億円 （1.8％）
 諸収入 7億7,754万円 （2.1％）
 市債 9億2,277万円 （2.4％）
 使用料及び手数料 10億3,167万円 （2.7％）

歳入

民生費
166億2,371万円
（43.8%）

教育費
45億5,535万円
（12%）

土木費
40億4,952万円（10.7%）

衛生費
34億6,042万円（9.1%）

総務費
31億6,403万円（8.3%）

公債費
23億2,590万円（6.1%）

 その他 2億7,534万円 （0.7%）

 議会費 3億5,423万円 （0.9%）

 諸支出金 15億8,577万円 （4.2%）

 消防費 15億8,984万円 （4,2%）

歳出

平成26年度予算が可決されました

 一般会計性質別経費　前年度比較 （単位：千円）

消費的経費 投資的経費 その他
合計

人件費 物件費 扶助費 維持補修費 補助費等 貸付金 積立金 出資金 繰出金 事業費 公債費その他
平成26年度 6,963,966 7,127,374 9,390,769 451,671 3,313,463 11,746 761,616 0 6,189,434 1,363,332 2,410,742 37,984,113
平成25年度 7,335,676 6,545,297 8,634,527 326,688 3,092,818 10,998 206,456 0 5,897,596 1,564,427 2,487,278 36,101,761
増　　　減 －371,710 582,077 756,242 124,983 220,645 748 555,160 0 291,838 －201,095 －76,536 1,882,352
増減率（％） －5.1 8.9 8.8 38.3 7.1 6.8 268.9 0.0 4.9 －12.9 －3.1 5.2

　全会計予算の対前年度比較 （単位：千円）

会計区分 平成26年度 平成25年度 増減 増減率
（％）

一般会計 37,984,113 36,101,761 1,882,352 5.2

土地取得特別会計 261,643 328,422 －66,779 －20.3

国分寺駅北口地区第一種
市街地再開発事業特別会計 3,242,144 7,627,943 －4,385,799 －57.5

地域バス運行事業特別会計 25,882 30,548 －4,666 －15.3

国民健康保険特別会計 10,712,851 10,376,943 335,908 3.2

介護保険特別会計 7,138,161 6,772,252 365,909 5.4

後期高齢者医療特別会計 2,486,922 2,335,976 150,946 6.5

下水道事業特別会計 4,179,666 4,278,384 －98,718 －2.3

合計 66,031,382 67,852,229 －1,820,847 －2.7

まちのデザイン 事業内容と予算額等

① 市民の意見が反映
されるまち

　予算額
34,421千円

■ママインターン事業……1,265千円
　→ 結婚・出産等を機に離職した女性に対して、講義・ワークショップ
を実施し、再就職に向けた支援を行います。

② 市民の健康と福祉
を守るまち

　予算額
811,844千円

■ひかり保育園整備事業……182,768千円
　→ 平成25年度に建設した市立ひかり保育園を民間法人に運営委託し
ます。新園では、病後児保育の対応も可能となります。

■いじめ・虐待相談員設置および防止啓発活動事業……2,692千円
　→ 子どもいじめ虐待防止条例施行に伴い、相談体制の強化、また講演
会開催およびパンフレット作成といった啓発事業などを行います。

■介護保険施設（特養）サービスの基盤整備事業……52,370千円
　→ 第5期国分寺市介護保険事業計画に基づき、介護老人福祉施設（特
別養護老人ホーム）を整備する事業者に対して、その費用の一部を
補助します。

③ 市民が安全・快適
に暮らせるまち

　予算額
1,295,020千円

■道路施設維持管理事業……164,635千円
　→ 道路ストック総点検の趣旨に基づき、主に市道幹線道路・市緊急輸
送道路を対象に、橋・舗装・擁壁・道路付属物の点検を実施します。

■街灯・照明灯のLED化事業……51,944千円
　→ 環境配慮の視点から、生活道路にある1灯式街灯をLED灯に交換し
ます。また、新設・再設置する街灯・道路照明灯についてもLED化
を進めていきます。

■可燃ごみ共同処理事業……20,218千円
　→ 国分寺市・日野市・小金井市の3市による可燃ごみ共同処理事業と
して新たな焼却施設の建設および運営のため、準備室開設、環境影
響評価などを行います。

■国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業特別会計繰出金……435,333千円
　→ 再開発事業の進ちょくに併せ,駅特別会計に資金の繰出しを行いま
す。

まちのデザイン 事業内容と予算額等

④ 市民の生命と財産
を守るまち

　予算額
206,346千円

■市制施行50周年記念事業（防災フェスタin国分寺）……2,237千円
　→ 市制施行50周年記念事業の一環として、子ども中心の防災訓練を
行うイベントや災害協定を締結している各首長との防災サミットを
行います。

■ブロック塀等撤去工事助成事業……1,200千円
　→ 大地震時における通行人の安全性を向上するため、道路等に接し、
高さが1メートルを超えるブロック塀などの撤去工事費用の一部を
助成します。

■耐震貯水槽設置事業……17,000千円
　→ 災害時の防災水利を確保するため、水利不足地域に耐震性貯水槽を
設置します。

⑤ 心豊かな人が育つ
まち

　予算額
620,357千円

■小学校屋内運動場天井等脱落対策事業……73,158千円
　→ 二・四・五・八小の屋内運動場天井等脱落対策設計・監理・工事を
行います。

■おたかの道湧水園内歴史的建造物保存修理事業……36,166千円
　→ 市重要有形文化財（建造物）の長屋門・倉について、歴史的文化遺
産として活用するべく、保存修理工事・監理を行います。

■市制施行50周年記念事業（史跡駅伝事業）……3,902千円
　→ 市内小・中学生を対象とし、都立武蔵国分寺公園周辺をコースとし
た駅伝大会を開催します。

⑥活気のあるまち

予算額
21,140千円

■都市農業経営パワーアップ事業……9,000千円
　→ 高い経営意識と戦略的なマインドを持つ認定農業者等が行う事業に
対して補助金を交付します。

■市制施行50周年記念事業（ぶん馬車運行事業）……4,138千円
　→ 市制施行50周年記念事業の一環として、観光馬車を運行します。

効率的市政運営・人
材育成

予算額
153,155千円

■公共建築物の一元管理事業……10,952千円
　→ 公共建築物のマネジメント実施に向け、市の公共建築物の劣化状況
等を調査・分析し、保全計画の検討を行います。

今 年 度 の 主 な 事 業


