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　平成24年度予算は、3月12日～23日の9日間、予算特別委員会で審査され、3月
27日に本会議において可決成立しました。
【予算の概要】一般会計の予算総額は388億6,500万円、特別会計7会計の予算総
額は321億1,161万8千円となり、全会計総額は709億7,661万8千円、前年度と比
べて69億3,324万9千円（10.8％）の増となっています。
　厳しい財政状況の中、予算の編成過程では、全ての事務事業の総点検を行い、
給与制度の見直しや職員数の適正化などの内部改革や事業の見直しを行いまし
た。その結果、一般会計予算は、財政調整基金の取崩しおよび臨時財政対策債等
赤字地方債に依存しない収支均衡型の予算とすることができました。
　平成24年度の事業は、東日本大震災以降の課題に対処するために災害対策、
放射能測定関連の予算を計上するなど「市民の生命・健康・福祉を守る」ことを
基本としています。また、待機児童の解消や国分寺駅北口再開発事業などの、市が
取り組まなければならない課題に対応するための内容となっています。
　市民サービスの見直し（3月1日号の平成24年度予算編成の記事に休止・廃止・
縮小事業の内容として掲載）等により、市民の皆さんにもご負担・ご迷惑をおか
けすることになりますが、何とぞご理解いただきますようお願いします。

→財政課（内552）

一般会計歳入予算388億6,500万円 一般会計歳出予算388億6,500万円

市税
213億2,024万円
（54.9％）

都支出金
42億4,671万円（10.9％）

国庫支出金
42億802万円（10.8％）

諸収入
34億7,015万円（8.9％）

 その他 20億9,204万円 （5.3％）
 市債 3億3,390万円 （0.9％）
 繰越金 4億円 （1.0％）
 使用料及び手数料 7億6,649万円 （2.0％）
 財産収入 8億4,098万円 （2.2％）
 地方消費税交付金 11億8,647万円 （3.1％）

歳入

民生費
151億6,033万円
（39.1%）

諸支出金
43億5,581万円
（11.2%）

教育費
42億1,248万円（10.8%）

土木費
39億8,945万円（10.3%）

総務費
33億5,879万円（8.6%）

衛生費
31億8,062万円（8.2%）

 その他 2億7,429万円 （0.7%）

 議会費 3億5,367万円 （0.9%）

 消防費 15億7,034万円 （4.0%）

 公債費 24億922万円 （6.2%）

歳出

平成24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24年度 7,458,523 6,303,471 8,125,991 336,787 3,056,745 34,459 374,264 0 6,419,688 4,265,850 2,489,222 38,865,000
平成23年度 7,495,623 6,480,854 7,732,800 349,188 3,180,192 16,229 2,104,929 0 6,779,520 1,402,545 2,787,258 38,329,138
増 減 －37,100 －177,383 393,191 －12,401 －123,447 18,230 －1,730,665 0 －359,832 2,863,305 －298,036 535,862
増減率（％） －0.5 －2.7 5.1 －3.6 －3.9 112.3 －82.2 0.0 －5.3 204.2 －10.7 1.4

　全会計予算の対前年度比較 （単位：千円）

会計区分 平成24年度 平成23年度 増減 増減率
（％）

一般会計 38,865,000 38,329,138 535,862 1.4

土地取得特別会計 395,865 583,069 －187,204 －32.1

国分寺駅北口地区第一種
市街地再開発事業特別会計 9,283,182 3,676,601 5,606,581 152.5

地域バス運行事業特別会計 27,473 32,608 －5,135 －15.7

国民健康保険特別会計 10,232,162 9,581,331 650,831 6.8

介護保険特別会計 6,190,371 5,701,139 489,232 8.6

後期高齢者医療特別会計 2,248,983 2,092,189 156,794 7.5

下水道事業特別会計 3,733,582 4,047,294 －313,712 －7.8

合　　計 70,976,618 64,043,369 6,933,249 10.8

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
48,028千円

■西町地域センター施設改修事業（継続）47,267千円
西町プラザの空調設備等改修工事を行います。また、空調機等改修工事と併
せて、屋上の防水改修工事を行います。
■人権メッセージ発表会開催事業（新規）761千円
多摩東人権啓発活動地域ネットワーク協議会が主催する、第19回子どもたち
からの人権メッセージ発表会を市立いずみホールで開催します。

②市民の健康と
福祉を守るまち

予算額
2,534,764千円

■民設民営保育所整備事業（レベルアップ）390,219千円
待機児解消のため、中央地区に民設民営保育所を整備することとし、その選
定と建設費補助を実施します。また平成24年度に開園する保育園の運営費補
助と、平成24年度に保育所を整備する社会福祉法人に対して用地取得の利子
補給を行います。
■地域福祉の推進事業（レベルアップ）3,178千円
地域のひろば等の仕組みを通して地域づくり、地域福祉の推進を図るととも
に、災害時要援護者避難者管理システムと住民基本台帳システムの連動を図
り、平常時からの見守り支援活動および災害時要援護者支援プランの整備を
行います。
■西国分寺駅エレベーター等設置事業（新規）100,000千円
高齢者および障害者等の移動の円滑化を図るために、西国分寺駅の中央線上
りホーム、武蔵野線上り・下りホームにエレベーター等を設置するための費
用の一部を補助します。
■休日診療に伴う医科・薬科連携推進事業（レベルアップ）8,101千円
休日・準夜間診療を実施する医科医療機関に合わせて、薬局を開局し調剤を
行います。①午前9時～午後5時＝2か所　②午後5時～8時＝1か所

③市民が安全・
快適に暮らせる
まち

予算額
1,030,333千円

■橋りょう落下防止対策事業（継続）181,600千円
市民の安全確保のため、花沢橋の落下防止工事および武蔵野線人道橋の落下
防止対策調査設計を実施します。
■焼却処理施設延命化事業（新規）2,300千円
3R（＊）推進のための目標と、それを実施するために必要な事業等を示した
循環型社会形成推進地域計画を策定します〔（＊）3R＝以下の3つの語の頭文
字をとった言葉。環境配慮に関するキーワード①リデュース（ごみの発生抑制）
②リユース（再使用）③リサイクル（ごみの再生利用）〕。
■環境基本計画・環境基本計画実施計画・地球温暖化防止行動計画改定事業（新
規）451千円
平成16年3月に策定した環境基本計画および同計画と関連する環境基本計画
実施計画と地球温暖化防止行動計画を、社会・経済状況の変化などに応じて
必要な見直しを行います。

まちのデザイン 事業内容と予算額等
③市民が安全・
快適に暮らせる
まち（つづき）

■国分寺駅北口地区第一種市街地再開発事業（継続）462,177千円
再開発事業の進ちょくに併せ、駅特別会計に対し特定財源で賄うことのでき
ない資金の繰出しを行います。

④市民の生命と
財産を守るまち

予算額
48,579千円

■緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業（新規）1,500千円
特定緊急輸送道路沿道の建築物で、耐震診断の結果、耐震性が不十分であっ
た場合に、耐震補強設計に対して費用の一部を助成します。
■耐震診断・耐震改修等補助事業（継続）39,870千円
昭和56年以前に建築された木造住宅について、耐震診断士の派遣および耐震
改修助成金の交付を行います。また、特定緊急輸送道路沿道建築物の耐震診
断にかかる費用の一部を助成します。
■まちづくりセンター協働事業（耐震化促進普及啓発・相談会）（継続）1,734
千円
国分寺市耐震改修促進計画に基づき、木造住宅耐震診断・耐震改修等補助事
業の普及啓発活動や耐震相談会の運営をまちづくりセンターと協働で実施し
ます。

⑤心豊かな人が
育つまち

予算額
215,921千円

■第三小学校校舎増築事業（新規）43,470千円
平成25年度に普通教室が不足するため、第三小学校の校舎増築工事を行いま
す。
■スクールソーシャルワーカー活用事業（新規）2,308千円
いじめ・不登校・暴力行為および児童虐待等の課題に対応し、問題を抱える
児童・生徒に支援を行うため、小・中学校へ、巡回型のスクールソーシャルワー
カーを配置します。
■史跡武蔵国分寺跡公園整備事業（継続）39,402千円
僧寺地区整備実施計画に基づく第一期整備対象地約40,000㎡のうち、約
12,000㎡（中枢地区）の6ヵ年計画の2年次目で、主に講堂地区周辺約4,200
㎡の公園整備を行います。
■スポーツセンター照明・床等改修事業（継続）37,367千円
平成25年度に開催されるスポーツ祭東京2013の会場となるため、市民スポー
ツセンターの改修を行います。

⑥活気のあるまち

予算額
24,119千円

■食の安全対策事業（新規）3,265千円
平成23年度に購入した放射能測定器を活用して、小・中学校および保育園等
の給食食材検査を実施します。
■タツノコアニメ活用事業（新規）400千円
（株）竜の子プロダクション創立50周年に合わせ、ふるさと納税者への記念品
等の製作を同社に依頼し、市の魅力向上のための取組みを行います。

今 年 度 の 主 な 事 業


