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高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」が届いた方は5月8日（月）までにご協力を　i高齢福祉課☎（042）321―1301

　平成29年度予算は、予算特別委員会で審査され、3月21日の本会議で
可決成立しました。
　一般会計の予算総額は495億8，810万6千円となりました。平成29年
度に完成を予定している国分寺駅北口再開発ビルの保留床（＊）売却に伴
う歳入を活用した財政調整基金等の積立金などの増があり、前年度に比
べ87億3，169万3千円（21．4％）の増となっています。昨年度に引き続き、
すべての事務事業の経費をゼロから見直し、徹底的な精査を行い、予算
編成作業を進めた結果、収支均衡予算となりました。
　特別会計7会計の予算総額は483億9，268万6千円となりました。全会計
の総額は979億8，079万2千円となり、過去最大の予算規模となっていま
す。
（＊）�再開発ビルの住宅や商業床のうち、権利者が取得する床を除き市が取得する部分

→財政課（内407）

単位＝千円

会計区分 平成29年度 平成2８年度 増　減 増減率

一般会計 49，588，106 40，856，413 8，731，693 21．4％

土地取得特別会計 173，141 175，507 －2，366 －1．3％

国分寺都市計画事業国分寺駅北口地区
第一種市街地再開発事業特別会計 21，340，465 2，678，099 18，662，366 696．9％

地域バス運行事業特別会計 110，331 66，593 43，738 65．7％

国民健康保険特別会計 12，551，034 12，788，625 －237，591 －1．9％

介護保険特別会計 8，282，768 8，225，287 57，481 0．7％

後期高齢者医療特別会計 2，729，738 2，612，812 116，926 4．5％

下水道事業特別会計 3，205，209 3，406，701 －201，492 －5．9％

合　計 97，9８0，792 70，８10，037 27，170，755 3８．４％

■ 全会計予算の対前年度比較

■ 一般会計歳入・歳出予算

■ 一般会計性質別経費　前年度比較

■ 今年度の主な事業

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29年度 7，133，591 8，370，858 11，604，365 463，572 3，973，279 16，221 7，393，321 0 6，482，513 2，297，768 1，852，618 49，588，106
平成2８年度 7，330，990 7，289，087 10，662，249 341，746 3，704，824 20，254 1，071，804 0 6，408，704 2，152，380 1，874，375 40，856，413
増　　　減 －197，399 1，081，771 942，116 121，826 268，455 －4，033 6，321，517 0 73，809 145，388 －21，757 8，731，693
増　減　率 －2．7％ 14．8％ 8．8％ 35．6％ 7．2％ －19．9％ 589．8％ 0．0％ 1．2％ 6．8％ －1．2％ 21．4％

都市像（＊） 事業内容と予算額等

子ども・学び・文化
「ひとと文化を育むまち」

予算額
1，832，495千円

■小学校の施設整備事業� 3４８，699千円
　　三小・八小・九小のトイレ改修工事、九小・十小の校舎増築工
事を行います

■民設民営保育所整備事業（運営費補助）� 313，732千円
　　平成29年度に開所する民設民営保育所に対して、保育の実施に
必要な費用を補助します

■民設民営保育所整備事業（施設整備）� 211，2８４千円
　　国分寺市子ども・子育て支援事業計画に基づき待機児童を解消
するため、民設民営保育所の整備に必要な費用を補助します

■宿舎借り上げ支援事業（保育所入所児委託事業）� 36，750千円
　　市内の保育園に従事する保育士の就業継続と離職防止を目的と
して、保育士用の宿舎を借り上げる保育事業者に対して補助金を
交付します

■義務教育就学児医療費助成事業� 17，012千円
　　義務教育就学児医療費助成制度に関して、小学3年生までの所得
制限を撤廃し、経済的負担を軽減することで児童の保健の向上と
健全な育成を図ります

■出産・子育て応援ゆりかご・こくぶんじ事業� 1４，720千円
　　妊娠届を提出した妊婦に対し、保健師等による面接および個人
に合った育児支援プランの作成を行います。また、面接後に出産
や子育て支援に役立つ物品を支給します

■こくぶんじ青空ひろば事業� 5，390千円
　　市内の公園を活用して、子育て支援や放課後の子どもの居場所
づくりを実現するため、こくぶんじ青空ひろばを開催します

地域振興
「活躍できる成長のまち」

予算額
26，244千円

■観光案内看板設置事業� 2，36８千円
　　観光客の利便性を高めるため、目的地への方向や現地から目的
地までの距離等を示した観光案内看板を最大20基設置します。設
置にあたり、市では初めてとなるクラウドファンディングを活用
します

都市像（＊） 事業内容と予算額等

保健・福祉
「いきいき健やかなまち」

予算額
33，087千円

■高齢者運転免許自主返納支援事業� 7４6千円
　　運転免許証を自主返納した65歳以上の高齢者に対して、ぶんバ
スの無料パスを支給します
■成人歯科健診　60歳個別受診勧奨事業� 605千円
　　60歳になる市民を対象に成人歯科健診の個別勧奨を行います。
また、歯科医師が必要と判断した方に対して、パノラマレントゲ
ン撮影を行います
■ブラウンバッグ運動事業� 357千円
　　市薬剤師会の協力で、残薬や重複服薬を適正に管理するための
ブラウンバッグを作成・配布します
■窓口・受付業務筆談サポート電子メモパッド購入事業� 220千円
　　障害者差別解消法に基づき、窓口・受付業務対応の筆談サポー
トを行うため、電子メモパッドを設置します

くらし・環境
「心安らぐ快適なまち」

予算額
2，852，989千円

■公益施設整備事業� 661，661千円
　　国分寺駅北口再開発ビルに整備する公益フロアの内装工事を実
施し、平成30年度のホール等公共施設開業に向け備品・じゅう器
を購入・配置します
■国分寺都市計画事業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� 365，612千円
　　国分寺駅北口再開発事業の進捗に併せ、駅特別会計に資金の繰
り出しを行います
■国分寺駅北口地下自転車駐車場整備事業� 22８，1４7千円
　　（仮称）国分寺駅北口地下自転車駐車場の築造にあたり、第1工区
工事に着手します
■国3・４・12号線整備事業� 165，８93千円
　　都市計画道路国3・4・12号線の用地取得に係る説明会の開催や、
都市計画線内の建物の物件調査等を行います
■高齢者防災対策用品支給事業� ８４7千円
　　75歳以上で1人暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯に対し、防
災対策支援としてレスキューシートを配布します

公共経営
「未来につながる持続可能なまち」

予算額
140，029千円

■国立駅高架下市民利用施設整備事業� ８1，４99千円
　　国立市と共同で整備を進めている国立駅高架下市民利用施設に
関して、施設建設工事およびじゅう器類の購入を行い、平成30年
度の開設に向けた準備を行います

（＊）新たな基本構想「国分寺市ビジョン」に掲げる「未来のまちの姿」を実現するための5つの都市像（本号1・6・7ページ参照）

歳入

地方消費税交付金
23億4,482万円（4.7％）

その他
15億1,091万円（3.0％）

繰越金　7億円（1.4％）

市債　13億3,200万円（2.7％）

使用料及び手数料
9億4,382万円（1.9％）

諸収入　8億9,871万円（1.8％）

市税
225億9,248万円

（45.6％）

都支出金
55億3,027万円

（11.2％）

繰入金
79億5,538万円 
 （16.0％）

国庫支出金
57億7,972万円

（11.7％）

歳出

その他
2億7,754万円（0.5％）

議会費　3億3,580万円（0.7％）

公債費　17億5,262万円（3.5％）
消防費　15億6,346万円（3.2％）

民生費
201億5,536万円

（40.6％）

教育費
49億4,152万円

（10.0％）
諸支出金
81億9,120万円

（16.5％）

衛生費
40億4,374万円

（8.2％）

総務費
44億1,986万円

（8.9％）

土木費39億701万円（7.9％）

一般会計歳入予算　495億8,811万円 一般会計歳出予算　495億8,811万円

平成28年度予算が可決されました平成29年度予算が可決されました


