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11月の手話通訳者の配置日　1日・8日・15日・22日・29日（水）午前9時～正午　i障害福祉課（内202）

　歳入のうち市税は、たばこの売り上げ本数の減少
に伴うたばこ税の減はあったものの、個人市民税や
固定資産税の増もあり、前年度と比較して0．9％（2
億410万円）の増となりました。また、繰入金が庁
舎建設資金積立基金の積み立てのために財政調整基
金の取り崩しを行ったことなどで139．1％（21億5，
760万円）の増となりました。一方で、地方消費税
交付金が交付額の減少により10．3％（2億7，474万円）
の減となり、歳入全体では460億4，434万円〔対前年
度比6．4％（27億6，395万円）の増〕となりました。
　歳出は、民生費が生活保護費や保育のために支払
う扶助費の増などで10．2％（18億2，725万円）の増、
諸支出金が庁舎建設資金積立基金を復活設置し、18
億9，793万円の積み立てを行ったことなどで98．2％
（26億8，526万円）の増となりました。一方で、消防

平成28年度の決算を公表します
一般会計は対前年度比、歳入6．4％の増・歳出9．0％の増に

一般会計・
　　特別会計

費は前年度に行った消防署用地買収事業費の減で21．
4％（4億6，729万円）の減となり、歳出全体では
450億4，904万円〔対前年度比9．0％（37億1，153万
円）の増〕となりました。
　これらの結果、一般会計を中心とする普通会計（＊
1）の経常収支比率（＊2）は92．9％となり、前年度
（90．9％）より2．0％悪化しました。各種交付金の減
少や、扶助費の増など、歳出面での増額が要因と考
えられます。理想とされる数値である70～80％台に
向けて、改善していく必要があります。
　なお、平成28年度の決算は、9月29日の本会議で
一般会計と特別会計の全8会計が認定されました。今
後も徹底した事務事業の見直しや行政改革の推進を
行い、健全な財政運営を目指して取り組んでいきま
す。

（＊1）普通会計
地方財政の統計などに用いられる会計。本市は、一般
会計・土地取得特別会計・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（施設建
築物関係経費以外）・地域バス運行事業特別会計の4会
計で構成しています

（＊2）経常収支比率
市の財政構造の弾力性を判断する指標として使われる
もので、人件費・扶助費・公債費等の経常経費（義務
的経費）に、地方税・地方交付税・地方譲与税を中心
とする経常的な収入である一般財源がどの程度充当さ
れたかをみるもの。経常経費に充当した一般財源の残
りの部分が大きいほど臨時の財政需要に対応できるこ
ととなり、財政構造に弾力性があるといえます

■一般会計の主な事業
事業名 事業費

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 5億6，818万円

可燃ごみ共同処理事業 3億9，818万円
史跡武蔵国分寺跡公園用地買収事業 3億9，308万円
小学校の施設整備事業 2億4，505万円
民設民営保育所整備事業（運営費補助） 2億 417万円
道路新設改良事業 2億 278万円
恋ケ窪用水路周辺緑地整備保全事業 1億5，993万円
防災関連用地整備事業 1億5，659万円
街灯・照明灯のＬＥＤ化事業 5，624万円
地域密着型サービス拠点施設等整備補助事業 5，522万円
証明書等コンビニ交付事業 4，399万円
緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業 3，711万円
子どものインフルエンザ任意予防接種事業 607万円
多摩・島しょ広域連携事業（府中市との連携事業） 500万円

■全8会計の決算額
会　計 歳　入

（対前年度増減）
歳　出

（対前年度増減）

一般会計 460億4，434万円
（＋27億6，395万円）

450億4，904万円
（＋37億1，153万円）

土地取得特別会計 1億7，551万円
（－3，108万円）

1億7，551万円
（－3，108万円）

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

45億4，942万円
（＋23億2，367万円）

42億802万円
（＋22億9，407万円）

地域バス運行事業特別会計 1億259万円
（＋5，653万円）

1億259万円
（＋5，653万円）

国民健康保険特別会計 127億903万円
（＋1億7，452万円）

124億6，882万円
（－4億7，717万円）

介護保険特別会計 78億7，507万円
（＋1億6，766万円）

78億387万円
（＋1億5，061万円）

後期高齢者医療特別会計 26億7，063万円
（＋8，572万円）

26億4，976万円
（＋7，574万円）

下水道事業特別会計 33億7，378万円
（－1億2，747万円）

33億3，659万円
（－1，706万円）

全会計　合計 775億37万円
（＋54億1，350万円）

757億9，420万円
（＋57億6，317万円）

■一般会計歳入決算
決算額460億4,434万円（対前年比6.4％増）

歳入
市税

225億7,111万円
（49.0％）

その他　13億9,627万円（3.0％）
市債 6億1,350万円（1.3％）

繰越金　19億4,287万円（4.2％）
諸収入　9億6,431万円（2.1％）

使用料及び手数料　9億2,268万円（2.0％）
繰入金 37億822万円（8.1％）

地方消費税交付金
23億9,767万円（5.2％）

都支出金
54億6,027万円（11.9％）

国庫支出金
60億6,744万円（13.2％）

■一般会計歳出決算
決算額450億4,904万円（対前年比9.0％増）

歳出
民生費

197億2,306万円
（43.8％）

教育費　46億4,737万円（10.3％）

その他　1億7,488万円（0.4％）
議会費　3億4,146万円（0.7％）
公債費　17億4,033万円（3.9％）
消防費　17億1,559万円（3.8％）

諸支出金　54億1,840万円（12.0％）

土木費
34億6,170万円（7.7％）

衛生費
37億8,219万円（8.4％）

総務費　40億4,406万円（9.0％）

（＊3）市債
道路、公園、小・中学校、下水道などの公共施設整備のために、国や都、金融
機関等から長期に借り入れて調達した資金です。整備した公共施設は将来にわ
たって使用しますので、この費用を現在の市民だけではなく将来の市民も負担
することで、世代間の負担を公平にします。市では、徹底して無駄を排除する
と同時に、全体的に借り入れを抑制していることから、市債残高は減少傾向に
あります

（＊4）基金
特定目的のために積み立てられた資金や財産です。基金は条例によって設置さ
れますが、年度間の財政不均衡や予期せぬ経済変動に備える財政調整基金のよ
うに、法律で設置が義務づけられているものもあります。市の基金残高は、平
成5年度の159億円をピークとして減少傾向にありましたが、平成28年度は前
年度と比べ9億円増加しました

（＊5）
平成28年度末の基金残高57億円のうち1億円は、債権（地方債）で運用して
います

■市債残高・基金残高の推移状況
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■市債（＊3）残高
■基金（＊4）残高

■平成28年度の決算概要
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■市有財産の状況
3月31日現在

（対前年度増減）

土　地
公園や施設の敷地

487，546．23㎡（＋4，364．76㎡）

建　物
学校や公民館など

159，156．86㎡（－188．39㎡）

物　権
地上権

1，303．81㎡（±0㎡）

出資による
権利

ＪＲ東京西駅ビル開発（株）出資金など
5，790万円（±0円）

物　品
1件100万円以上の自動車等備品類

310点（＋5点）

債　権
国分寺市土地開発公社貸付金など

7億2，894万円（＋1，734万円）

基　金
財政調整基金など

57億1，806万円（＋8億9，027万円）

■�国分寺市土地開発公社
資産等

3月31日現在

資産（20億2，259万円）
現金および預金 6，190万円
未収金 0円
公有用地
　事業用地� 7，216．81㎡ 19億6，069万円

負債（19億172万円）
事業用長期借入金 0円
事業用短期借入金 12億1，720万円
市借入金 6億8，400万円
除却保証金預り金 50万円
その他未払金 2万円

資本（1億2，087万円）
資本金および準備金 1億2，087万円

※�市の事業計画に基づいて土地開発公社が先行取得した事
業用地は、早期に事業活用が図れるよう検討しています

■��統一的な基準による�
地方公会計（＊6）の導入

　国は、平成27年1月に固定資産台帳の整備と複式簿
記の導入を前提とした財務書類の作成に関して、統一
的基準を示しました。市では今年度に、平成28年度
決算に係る統一的な基準に基づき財務書類（貸借対照
表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支
計算書）を作成し、公表します。地方公会計のデータ
や財務書類の分析を行うことで、公共施設等マネジメ
ントや予算編成における経費削減、類似団体比較等に
活用し、市の財政の透明性を高めていきます。財務書
類は現在作成中で、完成後公表します。

（＊6）��企業会計的要素である発生主義・複式簿記の
導入と固定資産台帳の整備を前提とする、総
務省が設定した地方公共団体で行われる会計
制度

　地方自治体の財政問題に対応した法律として平成
19年6月に、地方公共団体の財政の健全化に関する
法律が公布され、財政健全化に係る各指標を、監査
委員の審査を経て議会に報告し、公表することが義
務づけられました。
　平成28年度決算における健全化判断比率は、昨年
同様に4つの指標すべてで早期健全化基準の範囲内で
した。しかし、算定された各比率は、あくまで法律上、
全国統一の基準で地方自治体の健全度を測る財政指
標の一つであり、財政の早期健全化や再生の観点か
ら、市の財政の実態を明らかにするためのルールに

すぎず、早期健全化基準を下回れば財政運営上問題
がないということではありません。
　臨時的な支出にどれだけ柔軟に対応できるかとい
う指標である経常収支比率は、92．9％と前年度と比
較して2．0％悪化しました。多摩26市中15番目（26
市平均＝92．5％※平成28年度）となりましたが、適
正水準は70～80％台とされているため、財政が依然
として硬直傾向にあることを表しています。
　普通会計の市民1人当たり市債現在高（＊7）は16
万9，000円で、前年度より1万1，000円下がり、多摩
26市平均20万4，000円よりも低い水準となりまし

た。全会計の市民1人当たり市債現在高（＊7）は、
29万7，000円となっています。
　一方で、市の貯金である基金残高は前年度と比較
して増加したものの、普通会計の市民1人当たりの基
金残高は3万6，000円で、26市中24番目の数値とな
り依然として低い水準にあります。
　健全化判断比率や経常収支比率などの数値だけで
は、自治体の正確な状況を把握することはできませ
んが、改善に向けて適切な財政運営に取り組んでい
きます。
（＊7）平成29年1月1日現在の人口120，656人で算出

平成28年度健全化判断比率を公表します 本市は早期健全化 
　　基準の範囲内

■健全化判断比率・資金不足比率の算定結果
指　標 年　度 国分寺市 多摩26市

平均
早期健全化
基準（＊9）

財政再生
基準（＊10） 解　説

①実質赤字比率
普通会計の赤字額が、税や交付金などの市の収入の標準
額（＊8）に対しどれくらいの割合かを示す指標

28年度 黒字のため数値なし
12．17％ 20．00％ この比率が高まるほど、赤字額が大きく、普通会計の財政

運営が深刻であることを意味します27年度 黒字のため数値なし

②連結実質赤字比率
普通会計だけでなく、国民健康保険事業などの特別会計、
下水道事業などの公営企業会計も含めた、市全体におけ
る赤字額がどれくらいの割合かを示す指標

28年度 黒字のため数値なし
17．17％ 30．00％ 普通会計だけでは見えない、市全体としての財政運営の深

刻度を示します
27年度 黒字のため数値なし

③実質公債費比率
市全体の実質的な借金返済額（公債費）が、税や交付金
などの市の収入の標準額に対しどれくらいの割合かを示
す指標

28年度 －1．4％ 1．0％
25．0％ 35．0％

この比率が高まるほど、借金の返済に一般財源が圧迫され、
財政の弾力性が低下することを意味します。平成27年度か
ら0．6％改善しています27年度 －0．8％ 1．2％

④将来負担比率
普通会計で将来負担することが見込まれる額が、税や交
付金などの市の収入の標準額に対しどれくらいの割合か
を示す指標

28年度 数値なし（※） 8．5％
350．0％

この比率が高まるほど、将来に見込まれる負担が大きいと
いうことを意味します

（※）充当可能財源等が将来負担額を上回ったため27年度 数値なし（※） 24．0％

（＊8）財政用語で標準財政規模といい、平成28年度は約237億7，431万円です
（＊9）��数値が1つでもこの基準を超えた場合、国の関与のもとで計画的に財政の健全化を図っていくことになる、イエローカードのようなものです。本市は、早期健全化基準の数

値を大きく下回っています
（＊10）レッドカードのようなもので、この基準を超えた場合、国のより強い関与のもと、財政再生を進める必要があります。本市は、財政再生基準を大きく下回っています

指　標 年　度 下水道事業
特別会計

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

経営健全化
基準（＊11） 解　説

⑤資金不足比率
赤字の公営企業会計の資金不足額が収入（料金収入や土
地売却収入）のどのくらいを占めているかを示す指標

28年度 黒字のため数値なし
20．0％

この比率が高まるほど、公営企業の収入（料金収入や土地
売却収入）で資金不足を解消するのが難しく、経営状況に
問題があることを意味します27年度 黒字のため数値なし

（＊11）この数値を超えた場合は、公営企業会計ごとに経営健全化計画を定め、経営の健全化に向けて早急に取り組まなければなりません

第四次長期総合計画・
行政改革実施プランの
平成28年度達成状況
と、平成29年度施策
評価結果を公表してい
ます

■公表場所
①オープナー（市役所附属棟）
②本多図書館駅前分館
③市ＨＰ
●第四次長期総合計画達成状況
http://www．city．kokubunji ．
tokyo．jp/shisei/shiryou/chouki/
index．html
●行政改革実施プラン・施策評価結果
http://www．city．kokubunji．tokyo．
jp/shisei/shiryou/gyouzaisei/
index．html

→政策経営課（内442）
→財政課（内552）

■経常収支比率
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