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平 成 30 年 度 予 算
〜みんなで創る

笑顔あふれる

住みよいまち〜

一 般 会 計 955億9,000万円（前年度比8.6％減）
特 別 会 計 519億6,723万円（前年度比7.1％減）
公営企業会計 637億 176万６千円（前年度比12.3％増）

（競走事業）

歳入予算構成

市債 1.2％
地方消費税交付金
4.8％

歳出予算構成

その他の依存財源
1.4％

その他 5.3％

公債費 4.3％
衛生費 6.4％

国庫・都支出金
28.9％

依存財源
36.3％

土木費
6.5％

市税
51.1％

自主財源
63.7％

総務費
10.0％

歳出総額
955億9,000千万円
教育費
12.8％

その他自主財源
2.9％

民生費
54.7％

使用料及び手数料 4.4％

繰入金 2.4％

諸収入 2.9％

◆市債とは

◆基金とは

◦財 政負担が一時的に集中することを防ぎ、均等にするために市
が国などから借り入れているお金です。
（計画的に借入を行い世代間の費用負担の公平化を図っています）
平成30年度末市債の残高見込みは約426億円になります。
市民一人当たり約16万５千円
（＊一般会計と用地会計を合わせた金額）

◦主に景気の変動や災害に備えて、計画的に市が積み立てている
お金です。
（一時的に多額の経費を必要になる公共施設の整備など）
現在の基金の数は20基金あり、平成30年度末基金の残高見込
みは約628億円になります。
市民一人当たり約24万３千円。

主な施策（特徴・取組）
◦地域の「安全」と市民の「健康」
◦まちへの「愛着」と「おもてなし」

◦市民との「対話」と「協働」
◦子育て支援と教育環境の充実

新規事業36事業、レベルアップ40事業（平成30年度実施事業）

平成30年度予算が成立致しました。市政会は、市民の皆様と共に市政運営を推進してまいります。
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平成30年度の主な施策
第１の柱

人と人とが支え合い
幸せを感じるまち（健康・福祉）

基本施策

1．健康づくりの推進
2．子育て支援
3．高齢者サービスの充実
4．障害者サービスの充実
5．社会保障制度の充実
6．生活の安定の確保
7．地域福祉活動の支援

２４億２,６００万８千円
２２６億１,８０７万円
１８３億３,６１６万９千円
８６億７,４９２万２千円
２８５億 ３６４万６千円
１０９億４,２７３万７千円
４億４,０１３万８千円

★妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない支援を実施します。
（子育て世代包括支援センター事業の開始）
★心身の障害により支援が必要な子どもの受け入れ体制を充実します。
（私立幼稚園に対し、
１人当たり月額４万円を上限とした補助金の交付）
★待機児童の解消に向けた施設整備の補助を実施します。
（私立認可保育所 ３施設
認証保育所 ２施設 開設予定）
★市営住宅の老朽化等に対して改修工事を
実施します。
（市営第三本町、市営第九新町、
市営第十五四谷住宅、市営第十九分梅町）

第２の柱

安全で快適に暮らせる
持続可能なまち（生活・環境）

基本施策

1．自然・生態系の保護と回復
2．緑の整備
3．生活環境の保全
4．循環型社会の形成
5．交通安全・地域安全の推進
6．災害対応能力の向上

４,０００万２千円
１１億 ２８８万８千円
５億 ４７４万７千円
３５億７,３１５万５千円
７億２,１５８万１千円
３０億８,６０１万２千円

★特殊詐欺被害が増加傾向のため対策を強化します。
（高齢者世帯の希望世帯に対し、自動通話録音機の貸与）
★公園設備の改修工事及び拡張整備工事を実施します。
（押立公園・府中公園・小柳公園のトイレ改修や四谷さくら公園の
拡張整備など）
★ごみの適正処理及び更なるごみの減量・リサイクルの推進に
取り組みます。
（スマートフォンを利用
したごみ・資源物分別
アプリの導入や食品ロ
スの取組みの実施）
★地域の防災力のさらな
る向上を目指します。
（自主防災連絡会の活動
内容を周知させるため
に情報紙を全戸配布）
押立公園トイレ

第３の柱
基本施策

人とコミュニティをはぐくむ
文化のまち（文化・学習）

1．人権と平和の尊重
2．男女共同参画の拡大
3．国際化と都市間交流の推進
4．生涯にわたる学習活動の推進
5．文化・芸術活動の支援
6．スポーツ活動の支援
7．学校教育の充実
8．青少年の健全育成
9．市民との協働体制の構築

２,９９３万１千円
８,７４１万８千円
３,６４８万７千円
１３億７,１８２万円
２２億１,５２０万２千円
１５億２,３３４万１千円
６９億４,００７万８千円
９億２,９０５万２千円
１２億５,３８３万３千円

★郷土の森博物館、プラネタリウムの改修工事に取り組みます。
（魅力ある博物館事業の展開に向けてリニューアルオープン）
★ＩＣＴを活用した教育環境の充実を図ります。
（小・中学校３校をモデル事業とし、大型ディスプレイや児童、
生徒用のタブレット端末導入）
★老朽化等が進む各スポーツ施設の計画的な改修工事等を実施します。
（ 紅 葉 丘 第 二 庭 球 場、
市民庭球場、押立体育
館、四谷体育館等）
★学校施設の更なる活用
に向けモデル事業に取
り組みます。
（第10中学校のプール
を活用した学校解放の
モデル事業の実施）

第４の柱

人を魅了するにぎわいと
活力のあるまち（都市基盤・産業）

基本施策

1．計画的なまちづくりの推進
2．まちの拠点整備
3．公共交通の利便性の向上
4．社会基盤の保全・整備
5．商工業の振興
6．都市農業の育成

５億２,２０１万６千円
４億４,３９７万８千円
１億６,９２３万９千円
５３億３,０２０万９千円
４億４,３８３万１千円
１億６,３０９万４千円

★コミュニティバスの利便性を向上します。
（交通系ＩＣカードの導入など）
★商工業の活性化に取り組みます。
（中小企業の経営の安定化や地域経済の
活性化）
★市民が農業と触れあう機会を拡充します。
（西府町農業公園（仮称）の整備に向けて、
実施設計の開始）
★観光振興を促進します。
（ラグビーワールドカッ
プ2019、 東 京2020
オリンピック・パラリ
ンピックの開催を見据
え外国人観光客に対す
るプロモーション等の
実施）

第10中学校プール

ちゅうバス

ラグビーワールドカップイベント

総合計画の実現に向けて・施策体系外
・市民の参画意欲を高める市政運営
１億７,９９８万５千円 ・府中駅周辺の更なる利便性の向上や活性化に取り組みます。
・経営的な視点に立った市政運営
４７億１,３９３万５千円 （府中駅北口周辺、中央図書館にFree Wi-Fiを整備）
・継続的かつ安定的な市政運営
１９億４,８４０万７千円 ・開かれた議会の実現に向けて取り組みます。
（タブレット端末やスマートフォン等でも視聴できるように改善）

・健全財政による持続可能な市政運営 １７４億８,８３９万２千円
・施策体系外
７億９,６９０万７千円
（予算・決算特別委員会及び議会運営委員会の全文記録作成）

