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《今号の主な内容》
・２７年度における固定資産税・都市計画税のあらまし ２面
・２７年度国民健康保険税の課税限度額などを改定しました ３面
・生活困窮者自立相談支援事業が始まりました ４面
・大人の風しん抗体検査・予防接種の費用を一部助成します ８面

　市議会第１回定例会において２７年度予算が原案の通り可決され、
成立しました。
　一般会計予算は、臨時福祉給付金事業や子育て世帯臨時特例給付
金事業などで減少があるものの、保育園の新規開設に伴う保育運営
費や障害福祉サービス費などの増加により、３９０億１,１００万円（前年
度比５億１,５００万円、１.３％の増）となりました。
　一般会計に特別会計（国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、
下水道事業）を合わせた総額では、６７４億９,３３９万４,０００円（前年度比
２８億９,２９０万２,０００円、４.５％の増）となりました。
　詳しくは財政課☎４７０・７７０６へ。
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障害者福祉、児童福祉、
高齢者福祉、生活保護、
健康医療などの事業の経費

障害者福祉、児童福祉、
高齢者福祉、生活保護、
健康医療などの事業の経費

土木費
40億7,728万5千円
都市計画、道路、公園などの事業の経費

教育費
34億2,142万6千円
学校教育、生涯学習、
スポーツ振興などの事業の経費

総務費
35億2,719万8千円
財産管理、人事、徴税、戸籍、選挙、
統計調査など、他に分類されない
事業の経費

衛生費
30億5,433万3千円
保健衛生、公害対策、
ごみ処理などの事業の経費

公債費
26億5,980万2千円
市の借金（市債）の返済や
一時的な借り入れをした場合の
利息支払いの経費

消防費
16億3,827万1千円
消防、救急などの事業の経費

その他
5億9,395万円
議会費、労働費、農林業費、
商工費、予備費

民生費
200億3,873万5千円
民生費
200億3,873万5千円

一般会計・歳出

※各項目に含まれる職員人件費の合計…47億1,582万円（前年比0.02％減）

27年度予算27年度予算がが
成立しまし成立しましたた

一般会計・歳一般会計・歳入入

　歳入の根幹である市税は、税率の変更によ
る都市計画税の減少などがあるものの、企業
収益の改善による法人市民税の増加や、地価
の上昇による固定資産税の増加などにより、
市税全体で前年度比　８４６万１,０００円、０.１％の
増と見込んでいます。
　また、公共施設の整備をはじめとした緊急
的・臨時的な事業などのために、家計の貯金
に当たる財政調整基金６億３,８３９万８,０００円の
取り崩しを予定しています。
　その他、市債については、後年度の負担を

軽減するため、今年度に返済する元金以上の
借り入れを行わないことから、前年度比１億
４,３１０万円、５.９％の減としています。

一般会計・歳一般会計・歳出出

　２７年度の重点施策として、「行財政改革の推
進」「生活の安全・安心の向上」「子どもが健
やかに生まれ育つことへの支援」「活力ある学
校づくり」を掲げ、防災行政無線のデジタル
化をはじめとする防災対策の強化、放課後子
供教室などの子育て支援に係る事業などにつ
いて、優先的に採択し、予算を措置しました。

※２7年度に予定している主要な事業を、東久留
米市第４次長期総合計画・前期基本計画の基
本目標ごとに記載しています。
※区分欄の「重点」は重点施策事業、「新規」は
新規事業、「拡大」は拡大事業、「継続」は継
続事業です。

１　計画を推進していくために
事　業　名区　分

長期総合計画後期基本計画策定継 続
（仮称）公共施設のあり方に関する検
討委員会設置及び基本方針策定重点新規
財政健全経営検討会議重点継続
社会保障・税番号制度導入に伴うシス
テム整備継 続
人事評価審査会設置新 規
市税等コンビニエンスストア収納代
行業務委託新 規
公金統合収納業務委託新 規

２　にぎわいと活力あふれるまち
事　業　名区　分

農業振興計画策定新　　規
東久留米ブランド認定事業新　　規
都市農業経営パワーアップ事業補助金継　　続
西部地域センター屋上改修漏水調査
委託新　　規

３　住みやすさを感じるまち
事　業　名区　分

災害対策用備蓄品等の整備重点継続
消防団詰所新築・解体工事（第六分団）重点新規
行政無線デジタル化通信設備工事重点継続
地域防災計画改定新 規
消防救急無線デジタル化新 規
東京都消防操法大会参加新 規
防火貯水槽改修工事新 規
都市公園等長寿命化計画策定 継 続
用途地域等変更計画策定（神宝町・柳
窪地区）継 続
都市計画道路東3･4･5号線整備継 続
都市計画道路東3･4･19号線整備継 続
都市計画道路東3･4･20号線整備継 続
駅昇降施設改修工事新 規
出水川開渠調査・設計委託新 規
出水川フェンス等設置工事新 規
橋梁長寿命化補修工事新 規
橋梁長寿命化修繕設計業務委託継 続
道路舗装補修等工事継 続
緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進
事業助成重点継続
木造住宅耐震診断助成重点継続
公共施設保全計画策定業務委託新 規
耐震改修促進計画改定業務委託新 規
市道整備事業（上の原地区へのアクセ
ス道路、207号線）継 続

４　健康で幸せにすごせるまち
事　業　名区　分

自立相談支援事業新 規
地域福祉コーディネーター配置事業新 規
成年後見制度推進機関委託拡 大
障害者福祉手当事業（市）拡 大
介護予防機能強化推進事業新 規
健康増進計画（わくわく健康プラン東
くるめ）改定継 続
乳がん検診委託拡 大
肝炎ウイルス検診委託拡 大
成人歯科検診委託拡 大

５　子どもの未来と文化をはぐくむまち
事　業　名区　分

子育て応援メール配信事業重点新規
認定こども園給付（施設型給付）重点新規
幼稚園給付（施設型給付）重点新規
幼稚園型一時預かり事業委託（地域子
ども・子育て支援事業）重点新規
給食等実費徴収に係る補足給付費補
助金（地域子ども・子育て支援事業）重点新規
東久留米市子ども・子育て会議の運営重点継続
中央児童館外灯増設工事新 規
さいわい保育園民間移管法人選定重点新規
小規模保育給付（地域型保育給付）重点新規
家庭的保育給付（地域型保育給付）重点新規
事業所内保育給付（地域型保育給付）重点新規
子ども・子育て支援新制度における利
用者支援事業（地域子ども・子育て支
援事業）

重点新規

保育運営費（管内）重点拡大
まえさわ保育園駐車スペース設置工事新 規
特別支援学級情報保障用パソコン等
の整備（久留米中学校）重点新規
非構造部材耐震化状況調査委託（小・
中学校）重点新規
体育館耐震補強工事（東中学校）重点新規
体育館大規模改造工事（中央中学校）重点新規
校務用パソコンの更新（小・中学校）新 規
特別支援学級教育用パソコン等の整
備（東中学校・中央中学校）新 規
給食棟耐震診断委託（第三小学校・第
六小学校）新 規
校舎棟増築基本設計委託（第五小学校）新 規
敷地整備設計委託（第五小学校）新 規
視聴覚室他改修工事（第五小学校）新 規
プール排水公共下水道接続替工事（小
山小学校）新 規
遊具改修工事（小山小学校、本村小学校）新 規
給食室便所改修工事（第一小学校・第
二小学校）新 規
空調機設置工事（南町小学校）新 規
耐震補強工事（第七小学校給食棟・本
村小学校上空通路）新 規
吊下げ式バスケットゴール改修工事
（西中学校、下里中学校）新 規
空調機設置工事（東中学校）新 規
空調機改修工事（東中学校・下里中学校）新 規
小学校給食調理業務委託（第二小学校）重点新規
特別支援教室設置検討委員会設置新 規
脊柱側わん症検査業務委託（小・中学校）新 規
いじめ問題対策連絡協議会・対策委員
会の設置重点新規
子供土曜塾重点拡大
小・中学校学力調査重点拡大
学校図書館司書配置（小・中学校）重点拡大
基礎学力定着重点地域事業新 規
小・中学校英語活動・教育事業拡 大
放課後子供教室重点新規
文化財案内・説明板設置工事新 規
青少年センター耐震補強工事新 規
子どもの体力運動能力向上事業継 続

６　地球環境にやさしいまち
事　業　名区　分

雑木林の若返り促進事業継 続
環境基本計画策定継 続
緑地保全計画策定新 規

７　その他事業（個別施策・個別評価事務事業等）
事　業　名区　分

東久留米市議会議員選挙新 規

２７年度東久留米市当初予算
増減率２６年度２７年度会　計
１.３%３８４億９,６００万円３９０億１,１００万円一般会計
１５.０%１３０億６,２２９万５千円１５０億２,２４０万７千円国民健康保険特別会計
５.１%２４億９,０６８万１千円２６億１,７８１万９千円後期高齢者医療特別会計
４.２%７３億８,０７７万６千円７６億９,０１２万１千円介護保険特別会計
△０.６%３１億７,０７４万円３１億５,２０４万７千円下水道事業特別会計
４.５%６４６億４９万２千円６７４億９,３３９万４千円合　計

※△印はマイナスを表します。

基本目標ごとの新規事業、投資的事業など
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市民税、固定資産税、
都市計画税、市たばこ税、
軽自動車税

市民税、固定資産税、
都市計画税、市たばこ税、
軽自動車税

都支出金
58億7,720万1千円
特定の事業に対し、都から
交付される負担金・補助金など

国庫支出金
67億9,191万6千円
特定の事業に対し、国から交付
される負担金・補助金など

地方交付税
27億600万円
地方団体間の財源の
格差を調整するために
国から配分されるお金

地方消費税交付金
21億4,400万円
国勢調査による市の人口と事業所
統計による市内の従業員数に応じ
て都から交付されるお金

市債
22億9,540万円
学校や道路の整備の
ために借り入れるお金

繰入金
7億4,636万7千円
事業のために基金から
取り崩すお金

その他
20億6,996万6千円
地方譲与税、利子割交付金、
地方特例交付金、
使用料および手数料など

一般会計・歳入


