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28年度予算28年度予算がが成立しました成立しました
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、新築家屋の
単価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１億２,８１６万円、０.８％の増
と見込んでいます。

一般会計・歳一般会計・歳出出

　２８年度の重点施策として、「行財政改革の推
進」「生活の快適性を支えるまちづくり」「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、私立保育園施設整備費
補助金をはじめとする待機児童の解消や保育サ
ービスの充実に係る事業、校舎棟大規模改造工
事などの教育環境の整備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。

５　子どもの未来と文化をはぐくむまち
事　業　名区　分

私立保育園法人選定（１園）重点新規
私立保育園施設整備費補助（新築２
園、増築１園）重点新規

保育士等キャリアアップ補助新 規
保育力強化事業補助新 規
保育サービス推進事業補助新 規
認可外保育施設保護者助成新 規
さいわい保育園引継業務新 規
保育園門扉電気錠設置工事新 規
保育園ホール空調機更新工事新 規
新児童館整備事業重点新規
児童の居場所づくり事業重点新規
中央児童館空調機改修工事実施設計新 規
特別支援教室整備工事（第一小学校、
第三小学校、第五小学校、第九小学
校、小山小学校、南町小学校）

重点新規

校舎棟増築実施設計及び敷地整備
工事（第五小学校）重点新規

校舎棟大規模改造工事（神宝小学校）重点新規
給食棟耐震補強実施設計（第六小学校）新 規
水飲栓直結給水化工事（第九小学校）新 規
受水槽改修工事（第七小学校）新 規
音楽室改修工事（第五小学校）新 規
体育館床改修工事（第五小学校）新 規
空調機設置工事（第二小学校）新 規
プール排水公共下水道接続替工事
（本村小学校、久留米中学校）新 規

校舎棟屋上防水改修実施設計（東中学校）新 規
空調機改修工事（東中学校、南中学校）新 規
通学路防犯カメラ設置事業重点新規
学校再編成事業新 規
小学校給食に係る栄養士の配置新 規
中学校給食予約システム再構築新 規
国語力ステップアップ学習事業重点新規
生涯学習センター舞台機構設備更新工事新 規
生涯学習センター舞台ホール及び
エントランス空調機改修工事新 規

生涯学習センター消防設備等改修工事新 規
スポーツセンター第一体育室床改修工事新 規
中央図書館建物分析調査新 規
中央図書館エレベーター改修工事新 規

６　地球環境にやさしいまち
事　業　名区　分

都市計画図書等作成事業新 規
騒音・振動・大気・自動車交通量調査新 規
緑の基本計画中間見直し事業新 規
地球温暖化対策実行計画（事務事業
編）改定事業新 規

一般廃棄物処理基本計画改定事業新 規
家庭ごみの有料化新 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

参議院議員選挙新 規

一般会計予算の修正内容
修正後修正前事業名

０円２,４００万円
ごみ対策課庁舎建
替に伴う基本・実
施設計委託

２,４０９万６千円９万６千円財政調整基金積立金
２８年度東久留米市当初予算

増減率２７年度２８年度会　計
４.０%３９０億１,１００万円４０５億６,６００万円一般会計
１.１%１５０億２,２４０万７千円１５１億８,５１６万円国民健康保険特別会計
３.９%２６億１,７８１万９千円２７億２,０６４万３千円後期高齢者医療特別会計
７.１%７６億９,０１２万１千円８２億３,９７４万８千円介護保険特別会計
△７.３%３１億５,２０４万７千円２９億２,３２４万６千円下水道事業特別会計
３.２%６７４億９,３３９万４千円６９６億３,４７９万７千円合　計

　市議会第１回定例会において２８年度予算が審議されました。一般
会計予算は修正可決となり、特別会計予算は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、私立保育園の整備に係る補助金や
障害福祉サービス費などの増加により、４０５億６,６００万円（前年度比
１５億５,５００万円、４.０％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、６９６億３,４７９万７千円（前年度比
２１億４,１４０万３千円、３.２％の増）となりました。
　詳しくは財政課☎４７０・７７０６へ。

※２８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・後期基本計画の基本目標ご
とに示します。
１　計画を推進していくために

事　業　名区　分
公共施設等総合管理計画策定重点新規
ＣＭＳ操作・アクセシビリティ研修新 規
自主研修助成事業重点新規
財務会計システム再構築（新公会計制度対応）重点新規
男女共同参画計画策定新 規
個人番号カード交付関連事務新 規
施設整備プログラム策定重点新規

２　にぎわいと活力あふれるまち
事　業　名区　分

東久留米市直売所農さんぽマップ改訂版作成新 規
都市農業活性化支援事業（補助金）新 規
都市農地保全プロジェクト（補助金）新 規
市民農園整備工事新 規
地域産業推進協議会イベント事業新 規
人づくり・人材確保支援事業新 規
西部地域センター屋上改修工事新 規
西部地域センター給水ポンプ交換工事新 規

３　住みやすさを感じるまち
事　業　名区　分

空き家等対策事業新 規
竹林公園整備事業重点新規
市道２０３号線整備事業重点新規
都市計画道路東３・４・２１号線整備手法調査重点新規
東久留米市交通安全計画策定新 規
道路舗装ＦＷＤ調査新 規
橋梁定期点検業務新 規
街灯ＬＥＤ化事業新 規
自転車等放置防止対策審議会設置新 規
自転車等駐車場整備計画策定重点新規
出水川開渠改修工事新 規
中溝川廃止調査・設計新 規

４　健康で幸せにすごせるまち
事　業　名区　分

シルバーピア整備事業（都営南町一丁目アパート）新 規
中等度難聴児発達支援事業新 規
障害者差別解消法周知事業新 規
障害・難病等啓発事業（補助金）新 規
元気高齢者地域活躍推進事業新 規
東くるめ健康マイレージ新 規

《今号の主な内容》
・２８年度における固定資産税・都市計画税のあらまし ２面
・公共施設のあり方に関する基本方針・施設保全計画を策定しました ３面
・２８年度国民健康保険税（国保税）の税率などを改定しました ４面
・大人の風しん抗体検査・予防接種費用の一部を助成します ８面

歳　出
405億
6,600万円

53.7%
（8.8%増）
53.7%

（8.8%増）9.1%
（9.1%減）
9.1%

（9.1%減）
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（2.8%減）
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（5.2%増）
7.9%

（5.2%増）

6.2%
（6.3%減）
6.2%

（6.3%減）

3.9%
（3.7%減）
3.9%

（3.7%減）

1.8%
（24.6%増）
1.8%

（24.6%増）

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
37億681万円
都市計画、道路、公園などの事業の経費

教育費
36億795万8千円
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
34億2,701万3千円
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
32億1,381万5千円
保健衛生、公害対策、
ごみ処理などの事業の経費

公債費
24億9,340万5千円
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
15億7,698万7千円
消防、救急などの事業の経費

その他
7億3,983万5千円
議会費、労働費、農林業費、
商工費、予備費
議会費、労働費、農林業費、
商工費、予備費
議会費、労働費、農林業費、
商工費、予備費

民生費
218億17万7千円
民生費
218億17万7千円

一般会計・歳出

※各項目に含まれる職員人件費の合計…47億8,945万3千円（前年度比1.6％増）

17.9%
（6.9%増）
17.9%

（6.9%増）

歳　入
405億
6,600万円

市税
165億831万円
市税
165億831万円

40.7%
（0.8%増）
40.7%

（0.8%増）15.5%
（6.7%増）
15.5%

（6.7%増）

6.9%
（4.0%増）
6.9%

（4.0%増）

5.1%
（9.3%減）
5.1%

（9.3%減）

2.6%
（41.9%増）
2.6%

（41.9%増）

5.7%
（8.0%増）
5.7%

（8.0%増）

5.6%
（9.1％減）
5.6%

（9.1％減）

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
62億6,813万8千円
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
72億6,183万2千円
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
28億1,300万円
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
23億1,600万円
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
20億8,100万円
学校や道路の整備の
ために借り入れるお金

繰入金
10億5,941万円
事業のために基金から
取り崩すお金

その他
22億5,831万円
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

基本目標ごとの新規事業、投資的事業など


