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手話通訳 要約筆記 予約保育あり／月初は5月1日㈷から申し込み開始／FAXでの問い合わせは、広報課FAX2994-0706へ（市外局番は04）

1,094億8千万円
（前年度当初予算比9.2％増）

  平成のその先へ
「みせます！所沢の未

あ

来
す

のかたち」予算

今年度の予算は、名付けて「平成の
その先へ『みせます！所沢の未

あ

来
す

のかた
ち』予算」です。財政状況は、依然厳し
いまま。しかし、持続可能な市政運営を
目指し、C

ク ー ル

OOL J
ジ ャ パ ン

APAN F
フ ォ レ ス ト

OREST構想関
連事業や所沢駅周辺のまちづくり事業な
ど、「平成のその先」への投資で、地域
経済の活性化を図ります。

過去最大の予算規模となった今年度
予算。一般会計の予算総額は、1,094億
8千万円（前年度当初予算比＋約92億3
千万円／＋9.2％）。特別会計・企業会
計を加えた合計は、1,941億2,251万円
（同＋72億4,616万円／＋3.9％）とな
りました。

予算書は、市役所3階財政課、同1階
市政情報センター、まちづくりセンター、
図書館、市HP（ 今年度予算）でご覧に
なれます。

歳入 歳出

会計名 当初予算額 前年度比 伸び率
交通災害共済 3,730 万円 △ 10万円 △ 0.3%
狭山ケ丘

土地区画整理 2 億 4,800 万円 △ 1億 5,100 万円 △ 37.8%

所沢駅西口
土地区画整理 14 億 6,900 万円 △ 5億 5,700 万円 △ 27.5%

国民健康保険 314億 2,500万円 △ 9億 7,500 万円 △ 3.0%
介護保険 239億 1,700万円 12億 6,600 万円 5.6%
後期高齢 47 億 4,200 万円 1億 7,900 万円 3.9%
合計 618億 3,830万円 △ 2億 3,810 万円 △ 0.4%

特別会計予算

歳出（性質別）一覧

公営企業会計予算

会計名 当初予算額 前年度比 伸び率
水道 103 億 2,669 万円 △ 2,671 万円 △ 0.3%
下水道 101 億 6,894 万円 △ 16億 1,866万円 △ 13.7%
病院 23 億　858万円 △ 1億　　37万円 △ 4.2%
合計 228 億 　421万円 △ 17億 4,574万円 △ 7.1%

区分 当初予算額 構成比

扶助費 援助を必要とする児童、高齢者、障害
者、生活保護世帯への給付など 276億 4,674 万円 25.3％ 

物件費 物品購入費、光熱水費、委託料など 181億 1,602 万円 16.5％ 
人件費 報酬、給料、手当など 173億 9,350 万円 15.9％ 
普通建設
事業費 公共施設の整備 171億 7,645 万円 15.7％ 

補助費等 補助金、負担金、報償費など 143億　789万円 13.1％ 
繰出金 他会計への支出 66億 4,339 万円 6.1％ 
公債費 市債の償還 63億 3,351 万円 5.8％ 
維持補修費 公共施設の補修、修繕 15億 8,723 万円 1.4％ 
その他 災害復旧費、積立金、予備費など 2億 7,527 万円 0.2％ 

合計 1,094 億 8,000 万円 100.0％ 

問財政課☎2998-9030

総額
1,094 億8千万円

県支出金
（県からの資金）

地方消費税交付金

繰入金(基金からの繰り入れ)

49 億4,210 万円

14億7,252 万円

使用料及び手数料

112 億5,230万円

58 億5,300 万円

国庫支出金（国からの資金）

市債（市の借金）

14億3,199 万円

56 億1,136 万円

分担金及び負担金

その他

市税
47.8%

522 億8,974 万円

197 億7,097 万円

68 億5,602 万円

18.1%

10.3%

6.3%

5.3%

4.5%

1.3% 1.3%

5.1%

総額
1,094 億8千万円

63億3,351 万円

133 億6,632 万円

96 億4,792 万円

483 億9,190 万円

147 億5,318 万円

113 億4,375 万円

民生費
44.2%

衛生費
13.5%

総務費
12.2%

土木費
10.4%

教育費
8.8%

公債費（市の借金返済）
5.8%

40 億1,472 万円

消防費
3.7%

16 億2,870 万円

その他
1.4%

歳出を性質別に
見てみると…

◎予算は千円単位で作成していますが、ここでは、
1万円未満を端数処理し、万円単位で表示してい
ます。

　今年度の予算は、「マチごとエコ
タウン所沢構想※」の精神を引き継
ぎながら、市民の新たな幸せのため
に「未来を創る投資」を本格化させ
た予算だよ。
　東部クリーンセンターや市民文化
センターミューズなど、老朽化して
いる施設の改修はもちろん、所沢駅

西口地区のまちづくり事業、COOL  
JAPAN FOREST 構想関連事業な
ども本格的に動き出しているよ。平
成の歩みを止めることなく、その先
を見据えながら、所沢の未来を創っ
ていくよ！

今年のポイント

平成31年度

※マチ全体で環境に配慮した行動を実践する
ための構想

（令和元年度）


