
27年度 28年度 29年度 30年度 31年度

金額
前年

度比
金額

前年

度比
金額

前年

度比
金額

前年

度比
金額

前年

度比

歳入・歳出

総額
69,401 4.6% 69,539 0.2% 67,620 △2.8% 68,828 1.8% 68,976 0.2% 

うち市税 36,433 3.3% 36,793 1.0% 37,290 1.4% 37,340 0.1% 38,059 1.9% 

　　　　　　　  平成31年度の予算案を お知らせします

　31年度予算案における一般会計と特別会計の予算総額は1,088

億5,568万3千円で、前年度予算と比較すると5億8,973万9千円

（0.5％）の増となります。

　一般会計の予算額は689億7,580万2千円で、前年度予算と比較

すると1億4,738万円（0.2％）の増です。これは、高齢者支援、障

がい者（児）支援、子ども・子育て支援などの社会保障関連経費が

増加したことなどによるものです。

　特別会計の予算額の合計は398億7,988万1千円で、前年度予算

と比較すると4億4,235万9千円（1.1％）の増です。これは、下水

道事業特別会計と介護サービス事業特別会計が減となったものの、

国民健康保険事業特別会計、介護保険事業特別会計、後期高齢者医

療特別会計が増となったことによるものです。

　今号では、こうした31年度予算案の概要と主な事業の内容をお

知らせします。

（単位：百万円）

　『平成31年度施政方針・予算概要』（1冊200円）、『平成31年度三鷹
市一般会計・特別会計予算及び同説明書』（1冊900円）は、相談・情報

課（市役所2階）☎内線2215で販売しています。また、「施政方針・予

算概要」は、市ホームページでもご覧いただけます。

会　計
31年度

予算額

30年度

予算額
増　減

一　般　会　計 68,975,802 68,828,422 147,380 0.2% 

特

別

会

計

国民健康保険事業特別会計 17,554,421 17,384,711 169,710 1.0% 

下 水 道 事 業 特 別 会 計 4,063,684 4,290,081 △226,397 △5.3% 

介護サービス事業特別会計 901,762 941,679 △39,917 △4.2% 

介護保険事業特別会計 13,093,659 12,681,860 411,799 3.2% 

後期高齢者医療特別会計 4,266,355 4,139,191 127,164 3.1% 

合　計 39,879,881 39,437,522 442,359 1.1% 

総　計 108,855,683 108,265,944 589,739 0.5% 

純　計 100,768,378 100,383,015 385,363 0.4% 

※「純計」とは会計間の重複（繰出金・繰入金）を控除した額です。
※「△」はマイナス。

（単位：千円）

一般会計  689億7,580万円
 （1人当たり368,855円）

歳入予算

※「△」はマイナス。

歳出予算

みなさんからお預か

りする税金

380億5,950万円 　55.2%
（1人当たり203,527円）

市　税

前年度決算の繰越金や財産売払収

入など

16億7,745万円 　2.4%
（1人当たり8,970円）

そのほか

使い方が定められて

いない国・都からの

交付金など

41億7,659万円 　6.1%
（1人当たり22,335円）

各種交付金

保育料やごみ処理手

数料など、みなさん

に負担していただく

収入

22億6,418万円 　3.3%
（1人当たり12,108円）

使用料・手数料、分担金・負担金

使い方が定められて

いる国からの負担

金・補助金

109億1,823万円　15.8%
（1人当たり58,386円）

国庫支出金

使い方が定められて

いる東京都からの負

担金・補助金

84億2,344万円 　12.2%
（1人当たり45,045円）

都支出金

BANK基金（貯金）の取り崩

しなど

19億871万円 　2.8%
（1人当たり10,207円）

繰入金

工事中

都市再生に係る事業

などのための借入金

15億4,770万円 　2.2%
（1人当たり8,277円）

市　債

消費者・勤労者対策、農業・商工業

振興などに

8億2,579万円 　1.2%
（1人当たり4,416円）

そのほか

市債（借入金）の返済

に

39億5,899万円 　5.7%
（1人当たり21,171円）

公債費

小・中学校教育、生

涯学習、スポーツ振

興などに

78億3,707万円 　11.4%
（1人当たり41,909円）

教育費

消防や防災対策など

に

22億1,438万円 　3.2%
（1人当たり11,842円）

消防費

道路、公園整備、緑

化対策などに

56億1,149万円 　8.1%
（1人当たり30,008円）

土木費

健康増進、ごみ処理、

公害対策などに

40億6,999万円 　5.9%
（1人当たり21,765円）

衛生費

社会保障、子育て支

援、高齢者・障がい

者福祉などに

354億9,834万円　51.5%
（1人当たり189,831円）

民生費

市役所の運営、コミ

ュニティ、文化、安

全安心対策などに

84億4,356万円 　12.2%
（1人当たり45,153円）

総務費

市議会の運営に

5億1,619万円 　0.8%
（1人当たり2,760円）

議会費

※「％」は一般会計予算に占める割合を示しています。
※1人当たりの金額は、31年度の人口見込み187,000人で割り返した金額です。

財政課☎内線2128

●市民センター内駐輪場・和洋弓場の整備 7億6,996万5千円

●市庁舎・議場棟等建替えに向けた取り組みの推進 1,895万8千円

●『学校施設長寿命化計画（仮称）』の策定と

　長寿命化改修工事の実施 4億8,949万4千円

●下水道施設の長寿命化の推進 6億3,761万円

●フードバンク事業への支援 118万5千円

●生活困窮者自立支援体制の強化（※） 1,351万9千円

●調布基地跡地福祉施設の整備などに向けた取り組み 48万5千円

●食べきり運動の推進 128万9千円

●『公園・緑地の適切な活用に向けた指針』に基づく公園整備（※） 4,670万円

情報環境の整備

●新たな技術を活用した市民サービス向上に向けた取り組み 470万8千円

●自治体クラウドの導入に向けた取り組み 1,720万5千円

「21世紀型自治体」の実現と都市自治の確立

●『第4次三鷹市基本計画』の第2次改定 959万5千円

●地域ケアネットワーク推進事業の充実と発展 1,258万2千円

●多世代交流センターを拠点とした多世代交流事業の実施（※） 216万4千円

●買物環境の整備 238万3千円

●「三鷹版 働き方改革応援プロジェクト」の推進 513万1千円

●カーディーラーネットワークプロジェクト

　（SDGsモデル事業）の推進 32万6千円

●太宰治生誕110年記念事業などの

　三鷹市ゆかりの文学者顕彰事業の推進 1,814万7千円

●「三鷹産野菜の日」の推進 161万4千円

●東京2020オリンピック・パラリンピックなどの

　気運醸成事業の積極的な推進 1,642万5千円

●防犯カメラの設置や修繕などへの支援の実施 391万5千円

●三鷹駅南口ペデストリアンデッキの改修（※） 1億9,347万9千円

●中仙川改修事業と雨水貯留施設の整備による

　都市型水害対策の推進 8億4,419万9千円

●ブロック塀の撤去など生け垣助成制度の要件緩和 591万円

●特別養護老人ホームの整備への支援 1億円

●休日診療所・休日調剤薬局などの一体的な整備 692万3千円

●胃がん検診の内視鏡検査の実施 2,815万円

（※）相談件数の増加に対応するととも

に、きめ細かな支援を行うため、家計改

善・就労準備支援に係る支援員を1人

増員します。家計簿の活用などにより、

生活困窮の原因の見える化を図るとと

もに、就労準備などの適切な生活困窮

者自立支援につなげます（写真は市役所

本庁舎2階の生活・就労支援窓口）。

（※）30年度に策定した『公園・緑地の適

切な活用に向けた指針』に基づき、誰も

が安全で安心して親しむことのできる

魅力ある公園づくりを推進します。地域

で公園が担う機能や市民ニーズへの対

応として、31年度は西部地域の深大寺公

園（写真）に防球ネットフェンスなどを

設置し、ボール遊びができる公園として

整備します。

●義務教育就学児医療費助成の拡充（31年10月から） 2,931万5千円

●私立認可保育園新規開設園の運営支援による

　待機児童解消に向けた取り組み 4億8,914万9千円

●学童保育所待機児童の解消に向けた取り組み 4,540万円

●コミュニティ・スクールを基盤とした

　小・中一貫教育の充実と発展 1,317万1千円

●「校内通級教室」における指導の充実 1,797万9千円

●スポット型空調設備機器の設置などの

　快適な学校環境の整備 1億6,006万3千円

●地域子どもクラブなどを拠点とした

　子どもの居場所づくりの推進 2,853万4千円

●市民センター周辺のバリアフリー化整備 566万9千円

●『駐輪場整備運営基本方針』に基づく駐輪場の

　開設・運営とサイクルシェア事業の本格実施 2億3,006万3千円

●三鷹駅南口駅前広場などの

　交通環境改善に向けた取り組み 297万5千円

各会計別の予算額

一般会計と市税の当初予算額の推移

平成31年度の主な事業

※『第4次三鷹市基本計画（第1次改定）』のプロジェクトに基づき分類しています。

都市再生プロジェクト

地域活性化プロジェクト

コミュニティ創生プロジェクト

安全安心プロジェクト

子ども・子育て支援プロジェクト

健康長寿社会プロジェクト

セーフティーネットプロジェクト

サステナブル都市プロジェクト

都市交通安全プロジェクト

そのほかの新規・拡充事業

（※）30年度に策定した『三鷹駅南口ペ

デストリアンデッキ長寿命化修繕計画』

に基づき、供用開始から20年以上が経

過しているデッキの計画的な改修に取

り組みます。31年度は、デッキ利用者

や周辺の交通に支障が生じないよう配

慮しながら、化粧パネルの撤去工事な

どを実施します（写真は化粧パネル撤去

工事後の整備イメージ）。

（※）東・西多世代交流センターを拠点

として、市民団体などが世代間交流や

見守りの取り組みなどを展開できるよ

う支援するため「多世代交流の日」を設

定し、多世代交流パートナーを中心に、

昔遊びや学習支援、高齢者を講師にし

た伝統芸能などの交流イベントを実施

します。
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