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◆一般会計の歳入歳出決算の状況

平成２０年度　

平成２１年度上半期の予算執行状況

土　木　費
７２億７，３５６万円
［１２．３％］

民　生　費
２３１億９，７７６万円
［３９．２％］

道路や公園などの住環境道路や公園などの住環境をを
整備するため整備するためにに
【【主要事業主要事業】】
(仮称)芝久保町三丁目公園整(仮称)芝久保町三丁目公園整備備
事業、北宮ノ脇公園事業、北宮ノ脇公園整整備事業備事業なな

どど

（（住民１人当たり住民１人当たり　３７，４８０円３７，４８０円））

子どもやお年寄り、体の不子どもやお年寄り、体の不自自
由な方などの福祉のため由な方などの福祉のためにに
【【主要事業主要事業】】
保育園の建替え、福祉会館保育園の建替え、福祉会館・・
児童館の建替児童館の建替ええなな

どど

（住民１人当たり １１９，５３（住民１人当たり　１１９，５３５５円）円）

教　育　費
６９億１，４７５万円
［１１．７％］

歳　出

５９１億７，２７９万円

（住民１人当たり３０４，９１１円）

総　務　費
７２億６，８８８万円
［１２．３％］

学校、公民館、体育施設な学校、公民館、体育施設などど
の整備や教育の振興のための整備や教育の振興のためにに
【【主要事業主要事業】】
保谷駅前公民館・図書館整保谷駅前公民館・図書館整備備
事業、小学校校舎増築事事業、小学校校舎増築事業業なな

どど

（（住民１住民１人人当当たりたり　３５，６３１円３５，６３１円））

行政の運営や市税の賦課・行政の運営や市税の賦課・徴徴
収、市報発行などのため収、市報発行などのためにに
【【主要事業主要事業】】
保谷庁舎敷地整備事業、ひ保谷庁舎敷地整備事業、ひばば
りヶ丘駅前出張所整備事りヶ丘駅前出張所整備事業業なな

どど

（（住民１住民１人人当当たりたり　３７，４５６円３７，４５６円））

そ　の　他
４６億３，１３７万円
［７．８％］

衛　生　費
４７億２，２５１万円
［８．０％］

公　債　費
５１億６，３９６万円
［８．７％］

議会費、商工費、消防議会費、商工費、消防費費なな
どど

【【主要事業主要事業】】
耐震性貯水槽の設耐震性貯水槽の設置置なな

どど

（（住民１住民１人人当当たりたり　２３，８６５円２３，８６５円））

ごみ収集、リサイクルやごみ収集、リサイクルや市市
民の健康のため民の健康のためにに
【【主要事業主要事業】】
エコプラザ西東京整備事業、エコプラザ西東京整備事業、妊妊
婦健康診査、予防接種の実婦健康診査、予防接種の実施施なな

どど

（（住民１住民１人人当当たりたり　２４，３３５円２４，３３５円））

市債返済のため市債返済のためにに

（（住民１住民１人人当当たりたり　２６，６０９円２６，６０９円））

 億億億億億億億億億億億 （平成２１年９月３０日現在）

備考現在高区分
７２５,６１５㎡土 地
３２４,８２３㎡建 物

団体への出資金な
ど８億４,５６２万円出資による

権 利な
ど　

購入価格５０万円以上
の備品７９７点物 品

生活つなぎ資金貸付金１０４万円債 権
財政調整基金など１７基金１０４億円基 金

◆財産の状況

収入支出差引額支出済額収入済額会計名
４２億０,３６２万円５９１億７,２７９万円６３３億７,６４１万円一 般 会 計
４億５,８５１万円１７４億１,２１２万円１７８億７,０６４万円国 民 健 康 保 険特

別

会

計

１６２万円８４億４,８４１万円８４億５,００２万円下 水 道 事 業
５億２,６０９万円５億２,６０９万円受 託 水 道 事 業

６,５７９万円１億０,０５４万円１億６,６３３万円中 小 企 業 従 業 員
退職金等共済事業

３,２６６万円１２億８,８１７万円１３億２,０８３万円老人保健（医療）
９５２万円１億７,２８９万円１億８,２４０万円駐 車 場 事 業

１億５,３３８万円９４億１,４４２万円９５億６,７８０万円介 護 保 険

３億５,７３０万円２３億６,６７９万円２７億２,４１０万円保谷駅南口地区第一種
市街地再開発事業

７,４０４万円２７億０,１０８万円２７億７,５１２万円後 期 高 齢 者 医 療
５３億５,６４４万円１,０１６億０,３３０万円１,０６９億５,９７４万円合 計

　平成２０年度の一般会計と各特別会計をあわせた全会計の決算額
は、歳入が前年度比１．４％減の１，０６９億５，９７４万円、歳出が４．４％減の
１，０１６億３３０万円、歳入歳出差引額は５３億５，６４４万円となり、例年に比
べて歳入歳出差引額が大きく増加しています。これは、国の経済対
策に伴う定額給付金などの事業について、年度内に事業が終了しな
かったことによるものです。

◆各会計の決算状況

　平成２１年度一般会計当初予算は６０５億８，８００万円、
各特別会計当初予算合計は４０９億５，６０３万円で、合わ
せて１，０１５億４，４０３万円でしたが、６月と９月に補正
をした結果、９月３０日の時点で一般会計は６３１億
６，３１７万円、各特別会計合計は４１１億７，５２５万円で、合
わせて１，０４３億３，８４２万円となりました。
　一般会計と各特別会計の執行状況および市の財
産、市債などは各表のとおりです。

◆一般会計の予算執行状況

予算現額　631億 6,317 万円
住民 1人当たり　324,424 円

収入済額　263億 8,615 万円
収入率　　41.8％

支出済額　252億 2,619 万円
執行率　　39.9％

※「住民１人当たり」とは平成２１年９月３０日現在の西東京
市の人口（１９４，６９３人）により計算しています。

住民１人当たりの市債現在高　　３３２,２００円

保谷駅南口地区第一種
市街地再開発事業特別会計　４億７,８７０万円

駐車場事業特別会計 ３億１,３６５万円

下水道事業特別会計 １５４億８,２２６万円

一般会計 ４８４億２３３万円

◆市債現在高
（平成２１年９月３０日現在）６４６億７，６９３万円

◆特別会計の予算執行状況
歳出歳入

予算現額補正予算額当初予算額特別会計名
執行率支出済額収入率収入済額
４０.５％７４億４,４３５万円４１.９％７７億０,６６８万円１８３億９,０９４万円４億７,８４６万円１７９億１,２４８万円国民健康保険
２６.９％１８億０,７８１万円３２.２％２１億６,３８１万円６７億１,１３３万円１６２万円６７億０,９７１万円下 水 道 事 業

１７.２％３,４７２万円８９.４％１億８,０４８万円２億０,１８３万円６,５７９万円１億３,６０４万円中小企業従業員
退職金等共済事業

２.６％２２２万円６６.５％５,６２７万円８,４５７万円３,２８２万円５,１７５万円老人保健（医療）
４０.０％６,９５９万円４５.１％７,８４１万円１億７,３９３万円２５２万円１億７,１４１万円駐 車 場 事 業
３８.５％３９億９,６９７万円４０.７％４２億２,５８８万円１０３億７,０５０万円１億６,７４１万円１０２億０,３０９万円介 護 保 険

６.４％１億３,１８６万円１.０％２,１４２万円２０億５,８８２万円△６億１,２１６万円２６億７,０９８万円保谷駅南口地区第一種
市街地再開発事業

３１.４％１０億０,０９０万円４８.５％１５億４,５２２万円３１億８,３３５万円８,２７７万円３１億０,０５８万円後期高齢者医療
３５.２％１４４億８,８４３万円３８.８％１５９億７,８１７万円４１１億７,５２５万円２億１,９２２万円４０９億５,６０３万円合 計

（平成２１年９月３０日現在）

　市の財政がどうなっているのか、皆さんに納めていただいた市税等がどのように使
※各表の数値は、表示単位未満を四捨五入しているため、内訳と合計などが一致しな

平成２０年度決算の状況と、平成２１年度上半期の予算執行状況をお知らせします平成２０年度決算の状況と、平成２１年度上 。

※［　］内は、構成比を示しています。
※「住民１人当たり」とは平成２１年３月３１日現在の西東京市
の人口（１９４，０６６人）により計算しています。

各種交付金
５７億６，４６２万円
［９．１％］

国・都支出金
１４３億７１７万円
［２２．６％］

市　税
３０８億３，３１２万円
［４８．７％］

使い方が定められていな使い方が定められていないい
国・東京都からの交付国・東京都からの交付金金なな

どど

（住民１（住民１人人当当たり ２９，７０４円たり　２９，７０４円））

使い方が定められている国使い方が定められている国・・
東京都からの補助金や負東京都からの補助金や負担担
金金なな

どど

（住民１（住民１人人当当たり ７３，７２たり　７３，７２３３円）円）

市民税など、皆さんに納市民税など、皆さんに納めめ
ていただいた税ていただいた税金金

（住民１人当たり １（住民１人当たり　１５５８，８，８８０８８０円）円）

繰 入 金
３２億４，５８８万円
［５．１％］

歳　入

６３３億７，６４１万円

（住民１人当たり３２６，５７１円）

市　債
４７億２，３６０万円
［７．５％］

基金(市の貯金)から繰り入基金(市の貯金)から繰り入れれ
た金た金額額なな

どど

（住民１（住民１人人当当たり １６，７２６円たり　１６，７２６円））

公園、都市計画街路の整公園、都市計画街路の整備備
や公共施設の建設事業なや公共施設の建設事業などど
のための借入のための借入金金

（住民１（住民１人人当当たり ２４，３４０円たり　２４，３４０円））

そ の 他
３０億２４０万円
［４．７％］

使用料・手数料・
分担金・負担金
１４億９，９６２万円
［２．４％］

前年度から当該年度に持前年度から当該年度に持ちち
越された繰越金、財産売越された繰越金、財産売払払
収入や寄附収入や寄附金金なな

どど

（住民１（住民１人人当当たり １５，４７１円たり　１５，４７１円））

保育料やごみ収集手数料保育料やごみ収集手数料なな
ど、皆さんに負担していど、皆さんに負担していたた
だいた料金などの収だいた料金などの収入入

（住民１（住民１人人当当たり ７，７２７円たり　７，７２７円））
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　平成２０年度の基金は、２８億８，５８７万円を積み立てたものの、２５億７，０６４万円
を取り崩したことにより、平成２０年度末現在高は１１０億４，２７５万円（前年度比
３億１，５２３万円増）となりました。
　その要因としては、保谷駅南口市街地開発事業基金（前年度比２億５，９１６万
円増）といった、使い道が決まっている特定目的基金への積立額が増加した
ことなどによるもので、年度間の財源の不均衡を調整する財政調整基金は減
少傾向にあります。　

度　決算状況

（平成２１年５月３１日現在）

平成２０年度末現在高
（A）＋（B）－（C）

平成２０年度末
償還額元金(C)

平成２０年度末
借入額(B)

平成１９年度末
現在高(A)

５０３億６,０１７万円４３億３,６６７万円４７億２,３６０万円４９９億７,３２４万円一 般 会 計

１６４億９,６２７万円６０億９,８７２万円４３億６,３７０万円１８２億３,１２９万円下 水 道 事 業
特 別 会 計

３億３,６４１万円４,４０９万円０３億８,０５０万円駐 車 場 事 業
特 別 会 計

４億７,８７０万円１億８,６８０万円８,０００万円５億８,５５０万円

保谷駅南口地区
第一種市街地
再 開 発 事 業
特 別 会 計

６７６億７,１５５万円１０６億６,６２８万円９１億６,７３０万円６９１億７,０５３万円合 計

　市債の平成２０年度末残高は、一般会計では前年度末から３億８，６９３万円増となった
ものの、特別会計では前年度末から１８億８，５９１万円減となったことで、市全体では前年
度末から１４億９，８９８万円減の６７６億７，１５５万円となりました。これは、特に下水道事業
特別会計において、借入額に比べ償還額元金が大きく上回ったためです。
　下水道事業特別会計においては、今後も償還が進むため市債残高は減少していきま
すが、一般会計においては、新市建設計画が終了する平成２２年度までは、市債残高は
増加していく見込みです。
　なお、元利償還金等の負担が市の財政規模に対して適正かどうかを把握するための
指標である公債費比率は６．８％、実質公債費比率は３．７％となっており、いずれも適正
な水準を保っています。

　経常収支比率は、財政構造の弾力性を示す指標です。この比率が低いほ
ど、市が自由に使うことができる財源が多く、新たな市民ニーズに対応する
余力があるといえます。
　平成２０年度の比率は９２．０％となり、都内２６市平均が前年度から０．４ポイン
ト悪化するなかで０．１ポイント改善したことで、都内２６市平均との差は縮小
しました。
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※都内26市平均は東京都市町村普通会計決算の概要（東京都総務局）による加重平均値を用いています。
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◆市債状況
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使われたのかをご理解いただくために、毎年６月と１２月に財政状況を公表しています。
ない場合があります。        

平成２０年度決算の状況と、平成２１年度上半期の予算執行状況をお知らせします上半期の予算執行状況をお知らせします。。
◆財政課　田 （札４６０－９８０２）

 　国民健康保険事業の現況　 
１　決算の状況
　平成２０年度国民健康保険特別会計の決算額は、歳入が１７８億７，０６４万円、歳出
が１７４億１，２１２万円となりました。
　現在、国民健康保険特別会計は、すでに赤字財政となっています。２０年度も
財源不足を補てんするため、一般会計から１４億５，９０２万円の支援を受けてお
り、かなり厳しい財政運営を強いられている状況となっています。

２　歳入
　歳入は、前期高齢者交付金（４０億８，１４９万円…２２．８％）、国民健康保険料（４０億
１，６３６万円…２２．５％）、国庫支出金（３３億７，２５０万円…１８．９％）、一般会計繰入金
（２０億２，９２１万円…１１．４％）、共同事業交付金（１９億３，７１０万円…１０．８％）が主な
財源で、全体の８６．４％を占めています。なお、繰入金の中には、赤字補てんとし
ての財政支援分が含まれています。

３　一般会計繰入金の状況
　一般会計繰入金には、国が認めている「法定繰入金」と「その他繰入金」があ
ります。「法定繰入金」は、法で定められた保険料軽減に伴う不足財源の補てん
分、出産育児一時金および運営に必要な事務的経費に充てるものです。平成２０
年度は５億７，０２０万円です。
　一方、「その他繰入金」は、医療費の伸びや保険料収納率の低下により生じた

不足財源を補てんするために充てるものです。２０年度は、市内１世帯当た
り、１万７，０００円の負担となっています。

４　歳出
　歳出は、保険給付費（１１１億６，５８９万円…６４．１％）、後期高齢者支援金等（２１億
８，０７０万円…１２．５％）、共同事業拠出金（１９億７，７６９万円…１１．４％）で、全体の
８８．０％を占めています。
　医療費総額は、一般被保険者、退職被保険者を合わせ、１３７億８，６２４万円で、う
ち保険者負担分は、１００億６，２２１万円となっています。

５　加入者の医療費状況
　一般被保険者の加入者数は５万２，２２１人、医療費総額は１２５億１，３６０万円、１
人当たり医療費は年間２４万円、退職被保険者の加入者数は２，７２９人、医療費総
額は１２億７，２６４万円、１人当たり医療費は年間４６万６，０００円となっています。

　当市の国民健康保険事業は、医療費などの歳出の増に対応する財源の確保
が難しくなっており、引き続き厳しい財政状況になっています。
　加入者自身が健康管理に努めていただくとともに、厳しい財政状況の折、保
険料の納付について、ご協力をお願いします。
◆健康年金課 　田 （札４６０－９８２１）


