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★紙面上では市外局番042の表記を省略しています　★講師や出演者の方の敬称を省略しています
★「全◯回」と表記している事業は全日程参加が原則です

令和元年度の決算状況 閲覧・問い合わせ／
財政課☎481－7304

令和元年度決算状況の概要をお知らせします。詳細は市■HPでご覧になれます。 （注） 金額は表示単位未満を四捨五入しているため、
表記額と合計額が一致しない場合あり

特別会計の決算状況 基金残高と財政指標 主な基本計画事業費

市債残高の状況

市有財産の状況

一般会計市民負担の状況（市民１人当たり）

特別会計／特定の事業を行うための会計

市債とは、短期間に多額の財源を必要とする事業に充てるため、
国・都などから借り入れる資金で、毎年返済していきます。

　歳入の市税納税額と歳出の支出済額を令和２年３月31
日現在の人口23万7506人で割ると、市民１人当たりの市
税納税額は20万4651円、支出額（還元額）は39万7012円
です。
　市民１人当たりの支出額の内訳は次の通りです。

子どもから高齢者まで
の福祉などに
関する経費

市議会の運営に関する
経費

市民の健康管理、ごみ
処理などに関する経費

道路や公園の整備など
に関する経費

市内商工業の振興や観
光に関する経費

公共施設の建設など多
額の支出をするために
借り入れた資金の
返済に関す
る経費

市役所の運営、文化・
コミュニティの振興な
どに関する経費

農業の育成、市民農園
の運営などに関する経
費

市内の地域防災対策な
どに関する経費

小・中学校などの教育
関係や、スポーツなど
社会教育に関する経費

市内の勤労者互助会、
労働振興などに関する
経費

民生費 20万217円

議会費 2104円衛生費 2万1842円

土木費 4万6115円

商工費 3430円公債費 1万4354円

総務費 5万6654円

農業費 510円消防費 1万2059円

教育費 3万9492円

労働費 235円

財政調整基金／年度間の財源の不均衡を調整す
るための積立金

公債費負担比率／市税など（一般財源）の総額
に対して、借入金の返済などに充てられる市税
などの額がどのくらいかを指標化。10％以内が
良好、15％が警戒、20％が危険ラインです

経常収支比率／市町村の財政の健全性を判断す
る代表的な指標。比率が低いほど財政の弾力性
が大きいことを示します

財政力指数／交付税制度による全国一律の基準
で算出した地方公共団体の財政力を示す指数

【一般会計】

【下水道事業特別会計】

基金残高（定額運用基金除く）

財政指標

会　計　別
決　　　　算　　　　額

歳　　　入 歳　　　出
国民健康保険事業 207億 576万円 206億1168万円
用 地 11億1441万円 11億1441万円
下 水 道 事 業 32億3446万円 28億8194万円
介 護 保 険 事 業 162億8118万円 159億4706万円
後期高齢者医療 52億1128万円 52億 324万円
合 　 計 465億4708万円 457億5834万円

区分別 市債残高（構成比率（％）） 区分別 市債残高（構成比率（％））
土木債 177億2882万円（ 43.3） 減税補塡債 10億1058万円（ 2.5）
教育債 93億1857万円（ 22.8） 消防債 7億7594万円（ 1.9）
臨時財政対策債 46億5833万円（ 11.4） 減収補塡債（特例分） 1億2743万円（ 0.3）
総務債 29億7241万円（ 7.3） 枠外債 6600万円（ 0.1）
民生債 23億4843万円（ 5.7） 災害援護資金貸付金債 320万円（ 0.0）
衛生債 19億4013万円（ 4.7） 合　計 409億4982万円（100.0） 平成30年度 令和元年度

財政力指数 1.222 1.181

土地／84万9712.30㎡ 基金／230億9827万円 有価証券／　　　３億9597万円
建物／37万2137.29㎡ 車両／125台 出資による権利／８億8379万円

区　分　別 市債残高
下水道事業債 70億4269万円

平成30年度 令和元年度
経常収支比率 95.8％ 89.7％

平成30年度 令和元年度
公債費負担比率 6.0％ 5.6％

平成30年度 令和元年度

基金残高
（うち財政調
整基金残高）

168.96億円
（36.01億円）

181.66億円
（49.40億円）

内　　訳 執行済額
総務費 芸術・文化事業の実施 11億9152万円

民生費
待機児童対策の推進
地域包括支援センターの充実
介護予防・日常生活支援総合事業の展開

3億3712万円
2億8676万円
5億4150万円

衛生費 がん検診の充実
ごみの適正排出・適正処理の推進

4億1301万円
7億1737万円

商工費 商店街活性化の推進 1992万円

土木費
駅前広場の整備
鉄道敷地の整備
人と環境にやさしい道路の整備

7億5611万円
6億 158万円
2億4548万円

消防費 防災備蓄品の確保・充実 3515万円

教育費 地域人材等を活用した教育の充実
小・中学校施設の整備

3953万円
19億6473万円

令和元年度調布市各会計歳入歳出決算等審査意見（抄）
　地方自治法の規定により、審査に付された令和元年度
調布市各会計決算と証書類、そのほか政令で定める書類
と基金の運用状況を示す書類について審査した結果、決
算書類は法令に適合し、かつ正確であり、各会計および
各基金の計数は、それぞれの関係諸帳簿および証拠書類
と照合した結果、その計数が正確であり、おおむね適正
な決算であることが認められました。
　調布市監査委員　玉木國隆
　調布市監査委員　岩倉哲二
　調布市監査委員　小林市之

市税
486億595万円

歳入
977億
7089万円

（49.7％）
民生費

475億5282万円
（50.4％）

総務費
134億5573万円
（14.3％）

土木費
109億5258万円
（11.6％）

教育費
93億7949万円
（10.0％）

衛生費
51億8750万円
（5.5％）

公債費
34億902万円
（3.6％）

消防費
28億6417万円
（3.0％）

その他
14億9131万円
（1.6％）

繰越金
46億585万円
（4.7％）

地方消費税交付金
37億9806万円
（3.9％）

市債
32億7620万円
（3.4％）

繰入金
26億8152万円
（2.8％）

使用料・手数料
23億5156万円
（2.4％） その他

49億2015万円
（4.9％）

国庫支出金
146億6639万円
（15.0％）

都支出金
128億6520万円
（13.2％）

最終予算額に
対する収入率
99.2%

歳出
942億
9262万円

最終予算額に
対する執行率
95.7%

一般会計の決算状況

歳　入

歳　出

　歳入決算額は約977億7089万円で、前年度
と比較して約11億9399万円増加しました。市
税収入は、一部法人の事業年度変更に伴う納
付時期の変更などによる法人市民税の増や、
納税義務者の増による個人市民税の増などに
より、前年度と比較して約42億5379万円増加
しました。

　歳出決算額は約942億9262万円で、財政調
整基金積立金や庁舎免震改修事業費が増とな
ったほか、保育所運営経費や社会保障関係経
費が引き続き増加したことなどにより、前年
度と比較して約23億2157万円増加しました。


