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予算現額 965 億 6,018 万円
収入済額 945 億 6,116 万円歳入 予算現額 965 億 6,018 万円

支出済額 766 億 9,804 万円
執行率
79.4％

民生費
高齢者や障害者、子どもの福祉など

 456 億 1,905 万円

 394 億 5,061 万円（86.5％）

歳出収入率
97.9％

市　税
市民税や固定資産税など

394 億 6,539 万円

396 億 6,740 万円（100.5％）

総務費  147 億 9,403 万円

 114 億 5,954 万円（77.5％）

市役所の運営や交通安全対策など

都支出金
東京都からの補助金など

99 億 8,913 万円

98 億 8,377 万円（98.9％）

小・中学校や図書館の運営など

教育費  120 億 8,421 万円

 90 億 6,843 万円（75.0％）

国庫支出金
国からの補助金など
 261 億 4,570 万円

 248 億 6,277 万円（95.1％）

衛生費
ごみの収集や保健推進など

 116 億 6,462 万円

 64 億 3,805 万円（55.2％）
市　債

市が建設事業などを行うための借入金
 41 億 7,760 万円

 37 億 4,360 万円（89.6％）

土木費
道路や公園の整備など

52 億 5,950 万円

38 億 2,450 万円（72.7％）

諸収入
貸付金等の返還金など
7億 1,180 万円

6億 2,251 万円（87.5％）

その他

農業、商工業、消防費など

43 億 2,719 万円

36 億 4,606 万円（84.3％）
その他

繰入金、使用料、手数料など

 93 億 5,664 万円

 90 億 3,201 万円（96.5％）

公債費
借入金の返済
 28 億 1,158 万円

 28 億 1,085 万円（100.0％）
各種交付金

国、都から交付されるもの
 67 億 1,392 万円

 67 億 4,910 万円（100.5％）

予算現額 965 億 6,018 万円
収入済額 945 億 6,116 万円歳入 予算現額 965 億 6,018 万円

支出済額 766 億 9,804 万円
執行率
79.4％

民生費
高齢者や障害者、子どもの福祉など

 456 億 1,905 万円

 394 億 5,061 万円（86.5％）

歳出収入率
97.9％

市　税
市民税や固定資産税など

394 億 6,539 万円

396 億 6,740 万円（100.5％）

総務費  147 億 9,403 万円

 114 億 5,954 万円（77.5％）

市役所の運営や交通安全対策など

都支出金
東京都からの補助金など

99 億 8,913 万円

98 億 8,377 万円（98.9％）

小・中学校や図書館の運営など

教育費  120 億 8,421 万円

 90 億 6,843 万円（75.0％）

国庫支出金
国からの補助金など
 261 億 4,570 万円

 248 億 6,277 万円（95.1％）

衛生費
ごみの収集や保健推進など

 116 億 6,462 万円

 64 億 3,805 万円（55.2％）
市　債

市が建設事業などを行うための借入金
 41 億 7,760 万円

 37 億 4,360 万円（89.6％）

土木費
道路や公園の整備など

52 億 5,950 万円

38 億 2,450 万円（72.7％）

諸収入
貸付金等の返還金など
7億 1,180 万円

6億 2,251 万円（87.5％）

その他

農業、商工業、消防費など

43 億 2,719 万円

36 億 4,606 万円（84.3％）
その他

繰入金、使用料、手数料など

 93 億 5,664 万円

 90 億 3,201 万円（96.5％）

公債費
借入金の返済
 28 億 1,158 万円

 28 億 1,085 万円（100.0％）
各種交付金

国、都から交付されるもの
 67 億 1,392 万円

 67 億 4,910 万円（100.5％）

財政状況を公表
〔令和4年3月31日現在〕

　市税のうち固定資産税、都市計画税は新築家屋の増加などにより増額、個人
市民税は1人当たりの納税額の減少により、法人市民税は企業収益の悪化により、
それぞれ減額しましたが、市税全体としては前年度と比べ増額となっています。
また、国庫支出金は特別定額給付金給付事業費が、繰入金は財政調整基金と公
共施設整備基金からの繰入が、それぞれなくなったことにより減額しています。

　総務費は特別定額給付金、市民生活支援給付金の事業が、商工費
は中小事業者緊急家賃支援金の事業が、それぞれ終了したことなど
により減額となりました。衛生費は新型コロナウイルスワクチン接
種事業を本格的に開始したことなどにより増額となりました。

一般会計予算の執行状況 予算の執行状況は令和４年３月31日現在のものです。出納整理期間（４月１日〜５月31日）
に収入・支出するものがあるため、令和３年度の決算額は出納整理期間後に確定します。

市有財産の
現在高

＜速報値版＞

物　品
自動車など

出資による権利
多摩都市モノレールなど14件

債　権
社会福祉法人への貸付金など

基　金
財政調整基金など

土　地
公園や施設の敷地

物　権
地上権・地役権

建　物
学校や図書館など

514件12億7,798万円19億122万円308億2,263万円

１人当たりの
市税負担額

214,186円

１世帯当たりの
市税負担額

417,200円

１人当たりの
還元額

414,134円

市民負担の概況
令和４年3月31日現在

令和４年４月１日現在
人口※……185,201人
世帯※……  95,080世帯
※外国人住民を含む

　皆さんのご家庭の ｢家計簿｣ にあたる、市の財政状況を公表します。令和３年
度は、｢市民生活の維持と安全対策｣ ｢ICT活用の推進｣ ｢シティプロモーションによ
る魅力あるまちづくり｣ ｢持続可能な行財政運営｣ という４つの視点を重視し、第
４次長期総合計画の５つの政策（｢子ども・学び・文化｣ ｢環境・安全｣ ｢都市基
盤・産業｣ ｢福祉・保健｣ ｢行政経営・コミュニティ｣）における重点取組施策を中
心に取り組みました。	 問財政課・内線2675

令和3年度

公表資料の閲覧は財政課へ
　市は、地方自治法と市の条例に基づ
き、年２回、「広報たちかわ」で財政
状況を公表しています。この公表に関
するお問い合わせは、財政課（市役所
２階47番窓口）内線2675へ

一般会計 254億1,361万円

下水道事業会計 142億4,695万円

市債等残高の状況
合計396億6,056万円

特別会計の執行状況
会計 予算現額 収入済額 収入率 支出済額 執行率

競 輪 事 業 229億1,412万円 221億6,258万円 96.7％ 207億1,306万円 90.4％

国民健康保険事業 172億9,745万円 164億2,877万円 95.0％ 170億5,239万円 98.6％

駐 車 場 事 業 8,102万円 6,652万円 82.1％ 5,050万円 62.3％

介 護 保 険 事 業 145億8,998万円 131億 972万円 89.9％ 129億5,274万円 88.8％

後期高齢者医療事業 43億5,771万円 35億3,811万円 81.2％ 43億1,468万円 99.0％

合計 592億4,028万円 553億 570万円 93.4％ 550億8,337万円 93.0％

公営企業会計の執行状況
下水道事業会計 予算現額 執行済額 執行率

収益的収支
収入 52億1,695万円 35億7,204万円 68.5％

支出 47億7,439万円 23億7,221万円 49.7％

資本的収支
収入 45億6,238万円 35億 972万円 76.9％

支出 56億3,273万円 46億8,816万円 83.2％

令和3年度の決算額は、決算整理後に確定します。
下水道事業の業務状況（下半期）は、市ホームページで公表しています。

119万5,724㎡962㎡47万9,755㎡

受け付け） 問問い合わせ Faxファクス e Eメール HPホームページ マスクの着用や検温など、 感染症の予防にご協力をお願いします。


