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④ 歳出決算性質別表及び財源内
訳表

　【行項目】市税等
　【列項目】衛生費　(　　)内 　　　308,335

  【行項目】市税等
　【列項目】商工費　　　 　　　　　145,106

  【行項目】市税等
　【列項目】公債費　(　　)内 　 　 314,465

　【行項目】その他
　【列項目】商工費　　　　　　　　　 1,593

　【行項目】市税等
　【列項目】衛生費　(　　)内 　　　307,598

　【行項目】市税等
　【列項目】商工費　　　 　　　　　142,985

  【行項目】市税等
　【列項目】公債費　(　　)内　　 　 314,365

　【行項目】その他
　【列項目】商工費　　　　　　　　　 3,714

13
④ 歳出決算性質別表及び財源内
訳表

　【行項目】5 補助費等
　【列項目】市税等　(　　)内　 　　124,757

　【行項目】9 公債費
　【列項目】市税等　(　　)内　 　　314,465

  【行項目】歳出合計
　【列項目】市税等　(　　)内 　　1,505,885

  【行項目】市税等
　【列項目】歳出合計　 　　　　 39,040,753

  【行項目】市税等
　【列項目】歳出合計　(　　)内　 1,505,885

  【行項目】その他
　【列項目】歳出合計　 　　　　　　840,868

　【行項目】5 補助費等
　【列項目】市税等　(　　)内　 　　124,020

　【行項目】9 公債費
　【列項目】市税等　(　　)内　 　　314,365

  【行項目】歳出合計
　【列項目】市税等　(　　)内 　　1,505,048

  【行項目】市税等
　【列項目】歳出合計　 　　　　 39,038,632

  【行項目】市税等
　【列項目】歳出合計　(　　)内　 1,505,048

  【行項目】その他
　【列項目】歳出合計　 　　　　　　842,989

　【行項目】一部事務組合負担金
　【列項目】事業費　 　　　　　　　　124,211

　【行項目】一部事務組合負担金
　【列項目】税等　　　　　　　 　　　124,211

  【行項目】一部事務組合負担金
　【列項目】うち都市計画税充当額　 　124,211

  【行項目】都市計画事業基金積立金
　【列項目】事業費　　 　　　　　　　709,567

  【行項目】都市計画事業基金積立金
　【列項目】その他特財　　　　　　　　　 369

  【行項目】都市計画事業基金積立金
　【列項目】税等　　　　　　　　　　 709,198

　【行項目】一部事務組合負担金
　【列項目】事業費　 　　　　　　　　123,474

　【行項目】一部事務組合負担金
　【列項目】税等　　　　　　　 　　　123,474

  【行項目】一部事務組合負担金
　【列項目】うち都市計画税充当額　 　123,474

  【行項目】都市計画事業基金積立金
　【列項目】事業費　　 　　　　　　　771,892

  【行項目】都市計画事業基金積立金
　【列項目】その他特財　　　　　　　　　 370

  【行項目】都市計画事業基金積立金
　【列項目】税等　　　　　　　　　　 771,522

　【行項目】合計
　【列項目】事業費 　　　　　　　　4,590,840

　【行項目】合計
　【列項目】その他特財　　　　　　　 552,518

　【行項目】合計
　【列項目】税等　　　　　　　　　 2,238,135

　【行項目】合計
　【列項目】うち都市計画税充当額 　1,505,785

　【行項目】合計
　【列項目】事業費 　　　　　　　　4,652,428

　【行項目】合計
　【列項目】その他特財　　　　　　　 552,519

　【行項目】合計
　【列項目】税等　　　　　　　　　 2,299,722

　【行項目】合計
　【列項目】うち都市計画税充当額 　1,505,048

19

⑦ 都市計画税充当事業一覧

 　表外

　 都市計画税充当率　②の金額

1,505,785　千円 1,505,048　千円

19

⑦ 都市計画税充当事業一覧

 　表外

　 都市計画税充当余剰額

821,407　千円 822,144　千円
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⑦ 都市計画税充当事業一覧

　 表内

(1)   一般・精密健康診査

361 3

2

2～14回目 15,396 14,867

431回目 1,465 1,407

所 見 内 容 (延べ件数）　(件）精密健康診査

受診票発行数
(件）そ の 他

区　分
受診者数

(人）
異常なし

(人）

(1)   一般・精密健康診査

361 0

0

2～14回目 15,396 14,867

431回目 1,465 1,407

所 見 内 容 (延べ件数）　(件）精密健康診査

受診票発行数
(件）そ の 他

区　分
受診者数

(人）
異常なし

(人）

14 使用料及び賃借料14 使用料及び賃借

料

1
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(1)   一般・精密健康診査

361 3

2

2～14回目 15,396 14,867

431回目 1,465 1,407

所 見 内 容 (延べ件数）　(件）精密健康診査

受診票発行数
(件）そ の 他

区　分
受診者数

(人）
異常なし

(人）

(1)   一般・精密健康診査

361 0

0

2～14回目 15,396 14,867

431回目 1,465 1,407

所 見 内 容 (延べ件数）　(件）精密健康診査

受診票発行数
(件）そ の 他

区　分
受診者数

(人）
異常なし

(人）

14 使用料及び賃借料14 使用料及び賃借

料

25

⑪ 都支出金の内訳

 　土木費都補助金

 　雨水流出抑制助成事業

雨水流出抑制助成事業（2.75/10） 雨水流出抑制助成事業（4.5/10）

67

022504
地域センター維持管理

２ 執行状況及び成果

　 設備新設工事等　表内

設計または工事費(円) 工事費(円)

101

020502
委託統計

２ 執行状況及び成果

　

(1) 平成30年度住宅・土地統計調査 (1) 平成30年住宅・土地統計調査

141

030704
保育園・幼稚園巡回相談

２ 執行状況及び成果

　 表内

　【行項目】相談延べ件数(件)
　【列項目】私立保育園 　　　　　　　　331

　【行項目】相談延べ件数(件)
　【列項目】合計 　　　　　　　　　　　581

　【行項目】相談延べ件数(件)
　【列項目】私立保育園 　　　　　　　　335

　【行項目】相談延べ件数(件)
　【列項目】合計 　　　　　　　　　　　585

181

040535
妊産婦健康診査等

２ 執行状況及び成果

　 表内

196

040901
公害対策

節別内訳

203

040703
塵芥処理

２ 執行状況及び成果

　

～(略)～不燃ごみは埋立て処分をした。
～(略)～不燃ごみは埋立て処分せずに、民間施設で資源
化を図った。

340

101501
中央図書館運営管理

財源内訳

            財産売払収入
　　　　　　　　　　　　   123,170

            一般財源
　　　　　　　　　　    98,221,806

            財産売払収入
　　　　　　　　　　　　   120,120

            一般財源
　　　　　　　　　　    98,224,856

342

101504
古文書の収集・整理・保存

財源内訳

            財産売払収入
　　　　　　　　　　　　   32,870

            一般財源
　　　　　　　　　　    3,625,603

            財産売払収入
　　　　　　　　　　　　   35,920

            一般財源
　　　　　　　　　　    3,622,553

345

101506
障害者福祉推進

２ 執行状況及び成果

　 音訳者講習

（延べ68人参加） （延べ69人参加）

(1)   一般・精密健康診査

361 3

2

2～14回目 15,396 14,867

431回目 1,465 1,407

所 見 内 容 (延べ件数）　(件）精密健康診査

受診票発行数
(件）そ の 他

区　分
受診者数

(人）
異常なし

(人）

(1)   一般・精密健康診査

361 0

0

2～14回目 15,396 14,867

431回目 1,465 1,407

所 見 内 容 (延べ件数）　(件）精密健康診査

受診票発行数
(件）そ の 他

区　分
受診者数

(人）
異常なし

(人）

14 使用料及び賃借料14 使用料及び賃借

料

2
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030312
義務教育就学児医療費助成

２ 執行状況及び成果

　 表内

307

100519
中学校移動教室運営

２　執行状況及び成果

　　表内

　参加生徒　：　1,198人

移動教室実績

【行項目】小平第四中学校
【列項目】生徒　　　　　　 　　　    　  　165

【行項目】小平第四中学校
【列項目】公費負担金（施設使用料分）  1,541,600

【行項目】小平第五中学校
【列項目】生徒　　　　　　 　 　   　   　　151

【行項目】小平第五中学校
【列項目】公費負担金（施設使用料分）  1,419,400

　参加生徒　：　1,186人

移動教室実績

【行項目】小平第四中学校
【列項目】生徒　　　 　 　　　  　　   　　153

【行項目】小平第四中学校
【列項目】公費負担金（施設使用料分） 1,428,800

【行項目】小平第五中学校
【列項目】生徒　　　  　　　　　    　 　　152

【行項目】小平第五中学校
【列項目】公費負担金（施設使用料分） 1,428,800

【行項目】花小金井南中学校
【列項目】生徒　　　　　　　　　  　 　   　167

【行項目】花小金井南中学校
【列項目】公費負担金（施設使用料分）  1,560,400

【行項目】合計
【列項目】生徒　　　　　　　 　   　    　1,198

【行項目】合計
【列項目】公費負担金（施設使用料分）  11,218,900

【行項目】花小金井南中学校
【列項目】生徒　　　　　　　　    　   　　166

【行項目】花小金井南中学校
【列項目】公費負担金（施設使用料分）  1,551,000

【行項目】合計
【列項目】生徒　　　　　　　    　    　　1,186
 
【行項目】合計
【列項目】公費負担金（施設使用料分）  11,106,100

平成３０年度　小平市一般会計決算附属書類正誤表　

誤 正

【行項目】件数(件)
【列項目】現金給付、一般分　　453

【行項目】件数(件)
【列項目】現金給付、一般分　　454

293

100510
小学校移動教室運営

２　執行状況及び成果

    表内

移動教室実績

参加児童　：　1,535人

移動教室実績

参加児童　：　1,536人

学校名 児　童 宿泊使用料

小平第一小 学校 63 541,800

小平第二小 学校 （略） 713,800

小平第三小 学校 （略） 903,000

小平第四小 学校 （略） 627,800

小平第五小 学校 98 842,800

小平第六小 学校 90 769,700

小平第七小 学校 （略） 1,057,800

小平第八小 学校 （略） 705,200

小平第九小 学校 （略） 808,400

小平第十小 学校 （略） 1,126,600

小平第十一小学校 （略） 851,400

小平第十二小学校 （略） 602,000

小平第十三小学校 （略） 498,800

小平第十四小学校 （略） 507,400

小平第十五小学校 （略） 739,600

花小金井小 学校 （略） 507,400

鈴 木 小 学 校 （略） 301,000

学 園 東 小 学 校 （略） 498,800

上 宿 小 学 校 （略） 593,400

合 計 1,536 13,196,700

学校名 児　童 宿泊使用料

小平第一小 学校 64 559,000

小平第二小 学校 （略） 722,400

小平第三小 学校 （略） 920,200

小平第四小 学校 （略） 645,000

小平第五小 学校 95 868,600

小平第六小 学校 91 782,600

小平第七小 学校 （略） 1,066,400

小平第八小 学校 （略） 722,400

小平第九小 学校 （略） 817,000

小平第十小 学校 （略） 1,152,400

小平第十一小学校 （略） 868,600

小平第十二小学校 （略） 610,600

小平第十三小学校 （略） 516,000

小平第十四小学校 （略） 524,600

小平第十五小学校 （略） 748,200

花小金井小 学校 （略） 516,000

鈴 木 小 学 校 （略） 326,800

学 園 東 小 学 校 （略） 516,000

上 宿 小 学 校 （略） 602,000

合 計 1,535 13,484,800
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231

070532
観光まちづくり推進

２ 執行状況及び成果

　

平成３０年度　小平市一般会計決算附属書類正誤表　

誤 正

(2)市内にある歩行者用観光案内標識盤面更新を行っ
た。　更新数：3基

(2)市内にある歩行者用観光案内標識盤面更新を行っ
た。　更新数：2基


