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歳 入 歳 出

市税…306億2,184万円
(前年比 4億3,334万円増)
市税…306億2,184万円
(前年比 4億3,334万円増)

国庫支出金…189億7,293万円
(前年比 11億4,357万円増)
国庫支出金…189億7,293万円
(前年比 11億4,357万円増)

地方交付税…169億8,686万円
(前年比 6億4,500万円減)
地方交付税…169億8,686万円
(前年比 6億4,500万円減)

その他…12億9,057万円(前年比 11億3,055万円減)その他…12億9,057万円(前年比 11億3,055万円減)

商工費…31億4,817万円(前年比 2億7,605万円減)商工費…31億4,817万円(前年比 2億7,605万円減)
農林水産業費…26億6,436万円(前年比 4億3,730万円減)農林水産業費…26億6,436万円(前年比 4億3,730万円減)

地方消費税交付金…41億2,276万円
(前年比 4億2,713万円減)
地方消費税交付金…41億2,276万円
(前年比 4億2,713万円減)

県支出金…71億4,615万円
(前年比 1,855万円増)
県支出金…71億4,615万円
(前年比 1,855万円増)

市債…127億192万円
(前年比 8億1,482万円増)
市債…127億192万円
(前年比 8億1,482万円増)

民生費…346億7,107万円
(前年比 12億9,713万円増)
民生費…346億7,107万円
(前年比 12億9,713万円増)
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消防費…33億6,268万円(前年比 2億7,049万円増)消防費…33億6,268万円(前年比 2億7,049万円増)3.3%

34.5
%

教育費…143億8,843万円
(前年比 53億2,265万円増)
教育費…143億8,843万円
(前年比 53億2,265万円増)
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%

土木費…125億5,386万円
(前年比 9,590万円減)
土木費…125億5,386万円
(前年比 9,590万円減)

12.5
%

衛生費…107億9,515万円
(前年比 8,803万円減)
衛生費…107億9,515万円
(前年比 8,803万円減)

10.7
%

公債費…93億8,049万円
(前年比 6億4,251万円増)
公債費…93億8,049万円
(前年比 6億4,251万円増)9.3%

総務費…82億4,775万円
(前年比 33億9,148万円減)
総務費…82億4,775万円
(前年比 33億9,148万円減)8.2%

構成比

その他…36億7,016万円(前年比 3,562万円増)その他…36億7,016万円(前年比 3,562万円増)
諸収入…25億24万円(前年比 1,222万円減)諸収入…25億24万円(前年比 1,222万円減)

繰入金…34億7,211万円(前年比 1億3,043万円増)繰入金…34億7,211万円(前年比 1億3,043万円増)

繰越金…34億3,245万円(前年比 3億1,392万円増)繰越金…34億3,245万円(前年比 3億1,392万円増)

1,036億2,742万円
(前年比 18億590万円増)
1,036億2,742万円
(前年比 18億590万円増)

1,005億253万円
(前年比 21億1,347万円増)
1,005億253万円
(前年比 21億1,347万円増)

繰り越し
31億2,489万円
繰り越し

31億2,489万円

一般会計

八 戸 市 の 決 算 状 況28年度

市民1人当たり市税
13万1,385円

(前年度：12万8,544円)
※28年度末の人口で計算

歳入から歳出を引いた
約31億円は29年度に
繰り越されました。

市民1人当たり支出
43万1,212円

(前年度：41万8,944円)
※28年度末の人口で計算

地域振興基金積立金
や税総合システム開
発委託料の減などに
より、27年度に比べ
て約34億円減少

西白山台小学校建設
事業や多賀多目的運
動場整備事業の増な
どにより、27年度に
比べて約53億円増加

福祉や教育、公共事業など、市の基本的事業の収入・支出を経理する会計です。

臨時福祉給付金事業や、障がい
者の自立を支援する給付費な
どの増により、27年度に比べ
て約13億円増加
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問財政課Ｔ43-2154※市の財政に関係する内容は市ホームページ内で「八戸市の財政」を検索してください。

特別会計 歳入総額 歳出総額 差し引き
国民健康保険 287億5,383万円 286億3,572万円 1億1,811万円
介護保険 205億6,156万円 199億3,593万円 6億2,563万円
下水道 113億5,498万円 112億3,325万円 1億2,173万円
学校給食 49億8,060万円 49億   630万円 7,430万円
後期高齢者医療 22億2,481万円 21億7,355万円 5,126万円
土地区画整理 16億5,757万円 15億5,382万円 1億   375万円
魚市場 3億3,469万円 3億1,648万円 1,821万円
農業集落排水 3億2,979万円 3億2,103万円 876万円
中央卸売市場 3億2,377万円 3億1,886万円 491万円
駐車場 2億2,874万円 2億1,957万円 917万円
国民健康保険南郷診療所 1億8,164万円 1億6,386万円 1,778万円
霊園 4,567万円 4,275万円 292万円
母子父子寡婦福祉資金貸付事業 2,045万円 1,383万円 662万円

特別会計

企業会計

財政指標

一般会計とは別に、特定の事業における収入と支出を経理する会計です。
市には14の特別会計があります。

独立採算を原則とし、民間企業と同様の経理方式をとる会計です。

市営バス 市民病院
区分 収入額 支出額

収益的収支の状況 15億2,070万円 14億5,191万円
資本的収支の状況 3億2,828万円 4億2,056万円

区分 収入額 支出額
収益的収支の状況 188億1,406万円 169億7,299万円
資本的収支の状況 14億5,347万円 25億9,389万円

［用語の説明］
■収益的収支…企業の経営成績を示す収支　■資本的収支… バスの購入や医療機器の購入など資産形成に要する費用と、その財源の収支

市では毎年、決算の状況について公表し、市民の皆さんが納めた税金がどのように使われているのかお伝えしています。
これからも透明性を確保し、適正な財政運営を継続していきますので、皆さんのご理解とご協力をよろしくお願いします。

地方自治体の財政が健全に運営されているかどうかを判断する指標として、健全化
判断比率と資金不足比率があります。

 健全化判断比率　※28年度決算

財政健全化法における基準(28年度）

指標 内容 八戸市 早期健全化基準
（黄色信号）

財政再生基準
（赤信号）

実質赤字比率 一般会計を中心とした赤字の割合 赤字なし 11.25％ 20％
連結実質赤字比率 すべての会計を合算した赤字の割合 赤字なし 16.25％ 30％
実質公債費比率 収入に対する負債返済額等の割合 10.7％ 25％ 35％

将来負担比率 市税など、使いみちの特定されない歳入に
対する将来負担すべき負債の割合 126.7％ 350％ −

指標 内容 八戸市 財政健全化法における
経営健全化基準

資金不足比率 魚市場、下水道、中央卸売市場、農業
集落排水、市営バス、市民病院

資金不足
なし 20％

　公営企業は、資金不足比率が経営健全化基準の20％を超えると、経営健全化のための計画をつくり、経営の立て直しに
取り組む必要があります。市では27年度に引き続き、資金不足額がない状態です。

 公営企業の経営の健全化

［用語の説明］
■資金不足比率
　 公営企業の資金不足額を営業
収益規模と比較した割合

しまちゃん

財政は、健全に運営
されているよ!

公共用地取得事業特別会計は、歳入歳出とも0円でした。


