
令和４年２月 八代市 財務部 財政課

令和４年度 当初予算
令和３年度 １月専決・３月補正予算

（国の第１次補正予算分）

１５か月予算のポイント
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くまモン合唱隊（くまモンポート八代）



予算編成にあたって
八代市長 中村 博生
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令和４年に入り、オミクロン株による感染が急速に拡大する中、市民の皆様におかれましては、新型コロ
ナウイルスの感染予防に対し、ご理解とご協力をいただいておりますことに、心より感謝を申し上げます。

これまで、「坂本町の復旧・復興」と「新型コロナウイルスの感染症対策」を最優先に、全力で取組みを
進めてきたところでありますが、令和４年度も、思いやりと感謝の気持ちを大切にしながら、時期を逸する
ことなく、必要な対策を講じてまいります。

令和４年度の当初予算においては、私が３期目に掲げた「未来への新たな挑戦」をテーマとして、「魅力
ある選ばれる八代」の実現を目指し、新たな５つのビジョンに沿って、今の時代に必要な施策を盛り込むと
ともに、市民サービスの向上や働きやすい環境づくりにつながるデジタル化「スマートシティやつしろ」の
推進を強く意識しながら予算編成を行いました。

以降、そのポイントを紹介いたしますが、市民の皆様の命と健康を守り、安心して暮らしていただくこと
を第一に、市民・事業者の皆様が抱える喫緊の課題にしっかりと対応した予算案となっております。

これからも、多くの皆様に、「住んでいてよかった」と思っていただけるような八代市を築いていくため、
心を一つにして、「オールやつしろ」で全力を尽くしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

八代港より八代海を臨む
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一般会計予算の規模

令和３年度３月補正予算 【国の補正分の詳細は、次頁に記載】

39億4,400万円 （うち国の１次補正により 5億2,000万円を繰越設定）

令和４年度当初予算

613億4,600万円 （前年度当初予算比 8.6％の減）

当初予算では、合併後 ３番目の規模

＜国の１次補正（繰越分）を含む１５か月予算ベースの合計＞

638億3,600万円 （前年度比 7.0％の減）

※上記以外に、７月豪雨の災害復旧経費（24億9,400万円）を、令和３年度から令和４年度へ繰越予定。

令和３年度１月専決＜1/26＞補正予算 【※住民税非課税世帯等への臨時特別給付金】

19億7,000万円 （国の１次補正により全額、繰越設定）

＋

＋

＝

※以降の頁において、金額は百万円単位の表記としています。



令和３年度 ３月補正予算のポイント

一般会計の補正規模は、 39億4,400万円 （一般財源： 7億2,300万円）
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※（頁）は、別冊「令和３年度３月補正予算の概要」の頁番号です。

新型コロナ感染症対策関連事業 2億　300万円
(6頁) 保育士等処遇改善臨時特例事業補助金 2,900万円

放課後児童クラブ分・保育所分

(7頁) 初期救急医療推進事業 1,500万円
八代市夜間急患センター運営委託の増

(10頁) 熊本県時短要請協力金負担金 1億4,700万円
第４波分・第５波分

(10頁) 商工観光施設補償経費 1,000万円
桜十字ホールやつしろ分・
日奈久温泉施設「ばんぺい湯」分

(13頁) 学校給食食材補償経費 200万円
学校給食食材廃棄補償経費

国の１次補正予算関連事業 6億1,700万円
(8頁) 農業委員会事務事業 100万円

タブレット端末購入経費

(8頁) 担い手確保・経営強化支援事業 7,300万円
融資主体型補助事業補助金

(8頁) 県営土地改良事業負担金 7,800万円
湛水防除、農地海岸保全、経営体育成基盤整備

(9頁) 地籍調査事業 1億8,300万円
測量設計業務委託、調査推進委員謝礼など

(11頁) 橋梁長寿命化修繕事業 1億　100万円
橋梁調査業務委託、橋梁維持補修工事

(11頁) 県河川海岸事業負担金事業 500万円
県事業負担金（明治新田海岸、野崎海岸）

(11頁) 西片西宮線道路整備事業 9,800万円
埋蔵文化財調査業務委託、道路改築工事

(11頁) 南部幹線道路整備事業 1,300万円
県事業負担金（道路改良工事）

(11頁) 公園施設長寿命化対策支援事業 2,000万円
公園施設（遊具）改築工事

(13頁) 小学校非構造部材耐震化事業 4,500万円
宮地小学校（外壁・軒先）改修工事

令和２年７月豪雨災害関連事業 1億1,700万円
(4頁) 復興推進事業 4,500万円

坂本町宅地嵩上げ調査測量・実施設計等委託、
家屋等補償

(12頁) 災害公営住宅整備事業（豪雨災害） 3,300万円
災害公営住宅建設工事（合志野）

(13頁) 道路橋梁施設災害復旧事業（豪雨災害） 3,900万円
市道2路線の国直轄復旧事業負担金



令和３年度 ３月補正予算のポイント

※（頁）は、別冊「令和３年度３月補正予算の概要」の頁番号です。
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企業会計補正 3億7,800万円
簡易水道事業

(16頁) 災害復旧事業 600万円
坂本・板持・中津道地区の災害復旧工事

下水道事業

国の１次補正予算関連事業 3億7,200万円
(16頁) 建設改良事業 3億7,200万円

管渠施設整備費、ポンプ場施設整備費、
水処理センター施設整備費

一般会計のつづき

通常補正対応分 30億　700万円
●国・県補助活用分 3億　200万円
(5頁) 生活交通確保維持事業 2億2,800万円

地方バス路線維持費補助金・
八代市乗合タクシー運行事業補助金

(5頁) 番号制度導入事業 400万円
マイナンバーカード所有者の手続き短縮化等に係る
システム改修経費

(6頁) 障害福祉サービス給付事業 7,000万円
給付費の不足分を補てん

●市単独分 27億　500万円
(4頁) 職員給与経費 1億1,900万円

退職手当の不足分を補てん

(4頁)
(14頁)

ふるさと納税関係経費 7億5,000万円
ふるさと納税事業（特産品代など）・
ふるさと八代元気づくり応援基金への積立

(5頁) 国県支出金等返還金事業 2億1,800万円
過年度における国県支出金等の超過交付分の返還金

(7頁) こども医療費助成事業 5,000万円
医療費助成の不足分を補てん

(14頁) 財政調整基金事業                                              14億9,700万円
土地開発基金条例廃止による財政調整基金への積立

等

★繰越明許費の設定

地籍調査事業など（25事業）【総額】10億300万円

特別会計補正 2億4,500万円
国民健康保険特別会計

(15頁) 償還金事業 1,200万円
超過交付となった県支出金等の返還

介護保険特別会計

(15頁) 介護サービス給付経費 2億2,000万円
居宅介護サービス給付費・高額介護サービス給付の
不足分を補てん

農業集落排水処理施設事業特別会計

(15頁) 長期債償還利子事業 2万円
償還金利子の不足分を補てん

ケーブルテレビ事業特別会計

(15頁) ケーブルテレビ維持管理事業等 1,300万円
収支不足の一部補てん・償還金利子の不足分を補てん



令和４年度

八代市 当初予算

※一般会計は、 約613億円です。
（対前年度 約58億円の減 「▲8.6％」）

6

※この表は「当初予算」を比較したものであり、補正予算を加えた決算時の予算額とは異なります。

•① 一般会計は、福祉・教育・道路整備などを進める基本的な行政サービスを行うための会計です。

•② 特別会計は、特定の目的のための会計で、国民健康保険や介護保険など、９つの特別会計があります。

•③ 企業会計は、自治体が運営する企業の会計です。

割合 割合

一般会計 613億4,600万円 59.2% 671億　600万円 62.1% △57億6,000万円 △ 8.6%

特別会計 347億4,700万円 33.5% 338億3,700万円 31.3% ＋9億1,000万円 ＋ 2.7%

国民健康保険  171億7,200万円 16.6% 169億2,800万円 15.7% ＋2億4,400万円 ＋ 1.4%

後期高齢者医療 21億5,300万円 2.1% 19億7,900万円 1.8% ＋1億7,400万円 ＋ 8.8%

介護保険 151億6,100万円 14.6% 146億8,100万円 13.6% ＋4億8,000万円 ＋ 3.3%

農業集落排水処理施設 9,100万円 0.1% 9,400万円 0.1% △　300万円 △ 3.1%

公共浄化槽等整備推進事業 5,100万円 0.0% 5,100万円 0.0% － △ 0.3%

ケーブルテレビ事業 4,800万円 0.0% 2,500万円 0.0% ＋2,300万円 ＋ 92.3%

診療所 7,000万円 0.1% 7,800万円 0.1% △　800万円 △ 9.8%

久連子財産区 28万円 0.0% 28万円 0.0% － △ 0.4%

椎原財産区 23万円 0.0% 23万円 0.0% － △ 0.4%

企業会計 75億6,400万円 7.3% 71億7,500万円 6.6% ＋3億8,900万円 ＋ 5.4%

水道事業 8億1,500万円 0.8% 8億4,700万円 0.8% △3,200万円 △ 3.8%

簡易水道事業 3億4,100万円 0.3% 4億　400万円 0.4% △6,300万円 △ 15.5%

下水道事業 64億　800万円 6.2% 59億2,400万円 5.5% ＋4億8,400万円 ＋ 8.2%

1,036億5,700万円 100.0% 1,081億1,800万円 100.0% △44億6,100万円 △ 4.1%

※ 各区分の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

合　　計

会計名称 令和４年度 令和３年度 対前年度増減 対前年度比



令和４年度

八代市 当初予算
一般会計の当初予算規模は、

合併後、過去３番目の規模となります。
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令和４年度

八代市 当初予算
一般会計

歳入・歳出の状況
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令和４年度

八代市 当初予算
一般会計

歳入予算の構成
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令和４年度 割　合 対前年度増減 対前年度比 増減のポイント

自主財源 210億8,000万円 34.4% ＋3億9,600万円 ＋ 1.9%

市税 152億9,700万円 24.9% ＋1億5,200万円 ＋ 1.0% 「法人市民税」の増（＋1億4,200万円）など

繰入金 13億2,300万円 2.2% ＋2億　800万円 ＋ 18.7%
「ふるさと八代元気づくり応援基金繰入金」の増（＋3億6,300円）、
「庁舎建設基金繰入金」の減（△1億円）など

分担金・負担金 3億6,700万円 0.6% △4,300万円 △ 10.6% 「い草移植機等導入支援負担金」の減（△2,800万円）など

諸収入 9億　200万円 1.5% △1億3,100万円 △ 12.8% 「仮設商店街施設整備支援事業助成金」の減（△1億5,400万円）など

その他 31億9,100万円 5.2% ＋2億1,000万円 ＋ 7.1% 「ふるさと元気づくり応援寄附金」の増（＋2億円）など

依存財源 402億6,600万円 65.6% △61億5,600万円 △ 13.3%

地方交付税 158億9,400万円 25.9% ＋5億7,400万円 ＋ 3.7%
「普通交付税」の増（＋1億8,400万円）、
「特別交付税」の増（＋3億9,000万円）など

市債 44億2,000万円 7.2% △80億7,400万円 △ 64.6%
「新庁舎関連」の減（△約73億円）、「7月豪雨関連」の増（＋約4億円）、
「臨時財政対策債」の減（△13億3,000万円）など

国庫支出金 107億 200万円 17.4% ＋15億　600万円 ＋ 16.4%
「公共土木施設災害復旧費負担金」の増（＋8億6,600万円）、
「新型コロナワクチン接種対策国庫支出金」の増（＋1億9,100万円）など

県支出金 53億3,900万円 8.7% △5億　600万円 △ 8.7%
「農林水産業施設災害復旧費補助金」の減（△1億2,900万円）、
「い草移植機等導入関連補助金」の減（△4億3,500万円）など

その他 39億1,100万円 6.4% ＋3億4,400万円 ＋ 9.6% 「地方消費税交付金」の増（＋2憶2,200万円）など

613億4,600万円 100.0% △57億6,000万円 △ 8.6%

※ 各区分の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

歳入の種類

合　　計



令和４年度

八代市 当初予算

一般会計

歳出予算の構成（目的別）
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令和４年度 割　合 対前年度増減 対前年度比 増減のポイント

議会費 3億5,400万円 0.6% △2,300万円 △ 6.1% －

総務費 72億6,400万円 11.8% △72億3,200万円 △ 49.9%
「新庁舎関連事業」の減（△約77億円）、
「復興推進事業」の増（＋2億2,600万円）など

民生費 244億8,000万円 39.9% ＋5億1,700万円 ＋ 2.2%
「後期高齢者医療広域連合負担金事業」の増（＋1億4,300万円）、
「八代市出産祝い金給付事業」の創設（＋4,600万円）など

衛生費 39億4,600万円 6.4% ＋2億0,000万円 ＋ 5.3%
「新型コロナワクチン接種事業」の増（＋1億9,200万円）、
「こども医療費助成事業」の増（＋6,000万円）など

農林水産業費 25億9,200万円 4.2% △7億6,500万円 △ 22.8%
「い草移植機等の導入支援補助関連事業」の減（△5億5,800万円）、
「道整備交付金事業」の増（＋8,500万円）など

商工費 22億　800万円 3.6% ＋7,300万円 ＋ 3.4% 「サテライトオフィス施設整備関連事業」の増（＋9,200万円）など

土木費 47億9,200万円 7.8% △1億5,800万円 △ 3.2%
「公営住宅ストック総合改善事業」の減（△1億5,600万円）、
「西片西宮線道路整備事業」の増（＋3,200万円）など

消防費 25億2,500万円 4.1% ＋2億2,400万円 ＋ 9.7%
「広域行政事務組合負担金事業」の増（＋2億1,000万円）、
「避難所等設備整備事業（学校体育館空調等）」の新設（＋3,300万円）など

教育費 43億5,500万円 7.1% ＋2億　600万円 ＋ 4.9%
「小・中学校施設トイレ改修事業」の増（＋2億4,300万円）、
「民俗伝統芸能伝承館整備事業」の減（△1億3,800万円）など

災害復旧費 16億9,500万円 2.8% ＋10億3,700万円 ＋ 157.5%
「公共土木施設災害復旧費」の増（＋12億2,800万円）、
「農林水産業施設災害復旧費」の減（△1億8,300万円）など

公債費 65億8,100万円 10.7% ＋9,100万円 ＋ 1.4% －

その他 5億5,400万円 0.9% ＋7,000万円 ＋ 14.5% －

613億4,600万円 100.0% △57億6,000万円 △ 8.6%

※ 各区分の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

歳出（目的）

合　　計



令和４年度

八代市 当初予算

一般会計

歳出予算の構成（性質別）

11

令和４年度 割　合 対前年度増減 対前年度比 増減のポイント

義務的経費 318億2,600万円 51.9% ＋5億2,000万円 ＋ 1.7%

人件費 93億6,500万円 15.3% ＋2億1,600万円 ＋ 2.4%
「退職手当」の増（＋2億3,800万円）、
「期末勤勉手当｝の減（△5,400万円）など

扶助費 158億8,000万円 25.9% ＋2億1,300万円 ＋ 1.4%
「障害福祉サービス給付費」の増（＋1億1,600万円）、
「こども医療費」の増（＋5,800万円）など

公債費 65億8,100万円 10.7% ＋9,100万円 ＋ 1.4% －

一般行政経費 226億3,000万円 36.9% ＋5億2,700万円 ＋ 2.4%

物件費 65億7,900万円 10.7% ＋2億4,200万円 ＋ 3.8%
「新型コロナワクチン接種経費」の増（＋1億6,800万円）、
「市庁舎総合管理業務委託」の増（＋8,600万円）など

繰出金 66億8,400万円 10.9% ＋2億3,700万円 ＋ 3.7%
「後期高齢者医療広域連合負担金」の増（＋1億4,300万円）、
「介護保険特別会計繰出金」の増（＋5,400万円）など

補助費等 78億　200万円 12.7% △3,800万円 △ 0.5%
「い草移植機等の導入支援補助関連」の減（△5億5,800万円）、
「広域行政事務組合負担金事業」の増（＋2億1,000万円）など

出資貸付金 5億　800万円 0.8% △500万円 △ 1.0% －

その他 10億5,700万円 1.7% ＋9,100万円 ＋ 9.4%
「ふるさと八代元気づくり応援基金積立金」の増（＋7,500万円）、
「八千把地区土地区画整理事業基金積立金」の増（＋2,700万円）など

投資的経費 68億9,000万円 11.2% △68億　700万円 △ 49.7%

普通建設費 44億5,900万円 7.3% △1億4,700万円 △ 3.2%
「公営住宅ストック総合改善事業」の減（△1億6,300万円）、
「民俗伝統芸能伝承館整備事業」の減（△1億3,800万円）など

災害復旧費 24億3,100万円 4.0% △66億6,000万円 △ 73.3%
「新庁舎関連」の減（△約77億円）、
「7月豪雨関連」の増（＋約11億円）

613億4,600万円 100.0% △57億6,000万円 △ 8.6%

※ 各区分の計数は、表示単位未満を四捨五入したものであり、その内訳は合計と一致しない場合がある。

合　　計

歳出（性質）



「令和２年７月豪雨関連」の主な事業 【経費の計：２１億６，８００万円】

※（頁）は、別冊「令和４年度当初予算の概要」の頁番号です。

12



「新型コロナウイルス感染症対策関連」の主な事業 【経費の計：５億８，６００万円】

※（頁）は、別冊「令和４年度当初予算の概要」の頁番号です。

13



「八代市の未来を創る５つのビジョン」の主な事業

※（頁）は、別冊「令和４年度当初予算の概要」の頁番号です。

１ 災害に強い豊かな「まち」の実現 【14億 300万円（豪雨再掲2億8,000万円含む）】

14



「八代市の未来を創る５つのビジョン」の主な事業

15

※（頁）は、別冊「令和４年度当初予算の概要」の頁番号です。

２ 次代を担う子どもの育成と安心な暮らしの創生 【54億3,900万円（コロナ再掲300万円含む）】



「八代市の未来を創る５つのビジョン」の主な事業

※（頁）は、別冊「令和４年度当初予算の概要」の頁番号です。

３ 稼げる農林水産業の実現 【4億7,900万円（コロナ再掲800万円含む）】

16



「八代市の未来を創る５つのビジョン」の主な事業

17

※（頁）は、別冊「令和４年度当初予算の概要」の頁番号です。

４ 地域の魅力とにぎわいの創出 【6億7,100万円（コロナ再掲1,300万円含む）】



「八代市の未来を創る５つのビジョン」の主な事業

※（頁）は、別冊「令和４年度当初予算の概要」の頁番号です。

５ 持続可能な選ばれるまち“スマートシティやつしろ”の推進 【16億7,400万円（コロナ再掲1,600万円含む）】

18



その他の主要事業

※（頁）は、別冊「令和４年度当初予算の概要」の頁番号です。
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その他の主要事業

※（頁）は、別冊「令和４年度当初予算の概要」の頁番号です。
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