
令和３年２月 八代市 財務部 財政課

令和３年度 当初予算
令和２年度 ２月専決・３月補正予算

（国の第３次補正予算分）

１４か月予算のポイント



予算編成にあたって
八代市長 中村博生
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一般会計予算の規模

令和２年度３月補正予算 【国の補正分の詳細は、次頁に記載】

17億2,500万円 （うち国の３次補正分 8億4,300万円）

令和３年度当初予算

671億 600万円 （前年度当初予算比 11.5％の増）

当初予算としては、合併後 最大規模

＜３次補正分を含む１４か月予算ベースの合計＞

686億1,900万円 （前年度比 13.0％の増）

※上記以外に、７月豪雨の災害復旧経費（79億8,000万円）を、令和３年度へ繰越予定。

令和２年度２月専決＜2/5＞補正予算【国の補正分は、新型コロナウイルスワクチン接種経費】

6億7,100万円 （うち国の３次補正分 6億7,000万円）

＋

＋

＝

※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２年度 ３月補正予算のポイント

一般会計の補正規模は、 17億2,500万円 （一般財源： △7億1,900万円）
通常補正対応分 8億6,500万円
●国・県補助活用分 2億9,400万円
生活交通確保維持事業 2億700万円
（3頁） 地方バス路線維持費の補助

障害福祉サービス給付事業 6,000万円
（4頁） 給付費の不足分を補てん

等

特別会計の補正規模 700万円 ・ 企業会計の補正規模 6億5,300万円

●市単独分 5億7,100万円
ふるさと納税関係経費 1億5,000万円
（3頁）
（12頁）

ふるさと納税事業（特産品代など）：1億3,600万円、
ふるさと八代元気づくり応援基金事業（基金への積立）：1,400万円

職員給与経費 1億4,200万円
（3頁） 退職手当の不足分を補てん

等
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国の「地方創生臨時交付金」活用事業 1,700万円
新型コロナ対策事業（生活交通確保維持） 1,700万円
（3頁） タクシー利用補助：1,200万円、

すーぱーばんぺいゆ利用補助：500万円

★繰越明許費の設定
災害廃棄物処理事業（豪雨災害）など（33事業）【総額】37億100万円

簡易水道事業

歳入の組み換え ー
（13頁） 給水使用料等の減額、

他会計補助金の増額

下水道事業

「国の３次補正予算」関連事業 6億5,300万円
（13頁） 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

国民健康保険特別会計

償還金事業 700万円
（13頁） 超過交付となった負担金の返還

「国の３次補正予算」関連事業 8億4,300万円
市内道路整備関係事業 2億7,200万円
（8頁）
（9頁）

市内一円道路改良事業：1億8,500万円、道路維持事業：8,100万円、
交通安全施設整備事業：600万円

八代港県営事業負担金 1億9,100万円
（9頁） 国直轄事業、海岸整備事業

県営土地改良事業負担金 1億2,000万円
（6頁） 経営体育成基盤整備（昭和地区）、湛水防除事業（金剛地区）、

排水対策特別事業（古閑浜地区）

西片西宮線道路整備事業 9,500万円
（9頁） 道路改築工事、埋蔵文化財調査業務委託

等
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令和３年度

八代市 当初予算
※一般会計は、671億600万円です。

（対前年度 69億700万円の増）

※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 671億　600万円 62.1% 601億9,900万円 58.6% ＋69億　700万円 ＋ 11.5%

特別会計 338億3,700万円 31.3% 341億7,500万円 33.2% △3億3,800万円 △ 1.0%

国民健康保険  169億2,800万円 15.7% 174億6,300万円 17.0% △5億3,500万円 △ 3.1%

後期高齢者医療 19億7,900万円 1.8% 19億9,600万円 1.9% △1,700万円 △ 0.8%

介護保険 146億8,100万円 13.6% 144億7,200万円 14.1% ＋2億　900万円 ＋ 1.4%

農業集落排水処理施設 9,400万円 0.1% 9,500万円 0.1% △　100万円 △ 1.8%

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

ケーブルテレビ事業 2,500万円 0.0% 2,300万円 0.0% ＋　200万円 ＋ 9.4%

診療所 7,800万円 0.1% 7,500万円 0.1% ＋　300万円 ＋ 3.9%

久連子財産区 28万円 0.0% 28万円 0.0% － △ 0.7%

椎原財産区 23万円 0.0% 23万円 0.0% － ＋ 0.0%

企業会計 71億7,500万円 6.6% 84億1,400万円 8.2% △12億3,900万円 △ 14.7%

水道事業 8億4,700万円 0.8% 9億6,400万円 0.9% △1億1,700万円 △ 12.1%

簡易水道事業 4億　400万円 0.4% 3億9,200万円 0.4% ＋1,200万円 ＋ 3.1%

下水道事業 59億2,400万円 5.5% 70億5,800万円 6.9% △11億3,400万円 △ 16.1%

1,081億1,800万円 100.0% 1,027億8,800万円 100.0% ＋53億3,000万円 ＋ 5.2%

※ 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３年度 令和２年度 対前年度比対前年度増減



令和３年度

八代市 当初予算
一般会計の当初予算規模は、

合併後、過去最大規模となります。
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令和３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３年度

八代市 当初予算
一般会計

歳入予算の構成
令和３年度 割　合 増減のポイント 対前年度増減 対前年度比

自主財源 206億8,400万円 30.8% ＋9億7,700万円 ＋ 5.0%

市税 151億4,500万円 22.6% 「法人市民税」や「固定資産税」の落ち込みなどにより減少 △5億1,400万円 △ 3.3%

繰入金 11億1,500万円 1.7%
「新型コロナウイルス感染症対策基金」や
「ふるさと八代元気づくり応援基金」の繰入金などが増加

＋6億7,400万円 ＋ 153.2%

分担金・負担金 4億1,000万円 0.6% 氷川町・宇城市からの「い草移植機等導入支援負担金」の増加 ＋2,200万円 ＋ 5.6%

諸収入 10億3,300万円 1.5% 坂本町の「仮設施設整備支援事業」への助成金による増加 ＋8,800万円 ＋ 9.3%

その他 29億8,100万円 4.4% 「ふるさと納税寄附金」の伸びによる増加 ＋7億　700万円 ＋ 31.1%

依存財源 464億2,200万円 69.2% ＋59億3,000万円 ＋ 14.6%

地方交付税 153億2,000万円 22.8% 「普通交付税」の地方財政計画の伸びなどにより増加 ＋5億8,200万円 ＋ 3.9%

市債 124億9,400万円 18.6%
継続中の「新庁舎建設事業」が完成に向けた最終年度となる影響や、
「臨時財政対策債」の伸びによる増加

＋47億4,500万円 ＋ 61.2%

国庫支出金 91億9,600万円 13.7% 「築添団地」給水設備改修など補助金が増加 ＋6,200万円 ＋ 0.7%

県支出金 58億4,500万円 8.7%
豪雨災害に伴う「林道施設災害復旧費補助金」や、
「い草移植機等導入支援補助金」などが増加

＋7億5,000万円 ＋ 14.7%

その他 35億6,700万円 5.3% 「地方消費税交付金」などの減少 △2億　900万円 △ 5.5%

671億　600万円 100.0% ＋69億　700万円 ＋ 11.5%

※ 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３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３年度 割　合 増減のポイント 対前年度増減 対前年度比

議会費 3億7,700万円 0.6% 「市議会運営におけるタブレット等の導入経費」などにより増加 ＋　300万円 ＋ 0.8%

総務費 144億9,600万円 21.6%
継続中の「新庁舎建設事業」が完成に向けた最終年度となる影響や、
「ふるさと納税事業」の伸びによる増加

＋64億　500万円 ＋ 79.2%

民生費 239億6,300万円 35.7%
「障害福祉サービス給付事業」や、
「障がい児通所支援事業」の伸びなどによる増加

＋1億8,900万円 ＋ 0.8%

衛生費 37億4,600万円 5.6% 前年度に「市立病院の解体経費」があったことなどにより減少 △1億1,700万円 △ 3.0%

農林水産業費 33億5,700万円 5.0% 「い草移植機等の導入支援補助金」などにより増加 ＋1億6,000万円 ＋ 5.0%

商工費 21億3,500万円 3.2%
「新型コロナ対策の融資に対する利子補給事業」や、
「坂本町の仮設店舗施設整備事業」などにより増加

＋1億4,400万円 ＋ 7.2%

土木費 49億5,000万円 7.4%
「築添団地」の給水設備改修工事や、
「橋梁長寿命化修繕事業」の拡充などによる増加

＋2億4,400万円 ＋ 5.2%

消防費 23億　100万円 3.4% 前年度に「防災行政無線整備に係る経費」があったことなどにより減少 △8億　800万円 △ 26.0%

教育費 41億4,900万円 6.2% 継続中の「民俗伝統芸能伝承館整備事業」の事業費の影響による減少 △5億　400万円 △ 10.8%

災害復旧費 6億5,800万円 1.0%
豪雨災害に伴う「林道施設災害復旧費」や、
「農業施設災害復旧費」などが増加

＋6億4,900万円 ＋ 6,685.2%

公債費 64億9,000万円 9.7%
「環境センター整備に係る市債（Ｈ29債の約30億円借入）」の
償還開始などにより増加

＋2億3,800万円 ＋ 3.8%

その他 4億8,400万円 0.7% 「ふるさと八代元気づくり応援基金」の積立金拡充などにより増加 ＋3億　400万円 ＋ 169.5%

671億　600万円 100.0% ＋69億　700万円 ＋ 11.5%

※ 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３年度

八代市 当初予算

一般会計

歳出予算の構成（性質別）
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令和３年度 割　合 増減のポイント 対前年度増減 対前年度比

義務的経費 313億　600万円 46.7% ＋1億8,600万円 ＋ 0.6%

人件費 91億4,900万円 13.6%
「退職手当」の減少や、
前年度に「国勢調査事業」に係る報酬があったことなどにより減少

△　300万円 ＋ 0.0%

扶助費 156億6,700万円 23.3% 「児童手当」や「こども医療費助成」などの減少 △4,900万円 △ 0.3%

公債費 64億9,000万円 9.7%
「環境センター整備に係る市債（Ｈ29債の約30億円借入）」の
償還開始などにより増加

＋2億3,800万円 ＋ 3.8%

一般行政経費 221億　800万円 32.9% ＋17億　400万円 ＋ 8.4%

物件費 63億4,200万円 9.5%
「ふるさと納税事業」に係る業務委託経費や、
「パソコン教育推進事業」の機器等保守点検などの拡充により増加

＋2億5,500万円 ＋ 4.2%

繰出金 64億4,700万円 9.6% 「介護保険特別会計」繰出金などの増加 ＋5,800万円 ＋ 0.9%

補助費等 78億4,000万円 11.7%
「新型コロナ対策の融資に対する利子補給経費」や、
「い草移植機等の導入支援経費」などの増加

＋11億7,800万円 ＋ 17.7%

出資貸付金 5億1,300万円 0.8%
前年度に「コワーキングスペース整備運営事業」に係る貸付金が
あったことなどにより減少

△1,900万円 △ 3.5%

その他 9億6,600万円 1.4% 「ふるさと八代元気づくり応援基金」の積立金拡充などにより増加 ＋2億3,200万円 ＋ 31.6%

投資的経費 136億9,200万円 20.4% ＋50億1,700万円 ＋ 57.8%

普通建設費 46億　600万円 6.9%
前年度に「防災行政無線整備に係る経費」があったことや、
「民俗伝統芸能伝承館整備事業」の事業費の影響により減少

△15億6,600万円 △ 25.4%

災害復旧費 90億8,600万円 13.5%
継続中の「新庁舎建設事業」や、
「林道施設災害復旧事業」などにより増加

＋65億8,300万円 ＋ 263.0%

671億　600万円 100.0% ＋69億　700万円 ＋ 11.5%

※ 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）



「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：３億９，８００万円】

※（頁）は、別冊「令和３年度当初予算の概要」の頁番号です。
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※（頁）は、別冊「令和３年度当初予算の概要」の頁番号です。

「新型コロナウイルス感染症対策関連」の主な事業

11



「令和２年７月豪雨関連」の主な事業 【経費の計：１０億 ５００万円】

※（頁）は、別冊「令和３年度当初予算の概要」の頁番号です。
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「令和２年７月豪雨関連」の主な事業

※（頁）は、別冊「令和３年度当初予算の概要」の頁番号です。
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「令和２年７月豪雨関連」の主な事業

※（頁）は、別冊「令和３年度当初予算の概要」の頁番号です。

14



「令和２年７月豪雨関連」の主な事業

※（頁）は、別冊「令和３年度当初予算の概要」の頁番号です。
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「重点戦略経費」の主な事業
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※（頁）は、別冊「令和３年度当初予算の概要」の頁番号です。

１ 農林水産業の更なる振興

２ 経済の浮揚と雇用・交流人口増によるにぎわいの創出



「重点戦略経費」の主な事業
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※（頁）は、別冊「令和３年度当初予算の概要」の頁番号です。

３ 誰もが幸せを実感できる暮らしの実現

４ 安全・安心で魅力ある都市を築く



「重点戦略経費」の主な事業
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※（頁）は、別冊「令和３年度当初予算の概要」の頁番号です。

５ 誇るべきふるさとを未来につなぐ

６ 市民意識調査結果による優先取組み



その他の主要事業
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※（頁）は、別冊「令和３年度当初予算の概要」の頁番号です。



その他の主要事業
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※（頁）は、別冊「令和３年度当初予算の概要」の頁番号です。


