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　「市の予算」は、家庭で例えると年間の家計を予想し、
収入や出費の予定を立てるようなもので、歳入は『収入』、
歳出は『出費』と言い換えることができます。市の予算も
家計と同じように限度があるため、きちんとした計画や方
針に基づいて運用しています。市では、健全な財政運営を
維持しながら財源の確保に努め、将来にわたって安定的な
ものとなるよう着実な取り組みを進めていきます。問合せ　財政課 ☎ 33-4106

一般会計一般会計

671 億 600 万円671 億 600 万円（対前年度比＋ 11.5％）（対前年度比＋ 11.5％）
（行政運営の基本的な経費となる会計）（行政運営の基本的な経費となる会計）

特別会計特別会計

338 億 3,663 万円338 億 3,663 万円（対前年度比△ 1.0％）（対前年度比△ 1.0％）
（特定の目的のために事業を行う会計）（特定の目的のために事業を行う会計）

企業会計企業会計

71 億 7,476 万円71 億 7,476 万円（対前年度比△ 14.7％）（対前年度比△ 14.7％）
（事業で収益を上げて独自に運営する会計）（事業で収益を上げて独自に運営する会計）

これらの内容は、ホームページでも確認
できます。

※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ことがあります。

令和３年度
八代市の予算総額

1,081 億 1,739 万円

重点戦略経費の主な事業

７月開館に向けた整
備経費や開館式典、
施設維持管理経費

「八代民俗伝統芸能伝承館」整備・管理運営事業
1 億 6,800 万円

八代市の移植機51台、苗処理機46台、カセット5,690
個を導入する経費

いぐさ・畳表生産体制強化緊急対策事業
5 億 5,600 万円

ウェブ会議やペーパー
レス会議に対応したシ
ステムの導入や、「デ
ジタル化推進基本計
画」の策定、企業への
支援として「企業の
DX化」を促進させる
経費

デジタル化推進事業など（DX 関連）
2 億 700 万円

「竜西東西12号線」や、千丁の「新牟田西牟田線」などの
整備経費

市内一円道路改良事業 7 億 300 万円

その他の主要事業

八代よかとこ大使であるゴリけんさんによる物産振興とふ
るさと納税の情報発信業務の経費（R3寄附見込額：10億円）

ふるさと納税事業（ふるさと納税 PR 事業）
５億 7,200 万円 「資源回収集積所管理分等」の社会情勢分の上乗せや「敬

老会事業」の一人当たりの単価見直しによる地域協議会活
動交付金の増額

住民自治推進事業 7,300 万円

新型コロナウイルス感染症対策関連の主な事業 3 億 9,800 万円

中小事業者や農林漁業者などが経営安定資金などを借り入
れた金利負担分を補助する経費

新型コロナウイルス感染症対策としてスクールバス乗車時
の３密を避けるため、スクールバスを２便増便する経費

利子補給事業 特別支援学校通学関係事業3 億 1,600 万円 1,200 万円

　この他にも、79 億8,000 万円を昨年度から繰り越し、道路橋梁施設災害復旧事業や災害廃棄物処理事業な
どを継続して行っています。

令和２年７月豪雨関連の主な事業 10 億 500 万円
仮設施設整備支援事業（仮設商店街）

1 億 6,000 万円被災した林道坂本山
江線などの復旧経費

被災した二見川及び
坂本町の板持川にか
かる橋梁などの復旧
経費

坂本町復興まちづく
り計画策定経費や災
害公営住宅基本計画
策定経費

林道施設災害復旧事業

農業施設災害復旧事業 復興推進事業

5 億 1,100 万円

1 億 2,700 万円 2,300 万円

「道の駅坂本」の敷地
内に仮設商店街を整
備する経費

費　目 金　　額 内　　容 割合

民生費 239 億 6,286 万円 社会福祉や児童福祉などの経費 35.7%

総務費 144 億 9,627 万円 市役所の全体的な仕事の経費 21.6%

公債費 64億 9,019 万円 借入したお金の返済経費 9.7%

土木費 49億 4,993 万円 各種公共施設の整備などの経費 7.4%

教育費 41億 4,931 万円 学校教育・社会教育などの経費 6.2%

衛生費 37億 4,594 万円 医療や環境保全などの経費 5.6%

農林水産業費 33 億 5,653 万円 農林水産業の振興や普及の経費 5.0%

消防費 23億 91 万円 防災・消防・救急・災害対策の経費 3.4%

商工費 21億 3,505 万円 商工業・観光産業の振興などの経費 3.2%

災害復旧費 6億 5,824 万円 豪雨災害に係る復旧や支援などの経費 1.0%

議会費 3億 7,721 万円 市議会の通常経費 0.6%

その他  4 億 8,356 万円 ほかの支出に含まれない経費 0.7%

合　計 671 億  600 万円 100%

費　目 金　額 内　　容 割合

自主財源 206 億 8,407 万円 30.8%

市税 151 億 4,467 万円 市民税や固定資産税など 22.6%

繰入金 11億 1,470 万円 積立金の取り崩し 1.7%

分担金・負担金 4 億 1,029 万円 保育料など 0.6%

諸収入 10億 3,350 万円 延滞金、預金利子、雑入など 1.5%

その他 29億 8,091 万円 寄附金、前年度からの繰越金など 4.4%

依存財源 464 億 2,193 万円 69.2%

地方交付税 153 億 2,000 万円 国から一定の基準で交付 22.8%

市債 124 億 9,350 万円 国や金融機関などからの借入 18.6%

国庫支出金 91 億 9,648 万円 国から必要に応じて交付 13.7%

県支出金 58億 4,465 万円 県から必要に応じて交付 8.7%

その他 35億 6,730 万円 国から配分される地方消費税など 5.3%

合　計 671 億  600 万円 100%


