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平成26年度当初予算

民生費（38.9%）
301億 3,691万円

土木費（10.8%）
83億 6,345万円

衛生費（8.8%）
68億 3,361万円

総務費（7.5%）
58億 1,898万円

商工費（5.0%）
38億 4,864万円

消防費（3.7%）
28億 4,176万円

その他（1.1%）8億9,441万円

公債費（11.1%）
86億 1,956万円

農林水産業費（2.2%）17億 244万円

教育費（10.9%）
84億 5,024万円

扶助費（26.9%）
208億 8,301万円

補助費等
（15.2%）
117億 3,921万円

物件費（11.7%）
90億 4,902万円

繰出金（5.9%）
46億 1,071万円

その他（4.5%）35億 1,119万円

人件費（11.2%）
86億 5,008万円

公債費（11.1%）
86億 1,956万円

普通建設事業費（13.1%）101億 3,543万円

災害復旧事業費
（0.4%）
3億1,179万円

義務的経費
（49.2%）

その他経費
（37.3%）

  投資的
  経費
（13.5%）

目的別 性質別

一般会計予算総額775億1,000万円 
前年度比1.0%（7億 8,000万円）増

　平成 26年度の一般会計予算の総
額は、775億 1,000 万円で、前年
度と比較して、７億 8,000 万円、
1.0％の増となりました。
　本年度は４月に市長選挙が実施さ
れることから、人件費、扶助費、公
債費といった義務的経費、施設管理
費などの経常的経費や継続的な事業
などを中心とした「骨格予算」です
が、増額となった主な要因は、消費

税率引上げに伴う国の対策として実
施する「臨時福祉給付金給付事業」、
「子育て世帯臨時特例給付金給付事
業」や地域の元気臨時交付金を活用
する「運動公園リニューアル事業」
などのハード事業、台風第 18号に
よる豪雨被害に係る災害復旧事業な
どを計上したことによるものです。
　歳入予算は、市税が201億6,870
万円で 26.0％、地方交付税が 197

億円で 25.4％、国庫支出金が 141
億 1,037 万円で 18.2％と大きな
割合を占めています。なお、自主財
源と依存財源の比率は、35.7％対
64.3％となっています。
　歳出予算を目的別にみると、第１
位が民生費の301億3,691万円で
38.9％、第２位が公債費の 86 億
1,956 万円で 11.1％、第３位が教
育費の84億 5,024万円で 10.9％
となっています。
　また、歳出予算を性質別にみる
と、第１位が扶助費の208億8,301
万円で 26.9％、第２位が補助費等
の 117 億 3,921 万円で 15.2％、
第３位が普通建設事業費の 101 億
3,543 万円で 13.1％となっていま
す。

特別会計は、特定の収入がある事業を
行う場合に、一般会計と分けて経理さ
れるものです。

※図表の金額は１万円未満を四捨五入しているため、合計額が合わない項目があります。

市税（26.0%）
201億 6,870万円

自主財源
（35.7%）

依存財源
（64.3%）

地方交付税（25.4%）
197億円

国庫支出金
（18.2%）
141億 1,037万円

市債（10.0%）
77億 8,450万円

県支出金（6.5%）
50億 4,005万円

その他（4.2%）
31億 1,030万円

諸収入（3.7%）
28億 7,559万円

その他（0.3%）
2億9,100万円

繰入金（2.8%）
21億 9,965万円

分担金及び負担金
（1.4%）
10億 7,418万円

使用料及び手数料
（1.5%）
11億 5,566万円

市税内訳

固定資産税
91億7,196万円市民税

82億1,070万円

市たばこ税
15億5,714万円

都市計画税
8億3,842万円

その他
3億9,048万円

市民１人当たり…11万2,000円（対前年度比  3,000円）
１世帯当たり……25万6,000円（対前年度比  2,000円）
※市民１人当たり・１世帯当たりの負担額は、単純に市税総額
　と人口・世帯数（H26.2.28現在）から算出したものです
　（1,000円未満は四捨五入）。

201 億
6,870 万円

総額

負担額

※図表の金額は１万円未満を四捨五入しているため、合計額が合わない項目があります。

一般会計歳入775億1,000万円

一般会計歳出775億1,000万円

■市税…市民税や固定資産税など市民の皆さんからの税金
■諸収入…給食費など、収入のどの区分にも属さないお金
■繰入金…基金から一般会計に組み入れるお金
■使用料及び手数料…市の施設などの使用料や住民票などの
手数料
■分担金及び負担金…特定の事業の経費に充てるため、その
事業の受益者などからのお金
■地方交付税…市の財政状況に応じて国税の一部から交付さ

れるお金
■国庫支出金…特定の事業の経費に充てるため、国から支出
されるお金
■市債…財務省や金融機関からの借入金
■県支出金…特定の事業の経費に充てるため、県から支出さ
れるお金
■その他…自主財源では繰越金や財産収入、依存財源では地
方消費税交付金など

特別
会計

会計別 予算額
　国民健康保険 224億 9,825万円
　後期高齢者医療 18億 1,158万円
　介護保険 180億 877万円
　岩木観光施設事業 2億 1,534万円

財務省や金融機関からの借入金である市債。市の借金ともいえる市債の状況について説明します。

市債
の
状況

平成25年度末の弘前市の市債残高見込みは
1,543億 8,028万円で、
●市民１人当たりでは
85万 7,000円（対前年度比6,000円）

●１世帯当たりでは
195万 9,000円（対前年度比▲1万7,000円）
となっています。
※1,000円未満は四捨五入。

　平成 26年第１回市議会定例会（３月 19日
閉会）において、平成 26年度の各会計の予算
が議決されました。ここからは各会計の予算に
ついて紹介します。
■問い合わせ先　財務政策課（☎35・1110）

一般会計・特別会計 主な事業を紹介 企業会計

一般会計

平成26年度予算

用語解説 歳入

 
用語解説 歳出

■民生費…子どもやお年寄り、障がい者への福祉などに要す
る経費
■公債費…借入金の返済に要する経費
■教育費…小・中学校の教育施設や文化の向上などに要する
経費
■土木費…道路や河川、区画整理やまちづくりに要する経費
■衛生費…健康診断や予防接種、ごみの収集処理などに要す
る経費
■総務費…庁舎の管理、戸籍、徴税、選挙など市役所を運営す
るための全般的な経費
■商工費…商業や工業、観光の振興、公園の維持などに要する
経費
■消防費…消防や救急、防災などに要する経費
■農林水産業費…農産物の生産性向上や農村の整備などに要
する経費
■その他…議会費、労働費、災害復旧費など

■扶助費…保育所の運営や生活に困っている人などへ支出す
る経費
■人件費…職員の給料や手当などの経費
■公債費…借入金の返済に要する経費
■普通建設事業費…道路を造ったり、学校などの施設を建て
たりする事業の経費
■災害復旧事業費…台風などの災害によって被害を受けた施
設などを復旧する経費
■補助費等…公益的な事業などに対しての補助金や負担金な
ど
■物件費…市の仕事で必要な消耗品や備品などに要する経
費、委託料、光熱水費など
■繰出金…一般会計から特別会計などに支出する経費
■その他…貸付金、出資金、維持補修費など

【目的別】 【性質別】
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特集　施政方針と予算

４月に予定される市長選挙を控
え、義務的経費や施設の維持管理
を中心とした「骨格予算」を編成


