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　弘前市の会計は、その性格により一般会計、特別会計、企業会計の３
つに分けられます。「一般会計」は基本的な行政サービスに使われるも
ので、市のお金の流れの中心となるものです。また、「特別会計」は特
定の収入がある事業を行う場合に、一般会計とは分けて経理されるもの
で、「企業会計」は企業として独立した事業に関するものです。
　財政特集では、それぞれの平成 27年度の決算状況および 28年度の
執行状況をお知らせします（図表の数値はすべて、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）。

図や表で見る
市の財政

【歳入】
■市税…市民税や固定資産税などの税金
■諸収入…給食費など収入のどの区分
にも属さないお金
■繰越金…前年度から持ち越したお金
■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
に充てるための受益者などからのお金
■財産収入…市が所有する財産（土地・
建物等）を貸し付け、売り払いなどに
よって生ずる収入
■地方交付税…市の財政力に応じて国
税の一部から交付されるお金
■国庫支出金…市の特定事業のために

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…市の特定事業のために県
から支出されるお金

【歳出（性質別）】
■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…借入金の返済のための経費
■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に
要する経費
■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
品等に要する経費、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

【歳出（目的別）】
■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
■土木費…雪対策や道路、まちづくり
などに要する経費
■総務費…庁舎の管理、戸籍、徴税な
ど、市役所を運営するための全般的な
経費
■教育費…小・中学校の教育施設や社
会教育の推進などに要する経費
■公債費…借入金の返済に要する経費
■衛生費…健康診断や予防接種、ゴミ
の回収処理などに要する経費
■商工費…商業や工業の振興、公園の
維持などに要する経費
■消防費…消防や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

　一般会計は、市税などの自主財源
と、地方財政の均衡を図る目的で、
その財源保障として国から交付され
る地方交付税などの依存財源で運営
され、福祉や都市基盤整備、教育な
ど、暮らしを支える基本的な行政
サービスに使われています。
　市の 27 年度の決算は、歳入総額
が 846 億 5,786 万円、歳出総額が
828 億 6,437 万円で、残りの 17
億 9,349 万円は 28 年度に繰り越
しました。
　歳出は、性質別と目的別の２つの
グラフで表しています。性質別は歳
出をその性質によって分類したもの
で、支出が義務付けられている扶助
費、人件費、公債費は義務的経費と
呼ばれます。また、建設工事など資
本形成に資するものは投資的経費と
され、このような分類をすることで、
市全体での経費の構造を知ることが
できます。しかし、性質別では仕事
の内容までは分かりません。そこで、
目的別では歳出を仕事の内容（目的）
によって分類し、各部局ごとの経費
の比重を見ています。

一般会計
平成 27 年度  決算

歳入総額　846億5,786万円

歳出総額　828億6,437万円

財政の基礎用語
一目で
分かる

特集
市の台所事情、知りたくないですか？ 問い合わせ先　財務政策課（☎35・1110）

諸収入 3.9％
33億708万円

使用料及び
手数料 1.4％
12億801万円

分担金及び
負担金 0.9％
7億7,452万円

財産収入 0.3％
2億3,366万円

その他 0.1％
7,651万円

地方交付税 24.4％
206億3,197万円

市債 12.2％
103億3,080万円

県支出金 6.2％
52億1,375万円

その他 5.1％ 
43億4,966万円

自主財源
32.5％

依存財源
67.5％

繰越金 2.5％
21億3,988万円

国庫支出金 19.6％
165億8,157万円
国庫支出金 19.6％
165億8,157万円

市税 23.4％
198億1,045万円
市税 23.4％
198億1,045万円

貸付金 1.6％
13億2,055万円
貸付金 1.6％
13億2,055万円

出資金 1.0％ 8億6,756万円出資金 1.0％ 8億6,756万円
その他 ２.0％ 16億4,304万円その他 ２.0％ 16億4,304万円

目的別 性質別

消防費 2.8％
23億5,427万円
消防費 2.8％
23億5,427万円

義務的
経費
46.6%

義務的
経費
46.6%

投資的経費
16.2%
投資的経費
16.2%

その他
の経費
37.2%

その他
の経費
37.2%

扶助費 25.7％
212億4,242万円
扶助費 25.7％
212億4,242万円

人件費 10.9％
90億4,456万円
人件費 10.9％
90億4,456万円

公債費 1０.0％
83億133万円
公債費 1０.0％
83億133万円普通建設事業費 15.7％

130億3,637万円
普通建設事業費 15.7％
130億3,637万円

物件費 12.2％
101億2,680万円
物件費 12.2％
101億2,680万円

繰出金 6.4％
52億6,933万円
繰出金 6.4％
52億6,933万円

民生費 37.1％
307億7,687万円
民生費 37.1％
307億7,687万円

土木費 12.1％
100億3,386万円
土木費 12.1％
100億3,386万円

公債費 10.0％
83億133万円
公債費 10.0％
83億133万円

教育費 10.9％
90億3,345万円
教育費 10.9％
90億3,345万円

農林水産業費 １.8％  14億7,984万円農林水産業費 １.8％  14億7,984万円

衛生費 8.5％
70億2,504万円
衛生費 8.5％
70億2,504万円

商工費 4.6％
38億186万円
商工費 4.6％
38億186万円

その他 1.1％  9億653万円その他 1.1％  9億653万円

総務費 11.1％
91億5,132万円
総務費 11.1％
91億5,132万円

災害復旧事業費 0.5％
3億9,830万円
災害復旧事業費 0.5％
3億9,830万円

補助費等 1４.0％
116億1,411万円
補助費等 1４.0％
116億1,411万円

ｈｉｒｏｓａｋｉ
［広報ひろさき］
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　　  スマートフォンを表紙にかざして、
　　  ＡＲで動画を見よう！
ＡＲ動画の視聴方法…① App Store もしくは Google 
Play で無料アプリ「ＣＯＣＯＡＲ」を検索しダウンロード
／②アプリを起動し、ＡＲマークのついた写真（表紙）に
かざす。写真を認識すると動画が流れます。
※ＡＲ（拡張現実）…写真などに、デジタル合成などによ
って作られた情報を付加し、人間の現実認識を強化する技
術／アプリのダウンロードや動画視聴には別途通信料がか
かります／ＡＲの有効期間は発行から 3 カ月です。

ＡＲＡＲ

　来春から始まる弘前城本丸石垣解体工事のプレイベン
トが10月 30日、11月 13日に開催されました。
　本丸で行われた「石

いし び
曳き体験」。木製のそり「修

しゅ ら
羅」

に積まれた約2.5 ｔの石の上に、号令をかける「木
き や
遣り」

が乗り「曳
ひ
けやー！」の合図。それに合わせて一斉に綱

をひくと、石を乗せた「修羅」は丸太の上を約 10ｍ移
動しました。【+１枚】は、内

うちぼり
濠で行われた「解体石垣

番号付け記念体験」の様子。石垣を解体後、石を元の場
所に戻すための位置を記録するため、体験者は高所作業
車に乗って石垣に近づき、石の表面にテープを貼って番
号を書き入れました。

【今号の表紙+１枚】
体験！石垣普請


