
2 3ＨＩＲＯＳＡＫＩ　２０１７.１2.１

ｈｉｒｏｓａｋｉ
［広報ひろさき］

Contents

 

目次

03

02

特集
図や表で見る市の財政

暮らしの information
イベント、教室など

Health Information
健康の掲示板

読者のひろば
smile 通信
さらっと一句・川柳
弘前図書館近着図書紹介
食改さんおすすめレシピ　

16

26

28

学生企画コーナー
もっと②♥弘前 !!

17

市政情報
◆子宮頸がん・乳がん・大腸が
ん検診無料クーポン券
◆市職員募集
◆認定こども園・保育所利用希
望者を受け付け　　　　　ほか

09

15

フォトコレ in ひろさき
弘前城菊と紅葉まつり
津軽の食と産業まつり　
地域をささえる車大集合
弘前市子どもの祭典　　　ほか

　市では、北海道新幹線が開業し、
盛り上がりを見せる函館市と連携し
た広域観光を推進しています。
　その函館市では、12月１日から
25日まで、巨大なモミの木のイル
ミネーション点灯や、花火を打ち上げ
る「20th Anniversary 2017 は
こだてクリスマスファンタジー」が開
催されます。
　このうち、12月 16日は「2017
はこだてクリスマスファンタジーひ
ろさきナイト」として、当市が金森
赤レンガ倉庫群を会場に、観光・物
産をＰＲします。
　また、「ひろさきナイト」の開催
に合わせ、JR東日本では、「弘前駅
長号　はこだてクリスマスファンタ
ジー弘前ナイト」と称した旅行商品
を販売します。
　この機会に、小学校で行った修学
旅行を思い出し、「おとなの修学旅
行」として再び函館を訪れてみませ
んか。
【ひろさきナイト】
▽とき　12月 16日（土）、午後５

時45分～７時
▽ところ　金森赤レンガ倉庫群（函
館市末広町）前
▽内容　イルミネーション点灯式、
PRイベントステージ、巨大アップ
ルパイの振る舞い（午後６時半から
配布予定）
【旅行商品】
「弘前駅長号　はこだてクリスマス
ファンタジー弘前ナイト」
○往路は普通列車・新幹線、復路は
新幹線・特急列車を利用（函館到着
後は自由行動）
○募集人数　40人（最小催行人数
30人）
○宿泊ホテル　ルートイングラン
ティア函館駅前（シングルルーム　
1泊２食付き）
○旅行代金　2万 7,000 円／大人
1人（1人から申し込み可）
■問い合わせ先　「ひろさきナイ
ト」について…国際広域観光課（☎
40・7017）／「旅行商品」につい
て…びゅう予約センター（☎0570・
04・8950）

2017はこだて
クリスマスファンタジー
ひろさきナイト

　　　　　　　　

【今号の表紙】
「巨大リンゴアート」弘前城本丸に現る
　10 月 20 日～ 29 日、弘前城菊と紅葉ま
つりに合わせて弘前城本丸に出現した約 3
万個のりんごを使った巨大モザイク画「リ
ンゴアート」。多くの市民の手作業により、
東
とうしゅうさいしゃらく

洲斎写楽「三
さんせいおおたにおにじ

世大谷鬼次の奴
や っ こ え ど べ え

江戸兵衛」の
絵が色鮮やかに表現されました。天守前に設
置された展望台からは「弘前城」と「岩木山」、
「リンゴアート」が一望でき、多くの人々の
目を楽しませました。
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特 集

図や表で見る
市の財政

「広報ひろさき」録音版を希望する人は広聴広報課（☎ 35・1194）までお知らせください。

　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 28年度の決算状況および 29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…税金や地方交付税など市に入るお金
■歳出…各種経費など市から出ていくお金

【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
■繰入金…基金から一般会計に組み入れるお金
■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
■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
■維持補修費…市が管理する施設等の
維持に要する経費

■貸付金…公益上の必要がある場合に
個人等に貸し付ける経費

【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
■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社
会教育の推進などに要する経費
■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 28 年度の決算は、歳入総額
が 826 億 2,922 万円、歳出総額が
813 億 8,866 万円で、残りの 12
億 4,056 万円は 29 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 28 年度  決算

歳入総額　826億2,922万円

歳出総額　813億8,866万円

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 3.5％
28億7,710万円
繰越金 2.2％
17億9,349万円
使用料及び
手数料 1.5％
12億4,617万円

分担金及び
負担金 0.8％
6億6,344万円
その他 0.2％
2億2,864万円

地方交付税 24.3％
200億4,782万円

市債 11.4％
94億4,910万円

県支出金 6.7％
54億8,823万円

その他 4.7％ 
39億5,337万円

自主財源
33.4％

依存財源
66.6％

繰入金 0.9％
7億2,840万円

市税 24.3％
200億4,861万円
市税 24.3％
200億4,861万円

国庫支出金 19.5％
161億485万円
国庫支出金 19.5％
161億485万円

維持補修費 2.0％
16億1,177万円

貸付金 1.6％ １2億7,864万円
その他 1.7％ 14億343万円

性質別目的別

消防費 2.8％
22億6,930万円
消防費 2.8％
22億6,930万円

農林水産業費 2.7％ 22億3,377万円
その他 0.6％ 4億6,514万円

義務的
経費
４8.8%

義務的
経費
４8.8%

投資的経費
14.1%
投資的経費
14.1%

その他
の経費
37.1%

その他
の経費
37.1%

扶助費 27.6％
224億5,239万円
扶助費 27.6％
224億5,239万円

人件費 1１.0％
89億7,884万円
人件費 1１.0％
89億7,884万円

公債費 1０.2％
82億7,646万円
公債費 1０.2％
82億7,646万円普通建設事業費等 14.1％

114億9,130万円
普通建設事業費等 14.1％
114億9,130万円

物件費 12.2％
99億3,238万円
物件費 12.2％
99億3,238万円

繰出金 6.3％
51億5,953万円
繰出金 6.3％
51億5,953万円

民生費 39.3％
319億8,497万円
民生費 39.3％
319億8,497万円

土木費 １1.4％
92億9,303万円

公債費 10.2％
82億7,646万円
公債費 10.2％
82億7,646万円

教育費 9.7％
79億1,456万円
教育費 9.7％
79億1,456万円

衛生費 ７.6％
61億5,386万円
衛生費 ７.6％
61億5,386万円

商工費 4.7％
37億9,524万円
商工費 4.7％
37億9,524万円

総務費 11.0％
90億233万円
総務費 11.0％
90億233万円

補助費等 13.3％
108億392万円


