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貯金は増えています！

市政情報
Town Information

健全化判断比率（財政は健全な水準を維持しています）
平成28年度指標 平成27年度指標 財政健全化基準 財政再生基準

実質赤字比率 赤字なし 赤字なし 11.40 20.00
連結実質赤字比率 赤字なし 赤字なし 16.40 30.00
実質公債費比率 8.5 8.6 25.00 35.00
将来負担比率 53.0 51.6 350.00 設定なし

過去７年間で見る財政状況

実質赤字比率…一般会計の赤字の程度を指標化し、財政運営の深刻度を示すもの
連結実質赤字比率…一般会計、特別会計、企業会計のすべてを合計した赤字の程度を示すもの
実質公債費比率…一般会計の借入金（地方債）の返済額の割合を表し、資金繰りの危険度を示すもの
将来負担比率…将来支払うことになる可能性のある負担等の現時点での程度を指標化し、将来財政を圧迫する可能性が高い
かどうかを示すもの

市債残高

基金残高

　市債とは市の借金であり、一般・特別・企業会計の市債
残高の合計は、年々減少傾向にあります。この７年間では
約127億円減少しました。

　基金とは、特定の目的に応じて効率的に資金を運用する
ために設置している市の貯金です。平成26年度は国から
の交付金を原資とする基金を全額取り崩したことにより減
少しましたが、この７年間では約10億円増加しました。

（％）

借金は減っています！

実質公債費比率

将来負担比率

　各指標の基準をサッカーに
例えると、イエローカードに
相当するのが「財政健全化
基準」、レッドカードに相
当するのが「財政再生基準」
です。

平成 28年度の決算を踏まえ、市の財政状況を
過去７年間の状況と比較してお伝えします！

タイトル クリスタルファンタジー・虹の遊園地

 

　平成 28 年度弘前地区小・中
学校美術展で受賞した作品を広
報ひろさきで 8回に分けて紹介
します。子どもたちの夢、楽し
い思い出、豊かな心をご覧くだ
さい。
■問い合わせ先　教育センター
（☎ 26・4803）

弘前っ子の作品
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子宮頸がん・乳がん・大腸がん検診無料クーポン券

子宮頸がん（女性）
対象年齢 対象者の範囲
21 歳 全員

乳がん（女性）
対象年齢 対象者の範囲
41 歳 全員

大腸がん（男性・女性）
対象年齢 対象者の範囲

45 歳～ 49歳

対象年齢に該当す
る人のうち、平成
24 ～ 28 年度に、
市が実施する大腸
がん検診を一度も
受けたことのない
人

　市では、一定の年齢に達した市民に、がん検診の受
診を促進し、がんの早期発見・早期治療につなげるた
め、がん検診の無料クーポン券を７月に発送しました。
無料クーポン券には有効期限があります。期限が近づ
くと、検診の予約が取りにくくなる場合がありますの
で、早めにご利用ください。
　利用できる医療機関などは、クーポン券と一緒に送
付したお知らせをご覧ください。
▽子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券の有効期
限　平成30年２月 28日
※４月 21 日以降に弘前市に転入した対象年齢の人
は、前住所地の市町村からクーポン券が発行されます。
既に前住所地の市町村からクーポン券が送付されてい
る人は、当市のクーポン券と交換が必要ですので、お
問い合わせください。
▽大腸がん検診の無料クーポン券の有効期限　平成
30年３月 31日 

【巡回子宮・乳がん検診】    
　検診車による集団検診です。受診を希望する人は電
話で申し込んでください。ただし、定員になり次第締
め切ります。      
▽とき　平成 30 年１月 14 日、受付＝午前９時～
10時    
▽ところ　弘前市保健センター（野田２丁目）
■問い合わせ・申込先　健康づくり推進課（弘前市保
健センター内、☎ 37・3750、土・日曜日、祝日を
除く午前８時半～午後５時） 

市職員募集あなたの力を
市民・市のために

【一般任期付職員（広報戦略担当）】
　市の情報発信力強化・市民参加促進のため、広報業
務の専門的知識を有する人材を募集します。
▽採用予定　1人
【社会人追加募集（公務員経験者）】
　国家公務員等としての職務経験を有し、行政実務全
般の即戦力となる人材を募集します（役職要件あり）。
▽採用予定　若干名

▽第一次試験　書類選考による
▽申し込み方法　人材育成課（市役所２階）で交付す
る受験申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、
12月 27日（必着）までに郵送または持参を（受け付
けは、土・日曜日、祝日を除く午前８時半～午後５時）。
※募集要項は、市ホームページに掲載しています。
■問い合わせ・提出先　人材育成課人事評価担当
（〒036・8551、上白銀町１の１、☎35・1119）
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これからの財政
　今後、市では人口の減少が見込ま
れ、それにより、市税や地方交付税
などの収入は減少していきます。ま
た、高齢化による影響で医療費など
の支出は増加していくことが考えら
れます。厳しい状況が続きますが、
引き続き健全な財政を維持していく
ため、右記のことに取り組みます。

ファシリティマネ
ジメントの推進
総合的・長期的観点
から、コストと便益
の最適化を図りなが
ら、財産の適正管理・
活用に努めます。

歳入の確保

国の補助金など、有
利な財源を積極的に
活用して事業執行に
努めます。

経常経費の節減

事務の見直しや効率
化を図り、経常経費
の節減に努めます。
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７年で約127 億円減少

７年で10 億円増加

　資金繰りの危険度を示す実質公債費率はこの
７年間で８.5％まで下がっています。

　将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを
示す将来負担比率はこの７年間で 53.0％まで
下がっています。
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